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ビザンツ帝国，と聞いてすぐに具体的なイメー

ジを結ぶことのできる人は多くはないだろう。そ

れは，コンスタンティヌス大帝が330年にボスフ

ォラス海峡の畔ビザンティウムの町をコンスタン

ティノポリスと改名してローマ帝国の都として以

来，東地中海に覇を唱え，盛衰を繰り返しながら

1453年に滅亡するまで，千年以上も存続した国家

を示すために現代の我々が用いている呼称であ

る。西欧諸国に近代化の範を求めた我が国では，

従来，この国家に対して充分な関心が払われてこ

なかったのは事実である。しかし，世界国家を標

榜し，多くの民族が軋轢を抱えながらも共生体制

を実現したその国家の有り様は，近年，改めて注

目を集めていると言えるだろう。

ビザンツ史研究の伝統は欧米諸国では19世紀後

半に遡る。多くの国でビザンツ学の専門学術雑誌

が刊行されており，5 年に一度，国際学会が開催

され，最近では昨年の夏にパリ，ソルボンヌで第

20回大会が開催された。滅亡から五百年以上も経

た今も，多くの研究者がこの国家に熱い視線を注

ぎ続けているのである。

このたび，国際的なビザンツ学者，故ニコラ

ス・イコノミデス（Nicolas Oikonomides）教授の

個人蔵書が，縁あって金沢大学附属図書館に収蔵

されることになった。ここでは同教授の略歴と主

要な業績，当コレクションの内容と特徴などを簡

単に紹介しておこう。

イコノミデス教授は1934年，ギリシアの首都ア

テネに生まれた。1956年，アテネ大学哲学部（歴

史・考古学専攻）を卒業後，フランスに留学，パ
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金沢大学附属図書館所蔵

「ビザンツ研究資料コレクション」について
―― 国際的なビザンツ学者、故ニコラス・イコノミデス教授旧蔵書 ――

文学部助教授 根津 由喜夫

（1 階書庫に収蔵されたコレクション）



リ大学でフランス・ビザンツ学の泰斗ポール・ル

メルルに師事する。この時期の注目すべき業績は，

スペインのエスコリアル修道院所蔵のギリシア語

写本の中から10世紀後半のビザンツ帝国の宮廷席

次表，いわゆるエスコリアル・タクティコンを発

見，その解読と校訂に努めたことである。この研

究によって教授は1959年にパリ大学において博士

号を取得する。同タクティコンを含む 9-10世紀の

4 つの宮廷席次表のテキストを校訂し，仏語訳と

詳細な注釈を加えた著書『 9-10世紀ビザンツの宮

廷席次表』（Les listes de préséance byzantines des

IXe et Xe siécles, Paris, 1972）は，この時期のビザ

ンツ国家機構の発展と変遷を明確にした優れた業

績であり，この分野に関して研究者が第一に参照

すべき基本文献としての地位を揺るぎないものに

している。

優れた文献学者としてのイコノミデス教授の才

能は，フランス・ビザンツ学会が精力的に取り組

んでいたアトス山修道院文書の校訂・公刊事業

（Archieves de l’Athos）においてもいかんなく発

揮された。教授は単独で 3 つの修道院の文書の校

訂・編纂作業を担当した（Actes de Dionysiou,

Paris, 1968 ; Actes de Kastamonitou, 1978 ; Actes

de Docheariou, 1984）他，イヴィロン修道院文書

の編集にも参加している（Actes d’Iviron, 4vols,

1985-1995）。こうした着実で精緻な土地取引や特

権付与文書の分析作業の成果は，後に『 9-11世紀

ビザンツの税制と課税免除』（ Fiscalité et

exemption fiscal à Byzance（IXe-XIe s.）Athens,

1996）に結実することになる。

1969年，教授はカナダ，モントリオール大学教

授に就任する。『13-15世紀コンスタンティノープ

ルにおけるギリシア人・ラテン人の商人』

（Hommes d’affaires grecs et latins à Constantinople

（XIIIe-XVe siécles），Montréal, 1979）はこの時期

の業績であり，教授の学問的関心がさらに大きく

拡がっていることを窺わせる。アメリカにおける

ビザンツ学研究の一大拠点，ハーバード大学附属

ダンバートン・オークス研究所との交流を深める

のもこの時期のことであり，1971年に同研究所の

客員教授に就任，同研究所が収蔵する大量のビザ

ンツ時代の印章の分析と公刊作業に取り組んだ。

そうした作業は，1988年にアテネ大学哲学部ビザ

ンツ学講座教授に転じた後も続けられ，教授は毎

年の夏期休暇期間をアメリカで過ごすことを恒例

にしていたそうである。その成果は，著書『年代

の画定されたビザンツ鉛印章コレクション』（A

Collection of Dated Byzantine Lead Seals,

Washington, D.C., 1986）や同研究所のジョン・ネ

スビット教授との共同編集による『ダンバート

ン・オークスおよびフォグ美術館所蔵ビザンツ印

章目録』（ Catalogue of Byzantine Seals at

Dumbarton Oaks and in the Fogg Museum of Art,

4vols, Washington, D.C., 1991-2001），そして単独

で編集を担当した論文集『ビザンツ印章学研究』

（ Studies of Byzantine Sigirography, 6vols,

Washington, D.C., 1987-2000）として公刊されて

いる。これらの印章資料には，従来，文献資料で

は知られていなかった支配エリートや貴族の膨大

な情報が含まれており，今後のビザンツ帝国の国
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家システムや権力構造の研究に多大な貢献をなす

ことは疑いないところである。

以上のように文書資料や印章など一次史料の緻

密な分析と手堅い実証研究がイコノミデス教授の

業績の大きな特徴であるが，その一方で美術・工

芸作品に込められたメッセージを読み解くことに

取り組んだ論文などでは，時として極めて大胆な

仮説を提示し，論争を誘発するのを楽しんでいる

風もあった。ビザンツ史のあらゆる時代，あらゆ

る分野にわたる教授の圧倒的な学識は，その業績

の一部を集めた 2 冊の論文集『 7-15世紀のビザン

ツ国制に関する文書と研究』（Documents et

études sur les institutions de Byzance（VIIe-XVe

s.）, London, 1976），『 9 世紀から第 4 回十字軍に

至るまでのビザンツ帝国』（Byzantium from the

Ninth Century to the Fourth Crusade, Aldershot,

1992）にも垣間見ることができるだろう。

こうした多彩で精力的な研究活動に加え，教授

は1995年以降，ギリシア国立ビザンツ学研究セン

ター所長を兼務し，ギリシア国内で開催された多

くの国際学会を主催した他，国際ビザンツ学会

（ l’Association internationale des Études

byzantines）の事務総長を務め，1996年の第19回

国際ビザンツ学会の開催と運営に貢献するなど，

まさしくその活躍ぶりは超人的と言えた。筆者は

1995年秋から翌年夏にかけて約 1 年，アテネ大学

のhonorary research fellow の地位を得て，同教授

と接する機会を得たが，教授の多忙ぶりは，筆者

の短い滞在期間中も驚くほどであった。しかし，

こうした激務が2000年 7 月の急逝を招いたと思う

と誠に痛恨の極みと言わざるを得ない。

教授の幅広い関心を反映して，同教授の個人蔵

書は狭義のビザンツ史に限定されず，バルカン・

東欧，中東，地中海諸地域の歴史，考古，美術史

など広い領域に及んでいる。近年の欧米の研究書

に加え，19世紀末から20世紀初頭に出版された史

料集，我が国では入手が困難なブルガリア語，セ

ルビア語などスラヴ系言語の文献などは非常に貴

重なものと言えるだろう。ただ，古い文献の中に

は装丁の破損が目立つものもあり，修復が急がれ

ることも言い添えておかねばならない。

このたびこのコレクションが本学附属図書館に

収蔵されることになったのは多くの人々の尽力の

賜物である。貴重なこのコレクションが，本学だ

けでなく広く全国の利用に供され，今後，関係諸

分野の研究発展に大きく寄与することを期待した

い。
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学生諸君に是非読んでもらいたい図書を和田
敬四郎館長が推薦します。

7月よりコーナーを開設。現在９冊目です。
最新の推薦図書は以下の通りです。
戸田直弘著「わたしは琵琶湖の猟師です」
Ｍ．シュワルツ著「なぜ牛は狂ったのか」
ご利用をお待ちしております。

館長お薦めの一冊 コーナーを開設



1．細川家永青文庫叢刊（全16巻）

汲古書院 1983-1985

図書庫（918 : H827）

2．敗戦時全国治安情報［複製版］

（全7巻）

日本図書センター 1994

図書庫大型（317.74 : H153）

3．戦後社会福祉基本文献集第2期

（第11～20巻）［復刻版］

（全10巻）

日本図書センター 2001

図書庫（369.08 : S476）

4．スポーツ年鑑［復刻版］（全14巻）

朝日新聞社［編］

日本図書センター 1995-1996

図書庫（Y780.59 : S764）

5．中國地方志集成［影印本］（全10巻）

上海書店 1991

図書庫（292.2 : C559）

6．運動年鑑［復刻版］（全34巻）

朝日新聞社編

日本図書センター 2001

図書庫（Y780.59 : A798）

7．朝鮮及満洲［復刻版］（全10巻）

皓星社 1998

図書庫（雑誌架）

8．敦煌石窟（全10巻）

文化学園・文化出版局 2001

図開架大型（702.228 : T665）

9．清代辺疆満文档案目録（全12巻）

中国第一歴史档案館［ほか］編

广西師范大学出版社 1999

図書庫（222.06 : S556）

10．秋田県史［復刻版］（全16巻）

［秋田県］ 1977-1980

図書庫（212.4 : A315）

11．The Supreme Court in American society : 

equal justice under law（10 v.）

Kermit L. Hall Garland Pub. 2000

図書庫（327.953 : S959）

12．Sexualities : critical concepts in sociology（4 v.）

ed. by Ken Plummer

Routledge 2002

図開架（367.9 : S518）

13．Theatre du Grand Siecle CD-ROM 

コルネイユ･モリエール･ラシーヌ･全戯曲集

図開架（CD-ROM検索端末）
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平成13年度特別図書�

＊　平成13年度の特別図書です。是非ご利用

ください。「特別図書」は文部科学省より人

文・社会系の大学院生のための資料購入費と

して措置されるものです。



本学附属図書館では，平成14年7月，石川県公

共図書館協議会との相互協力に関する協定につい

て，和田敬四郎附属図書館長と岸本衆志石川県公

共図書館協議会長との間で覚書が取り交わされ

た。石川県公共図書館協議会は，県立図書館をは

じめ，県内市町村立図書館及び公民館図書室を含

む43加盟館・室から構成されている。県立図書館

の協力事業として，同協議会内での所蔵目録に関

する図書館横断検索システム（19館参加）及び一

部の大学を含めた資料搬送システム（45館参加）

が運用されており，主に加盟館・室内に所蔵して

いる一般図書や郷土資料等でもって地域住民の情

報要求や知的要求に応えている。ちなみに，本学

の学生も大いに利用させてもらっている。

一方，高学歴社会，高齢化社会と呼ばれる近年，

大学は地域の人々の様々な，かつ，高度な情報要

求に応えていくことが社会的責任として，公開講

座の開講や大学施設の開放等に加え，大学図書館

の公開が強く求められてきた(1)。本学では平成2年

2月に，新たに一般市民等利用内規を作成した上

で，地域住民への本格的な図書館開放を開始し，

更に規則の改正を重ね，平成13年5月からは本学

の教育・研究に支障のない範囲で，一般市民への

資料の貸出サービスを始めた。現在，中央図書館

と医学部分館が貸出可となっており，月平均およ

そ88.9冊貸し出ししている。

図書館間の相互協力には，利用面の協力をはじ

め，資料の収集，整理，保存及びレファレンスサ

ービス面の協力並びに一般業務の協力活動等が考

えられる。しかし，今回の協力内容は，覚書の中

で，①図書館資料の相互貸借に関する事項，②図

書館資料の文献複写に関する事項，③レファレン

スに関する事項，④その他図書館間協力に関する

事項を謳っている。また，原則として依頼を受け

た図書館が定める規則の範囲内で協力する，相互

貸借と文献複写に関する実施要項が覚書に添付さ

れている。

協定締結に当り，本学との関係で問題になった

点は，①協議会内で運行されている搬送便の本学

への乗入れ，②協議会内OPAC横断検索システム

への本学参加，③文献複写依頼書統一フォーマッ

トの必要有無，④複写料金の支払い方法等であっ

た。搬送便や横断検索システムの運用は，県立図

書館の年次事業計画のもとに整備されているもの

で，本学への乗り入れ及びシステムへの参加は検

討課題とした。また，依頼書フォーマット及び料

金の支払いは，どのような様式を用いても良い，

国の徴収猶予制度を利用して料金後払いとする方

法等で了承が得られた。

本学では，これまで県内外の公共図書館からの
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石川県公共図書館協議会との相互協力に関する

協定締結について

情報サービス課長　棚橋　章

協定にサインする岸本館長（左から2人目）と和田館長
（右から2人目）



現物貸借や文献複写の依頼に対し，附属図書館の

諸規則及び国公私立大学図書館間相互貸借に関す

る協定（平成12年10月2日）を準用し対応してき

たが，今回，敢えて協力関係を明文化した趣旨は，

①地域住民の高度な情報要求に対する積極的支援

システムとしての確立とその広報活動の推進，②

新たな社会環境における図書館職員の意識改革と

図書館間の連携強化の促進，③明文化を機会に，

利用面以外の図書館間協力事業の拡大・促進を図

る，の3点が挙げられる。

今後は，協力事業を通じて相互理解を一段と深

めるとともに，新たな協力事業として，職員のス

キルアップを図るための研修会等の共催，共同レ

ファレンス・データベースの構築，あるいは各図

書館の機能に応じた資料の分担収集・保存の企

画・立案等が考えられ，市民の生涯学習活動や学

生・教官の教育研究活動を支援する図書館サービ

スが，更に円滑に行える環境を整える必要があろ

う。

なお，平成9年に金沢市立玉川図書館及び同泉

野図書館との間で，同様な相互協力に関する覚書

を取り交している。

１）吉田憲一“大学図書館の利用者サービス：学

外者への公開を中心に”大学図書館研究

50:82-92, 1996.10
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ありがとうございました

本学教官著作等寄贈図書リスト
（2002.6～2002.8月寄贈受入）

志村　惠（文学部助教授）訳
ヴェルナー・フート著
原理主義：確かさへの逃避
新教出版社 2002.6
<161:H979  図開架>

永坂鉄夫（名誉教授：医学部）著
ドンキホ－テの弁解
前田書店 2002.5
<904:N147  図開架>
<WZ350:N147  医図書>

古川　仭（医学部教授）編集
上咽頭がん : 浸潤・転移のメカニズム
2002.4
<496.8:J74  図開架>

三井　徹（教育学部教授）著
Popular music : intercultural interpretations
Graduate program in music, Kanazawa
University,  1998
<767.8:P831  図書庫>

加藤和夫（教育学部助教授）共著
お国ことばを知る方言の地図帳
小学館 2002.7
<818.1:O41  図開架、教国語>

粕谷祐己（文学部助教授）分担執筆
スタンダ－ル変幻：作品と時代を読む
慶応義塾大学出版会 2002.6
<950.28:S825  図開架、文仏文>

井東廉介（非常勤講師）訳
ジョン・ボリクス他著
太陽水素エネルギ－がよく分かる本
：地球最後の砦
西田書店 2002.3

<501.6:B665  図開架>



本学の第Ⅱ期移転用地には，多数の遺跡が分布

していた。現在，その殆どは削平されてしまった

が，ここにとりあげる第 2 調整池南地点の遺構は，

全国にも例の少ない貴重なものである。詳細は埋

文センター刊行の『金沢大学文化財学研究』2 号

（2000年 3 月）に記されているが，できれば現状

のまま大切に保存して頂きたい。遺跡の中心部に

は墓穴ほどの縦穴（縦横約2×1ｍ，深さ約1ｍ）

がうがたれ，その周りには建物の柱穴らしい遺構

があり，さらにそれを取り巻く浅い溝が掘りこま

れている（方形周溝状遺構）。出土遺物は帯飾り

と小玉など多くなく，遺骨は検出されない。年代

は９世紀頃という。

私がこの遺跡に関わったのは，埋文センターか

ら依頼を受け，遺跡の検討会に出席してからのこ

とである。それまで私は，奈良・平安時代の政治

史を研究してはいたが，お墓や葬式は関心の外に

あったから，文献史料を通してこの遺跡の性格を

追究してほしい，とのお申出には，いささか困惑

したことを覚えている。

検討会には，各学部から選出された委員の方々

が出席しておられ，考古，民俗，歴史学の研究者

の意見を聞き，この遺跡を保存するか否か，原案

を作成しようとの意気ごみであった。まず出席者

からこの遺跡の性格について，墓穴，貯蔵穴，山

岳信仰関係遺構等々の見解が示された。これを受

けたある委員が，「骨も出ていない遺跡を墓とは

断定できないし，どこにでもある貯蔵施設などを，

どうして残す必要があるのか」と，強い保存反対

の意見を述べられたのである。私は内心，困った

ことになったと思ったが，にわか勉強の成果を披

瀝した。平安時代の文献史料からは，一旦埋葬し

た遺骸を別の場所に「改葬」していたことが判明

すること，骨が出土しないのはその結果かもしれ

ないこと，またこの頃の墓の遺構は殆ど知られて

いないので，当遺跡を大切に残してほしいと要望

したのである。この委員の方は，私が急遽作成し

たレジュメを丹念にお読みになり，「良い話を聞

かせてもらった」と有難いお言葉を残してお帰り

になった。

その場は一旦切り抜けたが，重い宿題が残され

た。平安時代の葬儀についてまとまった研究は少

なく，史料を一から収集し，「改葬」とこの遺跡

の性格について研究せねばならなくなったからで

ある。私は数か月を費やして史料を集め，教室で

少しずつ講義し，なんとか平安時代の葬儀につい

て語れるようになった。

まず遺跡の性格であるが，埋文センターの見解

の通り，埋葬施設とみるのが妥当であろう。それ

は溝の内側（東北方）に，炭化物の集中する区域

－ 8 －
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平成14年度の石川県大学図書館協議会定例会は，今年度の当番館である当館の会議室で 7 月 2 日（火）の

午後 1 時半より開催された。出席は16校22名。会議終了後，3 階AV室で資料館長笠井純一先生をお招きし

て講演会が行われた。以下は先生の講演要旨である。

�����������
�����������
�����������

平成14年度石川県大学図書館協議会定例会講演（要旨）�

金沢大学角間遺跡（第２調整池南地点）と平安時代の葬法�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資料館長・文学部教授　笠井　純一�



があるからである。10世紀の記録によれば，天皇

や僧侶の葬儀に際し，「上物」と称する品々（主

として故人が身につけていた遺品）を墓所の東北

隅で焼くことが記されており，角間遺跡から帯飾

りや小玉（数珠玉かと思われる）が発見されたこ

とと併せ考えれば，埋葬後の儀式がここで行われ

たと推定できるのである。

ただし，角間遺跡から遺骨が出土しないのは改

葬が行われたためか，土壌が骨を残しにくい状態

にあったからか，考古学に昏い私には判断しにく

い。以下の記述は，平安時代に行われた一般的な

葬儀のあり方と，その変容についてである。

奈良・平安時代の葬儀は，「殯（モガリ）」と深

い関連の下にある。殯とは遺骸を一旦安置し，柩

前で様々の儀礼を行った後，本墓所に埋葬する日

本古来の風習であるが，大化 2 年(646) の薄葬令

で禁止された。以後，大がかりな儀礼は影をひそ

めたが，遺骸を一旦安置した後に本墓に移す風習

（改葬）は，貴族社会を中心に根強く残ったので

ある。大宝・養老の律令には「改葬仮」（改葬を

行なうための休暇）が規定されているし，少なく

とも11世紀中葉まで，伊勢の斎宮が都から下向す

る折には，改葬が禁止されている。

では改葬とは，どのような儀礼であったのだろ

うか。遺骸はまず，「御魂殿」「玉屋」などと呼ば

れる小屋に安置される。11世紀の女性貴族（太皇

太后昌子内親王）の例を挙げよう。まず寺院の境

内に「御魂殿」を造り，内部を 2 尺程掘り下げ，

薦・布・絹などを敷き，薪を積み上げた上に柩を

据える。その後屋内に薪を詰め込み，棺上に「加

持砂」を振りかけ，御魂殿を固めている（『小右

記』長保元年12月 5 日条）。三条天皇皇后 の

場合は，「築地つき込めた」檜皮葺の「玉屋」を

造り，遺骸はここに車に載せたまま納められた。

屋内では灯火・供物を供え，縁のものが死者との

別離を惜しむ。やがて夜が明けると人々は退出し，

玉屋の妻戸は固く閉ざされた（『栄花物語』巻25，

みねの月）。

一旦安置された亡骸は，数年を閲した後，「骨

壺」に納められて改葬地に運ばれる。遺骨の収拾

には，火による処理が行われることもあった。改

葬地には「石率
そ

都
と

婆
ば

」を建て，「釘貫
くぎぬき

」（低い柵）

を巡らすなど，遺骨は丁重に扱われている。この

頃の改葬地（本墓）は氏族によって場所が定まっ

ており，別姓であれば夫婦といえども別墓所に埋

葬された。ただ特殊な事例として，玉屋に火を放

って拾骨したのち，松脂や油をかけてさらに焼き

砕き，灰塵と化した遺骨を小桶に入れ，鴨川に投

棄した例もある（『権記』寛弘 8 年 7 月11日条）。

このような儀礼の背景には，火葬を忌避する強

い観念があったらしい。日本における火葬は７世

紀末にはじまるが，その普及はおそく，天皇の場

合でも一般化は10世紀後半であった。「再生を願

う期間」を長期に亙って持たなければ，「死の確

認」が出来なかったのであろう。

しかし12世紀になると，全く新しい「改葬」が

登場する。これは荼毘に付した遺骨の壺を仮墓所

に埋め，後に掘り起こして本墓所に埋納する儀式

である。遺骨が丁重に扱われ，最終的に一門の墓

所に納められることは前代と同じであるが，火葬

の普及とともに，遺骸を一旦「玉屋」等に納める

せい�し�
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角間遺跡（第2調整池南地点）方形周構状遺構の完堀状況
（埋蔵文化財調査センター提供）



－ 10 －

金沢大学附属図書館報

風習は廃れていった。さらに留意すべきは，12世

紀的な改葬行為は，天皇の場合に限り，すでに11

世紀から行われていることである（一条，後一条，

後三条各天皇の場合）。ここに葬法の階層による

落差と，その上からの変容という図式が，おぼろ

げながら窺えよう。

私の関心は角間遺跡から出発したが，この時代

の文献史料が語る世界は都の貴族社会に偏ってお

り，研究の範囲もその枠を越えることは難しい。

この遺跡の性格を解明するには至らなかったが，

平安時代の葬法一般を明らかにすることで，往時

の儀礼や思想の理解に少しばかりお役に立てるな

らば，望外の幸せというべきであろう（詳細は，

『金沢大学文化財学研究』3･4 合併号，2002年 3 月

を参照して頂きたい）。

図書館のOPAC端末機が混雑しているとき，研究室で資料を急に必要となったとき，自宅でふと気になっ

た本を知りたいとき等その場ですぐにOPAC情報を得ることができます。

下記URLにアクセスしてご利用ください。どのURLからでも

i モード，J-skyWeb，EzWEBなどに対応していますが，一部携帯端末機

種によっては接続できない場合があります。

http://osirabe.net/opac.kanazawa-u

http://www.osirabe.net/opac.kanazawa-u

http://seek.dyn.to/opac.kanazawa-u

http://www.seek.dyn.to/opac.kanazawa-u

携帯電話からのOPAC検索サービス実施中
－携帯電話で金沢大学附属図書館の蔵書が検索できます－

注意点　①本サービスの利用期間は，平成15年 2 月28日までです。

②本サービスは携帯電話の使用を禁止されている場所での利用を控えるなど，

マナーを守ってご利用ください。

医学部分館　一般市民への貸出サービスを開始
今年の 7 月から医学部分館でも，一般市民の方への貸出しサービスを開始しました。
図書 3 冊以内，期限は10日間です。（1 度にかぎり期限の延長ができます）
まず最初にサービスカウンターで利用券発行の手続きをしてください。手続きの際に，ご本人と

確認できる書類（運転免許証・身分証明書等）を提示していただきますので，お持ち下さるようお
願いいたします。
なお，雑誌・AV資料につきましては，従来どおり“館内利用のみ”となりますのでご了承くださ

い。
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医学部分館には八十数点の和蘭（オランダ）語
原書が所蔵されている。その大部分は幕末から明
治初期に壮猶館および養生所，医学館などの藩立
機関で購入されたものである。今回はそれらの中
から，フレゼニウスの『定性分析化学便覧』和蘭
語版を紹介する。はじめに書誌を示しておく。な
お分館所蔵の和蘭語版は同じものが 2 部あり，便
宜上Ａ本，Ｂ本と呼ぶことにする。

Handleiding tot de qualitative chemische analyse /
door C. Remigius Fresenius ; Naar de negende
uitgave uit het Hoogduitsch vertaald door C.F.
Donnadieu. Delft : H. Koster, 1857. 

xvi, 348 p. : ill. ; 23 cm

（Ａ本）蔵書印：「壮猶館文庫」，「金沢藩医学
館」，「金沢医科大学図書」，検閲印：「長崎東衛
官許」
（Ｂ本）蔵書印：「加州軍艦蔵書之印」，「加州

海軍局文庫之記章」，「金沢藩医学館」，「金沢医科
大学図書」，検閲印：「長崎東衛官許」

著者のドイツ人フレゼニウス（Fresenius, Carl

Remigus, 1818-1897）は18世紀後半におけるもっ
とも指導的な分析化学者。『定性分析化学便覧』
（ドイツ語原著：Anleitung zur qualitativen
chemischen Analyse）は，初版が1841年，生存中
に16版を重ねた。明解な記述が好評で，分析化学
関係の書籍のなかで，最も大当たりをしたものの
一つであるといわれる。ヨーロッパ各国語版が出
版された。日本語訳は，明治に入ってから三崎尚
之によって『定性試験升屋』，『試験階梯』など数
冊にわけて部分訳のかたちで出版された。

さて，Ａ，Ｂ両本の購入，継承について考えて
みる。両本には「長崎東衛官許」印がおされてい
る。この印について，「江戸北奉行所市中取締続
類集　書物錦絵の部」（『未刊史料による日本出版
文化　第 8 巻』所収）に安政5(1858)年10月付けの
文書が載っている。それには「蕃書売捌所」（洋
書販売店）に対して，「此度長崎表より差廻され
候蕃書売捌所申渡候ニ付，蕃書改済印致シ売買候
間，右印鑑弐枚差し上申候」として，「長崎東衛
官許」「安政戊午」の印が示してある。つまり
「長崎東衛官許」という印は，米，英，仏，蘭，
露国と通商条約が締結された安政 5 年以降，検閲
済輸入洋書に押された検閲印である。当初は「安
政戊午」（5 年）という年印とともに押されたが，
以後は検閲印だけが押された。幕府最後の検閲制
度を示すものといえる。両本とも年印がないので，
安政 6 年以降の輸入書であると考えられる。

蔵書印によると，Ａ本は先ず壮猶館（そうゆう
かん）に備付られている。壮猶館が金沢の地に西
洋の学問を教える初めての学校として誕生したの
は安政元(1854)年 8 月，ペリーの浦賀来航の 1 年
後である。藩が前年設置した火術方役所を拡充し，
西洋式武学校としたものである。西洋流砲術を教
授するだけでなく大砲の鋳造，弾薬の製造，管理，
航海術，西洋原書の翻訳などを担当する機関とし
て整備された。本書は大砲鋳造用の青銅の重量分
析などに有益な図書とされたのであろう。
一方Ｂ本は最初，「軍艦所」に備えられた。文

久元(1861)年 3 月藩は，壮猶館の航海部門を独立
させて，七尾軍艦所と西町軍艦所を創設した。七
尾では艦船実習と軍艦根拠地を，金沢西町では航
海術学科を主とした。Ｂ本がどちらに置かれたか
は判らない。やがて維新をむかえ，明治 2 (1869)
年 3 月金沢藩は藩治職制を改定して，一堂五寮制
を敷いた。政治堂，学政寮・軍政寮，民政寮・会
計寮，刑獄寮である。この学政寮・軍政寮の一体
のもとに文教政策を担当する文学局とともに陸軍
局，海軍局など 7 局がおかれた。「加州海軍局文
庫之記章」の蔵書印が押されたのはこの時であろ（B本標題紙）

蔵書散策　　第13回

フレゼニウス�

『定性分析化学便覧』和蘭語版�
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う。
明治 3 年 2 月医学館が創

設される。両本に「金沢藩
医学館」印があり，創設時
に両本は此処に移され同じ
書架に置かれたものと推察
される。（翌 4 年 8 月の廃藩
置県以後は「金沢県医学館」
印が使用される）4 年 3 月
オランダ陸軍一等医官スロ
イス（Slüys, Pieter Jacob

Adrian, 1833-1913）が医学教師として着任。医学
だけではなく，理学全般の教育をしたスロイスが
本書を化学教育の教科書の一つとして使用した可
能性は高い。
この後本書は，金沢病院→金沢医学所→金沢医

学校→石川県甲種医学校→第四高等中学校医学部
という医学部の前身校の歴史とともに継承され
た。明治20年，第四高等中学校医学部が開設され
ると，ドイツ語原著が購入されている。和蘭語版
は現役引退となったであろう。

（追記）：フレゼニウスについては，本学名誉
教授阪上正信先生が「分析化学」誌上で詳細な紹
介をされている。業績についてはもちろん，現在
も活動しているブレゼニウス実験所の見学記，子
孫の方との談話も載っている。ご一読ください。
（「フレゼニウスの実験所と分析化学の歴史」『分
析化学』 23(7) 1974.7）

情報サービス課図書館専門員　梶井重明

としょかん日誌 （2002年6月～8月）

6 月 7 日 携帯電話からのOPAC検索サービス
開始（平成15年2月28日まで）

6 月24日 石川県図書館協議会役員会 和田敬四
郎（図書館長）出席

6 月26日 第49回国立大学協議会（鳥取県立県
～27日 民文化会館）和田敬四郎（図書館長），

山下洋一（事務部長），棚橋章（情報
サービス課長）出席

7 月 1 日 医学部分館・一般市民への貸出開始
7 月 2 日 平成14年度石川県大学図書館協議会

定例会議及び講演会（本学附属図書
館会議室及びAV室）

7 月 8 日 平成14年度大学図書館職員長期研修
～26日 （独立行政法人国立オリンピック記

念青少年総合センター他）橋美穂
（医学部分館保健学科図書室）受講

7 月11日 2002年金沢工業大学図書館・情報科
～12日 学に関する国際ラウンドテーブル会

議（金沢工業大学ライブラリーセン
ター）和田敬四郎（図書館長），山下

洋一（事務部長），棚橋章（情報サー
ビス課長）出席

7 月16日 県公共図書館協議会との相互協力協
定に調印

7 月30日 金沢大学インターンシップ 本学図書
～ 8 月 2 日 館で２名体験
8 月 1 日 平成14年度金沢大学民間派遣研修
～27日 （株式会社大和）北村久美子（総務

主任）派遣
8 月22日 情報セキュリティーセミナー（文部

科学省分館虎ノ門ホール）橋洋平
（電子情報係長）受講

8 月23日 北陸地区国立大学附属図書館会計担
当者会議（富山医科薬科大学）出島
正幸（総務係長），杉本美子（図書情
報係長）出席

8 月28日 電子ジャーナル・ユーザー教育担当
～29日 者研究会（大阪大学附属図書館サイ

バーメディアセンター）林裕紀子
（薬学部図書室）受講

8 月28日 平成14年度図書館等職員著作権実務
～30日 講習会（広島大学）金木英代（工学

部分館図書係長）受講
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読者の皆様からのおたよりをお待ちしております。

表題地模様�Toku Yusui（加賀友禅染絵『さやぐ，おどる』。由水十久（初代。1913－1988）は金沢出身の加賀友禅作家です。）

（A本略標題紙の検閲印）


