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本が一グループをなしていること︑

教林文庫本が最も書写が古く︑ま

た他の本に先行する本と見られる

こと︑妙法院本は後の再編修本と

見られること︑等々の事が明らか

になってきつつある︒また教林文

庫本の﹃日吉山王霊験記﹄は︑抄

はないかと思われる︒︵このよう

出本であり︑成立はやや下るので

教林文庫本︵早大図書館蔵﹁山

沙門厳覚の写し︶︑

王縁起﹂︑天和二年

ついて︑文学の側からも歴史の側

状である︒これまでは神道文献に

って進められていると言うのが現

れており︑ごく少数の篤志家によ

ころその本格的な研究は極めて遅

めて大きい︒しかし現在までのと

在している︑﹃山王霊験記絵巻﹄

の方々が︑本書の一部分として存

はほとんどなされず︑主に美術史

成立論がある他は︑文学の側から

するアプローチは︑近藤喜博氏の

収録されていた︒しかし本書に対

山王利生記﹄は︑夙に群書類従に

山王関係資料の中でも︑﹃日吉

は︑東京大学図書館蔵本一本︵こ

たものの中で入手していないもの

を調査・収集した︒所在を確認し

うにすることである︒今後に残さ

絵巻の三者を総合的に捉らえるよ

程も明らかにし︑縁起︑利生記︑

類にまで及ぼし︑絵巻類の成立過

て︑大きな役割を担った神道とし

からも︑十分な取り組みがなされ

を対象とした研究を行っていたく

れも近く入手できるものと思う︶

な抄出本の出現も中世文学研究の

ていなかったと言えよう︒神道文

を残すのみとなった︒これまでの

叡山文庫本︵書写年︑書写者不

献の調査研究によって重大な展望

この共同研究では︑﹃日吉山王利

らいである︒こうした事情を考え︑

れた課題も極めて多い︒

上では興味深いことである︶︒こ

が開けるであろうことは︑すでに

校合過程の中からみると︑内閣文

ては︑読み進めるなかで︑﹃発心

明︑近世後期の写し︶︑

伊藤正義氏や︑阿部泰郎氏の研究

生記﹄を取上げ︑基礎的な研究か

庫本︵白描の絵を残した整った本

文庫翻刻︶︑

二巻本︑元禄七年

教林文庫本︵﹁日吉山王霊験記﹂

厳覚の写し︶︑

他の中世文学との関連をめぐっ

ることと︑本文の比較を山王絵巻

より正確に捉らえられるようにす

実に把握できるようにし︑本文を

な分析を進め︑諸本間の関係を確

の課題については︑今後より綴密

が十分に方向性を与えている︒し

ら着手し︑諸本の調査・収集およ

集﹄︑﹃三国伝記﹄︑﹃源平盛衰

妙法院本︵﹁山王絵詞﹂古典

かも神道や神道史︑思想史学とは

である︶︑叡山文庫本︑群書類従

知の事実であろう︒とりわけ説話
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び校合を行うとともに︑他の説話

て︑一層の究明が必要であろう︒

わり合い︑文学・文化史︑思想史
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意外な深さが明らかになった︒こ

本書と他の文学作品との係わりの︑

記﹄等との係わりが明らかになり︑

両面を持っている︒諸本間の問題

とに共通する内容と独自の部分の

道秘密記﹄などは︑同一書名のも

纂所に写本が存在する﹃日吉社神

久保田淳︵東京大学文学部教授︶

伽﹁久松本の﹂解題研究

延廣真治︵東京犬学教養学部助教授︶

粕谷宏紀︵日本大学文理学部教授︶

小野尚志︵当館助手︶

岡雅彦︵当館助教授︶

石川了︵大妻女子大学文学部助教授︶

⑥本朝文粋における願文の研究

宇田敏彦︵戸板女子短期大学教授︶

島原泰雄︵当館助手︶

小峯和明︵当館助教授︶

渡辺秀夫︵信州大学人文学部助教授︶

高橋亨雪館客員・名古屋大学文学部助教逢

市古夏生︵白百合女子大学文学部助教授︶

島中道則︵東京学芸大学助教授︶

側江戸時代堂上和歌聞書の研究

佐藤道生屋応義塾大学大学院博士課遅

森正人︵愛知県立大学文学部助教授︶

山崎誠︵広島女子大学文学部助教授︶

福田秀一︵当館教授︶

館報泌号所報公募採択課題以外

石川俊一郎屡応義塾大学大学院博士課崖

の点は今後の研究の中でより一層

も簡単ではない︒言うまでもなく

鈴木淳︵国学院大学日本文化研究所講師︶

昭和六十年度共同研究

明らかにしたいものである︒

資料一つ一つを丁寧に調査してい

山王神道の実態と文学との係わ

またこれらの資料の中には︑実

く必要がある︒

島中道則︵当館客員・東京学芸大学助教送

山王利生記﹄はまことに適切な作

りを追及していくなかで︑﹃日吉

に多くの説話が含まれていること
である︒筆者が今回文献資料部の

フリヅッ・フォス︵当館客員教授︶

品であったと思う︒本書を文学研
究の場で解剖し︑文学史の中に位

﹃調査研究報告﹄︵第七号︑六十

三輪道胤︵大阪府立大学総合科学部助教授︶

置づけていく作業は今後の課題で

︵ライデン大学名誉教授︶

なく︑熊野本地證までが含まれて

清水素子︵輔里美藍文藤脅呆豪量駕生

一一十六人集諸本の研究

古相正美︵国学院大学大学院文学研究科博士課避

坂内泰子︵東京大学大学院人文科学科博士採竺

林達也︵東京外国語大学助教授︶

鈴木健一︵東京大学大学院人文科学科博士課遅

百川敬仁︵当館助教授︶

島原泰雄︵当館助手︶

揖斐高︵成践大学文学部助教授︶

福田秀一︵当館教授︶

小峯和明︵当館助教授︶

②ロマンとしての落窪物語

ある︒

﹃三院及び山王記﹄︵教林文庫蔵︑

一年三月刊予定︶に翻刻紹介する

﹃厳神妙﹄︑﹃日吉本記﹄等がす

いる︵尚︑この資料の他に﹃後門

鈴木淳︵国学院大学日本文化研究所助教運

㈹中世歌合の研究

昭和六十一年度共同研究
井上宗雄︵立教大学文学部教授︶
福田秀一︵当館教授︶

平田喜信︵横浜国立大学教授︶

⑤
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山王神道に関しては︑この他の

でに収録されているが︑これらは

三院記﹄天和二年厳覚の写し︑﹃

近世中期以降の写本︶には︑単に

ごく僅かな資料である︒この他に︑

日吉参社次第記﹄元禄十年恵洲の

資料の調査研究の課題が山積して

例えば叡山文庫に寄託されている

書写も併せて翻刻した︶︒未だ内

叡山関係の説話が見られるのでは

寺々の目録を見ても大量の山王関

容の分析は行っていないけれども︑

いる．﹃群書類従﹄に︑﹃耀天記﹄

係の文献と思われるものがある︒

今後これらの資料を明らかにして

蕊壼蕊霊鱸窪

しかし実態の調査は未だなされて

紙宏行︵文敏大学女子短期大学部専任講師︶

いくことによって︑中世文学研究︑

藤田洋治︵鶴岡工業高等専門学校講師︶

新藤協三︵当館助教授︶

佐藤恒雄︵香川大学教育学部教授︶

いないのである︒また教林文庫に

山田洋嗣︵立教大学大学院博士課程︶

兼築信行︵早稲田大学高等学院教諭︶

田辺俊一郎︵大東文化大学大学院博士採樫︶

加藤幸一︵筑波大学大学院博士後期課程︶

外国人研究員ほか

⑥日本文学の特質

賜浅忠夫︵学習院大学大学院博士課程︶

浜田義一郎︵大妻女子大学名誉教授︶

②江戸狂歌本の書誌的研究

今井明︵早稲田大学大学院博士課程︶

ことに説話文学の研究はより豊か
せるであろう︒最初にも書いたよ

に︑また生き生きとした様相を見

整理した︵﹁早大図書館蔵教林文

うに︑神道・神道史︑思想史学の

これについては一応の目録だけは
庫目録稿﹂調査研究報告六号︶︒し

からの研究が必要なわけである︒

立場からのみならず︑文学研究者

も相当数の文献が残されている︒

つけられていない︒筆者の僅かな

＊諸本の調査と収集の一部につ

かしその詳細については全く手が

経験であるが︑叡山文庫や史料編

一︶
ー
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いては︑この共同研究とは別途に

行い︑この中で活用したものであ

︶

ることを付記する︒
︵国文学研究資料館助教授︶

海外資料の収集について

︶

三︑海外収集の陰路

寺・何家等にこういった傾向・内

くとも︑どこの何文庫あるいは何

であるが︑目録が公刊されていな

録類はその最も有力で便利なもの

報が基になる︒新旧多くの蔵書目

この中で︑右に２として拳げた

１︑﹁海外調査﹂の困難

の原因は︑これにある︒

外収集が思うように進まない最大

とは困難と言わざるを得ない︒海

である︒従って３にたどりつくこ

ところが海外収集の場合には︑

それならば調査対象すなわちその

撮影許可願ないし撮影依頼の公文

容の蔵書があるとか︑あるらしい

﹁海外調査﹂は︑当館としては創設直

ションはどうやって選び出すかとい

書にそのリストを付して︑所蔵者に

後から予算を要求しているが︑未だ

蔵書を調査させて頂く文庫．コレク

出願するのである︒従ってそのリ

といった情報を︑われわれは直接

に認められていない︒その経緯は

った︒１も今のところ甚だ不満足

国文学研究資料館では︑海外に
ストには︑撮影に当って出納に必

の通報や各種のルートから知ると︑

端折るが︑いずれにしても予算事

右の２は従来ほとんど不可能であ

伝存する日本文学関係資料につい

要な書名・冊数・請求番号など

それを検討して︑必要な場合はそ

情の窮屈な昨今は新しい費目を認

うと︑われわれが入手した多くの情

ても︑そのマイクロフィルムを入

が記されていなければならず︑撮

の情報を確かめる︵資料の有無・

ｌ特にその問題点Ｉ

手して内外の研究者の利用に供す

影経鋤や所要日数を見植るために

傾向・量や当館としての調査収集

められるのは容易でなく︑去る五

福田秀一

ることを心がけており︑これを海

丁数も記してあることが望ましい

十二年度に海外資料の収集費だけ

一︑は じ め に

外資料の収集︑更に略して﹁海外

︵少くとも国内収集では︑僅かの

めの﹁予備調査﹂を行うことも︑

の可能性・時期などについて︶た

収集﹂とも呼んでいる︒

例外を除き︑丁数も必須である︶︒

この﹁海外収集﹂は︑国内各地

に伝存する資料のマイクロ化すな

ブタ↑まい︒

もって︑半ばよしとしなければな

を切り捨てて︶認められたことを

が︵同時に要求していた調査費用

それでは︑そうしたデータを入
れた撮影出願リストをどうやって

１︑資料の所在に関する情報

立つ手段として︑

以上︑収集の第一歩とそれに先

しばしばである︒

作るか︑ということだが︑国内に

わち﹁国内収集﹂に劣らず︑いや
原資料の実見が困難という点では

関しては調査データから拾う︒当

それ以上に︑緊急かつ箆要とも考
えられるが︑現在のところ必ずし

置として近年実行しているのが︑

調査予算がつかないため代替措
２︑文庫へ出向いての調査

館設立以来︑毎年何十人かの﹁調
査員﹂に地域的︑専門的︵但し︑

の入手

地域や文庫の事情によっては専門

も順調に進んでいるとは言えない

その実績は末尾︿表１﹀の如くで

文部省科学研究費補助金︵海外学

術調査︶︵略称﹁海外科研﹂︶への応

性を生かせないことも多い︶に分

るので省略して実績だけを記すと︑

募である︒その一部始終は長くな

以外も採択されることになり

パークレイ三井本の調査を申

五十七年度フィールドワーク
目を作成・提出してはある︒

も蔵書目録等によって撮影希望書

出

担して頂いた調査の結果︵原則と

の各段階が必須であることを述べ

３︑搬影希望書目の作成と提

問題点の一端を述べ︑大方の御支

た︒例外として２を省略するケー

ある︒そこで今回は︑その実情と
援︑御協力を望む次第である︒

が︑先ずここで役に立つ︒

して﹁調査カード﹂による報告︶

二︑﹁収集﹂の手順

査﹂の段階が必要なのであるが︑

すなわち︑収集に先立って﹁調

スが稀にあるけれども︑その場合

海外・国内を問わず収集︵マイ
クロフィルム入手︶手続の第一歩
は︑搬影希望書目の作成である︒
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五十八年度カリフォルニア大
が︑その成果として目に見えるの

際交流にも有益であったと信ずる

情で︑当館としてはそこまでの手

ただ︑今のところ前述のような事

することが望ましいには違いない︒

ついては︑ある程度の書誌を記録

のような再度訪問の困難な文庫に

にヨーロッパにそのケースがある︶

は︑時に搬影継賀の高いこと︵特

海外収集が進まない原因として

とができたのであった︒

れた報告その他を基にして作るこ

体︵後掲表２参照︶から見れば何十

不明でも出納が正確にできるリス

ば︑特に海外に限っては︑丁数は

一方逆に︑収集出願のためなら

英語で来るとは限らなどなども

には用語の問題︵回答が日本語か

対する各国の受取り方の相違︑時

や出願・回答といった事務手続に

てきたし︑その努力は学界にも国

学バークレイ校の三井文庫本
は︑僅かに三文庫︵それも各一部︶

は回らないのが事実である︒

請したが不採択

調査︵写本のリストアップ︑

であり︑世界的に何らかの調査が

分の一かに過ぎない︒しかも当館

トを作ればよく︑そのためには各

三︑おわりに

本館報第二二号参照︶

望ましい文庫・コレクションの全

庫本の調査総括

には海外調査ないし海外資料を専

五十九年度バークレイ三井文

の調在︵リストアップ︶

国立台湾大学蔵旧台北帝大本
従とするスタッフが居るわけでは

あるが︑最大のネックは右に繕説

六十年度同右︵リストアッ

図書館・文庫の﹁目録﹂があれば

り刊行されていないのである︒そ

ところがその﹁目録﹂が︑あま

・コレクションの目録の入手に一

は︑海外収集出願のために各文庫

料の不足である︒われわれとして

した撮影希望書目を作るための資

ないから︑何週間か海外へ出眼す

プの続き ︶

十二年度以降も海外収集のために

れについては先般﹃朝日新聞﹄︵昭

層気を配ると共に︑それにある程

一応足りる︒

必要可能な調査について労は惜し

えたが︑どうか和古書を有する海

和六○・一二・一三夕刊︶にも訴

の調査報告から複写料金に至るま

度代え得る最新の情報︵各研究者

れば本人も周囲も︑それだけ仕事

という具合で︑五十八年度調査の

まないつもりであるけれども︑実

外の図書館・文庫が一日も早くそ

六十一年度同右総括︵申

バークレイ三井文庫の写本二八○

際問題としてどの程度の日程と人

が溜り負担が増える︒それ故︑六

○余点は︑翌年度に総括研究を行

員が充てられるかは︑その都度無
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請中︶

︵昭五九・三︶に掲載の形で︑簡略

で︶をできるだけ多く手に入れた

う傍ら︑﹃調査研究報告﹄第五号

く︑この紙面を備りて大方の御支

のため︑遺獺・不備を覚悟の上で

援・御協力を乞う次第である︒そ

の目録を作成・公刊されるよう望
史にまた︑搬影出願書目選出の

まざるを得ない︒

資料としては︑所蔵者側で作成し

︿表２﹀に示して結びとする︒

それらに関する手持ちの知識を︑

いと考える︒六十年度台湾綱企に

た﹁目録﹂でなくとも︑訪館訪書

理のないところで決めねばならな

バー七名に外から二氏︵福岡女子

おいて︑当館︵文献資料部︶メン

した研究者の報告も︑多分に役に

た︒五十九・六十年度調査の台湾

大の井上敏幸氏と新潟大の鈴木孝

ながら目録を作成することができ

ての国語国文研究室本に限った︶

大学蔵Ⅲ台北帝大本︵今回はかつ

庸氏︶の応援を乞うたのもその解

︵文献資料部長︶

レイ三井本に準じた目録を作成し

ンの歌書等︶や大英図書館︵若干

についても︑何らかの形でバーク

の歌書等︶への出願リストを︑鈴

リカ議会図書館︵坂西コレクショ
２︑情報・目録の不足

木知太郎氏らが﹃語文﹄︵日大︶第

立つ︒現にわれわれは︑先年アメ

海外と限らず﹁調査﹂は︑本来

四十一輯︵昭五一・七︶に載せら

決法模索の一つで︑今後一層外部

﹁収集﹂に役立てばよいというだ

て公表できたらと思ってる︵但し

は言︑フまでもない︶︒

合せて諒解を得る必要があること

けのものではあるまい︒特に海外

そのためには先方と今後もよく打

右のよミフにこの三年間︑われわ

の協力を仰ぐことになるであろう︒

れは海外調査にも相当の力を入れ

一︶
ー
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点数

一↓一一

一一

年度

奈良絵本等︒ルスエフスミ︑ス・コレクションの中

奈良絵本︒購入前に複写

伊勢物語・語学・漢文学等

奈良絵本︒研究肴よりの寄附

近世小脱導

うつほ物語・大和物諾等︒

奈良絵本御伽草子頑︒研究者よりの寄贈

海外科研よりの寄贈︒

奈良絵本伊勢物語︒館報第一六号参照

歌書・奈良絵本等︒本文参照

備考

︿表１﹀海外収集現状︵昭和六十一年一月末現在︶
所蔵者名 ︵ 噸 不 同 ︶ ︵ 国 名 ︶

エール大学東アジア図書館︵アメリカ︶

桑会図書館︵ア メ リ カ ︶

カリフオと一ア大学●︿Ｉクレイ三井文庫︵アメリ三

大蔓図書館︵イギリス︶

ケンブリッジ大学図嘗鮒︵イギリス︶
チェスターピーティ図書鮒︵アイルランド︶

ルール大学ボッブム︵西ドイツ︶
国立図書館︵フ ラ ン ス ︶

神道・歴史・和歌等︒ノルデンショルドうレクションの中

古写本・古刊本等︒同館よりの恵贈

備考注１

注２

所蔵機間名

岡デュレーコレクション

パリ国立図書館︵ＢＮ︶東洋写本部

︹フランス︺

チェスタビーティ図書館

︹アイルランド︺

ロンドン大学ＳＯＡＳ

ケンブリッジ大学脚書鰍アストンコレクシコン

オックスフォード大学図書館

大英図書館

︹イギリス︺

ホノルルアカデミー・オブ・アーツ

ハワイ大学ホーレー文嘩

コーネル大学グリフスコレクション

エール大学東亜図書館

同法律図書館

同エンチン図書館

同フォヅグ美術館

ハーベード大学ホーファーコレクション

ｰ
ルスエフ・スミスコレクション
ギメー博物館
リール市立図書館

血蝕︿多くは慨叩一

不明

七○○

不明

一五○

蔵嘗傾向・特色等

沖繩資

鮒本・地雄

同右

占写本・古筆切

二五○

絵巻

三五○

不明

キリシタン版

古版本・古活字本・キリシタン版他

不明

一○○○

不明

二○○○

備孝注１

一郎Ⅲ鍬打

九八︑一丸○聖釘

目鍬二冊二八

作成中

岡鰍二九七〃︶

岡些一北七九荷

打注５

奈良絵本豊富

浮世絵三○○

二○九

絵本・絵人本他

刊写本二六八

不明

絵本・絵入本・浮世草子

絵巻・絵入卒・奈良絵本等

川○○

二○八

絵本・絵入本他

レオン・ド・ローニー旧蔵書

不明

五○○冊以上

Ⅱ淋二へ川七打

注６
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ソウル大学校図書館︵韓倒︶

蔵書傾向・特色等

写本︵稗本多し︶

注３

朏坤二八恥六両

剛坤二恥坐一行

イ
1
‐

王立図書館︵スウェーデン︶

︿表２﹀海外鯛査必要箇所一覧表
↑易炎に挙げたのは︑噺館で潤住・収集すべき資料を行すると当館か現庇︵昭側六十年一〃︶までに仇
蔵者が多数あると推測きれる︒
興趣︷勢くは慨酪一

９１︲ｊ■■

若干

広範囲

接川接知り得た所蔵機関の一覧表である︒これ以外にも︑当館でまだ所在の情報を御ていない公私の所

所蔵機関名
︹アメリカ︺
写本一一九○ｏ
９Ｌ−回国ｌ・Ｕｒ■ＨＤＦ伊ｒい

■同︒｜Ｉ当日夕９

若干

く１
可即

写本・絵入本多し

︵オランダ︺

不明

岬風・絵卿竿

8

カリフォルニア大学バークレー三井文庫
−
− 一脚ロスアンジェルス

ミシガン大学

シカゴ美術館

一一五○

絵本・絵巻・紬起等

質最豊富
不明

ライデン民族博物館
アムステルダム倒立博物館

絵本・絵入本

八，

○ 一 一 五 一

三五○○

へ八抑蝿
一北し八嗽川批一打

Ｍ罪二札

︹両ドイツ︺

西ベルリン国立図書館

搾11

A
l

句

可
ー ライアーリンコレクション
議会図書館

スミソニアン研究所フリヤギャラリー

絵本・絵入卒︵刊写︶

主に版本

六二五

請干

古写本・古版本

4

二

イ

H

イ
『

古誰切・絵巻・浮世絵・版本等

明

六 五 五 W 五 五 血 ． 五 五 五 五 五
○ 八 七 八 八 六 七 七 六 九 四 七

一八○

不

一

○ 三 一 一 ○
一
二

一
一
一

一

五 五 三 三
三
五 ○ 四

数千

刊写

注

注

一三Ｉヨーク巾立図審蛇スペンサーコレク︑ンヨン

コロンビア大学東唖脚詳館

ハイｆｒコレク シ ョ ン

ボストン美術館

七一

○○
○○

1
面
』

ｰ
1
0
リ
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三八○

典唾参くは俺酪︶

ボン大学日本研究所トラウッ文庫
凶○○

所蔵機関名
ボッフム大学ベルリン日本研究所旧載卒
三○○
不明

バイエルン州立図書館
ハンブルグ美術館
︹オーストリア ︶

ウィーン大学日本文化研究所
︹スイス︺

リートベルグ博物館︵チューリッヒ︶
︹スペイン︺

エスコリアル図書館
︹スウェーデ︑ 乙

意１
可印

一一○○

極香傾向・特色等
俳香・地誇等

版本

絵入本他

傭辱注Ｌ
注９

注︑

目録有る由

Ⅲ鈍何る曲

二恥八○｜打

注哩

Ⅱ

︹ソ連︺

所蔵機関名
レニングラード東洋学研究所
レニングラード大学有桶川宮文庫
︹韓国︺

ソウル大学校図書館︵旧京嘘帝大蔵書︶
倒立中央図寄館︵川棚鮮繊督府藏禽︶

体側梢伸文化研究院

唖甦ゞ多くは概酪一

七○○

三五○○

一二○○以上

蔵盲傾向・特色等

備辱

六三 六六︶打

圃蝉六冊二九

注咽

注叫

注脂

注げ

注略

時文・歴史等

古活字本

近世小説・狂歌関係は豊富

○○

︵一九八三︸有

善本目録

注肥

多数

古写本・古刊本

全般︑特に近世作品
台湾大学研究図書鮒︵川台北帝大載書︶

不明

古写本・古刊本

︹台淘︺

国立中央図書館

一○○
︵中国︺

不明

故宮博物院図書館︵楊守敬旧蔵本等︶

北京図書館

松尾靖秋若﹃国文学紀行ｌヨーロッパにおける日本文学研究ｌ﹄東出版昭和四三年
文庫の会圏﹃ヨーロッパ古嘗紀行﹄文化出版局昭和囚八年

同﹃アメリカ古嘗紀行﹄文庫の会昭和五○年

松尾靖秋著旬西方の記ｌその見聞随想ｌ﹄蒼洋社昭和六○年

等

11

同﹃古本屋の見たヨーロッパ本の旅歴史の旅﹄八木書店昭和五八年

明

不

注

︵注︶１．本麦に示す情轍の出典や個々の文噸についての主要な参考文献としては︑以下の注に記すもののばかに︑次の諸番がある．

季卜︾クホ凡全舩迩四声蛇〆凡テンシ出処ドコレク・弓ン

I
J
I

戸島ｕ●

一恥﹀●

︿図︾①

︽一興︾●

旬〃ＯＧ

■Ⅱ凸

■１４●

Ｃ０□

ハ叩︾ｅ

︑〃全●

句くＵ●

既に出ている︒

﹄所収︶かある︒

凪．何文庫については︑朝日新聞昭１三・二・二四夕刊に保田孝一敗授の寄稿か︑同紙昭五四・二・一四には記事か︑更に五六・一・二九夕刊﹁研究ノート﹂には松尾教授の報告︵﹃西方の記
１

戸﹃︾●

４列竜●

Ｍ
１・韓国の図書館全般については︑森田芳夫氏に﹁韓国における主要図書館及び段書目録﹂︵﹃朝鮮学報﹄第百十六輯︑昭六○・七︶かある︒
脂
．同館所蔵和古書の目録としては︑鳥居フミ子教授﹁ソウル大学校中央図書館所蔵図書調査目録﹂︵﹃実践女子大学文学部紀要﹄第十九集︑昭五二・三︶︑須田悦生氏﹃大緯民国国立ソウル大学
１
校図書館日本古典轄目録﹄︵静岡女子知期大学・国語国文学資料集Ｉ︑一九七二・一二︶︑﹃韓国・ソウル大学校図書館蔵日本古典籍目録︵続︶﹄︵同Ⅱ︑静岡国文学第六集︑一九八三・一二︶な

︺﹂︵﹃ビブリア﹄瓢側二号︑昭側四・六︶．﹁同︹二︺︵﹃同﹄第四五号︑昭側五・一○︶︑烏居氏の﹁国立台湾大学図香鮪所蔵図盲調査目録︹一︺︵﹃実践女子大学文学部紀要﹄第十五巣︑昭四八
・七︶・﹁同︹二︺﹄︵﹃同﹄第十六集︑昭四九・二︶・﹁台湾大学所蔵﹁長沢文庫﹂目蝕﹂︵﹃東京女子大学日本文学﹄五十六号．昭五六．︶．﹁国立台湾大学所蔵﹁桃木文庫﹂目録﹂︵﹃同﹄五十八号︑昭

どがあり︑鳥居・須田向氏の目録には重腹もある︒なお︑当館では先方の好恵によって一部の複写寄贈を受けていることは︑別項に述べた通り︒
肥．同館については︑朝日新聞昭六○・二・六夕刊に寄稿された今井源衛牧授の職介もある︒
Ⅳ．同院所蔵和古嘗については︑先年肪陳された今井源衛牧授からも情報を祥た︒
肥．同館の和古書については︑改めて報告する機会もあるかと思うか︑既に金子和正氏や白居・須田両氏などか何度か報告しておられる︒特に︑金子氏の﹁台湾大学図盲麓所蔵図嘗目鈴抄︹一

五八．︶及び須田氏の﹃台湾大学研究図書館蔵日本古典膳目録﹄︵聯岡女子短期大学・国語国文学資料集Ⅲ︑一九八四︶は詳しい︒三氏の報告内容には︑あ居氏の長沢・桃木両文庫のもの
を別として︑相互に多少の出入りと砿裡かある︒なお︑凡居氏の﹃台湾大学所蔵近世芸文集一〜囚﹄︵勉敏社︑昭五六 六○︑五は近刊の由︶の解圃も︑各ジャンルについて有益である︒

︵︶
ー
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写本のリストと同文庫の慨要については︑当鮪文献資料部﹃調盗研究級告﹄第五号︵昭五九・三︶参照︒概要は本鯨組第二二号︵昭五九・三︶所鞍長谷川敬授の報告もある︒また︑版本や
古地図については．目下目録作成中と聞いている︒なお︑ごく一部が海外科研のメンパーにより撮影され︑そのフィルムが当館に寄贈されている︒
和古香を含む︑あるいは和古書からなるコレクションかいくつかあり︑特にサカニシコレクション︵故坂西志保氏時代の蒐吾︶か国文学関係に直み︑﹃語文﹄︵日大︶第四十一韓︵昭五一・七︶
に鈴木
木・
・安
安井
井・
・杉
杉谷
谷の
の三三
井庫
文と
庫と
とも
とに
も︑
に歌
︑書
歌額書
氏氏
かか
︑︑
ペペ
ーー
クク
レレ
ィイ
三三
井文
を額
︑を
一主として数十点を報告しておられる︒そのうちの若干点を収集したことは︑本文中に述べた︒なお︑和算書の目録は

●
，

そのごく一部︵八文字屋本等︶は︑﹃調査研究報告﹄第二号︵昭五六・三︶ に報告した︒
５．刊写本に関しては︑﹃調査研究報告﹄第六号︵昭六○・三︶に摘録した︒
６．同コレクションは︑もと独立の美術館をなしていたか︑近年国立図書館に移管された︒その事情や同コレクションの由来・性格等については︑仏訳﹁一本菊﹂二九八四︶の解題︵和文︶参照︒
７．このローニー旧蔵書については︑隊Ｈ新聞昭六○・七・二三夕刊に記事があり︑その後筆者の得た情報によれば．現地で調査整理を開始した由︒
８．以下の西ドイツのいくつかの図書鮪等については．西ベルリン脚立図書館東アジア科長クラフト博士から春侭で知らされた点もある︒殊に︑﹁月齢有る由﹂と記した情報源は︑それである︒
９．この香月は︑Ⅲ研究所長クライナー敬授から嘗雄カードのコピーを剛いて︑﹃員従研究報告﹄第四号︵昭五八・三︶に摘鯨した︒
叩．この杏目は︑かって同大学で月蝕をとられた築島敏授からその脱稿を神附して︑﹃捌在研究僚告﹄鞆三号︵昭ｆ七・三︶に損戯した︒
Ⅲ︑同館については︑朝日新聞昭ｆ八・三・二八夕刊﹁研究ノート﹂に松尾端杖收授の鰍告令西方の記﹄の一章﹁ヨーロッパ俳句紀行﹄に吸収︶がある︒
咽
１ ．同館に つ い て も ︑ 注 Ⅲ ． に 同 じ ︒

用篭
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第四回ョ−ロッパ日本研究会議
小山弘志

てのギメコレクション﹂と題す

授︶の﹁立体的﹃仏像図鑑﹄とし

教授︵昭和五十五年度当館客員教

ブルガリア︵各二︶など十二か国

︵各三︶︑西独・スウェーデン・

者はほぼ三十名︒発表は︑日・仏

の研究者による十九︑内︑十二は

七六

吉野葛・佐多稲子・古井由吉と黒
井千次・石牟礼道子・井上ひさし

叉と不如帰・坪内遁遙・森鴎外︑

近現代文学が対象である︒金色夜

として︑必ずしも宗派や時代に係

る特別講演があった︒ギメ︵一八
三六 一九一八︶の滞日中︵一八

わらず︑広く民間信仰をも視野に

森澄雄など︑多彩であった︒

日本研究会議に出席した︒この会

ついて述べ︑私の発表題目は﹁国

吉岡実・入沢康夫などの現代詩に

七七︶の広汎な蒐集を基盤

会する者︑リストによれば二十

入れた︑卓抜した内容のものであ

面﹂は小林秀雄などの〃神道的メ

演劇・音楽・美術︒私は⑤文学の

七か国より約三百人︑内︑日本人

⑤文学の分科会はルール大学ボ

ンタリティ〃についての論︑安藤

昨年九月二十三日より三日間︑

は在欧者を含めて四十名ぐらいか︒

ッフムのイルメラ・日地谷・キル

元雄教授︵明治大︶は小野＋三郎．

パリで開かれた第四回ヨーロッパ

分科会が主であるため︑他の分野

シュネライトさん︵この会議直後
の昨年十月より一橋大学助教授に

分科会に出席した︒

︵昭和五十四年︶フィレンツェの

議は三年毎に開催される︒第二回

の知人との接触は︑たびたび催さ

今回の会議の会長はコペンハー

就任︶の司会で進められた︒出席

佐伯教授の﹁日本文学の隠れた

時には福田秀一教授が招待講演者

れたレセプションの折などに︑探

ゲン大学のオロフ・リディン教授

ロンドン大学のオニール教授とは

し当てようと努めねばならない︒

った︒

として参加し た ︒

である︒毎年のように来館され︑

昭和五十七年には当館の客員教授

ンターの招宴で初めて会うことが
できた︒同分野だけれども︑同教

閉会式後の日本大使館広報文化セ

正式に︑また個人として懇切に︑

授はずっと④の分科会に出ていた

であった同教授より︑会長として
参加を要請されたので︑願い出て

この会議には国際交流基金の援

とのことであった︒

助がある︒旧知の石綿敏雄︵茨城

会場はソルボンヌ︒二十三日午

出張することになったのである︒

あり︑その日の午後から二十五日

前にリシュリュー講堂で開会式が

︵中央大︶の各教授などは招待講

銅

竹登志夫︵早稲田大︶・佐伯彰一

会が行われた︒それは次の八つの

演者であった︒また︑交流基金に

I

大︶・伊東俊太郎︵東京大︶・河

分野である︒①経済学・経済史

.
1

ソルボンヌの教室で

ま
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＝

コレジュ・ド・フランスの図書室で

i率

夕方の閉会式まで︑各教室で分科

②歴史・政治・国際関係論③科

席され︑挨拶をなさった︒
開会式では︑コレーヂュ・ド・

御勤務の高円宮殿下は開会式に臨

語学教育⑤文学⑥宗教・哲学

フランスのベルナール・フランク

学史・技術史・医学史④言語学．

⑦社会学・教育・文化人類学⑧

悪

缶
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は事務局長を勤めたフランス国立

前段階を含め︑会議全体の運営

もない成り行きであった訳である︒

て考えるためにも︑まさに願って

異界という主題をさらに掘り下げ

て何らかの見通しを持つことが先

ある︒とすれば︑この問題に対し

に内閉する﹁構造﹂が問題なので

社会の差異である︒要するに相互

であり︑また︑それと相関的に︑

文学研究資料館の役割﹂である︒

高等研究院ロタムント教授の釆配

しかし︑実際にカナダで研究を

閉会式ではリディン会長の挨拶
と各分科会の成果の報告があり︑

始め︑日本に関心を持つ学生や社

環する構造にくさびを打ち込むか︒

決だとして︑では︑どうやって循

による︒その尽力を多としたい︒
︵館長︶

初の目論見を修正する必要のある

会人と話し合うようになると︑当

次期会長をロンドン大学︵ＬＳＥ︶

のニッシュ教授と決め︑三年後の
再会を約して散会した︒

とつの読解すべきテクストと考え

もし現実の世界を広義におけるひ

難しい私︵たち︶との会話は︑ど

もその事実に自覚的であることが

ールのような﹁内部﹂にいてしか

これも﹁日本﹂というブラックホ

から自由では有り得ない彼等と︑

ことが︑すぐにはっきりした︒程
度の差こそあれオリエンタリズム

捉え︑その感覚を介して自分自身

語によって侵蝕されて行く感覚を

と︒そうする中で母語が異なる言

その土地の言葉の中で生活するこ

出来る限り母語から遠ざかり︑

ら︑ごく常識的なものにすぎない︒

筆者がとった方法は︑残念なが

るなら︑私たちは異界を︑テクス

の亀裂の内部を覗き込もう︑とい

の内に亀裂を作り出す︒そしてこ

短期在外研修を終えて百川敬仁

トの﹁外部﹂という問題に関わる

なもどかしさを解消できないので

うしても交わらない平行線のよう

かけて半年間︑カナダのヴァンク

ーヴァを滞在地として在外研修を
行なった︒受け入れ先となった研

筆者にとって次第に明白となった︒

究機関は︑ブリティシュ・コロン

なる︒そうなれば︑事柄はただち

概念として捉え直すことが可能に

短期在外研修で認められた六ヶ月

共同研究﹁日本文学における﹃向う

とは︑そのまま︑異文化の存在を

﹁外部Ｉ異界﹂の問題を考えるこ

いほどである︒

いることの表われと見なしてもよ

力が日本という﹁内部﹂で働いて

難問を陰敵しようとする無意識の

トロントの各大学における講演あ

は機会を得てＵＢＣ・ハーバード・

くの事をこの間に学び︑その一端
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筆者は昨年の五月から十一月に

ビア大学︵ＵＢＣ︶であり︑主た

という時間は︑こうした試みを徹

う寸法だった︒

る研究テーマは︑日本文学におけ

いは日本語会話における不自由さ

ある︒勿論︑これを︑英会話ある
に帰すことは出来ない︒むしろ︑

かすぎる．とはいえ筆者は実に多

底して行なうには︑やはり少々短

に︑﹁日本﹂というテクストに相
ぜなら︑日本人である私︵たち︶

渉るものとならざるを得ない︒な

て強調し過ぎる傾向は︑本質的な

そうした語学的な次元を往々にし

る異界の比較文学的研究というも

日本の現実にほかならず︑従って︑

にとって︑テクストとは否応なく

側﹄の発想﹂を契機として筆者の

評の試みとなるべきものだからで

媒介とする﹁日本Ｉテクスト﹂批

この﹁日本文学における異界﹂

という主題は︑もともとは︑国文

のであった︒

学研究資料館の昭和五十八年度の

内部で形をとったもので︑すなわ

とが出来た︒これもひとえに鶴田

るいは報告という形でまとめるこ

援助の賜物であり︑改めて︑一層

教授を始めとして多くの方々の御

問題が語学以前にあることは分
在外研修の機会がめぐって来た

の言葉そのものが︑乖離を孕んで

ある︒

の研讃の責任を感じている次第で

り切っている︒私︵たち︶と彼等
者にとっては︑鶴田教授との共同

いるのであり︑それは同時に︑言

のは︑丁度こうした折だった︒筆

ある︒

ち当年度の外国人研究員である鶴
田欣也ＵＢＣ教授の提案した﹁向

う側﹂という概念に触発された所
産であるが︑考察を重ねるうち︑

葉の座となるお互いの人格の差異

︵研究情報部助教授︶

研究の継続という点でも︑また︑

一︶
ー

﹁異界﹂は単に文学作品成立にか

かわる問題にはとどまらぬことが

I
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みちのくの酒田の地は︑古くよ

認めている︒文庫には三十三年移

ま反映した集書という点に特色を

︶

文庫紹介⑦ｌ

り良港を擁して栄え︑西鶴は﹃日

酒田市立光丘文庫

力・御支援に感謝しつつ︑昨年四

今回もまた︑それらの方々の御協

福田秀一

当部の主要事業である文献資料
月から本年一月末までの調査・収

文献資料部事業報告
の調査・収集︵搬影︶は︑少くと

業に似ている︒毎年度初めに一定

集結果の報告から始める︒但し文

の地で玉志・不玉らと俳交を持つ︒

の繁栄を描き︑芭蕉は奥の細道の

とまりとして︑近世の名望家・教

珍書稀本というよりは全体の一ま

があるが︑多岐多方面にわたり︑

管当時の﹃光丘文庫旧蔵書架目録﹄

ものとしてまず興味をそそられる

養人の関心・蔵書傾向をうかがう

旅に︑象潟行を挿んで十数日︑こ

郷土関係の資料も豊富で︑市の指

庫ごとの点数等は例によって﹃調

定文化財の庄内藩士池田玄斎の随

査研究報告﹄に磯る︒また年度末

山公園に至る途中の丘の上に光丘

筆﹃弘菜録﹄﹃病間雑抄﹄二百余冊

の計画を立て︑その成果︵調査・

文庫がある︒近くの光丘神社は︑

他がある︒印刷された展示目録に

収集の点数︶を年度内に挙げねば

・収集の概況

昭和六十年度国文学文献資料鯛査

当地所在の大地主として広く知ら

今も鐙屋︑不玉宅跡の碑などの存

一︑鯛査

れた本間家の三代光丘をまつるが︑

・芸術書・社会科学書関係の主な

和歌・俳譜・物語小説︵一・二︶

名にも多少の追加が予想される︒

作と同じで︑やはり成果は年度ご

現年度は︑本年一月末までに左

本文庫の名もこれにちなみ︑図書

までには︑点数ばかりでなく文庫

とに区切って出さねばならない︒

の八五箇所︵予備調査Ｉ＊印を含

ものが解説されており︵現在残部

に二年以上を充てるのは作物の連

業あるいは植木の手入れと違うと

む︶の所蔵資料計六六一○点を調

丘の遺志を生かし︑大正十二年に

館設立の想を立てていたという光

ならないからである︒一つの文庫

ころである︒それらは︑初めに大

査した︒なお︑予備調査として＊

いが︑一旦形が整ったら︑常時保

印を付したもの以外にも︑展示を

と維持基金十万円の提供により光

資料館で数年収集した紙焼は閲覧

なし︶︑近世の小説類も結構多い︒

可能で︑現在調査続行中︒なお文

八代光弥氏の︑建物敷地︑家蔵書

庫では新目録を作製中で︑漢籍関

見ての報告など︑当館としてのい

毎年一定時期に繩蒔き・植え付け

わば正式な調査の手続きによらな

してその後の集書を加えたものが︑

年度発行予定とのことである︒

係は六十年度︑和書関係は六十一

丘文庫の設立をみ︑それを中核と
して有益なので記録保存すること

戦後三十三年に建物とともに市に

いものもあるが︑それぞれ情報と

博物館の開設・運営などは︑これ

寄附されて現在に至っているので

︵長谷川強︶

とし︑ここにも掲げておく︒

すなわち農作業は不断の汗の労

北海道東北地区︵順不同︑敬称略
一部略称︑以下同じ︶

所蔵書のうち俳書については︑

計画に従事して下さった調査貝各

〒剛酒田市日吉町二 七 七一

働であり︑私共の場合には︑年度

電話○二三四

○五五一
光丘文庫俳書解題﹄︵明治書院発行︶

国文学研究資料館編の﹃酒田市立
が出ており︑庄内俳譜史をそのま

二二

弘前市立弘前図書館・盛岡市中央

関東地区

市郷土資料館・光明寺

公民館・酒田市立光丘文庫・鶴岡
われわれの場合には所蔵者・関係

収穫は大地や神の恵みによるが︑

ある︒

に当ると言えよ︑フ︒

や収穫の大騒ぎをしなくてもすむ︒

守・補修は要るにせよ︑必ずしも

この点が︑農作業の建築業や造刷

きな計画や手間が要るかもしれな

する酒田市の西方︑港を望む日和

もわが国の予算制度下では︑農作

本永代蔵﹄に大問屋鐙屋惣左衛門

ー

位の労力がそれに当る︒またその

者各位の御好意がそれに相当する︒
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所︵鴻山文庫︶・宮内庁書陵部・神

︵当館寄託本︶・法政大学能楽研究

・東洋文庫・松宇文庫・久松国男

央図書館︵加賀文庫他︶・永青文庫

京大学国文学研究室・東京都立中

室・東京芸術大学附属図書館・東

書館・学習院大学国語国文学研究

魚洞文庫︶・大前神社・埼玉県立文

彰考館・流通経済大学図書館︵祭

逸翁美術館・林田良平︵蝸牛魔文

神社・大阪女子大学附属図書館・

博物館・国立文楽劇場・香具波志

橋正勝・茨木神社・東大阪市郷土

退寺・某寺︵植原市︶・大方保・大

員会︵小出文庫︶・大和文華館・不

舞鶴市立西図書館・園部町教育委

・陽明文庫・立命館大学図書館・

服部琢磨＊・西教寺・伏見桃山城

谷図書館︵村上文庫︶・金城学院大

図書館︵花月文庫他︶・刈谷市立刈

市立図書館︵聖藩文庫︶・上田市立

金沢市立図書館︵稼堂文庫︶・加賀

中部地区

文庫

大学能楽研究所︵鴻山文庫︶・松宇

習院大学国語国文学研究室・法政

図書館・東洋文庫︵紙焼写真︶・学

広く学界の役に立てたいと考えて

の総括研究を経て︑何らかの形で

その成果は六十一年度に行う予定

貴重書の細目書誌をも調査した︒

点︶を行い︑余力をもって若干の

リストアップ︵両年度計二二五二

て旧台北帝大国語国文研究室本の

して︑昨年二・三月の作業を受け

しつつ各人二週間程度現地に滞在

両氏を加えた計七名が日程をずら

︵新潟大︶・井上敏幸︵福岡女子大︶

いるが︑再三応対して下さった台

野文庫︶・神宮文庫

近後地区

湾大学図書館長陳興夏教授︑同研

学図書館・新城市教育委員会︵牧

・西光寺・光徳寺・服部天神文庫

彦根市立図書館︵琴堂文庫︶・京都

究図書館の主任︵その後定年で退

庫︶・堺市博物館・菅生神社・弘河

中部地区

＊・温泉寺・篠山藩振徳版木館

女子大学附属図書館︵吉沢文庫︶．

職された︶曹永和氏ならびに呉傳

寺西行記念館︵西行コレクション︶

新潟大学附属図書館︵佐野文庫︶．

中国四国地区

陽明文庫・大阪女子大学附属図書

財氏をはじめ︑現地や関係方面の

化研究所＊・横須賀市立図書館＊

上越市立高田図書館︵横原本︶・富

厳島神社・野坂宮司家・萩市立図

中国四国地区

館・大方保・温泉寺

上田市立図書館︵花月文庫︶・角田

本︶・長野市教育委員会︵真田文庫︶・

祐徳稲荷神社・熊本県立図書館・

九州地区

一︑国立台湾大学研究図書館︵調

海外資料の鯛査

臼杵市立臼杵図書館

熊本大学附属図書館︵北岡文庫︶．

届いたことは前号既報の通りであ

それが昨年度︵五十九年度︶末に

ィルムを先方が作って下さって︑

葉集抄﹂以下五五点のマイクロフ

かねて当方が希望していた﹁万

光代・浜松市立賀茂真淵記念館＊

二︑収集

臼杵市立臼杵図書館

寄贈マイクロフィルムを先方の希
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奈川県立金沢文庫＊・大倉精神文

山県立図書館＊・石川県立郷土資

・松本真一・今梢市河野信一記念

二︑︵国立︶ソウル大学校図書館

書館・西円寺・村上家・多和文庫

多和文庫・今治市河野信一記念文

料館︵大鋸コレクション︶＊・石

文化館・大洲市立図書館＊・小松

化館・高知県立図書館︵山内文庫︶

方々にあつく御礼申上げる︒

町立公民館＊・高知県立図書館︵

九州地区

川県立金沢泉ケ丘高校＊・勝山市
史綱纂資料室＊・福井市歴史資料

山内文庫︶

︵収集︶

館︵越葵文庫︶・武生市役所︵寄託

・金城学院大学図書館・名古屋市

前号に述べたように︑昨年九月

が︑実はその作成に少々手間がか

望リストに従って作成中と記した

り︑前号にはそれに対して謝礼の
から十月にかけて文部省海外学術

査︶

調査科研費で︑国立台湾大学研究

むリ
︑ようやく近日作業を終える
カ

の所蔵資料計四三○一点を収集し

本年一月末までに左の二三箇所

・愛知県立大学図書館︵古俳書Ｈ︶

立鶴舞中央図書館・同蓬左文庫︵尾

関東地区

図書館の調査を行った︒すなわち︑

見込である︒︵その後終了した︶

崎コレクション︶・名古屋大学附
市立図書館加納分館＊・石水博物

矢口丹波記念文庫・麗沢大学図書

当部から福田以下五名に鈴木孝庸

た︒

館＊・常住寺間魔堂・神宮文庫

館︵田中文庫︶・東京芸術大学附属

属図書館︵神宮皇学館文庫︶．岐阜

近畿地区
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第四室第四室には︑通年でお願

︶

に御意見を伺・った︒

それらは当館設立以来十余年の間

になる﹁調査カード﹂のことで︑

情報室は︑館報発行︑新聞情報

ら︑彰考館で収集した平安物語日

究︵別項参照︶に参加して頂く傍

ッ・フォス氏を中心とした共同研

館に見えているオランダのフリッ

り頂いて検討会を行うこととした︒

でもある︶の何人かの方々にお集

査員︵それは同時に当館の利用者

度中に︑現旧の収集計画委員・綱

ければならないが︑そのため現年

の編集を行なった︒三月二十五日

﹃国文学年鑑三昭和五十八年︶

縄集室

索室の作業にも取り組んでいる︒

の業務を行ったほか︑臨時論文検

未作成分も含めて脳文字作成した︒

中である︒外字については昨年度

字セット管理作業は︑情報処理シ

また︑昨年度から懸案であった文

はかった︒

より︑オペレーションの省力化を

で運用管理上の整備を行うことに

研究情報部事業報告棚町知彌

氏︵前号参照︶のほか︑前期の鈴
に一○万枚を超えている︒従って

それは︑主として調査員の労力

木孝庸氏に代って後期には名古屋
その保管と活用を至急に検討しな

記文学作品を検討してその目録作

当面二回の検討会で一応の結果が

十九年度︶から復活させて毎年二

た調査員地区会議を︑昨年度︵五

旅費︶不足のため暫く見合せてい

地区会鱗等予算︵特に私どもの

日常の業務に活用しているほか︑

に︑現在でも調査カードは収集等

回は三月に行う予定である︒因み

見が出て大変有益であった︒第二

昨年末に行ったが︑具体的な御意

出るものと考えており︑第一回は

情報処理室

室の責任者を兼ねた︒

修があったため︑その間は部長が

月にかけて半年間︑室長の在外研

当室では︑昨年の五月から十一

用いた原文書情報処理︑学術デー

を報告する︒ただし光ディスクを

以下釦年度システム開発の状況

●古曲籍総合目録作成システム

発は含まない︒

用いた検索システムなどの研究開

タベース統計処理︑知識べｌスを

地区程度行うこととし︑昨年度は

仙既開発の情報処理システムの
見直しと運用

マルチワークステーションの入替︑

は︑ラインプリンタの機能拡張︑

出力するシステムとして①著作構

データベースから作業用リストを

性を保つための操作を行ったり︑

その内用は︵特に原資料所蔵者の
用者に︵例えばマイクロ資料利用

光ディスクの導入及び端末装澄の

一月︑大阪市︶の両地区で有益な

の参考として︶参考室への質問要

データベース上でデータの一貫

現年度は去る十一月に熊本で九州

求に応じる形で公開︵伝達︶して

特別の指示がない限り︶︑当館の利

地区会議を開き︑二月には仙台で

ハードウェアシステムについて

北海道東北地区の会議を行う予定

ロールの作業が行われている︒な

在定常的に書名︑著者名のコント

造ローダ②一冊本の双書構造変換

ア入替に伴う各種ソフトウェアの

トウェアについては︑ハードウェ

③各種業務リスト作成を行い︑現
によって必ずしもすべて完壁とは

ーションへの置換を行った︒ソフ
言えないが︑とにかく多量になっ

増設︑一部端末のパーソナルステ

地区の旧調査員など数名の方にも

導入及び新しいオペレーティング

原データ入力・検査②業務リスト

お国書入力システムについては︑
前年度の詳細作業に引続き①国書

おり︑死蔵しているわけではない︒

御出席頂くこととした︒既にその

たことでもあり︑一層便利で有効

システムの導入を行った︒これら

またその内容も時間的制約その他

方針で行った九州地区会議は︑今

な保存・活用法を考えようという

ハードウェア︑ソフトウェア両面

とするため︑現任の調査員以外に

後の事業計画の立案に甚だ有益で

のが前提である︒︵文献資料部長︶

である︒その際︑一層有益な会議

情報や御意見を得ることができた︒

中四国︵七月︑今沽市︶・近畿︵十

②システム開発

システム専門委員会で引続き審議

成に資して頂いている︒

至文堂より刊行︒

情報室

から半年間外国人研究員として当

大学の高橋亨氏を迎え︑去る十月

収集︑国際日本文学研究集会開催

いしている早稲田大学の雲英末雄

ー

次に述べる件についても参考まで
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出力③国書原データから古典籍著
行った︒

るが︑これまで空調設備の完備し

六十年十二月末における今年度

側受入業務

の資料受入数は︑マイクロ資料八

た専用の保管施設がないために︑

マイクロフィルムキャビネットに

二九リール︑図書一︑六五一冊︑

●運用管理システム

計算機運営上の資源の一括管理

ィルムの保存条件を良くするため︑

収納して書庫で保存してきた︒フ

あった︒

逐次刊行物約四︑二一五巻号冊で

作データへの形式変換④著作・著
を目的として①運用管理データ入

また︑収納スペースの不足を解消

者典拠コントロール⑤運用システ
ムの各システムを作成した︒

運用管理データ編集・出力の各詳

データーベースに登録済のデー

②古典籍総合目録作成事業

力・検査②運用管理データ検索③

きるまでの間︑保存環境︑条件の

するために︑専用の保管施設がで

定常業務の他︑本年度限りの作
●和古書目録システム

細設計及びシステム開発を行った︒

●マイクロ資料目録作成システム

った︒また︑オンライン検索シス

業として︑累積版目録の作成を行

ータ七三九件について著作のとり

ストを行った︒この結果︑書誌デ

まとめがされる一方︑著作データ

タをもとに︑典拠コントロールテ

昨年度までのバッチ処理の形態

その予算が認められ︑今年度から

ことを検討︑要求してきたところ︑

から業務担当者によるオンライン

保存用ネガフィルムの外部保管委

った︒

●文字セット管理システム
Ｊ

は︑データの作成︑入力を終え︑

この他︑当部が担当する業務︵
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良い外部の施設に保管を委託する

ンタフェースなどについてユーザ

テムの公開実験を行い︑ユーザイ

オンライン検索のためのシステム

業務処理への移行及び目録情報の

用の手順が把握された︒現在︑書

の意見を収集した︒

誌データ約六千件及び著作データ

●論文検索システム

ールについて外部保管委託を実施

保存用ネガフィルム八︑六四九リ

約四千五百件について︑次のコン

ー︑一二七件について著者のとり

六十年四月からスタートした臨

トロールにとりかかっている︒ま

まとめがされ︑併せてシステム運

時論文検索室は将来のオンライン

﹁寄託保管契約監査実施要領﹂が

した︒これにともない︑十月には

昭和四十六〜五十五年度収集分の

サービスに向けて︑国文学年鑑に

た︑並行して約八千件の書誌デー

託を開始することとなり︑七月に

掲載された過去の論文データの整

制定された︒十一月に実施された

タを新たに作成した︒

開発等を行った︒

理を行っている︒四月発足時には

監査に際しては︑この監査実施要

③整理業務

臨時論文検索室

補佐貝一名であったが︑幸に九月

領に基き検査員を派遣し︑寄託し

臨時論文検索室とともに︑蓄穣

喝コード表及び新字源︵角川書

から二名に増加されたので︑前号

たフィルムの保管状況等を検査し

されたデータの修正︑新しいデー

店︶改訂のため︑文字セット管理

で報告したように未着手となって

タの入力のためのシステム運用︑

システムについて①文字属性ファ

いる昭和五十六年以降のデータの

検索システム将来形態の検討を行

イルの構造変更②管理プログラム

入力も開始した︒︵研究情報部長︶

﹃マイクロ資料目録一九八五年﹄

群の変更③文字属性情報変更シス

鴻山文庫︶︑九州大学附属図書館︵

目録には︑法政大学能楽研究所︵

支子文庫︶他二五文庫︑八︑○二

項目校正作業が進行中である．本
ービス︑及び参考業務︑公開講演

資料の受入︑整理︑保存︑利用サ

た︒

テム開発④文字属性変更作業等を

会の開催︑展示等︶は順調に進展

五点が収録される︒

本田康雄

した︒

整理閲覧部事業報告

イルム形態のもので一万五千リー

㈲整理閲覧室

は︑データ作成︑システム開発と

古典作品典拠ファイル作成事業

ルをこえている︒当館ではこれら

当館で撮影・収集したマイクロ
フィルムの量は︑昭和四十七年五

のフィルムを永久保存用としてい

以下に各業務毎に報告する︒

月の創設以来現在までにロールフ
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︶

これまでにも︑サービス体制の

猿猴庵日記．鵯鵡寵中記ｌ

妬日﹁見世物興行・大道芸ｌ

﹂梅谷文夫︵一橋大学教授︶．

ｎ月賜日国文学文献資料調査

昭和六十年

委員会日誌

会委員会︵第三回︶

もに順調である︒データ作成につ

整備︑改善のため︑種々の方策を

延廣真治︵東京大学助教授︶︑﹁

勤職員二名の配置が実現した︒

校正を完了︑今年度分約二万八千
講じてきたが︑今後もサービス向

の噂ｌよしの草子・藤岡屋日

いては︑前年度分約三万六千件の

件をパンチ外注し︑校正作業を進
上のために努力していきたい︒

吃月３日共同研究委員会︵第

委員会議︵九州地区︶

ｎ月８日国際日本文学研究集

めている︒システム開発は︑形式
⑤マイク口室業務

助教授︶・

変換を行うための前処理システム
が完成し︑テストを兼ねて実際の

作業用ネガフィルムを作製した︒

日記ｌ﹂柴田光彦︵跡見学園

計画委員会︵第二回︶

１月肥日国文学文献資料収集

二回︶

閲覧用ポジフィルムは︑大和文華

女子大学教授︶︑﹁町名主の文化

庫︶他二三文庫︑七四○リールの

前年度諸般の事情から見送った

生活ｌ斎藤月岑日記ｌ﹂西

昭和六十一年

和古書目録は︑既存システムに若

館︑岐阜市立図書館等四四三リー

日﹁戯作者の生活ｌ馬琴

べく︑データ作成とシステムの運

干の改変を加え︑年度内に刊行す

授︶・

山松之助︵東京教育大学名誉教

日常業務として︑参考質問の受

木彌太郎︵仁愛女子短期大学教

中ホール︶﹁笠舞と加賀踊と﹂室

●第脂回特別展示﹁新収資料展ｌ

館特別展示目録９﹄を刊行︶
●常設展示

十一月二十八日︵木︶に当館中会議

本年度第二回運営協議員会議が

運営協議員会議の開催について

二回︶

３月肥日文献目録委貝会︵第

会︵第一回︶

３月肥日古典籍総合目録委員

用委員会︵第二回︶

３月ｎ日情報処理システム運

委員会議︵東北地区︶

２月加日国文学文献資料調査

三回︶

２月７日共同研究委員会︵第

工を終了した︒紙焼写真本は︑二︑

付・回答に従事し︑参考図書の充

授︶︑﹁能と狂言﹂小山弘志︵国

於金沢市・石川県社会福祉会館

実と参考開架閲覧室の維持にあた

口参考室

●第謁回公開講演会︵ｎ月妬日︑

ルを作製し五十八年度収集分の加

七六件である︒

新刊書整理︑和古書補修︑朕作
成等は例年通りに進行している︒

側閲覧業務
昭和六十年下半期︵七月〜十二

国文学の普及活動として︑次の

文学研究資料館長︶︒

とおり公開講演会・展示を開催し

った︒

︵一日平均三九人︶︑文献複写が一

日︑於当館︒講

１日〜晦日︒﹃国文学研究資料

二︑○○六件︵一日平均八三件︶︑

た︒

︵７月泌日〜

日記・記録﹂

●第８回夏期公開講演会﹁近世の

較すると︑入室者数が四％増︑文

本年度第三回運営協議員会議が

協議が行われた︒

出席を得て開催され︑議事は︑当

演集刊行の予定︶

室において小山議長ほか十七名の

泌日﹁芸能の記録ｌ松平大

現状説明が行われ︑それに対して

館における当面の諸問題について

日〜９月型日︶

四％増となっている︒利用者増加

第羽回﹁上代の文学﹂︵叩月１

第配回﹁名所と文学﹂︵７月１

の傾向は︑いぜんとして続いてお

沁日︶

日〜型日およびｎ月加日〜吃月
︵整理閲覧部長︶

鳥越文蔵︵早稲田大学教授︶︑﹁

老後のいきかたｌ懐堂日歴Ｉ

和守日記・宴遊日記・家乗ｌ﹂

からカウンター要員として︑非常

り︑サービス低下の問題が生じ︑

献複写が一○％増︑相互利用が一

件であった︒これを前年同期と比

また相互利用の申込受付が五五二

昭和印〜弱年度期Ｉ﹂︵ｎ月

月︶は︑入室者数が五︑五五七人

一○○冊の製本︑装備を行った︒

用を行っている︒収録書目数は二

データの処理を実行しつつある︒

富山大学附属図書館︵ヘルン文

己一回Ｉ﹂吉原健一郎︵成城大学
三

ｰ

その対応に苦慮していたが︑七月
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三月六日︵木︶に当館中会議室にお

いて小山議長ほか十五名の出席を

文化研究科比較文化学専攻

期間昭和帥年４月１日〜昭和

ッの日本研究の研究

研究題目カール・フローレン

田年３月訓日

概況︑昭和六十一年度事業計画及

史上に於ける意義

得て開催され︑議事は︑管理運営の

び昭和六十一年度予算内示等につ

渡航先ブリティッシュコロン

百川敬仁

文部省在外研究員

いて協議が行 わ れ た ︒

評議員会議の開催について

本年度第二回評議貝会議が三月
十四日︵金︶に当館中会議室におい

内地研究員

出席

委員会会議フローレンス

岡雅彦

過日

期間昭和帥年９月沁日〜皿月

中村一基

現職岩手大学教育学部講師
研究題目本居宣長とその門流
の研究

期間昭和帥年９月１日〜昭和

クレー校所蔵の旧三井文

目的カリフォルニア大学バー

渡航先アメリカ合衆国

庫本の調査整理

例年２月犯日︵６カ月︶

竹村信治

田年９月犯日

における講演ならびに指導

目的中国科学院計算センター

渡航先中華人民共和国

田嶋一夫

期間昭和帥年９月詔日〜昭和

公立大学研修員

現職金沢美術工芸大学講師
調査及び関連資料蒐集

研究題目①﹁今物語﹂諸伝本

目的①﹁日本文学における異

②説話を中心とする院政

ビア大学

て開催され︑議事は︑管理運営の概

文学的研究

界﹂をテーマとする比較

て阿部議長ほか十三名の出席を得

昭和六十一年度予算内示等につい

期・中世初期文学の研究

帥年ｎ月肥日

期間昭和帥年︑月鯛日〜昭和

六十一年三月︶

人事異動︵昭和六十年九月〜昭和

︵併任︶昭和六十年十月一日〜昭

和六十一年三月三十一日

文部教官︵文献資料部助教授︶高

橋亨︵名古屋大学助教授︶

二次分︶

昭和印年度科学研究費補助金︵第
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況︑昭和六十一年度事業計画及び

学研究の現状の調査

②カナダにおける日本文

年３月瓠日

期間昭和帥年︑月１日〜昭和

て評議が行わ れ た ︒

研修旅行

海外出張等

森安彦

２日

安鶴秀一

総合研究︵Ａ︶

情報の収集及びその体系

研究課題近世・近代史料所在

化に関する基礎的研究

研究に関する史料館国際
評議会ＩＣＡ・企業史料

目的企業史料の評価と科学的

渡航先イタリア

安澤秀一

期間昭和帥年８月妬日〜９月

席他

目的第肥回国際歴史学会議出

西ドイツ

渡航先スペイン・ポルトガル

私学研修員

助教授

現職京都女子大学短期大学部

加納重文

帥年ｎ月巧日

期間昭和帥年５月唱日〜昭和

外国人研究員

オランダ王国ライデン大学名

フリッツ・フォス

誉教授

研究題目平安時代の文学
期間昭和帥年︑月７日〜昭和

研究題目歴史物語の書誌的研究

団年３月瓠日
昭和剛年度国際研究集会派遺研究員

期間昭和帥年４月１日〜昭和

田年３月釧日

期間昭和帥年４月１日〜昭和

家・作品の研究

研究題目井原西鶴の周辺の作

現職跡見学園短期大学教授

湯沢賢之助

団年３月訓日

小山弘志

会議名第四回ョＩロッパ日本
研究会議

期間昭和帥年９月肥日〜昭和
帥年加月１日

大学院受託学生

所属お茶の水女子大学人間

ー

佐藤マサ子

ー
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︶︶
︾⁝利用者へのお知らせ：！

︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲１︐︐︐１︲

＊京都女子大学図書館︵吉沢誌増え︑三︑○三五タイトルで︑写サービスができるようになりま一

＊船橋市西図書館◆マイクロ資料目録の市販についに収録されています︒どうぞ御利一

剛＊九州大学附属図書館︵支子﹃国文学研究資料館蔵マィクロ

ーものです︒文庫︶資料目録一九八四年︵縮刷版︶﹄︵◆休室日の変更について

一文庫︶が︑今回初めて収録される

一ています︒そのうち一四所蔵者︵郡＊国学院大学図書館て用ください︒

一庫︶分︑八︑○二五点が収録され

一この目録には︑二五所蔵者︵文文庫︶文庫が﹃同一九八一年﹄︵第五冊︶一

一資料目録一九八五年﹄︵第九冊︶郡＊佐賀大学附属図書館︵鍋烏瓜におたずねください︒目録一九八○年﹄︵第四冊︶︑森一

一の最新版が刊行されましたので御文庫︶昨年十一月末までの受入れ分が収した︒なお︑これに該当する徳島一
一案内いたします︒剛＊大阪女子大学附属図書館録されています︒それ以降の受入県立図普館の資料は︑木下噌城文一
妬＊山口県文書館れ分については︑カウンターで係庫・阿波国文庫が﹃マイクロ資料一
一ｍ﹃国文学研究資料館蔵マイクロ

一﹃和古書目録﹄﹃逐次刊行物目録﹄

文庫︶③﹃国文学研究資料館蔵逐次刊行ただき︑サービス区分﹁Ａ﹂に変一
一◆所蔵目録刊行の御案内剛＊千葉県立佐倉高等学校︵鹿物目録一九八六年﹄更になりました︒これによって︑一
山文庫︶収録誌数は︑前年分より一四四紙焼写真︑ポジフィルム作製の複一
一このたび﹃マイクロ資料目録﹄

昭和61年3月

一九八五︶﹄叩・木下刷城文庫・阿波国文庫︶

一郷＊法政大学能楽研究所︵鴻山本︶二七六点が収録されています︒サービスを許可する旨の回答をい﹃吉野一覧記﹄︵写︶↑

一狐三 画︑ミ吻吾匡写Ｑ是です︒昭和五十九年︑六十年の二館︵岩佐健一館長︶の格別の御配て当館の貴重書は︑計六十三点と一
一加岐阜県立図書館
年間に収集した和古書︵写本・版噸により︑今後は利用者への複写なりました．

一畑富山県立図書館︵志田文庫︶八三︶﹄に続く︑増加分の第三冊目でしたが︑このたび徳島県立図書書に指定されました︒これによっ一

一棚青森県立図書館︵工藤文庫︶刊行の﹃和古書目録増加２︵一九﹁Ｅ﹂︵複写不可︑館内閲覧のみ︶このたび次の資料が新たに貴重一

一帥愛知教育大学附属図書館この目録は︑昭和五十九年三月のマイクロ資料のサービス区分は◆新指定貴重書

一泊今治市河野信一記念文化館録増加３︵一九八四

一弱陽明文庫②﹃国文学研究資料館蔵和古書目これまで徳島県立図書館︵森文いては︑いままでどおりです︒

一躯名古屋市蓬左文庫ｕ＊久松国男ビスについてした︒なお︑その他の休室日につ一

一兜水府明徳会彰考館洲＊歓喜光寺◆徳島県立図書館資料の複写サー資料くん蒸のため休室日となりま一

一あ東京都立中央図書館刺＊大喜多勘学〜五月四日︑従来は四日間︶が︑一

一釦宮内庁書陵部誌料︶ください︒旬にかけての五日間︵四月三十日一

一一

一５

−文庫恥所蔵者剛＊東京都立中央図書館︵東京○円︶︒既刊七冊とあわせて御利用の改正に伴い︑四月末から五月上一一

−りです︵＊印は新規収録分︶︒庫︶市販されています︵定価六︑五○﹁国文学研究資料館資料利用規程﹂−１

一収録所蔵者︵文庫︶は次のとお顔＊新城市教育委員会︵牧野文第八冊︶が笠間書院より刊行され前号でお知らせしましたように一
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昭和六十一年度春季学会開催一覧
情報室
国語国文学会連絡協議会に参加脱酷文学会①〒一五四世田谷区
二三ｌ一駒沢大学文学

おりである︒学会掲出は五十音順︒部国文学研究室内②六月一五日

する学会の春季大会予定は次のと駒沢一

八

一三

以下①半務局︑②大会開催日︑③③駒沢大学
会場︒②③の記入のない学会は大全国大学国語国文学会①〒一○
会予定無しか︑または大会期日未一千代田区猿楽町二

定・桜楓社気付②五月二四〜二五日
塚三

二九

五ｌ一学習院大学国語国

二教育出版センタ中古文学会①〒一七一豊島区目

解釈学会①〒一七○豊島区北大③二松学舎大学

ｌ内白一
一○

五○七日③鶴見大学

二八凶学院大学文

一中

四日③二松学舎大学

万葉学会①〒五六五吹田市千里

三八王子市東中野七四二

央大学文学部国文学研究室②五

四

五財団法人

表現学会①〒四八○

一

一専

県愛知郡長久手町愛知淑徳大学
国文学科研究室内②五月二四〜

文学部国文学研究室内

昭和六十一年三月発行

国文学研究資料館

編集・発行者

一○

側文学研究資料館報第二十六号

京区本郷郵便局私替繍第二八号

和歌文学会①〒二三

九一文

昭和区八事本町一○一中京大学

美夫君志会①〒四六六名古屋市

山東三関西大学国文学研究室内

校舎

月二四〜二五日③中央大学多摩

宿区西新宿八

日本口承文芸学会①〒一六○新
ラボ国際交流センター広報部気
付②六月七〜八日③岩手県遠野
市

一○②六月二

日本文学協会①〒一七○豊島区
一七
八日③学習院大学

南大塚二

崎市多摩区東三川二

日本文学風土学会①〒二一四川
修大学文学部国文学研究室内②

七〜八日③東北大学文学部
区東山七条京都女子大学文学部

俳文学会①〒六○五京都市東山

一○

浜千代研究室内

六ｌ一早稲田大学

二○五西條束四

二愛知

二八脚学院大学文学日本演劇学会①〒一六○新宿区

一六

東京都品川区豊町一︐一六

電話︵七八五︶七一三二代︶

郵便番号一四二

印刷所株式会社三興
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近代鯖学会①〒一○六新柄区北文学研究室内②五月一七〜一八

一○

日本文芸研究会①〒九八○仙台

新宿三

国語学会①〒一○一千代田区神中世文学会①〒一六○新宿区西
田錦町三ｌ二武蔵野杵院気付早稲田一 六ｌ一早稲田大学教

市川内東北大学文学部内②六月

五月三一日③専修大学神田校舎

②五月二四〜二五日③東洋大学育学部梶原研究室内②五月二四
一○

古事記学会①〒一○五渋谷区東〜二六日③早稲田大学
四

部日本文学第二研究室②六月二西早稲田一

一〜二二日③明治大学百周年記演劇博物館内②五月一七日③武

念館蔵野美術大学
一九

古代文学会①〒一六四中野区中日本歌謡学会①〒一五○渋谷区
野五

仏教文学会①〒一○二千代田区

二五日③桶脇大学

上代文学会①〒一六○新宿区西日本近世文学会①〒一六二新宿

部︶〒六○○京都市下京区七条

勉方学部第七研究室内

早稲川一 六 一早稲旧大学教区戸山一 二四ｌ一早稲田大学
育学部国文学研究室内②血月一文学部神保五彌研究室内

大宮龍谷大学︵西部︶②六月一

三番町六番地二松学舎大学︵東

○
ー

○○〜一二日③熊本女子大学日本近代文学会①〒一九二

ー
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