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活と作品﹄︵昭和五十七年刊︶﹃宗祇

の生活と作品﹄︵昭和五十八年刊︶

と立て続けに刊行されている︒旧

﹃連歌論の研究﹄︵昭和五十九年刊︶

稿ばかりでなく︑新稿を多く加え

峰を示されているのは偉観であり︑

を記念して刊行された﹃連歌と中

り方途のなかったことなどとかか

さきの言葉をみずから実行垂範さ

で俳文学会の第一回研究発表会が

二十六年五月のこと︑女子学習院

が完成して︑主要な文献が容易に

歌貴重文献集成﹂十集︑別巻三編

であって︑中世の他のジャンル

初期からは想像もできない盛況

果が次々に現われている︒昭和

い方も多様であって︑貴重な成

そもそもの動機は︑京都大学で頴

私が連歌の研究を始めるに至った

れているといえよう︒

て︑それぞれに現在の時点の最高

最初から私事にわたって申しわ

ってよく︑範囲は広くなり︑扱

戦後一般の連歌研究は盛んとい

行われ︑私は﹁連歌史に於ける心

ばかりでなく︑作品も︑撰集・句

見られるようになった︒連歌諭書

すが﹂という意のことを洩らされ

歌にも連歌大系があればよいので

うが︑今は亡き久松潜一氏が﹁連

しか︑その時のことであったと思

まだ半分も出ていないが﹁千句連

が出ている︒遅々とした進みで︑

などで︑つぎつぎとすぐれた翻刻

集は︑﹁古典文庫﹂﹁貴重古典籍叢刊﹂

ると︑とんでもない誤解に鴬く

ないか︑などという声を耳にす

もう研究することがないのでは

ように思う︒ただ時々︑連歌は

の研究に較べても︑遜色がない

とにあって気になっていたが︑﹃頴

は︑公刊すべくながらく私の手も

たことにある︒先生の講義ノート

原退蔵先生の連歌史の講義を聞い

に触れたのと︑それが﹁日本歌学

れからは当然さまざまの見地から

の占める位置が大きかったが︑こ

かつては︑連歌研究は資料紹介

がする︒

苦労するのはこれからという気

いい︑解明すべき問題点といい︑

状況は︑基礎資料の整理提供と

連歌史を公開の場に示すことがで

の二冊を合わせて収めることがで

和十七年四月起稿連歌史稿本﹂

月一日起稿連歌史︵未定稿︶﹂﹁昭

五十四年刊︶の中に︑﹁昭和八年一

原退蔵著作集﹄第二巻﹁連歌﹂︵昭和

刊行の予定ある︒

歌集﹂も﹁古典文庫﹂で十冊まで

大系﹂に所収されていたこと︑そ

と言われている︒しかも︑﹁金子金

のである︒連歌研究のただ今の

たのが妙に記憶に残っている︒当

うして︑他の連歌論書がほとんど

とになることと思われる︒﹁連歌

文学性の追求が試みられてゆくこ

きてほっとした︒ようやく先生の
未翻刻で︑あちこちの図書館・文

きたという安堵感である︒このノ

ていたこと︑私が﹃ささめごと﹄

時﹁日本歌学大系﹂はほぼ完成し

もう一つ︑私事に触れるならば

敬の位置﹂と題して発表した︒た

て︑

けないが︑私がまだ大学を出て間

れから三十数年がたった今は︑﹁連

わりがあったのだろ︑フと思う︒そ

世文芸﹄︵昭和五十二年刊︶におい

である金子金治郎氏は︑その古稀

まさに今日の連歌研究の第一人者
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史的研究﹄︵昭和五年刊︶﹃連歌の道﹄

うに思う︒福井久蔵氏の﹃連歌の

みを肌で感じとることができたよ

年から十数年の間の連歌研究の歩

Ｉトを整理しながら︑私は昭和初

早苗氏の手で︑近く編集・刊行さ

を記念して︑金子氏および湯之上

言えば︑﹁連歌貴重文献集成﹂完成

の歩みを刻みこんでいる︒さらに

たこの二つの論文集は︑連歌研究

ばかりでなく︑宗因の連歌など︑

にすることが可能であろう︒それ

連歌と俳譜とのかかわりを明らか

の連歌を研究することによって︑

ことが多かったが︑昌琢・宗因ら

う︒紹巴で連歌史がうち切られる

壇史ｌ﹂の報告が︑国文・国史の

の﹁白山万句以前・以後Ｉ加能連歌

家臣団の構成と動向﹂︑棚町知彌氏

実態﹂︑木越隆三氏の﹁慶長期前田

った︒鶴崎氏の﹁白山万句興行の

版祇念シンポジウムは有意義であ

の明日﹂と題した﹃白山万句﹄出

氏らとともに︑国史の側から黒田

連歌の文芸性を考える上にきわめ

俊雄氏が加わり︑会場にも国文学

れる運びになっている連歌研究の

における達成や︑西順らの役割を

研究者ばかりでなく︑多くの国史

︵昭和十六年︶や︑山田孝雄氏の﹃連

考える必要があろうと思っている︒

学研究者の参加が見られたことは

新しい論文集が︑まさしく連歌研

その連歌研究の今後の課題とし

次に︑連歌の研究については︑

特筆すべきである︒従来とても︑

歌及び連歌史﹄︵昭和七年刊︶﹃連歌

ては︑作品の表現面での解明が残

中世の武将と連歌師とのかかわり

国文学の学会に︑国史学の専門家

においても︑金子氏や臼田甚五郎

続いて伊地知・金子・木藤諸氏の

っている︒日本古典文学大系﹃連

の講演を依頼することは性々にし

両面からの検討を試みられ︑討論

すぐれた業績が第二期を形成する︒

歌集﹄︵昭和三十五年刊︶・日本古典

明らかにしてゆく必要がある︒米原

など︑その盛んに行われた背景を

てあったし︑討論の講師としても

の俳措を考える上に︑宗因の連歌

伊地知氏以下の研究はあらためて

文学全集﹃連歌俳譜集﹄︵昭和四十

正義氏の﹃戦国武士と文芸の研究﹄

て重要であろうと思う︒私は蕉風

いまそれぞれの主著をあげるまで

九年刊︶・新潮日本古典集成﹃連歌

︵昭和五十一年刊︶︑川添昭二氏の

究の現状を象徴するものとなろう

もなく︑周知のことに属するので

集﹄︵昭和五十四年刊︶などがある

概説﹄︵昭和十二年刊︶とともに連

省略するが︑さきの﹃連歌と中世

が︑注釈を加えられた作品はまだ

十六年刊︶・﹃中世文芸の地方史﹄

かと思われる︒

文芸﹄に︑金子氏は︑

ほんの一部に過ぎない︒﹃菟玖波集﹄

︵昭和五十七年刊︶など︑国史の専
﹃連歌集﹄に注釈があるだけで︑

されており︑さらに鶴崎裕雄氏の

門家の側からの連歌への関心が示

の催しが実際にはあまりにも盛り

あるが︑今は触れないでおく︶︒こ

はめったにない︵芸能史研究会が

一体となって討論するという機会

ことはあったが︑一つの会場で︑

福井氏の﹃菟玖波集﹄以来︑連歌

沢山であったために︑討論の時間

を見せた論考が有益である・その意

学と国史学の両側面から切り込み

今後の課題ということでは︑五

待したいと思う︒

は貴重であり︑今後にも大いに期
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歌研究の第一期であった︒それに

広島でいっしょに学んだ諸氏の

．﹃新撰菟玖波集﹄・﹃竹林抄﹄にして

国文学の専門家に加わってもらう

間で︑この論文集が計画された

も︑その一部が日本古典文学大系

暦のときの論文集﹃連歌とその

﹁町﹂を往く連歌師ｌ地方史研究

﹃中世九州の政冶と文化﹄︵昭和五

にした︒再びといったのは︑還

とき︑私は再びお受けすること

周辺﹄があるからである︒辞退

における紀行文の有用ｌ﹂︵﹃日本の

の余裕がほとんどなかったことは

日の立場での注釈が試みられてい

残念であったが︑こういった試み

研究の長足の進歩を遂げている今

五十七年刊﹀所収︶など一連の国文

都市と町ｌその歴史と現状﹄︿昭和

が︑この計画が必ず連歌研究に

ない・

すべきだと考えなくはなかった
貢献するものであることを思い︑

とぼしい鎌倉時代や南北朝期は︑

十八年度から三年間にわたって当

連歌史の面においても︑資料に
なお今後の資料の発見にまたねば

明治記念館で行われた﹁連歌研究

味で︑昨五十九年九月二十六日に

あえて諸氏の好意に委ねること
と言われている︒氏の連歌研究に

ならないが︑資料の豊富に残って

にした︒

寄せる情熱を端的に示す言葉であ

一

いる近世初期の研究が重要である

ー

るが︑事実十年を隔てて刊行され

ー
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採択された課題︑研究者︑研究

択することに決定した︒

まりに従って正確に記入した上で︑

じてカード作成要領を吟味し︑き

であるかをよく検討し︑それに応

あるなど︑従来館が直接計画し︑

表者が館外の研究者である場合が

公募による共同研究は︑研究代

ことに属するようである︒ただ︑

入力すれば︑その敵が多くなれば

実施してきた共同研究とや︑異る

研究期間を終えようとし︑その詳

はあくまで方法論であり︑国会図

要報告﹂を記しておいたが︑これ

なるほど︑効力を発揮することは

館の共同研究として行われた﹁連

ろう︒連歌作品︑千句や百韻は諸

資料︵紙焼写真およびマイクロフ

書館蔵﹁連歌合集﹂と︑館蔵連歌

事実であろう︒なお今後とも検討

面もある︒それで終了後研究代表

期間は表１の通りである︒

所の図書館・文庫に散在して所蔵

ィルム︶による連歌作品年表およ

者から館長に提出して戴く﹁共同

諸種の索引を作成するためには︑

さまざまの形で所収されて書写さ

されており︑百洲などは連歌集に

び索引も一つのサンプルに過ぎな

来への期待は大きいと言えよう︒

を加えてゆかねばならないが︑将

あらかじめ検索に必要な事項が何

れており︑それらを整理して︑連
い︒要は︑全国所在の連歌資料を

細については︑﹃国文学研究資料館

歌作品年表を作成することが︑連

網羅して完成しなければならない

共同研究報告３﹄に﹁研究経過概

歌研究の基礎作業として必要であ

なものである︒

究の報告に比べればはるかに簡単

告は︑科学研究費補助金による研

は不要であり︑従ってこの実施報

経理面を館が行うため︑その報告

研究実施報告﹂の様式を定めた︒

後の謀題等

二︑実施報告︑成果の発表︑今

った︒連歌研究者はめいめい何等

︵大阪大学教養部教授︶

のであり︑それはなお遠い将来の

共同研究

公募の結果等について
共同研究委員会

また︑成果の発表については︑

えられるが︑館と館外の研究者が

具体的にはいろいろなケースが考

さて︑初めての公募であったが︑

て昨五十九年十二月三日の共同研

七件の応募があり︑これらについ

一︑応募状況と審査結果

国文学研究資料館は︑共同利用

つ多くの人々が利用できるように

機関として︑従来から共同研究を

という方向で︑共同研究委貝会に

川︿昭和四十一年十二月﹀の補遣︶

った︒ただ︑この内の一件は︑コ

おいてガイドラインが審議され︑

があり︑多くの研究者に便宜を与

ンピュータの利用を伴うものなの

了承されている︒この問題は︑今

同研究の趣旨に沿って︑自由に︑か

究テーマを公募することに踏切り︑

共同研究を進めるために︑共同研

で︑館内で実施上の諸問題を種々

共同して学界に貢献するという共

たし︑その後の補訂を必要とする

下限をほぼ慶長年間にとどめてい

昨年九月︑昭和六○年度共同研究

な面から検討した結果︑今回は︑

しい事例を積み重ねることによっ

後次々と共同研究を実施し︑好ま

の内の五件を候補とすることにな

が︑とても個人の力では完全にす

の公募を行った︒このことについ

これを除く四件について実施計画

究委員会で第一次審査を行い︑そ

ることは容易でない仕事量である︒

ては館報羽号︵昭弱・９︶において

の提出を求めることとし︑本年一

ってゆくであろう︒

て︑おのずから一応の方針が定ま

ってきたが︑さらに広い立場から

それをコンピュータ処理によって︑

棚町知彌共同研究委員長が︑従来

月三十日の共同研究委員会の了承

実施し︑共同研究報告の出版も行

可能かどうか︑その方法をさぐっ

の経過︑公募の趣旨︑および実施

を得て︑この四件の実施計画を採

数人の主要作者にとどめており︑

てみることが︑この共同研究の目

中の共同研究について述べている︒

えていた︒ただ︑それは連衆名を

Ｘ︿昭和三十九年四月﹀︑および同

科学科紀要第詑輯国文学・漢文学

品年表稿﹂︵東京大学教養学部人文

として︑奥田勲氏による﹁連歌作

われるが︑それを公刊されたもの

ものを作って持っていることと思

かの形でみずからの備忘のための

にも触れておかねばならないであ

…

歌資料のコンピュータ処理の研究﹂

ｰ

的であった︒その研究は三か年の
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昭和60年度公募による国文学研究資料館共同研究一覧
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横浜国立大学教育学部教授
国文学研究資料館助教授
鶴岡工業高等専門学校講師
筑波大学大学院博士後期課程
群馬県立女子大学文学部教授
群馬県立前橋南高等学校教諭

昭和61年3月31日まで

昭和60年4月1日から

東京大学教養学部助教授
国文学研究資料館助教授
国文学研究資料館助手
大妻女子大学名誉教授
日本大学文理学部教授
東京大学教養学部助教授
大妻女子大学文学部講師
国文学研究資料館助教授
国文学研究資料館助教授

昭和61年3月31日まで
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跡見学園女子大学文学部助教授

昭和60年4月1日から
昭和61年3月31日まで
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竹一キ寸信＃台

金沢美術工芸大学美術工芸学部講師

昭和60年4月1日から

に関する研究

器摩晃芽

文化女子大学室蘭短期大学講師

昭和61年3月31日まで
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早稲田大学大学院文学研究科後期課程
早稲田大学高等学院教諭
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と

人

｢連歌資料のコンピ

棚町知彌（国文学研究資料館教授）ほか

ュータ処理｣の研究

11名

｢日本文学における

キンヤ・ツルタ（ブリティッシュコロン
ビア大学教授）ほか7名

<向う側>｣の研究
「

江戸文学における

ユーモア｣の研究

ハワード・スコット・ピペット（国文学
研究資料館客員教授、ハーバード大学教
授）ほか11名
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実施することとし︑︵ただし︑外国

人研究員を中心とする共同研究﹁日

伊井春樹（大阪大学文学部助教授）ほか
3名

を引き続き昭和六○年度において

本文学の特質﹂は︑大きなテーマ

｢逸翁美術館蔵国文学
関係資料｣の解題研究

︵山中光二

共 同 研 究 者

られている︒

研 究 課 題

なお︑今回は最初の公募なので︑

より長期間の計画︑或いは今回採

表3昭和59年度をもって終了した共同研究

とりあえず期間を一年に限ったが︑

択されなかったコンピュータを利

は毎年変る︶︑表３の四件は昭和五

としては変らないが︑具体的内容

十九年度をもって終了することとし

用する計画などへ拡大してゆく可

た︒これら四件についての報告は︑

能性などを将来の課題として委員

会は今後さらに検討してゆくこと

ー

それぞれ出版の計画が別途に進め

フリッツ・フォス（国文学研究資料館外
国人研究員､ライデン大学名誉教授)ほか

としている︒

日本文学の特質

福田秀一(国文学研究資料館教授)ほか

従来から行っていた公募以外の

久松本の解題研究

三︑公募以外の共同研究

共 同 研 究 者

研 究 課 題

共同研究については︑表２の二件

表2継続する共同研究

︶

古典作品典拠ファイルについて
整理閲覧室

のによみを与えること︑などであ

別書名でよみの振られていないも

行表記に従い小書すること︑書名︑

無視されている勘音︑促音等は現

十三万件の選定に当り︑﹃国書﹄

とした︒

ってこれを増加充実してゆくこと

全巻中に現われる分類名及び分類

れているかを確認する場合や関連

現在︑文献資料がどこに所蔵さ

分類名リストの原案を作成した︒

件数をにらみながら︑選定すべき

行った︒その結果を踏まえ︑予定

によって変換することである︒つ

の形式にコンピュータプログラム

当館で利用する作品典拠ファイル

業であることはばうまでもない︒

昭和五十九年度より五年計画の

資料の大略の見当をつける時に

まとめられた︒以上の結果︑文学︑

原案は館内の調整を経て最終案に

品の一々について︑統一書名を決

ぶ際の﹁作品典拠﹂とは︑古典作

﹁古典作品典拠ファイル﹂と呼

とって必須の参考資料として利用

者等︑古典の研究に従事する者に

年より二十年余にわたり︑国文学

の第一巻が発行された昭和三十八

カバーされることになり︑国文学

書誌学等の総記に当たるものまで

儒学︑国学等の思想関係︑目録︑

学分野に属するものはもとより︑

国文学︑芸能など︑いわゆる国文

の記載事項をコンピュータが正確

そのためには︑個々の﹃国書﹄

ータ処理が可能な形式への変換︵機

まり︑印刷体の形式からコンピュ

械可読化︶を意味する︒

定し︑併せて著者名︑巻冊数︑別
されている︒

に確認できるよ壱７にしてやらねば

のよみはルビ用の最少ポイントの

研究を中心に︑必要な項目はほぼ

活字が使用され︑これがよみであ

この事業は︑﹃国書﹄の﹁作品典

拠﹂に当る部分︵所在情報以外︶

次に︑選定された十三万件をパ

ならない︒例えば︑﹃国書﹄の書名

の作品に関する諸本・諸版を同一

をそのままデータベース化し︑当

ンチ入力し︑校正する作業が続く︒

網羅しえたものと思われる︒

の作品として統合したり︑或いは

しようというものである︒

が機械可読化する場合︑つまりパ

ることは一目瞭然である︒ところ

ンチされたデータでは︑印刷媒体

は︑書名︑よみ︑巻冊数︑角書︑

館の古典の典拠ファイルの基礎と
②データ

典拠である︒また︑﹁ファイル﹂に

は︑そうした記録を機械可読の形

他の作品と明確に区別するための

で蓄積︑維持すること︑すなわち

算上の制約もあり︑全体の約光に

みなされる︒今回の事業では︑予

情報を付加する場合がある︒検索

原則だが︑一部修正を加えたり︑

入力し︑データベース化するのが

これらの事項をそのままパンチ

よみであることを認識させるため

読み込まれることになる︒従って︑

よみは書名と一連のデータとして

大きさによる区別ができないため︑

ほどの融通性はなく︑ポイントの

相当する約十三万件を扱うことに

考である︒

別称︑分類︑著編者︑成立及び備

コンピュータ処理する場合には︑

落ち着いた︒五年計画で国文学資

の区切りを付加してやる必要があ

数︵作品数︶は推定四十万件余と

前提として﹁典拠ファイル﹂が必

る︒同じことが書名︑別書名の表

一般に大量の書誌︵目録︶情報を

要であるが︑その意味で﹁古典作

リットを最大限に活用するためで

や排列というデータベース化のメ

記︑分類欄等に採用されている小

タベース化して︑古典作品典拠フ

ある︒よみの表記で︑﹃国書﹄では

料を中心に十三万件を選定しデー
ァイルの基礎として︑将来にわた

品典拠ファイル﹂の作成は古典籍

データベース化の意味がある︒

﹃国書﹄中に収録されている項目

項目についてパンチする記載事項

確な情報を付した記録であり︑そ

書名︑成立年代︑内容分類等の正

形式変換とは︑﹃国書﹄データを

③形式変換

もとに︑古典作品典拠ファイル作

は︑岩波書店の﹃国書総目録﹄︵以

う︵︾︒

成事業がスタートした︒この機会に︑

下﹃国書﹄と略記する︶がある︒そ

名ごとの推定項目数の抽出調査を

紹介を試みたい︒

第一年目の経験を踏まえて簡単な

伽はじめに

ー

書誌情報のコンピュータによる取
扱いのためまず行うべき重要な作
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この著者ファイルと作品典拠フ

このように︑形式変換は概ねコ

ルの著編者欄に記載された著者名

ール﹂というのは︑作品典拠ファイ

名コントロールという︒﹁コントロ

別人である著者同士が同一の別称

多いのは同名異人のケースだが︑

人物に一致する場合もある︒一番

また︑著者ファイル中の複数の

の追加が必要になる︒

れる︒いずれも︑著者ファイルへ

ンピュータの力を借りて行うが︑

を︑それに該当する著者ファイル中

らも︑参考資料︑特に﹁著者別索

を持っている例もありうる︒これ

ァイルとを結びつけることを著者

どうしても手作業に頼らざるを得

の統一著者名に統一するからであ

とになる︒

ような部篇を付したもの等︑活字

角書︑冠称の類︑﹁相合傘前どの

ない部分もある︒そのまま変換が

る︒ある作品ではＡという名前で出

ち越し︑手作業の修正を加えるこ

ポイントを落として純粋の書名部

可能なものと不可能なものを︑﹃国

世之助噺﹂の例に見られるような

分と区別されている場合なども︑

書﹄の記載内容に即して区別する

書きについても言える︒﹁鳴呼不値

ンピュータがその区別を認識でき

〃／〃︵スラント︶を挿入して︑コ

どを手がかりに︑慎重に判断しな

ければならない︒

引﹂に付されている著作の書名な

⑤システム

っていれば︑同一著者の著作を集中

させることができない点では︑検索

古典作品典拠ファイルの作成に

てきた著者が︑別の作品ではＢにな

形式変換の成否の鍵になる︒とは

上の不便を来す︒一方︑著者ファイ

必要なコンピュータシステムは︑

ことが重要である︒つまり︑﹃国書﹄

形式変換のなかで最大の難関は

言え彪大な量を逐一調査すること

ているので︑これを参照すれば︑作

ルでは︑ＡとＢの関係が把握され

これまで述べてきたように︑形式

くる︒

著編者名欄である︒その理由は︑記

は不可能に近い．今回も︑約一割

品典拠ファイル中の同一著者で異

ルシステムの二つである︒これら

変換システムと著者名コントロー

るよ︑フな手当てが不可欠となって

いためである︒例えば︑﹃国書﹄で

載形式︵記述文法︶の相違が大き

パターンはほぼ洗い出したと思わ

ほど抽出︑分析し︑内容・形式の

きることになる︒

なった著者名を統一することがで

の作業に全力を尽くしている︒年

− 6 一

の記載内容や形式の糖徴な分析が

は著者名に続けてカッコでその別

てきて︑手作業に頼ることは避け

のシステムは︑現在︑研究情報部

れるが︑一部予想外のデータが出

情報処理室において開発中である︒

の作品典拠ファイルでは︑同一人

具体的には︑﹃国書﹄著編者欄の

称を付している場合がある︒一方

著者名と著者ファイル中の統一著

難いかも知れない︒

側著者名コントロール

物であれば単一の著者名しか保持
しない︒部篇ごとに著者が併記さ

システム的には︑当館の他の︑運

になると思われるが︑その詳細に

相互に適切に関連付けられたもの

用中あるいは開発中のシステムと
名に匹敵する重要なものである︒

については︑﹁著者別索引﹂等を参照

れば問題ないが︑一致しない著者名

ータによる照合処理を行う︒一致す
﹃国書﹄には別巻に﹁著者別索引﹂

ついてはいずれ報告されることと

者名及び別称との間で︑コンピュ

と異なる︒細かい点では︑﹃国書﹄

があり︑著者別の著作リストとし

思われるのでここでは述べない︒

著者名は書誌事項の中でも︑書

で省略されている著者の役割を示

したり︑他の資料を調査したうえ︑

れている場合も作品典拠ファイル

す﹁著﹂は︑作品典拠ファイルで

著者ファイル中のどの著者に該当

以上︑駆け足で事業のあらまし

て便利だが︑当館では︑目録中の

不一致になるケースには︑著者

するのかを決定しなければならない︒

めの原稿作成︑項目選定︑校正等

を述べた︒現在はパンチ外注のた

著者名標目の形を統一するための
典拠として︑これまで利用してき

そのものがまだ登録されていない

がある．その他にも著者名欄は簡
単に変換がきかない部分が多く︑

た︒そして︑現在は﹁著者別索引﹂

場合︑登録されていてもその著者

は必須であり︑補なってやる必要

その分処理システムへの負担が大

の項目の著者名︵統一著者名︶及

名︵別称︶が欠けている場合に分か

⑥おわりに

では処理できないものは︑後述す

きくなる︒論理的にコンピュータ

ファイルとしている︒

びその別称をパンチ入力し︑著者

ー

る著者名コントロールの時点に持

ｰ
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度内には約二万五千件ほどのデー
予定である︒

︵而井啓醐・歌野博︶

八回国際日本文学研究集会が開ら

十日︵土︶の向日︑例年のように第

昭和五十九年十一月九日︵金︶︑

は︑漱石自身の﹃文学論﹄の﹁符

かにしようと試みた︒松井朔子氏

などを分析することによって明ら

ｇ舟段呂のか房国︹昌碕９号①か

後であったためか︑やや参加者が

︵ＣｌＳＨＡＡＮ︶が側らかれた

際アジア北アフリカ人文科学会議

意識に注目する最近の米国の文学

討諭では○三呉○冨巳言﹃︒氏が︑

漱石の﹃明暗﹄の分析を行った︒

者の影を隠す﹂﹁間隔論﹂の視点で

少なかったが︑今回は百名を超え

理諭との関係を問題にするなど脚

研究集会における発表論文等の

細田秀一座長のもとでの第二セ

た︒

際集会らしい意見の交換が行われ

内容については会議録に詳しい

﹁花世姫﹂︑﹁鉢かづき﹂︑診﹁姥皮﹂の

ッションでは︒ご臭○三巳胃ｇ氏が

理論によって︑語りの﹁水準﹂が

ジョルジュ・ジュネットの物語り

埴谷雄高は主題を隠してしまうが

も推理小説が犯人を隠すように︑

われた．菅８宮＄Ｆご氏は︑恰

的分析を試みた二つの発表が行な

徹座踵のもとで︑作品の文学理論

第一日最初のセッションは芳賀

事詩論の場で論じようときわめて

るょうに︑箪記物語も国際的な叙

どが今や世界文学の中で論ぜられ

た︑山下宏明氏も︑﹃槻氏物語﹄な

提起をされ活発な論議が行なわれ

小説である︒という刺激的な問題

名級信者を讃美した宣教用モデル

成し︑日本人同宿が執兼した︑大

イタリア型シンデレラを使って構

である︒

⑦×耳且融恩目扁かご目ｓｇｇｇの

意欲的な発表をされた

三話は︑イタリア系切支丹神父が

が︑概要を紹介すれば次のとおり

があった︒

る参加者︵内︑海外から三十五名︶

前回︵第七回︶は︑大規模な倒

かれた︒

第八回国際日本文学研究集会

タのパンチ︑校正作業が完了する

シ

か︑または語りの﹁関係﹂が言ョ○︲

ｌ新収資料紹介⑳ｌ

ｏＩＩＩＩＩＩＩＩＩｆ

︲︲ＩＩＩＩｌｌ︒ⅡⅡⅡ■■■ＦＩＩＩＩＩＩＩｆｌｌＩ

本書の特色は︑基本的に寛佐系

本書は所謂﹁いろは新式﹂の一

第二次墹補部分を持つことであり︑

昌程講説虚舟聞書からなる独自の

﹁いろは新式﹂の悌を伝えながら︑

本︒本文の系統は京都大学国文学

また︑京大本に近い異本との校合

﹃寛佐﹄

研究室蔵︵真如蔵旧本︶﹃異本色葉

が︑全面にわたり詳細にほどこさ

れている点である︒所謂﹁いろは

自由に埆補されてゆく有様は︑本

新式﹂が︑連歌師各自の立場から

の中ほどに記された︑﹁寛佐法印以

程等の諸説からなる︒最終項﹁す﹂

糎︒表紙は鳥の子紺地に卍繋ぎ唐

袋綴︒寸法一三・三×二○・六

︹書誌︺横本二冊︵甲・乙︶

みとることができるはずである︒

書の分析によってもはっきりと読

︑筆一校斗／寛永七年正月廿日﹂

草押型文様︒題篭中央打曇り

紙に﹁寛佐甲︵乙︶﹂と墨書︒丁

ろは新式﹂であることを意味する︒

なし︒奥書最終項﹁す﹂の中ほ

１８︐．︒︐釦罪誕︑

画︵五四一︽︽Ｊ

＄

Ｊ﹄

一画７

一為ノ坊咽？４４吋６

一寒けｙら秘な細強

一ｏ５Ｉ小Ａ４４ふ

〜◆︲１１１

ケロ■牽牛ｆ０年凸公卿

む■可恒写喉守ｒ〆Ａｕ画で訳苧

−３胸Ｄｙ句甘リノ令○一再ｆ込

一●缶富矼．今

︵文献資料部母利司朗︶

捌あり︒印記なし︒

表紙やや痛みあり︑またともに虫

どにあり︵写真参照︶︒甲乙冊とも

数甲二五乙一○二丁︒序

は新式﹂が︑虚舟あるいは虚舟周辺

一次増補された段階の寛佐系﹁いろ

したものの書留である︒おそらく︑

が︑寛文頃︑昌程・昌陸から聞書

︵大坂人︑通称吹田屋五郎兵衛か︶

なる︒この部分は︑虚舟なる人物

で追加されたのが第二次端補分と

一次増補分．さらに筆をかえて朱

た昌程講説寛佐聞書等の部分が第

そして︑各項末尾に書き加えられ

ものであり︑原本が寛佐系の﹁い

なる奥書は︑この段階で付された

よび紹巴・昌叱・玄冊・昌琢・昌

九・八・二七︑同十・七・一九他︶︑お

型で︑昌琢講説の寛佐聞書︵寛永

京大本にほぼ共通する部分が原

次増補本に相当する︒

新式﹄に近いが︑少くともその二

ｰ

の人物に伝えられたのであろう︒
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国際日本文学研究集会会蟻録︵第八回︶

目次

・研究 発 表

・あいさつ小山弘志
仕掛け旨８月の原ご

埴谷雄高の小説における語りの

﹃明賠﹄の視点をめぐって

松井朔子

お伽草子の切支丹シンデレラ
ー﹁花世姫﹂﹁鉢かづき﹂﹁姥皮﹂

○三の天︒冨巳房ョ

のモデルと出典の考察
耶記物語における英雄像
山下宏明

れらもまたいずれも国際集会にふ

いの共通性などを論じられた︑こ

ドの共通点と相違︑男と女との違

の関係の両国の︲ハック・グラウン

﹃三代﹄を比較し︑近代と﹁家﹂

英姫氏は藤村の﹃家﹄と廉想渉の

ツルゲネフ受容を考察された︒盧

当時の自由民権運動との関連での

新聞に翻訳掲載されたことを挙げ︑

評価された︒

検索要求を出され︑役に立ったと

の試行を行ない︑十名の参加者が

ョンから一歩進めて検索サービス

も︑今年は単なるデモンストレーシ

た論文のコンピュータによる検索

プションなどが行なわれたが︑ま

示﹁蔵書印展﹂案内︑恒例のレセ

た︒このほか︑当館の紹介︑特別展

大学教授の講演が公開で行なわれ

ド大学教授と︑阪倉篤義甲南女子

研究所︵鴻山文庫︶・宮内庁書陵部．

東洋文庫・某仙人・法政大学能楽

本文庫︶・東京大学国文学研究室・

託本︶・東京芸術大学附属図書館︵脇

玉県立文書館・久松国男︵当館寄

経済大学図書館︵祭魚洞文庫︶・埼

矢口丹波記念文庫・彰考館・流通

関東地区

市郷土資料館

公民館・禰田市立光丘文庫・鶴岡

弘前市立弘前図書館・盛岡市中央

二日目の土曜午後は︑当館客員

さわしいテーマであった︒

東京都立中央図書館︵東京誌料他︶

ａの．閏ｇ里兵ｌ︵

中部地区

︵情報室山中光二

教授の函○君

新潟大学附属図書館︵佐野文庫︶．

上越市立高田図書館・高岡市立中

間もなく終る昭和五十九年度も

研究報告﹄第六号︵三月末刊行予

果の一端と共に︑例年通り﹃調査

戯者別の点数は︑その他の研究成

書館・名古屋大学付属図書館︵神

書館︵花月文庫︶・金城学院大学図

育委員会︵真田文庫︶・上田市立図

市立図書館︵聖藩文庫︶・長野市教育

金沢市立図書館︵牒本文庫︶・加賀

文献資料部事業報告福田秀一

びしかったが︑いつもながら図書

旅費などの予算額は前年以上にき

定︑大学で国文学科又はそれに相

宮皇学館文庫︶・愛知県立大学図書

央図書館・金沢大学附属図書館・

館・文庫等所蔵者関係者の御好意

当する学科の研究室に送付する︶

館︵石田文庫古俳苫二・名古

盧英姫

の束縛と崩壊を中心にｌ

や収集計画委員・調査員その他の

に掲載の予定である︒

函◎君画ａい︑巽弓冨言

ヲカシの系譜阪倉篤義

の四五簡所︵予備調査を含む︶の

館大学図書館・舞鶴市立西図書館．

彦根市立図餅館︵琴堂文庫︶・立命

ー
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日本におけるツルゲネフ受容に

関する一考察詞受︒蚕ョ
家

烏崎藤村の﹃家﹄と廉想渉の﹃三代﹄

ｌ

・記鍬

方々の御協力によって︑当部所管

昭和五十九年度国文学文献資料調

・公開講演会

日椴

の蛎業面は概ね計画の通り進める

江戸文学のユーモア

参加者名簿
国際日本文学研究集会委員名簿

所蔵資料計七○八二点を調査した

剛部町教育委貝会︵小出文庫︶・陽

近畿地区

︵尾崎コレクション︶・神宮文庫

屋市観舞中央図書館・同蓬左文庫
一︑調企

査・収集の概況
係各位にあつく御礼申上げる︒

ことができたことを御報告し︑関

池田重座長のもとにおける二日

年一月末までの主な事業につき︑

明文庫・大和文華館・大方保・逸

現年度は︑本年一月末までに左
簡略に述べる︒なお︑当部事業の

一部略称︑以下同じ︶

北海道東北地区︵順不側︑敬称略

以下︑恒例によって主として本

﹁敷居﹂がロシアでは削除された

ゲネフの最もラジカルな散文詩

査及び収集︵マイクロ撮影︶の所

中心を占める国文学文献盗料の調

目の午前は︑詞関○国ョ氏が︑ツル

より早く二葉亭四迷によって朝野

部分も含め︑ロシアで出版される

ー
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念文化館・高知県立図書館︵山内

萩市立図書館・今治市河野信一記

中国四国地区

大阪女子大学附属図書館

翁美術館・吉永文庫・住吉大社・

近畿地区

岐阜市立図書館・神宮文庫

館・新城市教育委員会︵牧野文庫︶．

屋市蓬左文庫・刈谷市立刈谷図書

上田市立図書館︵花月文庫︶・名古

中部地区

大阪女子大学附属図書館・林田良

九州地区

館分館・熊本大学付属図書館︵寄

平︵蝸牛魔文庫︶・大和文華館・大

女子大学附属図書館・陽明文庫・

託︑北岡文庫︶・臼杵市立臼杵図書

彦根市立図書館︵琴堂文庫︶・京都

館

人︶があり︑それも今後の事業に活

有益な情報を寄せて下さった方︵個

地区の多くの文庫につき︑自発的に

九州地区

高知県立図書館︵山内文庫︶

書館・今治市河野信一記念文化館．

山口大学附属図書館・宇部市立図

中国四国地区

用するつもりである︒

臼杵市立臼杵図書館

の所蔵資料計五︑○一○点を収集

六編︶

静嘉堂文庫︵物語文学書集成第五．

既製マイクロフィッシュ購入

した︒

海外資料の飼査・収集
一︑カリフォルニア大学バークレ

現年度は次のような進展を見た︒

資料館・会津若松市立会津図書館

ィ校東亜図書館︵旧三井文庫本等︶

東京芸術大学附属図書館・学習院

大学図書館・東洋文庫︵紙焼写真︶．

去る十月に長谷川教授が出張して

括調査の予算が認められたので︑

助金︵以下﹁海外科研﹂と略称︶で総

文部省海外学術調査科学研究費補

前号及び前々号に記したように︑

能楽研究所︵鴻山文庫︶・東京都立

成果公表の手順・方法等につき先

大学国語国文学研究室・法政大学

矢口丹波記念文庫・彰考館・麗沢

関東地区

秋田県立秋田図書館・鶴岡市郷土

北海道東北地区

本年一月末までに左の三二箇所

二︑収集

なお︑右のほかに関西及び中京

橋政勝・吉永文庫

祐徳稲荷神社・島原市立森岳公民

文庫︶

ｰ

中央図書館︵加賀文庫他︶

ｌ文庫紹介⑤！

所在を聞かないお伽草子﹁しゆて

た︒そのうちに︑端本ながら他に

を生じて今年度に補充調査を行っ

覧に供しているが落穂拾いの必要

収集している︒この分はすでに閲

ィルムにより一二リール二七六点を

国文学研究資料館はマイクロフ

ながら書誌学資料展の観を呈する︒

平本︑黒本︑黄表紙等を交え︑さ

にはまた︑奈良絵本や丹緑本︑公

マごとの文学史を形成する︒そこ

節︑絵本︑錦絵を網羅して︑テー

伽草子︑近世小説︑浄瑠璃︑説経

見重太郎・静御前の項を立て︑お

郎・三庄大夫・石川五右衛門・岩

第一部にある︒酒呑童子・浦島太

文庫の名を江湖に轟かせた所以は

全六部三九項に分類するが︑本

三二︑改訂版昭和五八︶がある︒

になる﹃丹後郷土資料目録﹄︵昭和

之助氏︵明沽七ｌ昭和二四︶の編

一枚物の文芸資料︒川蔵者糸井仙

史文書を含むものの︑過半が冊子︑

いい︑市の指定文化財︒若干の歴

正式名称を﹁丹後郷土資料﹂と

舞憩市立西図書館糸井文庫

ー

んとうし﹂の寛永版や︑寛永古柄

む︒

字版という謡本﹁丹後物狂﹂等を含

なお格別の御配慮により採取を

顧をここに掲出する︒いずれも朱

許された糸井仙之助氏の蔵書印三

参考文献佐竹昭広氏﹁文学

捺︒写真は別％に縮少してある︒

のひろば﹂︵﹁文学﹂昭和死・６︶

舞鶴市立西図書館

七五

五四○六

〒似舞鶴市字北田辺五一

電話○七七三

︵文献資料部渡辺守邦︶
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めている︒

十八年度︶の調査成果の総括を進

方と打合せてきた他︑昨年度︵五
て主要書目の書誌調査などを行う

に︑六十年度にはその成果に基い

は無事帰国しているであろう︶︒更

する︒

下さるよう︑この機会にもお願い

情報をお持ちの方はどうか御提供

結果などを︑みずから端末に向っ

これらのキー・ワードやまた校正

して︑与える訳である︒作業には

ようとすれば︑経験を積んだ者が

読み直しながらこの企図を遂行し

て入力することも含まれた︒その

ては前年度と大きな違いはないの

結果︑データの元になる原論文を

で︑今回は紙面もないため省略す

た通りであり︑第一〜三室につい

在は欧米を主としてこのほかにも

第一〜四室第四室は前号に述べ

多く︑人手も予算も思うにまかせ

る︒︵文献資料部長︶

調査・収集すべき海外資料の所

べく︑海外科研を申請中である︒

昨年度福田が訪問して当館の趣
ないが︑学界の要望を踏まえて今

︵旧京城帝大本︶

二︑︵国立︶ソウル大学校図書館

旨を述べ︑取敢えず日本文学関係
後も国内同様力を尽したく︑所在

データを処理するのに一年弱の日

任にあたっても︑一人で一年分の

の古写本・古活本等のマイクロ複

したのである︒これは当初の予想

子を費さざるを得ないことが判明

改めて根本的な計画の練り直しが

て事態への対応策を協議したすえ

こで︑研究情報部全体の問題とし

をかなり超えるものであった︒そ

小限の基本的作業は︑管理部等の

事業と︑館報年２回発行という最

協力を得て︑支障なく行うことが

各室ごとの事業実施状況は次の

研究情報部事業報告棚町知彌

写の希望を表明したが︑先方はこ
れを甚だ好意的に受けてくれて︑

すでに撮影に着手しているとの連
絡に接している︒

通りである︒

情報室は今年度から編成替えに

々の制約から各二〜三個を限度と

に等しい︶を適宣︑といっても種

配慮している︒

原論文を読み直す必要がないよう

‑ 1 0 ‑

三︑国立台湾大学研究図書館︵旧

情報室

別項のように今年度の国際日本

ソウル大学と共に台湾大学にも

台北帝大本︶

文学研究集会は︑参加者も百名を

ータを検索可能に仕上げたところ

って︑当室は︑昭和五十五年のデ

かなりの量の和古書があり︑その

﹃国文学年鑑﹄︵昭和五十八年︶

必要である︑との結論を得た︒従

中には近世小説などに善本稀書の

超え︑討論も活発で活気のある集

で︑本年三月をもって作業の試行

できた︒

少くないことも知られていたが︑

会とすることができた︒

を打ち切った次第である︒

縞集室

去る十月に福田が非公式に訪問し

の編集を行なった︒三月二十五日
新聞悩報の収集も今年で十年を

至文堂より刊行︒

てその全貌を知ることができ︑今

﹃国文学年鑑﹄編集作業の過程に

入力の予定は立っていないものの

なおつけ加えれば︑昭和五十九

コンピュータの端末から検索可能

年以降のデータについては︑まだ

とするための︑校正およびキー・

当室では去年の四月以来︑﹃国文

再検討中とのことであるが︑この

ードに関する情報を収集しており︑

織り込むかたちで前述のキー・ワ

学年鑑﹄所収の雑誌論文データを
仕事は地味で︑しかも一日分も手

って来た︒具体的に言うと︑各論

ワード付加の試みを一年間行こな

迎えた︒国会図書館で新聞記事切

ることも可能との見通しとなった．

を抜くことができない︒当館でも

やがて本格的に論文検索のための

り抜きの仕事の廃止が問題となり

そして︑それに先立って申請して

十年の節目を迎えて︑さらに一層

作業が再開される際には︑もはや

めば収集︵マイクロ複写入手︶す

いた五十九年度の海外科研で予備

と書名︵ほぼ著者名とその作品名

文データに対して︑関係する人名

後計画的に調査し︑更に手続を踏

調査の費用が認められ︑本年二月

たい︒

効果的に行うことを努力してゆき

より一名減員したが︑以上二つの

︵福田・田嶋・新藤・島原︶が全

末から三月にかけて当部教官四名

の予定である︵この号が出る頃に

書目のリストアップを目標に出張
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ー
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問題解決︑端末の機能拡張を重点

あった漢字プリントシステムの諸

業は︑一次情報としての文字の選

文字セット管理作業がある︒本作

た役割は大きく︑本外注ＳＥの協

予算化された外注ＳＥ経潤の果し

依頼及び当室開発ソフト群の全面

善項目の設定と︑メーカへの改善

ては︑システムソフトの大巾な改

委員会︵準備会︶で︑現在︑審議

あり方についても電子計算機専門

要がある︒このために︑本作業の

下記のように四件実施した︒年

②システム開発

感される︒

これらの実作業に︑今年度より

りに努めた︒

業務の整備とよりよいシステム作

今年度の作業計画は︑スタッフ
的に実施した︒また︑大学間コン

する︒また︑外注に対する納期︑

定には極めて深い専門的知識を要

力無くしては︑今年度の作業の実

施︑問い合せ応答等を含め︑窓口

全員が総入換えという危機的状況
ピュータネットワークに参画する

施は極めて困難であったことが痛

これらの作業は次年度当館がか

的見直しと改善の検討及び一部実

本年度の重要な問題の一つに︑

を踏まえ︑①業務システムの見直
ためのハード・ソフトの準備を完

ており︑広く館内の協力を得る必

経費面での制約などが出現してき

の作業であった︒

しとオープン処理への移行︑②業
了し︑六○年一月より試験運用に

ムについては︑従来からネックで

務システム開発の見直しと省力化
入っている︒ソフトウェアについ

の必要不可欠な前提条件としての

かえる多椰の課題を解決するため

を主とする外字二○字を作成する

②古典作品典拠ファイルシステム

①古典籍総合目録システム

ンパワの問題を考慮して︑

システム運用を統合的に符理する

のが限界であった︒ただし︑選定

度当初において︑当部の予算︑マ

ための方策立案と分析及び評価を

種の制約から︑マイクロ資料目録

をお願いしている︒今年度は︑各

仙既開発の情報処理システムの

現化を行った︒これらに関して︑

見直しと運用

た各資源︵狭義の資源の他に︑人︑

た︒ついで︑業務システムから見

源についての状態をほぼ把握し得

混乱していたが︑必要最小限の資

不備に加えて各資源の世代管理が

開発に追われ︑ドキュメント類の

移行を部分的に開始しており︑省

ムでは︑すでにオープン処理への

容易となった︒一部の業務システ

辞書用メタデータの生成が極めて

運用管理システムとしてのデータ

力化として実施した︒これにより

オペレータを中心とした作業の省

面で行った運用管理上の整備は︑

方式は︑全て廃止し︑オンライン

て従来からの主流であったＫＳＬ

一方︑データ作業用ツールとし

るを得なかった︒

テム改善を含めて現状凍結とせざ

ム等については︑データ整備︑シス

文検索システム︑全文処理システ

接情報処理システム運用管理にか

開発主題であり︑本件の成果は直

画においては③は最も優先すべき

発を次年度繰越しとした︒当初計

ステムとして開発することになっ

を当部の予算とマンパワで業務シ

④連歌目録作成システム

の三件としたが︑年度途中におい

③運用管理システム

ハード・ソフトシステム︑運用条

エディタ方式に改良した︒また︑

かわるものであるため︑③のシス

している︒

作業は︑約二○○字について終了

件・仕様︑ファイル︑等々をいう︶

力化に寄与し得る成果もあった︒

ユーザ対応については︑今年度は

テム分析を主とする作業だけでも

ハードウェア︑ソフトウェアの

行った︒

の整備を行った︒

これらの作業は︑従来のバッチ処

を行う最初の機会であるため︑定

各ユーザが直接端末を用いて仕事

生じた︒

た︒このため︑とくに上記③の開

て︑共同研究のための

懸案であるオンラインシステム

での処理へ書き換えるという方針

理型のシステムを︑会話モード型

期的ニュースの発行︑講習会の実

他の多くのシステム︑例えば論

システムの見直しと改善作業を大

で再整備を計った︒今年度の最大

管理への移行という点を重視した

討を行い︑実作業を行った︑従来

大規模な合理化を実施すべく検

システム整備を意味している︒

た︒

システムの選定︑を主たる目標とし

ｰ

の検討︑③今年度開発すべき業務

情報処理室

ｰ

行うこととしたが︑大巾な遅延を
巾に実施した︒ハードウェアシステ
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昭和60年3月

国文学研究資料館報
第24号

ータ入力部︑著作データ入力部の

年度までに開発されている書誌デ

古典籍総合目録システムは︑昨

システムとした︒

果的には直接出力に力点をおいた

するシステム設計を行ったが︑結

ｌタを直接管理することを目標と

題の一つとしたいと痛感しており︑

手であった︒次年度以降の重点課

計算機利用の課題は︑今年度末着

て︑対応をとってゆきたい︒

館内外の国文学研究者の協力を得

︵研究情報部長︶

各システムの運用システムを作成
した︒これにより︑実運用への指
出来なかったが︑原文書を処理す

今年度の研究課題はとくに設定

当館としてはさらに良好な保管方

てであり︑永久保存を期している

整理閲覧部事業報告本田康雄

針を得るための試験運用を実デー

今年度から五年計画で始まった

法︑設備等を追求していきたい︒

古典作品典拠ファイル作成事業は︑

館全体をあげてその計画・予算要

い︑原文書の蓄積︑索引等のデー

求等にあたってきたが︑いよいよ

るためのシステム仕様の検討を行
タ構造分析を行った︒これらの成

ビス︑及び参考業務︑公開講演会

料の受入︑整理︑保存︑利用サー

担当者主導の下に実施した︒現在︑

果の一つとして︑マイクロ資料目

の総括とデータ作成︑ファイルの

事業を開始するにあたって︑事業

タを用いて約三ヶ月間整理閲覧部

テム的には課題が山穣している︒

実運用が開始されているが︑シス

索システムの搭載がある︒現在︑

録データの累積化とオンライン検
オンライン検索として試験を実施

作成については整理閲覧室が分担

㈲整理閲覧室

の開催︑展示等︶は順調に進展した︒

この他︑当部が担当する業務︵資

ついで︑本年度は︑著者データの

中である︒本システムは︑目録検

いては研究情報部情報処理室︶︒こ

することとなった︵システムにつ

ステム及び目録等作成︑検策シス

ことになる︒次年度以降︑運用シ

題がある︒これらを解決するため︑

ユーザインタフェースに多大の問

開発を行っていないため︑機能や

館の各種データベースに対して典

を開始した︒このファイルは︑当

施計画の策定を行い︑データ作成

するが︑今年度はその具体的な実

の事業については別に本号で紹介

あった．

逐次刊行物約三︑九一○巻号冊で

一︑一四三リール︑図書一︑六三五冊︑

度の資料受入数は︑マイクロ資料

五十九年十二月末における今年

以上の年月を経過しているので︑

一部完成に伴い︑その機能テスト

処理を行った︒また︑システムの

う︵︾︒

③整理業務

−12−

入力部システムの開発を実施した︒

これにより︑データ作成︑入力に

索あるいは閲覧利用を目的とした

テム等の開発に着手する体制が整

整理閲覧部との協力の下に約一年

拠としての機能を果すべきもので

以下に各業務毎に報告する︒

関する三つのシステムが完成した

古典作品典拠ファイルシステム

一方︑懸案であった情報検索委

の試験運用を実施することとした︒

①受入業務

については︑今年度はデータ入力

った︒

部のシステム設計を行った︒整理

千件のパンチを行い︑さらに︑前

今年度はその保存状況の抜取り検

これまでに書誌データ約一万七

員会及び電子計算機専門委員会︵準

年度パンチしたものも含めて入力

②古典籍総合目録作成事業
備会︶についての規程も制定され︑

が︑収集を始めてからすでに十年

クロフィルムの保存を行ってきた

の情報処理システム運用委員会の

的に共同利用問題を検討するため

ところで︑当館が収集したマイ

より︑仕様固めを行い︑システム

閲覧部担当者との密接な打合せに

一端を完了した︒すなわち︑専門

新年度よりの新らたな組織作りの

あり︑その完成に努力したい︒

いるように︑データ入力校正に対

設計を発注した︒別途述べられて

連歌目録作成システムについて

するサポートシステムを用意した︒

況は非常に良好であった︒しかし︑

査を実施した︒その結果︑保存状

を情報処理室と協力して行ってい
専門委員会の発足である︒

これは十年程度の保存結果につい

発足と︑館内調整を目的とする同
最後に︑国文学研究に密着した

は︑昨年度データ入力部が完了し
ムを作成した︒エンドユーザがデ

ており︑引続き版下打出しシステ
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いる︒収録点数は︑約八︑一○○

向けて︑校正︑編集作業を進めて

図書館︵岩瀬文庫︶︑富山県立図書

製した︒紙焼写真本は︑西尾市立

館︵志田文庫︶等︑一○六二冊を製

﹁古典作品典拠ファイル﹂の基

本し︑登録︑装備を行った︒又︑

学教授︶︒

●第幻回公開講演会︵ぬ月

﹁サンギータ﹂︶

日︑

於名古屋市・長円寺会館ホール

﹁人麻呂の声調﹂稲岡耕二︵東

点︵配文庫︶に達する見通しである︒

京大学教授︶︑﹁撰集の﹁うた﹂﹂

側閲覧業務

文献複写サービスでは︑十三点の

間継続する事業だけに年度初めか

撮影と九一点のポジフィルム作製

た︒

〜吃月晦日︶︵整理閲覧部長︶

８日〜皿月型日およびｎ月四日

第泌回﹁近世後期の文学﹂︵叩月

月配日︶

第型回﹁源氏物語﹂︵７月２日〜９

●常設展示

館特別展示図録﹄を刊行︶

月１日〜過日︒﹃国文学研究資料

●第皿回特別展示﹁蔵書印展﹂︵ｎ

後藤重郎︵中京大学教授︶︒

昭和五十九年下半期︵七月〜

日常業務として︑参考質問の受

十二月︶は︑入室者数が五︑三六

付・回答に従事し︑参考図書の充

のである︒事業内容を一言で言え

件︶であった︒これを前年同期と

ば︑岩波書店刊﹃国書総目録﹄全

比べると︑入室者数が五％増︑文

実と参考開架閲覧室の維持にあた

を行った︒

献複写が一四％増︑となっている︒

国文学の普及業務として︑次の

㈲参考室

そのためには︑﹃国書総目録﹄の記

所在︑翻刻︑複製等の事項は除く︶︒

中でも文献複写のうち︑リーダー

とおり公開講演会・展示を開催し

が一○︑九三五件︵一日平均七六

載形式をコンピュータが処理でき

プリンターによる複写は三九％増

六人二日平均三八人︶︑文献複写

るファイル形式へ変換するための

と大きな伸びを示している︒また︑

ベース化することである︵但し︑

システムが必要であり︑情報処理

相互利用の申込受付は四八六件で

った︒

概要設計を完了し︑現在︑詳細設

学と中国文学﹂︵７月妬日〜詔日︑

於当館︒講演集刊行予定︶

国際日本文学研究集会会議録(舗81口1）

●鋪７回夏期公開講演会﹁日本文

妬日﹁平安時代の説話と中国

共同研究報告3「連歌資料のコンピュータ処理」

すでに前号の﹁利用者へのお知
らせ﹂で通知したように︑七月か

調査研究報告第6号

あった︒

ら︑文献複写申込受付時間を︑平

授︶︑﹁漢籍受容と源氏物語﹂池

文学﹂大曽根章介︵中央大学教

国文学研究資料館紀要(11号）

このファイルは︑著者名のコン

トロールを行ったうえ︑古典籍総

日が十五時三○分まで︑土曜日

国文学研究資料館講演集6（日本文学と中I玉I文学）

計に移っ て い る ︒

合目録システムをはじめ当館の各

が十一時三○分まで︑と変更し

日﹁中世歴史文学と中国文

田利夫︵鶴見大学教授︶︒

ルとして︑単独に︑また目録や索

昨年度来︑サービス体制の整

た︒

種データベースの作品典拠ファイ
引の作成など︑多様な利用が期待

﹁近世の剪燈新話受容の諸相﹂

学﹂増田欣︵広島女子大学教授︶︑

される︒十二月に︑第一回分︑約

備︑改善として︑種々の方策を講

冨士昭雄︵駒沢大学教授︶︒

じてきたが︑今後もサービス向上

鯛日﹁桃源郷の系譜ｌ陶淵

新刊書︑和古書の整理︑帷作成︑

のために努力していきたい︒

八千五百件のパンチ発注を行った︒

補修などの定常的業務は予定通り

⑤マイク口室業務

京大学教授︶︑﹁中国白話小説と

明から漱石へｌ﹂芳賀徹︵東

初期読本﹂高田衛︵東京都立大

国文学研究資料館報(22号､23号）

室と打ち合せを重ねてきた結果︑

八巻中の国文学関連項目をデータ

ら時間をかけて練り上げてきたも

本的な作成計画が固まった︒五年

ｰ

進んでい る ︒

九州大学附属図書館︵支子文庫︶︑

小保内道彦︵稲荷文庫︶等︑六七一

﹃マイクロ資料目録一九八四年﹄

は︑約三︑五○○件の最終回分デ

リールの閲覧用ポジフィルムを作

国文学研究資料館蔵マイクロ資料目録(1984）
l玉l文学研究資料館蔵逐次刊行物I1録(1985)
国文学研究資料館特別展示図録(蔵諜印展）
国文学年鑑(昭和58年）
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ｰ

ータの入力を終え︑年度内刊行に
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評蟻員会繊の開催
三月十五日︵金︶に評議員会議が

当館中会議室において開催され︑

況︑昭和印年度予算内示︑昭和印

議長等の選出並びに管理運営の概

外国出張

政府間理事会第５回会議

総合情報計画︵ＧＩＰ︶

外学術調査︶調査総括

期間昭和弱年ｎ月過日〜配日

昭和弱年度科学研究費補助金︵海

研究題目カリフォルニア大学

長谷川強︵研究代表者︶
文部省在外研究員

・ハークレイ校所蔵国文学

ル図書館︶︑フランス共和

渡航先連合王国︵ギルドホー

安藤正人

与規程等について評議が行われた︒

年度事業計画及び名誉教授称号授
文献資料の総合調査ｌ国

研究題目西鶴の比較文学的研

究

期間昭和弱年４月１日〜９月

釦日︵６ヵ月︶

昭和弱年度科学研究貴補助金

奨励研究︵Ａ︶

大藤修

村問題と報徳運動

研究課題日本近代化過程の農

際協力による在外国文学

連邦共和国︵議会文書館︶︑

国︵国立文書館︶︑ドイツ

回︶

回︶

３月犯日文献目録委員会︵第三

回︶

３月７日情報検索委員会︵第二

回︶

１月訓日共同研究委員会︵第四

昭和帥年

皿月加日文献目録委員会︵第二

画委員会︵第二回︶

哩月肥日国文学文献資料収集計

回︶

吃月３日共同研究委員会︵第三

会議︵近畿地区︶

︑月肥日国文学文献資料調査員

委員会︵第三回︶

ｎ月９日国際日本文学研究集会

昭和調年

委員会日誌

文献の総合的研究

８１＄︶における前近代．

目的文書館︵跨月冨菌一両８２︲

館︶

アメリカ合衆国︵国立文書

期間昭和弱年︑月詔日〜ｎ月

なお︑議長及び部会長は次のと
おり選出された︒

議長阿部秋生

昭和弱年度科学研究費補助金︵海

２日まで

外学術調査︶

授

辺︵中山孝親︑親綱父子

研究題目今出川春季とその周
など︶の研究

犯日︵６ヵ月︶

期間昭和弱年４月１日〜９月
冨士昭雄

現職駒沢大学文学部教授

−14−

︵代理︶児玉幸多

国文学部会部会長阿部秋生

福田秀一︵研究代表者︶

ステムに関する調査研究

近代史料の保存︑利用シ

運営協議員会譲
田嶋一夫︑

釦日︵２ヵ月︶

期間昭和調年８月１日〜９月

私学研修員

研究題目国立台湾大学研究図

島原泰雄

新藤協三

史料部会部会長児玉幸多
三月一日︵金︶に運営協議員会議が

当館中会議室において開催され︑副
議長の選出並びに教官人事︑管理運

の調査ｌ在外日本文学関

書館蔵日本文学関係資料

松原一義

営の概況︑昭和印年度事業計画昭
和帥年度予算内示及び名誉教授称号

係資料の総合研究ｌ

期間昭和帥年２月妬日〜３月
ｎ日まで

現職四国女子大学文学部助教

授与規定等について協議が行われた︒

なお︑副議長に神保五彌氏が選
出された︒

員

昭和豹年度国際研究集会派遣研究
安永尚志

ハワード・スコット・ピペット

外国人研究員

研究題目江戸文学におけるユ

ティックス暫定政府間理

会議名ユネスコ・インフォーマ

現職ハーバード大学教授
ーモア

事会第一回会議

ー

期間昭和弱年７月巧日〜昭和
帥年１月叫日まで

ｰ
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１︲︐ｉＩ１Ｉ︲︲︲！・・１１︐１１︲︐︲！︲︲︲︲

ｰ

狐＊膝岡県立図蒋館︵葵文庫︶用ください︒◆伊達市開拓配念館のサービス区一

＊三原市立図番館している機関の図書館等を通してできるようになりました︒なお︑これど

一和刈谷市立刈谷図書館︵村上録されています︒それ以降の受入りました︒特に資料的価値が高いと認められ一
文庫︶れ分については︑カウンターで係このたび︑その改訂版が出来まるものを選んで︑貴重書に指定し一
一亜水府明徳会彰辱館貝におたずねください︒したのでお知らせいたします︒ておりますが︑このたび次の資料一

一妬東京郁立中央図井館昨年十一月末までの受入れ分が収に︑来館利用者にも配付してまい当館では新規受入図書の中から︑一

一加宮内庁書陵部誌増え︑二︑八九一タイトルで︑庫等︑関係各位に配付するととも◆新指定貴宣害

一文庫叱所蔵者収録誌数は︑前年分より一五三十六年三月に作成し︑図書館︑文

一りです︵＊印は新規収録分︶︒物目録一九八五年﹄柑互協力サービス案内﹂を昭和五どうぞ御利用ください︒

−１

︽収録所織着︵文雌︶は次のとぉ②﹃国文学研究資料鯖蔵逐次刊行フレッ！﹁共側利川のてぴきＩ年﹄︵第二冊︶に収録されています．一一

−レクション﹂です︒固＊樋口芳麻呂体的な方法や手続等を記したリー料は︑﹃マイクロ資料目録一九七八一

一蓬左文庫は︑すべて﹁尾崎久弥．知中村幸彦当館を利用していただくための具に該当する伊達市開拓記念館の資−５

一す︒なお︑今回収録分の名古屋市

一が︑今回初めて収録されるもので剛＊岐阜県立図書館その一環として︑利用者が所属ポジフィルム作製の複写サービスが一

一ます︒そのうち九所蔵者︵文庫︶川＊蝿沢大学図沸館︵田中文庫︶横極的に取り組んでまいりました︒した︒したがって今後は︑紙焼写真︑一

一分︑八︑○八七点が収録されてい室相互協力サービスを特に砿祝し︑だき︑サービス区分﹁Ａ﹂と決まりま一

一この目録には二三所蔵者︵文庫︶加＊学習院大学国語国文学研究均等に利用していただくために︑教育委員会より正式な御回答をいた一

一資料目録一九八四年﹄︵第八冊︶剛＊西尾市立図書館︵岩瀬文庫︶機関として全国の利用者の皆様に閲覧のみ︶でしたが︑このたび伊達市一

一■

料︶ 館では︑創設以来︑共同利用は﹁Ｘ﹂︵未回答のためＥに準じ館内一
一ｍ﹃国文学研究資料館蔵マイクロ当

一す︒川＊船橋市立図書館︵書誌学資作成について念館のマイクロ資料のサービス区分一

一行されましたので御案内いたしま畑蔑山県立図書館︵志田文庫︶◆﹁共同利用のてびき﹂改訂版のこれまで北海道の伊達市開拓記一

一と﹃逐次刊行Ⅱ鍬﹄の岐断版が刊畑＊青森県立図件館︵工藤文庫︶分について

一このたび﹃マイクロ盗料Ⅱ鍬﹄

記東京芸術大学附属図諜館れ市販されています︵定価七︑○おたずねください︒
一◆所蔵目録刊行の御案内的高知県立図書館︵山内文庫︶○○円︶︒既刊六冊とあわせて御利

−１利用者へのお知らせ；！︲︲︲︲！︲！︐︲⁝⁝・・・１１．１１⁝ｉ︲︲︲

ｰ

００００００００００１０１０１１１０００９０１ＩＩＯ００００００００ＩＩＩＩｌｌ０６１０ＩＩＩｌＯＩⅡ００００００００００００００００ＩＩＩＩＩ０００００Ｉ０ＩＩ０ＩＩＩＩＩ００００ＩＩ０００００００００００００ＩＩＩＩ０Ｉ０００ＩＩ０１１１１０９１０

一田佐賀県立図書館︵第七冊︶が笠間書院より刊行さをご覧いただくか︑又は閲覧係に

き縮
まし刷
ては
︑﹁
同利
用の
ぴき屋
﹂ 立間絵入書巻﹄︵写︶
一泊今桁市河野信一記念文化館資料目録一九八三年︵
版
︶共﹄
●
﹃て雛

一鋤神宮文庫◆マイクロ資料目録の市販についてスとして︑複写︑貸出︑レファレこれによって当館の貴重書は︑計一
一羽名占峨市蓬左文庫﹃国文学研究資料館蔵マイクロンスを行っていますが︑詳細につ六十二点となりました︒

一詔東洋文庫なお︑当館では相互協力サービが新たに貴重書に指定されました︒一
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情報室
一大正大学文学

昭和六十年度春季学会開催一覧
二○

部国文学研究室内②六月二三日

巣鴨三
③大正大学

国語国文学会連絡協議会に参加
おりである．学会掲出は五十音順︒

学舎大学

八

一三

桜楓社気付②六月一〜二日二松

二千代田区猿楽町二

全国大学国語国文学会①〒一○

する学会の春季大会予定は次のと
以下①事務局︑②大会開催日︑③
会場︒②③の記入のない学会は大

︷疋︒

会予定無しか︑または大会期日未

守山区大森二

一七二三金城学

中古文学会①〒四六三名古屋市

区目白台二

沢大学

部︶②五月三一〜六月二日③駒

仏教大学高柵貞一研究室内︵西

八ｌ一日本女子大

〜二六日③専修大学

学文学部国文学科内②五月二五

山東三関西大学国文学研究室内

万葉学会①〒五六五吹田市千里
一○

二八国学院大

谷区東四

一

一七

一○②六月二

二○成城大学文芸学

九一文

東京都品川区豊町一︲一六︲一○
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和歌文学会①〒二三

文学部国文学研究室内

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

日本口承文芸学会①〒一五○渋

〜二日③姫路市

学文学部第五研究室内②六月一

南大塚二

日本文学協会①〒一七○豊島区
二日③同志社大学

市川内東北大学文学部内②六月

日本文芸研究会①〒九八○仙台

一専

一七ｌ一法政大学能

一

富士見二

中世文学会①〒一○二千代田区

部大講堂

八〜九日③東北大学文・教育学

崎市多摩区東三田二

院大学国文学︵松田︶研究室内

五月二五日③専修大学神田校舎

修大学文学部国文学研究室内②

日本文学風土学会①〒二一四川

塚三 二九 二教育出版センタ
学

②五月一八〜一九日③学習院大

楽研究所内②五月二五〜二七日

城六

表現学会①〒四八○ｌ二愛知

六ｌ一早稲田大学

俳文学会①〒一五七世田谷区成

③法政大学
西早稲田一

日本演劇学会①〒一六○新宿区

日本歌謡学会①〒一五○渋谷区

県愛知郡長久手町愛知淑徳大学

部尾形研究室内
二八国学院大学文

演劇博物館内

東四

国文学科研究室内②五月一八〜

一○

学部第五研究室内

一九日③岐阜大学

郵便番号一四二

電話︵七八五︶七一三一︵代︶

印刷所株式会社三興

‑ 1 6 ‑

解釈学会①〒一七○豊島区北大

大学

ー内②八月二二〜二三日③金沢

新宿三 一○ 一○ 五○七

近代語学会①〒一六○新宿区北

田錦町三ｌ二武蔵野書院気付

国語学会①〒一○一千代田区神
古事記学会①〒一五○渋谷区東
四 一○ 二八国学院大学文学
部日本文学第二研究室②六月二
二〜二四日③甲南大学

古代文学会①〒二三川崎市高
津区千年三○五号吉田修作方

日本近世文学会①〒一六二新宿
区戸山一

駒沢一ｌ二三駒沢大学文学部国

上代文学会①〒一六二新宿区戸

文学部神保五弥研究室内②六月

文学研究室内︵東部︶〒六○三

仏教文学会①〒一八三世田谷区
山一 二四ｌ一早稲田大学文学

二二〜二三日③武蔵野女子大学

京都市北区紫野北花ノ坊町九六

二四ｌ一早稲田大学
部②五月二五〜二七日③広島県

日本近代文学会①〒二二文京

ー

福山市中央公民館

説話文学会①〒一七○豊島区西

ー
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