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ますと聞いてきた人はあまりよろこ

あります︒そんな時︑正直な答をし

じるようになったか︑ということが

どうして日本文化・文学に興味を感

国人が︑よく人から聞かれることに︑

私達︑日本文学を研究している外

米の文学についてでした︒日本文学

学生時代は文学を専攻しましたが欧

の偶然にすぎなかったのです︒事実

海軍日本語学校に入ったという︑そ

太平洋戦争開戦時に大学を卒業して

とはありませんでした．ただ偶然に

ってもみますが︑源氏物語の翻訳以氏にもそういう﹁カタリ手﹂という

ものがなかなか見つかりません︒思す︒山下宏明先生は今﹁カタリ﹂と

終ってしまうと︑そのあとやりたい似ることが必要であるということで

翻訳してきましたが︑源氏の翻訳が従って︑翻訳はできゑだけうまく真

源氏物語を中心として研究し︑また訳とは真似ごとであると思います︒

源氏物語でした︒それから三十年間のではなかったと考えます︒私は翻

後ではあまり気が進みません．普通︑ものがある︒つまり紫式部という﹁力

想︑文化史など研究してもいいと恩いうことをお話しされましたが︑源
源氏物語を追究し出す動機というも

との関わりは︑このように極めて消

い日本とい う 国 に あ こ が れ を も っ て

に入りますが︑翻訳は入らないとい﹁給ふ﹂という動詞が出てくる毎に

文学史などは本当の学問という分野タリ手﹂が出ていると思うのです．

う風に欧米の大学でも日本でも見らそれは﹁カタリ手﹂の存在を示して

ものでした︒その源氏物語との出合い

の感激︑そして源氏物語がいかに私

いへん必要なものだと考えます︒最とりもなおさず源氏物語は口語に近

れているようですが︑私は翻訳はたいるのだと思うのです︒というのは

のは︑それと違ってもっと肯定的な

精神的文化に興味を持ったとかです︒

いるかということを今からお話した

の文学研究の中心的なものになって

いたとか︑岡倉天心に魅かれたとか︑

たということです︒あるいは︑私と

るだけ口語的にしました︒シフェーフェール教授のは今の読者が源氏を

汰されていますが︑私の場合はでき風な英語にしようとしたのです．シ

ル教授の仏語訳との違いが色々取沙じを出すために私はできるだけ会話

近︑私の源氏物語英語訳とシフェーいということです︒ですからその感

から少しは日本文化をも勉強しよう

偶然にも日本語学校に入学しました

先程申しましたように︑先ず私は

いと思います︒

ん︒実際︑少︑青年期を通じて︑私

ったといった方がいいかもしれませ

日本との関わりは戦争の落し子であ

しかし本当の話は︑ただの偶然だっ

西洋という物質文化に倦きて東洋の

極的なものでしたが︑しかし︑こと

つまり私の日本文学研究の事始めは氏物語の文章は決して古めかしいも

ウェリーの翻訳した源氏物語でした︒と思います︒当時の読者にとって源

−番般初に読んだ長篇がアーサー．ばとしては口語的なものに近かった

それで先ず文学から始めたのですが︑と源氏物語の文章はあの時代のこと

もっと内実を識りたいと思いました︒とがありますが︑私の立場からいう

文化を抽象的なものとしてでなく︑翻訳としてどちらが適当かというこ

かと思い立ちました︒その時︑日本ル教授のは古い文章になっています︒
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それはどちらでもいいのでしょうが︑

ンス語を使用したのだと思います︒

感じにあたるような古めかしいフラ

読むと古めかしく感じるから︑その

ろん︑様々な翻訳などですでに三十

思いませんでした︒私は原文はもち

を最初︑そうおもしろい作品だとは

は源氏物語であった訳ですが︑源氏

スらしかったからです．つまりフラ

ー・ジェイムズがあまりにもフラン

いでした︒が︑その理由は︑ヘンリ

イドはヘンリー・ジェイムズがきら

人しく動きの少ない人物達が描かれ

活動範囲の限られている女性や︑大

明らかに室内の小説です︒しかも︑

議な小説だとも思いました︒これは

学はフランス文学と同様︑まとまりが

ろはその点でした︒また︑こうも思

のです︒何やらゆかしと思ったとこ

一緒に生き︑また生き長らえている

ている室内小説であるにもかかわら

よく恰好が良すぎたのです︒私が日

ず︑屋外が充分に描かれている︒そ

木の巻︑あるいは葵の巻までいかな

本文学を読んだ時もやはりそれと同

いました︒もし風流という言葉が文

ンス人が英米文学を銃むときはフラ

ければおもしろくならないと思いま

字通り風と流れという意味でしたら︑

回程度は源氏を読んでいると思いま

せん︒その意味で翻訳︑すなわち批

す︒帯木の巻にある有名な雨夜の品

様で︑自国のアメリカ文学にないも

源氏物語はまさしく風流小説である

少なくとも︑どのような文章で訳す

評であるというのが私の考えです︒

のを日本文学の中に捜そうとしまし

して登場人物達がその屋外の自然と

そして翻訳は 批 評 で あ る と い ︑ ７ 意 味

定めの場面もあまりすぐれていると

た︒源氏物語も贋木の巻あたりまで

ではなく︑原典は論語にあり︑本来

と︒残念ながら風流はそういう意味

ンス文学にないものを求めていたか

あいで︑思想史︑文化史の研究など

がたりに比べますと紋切型の人物描

は思いません︒源氏の後半部のもの

はおもしろくありませんでしたが︑

らです︒ヘンリー・ジェイムズの文

という︿学問﹀より上のものである

しかし︑アメリカ文学にないものを

の意味は前代の遺風︑先人の余流と

そうおもしろいとは思いません︒悩

と思います︒しかも翻訳は源氏につ

です︒源氏物語で本当に退屈な巻は

写︑性格描写しか出ていなくて退屈

いうことで︑いわば古いもの︑とい

すが︑今でも︑源氏のはじめの方は

いて語るとい︑７のではなく源氏その

見つけることはできました．それは

の文体論をもっていなければなりま

ものを扱い批評し箒フるという意味で︑

四つぐらいあります︒帯木︑竹河︑

うことです︒しかし︑文字面に添っ

基 召 一 ＝

＝

，
h

『!

一

ー

ザ

− 2 一

かを決める前に︑翻訳者は源氏物語

やはり一般にいわれている批評︑評

く符情﹀というものでした︒源氏物

て︑風と流れという意味では源氏物

語の杼情︑つまりそれは源氏独特の

語は風流小説です︒なぜなら極端な

宮︑紅梅は後半部にある巻ですが︑

自然描写でありました．これは源氏

匂宮︑紅梅です︒このうち竹河︑匂

後半部は結鱗おもしろいからその三

室内小説にもかかわらず︑風と一緒

に川と一緒に流れるといったような

のたいへん大きな魅力の一つで一す︒

語程自然が絶え間なく連続的に出て

つまりそれは室内と屋外の間に境目

屋外の小説になってもいるからです︒

私の知っている西洋文学で︑源氏物
ません︒それでも源氏全般について

ごとに何の季節であるか︑月の相は

くる小説はありません︒ほとんど頁

けれど帯木だけはどうしようもあり

いえば源氏にはやはり何かある︒

がないということです︒最初私が源

何やらゆかしということを感じるの

何であるかとい︑うことまでがでてい

へん麓きました．西洋には全くない

氏物語を読んだ時︑このことにたい

です︒

で︑それに当るようなものがあると

番古く︑また偉大な小説であるとよ

ところで︑源氏物語は世界中で一

小説でしたから︒

ます︒西洋文学では詩歌のジャンル

思いますが︑小説ではまずそういう

ところでこの何やらゆかしという

ものはないと思います︒股初源氏物

何やらとは何でしょうか︒それは海
外文学を読むとき︑自国の文学にな

語を読んだ時は︑またたいへん不思

札

いものを見つけるという喜びではな

ー

いでしょうか︒フランスの小説家ジ

ー

さて︑私の日本文学研究の事始め

｜Ｉ

点を除いてもおもしろく読めます︒

論よりも上であると考えられます︒

■ 棚瀞溌團鮒 曜澱
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と思います︒が︑私が劇的という言

一つは派手な︑猛烈な︑とい︑うことだ

劇的も色々な意味があります︒その

ャンルのものだといえると思います︒

が︑大体において小説とは劇的なジ

結論を持っている訳ではありません

たい何でしょうか︒私はまだ確たる

くいわれます︒しかし小説とはいっ

の説ですと英米文学に近いというこ

味では︑源氏物語はアンドレ・ジイド

きれいにまとまってはいない．その意

構成は完壁です︒しかし源氏物語は

それはきれいにまとまった小説ですし︑

性を私は認めません︒プルーストの

較したりしますが︑その比較の必要

時を求めて﹂と﹁源氏物語﹂とを比

について︑プルーストの﹁失われた

人物の性格は読者によくわかるよう

す︒くり返しますが︑源氏物語では

う意味において意義があると思いま

思議の部分が︑よく照射されるとい

比較は︑それによって源氏物語の不

かに心理描写が多いです︒ただこの

比較すると︑プルーストの方がはる

それにしても紫式部とプルーストを

冥想的な分析の場面が多くなります︒

てきましたが︑翻訳する作品を選ぶ

近代・現代文学の作品も色々翻訳し

さて︑私は今まで源氏物語の他︑

います︒しかし西洋の小説の技法と

物たちも︑十人十色の個性をもって

させていますが︑源氏物語の登場人

いうものは個性ある人物を多く登場

うほかありません︒魅力ある小説と

しかしその教訓なり︑メッセイジな

メッセイジを含んでいたりします︒

通じて読者に語りかけます︒いい小

劇的なものはそうではなくて人物を

はこう思う︑こう感じると︒しかし

者は直接に読者に語りかけます︒私

考えます︒杼情的なものですと︑作

情的なものの対極にあるものとして

も︑この比較の方がよりましだとい

ありますが︑形式論で比較するより

することがあります︒若干の疑問は

源氏物語とプルーストの作品を比較

それから︑心理的写実主義として

比較の必要性などないのです︒

が︑とにかく形式が極端に違うので

は必ずしも悪いことではないのです

たり︑矛盾があったりします︒それ

全々解決していない事件が沢山あっ

とになります．袋小路が沢山あって︑

るのですが︑二人を比べてみますと︑

ともほとんど喋らない登場人物がい

浮舟という同じような人物で︑二人

と思います︒例えば︑宇治の中君と

ですが︑たいへん意味のある問題だ

ら色々研究しなければならない問題

その特異の手法については︑これか

の一つで︑魅力の一つであります︒

ことです︒これは源氏物語の不思議

が心理分析によってではないという

になっていますが︑しかしその描写

京で開かれることになったときその

昔のことですが︑国際ペン大会が東

描写がされておりました︒二十年も

本的とでもいうべき性格描写︑人物

作品は杼情的で︑本当に不思議な日

り紫式部に近いと思いました︒その

した︒ただし川端先生の作品は︑よ

先生のものにみつけることができま

の魅力を谷崎潤一郎先生と川端康成

もつ作品を捜しました︒そして︑そ

時は︑源氏物語と同じような魅力を

世紀以来の写実小説は劇的なものに

居はもちろん︑小説も西洋では十九

のとは全く違うのだと考えます︒芝

その意味で杼情的なものと劇的なも

る人物の心境の中に立ち入って何を

よってではないのです．つまり︑あ

性格描写というものは︑心理描写に

う気がします．源氏物語の人物描写︑

生きと描かれている浮舟に比べ︑宇

もっと神秘的なものです︒この生き

のは心理分析ではないと思います︒

います︒しかし読者に印象を与える

浮舟の方がはるかに印象的になって

本の作家の関心ごとは根本的に違う︒

聞れて川端先生は︑西洋の作家と日

手ですといわれました︒その理由を

どうも私は西洋の作家との社交は苦

準備委員会の席上で︑川端先生が︑

西洋の小説家はやはり人間中心にな

なことは源氏物語には案外少ないの

っていて︑性格描写が中心になって

考えているかを分析するというよう

いる︒しかし東洋︑特に日本の小説

に源氏物語は杼情を描き出しながら︑

ろくない人物です︒源氏物語の中で

なっています︒しかし不思議なこと

浮舟の如く魅力ある人物は他にあり

とが下手であるといわれました︒同席

家は人間に興味なく︑人間を創るこ

一つです︒ただし︑源氏物語の後半

る紫式部の性格描写はうまい︑とい

ませんが︑そういう人物を創造でき

です︒小説としての源氏の不思議の

よって︑よくフランスのプルースト

部︑若菜あたりから︑それはある程

ところで︑源氏物語は比較論者に

小説として劇的なるものなのです︒

治の中君はどちらかというとおもし

説は色々な意味を暗示したり︑教訓︑

場人物という媒体を通して伝えます︒

りを直接読者に話すのではなく︑登

は全く違うのです︒

葉を使うときは︑そうではなく︑汁

ー

度みられるようになります︒つまり

ー

ｰ
の作品と較べられます︒例えば形式
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の駒子の例をあげて︑﹁そうでもな

響がみられます︒その中心はやはり

谷崎文学には明らかに源氏物語の影

それから谷崎文学についてですが︑

新収資料紹介⑪

いでしょう﹂といいましたが︑川端

﹃離屋集初編﹄以外︑具体的にその

料は今日極めて乏しく︑﹃離屋学訓﹄

ません︒

先生は﹁いや︑あれはおばけです﹂

文章だと思うのですが︑谷崎先生の

版本の句読・返り点・送仮名に︑朱

考説を窺うべき資料は極めて少ない・

していた芹沢光治良先生は﹁雪国﹂

と簡単にいわれました︒私は駒子を
文章は源氏物語の訳をした頃から確

の頭部欄外に︑鈴木服等が墨及び朱

又は墨筆による改訂を施すほか︑そ

記のある︑刊年不明の朱子註﹃詩経集

本書は﹁書林豊雪斎道伴刊﹂の刊

の漢学者としての面目を窺うべき資

部分は戦災のために灰壗に帰し︑そ

著述があったことが知られるが︑大

三・六センチの無界罫紙に九行に印

巻頭には﹁真読書棲﹂の朱角印︑お

についても確かでないが︑本書各冊

の筆者は明らかでなく︑本書の伝来

なお︑本書における服以外の書入

なものと言える︒

チの欄外空白があり︑ここに書入が

刷されているが︑頭部に四・一セン

は四周双辺縦一九・九センチ︑横一

横一六・五センチの縦長本で︑本文

註三外題・内題同じ︶八巻八冊の木

解﹄﹃論語参解﹄﹃四書雑録﹄等多くの

たがって︑儒学者としても︑﹃大学参

おばけだとは思いませんが︑川端先
かに変ってきています︒内容的なも

鈴木眼書入本詩経集註

生のいわれたことはわかるような気
のでは︑例えば﹁細雪﹂の雪子︑こ

の実際を見るべき資料として︑貴重

その意味で︑本書入本は︑服の訓話

がしました︒私は三十年来源氏物語

渋引紙表紙袋綴︑縦二七・九センチ︑

れなどは宇治の大君に似ているとい

筆で綿密な書入を施したものである︒

えます︒雪子のモデルは︑谷崎潤一

郎の奥さんの妹だといわれておりま

に興味をもち続けてきましたから︑

のが︑川端先生のいうおばけだと思

すが︑私は雪子の造形には二人のモ

源氏の登場人物たちに感じていたも

ったのです．源氏物語では自然を比

デルがあったと思っています︒一人

そして当館高田信敬氏の調査によ

よび﹁乾堂﹂の朱丸印が押してある．

ところがあ り ま す が ︑ 描 写 の 手 法 が

施されている．書入は複数と認めら

嘘にして人物描写をすすめるという

れ︑鈴木肥の書入のみではないが︑
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は今いいました奥さんの妹︑そして
もう一人は宇治の大君だと思うので

れば︑乾堂は尾張の神学者で漢学に

す︒それからまだ翻訳しておりませ

各冊に﹁服按﹂﹁朋日﹂と記す服説は

でも︑とにかく登場人物とその背景

の号であるから︑或いは益根の書入

詳しかった河村益根︵秀根の第二子︶

そんなにはっきりしていないところ

れ︑﹁服﹂の名を明記するものだけで

明らかに服自身による書入と認めら

も入っているかも知れない︒服と益
根とが交渉を有したか否かなどの点

んが︑谷崎作品の中で特に杼情的な

を含め︑今後の調査・研究を待つべ

の自然との間にほとんど距離がない

き問題が多い．︵大久保正︶

も︑巻一︑四︑巻二︑四︑巻三︑七︑

たって︑服の考説に接することがで

きる︒言うまでもなく︑服は本居学
﹃活語断続譜﹄等に国際的にも注目

派の国語学者として︑﹃言語四種論﹄

すべき卓抜な業績を挙げて国語学史

て論争した市川鶴鳴に学んだ古文辞

を飾る人であるが︑本来服は︑本居
宣長と﹁直毘霊﹂の古道論をめぐっ
学派の儒者であり︑尾張藩に禄任し︑
て明倫堂の儒者を勤め︑天保四年︑
七十歳ではじめて明倫堂教授となり︑
国学を講じるに至った人である︒し

蕊

七︑三︑巻八︑三︑計三二個処にわ

作品︑例えば﹁吉野葛﹂などの作風

以上主観的︑個人的な話になって

ということなのです︒西洋の十九世

物ははっきり離れています︒いやむ

しまいましたが︑一人の外国人が日

巻四︑一︑巻五︑六︑巻六︑四︑巻

しろ自然と戦っている場面が多いと

本文学を追究する上で︑源氏物語の

は源氏に似ています︒

さえいえます︒ところが源氏物語で

存在がいかに重大なものであったか

紀以降の写実小説ですと︑自然と人

は人物はきらめくように︑ちらっと

︵国文学研究資料館客員教授︑コ

ロンビア大学教授ｌ昭和五十四

を︑わかっていただければ幸せです︒

年六Ⅱ三十日当館主催の第十回公

く消えていきます︒いつも背景にな
っている自然と活躍する人物は溶け

出てきて活躍し︑まさしく自然の如

人物の性格描写などは紫式部の手法

あっているのです︒川端先生の登場

開織油会における講油要旨︶

ー

とそっくりだと思いました︒それは
新鮮な感じを読者に与えずにはおき

ー
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から成る︒つまり︑学界展望と学界

消息の二部が新たに加わった部分で

目録・単行本解説・学界消息の四部

ある︒この追加分について云うなら

あるが︑その複出を取り止めた．第

た参照頁の注記を廃止した．これら

三に︑書評と単行本解説に付してい

を廃止した理由は手間暇の問題であ

一役買って来た︒今年五十四年三月

の国文学界の研究怖報の盤理提供に

とでは決してなく︑採録範囲・採録

係の論文採録を取り止めたというこ

語﹂の文字が消えたのは︑剛語学関

先ず︑害名の変更︒書名から﹁側

埋めるのが編集室の最大の目標であ

に一年半の遅れである︶．この遅れを

刊行が理想であろうからそれから更

ほどの遅れがあった︵翌年の八月頃

三月に出たように︑当初から一年半

この目録は四十六年分が四十九年

た︒しかし論文名を羅列的に並べる

どの意味を持つかという意見はあっ

様な展望を一つ増やすことがどれほ

ければならないような時期に︑同じ

展望のあり方そのものも考え直さな

年間に膨大な量の論文が生産され︑

文学﹄にも学界時評があり︑しかも

学語学﹄には詳しい展望があり︑﹃国

ば︑例えば学界展望︑これは既に﹃文

には書名を﹃国文学年鑑﹄と改称し︑

規準は従前通りであった︒ただ︑国

ったし︑もう一つ︑価値ある情報を

った︒

内容も従来の文献目録に広く学界の

語学関係の論文目録には既に国立倒

盛り込んで年鑑に発展させようとす

でも筆者の立場や視点によりかなり

式の展望は別として︑同じ年の展望

れるのであるが︑二期に於て若干の

情報を加えてその充実を図った．そ

語研究所の﹃国語年鑑﹄があるので︑

一日も早く達成するためには︑編集

る企画があった．この二つの目標を

はあるが︑この年鑑の前身は東京大

について述べておく︒周知のことで

始めにこの年鑑に至るまでの過程

変更した．たとえ国語学の論文であ

ったが︑四十八年分からその配列を

献目録は従来どおりの論文配列であ

具体的には︑四十六︑四十七年の文

創設時より文献目録委員会を設け︑

も一つの手段でありえた︒一方︑館

れず︑手間のかかる仕事を止めるの

室の現有スタッフだけでは動きがと

文と著書が網羅的に集められている

たわけである．年鑑にはその年の論

に与える刺激は大であろうと判断し

違ったものになるはずであり︑学界

内容の変更があった︒

こで丁度よい機会でもあるので︑こ

いやすさを検討していたのであり︑

当館では国文学研究の立場からの使

学国文学会縄の﹃同語国文学研究文

ので︑紹介はそれに譲り自由な展望

が期待されるところである︒

館外からの委員の方々の︑企画及び

また学界消思についても︑その一

っても︑或る作品或る時代に限定さ

年間の国文学界の研究動向が分かる

れた論文は︑その作品その時代の側

度末に五十一年分﹃国文学研究文献

度予算のやりくりによって五十三年

Ｈ録から四十五年分のⅢ録まで︑毎

文学の論文の後に続けて配列し︑特

献目録﹄であり︑昭和三十八年分の

年一冊ずつ刊行されたものであった︒

の中に配列したのであり︑国語学と

に留めておきたい記事︑またはある

ような記事︑或はのちのちまで記録

定の枠のかからないものを文学一般

目録﹄と五十二年分﹃国文学年鑑﹄

に引継ぎ︑将名を﹃国文学研究文献

の二冊の刊行を見︑大幅な遅れを取

年一冊の割で五十一年分までを出版

集の類は︑その所収論文をもう一度雑

単行本解説中の講座ものや記念論文

単行本解説の二部から成っていて︑

る過程であるが︑次に年鑑の内容に

せえたのであった︒以上が年鑑に至

りもどすと共に目録を年鑑に発展さ

財目録︑科学研究費等交付一覧︑受

覧︑学会研究発表一覧︑新指定文化

と便利な記事などを考えて︑学会一

次に︑この目録は雑誌論文目録と

云う大枠を外したことであった︒

し︑五十二年分の目録から﹃国文学

ただ︑これらの作成に当っては採録

賞一覧︑計報の六項の内容を決めた︒

年鑑﹄に切り変えたのであった︒こ

ついて述べておく︒

年鑑は︑学界展望・雑誌記要論文

誌紀要論文の中に複出していたので

年分を四十九年三月に出版し︑以後︑

目録﹄と改称し︑第一冊目の四十六

それを国文学研究資料館創設と同時

実務に亘る御協力を得て︑また︑年

綱集刊行して︑論文の氾濫する現今

の年鑑について若干の説明を加え︑

文学研究文献Ⅱ録﹄を毎年一冊ずつ

ー

利用者の方々の参考に供したい︒

国文学研究資料館では創設以来﹃国

国文学年鑑について

ｰ

のように書名から云って三期に分か
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範囲・基準などを決めてあっても︑

会図書館と富士短期大学図書館を利

いるので︑片手落ちの感はあるが︑

文学では作品の翻刻なども解説して

どこまでが研究文献であるかの判断

並びに御協力をお願いする次第であ

る︒︵編集室︶

ォークロア）と文学」

近代文学は一般向けのものも多く︑

収集から始まる︒目録が遅れていた

もむずかしく︑また現在生産されて

午後シンポジウム｢民間伝承(フ

単行本解説の方はまず出版情報の

時期は﹃出版年鑑﹄を利用して来た

いる現代の作品を全て取り込むか︑

16日㈲午前研究発表

用させて頂いている︒

のある場合がある︒六項目の内︑計
が︑現在では情報漏れを後でチェッ

日程1979年11月15日附午後研究発表

個々のケースでは判断に迷う場合も

報を例に取ると︑これはその年に逝
クするのに見る程度であって︑出版

inJapan

あるし︑情報の収集の方法にも問題

去された方々の略歴・業績・没年等

がつけられないのが実情ではある︒

どこで切るかの問題もあり︑現在手

は新聞や﹃古書通信﹄などの計報欄
新聞広告︑﹃これから出る本﹄﹃ウイ

て述べてみた︒最後に一言︑この年

年鑑作成の基本姿勢や問題点につい

情報の収集は本屋のパンフレット︑

の記事であって︑著名人しか載って

﹃印刷カード速報﹄などによりリス

ークリー出版ニュース﹄﹃納本週報﹄

鑑の中心部分はあくまで論文目録と

会場国文学研究資料館大会議室
参加費3,000円(当日受付）
主催国文学研究資料館
連絡先国文学研究資料館研究情報部情報室
(TEL.(03)785‑7131内線401)

を記したものであるが︑この情報源

おらず︑中堅の研究者名は逸してし

トを作成する︒情報の漏れを少なく

える︒ちなみに数字をあげると︑

単行本解説であると編集担当者は考

以上﹃国文学年鑑﹄に至る過程と︑

まう︒どのようにして多くの情報を
得るかは︑計報項目に限らず今後の

すことであり︑これは雑誌論文のカ

年雑誌論文単行本総頁数

するには︑より多くの情報に目を通
ード採りも同じことである．年間六

羽年約四四○○二六七二三八
別年約六四○○八二三四四○

べたが︑年鑑の本体である目録部分
について述べておきたい．

点のカードを書くことではあるが︑そ

千点の雑誌論文を採ることは︑六千

第3回国際日本文学研究集会

立教大学教授松崎仁

﹁歌舞伎の世界と趣向﹂

国立劇場芸能調査室服部幸雄

主題歌舞伎ｌスライド使用ｌ

十一月十七日︵土︶公開講演会

3rdinternationalConferenceonJapaneseLiterature

の柵迩をめぐってｌ﹂

﹁側の仙界︑女の肚界ｌ近仙戯曲
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課題である︒以上増補分について述

雑誌記要論文目録に採録する論文

の一途をたどるばかりである︒これ

あり︑これらの研究文献は年々増加

は︑勿論価値判断をすることなく網

次を追っていると︑その中の一繍の

らの情報を出来うる限り多く収録し︑

右のように発刊時の詔年分の目録と

国文の論文を見落しかねないのであ

また適切な分類配列をして︑年鑑の

の裏の見えないところで︑何倍もの

り︑せっかくの努力が無駄になるの

質を高めてゆきたい︒今までは遅れ

羅的に採り入れており︑また隣接諸

ては︑出来るだけ多くの論文情報を

である︒単行本解説は先のリストを

は研究論文数に大きな差があるので

出来るだけよく整理して提供すべき

もとに文献目録委員の方々に執筆し

を取り戻すことが主眼であったが︑

年鑑移行の前年の刷年分の目録とで

だと考える︒論文そのものの価値評

て頂いている︒この解説で一つ注意

これからは内容の向上に務めたい︒

論文タイトルを目で追っているので

価は読者の判断領域だと考えるから

しておきたいことは︑近代文学の分

あり︑うわのそらで大学の紀要の目

である．もう一つ︑採録された論文

野だけは︑純粋な研究書だけを解説

学科の論文︑例えば歴史学︑民俗学︑

は全てを資料館所蔵の雑誌紀要類か

った学会・図書館の方々に御礼申し

比較文学などからも関連の深いも

ら採録したわけではない︒大雑把な

して︑全集︑文庫本などの作品集の

上げるとともに︑より一層の御助言

のは採録している︒編集の立場とし

云い方で恐縮だが八九割は館所蔵の

解説はしていないことである︒古典

ー

年鑑作成に当って特に御協力を賜

本からであるが︑残りは主として国

ｰ
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昭和五十四年度第一回文献資料収
集計画委員会の開催

っそうその実現に努力することを約

討を続けて来た案件であり︑今後い

としてもその実現に努力中である旨

に具体化するよう要望があり︑当部

委貝長に選定した︒文献資料部より

答弁を行った︒

した．また沖繩の調査・収集を早急

本年度の調査収集計画案を説明し︑

五月十六日︑当館中会議室におい

堆本方針について有益な御意見をい

意見交換の結果承認された︒議長よ

て開催︑互選により橋本不美男氏を

当部においては︑本年度も︑北海

については更に積極的な協力を働き

たたいた︒国公立機関所蔵文献資料

十五カ所七 千 点 の 調 査 と ︑ 二 十 五 カ

段の予算的配慮が必要との一致した

等所蔵文献資料の収集については格

かけること︑一般文庫・寺社・個人

料部側から︑㈲撮影許可条件に差が

的に述べるよう要求があり︑文献資

り調査・収集の問題点について具体

いて開催した︒その次第は左の通り

五月二十二日︑当館大会議室にお

の開催

であり︑会後︑調査員による調査・

収集の計画を立て︑着々と実行しつ

あること︑口文献資料所蔵図書館・

一︑開会の辞

示唆があった︒また漢籍仏典の収集

二︑館長挨拶

つあるが︑ 将 来 に わ た っ て 順 調 に 調

導に派遣するよう要求されるケース

三︑出席者紹介

ている︒

が増加しているが︑予算の関係で応

収集のための活動が着々と進められ

昭和五十四年度国文学文献資料収

じ切れない現状であること︑臼遠隔

て当館担当責任者を打合せ・搬影指

集計画委員の委嘱について

四︑議事︵その二

文庫・個人等から︑搬影開始に当っ

可欠であることを痛感している︒こ

本年度の収集計画委員として︑再

地の撮影において撮影ミスが生じ易

調査員の委嘱について

①昭和五十四年度国文学文献資料

さらに検討することとなった．

こに多大の 御 協 力 を い た だ い た 図 書

いことなどについて具体的説明を行

範囲・カラー撮影の問題が討議され︑

館・博物館・文庫・所蔵者の各位に

任五名︑新任五名︑計十名の方々に

なった︒その後︑質疑応答が行なわ

査・収集を進めるためには︑関係各

厚く御礼申 し 上 げ る と 共 に ︑ 今 後 い

れた︒︵別紙名簿参照︶

委嘱し︑四月一日付をもって発令さ

調査収集結果について

②昭和五十三年度までの文献資料

っそう所期の目的に向って事業の輪

にすべきか︑特に漢籍の収集範囲が

れ︑収集の対象・範囲の規準をいか

収集計画について

③昭和五十四年度の文献資料調査

昭和五十四年度国文学文献資料鯛

問題とされ︑東洋文化研究所におけ

査員の委嘱について
本年度の文献資料調査員として︑

ない︒

次に昭和五十四年二月一日以降︑

る漢籍調査の実情も調査し︑国文学

側当館からの要望
文献資料という立場から館としての

五︑議事︵その二︶

十五名︑中部地区十五名︑近畿地区

方針を検討することとなった︒また︑

北海道・東北地区六名︑関東地区二

九名︑中国・四国地区八名︑九州地

業の概要を報告する︒

昭和五十三年度第二回国文学文献

②その他

①国文学文献資料調査要領の説明

六︑閉会の辞

絵巻物・絵本等についてはカラー撮

貝から出され︑また在外国文学文献

合せ︵文献資料部長︶

七︑地区別・文庫別調査・収集打

影が望ましいという意見が多くの委

事項についての調査・収集に御協力

い要望がなされた︒当部としても検

資料の収集に着手して欲しいとの強

区九名︑計七十二名の方々︵別紙名

いただくための特別調査員若干名を

簿参照︶を委嘱した︒ほかに︑特定

いて開催︑昭和五十三年度の文献資

委嘱する予定である︒

二月二十七日︑当館中会議室にお

に︑昭和五 十 四 年 度 調 査 収 集 計 画 の

資料収集計画委員会の開催

同年六月末日までに当部で行った事

方の御理解と御協力を期待してやま

を拡げて行くことができるよう︑大

位のいっそうの御理解と御協力が不

所五千点のマイクロフィルム資料

国文学文献資料調査員会議︵総会︶

．四国︑九州の各地区にわたり︑四

大久保正

ｰ

道・東北︑関東︑中部︑近畿︑中国

文献資料部事業報告

ｰ

料調査収集結果概況を説明すると共
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古川清彦

ヵ年計画の臨時事業として︑従来ブ

また今年度から︑研究情報部の五

いつタＯ

文学年鑑﹄用に記事の整理を行って

新聞情報は︑昭和五十三年版﹃国

成配付し︑準備を進行中である︒

研究情報部事業報告
昭和五十 四 年 四 月 一 日 を も っ て 当
館に整理閲覧部の新設があったので︑

それにとも な い 研 究 情 報 部 の 機 構 の

含む︶・参考室等が整理閲覧部を新た

情報部の整理閲覧室︵マイク口室を

ランクとなっていた昭和三十七年以

変化があった︒すなわち従来の研究

に形成し︑情報室・編集室・情報処理

前の例文学研究文献の調査収集およ

学会誌・紀要等のバックナンバー寄贈のお願い

国文学研究資料館では︑文献資料のマイクロフイルムによる収集とと

もに︑かねて︑雑誌論文等研究情報の収集に努力してまいりました︒幸い︑

に整備されてまいりましたが︑当館発足以前の．ハックナンバーにつきま

関係各方面のご協力により︑般近の刊行物につきましてはかなり網羅的

これらの収集には今後一段と努力してまいりますが︑特に今年度から

しては︑なおかなり欠号がみられます︒

つき︑﹁国文学年鑑﹂に発展いたしましたのを期として︑従来空白となっ

は︑今までおくれておりました研究文献目録の出版が︑前年分まで追い

ことにいたしましたので︑その論文採録のためにも︑ぜひ︑学会誌︑紀

ておりました昭和三十七年以前の研究文献目録を五ヵ年計画で作成する

び目録の刊行を行うこととなった．

号の補充収集に努力いたしておりますが︑何分過去のものであるため︑

室の三室が研究情報部を形成するこ
とになったのである︒﹁国立大学共同

今年はその第一年度として︑主とし

既にそれら発行機関においても在庫のないものが少くありません︒

ついては︑もしお手もとの学会誌・紀要等のバックナンバーで︑当館

現在︑各大学関係学部・短大・学会等にご協力をお願いして︑鋭意欠

利用機関組 織 運 営 規 則 ﹂ 第 十 三 条 の

て雑誌・紀要等の調査収集を行うこ

にご寄贈いただいてさしつかえないものがございましたら︑左記にご連

ているものについてご寄贈をお願いしたいと存じます︒あつかましいお

絡いただければまことに幸でございます︒当館の所蔵と照合の上︑欠け

願いをし︑お手数をわずらはしてまことに恐縮でございますが︑国文学
さるようお願い申し上げます．

研究の共同利用機関としての当館の性格を御配慮いただき︑ご協力くだ

研究情報部

束京都品川区豊町一の十六の十

〒一四二

記

昭和五十四年九月

連絡先

七一三一

担当者山中光一・奥出健

七八五

国文学研究資料館研究情報部情報室
︵電話︶伽
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要等のパックナン・ハーを整備したいと考えております︒

二によれば﹁研究情報部においては︑

ととし︑情報室が拙当して︑国文学

の入手情報の調査および欠号補充等

関係の雑誌・紀要のバックナンバー

行う︒︵史料館の所掌に属するものを

を開始している︒

に必要な情報の調査研究及び収集を

除く︒ごと規定されている︒研究情報

口編集室︒昭和五十三年度において︑

国文学に関する研究文献および研究

とは何かという根本に立って︑今後

を刊行することが出来︑まる一年分

と五十二年分﹃国文学年鑑﹄の二冊

の遅れを取りもどすとともに︑内容

五十一年分﹃国文学研究文献目録﹄

文学年鑑﹄に移行した︒国際日本文

的にも年鑑と云う形に充実させるこ

い︒﹃国文学研究文献目録﹄は﹃国

学研究集会の意義は一層注目されて

の情報活動の一層の充実をはかりた

きた︒計算機による目録編集や資料

編集中であるが︑これも将来におい

﹃国文学年鑑﹄を三月末刊行予定で

とが出来た︒本年度は五十三年分の

ては刊行日を一月︑十月と遡って︑

以下各室毎に情況を報告する．

㈲情報室︒第三回国際日本文学研究

八月ごろに刊行するのが望ましいこ

ｰ

管理システムの運用も進捗している︒

催することとし︑参加募集要項を作

ー

集会を本年十一月十五・十六日に開

ド

昭和54年9月

国文学研究資料館報

第13号

ム﹄︵国文学研究資料館報告第２号︶︑

なお︑加藤節子が助手となり︑鈴

今年度のシステム開発は︑ＤＢＭ

五十四年度第１四半期は︑整理閲覧

ひきつづき四月から始まった昭和

目参考室︒参考質問の受付︑回答︑

が︑引き続き耕禎のための入力を行

目情報処理室︒当館のコンピュータ

システム︶および昭和三十七年以前

Ｓ︵データベース・マネージメント

部の新設が成り︑これまで研究情報

成に従事している︒参考用資料とし

参考用図書の選定︒参考用資料の作

とではある︒紀要は第六号を刊行予

木一正が終理係長に︵東京商船大学

システムについて︑昨年﹁国文学研究

論文の目録と年鑑︵目録索引部分︶

びマイク口室が分離し︑新たに部と

部内にあった整理閲覧室︑参考室及

より︶︑増井ゆう子が受入係に着任

﹃図僻資料管理システム﹄︵同︑第４

資料館報告﹂第１号をとりまとめた
の作成システムの開発を行う︒現在

号︶を刊行した︒

が︑今年は当館で開発したシステム

すでに運用中の資料管理システムの

して事業を遂行することとなった．

内資料として印刷中︶︑﹃漢籍類書項

ては﹃館蔵活字本謡曲曲名索引﹄︵部

目索引﹄︵作業中︶などがある︒国

事業計画にこれまで以上にサービス
部門としての特徴をもたせ︑参考室

文学の普及業務として︑①講演会は

障害時の回復作業および業務統計取

の改装など︑より利用の便を図るよ

得機能の向上をはかる改良を行う計
画もすでに実現している︒このほか

う努めている︒

エア﹂︑第４号﹁図書資料管理シス
テム﹂の三つの報告をとりまとめ︵第

一九八○年版以降のマイクロ資料目

サイデンスティッカー氏

教授・当館客員教授エドワード・

﹁源氏物語と私﹂コロンビア大学

教授山下宏明氏

﹁平家物語の語り﹂名古屋大学助

六月三十日︵土︶一時三○分より

録の内容の充実︑語彙索引システム︑

川受入業務︒逐次刊行物の受入シ

２号︑第４号は整理閲覧室と共同︶︑

等将来のための検討も引きつづき行

ステムを図書資料管理システム︵Ｃ
ＣＳ︶に連ねることによって︑従来

／Ｏ

なお今年度からオペレータ委託先

︑﹃●

の手作業事務の改善を始めた︒この

九七八年版 を 三 月 に 発 行 し ︑ 引 き つ

が変わり︑時間外等のバックアップ

を開催した︒参加者三二○名で当館

づき三冊目の一九七九年版の作成に

②整理業務．マイクロ資料目録は

大会議室にあふれる盛況であった︒

間ゞその目録を出版した︒
行も一層円滑になった︒
︵研究情報部長︶

前述のとおりであるが︑さらに今年

体制も強化されたので︑マシンの運

論文データは︑昭和四十川〜川十
九年の六年分をすでに入力している

︵三月五日〜八月十一日︶を開催し︑

②展示会は︑常設展示﹁名所と文学﹂

うち六月二十二︑二十三の両日は近

３巻を作成すべく努力している︒若
干滞貨していた単行書についても︑

㈲整理閲覧室︒昭和五十三年度第４

年﹄︑﹃国文学研究資料館蔵逐次刊行

資料館蔵マイクロ資料目録一九七八

を注いだ．その結果︑﹃国文学研究

室者及び希望者に配布している．

動として新しい利用案内を作り︑入

に︑利用者援助として︑また広報活

録者数が三○○○人を超えた︒さら

③閲覧業務︒五月末には︑利用登

室の中央に配置して利用者援助を強

常設のレファレンス・カウンターを

室を拡大して書架を増設すると共に︑

お︑参考図書の増加に伴い︑参考閲覧

た﹁近世文学小展示﹂を開催した︒な

整理閲覧部事業報告

四半期においては︑一年間発行を見

物目録一九七九年﹄︑﹃国文学研究資

の近世文学関係の貴重書を中心とし

世文学界の春季大会に併せ︑当館蔵

合わせた︵開館に伴って急増した新

料館蔵マイクロ資料目録作成システ

復するであろう︒

第１四半期において︑正常な状態に

規サービス業務等の処理と︑電算機

本田康雄

度分の作業を進めており︑年内に第

着手している︒

マイクロ資料については二冊Ⅱの一

経常的な事業である目鈴作成は︑

関係方面に配布した︒

第３号﹁漢字データ処理用ソフトウ

東京工業大学へ転任となった︒

した︒整理係長であった内藤英雄は

館蔵マイクロ資料目録作成システム﹂︑

っている︒

ｰ

について︑第２号﹁国文学研究資料

定である︒

ｰ

導入調整のため︶目録等の編纂に力
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年度は写本版本の二班にわかれ︑写
本年度第一回評議員会議が去る七

評議員会議の開催

なお︑阿部好臣助手︑大倉加代子

本班では︑すでに五十二年度から実

月二十日︵金︶午前一○時三○分か

そのルールにしたがって︑五十三

事務官が配置転換された︵整理閲覧
施されて来た初雁文庫解題研究を継

か十四名の評議員の出席を得て開催

ら当館中会議室において石井議長ほ

化することとした︒

室より︶．内田保廣助手︑藤沢美智

らに五十四年度は︑共同研究委員会

され︑管理運営の概況︑昭和五十五

続し︑ほぼその目標を達成した︒さ

の決定に基づいて︑当館寄託の久松

業等について評議が行われた．

年度概算要求及び昭和五十四年度事

子事務官は退職した．

︹資料利用規程の改正について︺

なり︑あわせて初雁文庫解題の最終

﹃国文学研究資料館蔵マイクロ資

国文学研究資料館報告第２号

家蔵本の解題研究に取りくむことと

的処理︵出版のための原稿整備等︶

主として資料管理システム︵ＣＣ
Ｓ︶稼動の た め ﹁ 資 料 利 用 規 程 ﹂ の

も写本班が受けつぐ予定である︒

ル作製を討議︑その具体例として︑

年度いっぱい︑俳書解題のマニュア

五十三年度に発足した版本班は︑

一部を改正した︒すでに利用者には

周知されている磁気による﹁資料利

またこの規程に基づいている︑﹁相

酒田光丘図書館蔵俳書の解題に着手

料目録﹄作成システム

４︑システムの概要

漢字データ処理用ソフトウェア

国文学研究資料館報告第３号

︵本号Ｍ・脂・頁参照︶

一九七九国文学研究資料館

国文学研究資料館報告第４号

図書資料管理システム

︵内容目次︶

１︑システムの背景

２︑システムの機能と操作

３︑システム解説

①ハードウェア環境

②ソフトウェア環境
１ＰＤＭを採用した理由
個

側ＰＤＭ概説

⑤ファイル構成

⑥オンラインプログラム

ｍパッチプログラム

４︑評価と展望

一九七九国文学研究資料館

−
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用カード﹂にかかわる諸点である︒

互協力要項﹂の整備を行った︒遠隔

したが︑五十四年度も引きついでお

︵内容目次︶

２︑データ記述

１︑側録作成のあらまし

３︑﹁国文学研究資料館マイクロフ

弘年４月１日〜弘年４月７日

５︑旧帳票とテスト版目録

イルム資料カード﹂作成要領

日米化学会合同コングレス情報

６︑新帷票とマイクロ資料目録

石塚英弘︵助教授︶

＊海外研修＊

︵福田秀一・松田修︶

こなうこととなった︒

地の利用者は︑各地の大学図書館を

とを知って い た だ き た い ︒ サ ー ビ ス

通して当館を利用する方法があるこ

は文献︵図書及びマイクロ資料︶複
写︑並びに一部の紙焼写真本・単行
書の庇出しである．
︵整理閲覧部長︶

分科会出席講演︵米国︶

７︑現行システムの反省と将来の
展望

一九七九国文学研究資料館

ー

＊共同研究＊
五十二年度から実施の共同研究は︑

昨五十三年度に共同研究委員会が設

項を審議する こ と と な っ た ︒

置され︑共同研究にかかわる基本事

ー
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庶務．会計及び施設等
に関する事務を処理す
つ︽︾︒

及び収集を行う︒

国文学に関する文献そ
の他の資料の調査研究

を行う．

脚文学に関する研究文
献及び研究に必要な情
組の員査研究及び収集

国文学に関する文献そ
の他の資料の幣理︑保
存及び閲覧を行い︑並
びにこれらに必要な調
炎研究を行う︒

わが国の史料で主とし
て近世のものの調査研
び閲覧を行う︒

究︑収集︑整理︑保存︑及

庶務一般及び人事に関する事務を行う︒

組織の改組について

国立大学共同利用機関組織運営規

則︵昭和五十二年四月十八日文部

省令第皿号︶及び国立大学共同利用

機関の内部組織に関する訓令︵昭和

五十二年四月一日文部省訓令第６

置かれていた整理閲覧室及び参考室

付で改正され︑従来︑研究情報部に

号︶の一部が昭和五十四年四月一日
他の資料の調査研究及び収集を行う︒

調査研究及び収集を行う︒

国文学に関する研究文献及び研究に必要な情報
の調査研究及び収集を行う︒

娼集及び刊行を行う︒

国文学に関する索引︑目録その他の参考図書の

の運用及びこれに必要な鋼在研究を行う︒

国文学に関する愉頼の処理に関する江子計算機

脚文学に関する文献その他の資料の整理︑保存
及び閲覧を行う︒

国文学に関する参考業務を行う︒

び収集を行う︒

エドワード・サイデンステッカー

コロンビア大学教授

〜昭和五十四年八月十五日

昭和五十四年四月十六日

外国人研究員︵客員教授︶

＊＊

の組織図のとおりである︒

それぞれの所掌事務については上

が図られた．

を整理閲覧部として組織の拡充整備

国文学の特定領域に関する文献その他の資料の

主として近世における国文学に関する文献その

他の資料の調査研究及び収集を行う︒

主として中世における国文学に関する文献その

他の資料の調壷研究及び収集を行う︒

主として古代における国文学に関する文献その

行う︒

会計及び庁舎の管理並びに施般に関する事務を

ｰ

武家︑公家及び寺社に関する史料の鋼壷研究及

町方に関する史料の調査研究及び閲覧を行う︒

村方に関する史料の調査研究及び収集を行う︒
史料の整理︑保存及び収集を行う︒
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︵征期昭和九三年七Ｍ一日〜昭和血近年六Ⅱ三○Ⅱ

阿部秋唯実拙女子大学文学部股火瓶大学墹憐敬授

樋口芳麻呂愛知教育大学数育学部敬授

青木贋豪川本大学知期大学部助敬授

︹関東︺

洩兇和彦成狭大学文学部助敬授

水野稔明治大学文学部敏授

池川和臣茨雄大学人文学部山師

篠原昭二東京大学敬養学部肋戦授

浅井滴お茶の水女子大学文敏行学部敬授
大夫武師鮮岡大学散打学部戦授

上参郷祐康武蔵野吉楽大学助救授

加藤裕一突股女子迩期大学助敬授

岩下紀之剛友学側女子高等学校敬諭

昭和五四年度
文献目録委貝会委貝名簿

臼田催五郎側学院大学文学部敬授

杉本邦子昭和女ｆ大学文学部助敬授

岩下武彦東京女子大学文理学部撫帥

伊聴博大４女子大学敬授

小田切進立教大学文学部敬授Ｈ本近代文学航瑚椛肚

石井良介束爪大学名誉戦授

久曾神昇愛知大学踵愛知大学理小股

曽倉岑青山学院大学文学部赦授

石綿敏雄茨妓大学教養部教授

瀬戸仁神奈川鼎敏育委側会指導部高校教育課主幹

児玉幸多学制院大学文学部敬授
小葉田淳京郁大学墹脊敬授

三木紀人お茶の水女子大学文敬行学部助敬授

浜野卓也

稲岡耕二東京大学教養学部教授

延廣真治東京大学教養学部助敬授

杉山血行Ⅲ本大学維滴学部必師
柵りつ東洋大学文学部助敬授
析尾武成城大学文芸学部助教授
土井洋一学習院大学文学部教授
中嶋︽尚千葉大学教育学部教授
中田武司専修大学文学部教授
成田守大東文化大学文学部助教授

川平均跡見学園女子大学鏡師
近篠瑞男共立女子大学文芸学部鋼帥
佐喋圀久関東蜘期大学鋼帥
嶋中道則東京学茨大学敬育学部鵡帥

小林術摘冊脇大学敬行学部敬授

桜井宣隆図書館短期大学敬授

松略欺江東京女学館撤期大学鯛帥

谷山茂恵岬女子大学股
手塚富雄共立女子大学文茨学部救援東京大学名誉教授

山口明穂東京大学文学部助教授

野間光辰皇学館大学文学部教授京都大学名誉教授

豊田武法政大学文学部教授東北大学名誉教授

西村恕彦東京農工大学工学部敬授

三町洋一︑︑合女子大学文学部蛸帥

佐々木八郎早柿川人学潴憐救援

斎藤正東成川立博物館催

秀村選三九州大学経済学部敬授
宝月圭吾東京大羊描誉敬授

堀内秀兇東京医科歯科大学戦餐部敏授

情報検索委員会委員名簿

昭和五四年度

松尾總軟判院大学墹脊戦授

山本毅雄東京大学大切汁算機センター助敬授

水谷紳夫東京女ｆ入学文踊学部敏授

渡辺秀夫東横学側女子撤期大学鵡師

︹中部︺

昭和五四年度

国文学文献資料調査員名簿
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佐藤喜代治Ｚリス女学院大学文学雛敏松束北大学猫憐敬媛

山本達郎川隙咄併敬大学大学院敬授東京大学名替敬授

松川評雄側井館獅期入学雌來求大学墹併敬披

河本端夫立敏女学院測期大学淋帥
村松友次東洋大学蝿期大学敏授

昭和五四年度

国文学文献資料収集針画委員会委貝名簿

︹北海道・東北︺

尾上膜英東成大半東洋文化研究所敬授

宇野茂彦愛知敬育大学敬育学部助敬授
釉谷興紀咽学鮪大学助教授
水越論揃山大学敬養部肋敬授
棚仲沽珊巣学鮪大学蝿帥
杉汕暇論金城学院大学戦授
加川悦生師岡女ｆ測期大学助敬授

片野達郎東北大学敬愛部戦授
佐々木久作秋出大学敏汀学部戦授

菊地魂次郎束点大学史料網さん所敏授

新篠協三山形大学敬称学部助敬授

田中喜美春岐阜大学教育学部助教授

尚愉亨名占睡大学数養部鋼帥

金沢規雄窟城敬汀大学敬汀学部戦授

中川剛吹上 Ｗ 入 学 文 軟 部 数 授

高橋伸幸札幌大学女子測期大学部助敬授

角川一郎帝 求 人 学 文 学 部 敬 授

永械安明

丸山茂弘前学院大学文学部救援

築脇裕県爪大軟文学部敬授

僑本不美男腐内庁丹陵部図併調企官

ｰ

野田寿雄叶山学院大学文学部敬授

ｰ
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田中新一愛知教育大学敬育学部教授
長友千代治愛知県立大学文学部助敬授

長谷川端中京 大 学 文 学 部 敬 授
服部仁Ｍ川大学文学部助手雑漁師
三保サト子冊井大学敬育学部助敬授

川角倉一山梨県立女子短期大学助敬授
安田文吉南山 大 学 文 学 部 講 師
新井栄蔵奈良女子大学文学部助教授

︹近畿︺
井口洋奈良女子大学文学部助教授
越智美登子滋賀大学牧育学部講師

大橋正叔天理大学文学部助教授
加納重文京都女子大学文学部助教授

竹下豊大阪女子大学文芸学部講師
長坂成行奈良 大 学 文 学 部 講 師
宗政五十緒龍谷大学文学部教授

山本登朗光華女子大学謝師
︹中国・四国 ︺

朝倉尚岡山大学教養部助敬授
熊本守雄山口女子大学文学部助敬授

芦田耕一胤根大学法文学部蕊帥
川村憲治愛媛大学法文学部撫帥
被上正孝広脇大学学校数育学部助敬授

横井金男谷川県明善短期大学教授

山崎誠広脇女子大学文学部獅師
横山邦治広島文敬女子大学文学部教授

︹九州︺
今井正之助長崎大学教育学部講師

荒木尚熊本大学文学部教授
小川幸三熊本短期大学講師
工藤重矩福岡教育大学教育学部助教授
田中道雄鹿児島大学教育学部教授

白石一美宮崎大学教育学部講師

原岡秀人佐賀龍谷短期大学助教授

中本環熊本大学教育学部助教授

※各委員会等の館内委員は省略

森川昭東京大学文学部助教授

︵昭和五十四年三月１昭和五十四年七月︶

︵国立教育研究所より︶

︵一橋大学へ出向︶

︵四月一日共立女子大学就職︶

内田保廣

︵明論大学より︶

文献資料部徳田武

昭和五十四年四月一日〜昭和五十四年三月三十一日

︵非常勤講師︶

︵金沢大学より︶

室木弥太郎

文部教官︵文献資料部教授︶

昭和五十四年四月一日付

︵併任︶

文部教官︵研究悩報部助手︶

昭和五十四年三月三十一日付

︵辞職︶

管理部長渡遥章

昭和五十四年六月十六日付

︵転出︶

管理部長小泉武

昭和五十四年六月十六日付

加藤節子

文部教官︵整理閲覧部助手︶

昭和五十四年四月一日付

︵転入︶

人事異動

︹文献資料特別調査員︺

ー

若木太一憧崎大学教養部助教授
久保木哲夫郁制文科大学文学部敬授

杉谷寿郎Ⅱ本大学文理学部敬授
松原秀明金刀比継窟図書館嘱託司害

名和修陽明文庫主事
田中文雄東海学圃女子蝿期大学肋敬授

菊地仁山形大学人文学部講師
昭和五十四年度
国際日本文学研究集会委員会委員名簿

池田重千葉大学教育学部教授
臼田甚五郎国学院大学文学部教授

井本農一聖心女子大学文学部教授
長谷川泉学習院大学講師︵非︶
ドナルド．キーンコロンビア大学教授

昭和五十四年度
共同研究委員会委員名簿

秋山暁東京大学文学部教授
稲賀敬二広臘大学文学部敬授
佐竹昭廣京郁大学文学部敬授
神保五彌早棚田大学文学部救授

松崎仁立救大学文学部敬授
昭和五十四年度
共同研究委員名簿

池田俊朗京北高校教諭
井上宗雄立教大学文学部教授

尾形仇成城大学文芸学部教授
加藤定彦立教大学一般教育部講師
雲英末雄早稲田大学文学部助教授

三輪正胤大阪府立大学総合科学部助数授

谷地快一東洋大学附属牛久高校教強
中野沙恵東京女子医科大学講師
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字プリンタ出力フォーマットに変換するもので、KIP

図目漢ソ

ド（漢字／英数字いづれでも）を、当館のH‑8195漢

昭和54年9月

の編集結果の他、ユーザプログラムのプリンタ出力を
漢字プリンタ出力に変換できる。
これらによって作成された出力は、システムアウト

プット(SYSOUT)のKクラスという所に蓄め込まれ、
ジョブ管理の制御のもとで出力ライタによって順次自
動的に漢字プリンタに取り出される。漢字プリンタを
出力ライタ経由とする方式はまだ殆ど普及していない
が、漢字プリンタを使用するジョブの競合によるシス
テム待ち時間をなくして運用上の効率をあげるのに非
ー

常に役立っている。

3．実際の使用例

一例としてマイクロ資料、逐次刊行物目録作成シス
テムにおける漢字データ処理用ソフトウェアの使われ

方を見てみよう。（図−2参照）
入力帳票に書かれた原稿はパンチ業者に発注してK

組や頁割つけをKHPで行なうが、マイクロ資料目録作

には漢字ビデオ端末からKSLオンライン修正を通して、

成システムの編集部分では、段組、頁割つけも行なっ

或は紙テープからKSL入力ユティリティで作成するこ

て直接出力ライタにひき渡す。（これはマイクロ資料

ともできる。

目録作成システムの開発時には、まだKHPが完成して

KSLフォーマットの原稿は目録作成の最初のプログ

ー

の場合にはマスタファイルを細集してKHPに渡し、段

SLのフォーマットで納入される。原稿の量が少い時

いなかったためである)。

ラムでチェックされ、エラーが見つかると、KSLオン

マスタメンテナンスに於けるKPRSUBを用いて作

ライン修正システムにかけてエラー箇所を直す。この

成したリスト、マイクロ資料目録の出力、KHPから

操作は、丁度プログラムをコンパイルして、エラー箇

H‑8195変換を通して得られた出力等はいづれも、

所をTSS端末からテキストエディタで修正するのと同

SYSOUT(データセット)Kクラスという場所に一旦

じようなイメージで容易に誰でも行なえる。

入れられる。この出力は英数字のラインプリンタと同

チェックの終わったKSLフォーマットの原稿は、目

じようにオペレーテイシグシステムのジョブ管理で管

録作成システムのプログラムでMARCに類似したフォ

理され、スケジュールに従って自動的に漢字プリンタ

ーマットのマスタファイルに変換される。このマスタ

から出てくる。

ファイルに補助情報の付加や参照付加などの加工を行

4．おわりに

漢字データの処理はコンピュータソフトウェアの中で

ない、目録順ソートして編集プログラムに行くのが、
目録作成の基本的な流れである。目録順ソートの際に

もきわめて若い分野で、英数字を扱う場合のように標

は補助サブルーチンの「50音順ソートキイ作成」が使

準化されていない部分が多い。ここに述べたものは当

用される。また作業用リストの作成やマスタアップデ

館のハードウェア、ソフトウェア環境のもとでの一つ

ートなどのメンテナンスプログラム群では、KPRSUB

の標準化であり、そのまま他ユーザにもあてはめられ

による漢字出力や､漢字 →EBCDIKコード変更などの

るものではないが、より一般的な標準化への1ステッ

補助サブルーチンが活雌する。

プになれば幸いである。

目録の編集はマイクロ資料目録の場合と、逐次刊行
物目録の場合とで異る。逐次刊行物目録作成システム

文献：国文学研究資料館情報処理室娼「漢字データ処理用ソフト
ウェア」国文学研究所資料館報告第3号（1979）

(P2)
−14−
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−国文学研究資料館報告第3号の内容一

漢字データ処理用ソフトウェアについて
宮沢彰＊
作成の「漢字データ処理用ソフトウェア」である。ま

1．なぜ漢字データ処理用ソフトウェアが必要か

当館ではこれまでにマイクロ資科目録や逐次刊行物

目録をコンピュータ処理によって刊行している。また

た、KHP(漢字編集プログラム）はメーカ作成のアプ
リケーションプログラムである。

閲覧貸出、利用者登録などの業務もコンピュータを利

KSL(漢字シンボリックライブラリ）ユティリティ

用して行なっている。これらのシステム開発は3年以

は英数字でのいわゆる「シンボリックライブラリアッ

上前から開始され、現在なお、よりトータルなシステ

プデート」ユティリティに対応するもので、漢字の原

ムに向けての開発を継続中であるが、これらの開発の

稿データを入力、プリント、修正するためのプログラ

過程において、漢字データの基本的な処理に関するソ

ム群である。

ー

フトウェアの不満が明らかになってきた。例えば漢字

KPRSUB(漢字出力サブルーチン）はプログラム言

データを含んだファイルを作業用に(漢字プリンタに）

語PL/I用のサブルーチンであり、漢字プリンタ出力

プリントしてみるとか、データのうち一部を修正する

を普通のラインプリンタ同様に手軽に処理できるよう

といった、どのシステムにも共通して必要となる作業

にしたものである。

が、一々プログラムを作らないとできない。それもハ

補助サブルーチンは50音順配列のような漢字データ

ードウェアやデータ形式が違えば使えなくなるような

処理の基本的機能をPL/Iから容易に扱えるようにし

個別のプログラムにならざるをえない。これらはソフ

たサブルーチンライブラリである。

トウェアの生産性からいって極めて無駄の多いもので

H‑8195変換は、一般のプリンタ制御文字付レコー

ある。これも漢字データ処理の分野が、英数字データ

図−1

の場合に較べて極めて浅い歴史しかもっておらず、ソ

漢字デー

フトウェア体系が追いついていない、という点に起因

するのであろう。
当館ではコンピュータ導入当初からこの問題を重視

し､雅本的な漢字データ処理用ソフトウェア・ライブラ
リを設計開発して、すべてのユーザプログラムから共
通に使用し、システム開発の効率をあげるように考え

2

てきた。基本的なライブラリについては1979年3月段

階でほぼ完成し、当館のほとんどすべてのシステムの

2

中で使用されている。その詳細については報告書〔文
献1〕に譲ってここには概要のみ述べる。

2．漢字データ処理の概要
当館での漢字データ処理の流れは図一1のようにな

四回

っている。図の中心部ユーザプログラムとある所が、
マイクロや逐刊の目録作成システム等個別のプログラ

ムであり、KSLユティリティ、KPRSUB、補助サブ
ルーチン、H‑8195変換とあるのが共通に使える当館
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