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津波など地震研究所に関連深い，災害をテーマとしたもの
が集められている. 総絵の中でもポピュラーな“志んよし
原" や“総退治" などは， 自治体などが発行する防災に関
連する出版物の表紙やポスターとして頻繁に使われ，その
他，教育的図書や地震に関連した著作の挿し絵，また報道
番組のなかで、も度々主主場するなど( 特定の和古書に関して
は) ，研究所内は無論のこと，研究所外での知名度も高い.
これらの和古書が特定のものに限らずさらにより多くの

場面で利用されるよう，また歴史地震・火山研究の面から
も，所内外の研究者にその存在を知って頂きたいと，図書
掛ではこの貴重な資料の図版付き目録( 図録) 刊行を計画
している.
作業の進め方
図録刊行に関する作業は以下の! 艇を追って進める予定で
ある.
1) 資料のフィルム化: 古文書( 冊子体) 以外の全資料
はフィルム化し，資料の劣化を防ぐため利用の際は現物の
代わりにフィルムを貸し出すようにする.
2) 資料のデータベース化: データベースソフトはファ
イルメーカー Pro を使う.
データ項目( フィールド) は

標題
主題地震，火111，津波，火事，洪水・・・等
刊行方式: 木版，木版( 瓦版) ，筆写本，活版印刷
資料形態: 災害地図，災害絵図，古文書，文書，絵、
絵，地図，活字本
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E-moil :  libro@Oe ri.u-tok盟O.8C.jp

電話: (03)3日12-2111 内総 5 6 6 9

住所= 東京都文京区弥生 1-1-1

FA X:  (03)5600-3659 

技術研究報告( 東京大学地震研究所) No. 1， 1996年.
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2. 表計算ソフト E X C E L を使って
購入雑誌の書庖別，経理口別リストの作成
データ項目として雑誌タイトル，購入書! 古名，購入通貨，

支払の経理口等を入力し，全ての項目別リストが出せるよ
うにしTこ.
複写機使用料金の集計
3. その他
各種データベースへの接続
関覧室に Macintosh 1台を設置し，利用者が自由に各種

データベースにインターネットでアクセスレ情報検索がで
きる環境とした. 図書案からアクセスできるシステムと
データベースには，以ドのようなものがある.
大型計算機センター( 大計セ) :  Chemical Abstracts， 
INSPEC等
大計セで所蔵しているデータベースは少ない. 京大
や学情セなどの第二センターに入るためのゲート
ウェイである.

学術情報センター( 学情セ) : 図書雑誌全国所蔵目録，科
研費 D B，MathSci， SciSearch など

京大計算機センター: INSPEC， SAIGAI Data Baseなど
東大図書館: 東大 O P A C ( 東大図書雑誌所蔵目録) ，
C A P C A S， SciSearch など

大計セ，学情セ，京大のシステムにアクセスするには事
前( 年度始め等) に利用申請が必要だが，図書掛として申
請済みなので利用者はいつでも閲覧室から自由に検索でき
る. W W W のブラウザもインストールしであるので，他機
関のデータベースにも簡単にアクセスできる.
図書室ホームページの立ち上げ
研究所で w w w サーバを立ち上げた時に図書室もホー
ムページを持った. 内容は図書室利用案内的なもので，こ
れまで図書室オリエンテーションとして使っていたビデオ
が現状に合わなくなったので，それの代替えとして使おう
と考えた. しかしその意図からはこのホームページはあま
り成功したとは言えない. 対外的な図書室案内としてはと
もかく，所内研究者( 特に新しく地震研究所に来られた方)
への図書室利用案内にはビデオの方が優れていると思われ
る. 後述する和古書と葉報総索引のデータベースを組み込
んで，所内外の利用者がインターネット経由でアクセスし
自由に検索できるようにした暁には，インパクトのある
ホームページになるのではないか，と期待している( 図
1). 
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データベースの作成

1. 地震研究所国書室で所蔵している和古書資料目録の
刊行とデータベースの作成
地震研究所図書室は総絵をはじめとする瓦版などの和古

書約 600 点を所蔵していて，これらは主として地震，火山，
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