
･t.
岐阜大学附属図書蜘 し:llL】ゝ:.1.㌧ lSSN O915-8960

､ 了正本工 胴､.~∴ 誉 干 せ,

｣ll THE GIFU UNNERSITY LIBRARY BULLETIN _t…一JJ 第14号 1994L10

目

｢因む館機能の転化 ･高度化｣に向けて

破過 正人 1

図岱飼嫌いの無理難局 宮崎 1訂爾 3

館歳資料沼介 Iも5

織維工学の究証本 上西 約番 4

教官経信囲む

『NHKスペソで/レ チ- ソト死者の雀f』

中井 幹 6

衣

『24人のビリー ･ミリカソ』

一飛放した人格連が訴えているなにか一

中村 防人 6

学内LANを利用したMEDLINEへの研究室からの

jjE･銃と利用方法 広瀬 鰹二 ･江崎 孝行

図日館員から一言 岡田 則子 ･

汲多江史子 ･

お知らせ ･

｢図書館機 能 の強化 ･高度化｣ に向 けて

渡 過 正 人

- 1-

F

『寸胴』邦13号で紹介された附属図Tit館部勅部課if.11の

正式発足に当たり.岐阜大学附属図恕館が本学の研究 ･

教育並びに学習を支援し,的確に機能するよう,館長を

中心に鞍点のチ-ムワ-クを大切にし.さらに他部局と

のコミュニケーノコソを図りながら.その実現に向け努

力すべく決意を新たにしたところです｡

さて.平成 4年 7月の学術審議会答申 ｢21世紀を展望

した学術研究の総合的推進方策について｣を受けて.学

術審議会学術桁報賢料分科会学術情報部会で大学囲空欄

等の磯鰹強化について審誠されていたところですが,辛

成 5年12月には ｢大学囲公館の･3射ヒ 高度化の推進につ

いて｣(報告)が出されました｡今後,大学図rLt舘の収税

むへき方向が示されたものとなっています.

その中で.行政的な対応が必要なもの,各大学が努力

しあるいは相互に協力しながら取組むべきもの.さらに

は大学国王‡館関係者が対処していくへきもの,また.覗

状への韮貴的対応と中 ･長iU]的な視点に立った対応など

の訣足lが多岐にわたって舵起されています｡

大学図空き館は,大学における学術研究 教育を支える

基盤であり.また学術倍額システムの主要TL榊成機関と

して.大学回せf館の学内及び学外との迎挑協力.ネ ,ト

ワークと電子化情報の活用.新しいニーズへの対応など

の覗点から.広範なt日報賢鰍の有効利用を進めるための

機能を強化 ･絹度化していくことが求められています｡

本学においても.この ｢大学図号tF館裁縫の虫化 高度

化の経巡について｣の趣旨に添った故老に向け努力しな

ければならないことは申すまでもありません｡

これらを踏まえて.本学匠】flB蛇の現状を紹介し,また

当面する課題について考えてみたいと思います｡

まず,前年腔全国的に並や舶 ミ進められた学内LANは,

本学においても実現しました｡これと同時に,囲む虎で

は各方面のご支援によりCD-ROMサ ー/Iを導入するこ

とができ.学内LANを経由して研究室等の端末か ら

MEDL桝Eの竹薮検索が可絶となりました｡医学部を中

心に関迎研究分野からの利用は多く.好評を待ています｡

花子化図81蛇に向けて新たな一歩を踏み出すことができ
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ました｡今後は他の分野のソフトの充実とその恒常的な

財源確保が大きな課題となっています｡

また,学術情報システムの機能強化の面で,情報処理

セソタ一には従来から全面的な支援をいただいておりま

すが.来年度予定されている図番館システム用電算也の

))プレースにあたっても,情報処理セソクーの協力を得

ながら一層のレベルアップを図りたいと考えています｡

もちろん,図番館としてはOPACのデータベース耕薬等

-の協力を今後とも進めて参 ります｡

大学図位館は学習活動の場として,その充実も極めて

重要であります.大学改革にともなう社会人を大幡に受

入れた夜間主コースの設置,政策としての10万人受入目

標による外国人留学生の増加.生涯学習-の意欲の高ま

りに対応した地域社会 ･市民への図窃館開放等の新しい

諸情勢に応える一環として,このたび本鰭では開館時間

を月曜日については2時間延長して22時までとし,土曜

日は本館 ･分館とも1時間延長すると同時に.希望の多

い午後に開館することとしました｡さらに,土晒日にも

平 日と同様に貸出 ･返却とOPACの検索を可能 とし,

サービスの改善を実施しました｡一層の利用を期待して

います.利用者のニーズは今後ますます多様化すること

と思われますが.従来からの学術情報セソクーを核とし

たネットワークはもとよ･'),岐阜県下各大学園昏館,莱

年オープンする県立の新図番館等との協力関係も密にし

て.地域に開かれた大学図番館としての役割も大いに果

たしていきたいと考えています｡

恥14.1994

ところで,大学が統合移転して12年,大学の発展とと

もに図匂館資料も大幅に増加し,既に園田館の収蔵可能

冊数を遥かにオーバーしてしまいました｡数年来岱庫を

中心とした増築を概罪要求しているところです｡平成 7

年度には是非この増築が実現してほしいものと蘇ってい

ます｡これによって.学術情報の提供を迅速化すると同

時に,収蔵スペースの不足を研究室等への貸出しで補っ

ている現状を是正し,図番館での共同利用による賢料の

活用を図っていきたいと考えていますC併せて資料保存

のための環境改善も実現させたいものです｡

この他にも様々な課題がございますが.図台館機能の

強化 ･高度化を進めるために図缶館職員は全力をあげて

努力を重ねて参 りますので,全学のご理解とご支援をお

願いする次第です｡

(わたなべ まきとこ附属図位館事務部長)

ささつつユニさっさ⊃二二〇つつつつtJ⊃さっさ
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匡】宙館嫌い などと表題を付けてしまい誤解を招くか

もしれないが,私も小学生のころから色々な形で図日蛇

を利用させてもらってきT=し,回せF蛇の重野性について

は盲も7承知のつもりである｡にも拘わらず,因む館には

どうも菜直に党を許せない,どこか身糾えてしまう何か

があるの仁兄付く｡

図号tI鮒に関する最初の思い出は,小学校 4.5年にさ

かのぼる｡当時私は愛知県の海辺の小さな町に住んでい

たが.研き加減の旧役助の一部が改造されて放生Tが二

三千冊樫の図日館が造らTLることになったB国史.(蛇が出

来た叔初の頃から,空相iの和暗い湿った感 じやカビや族

の良い.因む蛇の醸し出すあの妙に気取った静寂と言っ

たものが私には生理的に合わず.図皇f純通いはあまり好

ぎではなかっT=｡それでも,四季を通 じて図日紀を利用

していたはずなのに,何故か共変の′耳管つんざくほど

の邸の喧騒のなかで本を読んだ記憶が鮮明に吾蔓っているC

夏の図7日館には静けさへの気迫いは不安だったので,た

とえ蚊に刺されても窓を閉める季節より好きだった｡

小学校の高学年から中学生のころは.図fD虎では,罪

川惟之介,二薬事四迷.樋口一発などを読んでいたが,

とくに樋口一重の文苛の響きや緋動感が好きで,内容の

理解はそっちのけで,他の人には刷に えないように離れ

て席をとり,注意深く小声を出して読んでいた｡

中学校に通い始めたころになっても,囲‡汀館の静けさ

とそれを強襲される (と私には思えT=)芳田気にはどう

F も■臓 めず･いつのまにか図al館から遠 ざかるように
なっていった｡囲tf館に行っても.目的の本だけ借 りて

出てきてしまうようになった｡そして,次弥 こ,本は1∃

分の持ち物として肌大して読むものと考えるiうになっ

てしまった｡恐らくこの頃からだとおもうが,木に紋や

文字のitfき込みをするようになった｡こうなると,本を

借りづらくなってしまった｡

馴染めずにいた図fB館通いに.楽しみがなかったわけ

ではない｡何年間も族をかぶっていた家の鼓F架に,外国

文学全張を見つけ,読むことにしたのは良かったが,

｢ボケァリー夫人｣などではやたらと伏せ字が出てき

て.妙に興味をそそられた｡これこそはと肝己んだ箇所を

筆記 し,図憩f館へ駆けつけたものだ｡粒初から伏せ字の

ない図日館の本を読めはいいのに,何回となく,抜き空f

きした縦を握 りしめては囲む蛇通いをした｡

高校時代は,因む館を勉宕S星代わ りにしている者も
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宮 崎 青 爾

いたが.私には考えられないことだった｡医学部に通う

前の4年間は文学部に籍を紅いていたので.やむなく図

壬.r館通いもした｡図牡憾 皇稚いは相変わらずだった｡医学

部の学生時代には,願望に医学部図ar館のお世話になっ

た.図古館と言っても.木造のカタビンで,人が通ると

靴音がにぎやかに響き,床が揺れて激 しく鳴るような古

さだった｡この環境は私にとってほ快適であった｡暇な

ときに写ヂt託や月刊誌などを,錬れかけのソ77-で読

むといった先軽な読;lfだったd医者になってからは.専

門の雑誌のコピーなどでお世話になることとなり.現在

もおtit話になっているo

子供のときに出来てしまった図譜蛇に対する心翌的な

イメTジは消し難 く･図窃館の中で読atをするのかいま

だに苦手である.特に粒近では.この10年来悪化の一途

をたどっている我が花粉症が､私をますます囲む鰭から

遠ざけている.花粉症の時姐Jには杉花粉にだけでなく.

族やカヒに過敏となり,図空F館の室内空間はすへて.特

に松雄にはほとんど近づ くことすらできない｡最近で

は.過敏症は春先だけでなく,通年とたった｡やむなく

図日館-行く場合はちり紙と-ソカチは必8号である｡

私にとって.図モ!鰍 まますます追い存在となりつつあ

るが,何とか因む蛇好きになる方法はないものか辞手に

考えてみた｡私個人で出来るのは, i)何とかして花粉

症を直すか,せめて匡】出館の空気に耐えられる程度に改

善を回ること.2)図'itt蛇に入る時には在英用の防塵

(徹)マスクを持参すること (出来れば,図番館の入 り

口に鞘Mもしていただく) くらいだろう｡図日絹にお糾い

することは,まずは,静かな環掛pま出来るだけ彰Fすへ

く,1)靴はきのまま入館でき,床は出来るだけよくき

しむ板張 りにすること (敷物のカビも防止できる),2)

年間を通 じて,季節の鳥や虫の声.いっそのこと.季節

を無祝して郷の声をテープで全館に流すこと. 3)伏せ

字の文学恕コ-ナ-を設けること｡ 4)閲覧室には古い

ソファーを旧くか,nを敷き,枕の持参を許すO殻後

に,5)fF_T符をすべて排し,防衛処理を施しT=マイクロ

7.(ルム,ヒテオ,CD-ROMなどを利用した保管法に

切り替え,さらには,家のパソコンでこれらを利用ICき

るようにする｡すでにこの流れの芽生えはあると思 う

が,利得 している.以上,やはり条理難恩だろうか.

(みやざき せいじ 医坪技術短)uJ大学部教授)
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館蔵資料紹介 No.5

繊 維 工 学 の 貴 重 本

旧接維工学科の図松の内14冊は緊料として保有 したほうが良

いと.関係者は考えてまいりました,

さて先El,図t!与虎良よりこの原稲のご依顔がありまして,な

ぜ小生なのか質問やしましたところ,蛇乾捕柴委月会では図秒

館llir'q貝のご発雷が皮切 りにlJ:って.ついにその葬月会で決

まってしまったという部の次第を国鞍館長より伺い知ることが

できました｡回空手蛇将門月は前記14冊の存在を前からご存 じの

ようでありました.

意によりまして.それでは前記14冊を代表するところの

MurphyとPosse]tの著杏を次の(1)および(2)の要常で頂次紹介い

たしまし上う｡

(1) JMurphyの本は扱維

関床の在BIi図秒中一番古

い ものであ りま して .

■L手はた"による装飾織

物 (fancy-c一oth)の製段

法 および各種の 'l手は'

た【が給述されてお りま

す｡また.この本の序文

は.Sco【landの持物工業

史になっております.こ

こではこの工業史に注目

して.その抜粋を以下に

紹介いたします｡

(2)装飾縫物が "手はたp

で稔られるのは特殊な場

合であって,通n'ゾ十

カ-ド織故に掛けられま

す.さて.このン十カー

ド篠機の開発軒桁が分か

る本は.現在では少数 し

か盛っていないと思われ

ます｡率いたことに,本

学ではDorLatの 本 (Lr̂)と
Posseltの本とがあ りま

す.閃光Tjf他紹介のた
め.ここではPosseEtの本
を採()上げます｡

(写共1)

･JA瞥 ,::I.:T:." .o
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(写其2)
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上 西 純 巻

1 A treatlSeOrLtheArt

oHVeaヽ･Lng,＼VLthCaku-

'al10nSand TabLes Torb モ J'.T A 車 忘

theUseofManutactuTe-

rSJohnMurphyG'asg-i-;三っ主=ー
olV(1831) (分好1586･7

懇%Mu-78 畳良市号 に ､ ,∴ 与:/ ,._ -･T ,JJ…

E3210).(写其 2)

この本は装飾綴物の製

粒の実時を詳細に姶述 し

てお ります (写 1't3.

5).D Ta＼VZoom.Cross■■■■"~p"~~ー~
machl｡e,F,e｡ch a,a".蘭
loomなどの図版 (写共

4.6)紘.いよいよ1替

誼であります｡復原用原

図またはそのはかといナこ

しまして.
以下の列記はPrcfaCe

で述べられているScolト

andの縫物工業史からの

抜粋であり ます.

o畢生絡技術 の 澱古の文献

は出エジ プ ト記 (rlXd-

us)での ユダヤ人の製

墓場･7L7.7...:藍発議…雫

持技術(＼Veay'nga'L-(写井6)
S)のようであります｡

○インドの原住民が1830

年ごろ行lJ:って
いました製鉄法(写1'tl)は古代ギリ/十

人.古
代

ローマ
人の製紙法と大差ないものであろうと推論されております
｡

0･コーマ人はBrLtalrlを占鎖して足助を固めたのち.
WlrlChesterに紡毛工場を建てて罪隊の衣服をつくり,
その

後原住民にも製約技術およびtLax(亜麻)の毅培を教えた

ようであります
｡

014世紀初頭,
EdWaTdⅢ時代に広はは妨宅地が輸入され.
の

ちにそれが英国の主要産晶となったようであります｡

oかいこ(slLkworm)は1688年にEng】andへもたらされ.
広

はば網鞍物の初生塵は1620年のようであります,

`｢
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餌 l Chapterltl.sectIE Paperspots.Japanspotor

Brocadesで日本の鈍欄.釘はミ論 じられております｡

u 鵡語で.今のtll捕1は昔l＼ヽeeLのようであります｡

ln TheoryandPractlCeOfDamaskWeavLng

H K】nger良K WaLLer

D D VanNostrandCo,(L903)

(分芳i586r74 著者 K l148 畳環番号E3186)紘,

JMurphyの本に関連した虫歪本であります｡

2 PosseltrsTexllleL】blaEy,Vol Ⅳ Nev'and Revlsed

EdltlOnOITheJacquardMachlne

E A PosseLtPhl)ade)phla(発行年代不明)

(分損 58677 著者p-84 登録番号E3207)(写共8)

JacquardmaChLne(ノヤカ- ド)紘.たて糸の本数が多い織

物で,hook( 引̀っ掛けて引っ張る

ための1かぎ)とleash(引き網)に

よって全部のたて糸を-本一太も

ち上げて.Il】llng(よこ糸)と交錯

できるようにする歳挨 (写共1D)で

あります｡
この太は3版がでたあとの新改

訂版で.内容の主体はジャカー ド

の柄道であ ります｡ リヤカ- ドの

歴史のところにこのt託根の別売祁

博が紹介されておりますので.以

下で.その開発部情を抜粋 ･紹介

いたします,

JacqLLardmachme(シ十カード)

はJosephMar)eJacquaTd(1752年

7月 7日,Lyons生まれ)の名を

敬 って付け られた機械であ りま

す｡

JM Jacquardの両親は約線物製

造に従事 しておりました｡彼.J

＼4Jacquardが濃初に習った職業は

製本業でした,彼が20才の時.父は

小さな家 と事はたを残 して死にま

した. この頃から彼は製綴工程中

に唖Jtの改良点を見付ける研兜を

行いましたが成功 しないで負債だ

けが溜まってしまい.とうとう自

分と家法の生計を立てなければな

らなくな りました｡石こうの石切

り切を始めとして織をつぎつぎ鞍

昔えして行ったようであります｡

(写共 7)

臥 .,:

l川 llt目しIllll＼t北Iu申

H

J

1ヽIt3:llL ㍗LjY←

(写苅8)

(写ff9)
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1792年 (40才)にはフラ1/ス革命革 (RevolutLOmSt)に加わ

り,その翌年伯還してからは,日､子と一緒になって協会JTL(the

ArmyottheConventlOn)の攻掛 こ対抗するところのLyor)Sの

守備隊に加わ りましたdしかし良子が吸死してしまったので守

絹隊を潜れました｡そのころ.I)オン協議会 (LyonsCounc】】)

は美術宮際に製織技術改良研究用

の場所を捉供してくれました,無

料で学生を指吉事することだけを条

件にして.JM JZtCquardがそこ

にいた時,r=ンドソの技祷協会

(theSocLetyOfArts.m Londo-

n)は漁網登廷延焼について報慣金

を申し出てか ､りました,彼はそ (写削 o)
の戟按を完成させたが,さらに義

務として讃循つきで '̂T)-へ行き.管理要員の前で磯抗の説明

をしなければな りませんで した｡1804年 2月 2日にJ M

Jacquardはロンドン協会 (theLondonSoc】ety)から3000フラ

ンと金メダ/-をFlき′さらにバリーの技術管理安貞の就任契約

も頂きました｡この時点で彼は自分の粗放を改良するのに絶好

の挽会を絡ました｡彼の改良方法は,Bouchcn,Falcon.そして

Vancansonのやや古い発明を夏LSj壷.改良するという方法であ り

ました｡1804年にJM JacquaTdはLyonsで自分の称故を完成さ

せました.征は熟練工であったので.形式とか種類が共なって

いる別･*の綴機から.まず珪目す-き部分を取 り出しておい

て.次に部分と部分を結合させて一台の織t艶を完成させまし

た.これが彼の発明手法でもあ りました.1806年 .彼は

N叩0leonBuonapa【teから3000フランの年金を頂いたれ 発明

の所有権は取 り上げられてLyons市へ移されてしまいました.

彼の待機は理解されないまま一1810年には曲解が反哲を呼ぶこ

とになって,生命の安全のため彼はLyons市を離れました.ま

た.級枚は公開の場所で分解さTLてしまいました.しかし,彼

の紙数 ま偉大な価値を持っていることが分かってきまして.紹

磯がこわきれたかつての場所には,JM Jacquardの彫像 (写ff

9)が立てられています｡∫M Jacquardは1834年 8月 7EI

Lyons市に近いQu】lllnSで.82才で死にました｡彼が死んだ時30.

000台のJacquardmachlneが故郷の市で稼働していたとのこと

であります｡

ci)Ⅳ 以下はを成している的速光玉木であります.

Tcchno]oglederJacquaTd-WeberelYonFranz

Donat,(1902)

(分顕0586077 著者D-84 線番号E1343)

v Murphyが本をLLi版した時にはJacquardMach,ncは

発明されていた.しかしJacquardMachLneの解説がな

い｡ "手はた■■を主体にしたからであろうか｡

(うえにし すみやす 元工学部助教授)
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教官推薦図書

教官から,その専門分野を専政しようとする学生に先ず肥めたい入Fl沓 ･基本図松.あるいは,

より多 くの教官 ･学生に教養TtFとして是非一読を肥めたい回平Tを#J,介 していただいています.

『NHKスペ シャル チベ ッ ト死者の書』 (河邑馴 藍･林 由香里 著 NHK出版)

科学的医療では個人の死は単に身体的変化であ ･),

机神の終末であり r死は無であり,酷床医学の関与す

るところではない』としか定義 しない｡臨死体故でさ

え,まだ臨床医学では認めてはいない｡ しか し.これ

も単に生きて戻った者で,死そのものとは認めてはい

ない｡

個人にとっての死はCIG･エソク (チペ ,トの死

者の書手の心翌学)や河合理経 (生 きることと死ぬ こ

と)など梢神医学者の一部の人やその他の著者 (菰老

孟司 '生と死の解剖学)が見られるくらいであるQ

医学教育では,死に関する部分はかな り省略されて

いる｡11体的7'r死の変化は,もちろん数える｡ しか

し.死に至る病に佼された一敬老の心への配L畝は教えら

れてはいない｡病者に対する愛惜の処方やエイズと痛

告知.そのイソホームト･コンセントや,-tスt'スにお

いて,医師はいかに患者さんを死なせるかの医梁を数

字才しているだろうか｡学校でも子ul,たちに自分の死に

中 井 幹

ついて考えさせる授業がないように思 う.私の受訴生

には機会があれば.一皮火葬場に行き.非式を済ませ

た死体がいかに肉親にみ まもら九ながら,火葬にな

り,炎のまだ倣え上がっている骨が拾われるのかを見

学すると良いと勧めている｡

本むでは,まさに死にTEL而した本人に ｢而発なる生

れの者j:(名前を言 う).歩むべき道を探 しに行 くと

きがとうとうやってきました｡息が絶えたらす ぐに,

野師が示 しT=とお り,根本の光明があなたの前に現わ

れます｡これこそ生命の枚涼を作 っているダノ/マク
I=っ し1～

(本質 法 性)です｡タルマクとは.宇宙のように広

大で空虚で,光に満ちた窒r批 中心も境界もな く.純

粋でありのままの心のことです｡あなたはその心の状

態を自覚 し,その中に安らぎを兄いだすのです｡｣ と

死を迎える者がその呼吸を止めるまで.耳元で何度 も

繰 り返 し唱える. (なかい かん 教両学部教授)

(配位場所 3階BEI柴 1809TLb)

『24人 の ビ リ ー ･ ミ リ ガ ン 』
一飛散 した人格連 が訴 えて い る何 か -

まず,97iの中である惜衆を組み立てて捻しい｡

軸暗い部星.その中心にスポットライ トの光,1人

がスTT:yトライ トのあたるところに.それを取 り囲

むように して23の人間がいる ｡これはとリー ･ミ

リカソとい う実在する人間が.自分の心の桝迄を説

明したものである｡表題の泰は.多歪人格者である

ヒリー ･ミリガソ氏に関するきわめて詳細な記録で

4DI〇｡

この本を読み始めると,23の人格の多様性のすさ

ま じさに強烈な衝撃を受けることになる｡ ミリガン

氏の中にある (本人を含めて)24ある人格は,それ

ぞれ,見?JTに独立 した人間であり.別Jtの名前を持

ち.年齢,国籍.性格,興味の対象などあらゆる点

が異なっているVそれでは,外見上の ミリガソ氏の

人格はどうなっているのか ?それは前記 したスポッ

トライ トにあたっているある 1人の人格が (その時

の) ミリカソ氏となるわけである｡

このように,紹介にはかな りの前肥きが必要とな

るのだが.本の内容は犯罪者として逮捕 されT=ミリ

一6-

中 村 勝 人

ガン氏が多重人格者であることが判明する経過,数判

前後での ミリカン氏および彼を取 り巻 く周囲の変化で

あり,それらがまるで良くできたテレヒトラマのよう

に目の前で繰 り広げられる｡

心理学や医学の知識の乏 しい私にとって,当初は

F多歪人格への好奇心』がこの毒を読む原動力であっ

た｡確かに,その好奇心は満足したのだが,同時にそ

れが取るにたらないことであり,本'=ffは全 く別なとこ

ろにあることを思い知らされた｡それが何なのか 自

分な りの結論は今だに混沌としているが,著者は読者

に向けて次のように記すことでスター トライソを示 し

ている｡｢幼児虐待の犠牲者たち,とりわけ.隠れた特

性者たちへ･-｣

続編はすでに発売されているのだが′手にするのほ

もう少 し時間をおいてからにしようと思う｡

モf名 二24人のビ1)- ･ミリカソ (早川tl房)

ダニエル ･キイス 著 榊内静子 ･訳

(なかむら かつひと-教萩部誹獅)

(配匠幼所 -3縛Pf傑 936Key)
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学内LANを利用したMEDLINEの研究室からの接続と利用方法

平成 5年度 に拭 棄 され た 学 内LAh-(LocalArea

h-eいVOTk)を利用 して,附属囲む飽医学部分流内の医学

文献テ-メ-べ-スMEDL桝Eが利用できるようにな り

ました.各研究室からLANを利用してMEDLtNEを利用

する方法を簡単に紹介いたします｡

1 研究室からの捷統方法

MEDLTNEを利用するためには,まず,教室内のパ ン

コノをLANに接続しなくてはな りません｡各純良の,liii

下にはイーサーネットケーブルが配線 してあります.こ

のイーサーネ ノトケープルに教室のパソ--/を接続しま

す｡ このイ-サー不ットケ-フルには講座ごとに トラソ

シーバが捷競 してあります｡その4つの端子から直接パ

ソコンに接続すると4台しか接続できません｡ しか し.

将来は台数を増やし.4台以上凄統する予定であれば.

HUBという蓑伍が必要にな ります｡接続用の粥完千から

HUBに接続すると1つのHUBで 8台の端兼敏が接統で

きるi:うにrsります｡また,パソコン側にはLAトこポ-ド

が必要です｡】罷近ではLAN;ち- ドを標準で内蔵 してい

る機敏も多 くなりました｡LANボー ドを購入する際i･こ

は各々のバソ=t/に適 したLANボー ドを購入 しな くて

はなりません｡パソコンとの接凱方法には様々な任所が

あり,各教室の環境に適した接統方法を採ることが必嬰

です｡詳い ､接続方法については成跡 こ譲 ります｡さら

に,パソコンをLANに接杭するためのソフ トが必要で

す｡通信プロトコルといわれるTCP/lP(有料)という

ソ7T･が必要です｡これは各戟在,LANボ- ドに対応 し

T=ものが必要です｡その他に.tenet,ftpも必要です.こ

れらのソフトにはフリーウニ7といって無料でだれでも

利用することができるものがあります｡次に,図也館かこ

MEDLINEの利用を申し込みt=タイ./名とパスワー ドを

董卓 してもらいます｡

2 MEDLINEへの蒙統

教室のパソ=ソからte]netを起動 し接続先をMEDLト

NEのサー/IのIP7ドレス13366.343を入力 します｡

蓬統すると "logLn"という画面がで要すので,自分のロ

グイ'/名を入力 し,次にパス ワー ドを入力 します と

MEDL7NEが自動的に起動します｡fht報処理センタ-の

ワークステーションを経由して利用される方はTPア ドレ

スを入力せずmedlLbTaと入力しても接続できます｡

3 検索結果のクワソロード及び7'1)ソトアウト

検索結果はE-maH,FTP,ScreenCapture,lくermltに

よってダウL/ロー ドすることがで きます｡ これ は

MEDLIT(Eの中のsaveoptlonの中で選択が可73巨です｡

FTPがもっとも一般的なダヮソロー ドの方法です｡

MEDuNEの中で転送先の7P7ドレスを入力すると直接

端末滋でフ丁イル官転送できます｡タウンロー T:した

広瀬健二 ･江崎孝行
ファイルは一般のワープロソフトで読み込んで印刷する

ことができますQこれがうまくいかない場合はE-ma一l,

lくermlt,ScreenCaptuTeを利用することもできます｡同

じ学内ですので 1,2分でメールは配達されます｡その

メールをエディターで読み込むか,カyト&ペース トで

別のファイルにコピーすると印刷することができます｡

このE-mallの利用には附鞄処理センター-利用率許な

を捷出しE-ma日のアドレスをもらう必要があ r)ます｡

学内LANを通して接銑 した場合,MEDLINEで検索中に

711)ソトのコ7ソドを実行しても1)モ-TL側の端末に接

続したプリンタ-に印刷することは不可能なことがあり

ます｡これは個々の端末の既かれた状態に依存 します｡

4 検索結果の盤聖

私たちの教室では検索結果はENDNOTEPLUSに取

り込んで並製 しています｡ENl⊃NOTEPLUSは文献整

･吐用のソフ トウェアで論文の最後につけるRefeTenCeを

ジャーナルに適 したフォーマットに自動的に変換してく

れます｡MEDLINEからダウンロードしたテキス 1rフ7,

イルを直珪ENDNOTEPLUSに統み込むことが可能で

チ (ENt)LlNKが必要です)｡個々の文献の著者名 ,

ジャーナル名,タイ トル,ページ.年代,アブス トラク

tjJ:どを自動的に認識 して項目ごとに生理してくれます｡

このENDNOTEPLUSに文献を整理してお くと論文を

むくときにReferenceの作成に大変役立ちます｡

5 Maczntosh

MacではMAcTCPとNCSATelneLで必要な裁縫がほ

ぼ完全に動作することを確認しています｡

6 7BM互換機

WmdowsNTはTCP/IPなどネノトワークに関連した

ソフ トが含まれるためそれのみでLANに接続可能で

す｡FTPによるフフィルの転送,検索中の印刷など全て

の機能が動作します｡Wlndows31ではTCP/1P.tenet

を別に購入することでLANに接統 しファイルの転送 ,

検索中のプリントなど全ての磯能が動作します｡

7 NECPC-9800

MS-DOS上でCenterNETPC/TCPという通信ソフ

トを使用 してLA州こ接続が可能です｡medllbraか ら

FTPによるファイルの転送は,今のところ成功していな

い方もあるそうですが′ScreenCaptureで7Tイルに落

とすことができます｡FTPが使えるか否かほおそらくソ

フ トに依存するものと考え られます｡CONTEC社の

TCP/.1PLAN-PACではfrp,ScreenCaptureなどの機

能が控えないとの報告もあります｡

(ひろせ けんじ.医学部大学院生)

(えぎぎ たかゆき.医学部教授)

-7-
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図書鋸員から一言

岡 田

寄屡な仕事だとい う認識 で始

まった時から一私の閲覧係での本と

の戦いが,始まりました｡返却され

て来た本を,留架の所定の位正に戻

します｡図妻の返却,貸出,学外者

lnJ;′主 ｢

の受付等で,一日中,四方八方に走 り過 り日が廻る一

歩手前の毎日です｡お陰でただでさえ.細身な体が.

ますますスリムになって,やせたい方.でもどうして

もやせられない方.現在ダイェットをなさっている方

にお奨めの運動itですoliT架を見ていて 目につ くの

紘,本が上下逆さになっていた り.倒れていた り,は

たまた飛んでいた り.分析順に整理 し並べて,すっき

り気分然しそれもつかの間.本乱されて.乙女心乱 さ

れる｡利用者の皆様本を元の位匠に戻 されるように,

ご協力を｡ (おかだ の りこ :filf報サー.ビス課閲覧係)

ノ虎㌢ お 知

●時間外開館の延長等について

8月25日 (木)から下記のとおり変更になりましたの

でお知らせします｡

開館時間

月曜日 (本館)22:00まで延長

土曜日 (本館)12:00-16:00に変更

(分舘)13:00-17:00に変更

なお､土曜日に,貸出 ･返却,OPAC検索が利用でき

るようになりました｡

おって,休館日については.囲む館の寡内 ･掲示に注

意 して下さい｡

｢‥一一一‥ ~-~〈 一̀ 一､~ 波 多 江 責

雨こそマケズ/風こそマケズ/雪 こそ

夏ノ暑サこそマケヌ (しばしば冷暖房が

切れるので)/丈夫ナカラダヲモチ/請

学力ガアリ/ ロシア語ヤスペイン語ノ本

ヲ前ニシテモ/決シテ動揺セズ/イツそ

h'0.14.1994

千

シズカニワラツテヰル/一日ニブックトラック一台分

ノ本ヲ処理シ/一年二一度ノ､海外旅行二行キ - i

ありがちではありますが,洋宙目録担当の心情を う

たってみました｡コウイ7回岱館員になるべく,一階

の事務室のロッカーの陰で,日夜,精進しております

(はたえ たかこ :付f報管理課日韓情報係)

ら せ メタ′
●スリッパの廃止について

10月 3日 (月)からスリッパを廃止 し,靴履きのまま

で入館できるようになりました｡

●MEDLINEネ･ソトワーク検索システム説明会の開催に

ついて

司町キャンパスでの説明会に続き柳戸キャンパスにお

いて 8月23日 (火)午前 と午後の 2回,情報処理セン

ター教育端末室で開催 しました｡合計約120名の参加が

ありました｡

なお,司町キャンバスでの説明会を再度行 う予定にし

ています.
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