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|理事会報告| 

1月28日〈会〉

以下の企業の入会を承認、した。� 1. 

賛助会員:JlI崎航空サービス閥� 

H ニュージャパンエアサーピス鱗� 

友社

0した� 2. 

・5月19自の定時総会へi向けて具体的な準備に入る。

〈総務委員会〉� 

摂謡に進行中であ11版ダイレクトリー製作は.WEB

るc 名簿部分は19鈴年販の内容で完成、代理活…� 

2月米までに評鏑寂が完成する。� 3)ヲ初旬に

会懸の仕入担当者を対象とした説明会関催を予定

し て い る 。(ダイレクトリ

・2001年の翠詞交換会は出席者の増加が見込まれる

ことと、 ため会場を変える。

-今間入会社の他;こなお数社が入会会検討している。

告さ続いて東京地区以外の地域にも拡大したい。

(会員増強委員会〉

.英国出額社協会関品使節屈が 2耳目臼~訪問

闘する。 日韓の都合により しての対応

スケジ� :;>.-Jレ、メンバー等を通知

するに止める。(事務局)

推進会議に正会員として入会する。jも読書年� 3. 

|渇外ニュースi

リ-~.ヱルゼビア
科学拡ど� 3事業に特北

業積の早期間後令目指す

じり室にある -情報サー

ワード・エ� jレゼピアは、インターネット

投資を加速する 科学、法律、ビジネスのご分野� 

iこ特化するリストラに着手した。同社はオランダの法律・

税務分野の出版大手との合併そ断念、リストラと併せた

ネット関連事業への投資加速で業績の早期間復を

同社はオンラインの法律・ピジネス情報サーピス� LE-

XIS ・NEXIS投や米ビジネス誌カーナーズ社後傘下iこ

持つほか、俊界最大の医療専門誌ラン々ットを発行する。� 

1999年10月時点で、苦界の出版・情報サービス分野での

時{泌総額規模でカナダのトムソン、英爵ロイターに次ぐ

ワストラの柱は、 法律、ビジネス

独立経営にする とに専在社長を爾き収議率向

上を図るなど。総当数の人員整理 リストラ� 

として今後2年簡に、� 2億 5千万ポンドを見込む。

また、ネット関連事業には今年� l年簡で� l億� 5千万一2

檎ポンドを投じる。
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競争激化による LEX践の苦戦や、米どジネス誌の伸

び悩みで、同社は98年12月携に前期比  6%減益  iこ陥っ

た。前期も減益は避けられな しで株価低迷が続い

ているの

悶制;は93年、 ど情報出獄で英最大のリード・

インターナショナルと学術出版で世界毅荷量禁の笥エルゼ

ビアが対等合併して誕生。言語ウォルタ…ズ・クルーワ

とは97年10J:lに合併に合意したが、法律・税務分野での

規模が際媛視されたため、計闘後緩棄した。その後は、

も低迷していた。

〈ロンドン 日経産業新鶴 2000/01/06) 

インターネットビジネスに新たな展開

インターネット・ピジネスの AOL (アメリ

カ・オンライン)と、雑誌・咲闘・ ど情報産業の

大手 TIMEWARNERの合併が発表された。 AOLが

今回の合併を行った主要な目的は (AOLも認めている

が)、 TIMEWARNERの有線チャンネルにアクセスす

ることだ。通信上のE主導域に関する潤題がクワヤーされ

れば、狭爾.楽・その地メディアなどol1二帯域を必要

とする情報が、顧客の家庭iこ議接送りこまれることにな

る。これはまた、映画関遂の繋籍販売にも有利である。 

AOLのチャンネノレは、 WARNERのスポーッ;本にと

って格好のプロモーション媒体となるし、エンターテイ

ンメント・チャンネ J対立有名人の自伝与を波長することが

可能だろう。

ヲヂ

より、他の新18メディア企業間の合併が誘

れると〈既に、 YahooとKマート、 AOLと Wal

て才一トが提携している)思われる。少なくとも  MI-

CROSOFTとち&孔 cornの共同事業は向じ動機による

ものだろう…一企業は!日弊さから緩新技箭への綾却を目

指しているのだ。 

BERTELSMANNの M r.Thornas Middelhoffは、 

iAOLと TIMEWARNERの合併は、ここ数年我々が

とってきた戦略、つまりインターネットをメディア分野

およびどジネスに統合させてゆくというものが正しかっ

たととそ説明するものだjと語った。 

PW Daily for Booksell諮問/January10，11，12，2000他 

ミー

出版・情報サ…ピス各社の時儲総額の
比較(99年10月時点〉 油所副ジード.:r:)~ゼビア〉

トムソン〈カナダ〉

ロイター〈事務

ピアソン(お

リード心レゼピア〔命科ンダ〉

ウォルターズ・のいワベオランダ7
マグロウヒル(米1

ダン&ブラッドストリ…ト(封。

億 !'J 200 

く2000年紀の幕開けを迎えて〉 

2002年絞までにグローパル化の

流れ、オンライン時代の流れにそ

れなりの対応を完了させねば全く

企業の存在価値がなくなってしま

うと言われている。戦後50年以上

にわたり、日社主の発展の原動力の

って米た我々

りを、今改めて新しいものへ諾ける時かもしれ

ない。業界団体としてはまとめにくい業種かあしれない

が、海外戦略、広報、物流、消費税問題等、必ず業界が

一致し協力して活動出来る局爵があると縫信している。

突破口に、初jえばフランクフルトヘ共潤ブースを持っと

か可能性は無いだろうか。

新田満夫

今まで EI分サイドからしか物を

見ようとしないワンマンがf議長現

して、物事にはいろい

ろな兇方があるの安勉強し、又意

まとめる じながらも

理事の任務を楽しんでいます。文

化厚生は新年パーティ、どアパー

ティ、ゴルフ、テニス、つり、務後、題碁等多方惑に活

していますが、書籍業も文化厚生も見方後変えればサ

どス業と i司じ。私自身もこの分野に窮いているのでは

と告負しています。それでもまだまだ勉強不足、今後も

メンノてー 共に楽しみながら日本洋書協会の発援

につくしたいと思います。

鶴三室長
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j委員会報告| く文化車生委良会〉

第94回72会ゴルフコンペ

会員社名:mol府航変サ…どス株式会社

東京都千代限区内議町� 2-1-1 

Tel :047-327-7902 Fax: 047327-3779“� 

:代表取締役社長 森光雄氏 :tt表取締役社長 西野久錐氏

;利用運送、 旅行業 :印樹祭


入会日� :2000年� 2月l臼


会員資格:賛助会員


日� 2000年� 2月1日

会員資務:賛助会員

《予 裂を》

:ニュージャパンエアサービス株式会社


東京都港区東麻布� 1-11-1 とおり

Tel: 033586-3851 Fax: 03-3582-3695内 周� 

tt表議 :代表取締役社長機本郷之氏
雲寺� :2000年� 5月198(金)~20 日


:利用紙ZE遂送、� i議罷業� 
所:神奈川祭・箱根湯本温泉


:2000年2 fI1日

数日前に北海道・策北地方iこ大設の報。天候が心配さ

れましたが、この臼の関東地方は無嵐快精の繁晴らしい

ゴノレフ日和。セーターも婆らない暖かい一日でした。武

蔵野の林に図法れ、手入れの行き届いた美しい丘陵コー

スは麓さん(東亜ブック〉のホームコース葛根カントリ

ークラブ。� 4紐14名の委主主uで熱戦が繰り広げられました。

優勝は最近ぐんと実力を伸ばした若さの鶴竜次さん

(東議ブック)0 r前回参加の時は� 5位、今際優勝カップ

しいJとのコメント、立派でした。� 

iきてほっとした、ハンデニトャップが変わってもワンツー

ブィニッシ品したいJと次西への意欲を語られた宮Jllさ

ん(丸議〉が� 2伎に入賞されました。� 3位には、

表彰式、パーティのm会で大忙しの鶴三部さん(策班ブ

ック� )0r斉田さん(三善〉との「握りJ1こ勝ったのが嬉

しい、楽しめばいいと思ったが良かった、楽しい一日で

した。jとのスピーチ、ベスグロ策も護得されました。

高根カントリークラブ� 1999・12・9(木)

ピールやお語、料理を口に漆ぴ乍ら、入賞の方々、援

を絡めてマッサ…ジ;こ掛かつての参加の和毘さん(大洋

イ哉のコンペをキャンセルして参加された斉沼さ

ん遠のユーモア溢れるスピーチに拍手が超き、談笑のう

ちにノぜーティはお障さになりました。� 

G HC NET 

優勝鶴竜次 ブック)� 95 24 71 

2 宮JiI 修(丸善〉� 102 24 78 

3位鶴 (東亜ブック) 93 8 85 

品位戎井濯、治� 102 15 87 

5位梯忠土(ワタナベ流通)114 25 89 

ベストグロス鶴三郎 ック)� 93 

ドラコン 戎芥話治 柳宏、会〈ワタナベ流通〉

~惑は靖生〔日本出版貿易〉 和田茂(大洋交易〉

ニアピン機忠士(ワタナ 佐川炎資夫〈三� 

善〉 (HN記)� 

って通知します。 務局〕会員資格:賛助会員� 
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出摂文化史遡議集一密から東から一(42)

明治初期の

.明治16年洋審問議!こ見る輸入の状況� (5)

丸善の英文出版物の紹介を、もう少し続けたい。

この洋勢認録の“Gym設astics"という分類に、� 

16年の丸義出飯物� "Strange，F. W. -Outdoor Games" 

がリストされている。出版社名は� "Z.P. Maruya & 

C0."を使用している。日本の「スポーツ界第一の麗人j

〈木村毅)といわれたストレンジの著作で、確認はでき

ないものの際幸子(復刻ではなく)であると患われる。

ストレンジは、明治8王手に策求英語学校の教言葉として

米日し、後東京大学予備問、さらに第一高等学校で教鞭

って、日本に脅ぞ縛めたイギリス人である。彼は英

語教師として招勝されたのであるが、むしろ欧米の近代

鵠体育を学校に導入したことで坊綴があった。明治16年

に彼の主導で東京大学第� 3部と予備門が合同で我が悶最

初の選動会を行って日本の鰭と競技の先駆者となり、ま

は初めて東京大学のボートレース後指導して競

艇を行い、このレ…スでは彼自身舵手与を務めた。さらに

第一高等学校の野球部の関部にも係わっており、教育の

場におけるスポーツの定着に尽力した。

日本での密洋式スポーッ〈体操〉は、安政年間に幕府

が銭l崎に言語設した海軍伝習所の教科に含まれたのが最初

で、明治に入ってからは陸軍がデュグロウを招牌して戸

rlJ学校で体操の授業を始めた。このように、日本の体操

は先ず箪察機練の。環として始められた。

練ではなく学校教育として本格鈎に教えたのは、

アメリカ人の“Georg日� AdamsLel且nd"であった。

後は明治11年に東京に新設された「体操伝溜所」の体操

教締として招聴され生徒の指導に当たったが、ほかにも

東京女子締範学校、東京訴範学校、東京大学予備円、東

どでも体操の捜撲を担当し、� 3年に及ぶ

よって体育の扶植に大きく貢献した。� 

“P邑rley，Peter-UnIv告rsal History" は『ノ~-レー

万雷史jとして知られた著名 るが、明治16

年目録に潟載されているこの本には“JapaneseEdi-

tion"と表示されている。瞬、治16年までの日本での英文

絞発行は、明治2年lこ言言問屋蔵梓� 7パアリ一万悶鹿史』� 

に見る� C14J 

丸善・ 鈴木陽ニ�  

4簡が1867年販の原著ぎに慈づいて復溺されているし、墨

立盟会盟書館の時識には“BooksellingCo.，Tokyo" 

刊行の暁治14年版が収録されており、丸善では英文服を

発行していない、しかし、丸喜多は原撃を大量に取り扱っ

た関係マ、出絞社がタイトルページに丸善名を叩綴IJして

供給した。目録に掲載されているのが、この版で、あった

可能性は高い。いずれにしても、� ζの著名な本を「丸善

意互jとして大濠販売した慶史があるので、明治初期に最

も普及し、話洋知識の教本として最大の役割を果たした

といえるこの洋警について少し紹介しておきたい。� 

1837年iこ初版がflJrrdれた本警が何時から日本に入っ

てきたのか不明であるが、福沢諭吉が二度闘に渡米した

慶応� 2年には大量設に鱗入して撮送した。彼が{出会藩の依

頼で議達した分だけでも、 に26

冊もの収議記録が見られる。

ノf…レ…は“SamuelGrIswold Goodrich" という

アメリカの著述家・史家文学者の間名で、彼はボストン

で雑誌を編集して新進作家を育てたが、その中にはホー

ソンやロングブ広口ーなどもいた。「万国史j は無名時

代のホーゾンの執筆であったといわれている。

この本が明治初期の日本でいかに普及したかというこ

とは、� 1874(明治 7年〉改訂版の中で日本を紹介した筒

「出版社は、速い日本からしばしばニ事、盟百、六

苔という註文をきをけ取っている」と記述されている� ζと

でもわかるが、福沢は慶応義撃の教科警に使用し、

生が教師として全国に散らばった関係で、教科警として

が広まることになった。翻訳で見ても、明治元年

に察静学人による抄訳� f雌洋夜話J5慌がflJf子されたと

いうその素早さに驚くが、また福沢は『凶洋事情JC慶

応� 2年~明治3年)を執筆する際に万閑史を参照してい

る。 がベストセラーになったほど欧米知識

の摂取に渇仰していた開化期の人々にとって、� fパーレ

一万国史Jは世界を知る上で恰好の英文療畿として競っ

て読まれたのであった。〔参考文献:木村毅 『日本ス

ポーツ文北史J/木村毅� F丸善外史JI/Ir丸善百年史J上

『日本西洋史学発途史J/金子宏こ

言議JについてJ) 
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新・パソコン外論考� 4) 

学回JII…彦� υ白書棚aKazuhi知

また、お会いしたいですね。be seeing you./ 11+1'
子目、知之者不知好之者、好之者不如楽之者、� 

The 続出tersaiι"To be fond of something is 

bett号rthan merely to know it，and to find joy in 

it is bett告rth乱nm告re1yto be fond of it." 

〈論語/羅也・� ConfucIus;The Analects/Boo註� VI)

ップボードよのデータそ� pasぬ(貼り付ける)

[Ctrl]十� [X]日範間指定した箇所を� cut(切取る)

*上記の [CtrlJ十 [C]、[V]ネーと総み合わせて使用

すると便利です。

[Alt]十 [Tab]=openしているウインドウを切り替え

ることができる

ウインドウをクローズして、アブリケ[F4]-ト[Alt] 

ション終了します。さらに押せば Windows の終 T~主

で辿り着きます。

[Windowsマークキー]や� [D]口全ウインドウそ最小

・� 
・
・� 
・
 

【超抱意訳;先生は言われた。その物事奇知っている人

は、これを愛好する人には敵わないわけだ。また、これ

を愛好する人は、これを「楽しんでいる人J Iこは建設わな

いというわけだね】

橿ノートパソコン実践的使用記その-2-

NoteωPCのキーボードは、� A4サイズのものであれ

ば突銭的使用;こは不足はないと言えます。が、如何せん

デ、スクトップのキーボードと比べますと、物理的に小さ

いのは歪めません。また、� pointing-device(NotePC叩� 

ではパッドとかスティックポイントとか称されるもの〉

が、いささか使い勝手がよくないこと

そこで、� Not十� PC会快適に操作するためにぜひ覚え

ておいていただきたいベーシックな� Isho討ωcutキ-J

〈なにも� Note-PCIこ限らず� Windows使用のパソコン

であれば可なのですが...・ a・〉をいくつかあげておきます。

[以下 [CTRL] +[C] という表記は、� [CTRL] キ

を押しながら� [C]キ…を押すという意味です。隠特に

2つのキーを押さねば、という脅迫観念は捨ててくださ

化してデスクトップを表示します。・[Windowsマークキー]トヨ]=Int告rnetExplorer 

の起動やー� 

e[F1J=ヘルプファイルが起動します。 HELPキーを

探さなくてもいいので便利です。

かつての98系や日本式パソコン安使い慣れた人にとっ

ては、この� N抗告-PC(もちろん Windowsマシン〉の

キーボ…ドの配列の中で‘戸惑うのが、この� HELPキー

の不存在です。以上、この� short-cutキーを覚えて活用

されることを祈りま

また、キー費己苅のゆでもう一つ戸惑うのが、� [CTRL]

キーの位識です。できれば� [Cap器Lock]と入れ替えて

使用したいくらいです。特に、上記の様に� [CTRL]と

緩み合わせて使用する際に!;;I:......。

そこで、少し� Internetなどに慣れてきたら、ぜひ

「ただJで使用できる� FreeのなltIMEfor Windows" 

という� fキー入れ替えユーティリティj ソフトを、ニブ� 

ティーからダウンロードしてみてください。ついでに� 

い。タッチタイピング� Ctouchもyping、blind-touch 

と誘う言葉が禁句なって以来このように苦い慣わしてい

ますが〉のできるコゲごしたら、左手の小指で� [CTRL]

キーをまず揮して、� i弓じ左手の人差指でお〕キ一安押

してください。このタイピングは苦手という万は、遠慮

なく友右の人差殺で押してください。ただ、同時に押さ

ないでください。俗にいいます築おのやり方ですが、ワ

ンフィンガータイピン夕、でどうぞ!]

次の� 8つの� ishort-c註tキー」は� Win98のアプザケ

、さめにできて11キーもちょっと[ESC]では、NotePC蜘� 

い家すので、[半角/全角]キーと入れ替えて使用する

と便和です。

[このようなソフトのユニ…クなものなどもt斤があった

る、紹介したいと患っております。また、次号からはパ

ソコンと英簡の関係を論じてみたいと思っております]

と、本稿を進めていましたら、� 2月中旬には鳴り物入

で� iWぬdows2000Jが発売されるとか。この� 08は、

元来� iWinNTJの後継、かっ� W8 fflCWork8tation) 

に碍発されたものです。� Eまあ、出たらすぐは……。初期・
・・
 

ションソフトでも使用できます。

[CtrlJ+ 3か月待ちぞ!要忍耐力。とい[A]=オープンしているウインドウ内のファ

イル〈ワープロで作成した文書など〉そ「会選択J

[CtrI]+[C]=範関指定そしてコピーをする

[CtrI]+[V]出現夜の「カ…ソルのある位置J!こクリ

のロットのパグがとれる

うことは、これに乗換えたら、 Intern告もなんて

うボタンも使えないのでは……。

この辺は次号で。乞御期待。� 
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投資対象としての -稀韻書

私は、古書、 る際、「これを

っておけば、 りして儲かります」といった

すすめ方は今ま してこなかった。しかしながら、

最近になってこのすすめ方で良かったのかと疑揺に思う

ようになってきている。ヲ?なわち、古書・稀議警は、手ム

が今まで患っていたこととはまったく逆に投資対象とし

て最適なのかも知れないのである。� 

1998年� 3月、� 5月、� 10月と� 3回にわけでニューヨーク

のクリスティーズでハスケル.F' Jーマン博士� (1915…� 

1996)の厳審約1，400点が競売に付された。それは、科

学史、医学史に関する分野での過去最大のオークシ蔀ン

であり、� 3 は約2，000万ドル〈当� 

5寺邦貨28億丹〉 した。

ノーマ ンフランシスコのカワフォ

ルニア大学及びマウント・ツイオン病院にて、

医として講践を持ちt活動していた。また、

ら古警・ いた。故/ マン

博士には大変失礼ながら、博士がもし投資とし

稀毒見書を蒐集していたのなら、その結果はどうで、あった

のかを検証してみよう。しかし、今となって

れらをいっ、いくらで購入したのかを知りょうがないo 

"Auction Record"突事惑を軍IJmして過去の取引鍔と

を欝べ、日路年の博士'のコレクション

格を比較してみるひなお博士所蔵のものも、

例として挙げるちのも最高のコンディションのものとし

て御理解いただきたい。

1.アリストテレス r全集J1495-98年刊� 

$120，000、1989年の競売で� $165，000、� 

$ 365，500で落札された。� 

2，ユークリッド� f幾詩学原論J1482年刊� 

197号年にアメヲカで� $30，000で取引された。� 1998年の� 

$87，2∞で遂札された。� 

3，ベーコン� F大改葱J1620王手刊

アメリカで� $2，300で取引された。� 1998年の� 

$20，700で落札された。� 

4，ボイル「懐疑的科学者J1661年刊� 

19例年のイギリスの古書屈の自録iこ$19，500で記載さ

れていた。� 1998年の競売で� $143，5∞で落札された。� 

5，デカノレト『方法序説J1637年刊

言菱自 修ニ

アメリカの業者が1985年に� $17，500、1991年に� $35，0 

00、1996年には� $47，500で販売した。� 1998年の競売で� s 
90，500で務札された。� 

6.ガワレイ『星界の報告J1610年刊

持77年の競売で� $39，000、1993:停に� $105，000、� 1996

は2西$225，000と$310，000で務札8れた。そして� 

19路年には� $387，500で落札された。� 

7.ハレ-r琴星天文学概説J1705年刊

過去に取引された記録がない。ノーマン博士がどのよ

うにして手に入れたのかは、4'となってはわからない。� 

19路年の競売で� $145，500で務札;された。� 

8. ケプラー『新天文学J

アメワカの業者が1982年に� $9，500、l鈎1年に� S35，000 

した。� 1998年の競売で� $145，000で落札されたっ� 

9.ニュートン� F自然苦学の数学的線運J1687年お

アメワカの業者が1984停に� $30，000、1988年に� $50，0 

00、1991年に� $165，000で販売した。� 1998年の競売で� $3 

で落札された。5001，2

10.ダーウィン『穂の組源J1859年刊� 

1970年代には� $5，000からお� 10，000、1990年には� $25，0 

00で取引された。� 1998年の競売で� $46，000で落札された0 

11.ロパチェーフスキ…� f幾何学の起源についてJ1829-

30年刊

フランス ノーマン簿土iこ$50，000で� 

売却した。 $ 387，500で落札された。� 

12. メンデル『植物雑織の研究J1866年刊� 

1980年に$5，000、1993年には� $18，500で取号された。� 

1998年の競売で� $51，750で、議札された。

もしも、ノーマン博土が利益を上げるため� .ji 

集をはじめたのだとすれば(そのためだけではなかった

ろう。なぜなら彼は、後の生存中決して手放そうとはし

なかったので入第� 2次大戦後の取引の例と、� 

ITな してみれば充分以上の和主主

が得られたことは、確実である。

ケネス・ヒ� jレ氏l立、戦後ずっとウオール・ストリート

における投資銀行家として活躍してきた。氏は、g;

物愛好家としても知られ1974年には「太司王洋コレクショ

ン」をカワフォルニア大学へ、� 1986年には コレ

クションj会コーネル大学へ寄轄した。そのどちらもそ� 
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の分野での最高の水準のコレクシ滋ンと言われている。 

19幻年には、優れた替物蒐集家に対して与えられる「サ

- .トマス・モ をサンフランシスコ ら贈ら

れている。認は、 1998年“Book Collector" 誌に  

"Rare Books as Investments" と題する

している。その中でコレクターの心得として次のように

述べている。 f書籍、美術品、陶器その他なんでもよい

が、それらを投資として葉集することは、株や公社債よ

りもよい収入を得られるものであり、しかも蒐集の第一

目的であってはならないということ、その代わり、

し、探索し、購入して、あるコレクシ策ンを完成するこ

とが、その人の興味の的が何であれ、このーとな

それを成就すること自体が大きな楽しみでなくてはなら

ない、ということです。」

廷は、古警・稀額警の議集をはじめたゆ60年か

までの市場価絡を、銀行家らしく綿績に自分のノートに

記載している。

ヒノレ氏が購入したぢ書・稀観警は、平均して 1961年以

米毎年約10%の割合で価格が上昇いつまり 7年毎に倍

しているという乙とになるそうである。そして同時期

におけるインフレの毎年浮均は 5%、主主裁の政府公僚は

平均年 8%だそうである。また、株は 1961年以来約 9倍

増加し"しこれは年間 7%近い上昇を意味するもので、

さらに 4%の配当会加えると総収益は約11%となる。従

って、公社後や株に比して -稀翻機への投資は有 

利であるとしている一方、不幸せな点も次のように指織し

ている o r古議・稀議事警の競売市場は年間を通じてほん

の 2--3度開かれるだけで、績づけの点で気まぐれであ

るという悪評があります。* し は、

利子や配当が{ぜかないということを頭に入れておかねば

なりませんo 五さらに株や公約:績は確実な綴絡で売却可能

で、その支払金も 3日で受領できますが、古書・

の場合は緩もよくて 3-6ヶ月必要でサ。そし

ついて大きく不安定であるという点がある

また詞民は、今後の古書・務鍛欝の価格について今は

もインフレの少ない時期でおるとしたよで、次のよう

に述べている。「古書・橋鍛警の価格;立、過去35年間に

あったような急速な離合で上昇する ζ とはないでしょう。

古審・稀殺害の価格もたとえば年 5-6%程度の成長率

で過去35年間の約学ー分の割合です。ただし現校のゆるや

かなインフレ率よりは約 2僚の高さで推移するものと私

は見ていま 

ヒル氏の論文により -稀観書を投資として購入す

ることが、決して無謀ではないことがお判りいただけた

と思う。しかしながら、どんなざ議・稀観警でも投資と

して有効であるわけではない。むしろ多くのか轡・稀童話 

5年たっても 10年たってもそれほど高くならないも

のである。それでは、今後どのような古欝・稀譲蓄を購

入しておけば将来投資効採が期待できるのかお教えしよ

う。これらはノーマン博士やヒル誌の議集し

析することと、長い私の古書・稀織替の取扱いの経験か

出されたものである。

中学、高校で学ぶよう も知っている書物。

2 :人類の牒史に大き たもの。 

3 :;初版本でみること。務者のすナインや欝込みがあれば

な 

4 :世界的な視野で三殺を選ぶ。日本人だけに人気のある

議物は危険。 

5 :日本のE[J鱗物では『百万塔舵羅芝i、F解体新書J後

数点のみの 

6 :ヌドのコンディションはできる限り最良のものそ選ぶ。 

7 現在の流遥側絡で$20，000以上、安くても $10，000

以上のもの。 

8 :世界中で100部、多くても 200部程度しか存在しない

もの0 

9 :購入の際は信用のおげる取扱踏を選ぶ。

10:短期間で利益を上げようとせず、少なくとも 5--10

る党憶が必要。できれば自分の代で処分す

るのではなく、「子孫に策協を残すj という気持ち

で。

ハスケノレ .F・ノーマン簿士のコレクションぞ作る態

度や、ケネス・ヒ

する立場にある私にとって大変参考になった。とれから

は、 f投資対象としても決して惑い商品ではないj とお

客様に説明していこうと患う。しかし、それでも古書・

稀親書を買うお客様の話的が作品そのものを愛し、自分

の研究に役立てようという気持ちからであってほしいと

私は，怒っている。

(参考文献)

〈丸二蓄徽)炎術古書販促グノレープ)
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| ビデオによる数学 的誠一� 
!!-銅学と宇宙論の入門一 ? 

? 酌白-l-
? tj戸~;.封 ~l!Jcß 了一『
+ -4-+十� 
4 1he gihaJ59州� 3間四割 十十ート十�  

' ビデオ� 1巻� (13分) ￥20，000 t 一双由幾自の不思議な世界一

宇宙れ 広� j 
どのくらい多くの星があるのでしょう? ?自え定結び
そんな問題に対して、とのビデオの制作者ウィークスは

凶結び自の禰空間を都節目

まず基本領域のアイデア蛾って、トーラス，クラインーし

~1Q1 Knot 日ilt¥語版
 

ビデオ1巻け8分) ￥20，000 
を積んでもらった後に、� 3次元トーラスそして向き付け

:との問は結び吋空間(山川作る

不可能なトーラス束が作る宇宙空間へ皆さんを招待して
↓双曲幾何の不思議な世界へ皆さんをご案内します。

1 


r v

1
f
'
1
4
f
f
+

!の双曲構造がどのようにして構成されるのか、目

ームの前で見られます.

そしてこの空間を飛び回った時に見える風景の

品

'
・

↑

不思議な変化の様子を、コンビュータによるアニ

メーションで体験できます。

画
000，23￥分)(63巻1ビデオFRACTALS:ANANIMATEDDISCUSSION"、、巴デオILフラクタ� 

球菌を裏返す ビデオ1巻(24分)� ￥34，000TURNINGASPHEREINSIDEOUT" 、、

000，28￥分)(22巻1ビデオOUTSIDEIN" 、、アワトサイド。イア

生命活震動のシミコレーショシ "SIMULATIONENDESLEBENS"ビデオ1巷(33分) ￥28，000 
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