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﹁

ローでかなり完成度の高いも

年度版の資料集を考えでいます
書庫がようやく完成して︑

センターの資料収集・整理の

情報提供として︑ひとつには

です︒ひとつには︑会員への

年度版の資料集の編集︒発行

かを考えたときに︑月報だけ

をなくさないようにどうする

に付いている月報です︒月報

ひとつ考えたのが︑全集など

とめていくこともあります︒

それと古い資料類を適宜ま

のになるでしょう︒

一環として︑一年間に刊行さ

まとめてファイルすることは

こで︑いま検討を始めたのが︑

あとは内容が問われます︒そ

れた本や雑誌論文一︒記事など

み物としても面白いし︑散逸

もちろんですが︑これを資料

要するに︑新しいデータを

しがちな月報だけに何ほどか

を資料集の形で一冊にまとめ

きちんとまとめて公表してい

の役に立つのではないかと考

集にまとめておくと︑結構読

くということです︒注意深く

えました︒

るというプランです︒

進めていけば︑一〜二年のフォ
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西田きんの蔵書を整理しています

ハビリに励み︑かなり回復

作後︑十一月に退院してリ

た︒九四年九月の最初の発

夫氏が脳梗塞で亡くなられ

まり︑ダンボール箱四つが

昨秋からは寄贈資料もまと

は︑本紙に報告しましたが︑

業過程で寄贈を受けた資料

整理に当っていました︒作

ら月一回のペースで蔵書の

されていたが︑昨年九月に

富士宮に送られています︒

昨年十二月八日︑西田秀

二度目の発作で倒れて︑再

最初の発作で退院された

です︒以降も∵可能な範囲

中で︑年内いっぱいの予定

蔵書の整理は現在も進行

後︑西田さんは蔵書の整理

で寄贈資料の内容を報告し

起はなりませんでした︒

を希望し︑氏の希望により

ていくつもりです︒

のにもなるでしょう︒

資料として使い勝手のよいも

奥沢と下光が︑昨年一月か

古いスクラップや雑資料類
をうまくまとめて再録すれば︑

インや11ネットあれこれ

研究者のネットワークが相互
につながっていました︒
この本からは︑こうした各

その代わりと言ってはなんで

タベース入門はお休みです︒
ネットワークをつくっている

いっても︑アメリカが最大の

れる可能性もあります︒何と

体がアメリカの肝いりで作ら

用の内容については別にして︑

いたのでしょう︒軍産学の使

ピュータをどのように使って

当時は︑このつながったコン

ている様子がうかがわれます︒

TR・サトー

すが︑今号では︑最近話題の

のですから︒外部からの規制

操作を中心に見てみましょう︒

種のネットワークがつながっ

﹁インターネッ寸﹂について

をできるだけ排除して発展し

一

今回は︑ヒロ︒イトウのデー

少し︑説明をしてみましょう︒

てきたインターネットも︑岐

ほかのコンピュータを便

∃︼1・︼−It・・◇⁝⁝・・・−

■つ

コンピュータを使いたい時

音輔ヰtu

大沢正道氏より
美術グラフ ﹁特集 望月桂﹂

︵一九七七年四月︶

﹃クロボトキン﹄ ︵森戸辰

男著︶

幸徳秋水の手紙
︵マザー・アースのコピー︶

﹃萩原恭二郎全集﹄第l巻

山田崇正氏より

詩篇
﹃ブルードン﹄ ︵河野健二

﹃大杉栄遺稿﹄ ︵安谷寛一

・
編
︶

つかの非営利団体が作られ︑

ません︒ボランティアでいく

が仕切っているわけではあり

トがまだインターネットと呼

本があります︒インターネッ

︒ストール︑草思社︶ という

に卵を産む﹂ ︵クリフォード

ている研究者がbにあるデー

ピュータがあります︒aを使っ

タがあり︑B大学にはbコン

う大学にaというコンピュー

択して作業できます︒Aとい

タを別の所にあるものから選

﹃市民的抵抗﹄
︵G︒ウッドコック︶

﹁ カ ツ コ ウ は コ ン ピ ュ ー タ にその作業に適したコンピュー

インターネットの実際

路に立たされています︒

インタトネットとは︑複数
のネットワークの連合体です︒

通信の取り決めをしたり︑新

ばれる前︑草創期の話です︒

タを使って計算をしたいとし

﹃カアペンタア詩集﹄

︒
編
︶
﹃財産とは何か﹄ ︵ブルー

規に加入するコンピュータに

大学の研究者がハッカーを追

ます︒もからデータを持って

今のところ︑その運営を誰か

番号を割り振ったりしていま

です︒この時には︑軍事用の

跡する過複をテーマにした本

きても良いのですが︑その量

﹃さらばスペイン﹄

︵ソレル著 望月︒石川訳︶

﹃暴力論﹄

﹃ブルードン︒・︒﹄
︵バンカール︶

ドン︶

す︒

ネットワークと軍事産業のネッ

がとても多くてaに移すのも

最近は︑アメリカや中国な
どで規制が強化されつつあり

トワーク︑それに大学などの

︵ドス︒パソス︶

ます︒今後︑何らかの運営団

ティングの発展型です︒この

ののように使ってしまいます︒
昔からあ亀リモートコンピュー

通してもをあたかも自分のも

すれば自分にも使えそうだ︒
そこで︑aのコンピュータを

ログラムがある︒少し手直し

そのデータを解析する為のプ

面倒です︒しかも︑bには︑

です︒本の中では︑新しいコ

コン通信の掲示板に似たもの

疑問を載せたりします︒パソ

い成果について説明したり︑

り取りします︒研究者が新し

プを作り︑その中で情報をや

ニュースを配信する為のグルー

報道をするのではありません︒

合には新聞やテレビのように

いては次回以降︑機会があっ
たら記述します︒

うになっています︒これにつ

ムページに移動したり︑ファ
イルを読み込んだりできるよ

して指示をする事で︑別のホー

作って公開し︑その画面に対

にホームページという画面を

浴びています︒コンピュータ

WWWという掲示板が脚光を

手紙を出す

場合︑相手のコンピュータを

四

タのディスクという保管場所
に置いてあります︒一でも既

たデータの集合です︒コンピュー

イルを持ってくる
ファイルとは︑電子化され

多対多のものであるのに対し

て同時に多数の宛先に送る事
もできます︒三のニュースが

を送ります︒同報通信といっ

各自のアドレスに対して手紙

http：／／WⅦW．WOrはnet．net／〜sa七一昏SP

現在、SATは財政が緊迫しているよ
うです。エスペラントに興味のある
方、今は遠ざかっている方も注目を。
︵送料共︶

AR編集局

00950∃2−1460

へ振替口座︶

私書箱57号 ARP気付
へ購読料︶一部三百円︑
年間三千円

Å4判こハ〜八貢・月刊
︵編集︒発行︶アナキスト連盟
〒606 京都市左京郵便局

東京0010nT⊥HT131586

東京都新宿区本塩町八番地
電話 〇三︵三三五三︶二八三五
FAX〇三二二三五三︶二八八七
へ振替口座︶

千五百円︵いずれも送料込み︶
申し込みは左記まで
ぼる出版

各号A5判二ハ十頁平均
二号分＝千二百四十円︑五
号分＝五千円︑十号分＝九

アナキスト連盟機関紙 由 由 経 済 研 究
﹃自由意志﹄
窪期購読者募集
定期購読者募集中

ンピュータウィルスの報告な
どが見られます︒

使う権利 ︵アカウント︶ を得
ておく必要があります︒

E−M allと言ったり電

に書いたように︑データをa

て︑これは1対1または1対

二 ほかのコンピュータのファ

へbから移動する手順が決め

多の情報交換です︒

子メールと言ったりします︒

られています︒当然︑この場
合にも︑そのコンピュータを

れていたインターネットの使

以上の四つが早くから行わ

三 ニュースを配信する

い方の典型例です1最近では︑

使うアカウントが必要です︒
ニュースといっても︑この場

SATのインターネットアドレス
エスペラントの国際団体SATが、イ
ンターネット上にホームページを開
設しました。アドレスは以下の通り。

◎お知らせ
らは文献センターの会員の方
を中心に発送する事になりま

部までお知らせください︒
︻会員の方へ︼

は引き続き会報として︑文献

︻定期購読者だった方へ︼
なお︑友人等に過去︑リベー

センター通信をお送りします︒

文献センターの会員の方に

での4号をもって︑清算させ
ロの定期購読者でありながら︑

購読料は会費に含まれていま

すので︑ご了承ください︒

ていただきました︒今号につ
1号〜4号が届いていない方

休刊による残号分は前回ま

いては︑ご連絡の意味もあり︑

す︒

たのですが︑結局︑ページ滅︑季

刊のまま︑に落ち着きました︒

◎⁝リベーロにエスペラントの記

事を載せるのは︑もう︑十年ぶり

くらいですか︒リベーロもエスペ

ラントからの命名なのに︑何とし

た事でしょ︐笑

今では会員減︒エスペラント運動

リベーロ編集部

がいらっしゃいましたら編集

○⁝ソ連や東欧で共産党政権が崩

壊した時には︑どっとSATに会

◎⁝第5号は大幅にページを減ら

が方向を見失いつつある予兆かも

員が殺到しましたが︑熱が冷めて

しました︒減ったと言う万が正解

で入力しますが︑電子媒体にて
送っていただければ助かります︒

文献センター通信中リベーロ
今回のように記事が少ない場合は

発行所／文献センター

一九九六年三月十五日発行

第5号
苦労します︒

定期刊にしようかとの意見もあっ
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リベーロ編集部

⊥

エーデルホーフ内 奥沢邦成

連絡先／東京都新宿区本塩町8

編 集／リベーロ編集部

す︒活動が続く限り︑リベーロも

告を載せていくのが基本になりま

○⁝今後とも︑富士宮の活動の報

最低4ペトジは必要になるわけで︑

号︶

しれませ毎

0

はやめ妄っと思います︒とはいえ︑

ですが︒無理にページを埋めるの

2日
5
■です︒
門送り先︼
︵郵送の場合︶

たはT SATOU︵干扁T︶まで

PFC00︸⊇ ︵NiftyISe等e︶ ま 継続して発行されます︒実は︑不

︵電子メールの場合︶

連絡先＝奥沢まで

てください︒次号締め切りは1

スクで︑または電子メールで送っ

ファイル形式で︑フロッピーディ

ワープロ使用の場合はテキスト

原稿は手書きの場合には当方

四枚くらいです︒

をとると四百字詰め原稿用紙で

請求はいたしません︒次号か

原稿を募集しています
リベーロは読者からの原稿を
募集しています︒地域︒職場か
らの運動の報告︑集会の告知な
どナマの情報︑最近または昔読
んだ本の書評︒感想︑映画や音
楽︒絵画などの感想︑その他︒
最近の研究の成果︑論文なども
大歓迎です︒
長文は︑分載にしていただく
こともあります︒できるだけ︑
二ページ以内に収まるようにし
てください︒リベーロ一ページ
は約千八百字です︒タイトル分

