の上 のわずかな空地で,し ごとを してお られ る。おそ る
おそる案を申 しあげると,案 の定 ,先 生はおいそれ とは
うん といって くださ らない。い ろい ろおはな しのあ とで

ため本文に もアー ト紙 を使用す る ことに したのはキ トロ
ギアが 世界に 先鞭 をつけた ものであ る (和 国による)。
そ のために藤井先生 自ら製紙会社 に出向かれ技術者 に当

これはたいへんな しごとである。 も しこれを 私が ひ
きうけ るとすれば,私 は教育 のことはやめるわけにはい

時 のアー ト紙 の弱点を除 く必要性を陳述 され ,何 種類 も
の両面 アー ト印刷紙 の試作を依頼 し,周 到 に吟味 された
結果,合 格 したのが三菱特両面 アー ト紙 であ った。 これ

かないが,研 究は この さいひ とまずいっさい中止 しなけ
ればな らない。そ の くらいの覚悟がなければ,こ の雑誌

の 100折 の ものを藤井記念号に,90瞬 の ものを普通号
の印刷用紙 として使用 しは じめた。特注は 100連 単位で

をよい ものにすることはで きない。返事は しば らくまっ

なければ作 って くれない ので,昭 和 17(1942)年 5月
に特注 した 100連 の用紙が,実 は戦時中,戦 後 の用紙飢

こ うヽヽ
た現にる。

て もらいたい。
"
れ ,先 生 の真剣さに圧倒 されてひきさが った。 (中 略)私

饉時代 をカバー した のである。 この手持用紙 のおかげで
キ トロギアだけは一度 も紙質を落 した ことはなかった。

たちは 先生 によばれてお返事をき くときが きた。 私 は
ひき うける決心を した。 しか しあ らゆ る計画は私 にまか

当時は学術雑誌 の用紙 も配給制 とな り,紙 算 は低下 す る
一方で, しまいには フラ半紙 の よ うにな り,量 も制限 さ

せて もらいたい。
"と のお返事をきいてたいへ ん あ りが
たか った。 しか し私 に とってはそれか らがたいへ んであ

れた。そ のみ じめな姿は昭和 22年 ごろの学会誌 をみれ
ば一 目瞭然である。藤井先生 の深慮 の一 端が うかがえ よ

った。私 たちは藤井先生 のことを,石 橋 を鉄 の杖 でたた
いてわたるといっていた。キ トロギアをは じめるにあた

う。

私たちは,私 たちの軽いお もわ くはひっ く りか え さ

り,先 生 の 石橋鉄杖方式"は いかんな く発揮 されは じ
めたのであ る 〔
篠遠喜人 :保 井先生 と藤井先生.採 集 と
飼育 1971(9)か ら原文 のまま,文 中,先 生 とあるは藤井
健次郎名誉教授,1927年 に定年退官,1929年 にキ トロ

1%2年 86才 で逝去 された。 私 とは
現国際基督教大学学長,篠 遠喜人先生のこと。和国文吾
ギアを創刊 され,

博士は本学名誉教授,和 田薫幸会理事長,保 井先生はお
茶の水大学名誉教授,1971年 92才 で逝去されるまでキ
トロギアの同人として献身された藤井先生門下の一人。
藤井先生は退官後も名誉教授 として毎 日研究室に通って

印刷を引受けたのは 国際文献印刷社 の笠井重治氏で
藤井先生 の注文 のすべて (活 字 はすべて 特鋳 であ った)
,

を受け とめて くれた とい う。キ トロギアの校正 の最終作
業 である 立合印刷 "も は じめは印刷所はい や が っ た
が ,今 だに連綿 として毎号つづ け られ てい る。写真版
ことに電顕像を印刷す る場合 この立 合印用1に 際 して実施
,

される周到な注意がいかに大切であ るかは内外 の学ai誌
を比較 してみると一 日瞭然であろう。
キ トロギアの編集は 1929年 か ら 1970年 までの 41年
間,植 物学教室のなかで行なわれた。
キ トロギアが世界の国際文化の交流に寄与 した功績は

お られた。 この対話 は 1929年 某 日にあった〕。

故藤井先生へ の文化勲章 の授与 ,仏 政府 か らの レジオ ン

印刷については藤井先生 もしろうとで篠遠先生 らは大
変な ご苦労をなさっておられる。 これか らは 国際的で
なければならないか ら,掲 載論文はすべて英 。独・仏 の

ドヌール勲章の贈呈などがあ り,最 近には昭和 45年
出版文化国際交流会か らキ トロギア主幹篠遠喜人に対 し
定期刊行物として最初の国際出版文化賞が贈 られた。今
日までに登載 した論文 1,771篇 ,19,343頁 ,ほ かにサ

3ヵ 国語にか ぎり,日 本語はやめょう"と い うのが藤井
先生 の構想 であった。

,

プリメ ン トが 2,099頁 ある。

誌名 ,紙 質,組 方,活 字 ,印 刷 ,イ ンク,そ の他 に関

キ トロギアが今 日あ るのは東京大学理学部植物学教室

す るご検討は並大抵 のことではなか った。洋紙間屋博進
社か らあ らゆ る種類の印漏1用 紙 の見本を とりよせていろ
いろ吟味 したあげ く,イ ギ リスか らの輸入紙が採用 され

の歴代主任をは じめ,多 くの教室員 の方 々が創始者藤井
健次郎,保 井 コ ノ,篠 遠喜人 ,和 口文吾 らに対 し,終 始
かわ らず与え られ た精神的 ご支援 に よるもので心か ら厚

た とい う。そ の後 1987年 に多 くの顕徴鏡写真を載せ る

くお礼を申 しあげたい。
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