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第４４回全国歴史資料保存利用機関連絡協議会全国大会
沖縄県

大会テーマ

アーカイブズ再考　―その価値と活用―

期　日　平成30年11月 8 日（木）・ 9日（金）
会　場　沖縄県市町村自治会　
　　　　　ホテルロイヤルオリオン
　　　　　沖縄県公文書館・南風原町立南風原文化センター

主　催　全史料協（全国歴史資料保存利用機関連絡協議会）
共催・特別協力　沖縄県
後　援　独立行政法人国立公文書館　
　　　　　（公財）沖縄県文化振興会　沖縄県地域史協議会　沖縄県市長会　
　　　　　沖縄県町村会　デジタルアーカイブ学会

事務局　尼崎市立地域研究史料館（大会・研修委員会）

南風原町立南風原文化センター

沖縄県公文書館
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大　会　日　程

１１月 ９ 日（金）
受　付（ホワイエ）

［調査・研究委員会報告］� （ホール）

「公文書管理及び保存の実態調査について
　－災害時作成文書を中心に－」

休　憩

［大会テーマ研究会］（ホール）

趣旨説明
　報告①�10：５0－11：４0
　　大城　博光 氏（沖縄県文化振興会）

昼食・休憩・展示・ポスターセッション
� （ホワイエ）

［大会テーマ研究会］

報告②�13：00－13：５0
　　林　　美帆 氏（公害地域再生センター）

報告③�13：５0－1４：４0
　　後藤　　真 氏（国立歴史民俗博物館）

休　憩

総合討論 1４：５５－1６：00
�コメンテーター
　加藤　聖文�氏（国文学研究資料館）
　辻川　　敦�氏（尼崎市立地域研究資料館）

[ 大会宣言 ]

[ 閉会行事 ]

９：００

９：３０

１０：３０

１０：4０

１１：4０

１３：００

１4：4０

１4：55

１６：００

１６：３０

１１月 ８ 日（木）
［研修会Ａ］視察（各班定員４５名）

Ａ班：沖縄県公文書館→南風原文化センター

Ｂ班：南風原文化センター→沖縄県公文書館

　　　解散　1２：00�前後

受　付（ホワイエ）

移動・昼食・休憩

展示・ポスターセッション
� （ホワイエ）

［研修会Ｂ］

金原　祐樹 氏
（徳島県立文書館）

� （２01－２03�会議室）

［研修会Ｃ］

鳥山　　淳 氏
（沖縄国際大学）

� （ホール）

休　憩

［研修会Ｄ］

小川千代子 氏
（国際資料研究所）

� （２01－２03�会議室）

［研修会Ｅ］

久部良和子 氏
（沖縄県立博物館・
　美術館）

� （ホール）

休　憩

［大会セレモニー］

会長・開催地・来賓挨拶
会員表彰� （ホール）

移　動

[ 交流会 ]� （ホテルロイヤルオリオン）

９：００

１１：３０

１２：００

１３：３０

１4：4０

１4：5０

１６：００

１６：１5

１７：００

１8：００

２０：００

１６：２０
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開　会　行　事

 会長あいさつ
全国歴史資料保存利用機関連絡協議会

会 長　定　兼　　　学

　開催のご挨拶に先立ちまして、今年は ７月
豪雨をはじめ各地で大変大きな災害がありま
した。被災されました皆様方には謹んでお見
舞い申し上げます。今現在も被災資料の救出
に対応されている方々に感謝申し上げます。
　第４４回全史料協全国沖縄大会をここ那覇市
で開催しましたところ、全国3４の都道府県か
ら２２４名の参加をいただきました。心からお
礼申し上げます。
　開催にあたりまして、地元沖縄県様をはじ
め、関係者の皆様に大変ご尽力いただき、深
く感謝申し上げます。
　さて皆様方の多くは、日頃こつこつと粘り
強く、あるいは体を張って資料の整理保存を
なさっていると思います。日頃は目の前の資
料に向かっている訳ですが、大会に参加する
ことにより自分のしている仕事は間違ってい
ないか、またこういう知恵も得られるのでは
ないかということなど、自己の確認と再発見
になるのではなかろうかと思います。ぜひと
もお互いの情報交換をしていただき、知見を
高めてください。

　全史料協はこれまで文書館設立運動とか公
文書館機能普及セミナーをしてまいりまし
た。その前提にはアーカイブズが重要である
ということが共通理解としてありました。と
ころが昨今の世情を見聞するに、国民のアー
カイブズの保存意識について根本から叩き直
さねばならないのではないかという事態がみ
えます。
　したがって、全史料協の私たちといたしま
しても、アーカイブズについてもう一度見直
す必要があると思います。これからは、ます
ますアーカイブズは変わってまいります。ア
ーカイブズの多様化は際限なく進んでいま
す。特にデジタル化の浸透によりどのように
変わっていくかわかりません。つまり、常に
アーカイブズとは何だということを考え続け
ていかなくてはならないと私は思っています。
　その意味で今回の大会では、大会・研修委
員会が設定したテーマ「アーカイブズ再考」
は時宜を得たものと私は思います。アーカイ
ブズについて常に考え続けなくてはならない
ということを私たちは自覚したいと思います
が、さらにこれは実は、一人全史料協だけの
ものではなくて国民の問題でもあります。こ
ういう思いをもってこの大会に臨んでいただ
きたいと思っています。
　ですからアーカイブズをまず私たちのもの
として考え、そして更に、皆様はたくさんの
方の代表として来られているわけですから、
今回得たものを帰られましたらぜひ伝え、一
緒に考えていくことを地道にしていただきた
いと思います。
　開催にあたって私の思いを申し上げさせて
いただきました。今回皆様にとって実りのあ
る大会になりますことをお祈りしまして、挨
拶とさせていただきます。

定兼会長
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開催地あいさつ

沖縄県副知事　謝 花　喜一郎

謝花沖縄県副知事

開会セレモニー

� はいさい、ぐすーよー、ちゅーうがなび
ら。皆様、こんにちは。
　「第４４回全国歴史資料保存利用機関連絡協
議会全国大会及び研修会」がここ沖縄で盛大
に開催されますことをお喜び申し上げますと
ともに、全国各地から御来県いただいた皆様
を、心から歓迎いたします。
��日本各地では度重なる自然災害により深刻
な被害が発生しており、被災された方々に心
からお見舞い申し上げます。
　各地の公文書館等の文書損壊に対しては、
全国の文書管理に携わる皆様の修復支援によ
り、多くの被災文書が復元に向かっていると
伺っております。こうした関係者の御尽力に
対し、深く敬意を表するものであります。
��さて、沖縄県は、アジア諸国との貿易で栄
えた琉球王国時代、廃藩置県、戦後の米国統
治時代と、波乱に満ちた歴史を持っておりま
すが、歴史的資料の多くは先の戦争で失われ
てしまいました。
　沖縄県の公文書館建設の構想は、米国統治
下で作成された膨大な量の琉球政府文書の保
存の必要性から生まれました。
　平成 ７年の開館にあたっては、米国国立公
文書館を中心に全米から米国の沖縄統治に関

する資料を収集し、国内における戦後の日米
関係を研究する上でも貴重な資料が集積され
ております。
　沖縄県公文書館では、基軸業務である沖縄
県文書の評価選別等の他、現在、琉球政府文
書約13万簿冊をデジタル化してインターネッ
トで公開する事業にも取り組んでおりますの
で、皆様にも是非御覧いただきたいと思いま
す。
��こうした取組を進める中、本大会におい
て、「アーカイブズ再考－その価値と活用－」
のテーマの下、様々な視点で研究討議や情報
交換が行われますことは、本県にとっても誠
に感慨深く、全国各地から御参集の皆様が、
ここ沖縄の地で交流を深められることを嬉し
く思います。
��皆様におかれては、引き続き、歴史的文書
等の次世代継承と利活用の充実に向け、お力
添えいただきますようお願い申し上げます。
　また、この機会に、沖縄の豊かな自然、歴
史遺産、芸能や食文化を御堪能いただいて、
くつろぎの時間を過ごしていただけますと幸
いです。
　結びに、全国歴史資料保存利用機関連絡協
議会のますますの御発展と、会員及び関係者
の皆様の御健勝、御活躍を祈念しまして、挨
拶といたします。
　　平成30年11月 8 日
　　沖縄県知事　玉城デニー
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 来賓あいさつ

国立公文書館理事　福　井　仁　史

開会セレモニー

福井国立公文書館理事

　みなさん、こんにちは。第４４回全国歴史資
料保存利用機関連絡協議会全国大会の開催に
当たり、一言ご挨拶を申し上げさせていただ
きます。
　本日、全国各地からご参集のみなさま方
は、公文書やその他の記録の収集、整理など
の実務や調査研究という、重要な業務に長く
取り組んで来られた方々と承知しておりま
す。みなさまの日頃のご労苦に対しまして、
国立公文書館を代表しまして、心から敬意を
表する次第であります。
　さて、今回会場となりました沖縄県にお
いては、いまさら申し上げるまでもござい
ませんが、平成 ７年に沖縄県公文書館を設
置して、歴史資料として重要な沖縄県文書
の評価選別のみならず、琉球政府文書、琉
球列島米国民政府文書や戦後の沖縄統治に
関する資料等を収集し、これら重要な資料
を広く利用に供しておられます。また、県
下には平成 ４年に北谷町が町立では全国初
となる公文書館を設置されたほか、読谷村
でも、公文書館機能を有する施設の設置を
計画しておられると伺っております。この
ような取り組みは、今現在、あるいはこれか
ら公文書館の設置を検討中の全国の各自治体

におかれましてもたいへん参考になるもの
と、わたくしどもも注目しているところでご
ざいます。沖縄県及び県下の公文書館の益々
のご発展をお祈りしております。
　さて、今大会においてはテーマを「アーカ
イブズ再考―その価値と活用―」と設定さ
れ、このテーマのもと、研修会、報告等がな
されると伺っております。
　これまでにアーカイブズが蓄積してきた資
料等知的資源において、その価値というもの
を意識し、アーカイブズが置かれる社会との
かかわりを考える貴重な機会ではないかと考
えております。本大会でのご報告や議論を通
し、ご参加のみなさまが得られた成果をそれ
ぞれの立場で活かされること、さらにそれを
通じて、我が国の公文書管理活動がますます
発展していくことを期待しております。わた
くしども国立公文書館といたしましても、今
後とも、本協議会を始めとするアーカイブズ
関係機関及び関係者のみなさまと共に、公文
書館活動の更なる振興を目指し、展示会の共
同開催や研修実施、あるいは職務基準書の活
用など、連携協力の輪を広げて参りたいと考
えております。
　最後になりましたが、みなさま方の一層の
ご活躍と全国歴史資料保存利用機関連絡協議
会のますますのご発展を祈念いたしまして、
私の挨拶とさせていただきます。
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委員会報告

調査・研究委員会　髙村　恵美・林　　貴史

公文書管理及び保存の実態調査について
ー災害時作成文書を中心にー

　調査・研究委員会では、平成２9年度から30
年度にかけて、「公文書管理及び保存の実態
調査について―災害時作成文書を中心に―」
をテーマに、大規模災害における災害対応の
過程で作成・収受された公文書の保存管理の
実態について調査を行っている。本年度は、
昨年度行ったアンケート調査の回答を集計・
分析し、併せて特徴的な取り組みを実施して
いる自治体に訪問調査を行い、報告書作成作
業を進めている。ここではアンケートの集計
結果について報告するとともに、平成30年 ７
月豪雨に関する調査・研究委員会での取り組
みについても報告する。

１ 　公文書管理及び保存の実態調査について

⑴　調査の経緯

　東日本大震災から ７年が経過し、その対応
の過程で作成・収受された公文書（災害時作
成文書）が次々と保存期間の満了時期を迎え
ている。これらは今後の防災や被災への対応
のために欠くことのできない貴重な情報源で
あり、評価・選別を経た適正な保存と活用が
望まれる。しかし、その保存や取扱いへの対
応は、自治体によって様々である。今後到来
する長期保存文書の保存年限満了を前に、そ
の実態や問題点を把握し、検討の一助とした
い。
⑵　アンケートの実施

　調査は、アンケートの実施と自治体を訪問
する現地調査により行い、年度内に報告書と
してまとめ、全史料協ホームページ上で公開

する。
　平成30年 1 月、東日本大震災の災害対応に
係る公文書の作成、管理、保存についてのア
ンケートを、被災した ７県の19６自治体（厚
生労働省から災害救助法の適用を受けた市町
村とその所在する県、但し東京都は帰宅困難
者の発生、長野県及び新潟県は長野県北部地
震による適用のため除外）に送付し、1７3自
治体から回答を得た。質問は全部で1６項目と
し、このうち1５の質問は選択肢と一部自由記
入形式にし、質問 ７のみ自由記入形式とし
た。FAXでの回答を推奨したため、分量は
Ａ ４サイズで ２枚に収まるようにした。質問
1～ ７は平常時の文書管理・保存等の状況に
ついて、質問 8～1６は東日本大震災に係る災
害時作成文書のそれについて問う内容とした。
　回答のあった1７3自治体のうち、津波被災
のあった４５自治体については、被災自治体の
中でも被害がより甚大で、災害対応が長期に
わたったことが推測されるため、「津波被災
自治体」として分析した。
⑶　アンケート調査結果の概要

　質問 1では東日本大震災発生時点における
文書管理システム等導入の有無を尋ねた。こ
れは、震災当時の文書管理がシステム等の導
入によって統一的に行われていたか否かを問
うことで、平常時の文書管理の傾向をみるこ
とをねらいとしている。「全庁的に同一シス
テムを導入」と回答した自治体が５3.７６％、
一方で「導入していない」とした自治体も
４1.６２％あった。津波被災自治体でも同様の
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傾向だった。
　質問 ２では書庫の管理主管課について尋ね
た。多かったのは「文書の管理を主管する課
（総務課など）」との回答で７9.７７％、「施設の
管理を主管する課（管財課など）」との回答
は７.５1％、「特に決めていない（文書を作成
した課）」との回答は10.98％であった。 8割
が文書主管課管理という回答で、津波被災自
治体も同様の傾向であった。
　質問 3では文書の保存期限までの管理方法
について尋ねた。「文書を作成した課が保存
年限まで保存」と回答した自治体が５５.４9
％、「一定期間が経過した後、文書主管課へ
移管」と回答した自治体が４0.４６％となっ
た。津波被災自治体でも同様の傾向であった。
　質問 ４は文書保存期間の最も長い期間につ
いて尋ねた。最も多かったのは「永年・永
久」で8４.39％、「30年」が11.５６％であった。
津波被災自治体では、「永年」が89％に上っ
た。
　質問 ５は保存期間が満了した文書の取扱い
について尋ねた。最も多かったのは「廃棄す
る」で７8.0４％、「公文書館等の保存機関に移
管し、保存・利用に供する」が２.31％、「資
料館・博物館等で歴史的価値のあるものを収
集し保存」が７.５1％、「郷土資料として貴重
なものを図書館で収集し保存」と回答した自
治体は２.89％であった。 8割弱の自治体が保
存年限満了に伴い文書を廃棄しており、 1割
強の自治体はアーカイブズや図書館・博物館
等で保存していた。津波被災自治体では、
「廃棄」と回答したのは６8.89％、アーカイブ
ズや図書館・博物館での保存は13.33％であ
った。
　質問 ６では文書台帳（ファイル・フォルダ
ー等を含む）作成の時期について尋ねた。最
も多かったのは「文書作成時」との回答で
30.0６％、次いで「年度当初」２9.４8％、「年度
末」1５.６1％、「文書作成課から文書を主管す
る課への引継時」1２.1４％、「文書廃棄時」

４.0５％であった。複数回答の自治体もあり、
年度当初または文書作成時を原則として年度
末や廃棄時期等必要に応じて作成しているよ
うだ。
　質問 ７では東日本大震災発生時以後の文書
管理や保存上の取扱い変更点について自由記
入で尋ねた。30自治体が記入し、最も多かっ
たのは「文書取扱規程または規則等の改正」
で 9自治体、続いて「文書管理システム或い
はファイリングシステム等の導入」であっ
た。津波被災自治体では、「一定期間、文書
を一律に保管」や「デジタル化（スキャニン
グ）」、「震災関連文書は新たに簿冊を作成し
て区分する」等があった。
　質問 8では内閣府が発出した「東日本大震
災に関する行政文書ファイル等の扱いについ
て」を知っていたか尋ねた。この通知は平成
２４年 ４ 月10日付で内閣府大臣官房公文書管理
課長が国の行政機関向けに出したもので、
「東日本大震災への対応は、国家・社会とし
て記録を共有すべき歴史的に重要な政策事
項」であるという認識のもと、文書名に「東
日本大震災関連」等を入れること、歴史公文
書等に該当する可能性が高いことに留意し保
存期間を設定すること、引継ぎを確実に行う
こと、歴史公文書等として移管すること等を
柱としている。この通知について「知ってい
る」と回答した自治体は19.08％、「聞いてい
るが内容は未把握」との回答は3２.3７％、「知
らない」との回答は４8.５５％で、半数近くの
自治体が認識していなかった。一方で、津波
被災自治体では、「知っている」と回答した
自治体が3６.3６％、「知らない」との回答は
２9.５５％で、被害の大きかった自治体で、よ
り認知されていることがわかった。
　質問 9では東日本大震災後、適切な文書取
扱いの統一のため、文書管理主管課等から通
知等を発出したか尋ねた。「発出した」と回
答した自治体は1５.７0％で、「発出していな
い」との回答は8４.30％であった。
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　質問10では震災対応関連文書の保存年限の
決定を誰が（どの部署が）行ったか尋ねた。
「文書を作成した担当課（者）」と回答した自
治体は６9.19％、「文書の管理を主管する課」
との回答は1４.５3％、「災害対策本部を主管す
る課」との回答は9.30％であった。文書の作
成課が ７割で、災害対策本部主管課もおよそ
1割となった。一方、津波被災自治体では
「文書を作成した担当課（者）」との回答は
５9.09％、「文書の管理を主管する課」との回
答は２２.７3％、「災害対策本部を主管する課」
との回答は1５.91％に上った。
　質問11では震災対応関連文書の保存年限の
決定時期を尋ねた。「文書作成時点」と回答
した自治体は５４.６0％、「文書の整理時点」と
の回答は２５.8６％、「文書を移管した時点」と
の回答は3.４５％、「文書管理主管課または災
害対策本部主管課からの指示」との回答は
７.４７％となり、文書作成時の決定が半数を占
めた。一方、津波被災自治体では、文書整理
時点での決定、文書管理主管課または災害対
策本部主管課の指示による決定が一定の割合
を占めていることが特徴的であった。
　質問1２では震災対応関連文書の保存年限の
決定について特別な配慮をしたか尋ねた。最
も多かったのは「特に意識はしていない」で
５７.31％、次いで「長めに設定」が２9.8２％と
なり、半数以上の自治体が特別な配慮をして
いないと回答した。津波被災自治体も同様の
割合となったが、「その他」の回答では「保
存期間満了後に廃棄処分しない」、「全量保
存」、「年限を設けず図書館に保管」、「文書内
容によって判断」、「継続保管」等の記述があ
った。
　質問13では震災対応関連文書の作成課名に
ついて尋ねた。これは部署を超えて災害対応
に当たっていた時期の文書管理について質問
したもので、最も多かったのは「文書作成担
当者が所属する課名を記入」で７６.30％、次
いで「災害対策本部を主管する課名」1２.７２

％、「防災計画等に記載された担当グループ
名」４.0５％であった。「その他」の回答には、
「対応課名を記入」、「災害対策本部」、「未決
定」、「文書取扱規程に則って決定」、「事務担
当課名」「総務課で対応していたが、危機管
理課が設置され移管」等の記述があった。
　質問1４では震災対応関連文書の所属につい
て尋ねた。最も多かったのは「文書作成担当
者の課」で７3.５６％、次いで「災害対策本部
を主管する課」２0.11％となった。
　質問1５では震災対応関連文書のファイルや
フォルダー等の作成方法について尋ねた。最
も多かったのは「既存のファイル・フォルダ
ー等を利用」で４9.７２％、次いで「震災発生
後に新規に作成」４0.２２％であった。津波被
災自治体では「既存のファイル・フォルダー
等を利用」との回答は39.13％だったのに対
し、「震災発生後に新規に作成」との回答が
４７.83％で、半数の自治体が新規に作成した
と回答した。
　質問1６では、保存期間を経過した災害時作
成文書の取扱いについて尋ねた。最も多かっ
た回答は「保留または保存年限を延長し保
管」で４0.33％、次いで「廃棄」33.1５％、「公
文書館等に移管または引渡」４.9７％であった。
3割の自治体で廃棄が行われているが、半数
近くの自治体では保存年限の延長やアーカイ
ブズ施設への移管が行われていた。津波被災
自治体では「保留または保存年限を延長し、
保管」が５0.00％、「廃棄」が1５.２２％、「公文
書館等に移管または引渡」は２.1７％となり、
半数以上の自治体が何らかの保存処置を講じ
ていることがわかった。
　これらのことから、いくつかの検討課題が
あげられる。まず、質問1２において震災対応
関連文書の保存に特別な配慮をしないという
自治体が半数以上であることと、質問 ５及び
1６において保存年限満了の文書を廃棄してい
ると回答した自治体が多いこととの間には、
適正な評価・選別を経たうえでの廃棄という
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関係があるのか。また、質問1６でみたよう
に、震災対応関連文書の保存年限を延長・保
留する自治体の割合が多いことがその後の適
正な文書保存に資するのか。レコードスケジ
ュールの有用性等、その内実の検討が必要で
あろうと考える。
　以上の集計結果と現地調査結果をもとに、
公文書管理の有様を具体的に検討することと
し、報告書作成を行う予定である。
� （高村恵美）

２ 　平成30年度における全史料協の災害対応

と愛媛県西予市公文書被災について

　調査・研究委員会では、 ４月10日の島根県
西部地震、 ５月1５日の長野地震、 ６月1７日の
群馬地震、 ６月２1日の大阪北部地震、 ７月 9
日の千葉県東方沖地震、 ７月11日の西日本豪
雨（平成30年 ７ 月豪雨）、 9月 ５日の平成30
年台風２1号、 9月11日の北海道胆振東部地震
について、機関会員等を対象に歴史資料等の
安否確認を行った。
　これらの災害のほとんどにおいて、歴史資
料等に大きな被害は確認できなかった。しか
し、西日本豪雨（平成30年 ７ 月豪雨）では、
７月11日時点で岡山県・広島県・愛媛県にお
いて歴史資料等に甚大な被害が発生したとの
情報を得た。被災した各県では、当会機関会
員や史料ネット等の活動により資料レスキュ
ー活動が行われた。また、当会においては、
支援要請に基づき資材提供や作業マニュアル
の提供を行うとともに、愛媛県西予市におけ
る公文書レスキュー活動への指導者派遣、資
材提供、ホームページへの情報掲載などの支
援を行った。
　西予市からの支援要請が全史料協へ入った
のは、 ７月２3日のことであった。その後の対
応については、調査・研究委員である林が担
当することとなった。
　翌２４日には被災状況の聞き取りを行い、野
村支所書庫及び旧大和田小学校に保管されて

いた文書が被災したことが知らされ、対応に
ついてのアドバイスを求められた。そこで水
損文書の復旧初期対応の情報を提供するとと
もに、 8月 ７、 8日に現地に赴き、現場にお
いて初期対応の技術指導及び作業計画の策定
を行うこととした。また、現地指導には当会
理事の国文学研究資料館准教授青木睦氏も同
行することとなった。
　 8月 ７日午後に西予市に到着すると、野村
支所で行っている復旧作業現場を視察し、作
業内容と被災文書の劣化状況の確認を行っ
た。野村支所の書庫は半地下になっており、
書棚 3段分が被災した。職員が交代で行って
いる初期対応作業は適切に行われており、著
しい劣化は見られなかった。その後、旧大和
田小学校の被災状況の視察を行った。旧大和
田小学校は氾濫した肱川のほとりにあり、浸
水は 1階の天井付近まで及んでいた。
　翌 8日には、救助計画の検討を行い、西予
市の内部調整を経て、２４日に救助日程の決定、
２8日に作業工程の提案、31日には全史料協ホ
ームページ掲載による支援要請を行った。そ
の後、関係各所への支援要請やボランティア
の募集、資機材の調達、予算の確保、作業場
所の確保などの準備を西予市が行っている。
　救助活動は 9月13日から1７日の ５日間で、
ボランティア延べ５9名、市職員延べ3６名、合
計9５名の参加を得て実施した。当初は、搬出
と初期乾燥の手当てを並行して行っていた
が、最終日は搬出を優先して行い、 ５日間の
活動を終えた。その後、10月 3 日に市職員２0
名が 9月のレスキュー活動で搬出しきれなか
った文書をすべて搬出し、初期乾燥の手当て
を終えた文書数は、 ６千を優に超えると推定
された。
　現在は、文書作成課が保存文書の選別を行
い、乾燥促進のための吸水紙の挟み込み、交
換作業を継続的に実施している。
� （林　貴史）
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質疑・討論記録

山本太郎（倉敷市歴史資料整備室）
　ご存じの様に、倉敷市の真備地区はこの度
の西日本豪雨で大水害が発生し、大きな被害
を受けた。倉敷市の歴史資料整備室は、その
真備支所の 3階にあるが、 1階の支所の公文
書や真備地区の学校や幼稚園の公文書が被災
した。現在明治時代の土地台帳等の資料は冷
凍保存しており、今後真空凍結乾燥に回す予
定だが、その他の大量の被災公文書について
は、ようやく被災地区の中学校の体育館を確
保できたところである。　　
　（全史料協の）西予市の公文書レスキュー
活動は、その対応の速さに感心していた。
（倉敷市では）西予市の事例を参考に、今後
ボランティアで公文書の修復活動を行ってい
く予定であるので、支援をお願いしたい。
　西予市は学校に支所の公文書を置いていた
というが、その辺のことについて知りたい。
林　貴史（調査・研究委員会）
　被災した旧大和田小学校～西予市が合併し
ていく過程で廃校になった所だが～には、主
に旧野村町時代の公文書で、直接的に使わな
い（非現用）公文書を運び込んで保管してい
だと聞いている。
　今後この資料について復旧作業を行ってい
くことになるが、（当該資料は）これまで選
別・廃棄を一度も行ってこないまま被災して
しまった。そのため、この状態で復旧作業を
行うのは負担が大きいので、現在（西予市
の）関係各課が残すものと廃棄するものに選
別していると聞いている。関係課の協力的な
作業により、スペースに余裕が出てきたとい
う話である。選別終了後、具体的に復旧作業
をどうしていくか、という復旧計画を立てて
いく段取りになると（当方では）考えている。

安藤福平（個人会員，広島）
　災害時作成文書、災害対応文書はかなり多
様なものが含まれると予想されるが、（アン
ケートの）1６個の質問で果たして意味のある
答えが出たのかどうか？あるいはこれからど
うしようと考えているのか？
林　貴史（調査・研究委員会）
　災害時作成文書は、自治体では日常の対応
とは違う、今まで経験したことのない形で作
成される文書である。これらの文書管理につ
いては予め決められておらず、その場でどう
するかという対応になるので、それをいかに
残していくかということについては、おざな
りになりがちである。また、（公）文書の形
になる前の状態で、そのまま廃棄される場合
も多いと考えられる。
　こうした公文書を保存していくためには、
平時から意識して文書を作成していかなけれ
ばならない。そこで実際に災害時作成文書が
どのように作られ、そして適切に保存される
ためにはどのようなところで困っているか、
ということについてアンケートを行った。
　またアンケートを行うことによって、災害
時に作成された文書は大切な公文書のひとつ
であること、災害時作成文書の保存は重要性
であると気をかけている者がいるということ
を、被災地に意識的に知ってもらうことを目
的とした。
　今後については、このアンケートを分析し
ていく過程で、被災地はどのようなところで
苦慮しているか、苦慮の結果どのようなこと
が考えられたかということを分析の結論とし
て明らかにしたいと考えている。
（司会・記録：新潟市歴史文化課�
� 　長谷川　伸）
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大会テーマ研修会

大会趣旨説明／報告①／報告②／報告③／総合討論

アーカイブズ再考 ―その価値と活用―

大会趣旨説明

大会・研修委員会

　公文書等は、健全な民主主義の根幹を支え
る国民共有の知的資源として、主権者である
国民が主体的に利用し得るものと、公文書管
理法は述べています。政府や地方公共団体の
公文書館だけでなく、さまざまなアーカイブ
ズもまた、現在および将来の利用者のために
資料を収集・保存していることは言うまでも
ありません。私たちアーカイブズに携わる者
は、この営みが社会にとっていかに重要であ
るかを、つねにアピールしてきました。

　本大会では、それぞれのアーカイブズが蓄
積した知的資源の価値を自ら吟味し、発信
し、活用の可能性を広げるという視座からア
ーカイブズを再考します。事例として、沖縄
県公文書館と、あおぞら財団の取り組みが報
告されます。 ２つの報告のベースには、「軍
事占領下での自治の歩み」「公害による破壊
からの再生」という、それぞれの集団的記憶
を伝えるアーカイブズの存在があります。両
者はともに、人々の権利に寄り添うアーカイ
ブズであると言えるかもしれません。

　沖縄は19４５年の日米両軍による地上戦以
来、２７年間の米軍政下にありました。沖縄県
公文書館は、沖縄住民の民政機構として存在
した琉球政府が作成・蓄積した文書群を所蔵

しています。この琉球政府文書が現在の社会
において有する価値や、保存・活用のための
プロジェクトの意義を学びます。

　あおぞら財団は、西淀川公害訴訟を契機に
設立され、地域と人々の暮らしを再生する事
業の中でアーカイブズを活用しています。所
蔵資料に基づいた参加型、ワークショップ型
教育メニューの充実を図り、公害や環境問題
への関心を喚起する姿勢に、アーカイブズが
主権者教育において果たしうる役割を見るこ
とができるでしょう。

　最後の報告では、価値あるアーカイブズに
人々がアクセスする権利を支えるためのデジ
タル技術について考えます。デジタル・アー
カイブズ構築とアクセシビリティの向上は、
資料を利用者にとってより近いものとし、そ
の価値や有用性を理解する契機を増やし、活
用の拡大へつながります。現在、国立歴史民
俗博物館を拠点に進められているプロジェク
トを例に、デジタル技術の有する可能性と課
題を概観します。

　以上の報告をもとに、総合討論では、アー
カイブズの価値の源泉に人々の権利を置き、
アーカイブズを人々の身近に引き寄せていく
ためのデジタル化という方法論を踏まえて、
社会とアーカイブズのつながりを見つめ直し
ます。
� （説明：大会・研修委員　豊見山和美）
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はじめに

　公文書を「健全な民主主義の根幹を支える
国民共有の知的資源」として、公文書館を
「現在及び将来の国民に説明する責務が全う
されるようにする」ことを行政機関と共に担
う施設として位置付けた公文書管理法が施行
されて ７年が経過しました。
　公文書館を運営する者は、この法律が求め
る理念を理解し、その実現に向かうととも
に、条例等で定められた施設の設置目的を達
成することを第一に考えた活動を行うのは言
うまでもありません。その上で、公文書を利
用する権利を持つ住民の視点に立ち、実際に
どのような情報を必要としているかを把握
し、運営に反映することができれば、公の施
設としての潜在的なパフォーマンスを最大限
に引き出すことに繋がるでしょう。

　沖縄県公文書館が所蔵する琉球政府文書
は、戦後沖縄の特異な経験が記録された公文
書等で、県内だけでなく県外や海外からも多
くの人々に様々な目的で利用されています。
　また、現在の評価選別基準を適用すると廃
棄になるような文書が残されていたことによ
って住民の要求に応えることができた事例も
あります。
　本報告では、まさに国民共有の知的資源と
なっている琉球政府文書と、その特徴的な利
用事例を紹介することで、本大会のテーマで
あるアーカイブズの価値と活用について、改
めて考える機会にしたいと思います。

１ 　公文書館の運営

　まず、沖縄県公文書館の運営状況と、指定
管理者である当財団がどのような考えのもと
で、どのような活動を行っているかについて
説明します。

⑴　運営主体の変遷

　沖縄県は、平成 ７年 ４月に総務部の出先機
関として沖縄県公文書館を設置し、同年 8月
に開館しました。平成 8年 ４月には、より柔
軟で効率的な運営を図るため、館の運営業務
の大部分を当財団へ委託しました。平成19年
４ 月には、指定管理者制度を導入し、その結
果、当財団が指定され、現在まで引き続き館
の運営を行っています。

⑵　運営状況（平成２９年度）

　平成２9年度の運営状況は次のとおりです。
・指定管理料：２3７,５1２千円 /年
・運営体制：39人（うち非常勤職員２8人）
・来館者数：約1４千人 /年（約４７人 / 日）
・所蔵資料数：約39万点（H30. 3 末現在）
・閲覧申請数：２６,8４５点 / 年（約90点 / 日）

⑶　運営基本方針

　館の運営については、沖縄県策定の「沖縄
県公文書館運営基本方針」に基づき行ってお
り、この方針の主旨は次のとおりです。
①博物館等の類似の機能を有し、また類似の
事業を展開する公の施設との機能や業務の
競合を避け、公文書館が担うべき事務事業
を選択し、公文書館の設置の目的を踏まえ
た施策に集中していく。
②公文書館の業務は、資料の収集 ･選別にあ
たって行政の記録センターとして機能し得
るよう、後世の評価に耐えうる適正さをも
っておこなう。
③沖縄県文書を収集し、そのうち歴史資料と
して価値のあるものを整理し、及び保存す
ることを主たる事業として展開する。

報告①

アーカイブズが
　　　社会にもたらすもの
ー琉球政府文書の利用状況から考えるー

沖縄県公文書館指定管理者
（公財）沖縄県文化振興会

公文書管理課長  大城　博光
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⑷　事業目標（マスト）

　前項で示した運営基本方針②の「行政の記
録センターとして機能し得る」は、言い換え
ると沖縄県の組織アーカイブズとして機能す
ることです。そのためには、毎年、沖縄県か
ら引き渡される保存期間を経過した公文書を
滞りなく処理することが必須になります。そ
こで、収集する文書量と、選別・整理する文
書量のインアウトバランスを考えた量的目標
値を設定し、確実に達成すべき取組みとして
位置付けています。

⑸　事業目標（プラス）

　沖縄県と当財団の基本協定書や仕様書に要
件化された業務とは別に、公文書館機能の強
化を図る等の目的で、次の取組みを行ってい
ます。
①所蔵資料の積極的充実
　公文書館の価値は、所蔵している公文書
によって決まるとも言えます。そのため重
要な公文書が確実に公文書館へ引き渡され
るように行政機関との連携強化を図ってい
ます。
　また、沖縄県や琉球政府の公文書を多角
的に検証できるよう、行政主席や知事等の
個人記録及び米国の沖縄統治関連記録を収
集して補完しています。
②デジタルアーカイブの推進
　公文書を閲覧という手段で「利用」を繰
り返すことは、「保存」という役割を果た
す上で大きな支障となります。この本質的
な課題を発展的に解決する仕組みとしてデ
ジタルアーカイブを導入し、保存と利用の
両立を継続して図っています。
③専門的な人材の確保 ･育成
　当財団では、有期雇用者の割合が多く、
人材育成に対する投資効果が低い状況にあ
ったことから、正規雇用化に向けた方針を
策定し、業務の中核を担う人材の確保に取
り組んでいます。また、班制度を導入し、

OJTによる若手職員の資質向上を図り、
組織力･競争力を高めるよう努めています。
④市町村の公文書管理支援（自主事業）
　地域の歩みを伝えるかけがえのない公文
書が適切に保存継承されるよう、当財団が
公文書館業務で習得したノウハウを活か
し、市町村の公文書管理に貢献するための
事業を展開する準備を行っています。

２ 　琉球政府文書の概要

　館の運営状況の説明はここまでとし、ここ
からは、館を設立する契機となった1６万簿冊
を超える琉球政府文書について説明します

⑴　琉球政府文書とは

　琉球政府文書とは、沖縄戦時から本土復帰
までの２７年間、米国統治下において立法、行
政、司法機関を備えた琉球政府やその設立以
前に存在した次の機関の公文書群です。
・沖縄諮詢会、沖縄民政府、沖縄群島政府
・宮古支庁、宮古民政府、宮古群島政府
・八重山支庁､ 八重山民政府､ 八重山群島政
府
・大島支庁、臨時北部南西諸島政庁、奄美群
島政府
・臨時琉球諮詢委員会、琉球臨時中央政府

⑵　琉球政府文書に関する特別事業

　復帰に伴い沖縄県に引き継がれた琉球政府
文書ですが、沖縄県ではその保存と利用を図
るため、次の特別事業を長期に渡って実施し
てきています。
・分類整理及び編纂事業（S５3～ H ６ 年度）
・保存状態調査事業（H1５～ H1６年度）
・緊急保存措置事業（H1７～ H２４年度）
・デジタル・アーカイブズ推進事業（H２５～
H33年度まで継続予定）

3 　琉球政府文書の利用

　琉球政府文書の利用をとおして公文書館は
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社会にどのような貢献ができているか、その
答えに繋がる事例を紹介します。

⑴　沖縄研究（沖縄学）の資料として

　沖縄は、地理的、歴史的、文化的、その他
様々な観点から研究テーマが豊富にあり、県
内外の研究者から注目されています。特に、
戦後２７年間のアメリカ統治という特殊な状況
に置かれた沖縄の課題は、現代社会が抱える
普遍的な課題と共通するものがあり、日本そ
して国際社会のあり方を示唆する知的資源と
して、資料群全般が利用されています。

⑵　権利利益を守る証拠資料として

》土地所有申請書
　沖縄は、戦災で土地の公図や公簿がほとん
ど焼失し、土地の原形も破壊されたことか
ら、米軍が土地の所有権を確定する「土地所
有権認定事業」を実施しました。
　土地所有申請書は同事業で所有権を証明す
るため作成された申請書で、現在においても
所有者不明の状態にある土地の調査や、隣接
所有権の境界確認に利用されています。
》軍雇用員カード
　軍雇用員カードは、米軍が雇用する沖縄住
民の労務管理のために、個人別の職務経歴を
カードにした資料です。約２0万枚のカード
（19４６年から19６６年まで）を沖縄県公文書館
は所蔵しています。
　特に近年は、軍雇用員の年金受給資格の確
認やアスベスト（石綿）被害の救済に利用さ
れています。

⑶　生きた証を確認する資料として

》移住者名簿
　沖縄は日本有数の移民送出県です。沖縄県
が定期的に開催する「世界のウチナーンチュ
大会」では、海外に住む沖縄県系人が大勢来
沖します。その際に公文書館を訪れる方も多
く、自身のルーツをその地で確認するために
移住者名簿などが閲覧されています。

》戦闘参加者に関する書類
　沖縄戦で多くの犠牲者を出した沖縄では、
援護法が19５3年に適用（施行から 1年遅れ）
されました。その後同法は改正され、戦闘に
協力した一般住民も戦闘参加者（準軍属）と
して対象となり、靖国神社に合祀されました。
　戦闘参加者として援護法の適用を受けるた
めに作成された申立書等が含まれる戦闘参加
者に関する書類は、沖縄戦で家族や祖先がど
のような犠牲を払い、生涯を終えたか、その
真実を知ることができる資料として利用され
ています。
おわりに　〜政策形成に貢献するために

　ここまで、琉球政府文書がどのような動機
や事情で利用されているか、その傾向につい
て紹介しました。ここでは、会場での報告で
中途半端に終わった公文書館の利用可能性に
ついて付け加えます。

　行政政策の成果を高めていくためには、そ
の形成過程において過去の事例を検証し、新
たな政策に活かす PDCAサイクルを継続し
ていくことが重要です。行政職員がその各工
程で培った知識、ノウハウ、さらに反省等
が、公文書によって共有されることができれ
ば、後任の行政職員はもとより、議員、マス
コミ、シンクタンク、そして住民がそこから
学び、新たな知見を政策に展開することがで
きます。
　近年では住民参加型の「まちづくり」が広
まっています。沖縄にとっての「まちづく
り」最大のテーマは、返還される軍用地の跡
地利用です。軍用地の段階的返還が予定され
ている現在、過去の事例について、経済効果
だけでなく多角的な視点で評価・検証し、今
後の「まちづくり」に多くの人々の知見を結
集して考えるまたとない時期だと思います。
　このような観点から、沖縄県公文書館は、
「まちづくり」を考えるプラットフォームと
して、新たな利用価値を社会に提供できる可
能性を感じています。
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報告②

「人権とアーカイブズ
　　西淀川公害を例にして」
公益財団法人公害地域再生センター（あお
ぞら財団）付属西淀川・公害と環境資料館

林　　美帆

はじめに

　西淀川・公害と環境資料館は、西淀川公害
裁判（19７8-1998）の資料を中心とした資料
館です。西淀川公害裁判は、工場と道路を汚
染源とした公害裁判で、複合大気汚染を問題
として提訴した初めての裁判になります。裁
判は２1年の月日を費やし、地裁判決ではあり
ますが工場と道路と共に公害の責任が認めら
れました。公害被害者が公害の地域の再生を
提案したことで、双方が歩み寄って和解が成
立しました。企業和解（199５）の段階で、原
告（公害被害者）は和解金を得ましたが、そ
の資金を元手に財団法人公害地域再生センタ
ーが設立され、患者が提案したまちづくり案
を実践することとなります。
　まちづくり案の中には、公害の経験を中心
とした教育や研修、国際交流の他に公害資料
館構想がありました。1991年に裁判の原告で
ある公害患者が地域再生案を発表した図の中
に、「公害資料館」が描かれています。あお
ぞら財団の設立趣意書にも「わが国の公害問
題の不幸ながらもその貴重な経験や教訓は、
次世代へ、世界へと受け継がれ、生かされて
いく必要があります」と記載され、公害の経
験を伝えて生かされることが望まれていたこ
とが分かります。
　あおぞら財団は設立の199６年当時から資料
を収集整理し、２00６年には体制を整えて西淀
川・公害と環境資料館として開館しました。
　ここでは、公害の経験を伝える資料館の活
動から、人権にかかわる部分を報告します。

１ 　公害問題における被害者の立ち位置

　19６0～19７0年代の日本は、社会全体で経済
発展を目指しており、そのような社会情勢の
中では公害の被害者の声は、行政にも、企業
に対しても、届きにくい状況にありました。
また、公害の被害者は地域社会の中では少数
者であり、多数の国民の幸せを願う人たちか
らは、国が栄えるために、多少の犠牲は仕方
がないと考えられていました。公害の被害者
は健康面での被害にとどまらず、地域住民か
らも疎外されていました。
　公害に悩まされた公害被害者は、司法の場
で責任について問うことを選択しました。四
大公害裁判にて公害反対の世論が高まり、被
害者である原告が勝訴する中で、公害対策基
本法をはじめとした公害関連の法律が整うこ
ととなり、発生源の規制、被害者の救済、予
防の制度が整備されるきっかけとなります。
また、四大公害裁判に続き、他の公害裁判で
も、制度を変えさせており、西淀川の大気汚
染裁判は自動車の排ガス規制のＮＯｘＰＭ法
設立のきっかけを作っています。
　公害の被害者側からの働きかけがあったこ
とで、法律の整備だけでなく、企業や行政の
姿勢は変わっていきました。現在において
は、企業は社会的責任の文脈の中で被害者と
対峙しなければならなくなっています。また
行政も市民参加や協働の流れが主流となる中
で、制度が整えられ市民の声が届く社会に変
化しています。被害者の「私たちの声を聞い
てほしい」「対等に話をしたい」との願いが
長い年月をかけて実現しているといえるでし
ょう。ようやく弱者の人権を尊重し、意見を

報告②　林　美帆氏



17

２０１９．３　 全史料協　会報　No.１０５

聞く入口に立ったのです。

２ 　西淀川公害の公害資料

　西淀川・公害と環境資料館の所蔵資料は
「西淀川公害裁判弁護団関係資料」「西淀川公
害患者と家族の会関係資料」「その他」の 3
つに分類できます。「西淀川公害裁判弁護団
関係資料」の中に裁判記録があり、裁判所に
提出した被告（国・企業）と原告（公害被害
者）双方の資料があります。裁判記録とは別
に西淀川公害裁判弁護団資料があります。裁
判を進めるために収集された資料です。具体
的には汚染煙の到達、疫学、被告の関連共同
性、被害、道路からの汚染問題、地域の歴史
など、立証に必要なテーマ別に収集されてい
ます。
　「西淀川公害患者と家族の会資料」の中心
は会議資料（役員会議、勉強会、新年会な
ど）で、定期的に集会を行い学習が繰り返さ
れてきた記録が残っています。また公害反対
運動を広げるためのイベント（シンポジウ
ム、大気測定活動、株主総会など）や交渉の
記録（公害被害者総行動（国）、経団連、大
阪市など）や、他の公害地域への運動支援
（大気汚染、スモン等の薬害、カネミ油症、
水俣病など）、地域問題（関西国際空港開
発、フェニックス計画、府立西淀川高校設立
要請など）があります。また展示によくつか
われる運動道具（たすき、横断幕、旗）やニ
ュースレター、ビラなど、多彩な資料が保存
されています。
　また、その他の資料には、大阪から公害を
なくす会という、西淀川公害患者と家族の会
と共に、同時期に活動していた運動団体の資
料が保存されており、大阪府内の公害反対運
動を知ることができます。

3 　被害者の資料保存への複雑な思い

　西淀川公害に関連する資料群は、収集を開
始した当初は順調に収集されませんでした。

資料がどう使われるかわからない「恐れ」か
ら、所有者が資料提供を快く思わない心情が
あったからです。これは、資料所有者が公害
の経験を伝えることと資料の保存の関連がよ
くわからなかったという理由と、資料の利用
者が見えないことがあったからだと思いま
す。アーカイブズ機関への不信感があったと
もいえます。
　しかし、資料が保存され、西淀川公害の経
験について地道に発信していく中で、西淀川
公害反対運動そのものが評価される出来事が
増えていきました。大阪人権博物館での展示
や、大阪市が作成した環境教育教科書『おお
さか環境科』に掲載されたこと、環境省の西
淀川公害を学ぶ職員研修が定例化するなど、
西淀川・公害と環境資料館とは違う主体が西
淀川公害を発信することが増えました。
　また、事実を伝えるだけでなく、西淀川公
害反対運動から、教訓を読み解き、他の運動
への参考となる事例が積み上がっていくこと
で、資料館の意義が認められるようになって
いきます。運動団体にとって伝えるべきこと
は「運動によって得た成果」です。例えば、
道路を管理する国と話し合いをする道路連絡
会や、ＰＭ２. ５ の測定など、直接的な大気汚
染を改善するための施策などがそれに当たり
ます。しかし、その成果以上に、運動してき
たことが社会の中に位置づけられ、市民社会
の構築に意義があると価値づけられたこと
で、被害者団体は資料館の存在意義を深く認
めることとなります。西淀川の場合は、福島
原発事故後の地域再生に際して参考にされて
います。また、中国の環境NGOからは、課
題を解決するための運動は継続して活動する
必要があること、運動には粘り強さが必要な
こと、「企業と行政と常に対立するのではな
く、相手の立場を理解し対話することが大切
だと学んだ」といった、西淀川公害裁判の和
解に、対立から対話に到る姿勢を学んでいま
す。
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　資料館が存在したことで、公害反対運動の
成果だけでなく、運動の精神が受け継がれて
おり、そこから市民を育てる教育につなげる
ことまで可能となりました。この精神は、持
続可能な開発目標（SDGs）が掲げている
「誰一人取り残さない」の実例として評価さ
れている部分でもあります。評価と継承が生
まれる為には資料が必要ですが、それは公害
患者が他者に資料を託す勇気を振り絞ったこ
と、そして資料館が信頼関係を構築する努力
をしたことで実現されました。

４ 　公害を学ぶことと公害から学ぶことの違い

　これまで「公害を学ぶこと」といえば、被
害を学ぶことが大部分を占めてきました。公
害の教育は人権教育の文脈で扱われることが
多く、差別事象が前面に出て取り扱われるこ
とが多いためです。差別の解消のために事実
を学ぶと言われることも多いのですが、事実
を学ぶだけでは差別の解消は難しいのが現実
です。学んだとしても学習者は「かわいそ
う」「同じ時代に生まれなくてよかった」と
いった感想を持ちやすく、他人事でおわる可
能性が大きくなります。公害患者が望む「公
害の経験が生かされている状態」とは、他人
事として受け止めるのではなく、自分ごとと
して受け止めて、同じような行為を行わない
でほしいという状態であると考えます。他人
事として公害を受け止めている状態では、公
害の経験が活かされているとはいえません。
　一方で「公害から学ぶこと」は、公害の事
実だけを学ぶのでなく、市民としての行動を
学ぶこととなります。市民性教育の題材とし
て公害をとりあげ、所蔵資料やヒアリングで
明らかになった事柄を元に参加型教材を作成
し事実を伝えるだけではなく、学習者の意欲
を引き出しつつ、課題に向き合う姿勢を学ぶ
教材です。
　公害の経験を伝えて生かされるようになる
ためには、公害教育のスタンダードに「公害

から学ぶ」という発想をが加える必要がある
と思います。しかし、公害教育を担う団体
は、当館だけではありません。「公害から学
ぶ」議論を世の中に働きかけなければ、スタ
ンダードになりません。
　これからの公害教育を議論する場として、
２013年に結成した公害資料館ネットワークが
機能しています。この公害資料館ネットワー
クは当館が設立を呼び掛け、事務局を担って
います。資料から見えてきた「学び」を提示
することで、学びの方向性を多様にし、資料
の保存の意義を社会に訴えることにつながる
と考えています。

おわりに　　　　　　
　西淀川・公害と環境資料館と、人権と資料
のことを考えたとき、 3点の視点が見えてく
ると考えています。まず、 1点目は、人権が
尊重されるために声を上げる運動（裁判）が
必要であり、そのとき必要なものは資料であ
るということです。 ２点目は人権が尊重され
るために、公害反対運動をしてきた記録を残
していくための伝えていくための資料です。
第 3点目は人権侵害された人たちが、希望を
失わずに運動を続けるために学ぶ資料です。
　 1点目は資料があることで、人権が侵害さ
れていたことが証明されるからです。 ２点目
は、市民が運動した事実を残すための資料で
あります。 3点目は次世代が学ぶ為の資料で
す。この ２点目を 3点目としていくには公害
反対運動を分析・整理しなければなりませ
ん。運動の結果だけでなく、プロセスを追う
ことで、いまだに残る課題をどのようにすれ
ば解決できるのかが、事例として判明し、
「専門家≠正しさ」でないこと、自ら立ち上
がることをしなければ人権が守られないこと
が見えてくるのだと思います。
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はじめに　なぜデジタルか？

　本発表では、資料のデジタル化がどのよう
な未来をつくりだし得るのか、という点につ
いて検討を行った。いうまでもなく今はデジ
タルとWeb の時代である。好むと好まざる
とに関わらず私たちはWeb に関わる機器に
触れ、Web のテクノロジーによって構成さ
れた社会の中に生きている。そのような状況
の中でアーカイブズや資料を取り巻く状況を
考える必要がある。
　なお、本発表に関わる前提として、発表者
は以下のような論考を出している。「デジタ
ルアーカイブとアーカイブズ」および、「デ
ジタル・ヒューマニティーズの現在―人文情
報学の現状と展望―」の ２点である。特に後
者は、本議論の前提となるため、簡単に触れ
ておく。
　「デジタル・ヒューマニティーズの現在―
人文情報学の現状と展望―」では、デジタル
ヒューマニティーズ（DH）の現状につい
て、詳細を述べた。とりわけ日本資料に関わ
るテキスト解析などが進展することで、これ
までとは異なる成果を期待できること、そし
て、そのためのデータ整備の重要性について
述べた。つまり、機械的に利用可能なデータ
の必要性である。そのためには、技術的に可
能にするのみならず、運用からも可能性をひ
らく必要がある。それが「オープンデータ」
と呼ばれる概念である。「オープンデータ」
とはデータを単に閲覧するだけではなく、自
由に再加工・再配布できるような運用のこと
である。これにより、資料の情報は単にデー

タとしてみるだけではなく、機械での利用が
自由になるという点で非常に重要であるとい
う点を述べた。そして、そのようなオープン
化の中でデジタル時代に変わることは何か？
ということを指摘した。特に重要なのは現在
AI と言われているディープラーニングの技
法は歴史学を変えるのか、ということであ
る。この点については、技術そのものが学問
を変えることはなく、手法を拡張するに過ぎ
ない。その点では、技術が学問の本質を変え
ることはない。しかし、技術への理解や、そ
れを前提とした社会が歴史学者の思考方法を
変えることで、影響を及ぼすという観点を指
摘した。

デジタルアーカイブの今

　２018年現在、歴史に関わる資料のデジタル
化の中でもっとも大きな動きになっているの
は「デジタルアーカイブ」ブームである。第
二次ブームと言ってもよい状況の中で、多く
の活発な動きがみられる。なお、デジタル・
ヒューマニティーズや、人文情報学といった
分野とデジタルアーカイブの潮流は現時点で
はやや異なる傾向がある。「デジタルアーカ
イブ」に関しては、『アーカイブ立国宣言』�
の出版以来、吉見俊哉氏、福井健策氏などを
中心とした一連の流れがある。
　この流れの中、内閣府知的財産戦略本部の
中に「デジタルアーカイブジャパン推進委員

報告③

「資料のデジタル化が開く
　　　　未来を改めて考える」

国立歴史民俗博物館准教授
後藤　　真

報告③後藤　真氏
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会」が作られており、この下部には実務者委
員会が作られている。この実務者委員会で
は、関係する組織などを中心として、特にジ
ャパンサーチと呼ばれる新たな横断検索シス
テムを含む、デジタルアーカイブの振興に関
する検討が行われている。
　「ジャパンサーチ」とは、国会図書館が現
在開発している日本の文化資源情報をまとめ
て検索するシステムのことである。ジャパン
サーチの基本モデルは、日本全国の「アーカ
イブ機関」を分野・地域ごとの「つなぎ役」
が仲介してジャパンサーチにデータを提供、
一元的に公開することを目指すものである。
ジャパンサーチの対象は、歴史的なものに留
まらず、漫画やアニメ・ゲーム・放送なども
その範囲である。本稿執筆現在、データの統
合と実験が勧められ、試験公開が近く行われ
る予定として進められている。
　このデジタルアーカイブに関する活動は、
特に活発になっている。デジタルアーカイブ
の全体傾向は以下の通りである。まず、先般
述べたように、データを広く蓄積し、公開す
ることが望まれる状況になっている。その中
で、DHをはじめとする様々な場面で利用可
能なデータの作成の起爆剤になることが望ま
れている。特に、デジタルアーカイブの傾向
として、広く浅く公開を進める傾向があるこ
と、そして「オープンデータ」を強く推進す
るという立場からも、データの作成と活用へ
の起爆剤となることが望まれている。一方
で、データの長期保存、資料保存の観点をい
かに入れるかが課題となるであろう。アーカ
イブと言いつつも、活用にどうしても寄って
しまう傾向がある。また、ジャパンサーチは
あくまでも「つなぐ」ということが主眼の事
業ではあるので、そのためのドメインベース
でのデータ基盤の構築は、別途望まれる点で
ある。
　そのような状況の中で、現在、国立歴史民
俗博物館で進めている事業が「総合資料学の

創成」であり、その情報基盤システムである
“khirin”（knowledgebase� of� Historical�
Resources� in�Institutes）である。総合資料
学とは、歴史資料・博物館資料を一つのディ
シプリンだけではなく、多様な分野の視点か
ら見るためのモデルを構築することを目指し
た学問である。その中で、特にデジタルデー
タを基盤にし、新たな研究モデルを構築する
ことを目指している。また、少しずつ異なる
歴史資料や博物館の目録を、緩く統合する枠
組みを構築することで、目録の違いなどでつ
ながらなかったものをつなげていく試みを行
っている。
　この総合資料学の事業の情報基盤システム
が khirin� である。khirin は RDF（Resource�
Description�Framework）と呼ばれる、国際
標準の枠組みでの目録を構築するとともに、
IIIF（International� Image� Interoperability�
Framework）と呼ばれる同じく国際標準の
枠組みでの画像データの構築を行っており、
２018年 ５ 月より本公開を開始した。khirin
は、複数のデータベースについて、全てを同
時に検索、地域単位での検索、単体での検索
の三つを可能にしている。また、時間単位・
空間単位での検索結果表現を可能にしている。
　そして、この khirin 構築と、密接に連携
して進められているのが、人間文化研究機構
（人文機構）による「歴史文化資料保全ネッ
トワーク事業（歴史資料保全NW事業）で
ある。この事業は、人文機構と東北大学・神
戸大学が事業の中核となり日本各地の大学や
地域に設立されている歴史資料ネットワーク
（史料ネット）と連携関係を構築し、地域の
歴史文化資料調査・保存研究活動を軸とした
全国広域ネットワークを作り上げようという
ものである。この事業では、 ５本の柱（1. 資
料所在情報の把握　２. 所在情報のデータ化　
3. 災害時における相互レスキュー体制の構築
支援　４. 教育プログラムの開発　５. 国内外へ
の情報発信）を立てており、それをもとに災
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害時対応と史料ネットの広域支援を実施する
ものである。
　khirin とこの歴史文化資料保全NW事業
は、特にデータ記録化が深く関係する。これ
は、各大学が史料ネットで蓄積したデータを
人間文化研究機構に蓄積するものである。デ
ータの確認を行い、公開と限定公開（ユーザ
のみ／災害時のみ）とそれぞれ状況に応じた
アクセスを実現することを目指している。
　このデータ記録化を khirin で実施するた
めに、重要なのはデータの長期保存という観
点である。データを長く保存する工夫とし
て、複数組織でのバックアップ体制を構築す
るとともに、システムとデータの分離を行
い、システムリプレース等でデータが失われ
る可能性を避けることとした。また、デファ
クトスタンダードを活用することで、シンプ
ルでマイグレーション可能なものにすること
を目指した。また、これらのデータは権利上
の問題がない限り、原則としてオープンデー
タにするとともに、アクセスを担保しうるよ
うなURLの設計を行うことを目指した。ア
クセス状況を高める仕組みを担保しつつ「長
く保つ」デジタルを考えていく必要性がある
ためである。

両者の事例からアーカイブズへと問い返す

　では、このような事例から、改めて歴史資
料そのものを取り巻く状況を総括してみた
い。資料へのアクセスの変化を khirin や多
くの動きは目指している。これはどのような
事態を起こすのであろうか。冒頭の論点をも
とに深めてみたい。
　Web の世界が最も変えているのは様々な
情報へのアクセスであるといえる。資料への
アクセス格差は大きく変質するであろう。
「そこに行かなければ見られない資料」から
「どこでも見られる資料」へと変化する。そ
れは、地域の資料であっても、世界中どこか
らでも見られることを意味し、場合によって

はこれまで注目されてこなかったような資料
も国際的には重要な位置を占める可能性も生
まれてくる。一方で、デジタルデバイドの問
題は残るが、世界的にみても多くの人が
Web にアクセスできるようになりつつある
のは事実である。しかし、このデバイドは検
索や情報発見のリテラシーという文脈で生ま
れてきているとも言える。多くの人が平等に
情報にアクセスできても、その情報を使いこ
なせるかどうかは、一方的にユーザに投げら
れてしまうという問題点を持っている。いわ
ば「アクセスの機会は平等だが、そこから先
の情報を読み解く工夫が自己責任」という厳
しい状況に置かれているとも言える。「平等
な」情報へのアクセスによって、より強くコ
ンテンツの文脈を読み解く力が求められるこ
とになってしまっているのである。このよう
な状況を軽減するためにも、コンテンツの文
脈へのアクセスを担保した形でのデジタル化
が求められる。その点において、既存のアー
カイブズのやり方でデジタルコンテンツの見
せ方が良いのかは疑問視されることになるだ
ろう。「アーカイブズの重要性」という自明
性にいかに頼らずに、コンテンツとその文脈
を提示しつつ見せるかを考えなければならな
い時代が来ていると言える。
　デジタル時代のアーカイブズのために、改
めてそのアーカイブズは「誰がアクセスでき
るのか」「何にアクセスできるのか」「どのよ
うにアクセスできるのか」を考え直す必要が
ある。例えば、コンテキスト情報はどのよう
なものか、どのように長期保存が考えられて
いるのか、資料一つ一つへのアクセス担保は
どのようになされているのか、などの見直し
が具体的な中身となるであろう。それは、単
に技術の問題ではなく、”Public”につなが
る問題として、システム全体の運用から考え
直す状況が来ているとも言える。単に一つの
サービスやシステムに投げて終了というわけ
ではなく、運用ポリシー全体の見直しを行
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い、公的なアクセスとはどのようなものかを
検討する必要があるのである。

おわりに　コンテンツを「ある」から「届け
る」へ

　大城報告・林報告のような重要な資料群を
下支えすることがデジタルデータには求めら
れている。その資料自体の価値はすでに十全
に示されている。そして、資料の価値はあり
とあらゆる側面において「等しく重要であ
る」ことは間違いない。その価値を前提とし
た上で、いかにそれを届けることが可能にな
るか、それらの資料を未来へつなぐことが必
要かを考える必要がある。これまでのような
単体・静的・閲覧を超えた歴史資料の活用が
求められているといえよう。そのデジタルを
活用した、新しいアクセスの先に新しい歴史
資料のありようがあると考えている。まだ、
その絵自体は模索段階ではあるが、資料に関
わる多くの人ともに、考えられれば幸いであ
る。

参考文献

（特に関連の深いもの　Web サイト等含む）
天野真志「「歴史文化資料保全の大学・共同
利用機関ネットワーク事業」について」（『き
ざし』�Vol ２ 、２01７年）
国立歴史民俗博物館編　『＜総合資料学＞へ
の挑戦』（吉川弘文館、２01７年 3 月）
国立歴史民俗博物館編　『歴史研究と＜総合
資料学＞』（吉川弘文館、２018年 3 月）
後藤　真「デジタルアーカイブとアーカイブ
ズ」（『歴史学研究』9７４号、２018年 8 月）
後藤　真「デジタル・ヒューマニティーズの
現在―人文情報学の現状と展望―」（『日本歴
史』２019年 1 月掲載予定）
福井健策�吉見俊哉『アーカイブ立国宣言』
（ポット出版、２01４年11月）
デジタルアーカイブ機関連絡協議会
http://dnp-da.jp/liaison-committee/�

（閲覧は２018年1２月30日以下同）
デジタルアーカイブジャパン推進委員会
実務者委員会�https://www.kantei.go.jp/jp/
singi/titeki２/digitalarchive_suisiniinkai/
index.html
歴博 khirin（RDF）https://khirin-ld.rekihaku.
ac.jp

khirin トップページ

報告③　会場の様子
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大会テーマ研修会

総　合　討　論

　大城博光氏（（公財）沖縄県文化振興会公
文書管理課長）

　林　美帆氏（（公財）公害地域再生センタ
ー研究員）

　後藤　真
まこと

氏（国立歴史民俗博物館准教授）

コメンテーター

　加藤聖
きよふみ

文氏（国文学研究資料館准教授）
　辻川　敦　�（大会・研修委員会委員長）
司会

　櫟
いちはら

原　直樹（大会・研修委員会委員）
　上
じょうこう

甲　典子��（同上）
質疑応答・討論司会

　櫟原直樹（大会・研修委員会委員）

司会（櫟原）� 3 報告に対してコメンテーター
の加藤聖文さんからコメントをいただき、デ
ィスカッションを進めていきます。

3 報告への問題提起①－組織としての課題

加藤　議論の土台として、 3報告への問題提
起を行ないたいと思います。各報告の関連性
を考えると、アーカイブズを一般社会に、あ
るいは学術研究分野にどう伝えていくのかと
いうのが、重要な課題として共通していま
す。組織という点では、最初にご報告いただ
いた沖縄県公文書館は指定管理者、西淀川の
場合は公益財団法人、最後の国立歴史民俗博
物館は大学共同利用機関法人で、行政機関直
属ではありません。これらの組織の共通項と
して、事業実施のうえでは柔軟性があります
が、いずれも事業成果や効果を何らかの尺度
で測られる立場です。その点でも対外的な情
報発信が重要になるわけですが、こういった

側面に傾斜しがちになるのではないか。組織
の特性が組織の足腰を鍛える方向にではな
く、とにかく利用数・来館数やウェブサイト
のページビューを増やすといったことに引き
ずられていくのではないか。そういう懸念が
あるので、組織としての課題について、各報
告者にお聞きしたいと思います。

3 報告への問題提起②－デジタル化について

加藤　もう一点、デジタル化についても、大
きな課題があり考えてみる必要があると感じ
ました。後藤さんの報告を、この全史料協と
いう場で聞いて痛感したのですが、ミュージ
アムとアーカイブズでは、デジタル化のあり
方がおのずと違ってくるのではないか。その
点を考慮せず、とにかくデジタル・アーカイ
ブとして発信しなければというのは無理があ
る。コンテンツの発信という点で、アーカイ
ブズはどこまでできるのか。所蔵資料の全面
デジタル公開となると、個人情報の問題など
さまざまな課題があり、むずかしいと考えま
す。所蔵資料一点一点をコンテンツとして発
信できるミュージアムに対して、アーカイブ

総合討論の様子
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ズが持つ行政文書などは、これを全面的にデ
ジタル公開してビッグデータでつなげれば何
とかなる、というものではない。こういっ
た、根本的相違を考える必要があると思うの
です。また、諸外国でデジタル化が進んでい
るというご指摘でしたが、アーカイブズの場
合は、海外機関も何でも公開しているという
わけではありません。　
　とはいえ、デジタルによる公開は避けられ
ない課題です。ただ、ポリシーがないと、単
に画像をベタベタとウェブ上に貼り付けて発
信しているだけ、ということになってしまう
のではないか。今日の沖縄県公文書館からの
ご報告のなかで、一例として「戦闘参加者名
簿」のデジタル画像が、個人情報があるから
ということで一部マスキングされた形で紹介
されました。マスキングするぐらいなら、デ
ジタルにしなくてもよいのではないかと感じ
ます。なぜこの資料をデジタルにするのか、
する必要があるのかというポリシーが伝わっ
てこないのです。
�アーカイブズの場合、個人情報というむず
かしい課題を抱えていて、それを含むものを
デジタルにすることにどういう意味があるの
か、各機関で考えてみる必要があります。個
人情報をマスキングした画像を見せること
が、沖縄戦を深く考えることにつながるのか
どうか。犠牲になった方々や、被害を受けた
人々のお名前を隠してしまうことについて、
アーカイブズとしてよく検討する必要がある
と思います。
　また、保存と公開を切り離して考えること
も、必要になってくるでしょう。史料の劣化
を防ぐうえで、デジタル化は有効です。それ
をそのままウェブ上に載せるのかどうかは、
別の課題として検討すべきです。さらに、そ
の公開は学術研究利用にこたえるためのもの
なのか、広報目的で発信するのか、という部
分も明確にしておくべきでしょう。私自身
は、アーカイブズの場合、学術研究レベルの

デジタル公開というのは無理なのではないか
と考えています。結局のところ、所蔵機関に
足を運んで資料を閲覧し、コンテクストを調
べることが重要になるからです。であるとす
れば、アーカイブズのデジタル公開は、こん
な資料がありますよという広報的機能と割り
切ってしまってよいのではないでしょうか。
さらに、コストの問題も重要です。公開して
しまうと、システムを維持・更新していくた
めのランニングコストを負担し続けなければ
ならず、小さな組織になればなるほど、これ
は大きな負担になります。

問題提起について－沖縄県公文書館の場合

大城　まず指定管理の問題について。行政の
説明責任を全うする公文書館という位置付け
を考えるとき、それを第三者にまかせるとい
うのは問題点もありますが、施設の管理運営
と、どの公文書を残し公開するかという部分
をわけることで、解決できるのではないかと
も思います。また、毎年行なう評価選別の理
由を対外的にきちんと説明していくうえで、
事業主体の継続性が必要であり、その点でも
指定管理者制度はむずかしい面があります。
その一方で、住民の立場からすると、良いサ
ービスを提供する指定管理者が現れて交代す
るのであれば、それは良いことだということ
になります。指定管理期間がネックとなっ
て、人の採用がうまくいかないケースもあっ
て、これも問題点のひとつだと思います。

加藤聖文氏



25

２０１９．３　 全史料協　会報　No.１０５

　次に、沖縄県は、かなりの予算を割いて琉
球政府文書のデジタル化を進めています。文書
は日々閲覧利用があり、そのことが劣化・損傷
の要因となるので、これを防ぎ、原本を劣化さ
せることなく保存することが目的です。そのデ
ジタル画像を、さらに経費を使ってウェブ公開
しているわけで、この部分の費用対効果を見て
いく必要があると考えています。

問題提起について－特にデジタル化の問題を

めぐって

後藤　加藤さんから、厳しいご指摘をいただ
きました。まず組織の点では、私が所属する
国立歴史民俗博物館は、加藤さんがおられる
国文学研究資料館と同じく人間文化研究機構
という大学共同利用機関法人に属していま
す。大学に研究リソースを提供することによ
り、学術に貢献することが組織のミッション
です。歴博には資料やデータがあるので、そ
れが大学の研究にどう使われ、人材はどう貢
献しているかというのが評価指標になりま
す。対外的に成果を発信して研究費を獲得する
一方で、その後ろ側できちんと足腰を作る研究
を行ないデータを作るという二重戦略をとるの
が、あるべき姿であろうと考えています。
　次に、ミュージアムとアーカイブズのデジ
タル化の違いについては、加藤さんご指摘の
とおりだと思います。国立歴史民俗博物館の
収集資料のなかにも、個人情報を含むアーカ
イブズがあり、配慮して公開していくことが
必要です。「歴史民俗調査カード（歴民カー
ド）」の例のように、デジタル化に際して部
分的にマスキングするものもあります。報告
のなかで紹介した歴史文化資料保全ネットワ
ーク事業は、災害被災資料の現地調査を行な
うので、公開可能な情報や資料はウェブ公開
する一方、配慮を要するものについては研究
者限定・ログイン制御の公開区分を設け、公
開不可能なものは暗号化してディスクに保存
しています。どれを公開し、どれを非公開と

するかという区分が重要です。
　学術研究レベルか広報かという点について
は、私が専門とするデジタル・ヒューマニテ
ィーズという学問が目的とするのは学術利用
です。たとえば、歴史学研究のうえでどのよ
うに史料を読んだのか、これをデジタル情報
化し記録として残し、場合によっては公開し
て研究者間で照合する。そういったプロジェ
クトが始まっています。
　最後に、コストの問題は悩ましい課題です
が、システムなどの経費は徐々に安くなって
いく傾向にあり、何を維持するのかバランス
をとることでコストカットは可能と考えま
す。報告のなかではエクセルデータや html
からでも始められるということも申し上げた
ので、参考にしていただければと思います。

問題提起について－公害問題の資料と人権

林　公害地域再生センターの場合は、まちづ
くりの組織と一緒に仕事をしているので、目
に見える成果を強く求められます。資料整理
はお金と直結しないために、研修受入人数や
資料館利用者数が指標になります。成果や指
標の実績を求められることで、逆に、資料は
大切だということが説明抜きにはわからない
人が多いのだと気づくことができます。
　公害地域再生センターでも、デジタル・ア
ーカイブ化に取り組んでいます。独立行政法
人環境再生保全機構と共同して「記録で見る
大気汚染と裁判」（http://nihon-taikiosen.
erca.go.jp/taiki/）というサイトを運用して
いて、各地の公害裁判記録などをデジタル化
し、公開できるものは公開しています。ど
の部分をどこまで公開するのか、できるの
かという点については精査が必要ですが、
公害病患者や被害者といったマイノリティ
の記録が不当に伏せられたり消されたりす
ることはあってはならず、これを許さない
のがアーカイブズを預かる者の使命だと
... 私は思っています ... すみません、感情が
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高ぶってしまって ...（拍手）
　利用については、学術利用が想定されがち
ですが、私はやはり市民利用が重要だと考え
ています。この人が生きてきた、この人が公
害問題を訴え闘ってきた、その人の名前を消
されたくないということが前提にあります。
市民が知り得る情報として提供すべきだし、
そのために公開していくことが大切だと考え
ます。資料をデジタルで見るだけではなく、
その場に行くことが大切だと、加藤さんがお
っしゃってくださいました。現場で得られる
ものにまさる情報はないのですけれど、公害
問題に携わっていてむずかしいなと思うの
は、公害という情報が地域の中からなくなっ
ていく、消されていくという現実があるわけ
です。公害を研究する人も少なくて、公害の
歴史が消されていってしまうのを日々感じて
います。広報でも何でも、公害があったのだ
ということを発信していく。社会一般のイメ
ージと比較して、資料が持つ情報量は非常に
豊かなので、その情報を広く共有して使って
欲しい。そのことが、人権を守ることにつな
がっていくし、そのために情報はオープンに
していく必要があると考えています。

情報の公開とデジタル化をめぐる論点

辻川　加藤さんの質問に追加する意味で、大
城さんにお聞きします。報告のなかで個人名
などがマスキングされた沖縄戦に関する文書
を紹介され、加藤さんからはデジタル公開す
る意味があるのかというご指摘がありまし
た。一方で大城さんは、こういう文書が個々
人の記録として意味があると説明されまし
た。ということは、たとえばその当事者や直
系の方がマスキングされた部分を見たいと申
し出られた場合、マスキングをはずす救済措
置などがあるのでしょうか。
大城　原則として、当事者の三親等以内の方
には、マスキングした部分も含めて公開して
います。日々の閲覧利用に際し、従来は原本

のコピーをとって黒塗りして利用に供してい
たのを、デジタル化してマスキングすること
で原本を傷めず閲覧に出せるようになり、同
時に閲覧にかかる業務が効率化されました。
辻川　次に後藤さんにお尋ねします。加藤さ
んご指摘のミュージアムとアーカイブズの違
いはそのとおりだと思いますが、その一方で
後藤さんご指摘のとおり、ミュージアムにし
ろアーカイブズにしろ、海外、特に欧米と比
較して全般的に日本のデジタル公開は貧弱で
す。推進していくうえで参考になる海外モデ
ルがあるのに、なぜ日本ではデジタル化が進
まないのだとお考えですか。
後藤　ヨーロッパの場合、データ公開の考え
方や発想が根本的に違うのかなと思います。
日本が遅れていると言う場合、よく比較され
るのは台湾や韓国で、たとえば台湾の場合、
自分たち独自の文化をきちんと主張できるか
どうかというのは、中国との関係においても
大きな課題です。デジタル化の予算がそこに
集中的に投下されますし、派手なデジタル・
アーカイブを作る傾向にある日本と異なり、
基盤データをきっちり作ることにエネルギー
が注がれています。基盤的なシステムの構
築・運用を学会などで提案すると、台湾では
数年後に実現しているのに、日本では相変わ
らず箱（システムの技術的な開発）の話をし
ているという現状があります。
加藤　大城さんから、マスキングされた個人
情報は三親等までなら閲覧できる、という説
明がありました。自治体の場合、いつになっ
たら全面公開になるのか、その期限が見えな
いという問題があります。その点、沖縄県と
してはどうお考えなのかお聞きしたい。
　それから、後藤さんが台湾と韓国でのデジ
タル化に言及されましたが、たとえば台湾の
場合は海外からはアクセスできないものが多
く、閲覧資格に中華民国籍を要するなど、さ
まざまな制約があって必ずしも公開が進んで
いるとは言えません。韓国の場合は何でもと
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にかくデジタル公開ということで、逆に問題
点も生じています。ちなみに、ノルウェー国
立公文書館の場合、館外からは文書検索シス
テムにアクセスできません。政府のシステム
の一部なので、セキュリティ上遮断せざるを
得ないわけです。つまり、アーカイブズの場
合は公的機関ということで、一般の文化施設
とは異なる側面があり、何でもかんでもウェ
ブ経由で外部に公開されているわけではあり
ません。
大城　戦争で被害にあった方に関する史料
は、閲覧室で閲覧に供していて、亡くなった
方の情報は公開し、遺族の方の情報はマスキ
ングして提供しています。この種の情報をど
こまでどのように公開するかというのは、沖
縄県のみならず全国的な基準の問題で、厚生
労働省とやりとりすることもあり、慎重に考
えていくべき課題です。
後藤　韓国の事例ですが、ミュージアムの分
野で統合データベース化が進んでいます。公
立博物館の場合、原則として国立博物館経由
ですべて資料を見ることができるようデータ
を提供するというのが、評価項目になってい
ます。ただし、掲載されているのは韓国語の
情報だけなので、韓国語ができないと使えな
いという問題点もあります。
　日本の現状と方向性について言えば、私自
身、何でもデジタル化して公開という立場で
はありません。ただ、日本のアーカイブズ分
野の史料の全体量に対して、どこまでデジタ
ル化され公開されているかということを考え
るとき、やはり国際的に見て進んでおらず、
課題が多いと感じています。

アーキビスト、専門職

司会（櫟原）　今回の大会テーマ研究会の設
定にあたり、前回相模原大会での議論を踏ま
え、やはり専門職の問題も積み残された重要
課題のひとつと考えています。今日の報告や
議論に関連付けて、専門職問題を考える論点

やヒントがあれば、コメンテーターや報告者
のみなさんからおうかがいしたいと思います。
加藤　デジタル化において、画像を公開する
以前のアーカイブズ・コンテンツ特有の課題
として、検索システムが単純なものでは済ま
されないということがあります。各館のデー
タベースをつないで横断検索システムを作れ
ば日本国内のすべての資料を検索できるよう
なシステムが実現するのかというと、それは
無理だろうと思うのです。結局のところ、ア
ーカイブズの場合、その機関に足を運んで閲
覧することが重要で、館に人を呼び寄せる機
能が必要になってきます。ウェブ上ですべて
見ることができますという、ヴァーチャル・
アーカイブズになってしまってはだめなので
す。なぜなら、ネット検索でヒットするのは
あくまでとっかかりに過ぎず、その背後にあ
るコンテクストを調べるうえで、その館に行
かないとわからないことが多いからです。検
索ですべてわかるわけではなく、また検索シ
ステムそのものもそこまでむずかしいものを
作る必要もない。結局は人、アーキビストが
いるかどうかです。私の経験から言うと、ヒ
ットした資料の背後にあるさらにくわしいコ
ンテクストの情報というのは、データベース
ですべて検索できるわけではなく、ナビゲー
ターとしてのアーキビストがガイドしてくれ
ないと、その情報にはたどり着けません。
　このように考えると、デジタル・アーカイ
ブ化のうえではまず検索システムの問題があ
り、最後の部分でそれは専門職・アーキビス
トの養成という課題につながります。アーキ
ビストを育成・配置したうえで、ここまでは
ウェブ検索してデジタルで見てください、こ
こから先は人がレファレンスにあたらないと
だめですという、その両者の担う部分をきち
んとわける必要がある。そういったことを議
論してはじめて、アーキビストの役割や必要
性が浮かび上がってくるのだと思います。
辻川　現在、国立公文書館でアーキビストの
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職務基準書が検討されていますが、この種の
議論はとかく公的機関の専門職に限定されが
ちです。この点、民間の機関で、ほぼおひと
りでアーキビストの仕事をされている林さん
のご意見をうかがいたいと思います。
林　アーキビストの仕事をしていくうえでは
技術が必要ですが、技術だけではだめだと思
っています。資料を公開することの意義を理
解していることが大切で、これはAI にはで
きない、人にしか理解できないことだと思う
のです。資料を未来の人々につないでいくの
も、意思をもった人間にしかできない仕事で
す。加藤さんが指摘されたポリシーの部分と
いうのも、人間でないと担えず、受け継いで
いくことができない部分なのではないかなと
思います。
後藤　専門職の問題で言うと、データを作る
仕事というのは人にしかできません。システ
ムや技術は情報分野の研究者が作りますが、
もとになるデータはアーキビストでないと作
れません。デジタル・ヒューマニティーズ
も、人文系の研究者がデータを作り、それを
コンピューターのシステムとつなげていくこ
となので、そういう人の専門性は担保される
必要があります。AI は、人がやっているこ
とを教師にして学ぶものなので、それを超え
ることを人間は行なわなければならず、人間
は何ができるのかというのを考える必要があ
る時代になってくるのだと思います。
大城　沖縄県公文書館では、正規の専門員採

用というのが、この間の大きな課題でした。
アーキビストの必要性を説明して理解しても
らうことはできても、そこに人件費を付けて
採用ということに、なかなかならなかったの
です。どうしても実現する必要があるという
使命感がなければ、途中で心折れそうにな
る、そんな課題だったと思います。

議論のまとめ

司会（櫟原）　それでは、まとめに入りたい
と思います。大会・研修委員会は、アーカイ
ブズの価値や活用・有用性をめぐる現状をリ
アルに認識しつつ、大会参加者のみなさんが
それぞれの現場で今後仕事を進めていくうえ
で参考になる、具体的に学ぶことができたと
思えるような成果を持ち帰っていただくこと
を目指して、今回の大会テーマ研究会を設定
しました。最後に、今後の方向性も含めて、
コメンテーターのおふたりから、まとめのコ
メントをいただきたいと思います。
加藤　全史料協の大会では、毎回さまざまな
テーマが取りあげられます。つまり課題が山
積していて、それらが個別の問題なのではな
く、組織の運営やデジタルの発信、そして人
材育成の問題も、個々に議論しても解決しな
い。それらをすべてがどうつながっていて、
どういう形で必要なのかをトータルで考える
ことが重要です。そういった点について、今
後も全史料協として議論を発展させていって
いただければと思います。
辻川　今回は、テーマのひとつがデジタル化
でした。加藤さんご指摘のように、アーカイ
ブズの分野で史料を何でもすべてデジタル化
しウェブ公開しても、あまり意味がないと思
います。とはいえ、今の時代、少なくとも史
料保存機関の目録情報はウェブ上に公開され
ていて、おもなものはデジタルで見ることが
できるというのが社会の常識で、それに対し
て日本のアーカイブズはあまりにも遅れてい
ます。このままでは後藤さんご指摘のように辻川敦委員長
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取り残されてしまうのではないかと、強い焦
燥感を感じます。ですから、優品主義ではな
く、広報だけに割り切るのでもない、保存上
も利用上もデジタル化・ウェブ公開が望まし
いものを優先的に公開し、それ以外にどうい
う史料を所蔵しているのかという目録情報も
わかりやすく公開することで、それぞれの館
が館蔵資料の全体像を提示する。そのこと
が、加藤さんご指摘のポリシーということに
なるのだと思います。とはいえ、そのプラッ
トフォームすらなかなか用意できないという
のが現状なので、中小の機関でも相乗りでき
るような、何らかの共通システムが実現しな
いものかと期待しています。
　さて、今回の大会テーマ研究会の設定にあ
たっては、相模原大会以来の持ち越し課題と
して、あらためてアーカイブズの有用性、社
会においてアーカイブズはどう活用されるの
か、それを具体例のなかで明らかにしようと
いうことで、沖縄県文化振興会の大城さんか
らは琉球政府文書について、公害地域再生セ
ンターの林さんからは、西淀川公害をはじめ
とする公害資料の保存・活用についてご報告

いただきました。いずれも、ある意味社会的
使命やミッションが明確なアーカイブズだと
思います。それぞれ背景があるアーカイブズ
で、ぜひとも保存・公開する必要があり、
人々がそれを望んでいる。そのことを、具体
的にお聞きすることができました。
　この会場に集まられているみなさんが扱う
アーカイブズのすべてが、そういった鮮明な
ロジックで意義を語れるものではないかもし
れません。しかし、結局のところ、それぞれ
のアーカイブズを管理する側が、そのアーカ
イブズの意味や保存・活用の意義を示し、活
用事例を作ることで有用性を証明していく。
こういったことを理解し、説明し、活用を担
うことができるということもまた、重要な専
門性のひとつなのではないかと考えます。
　そういう部分も含めて、大会参加者のみな
さんが、研究会報告や研修で示された事例か
ら学んだことを持ち帰っていただき、それぞ
れの職場に照らして何ができるのか、考え実
践していっていただければと思います。

（記録：大会・研修委員会事務局）
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ポスターセッション

西日本豪雨災害における
　　　　被災文書の保全活動

広島県立文書館

　平成30年 ７ 月 ６ 日から ７日にかけて発生し
た西日本豪雨（「平成30年 ７ 月豪雨」）によ
り、広島県では100人以上の方が亡くなった。
1,000棟以上の住宅が全壊し、80以上の河川
が越水、土砂災害も６00ヶ所を超えた。
　阪神・淡路大震災での史料ネットを中心と
したレスキュー活動の取り組み以降、災害時
におけるアーカイブズレスキューへの社会的
理解やレスキューの技術は大きく進歩してき
た。そのような事情を背景として、広島県で
も、被災文書の保全に向けた動きが比較的早
期に進められてきたと言える。
　今回展示したポスターは、広島県立文書館
を中心とする広島県での被災文書保全活動の
概要をまとめたもので、館内での作業を主に
担当した下向井祐子嘱託員が作成した。これ
までの保全活動の全容を簡潔にまとめてお
り、当館ホームページでも公開している。
　被災時における状況把握に際しては、当館
の文書調査員に可能な範囲での調査を依頼す
ると共に、広文協（広島県市町公文書等保存
活用連絡協議会）に被災情報の提供を依頼す
る文書を発出した。県教育委員会文化財課で
は、指定文化財の被災状況の把握が速やかに
進められていたが、同時に国立文化財機構文
化財防災ネットワーク推進室からのレスキュ
ー協力の申し出を仲介し、また県内各学校の
公文書被災状況の把握にも努めるなど、被災

文書の保全に向けて当館との連携が図られた。
　実際の保全活動に際しては、各地から様々
な御支援をいただいた。広島大学文書館とは
被災時の相互協力協定に基づき、広島市内で
被災した小学校の公文書や民間所在古文書の
乾燥作業について連携・分担して作業に取り
組んだ。また、全史料協や鳥取県立公文書館
をはじめとするアーカイブズ関係機関・個
人・企業から数多くの資材等の御提供をいた
だき、被災の程度がひどかった一部の文書に
ついては、広島市内の倉庫会社の御厚意によ
り、段ボール２0箱分を冷凍保管させていただ
くことができた。さらには、各地の資料ネッ
トから、技術面での指導を含めたボランティ
ア活動により、多大な御支援をいただいた。
　 8月末までの間に当館がレスキューした被
災文書は、小学校・公民館・神社・家など計
10ヶ所であり、数量はプラスチックコンテナ
にして約100箱分に相当する。これら被災文
書の具体的な対処方法は、濡れた文書に吸水
紙（キッチンペーパー新聞紙サンド）を挟み
込み、一定のまとまりごとにキッチンペーパ
ー段ボールサンドで挟んでスズランテープで
括り、棚に縦置きした上でサーキュレーター
を回して風乾させるというものである。ある
程度乾いた文書は、パレットナイフやスパチ
ュラを使って固着した頁を剥がす作業を行っ
た。また、カビが発生している箇所は、エタ
ノールでの除菌を行った。被災文書の中に
は、土砂で被災したものもあり、それらにつ
いては、乾燥後に竹べらやパレットナイフで
泥を落とす作業も行った。
　これらの作業には、当館職員や協定を結ぶ
広島大学の教員・学生が従事したほか、ボラ
ンティアの方々も作業に参加された。これま
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平成30年度
全史料協関東部会 活動の紹介

全史料協関東部会

で休眠状態であった広島歴史資料ネットワー
クが、今回の豪雨災害を機に思いがけず再組
織されることとなり、同ネットワークにボラ
ンティア登録された方々が数多く（ 8月～10
月で延べ80名）作業に参加された。
　これまで各方面から実に様々な御支援・御
協力を数多くいただいたことについて、この
場を借りて、心より感謝の意を表したい。
　もとより、顕在化した課題は多いが、今回
の経験を教訓に、災害時レスキューのための
体制整備や非常時における業務継続のあり
方、さらには資料所在情報の把握の仕方等に
ついて、今後詰めていきたいと考えている。

（西向宏介）

には、活動の中心である定例研究会が、いよ
いよ300回を迎えます。
　定例研究会は、熱意あふれる運営委員会に
おいて計画が練られ、毎回多様なテーマを設
定しています。平成30年度は全 ５回の開催を
予定しており、現在（1２月上旬の時点）まで
に 3回開催しました。ポスターセッションで
はこの 3回の定例研究会を中心に、当部会の
活動を紹介しました。
　今年度 1回目である第２9５回定例研究会
は、総会記念講演会として「政治史研究とオ
ーラルヒストリー」をテーマに、 ６月 1日に
武蔵野市で開催しました。講師には、慶應義
塾大学総合政策学部の清水唯一朗教授を迎え、
オーラルヒストリーの手法に関するワークシ
ョップも交えたご講義をいただきました。和
やかな雰囲気の中でも、非常に活発な活動が
印象的な定例研究会でした。
　続いての第２9６回定例研究会は「学び舎の
記録遺産」と題して、 ７月２７日に神奈川県立
公文書館で開催しました。この研究会では、
芳賀町の富田健司氏、神奈川県立総合教育セ
ンターの中根賢氏より、学校資料の保存・活
用の方向性などについてご報告をいただきま
した。神奈川県歴史資料取扱機関連絡協議会
との共催企画として、会員外の方も多数参加
したこの研究会では、教育関係者からも活発
な質疑が出されるなど、全体として盛り上が
りのある定例研究会となりました。
　本年 3回目となる第２9７回定例研究会は、
8月２3日に国立公文書館にて同館との共催で
開催しました。「アーキビストの職務と要件
を考える」をテーマに、同館の伊藤一晴氏よ
りご報告をいただくとともに、埼玉県立歴史
と民俗の博物館の新井浩文氏よりコメントを
いただきました。
　各定例研究会終了後には、有志による情報
交換会も開催しています。定例研究会の話題
だけではなく、参加者による交流や親睦、業
務に関する情報の交換や共有などを図ってい

　昭和５9年の部会発足から、関東甲信越地区
の会員相互の連携や交流を目的として、定例
研究会の開催や機関誌発行の活動を続けてき
た全史料協関東部会。来年度（平成31年度）

当日掲示したポスター
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ます。
　また、本会では、魅力ある情報内容で紙面
構成された機関誌『アーキビスト』を、年 ２
回発行しています（既刊90号）。これら定例
研究会や機関誌については、当会ホームペー
ジでもご案内しています。ぜひ、ご確認くだ
さい。
●全史料協関東部会　ホームページURL●
http://www.jsai-kanto.jp/
入会希望など、事務局への連絡もこちらから
行えます。

（関東部会事務局　大谷憲康）

琉球政府文書デジタルアーカイブ
－時を超えて残したいものがある－

沖縄県公文書館指定管理者
（公財）沖縄県文化振興会

　本セッションでは、沖縄県公文書館の指定
管理者である（公財）沖縄県文化振興会が、
沖縄県から運営を委託されている「琉球政府
文書デジタルアーカイブ」（以下、琉政DA）
について紹介しました。
　琉球政府文書とは、沖縄戦以降の占領統治
下における立法、行政、司法の三機関を有し
た琉球政府やその前身機関が作成した公文書
です。この琉球政府文書がデジタル化され、
インターネット上で閲覧できるようになった
ことで、沖縄県公文書館の利用が困難であっ
た離島など遠隔地の方を含め、より多くの
方々に利用していただけるようになりました。
　セッションブースには、琉政DAを構築・
運営するにあたって課題となったポイント、
例えば、複数の文書がまとめて綴られた「簿
冊」を効率的にデジタル化したり、デジタル
化された画像データをインターネット上で公
開するための非公開情報のマスキング方法、
あるいは頁数の多い簿冊をスムースに閲覧す
るためのビューアなどを紹介した「公文書館

職員のためのデジタルアーカイブソリューシ
ョンガイド」を用意しました。これは、デジ
タルアーカイブをこれから構築しようとする
公文書館のヒントになるよう、琉政DAプ
ロジェクトの業務プロセスや工夫している点
をまとめたものです。
　昨今、公文書館が所蔵する資料を利用して
もらう方法として、デジタルアーカイブに注
目が集まっていますが、デジタルアーカイブ
の導入には、資料のデジタル化やデジタルデ
ータの保存、システム構築に要するコストや
労力を吟味しながら、各公文書館にもっとも
フィットした、無理のない方法を選択する必
要があります。また、構築して終わりではな
く、長く運営していくための方策を確立する
ことも大切です。ブースを訪れた方々から
は、データの保存と公開の方法、長期保存用
データとインターネット公開用データとの関
係、インターネット公開用データの審査のし
かたなど、さまざまな質問が寄せられ、琉政
DAプロジェクトで採用している方法を紹介
しながら意見交換を行いました。
　ブースにはタッチパネルを設置し、「ソリ
ューションガイド」で紹介した非公開情報の
マスキング処理や、頁数の多い簿冊をストレ
スなく閲覧できるビューアなどを直にご覧い
ただきました。また、ウェブ上に作成してい
る注目資料の紹介記事や、画像データの頁と
リンクさせて該当ページに直接アクセスでき
る文書件名など、琉政DAをより幅広い方々
に、より便利に利用していただくための工夫

ポスターセッションの状況



33

２０１９．３　 全史料協　会報　No.１０５

「大仙市アーカイブズの取組２0１８」

大仙市アーカイブズ

についても説明し、タッチパネルを使って実
際に体験していただきました。
　公文書館にとってのデジタルアーカイブ
は、いつでも、どこでも、だれでも所蔵資料
を利用できるという利便性の向上だけでな
く、デジタルデータの作成によって原本を閲
覧に供し続けなくてすむという点で資料保存
にも資するものです。また、米国統治下の沖
縄のあゆみを伝える琉球政府文書は、沖縄に
とっての知的資源であると同時に、現在も続
く諸課題を考えるうえで、日本、ひいては世
界にとっての知的資源でもあると考えます。
そうした意義をもつ琉球政府文書をより多く
の方々に利用してもらえるよう、これからも
さまざまな方々のご意見をいただきながら琉
政DAの運営や利用促進に取り組んでいき
ます。� （小野�百合子）

　大仙市アーカイブズは、昨年 ５月 3日の開
館以来、旧 8市町村の公文書の移管、地域史
料の保存、企画展示に取組んできました。旧
市町村の公文書の移管は、大曲市役所文書を
中心に移管を進め順次公開を行い、現在3，
3２8件の公文書を公開しています。地域史料
は、一千町歩地主であった池田家文書の一部
9２3点をデジタル画像で公開しています。こ
れらの目録は当市ホームページで閲覧できま
す。
　また、当館では、以上のような歴史資料の
保存収集に加え、啓発普及の目的から、所蔵
資料を中心とした企画展示や講座にも取組ん
でいます。
　これまでの利用者は次のとおりです。
　・平成２9年度（開館日数２２６日）
　　視察・企画展見学者　７90人 アーキビスト体験ツアー

　　資料閲覧者　30人
　　閲覧資料数　1５1冊
　　複写　２，03５枚
　　閲覧者一か月平均　２. ７ 人
　・平成30年1２月末日現在
　　視察・企画展見学者　７90人
　　資料閲覧者　9２人
　　閲覧資料数　４1冊
　　複写　9，５8４枚
　　閲覧者一か月平均　10. ２ 人
　さて、アーカイブズ開館後、地域史を研究
された方々の資料、書籍の寄贈が相次いでい
ます。アーカイブズでは、寄贈された地域史
に関する資料、貴重書籍を閲覧室に配架し、
市民の皆様から利用していただいています。
　また、旧市町村が寄贈を受けた個人資料の
整理も行っています。現在は、大仙市出身
（旧協和町）で水理学、土木耐震学の第一人
者である物部長穂の資料を整理しています。
関東大震災では調査委員であったため、その
際の資料や、論文の原稿等が含まれます。
　一方で、地域で撮影された写真資料の収集
整理も行っています。現在、井上一郎写真資
料、高橋淳一郎スライド資料をデジタルデー
タ化しています。井上のネガは、コマ数で
２万コマを超える資料群です。井上は果樹農
家でありましたが、写真を趣味とし、昭和30
～４0年にかけての農村の変貌を丹念に撮影し
ています。また、高橋は旧太田町役場職員と
して社会教育や文化財行政に携わっており、
昭和30年代から４0年代の地域の状況を写し取
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っています。両氏の写真資料は戦後の変わり
ゆく世相を彼らの視点で見事に伝えています。
　また、アーカイブズの啓発普及と将来の利
用者の育成として、小学 ５～ ６年・中学生向
けの夏休み企画、アーキビスト体験ツアーを
8月 8・ 9・10・1６・1７・18日の ６日間開催
しました。ツアーでは児童・生徒向けに、ア
ーカイブズはどのような施設か、アーキビス
トの役割など基本的なことを紹介しました。
また、体験学習として、和紙・中性紙を使っ
た歴史資料の補修方法や、資料番号の付け方
と出納方法などを学びました。
　以上のようなアーカイブズにおける基本的
な活動の外、当館では、今年が明治元年から
満1５0年を迎えることから、地域の近代の歩
みをテーマに、市民と共に近代化による地域
の変貌を、歴史資料等をとおして振り返るシ
ンポジウム、企画展、ヘリテージ（文化的遺
産）ツアーを５月から1２月まで開催しました。
　本事業をとおして、様々なメディアが大仙
市アーカイブズを取り上げ、また、市民にア
ーカイブズの重要性を紹介することができま
した。

ヘリテージツアーでの一コマ

　その結果、市内外から地域史料を中心に寄
贈の申し込みが相次いでいます。現在、地方
の過疎化は私たちの予想を超えて進行し、跡
継ぎがいない空き家が増え、そのため地域史
料の散逸が始まっています。
　アーカイブズの社会的な役割として、行き
場を失った地域史料の保存ということをあら

ためて考えさせられる年となりました。
　　　　　　　　　　　　　　　（髙橋一倫）

みんなで遊ぼう！
　　市報まわしよみ新聞

尼崎市立地域研究史料館

ねらい

　尼崎市では、市内の「学びの場」や学んで
いる人が連携し、尼崎をもっと楽しく学べる
まちにするためのプロジェクト「みんなの尼
崎大学」に取り組んでいる（ひと咲きまち咲
き担当局所管）。その一環として、市内の施
設を見学し魅力や活用法を考える２018年度の
「みんなの尼崎大学」オープンキャンパスで
地域研究史料館が取りあげられることとなっ
た。２018年 9 月２６日18時からの催しには、史
料館に来館した経験のない参加者が多いと予
想されたことから、所蔵資料を利用した親し
みやすいワークショップとして「まわしよみ
新聞」を実施することとした。

１ 　まわしよみ新聞とは

　まわしよみ新聞とは、参加者が新聞記事
の切り抜きを持ち寄り、数名がグループと
なってトップ記事やレイアウト、見出しな
どを考えて壁新聞をつくるワークショップ
で、陸奥賢氏が２01２年に考案したものであ
る（２01７年読売新聞読売教育賞・NIE 部門
最優秀賞受賞）。今回は、世相をめぐる取材
記事が比較的多い昭和２0～４0年代の「市報
あまがさき」のなかから参加者が気になる
記事を複写し、まわし読み新聞を作成して
いただくこととした。

２ 　「市報あまがさき」について

� �「市報あまがさき」は、19５3年 ５ 月 1 日に
「尼崎市民時報」（19４２～５3年）を改題、号数
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在米戦争遺品
　～持ち主、家族を探したい～

筒井　弥生

　思いがけないことからアメリカ合衆国内に
所在するいわゆる戦争遺品に出会い、考える
機会を与えられた。ポスター発表では写真を
交えて報告、時間との闘いを痛感した。
ガダルカナル島の寄せ書き日章旗

　ミスティック・シーポートのアーキビスト
から、最近亡くなった従兄が持っていた寄せ
書きのある旗などを家族に返したいと思う
が、どうしたらいいか、という相談を受け
た。 3枚の寄せ書き日章旗や入浴袋、錨のマ
ークのある手ぬぐいなどの写真と、彼が旗を
もっている裏に「ガダルカナル19４3年 ７ 月」
と書かれた写真の画像ファイルが送られてき
た。日章旗はそれぞれ、尾崎忠男、河合瀧
雄、加藤栄次郎の武運長久を祈るものであっ
た。厚生労働省社会・援護局事業課調査第三
係に問い合わせたところ、調査依頼票に記
入、写真添付で送付のうえ、調査後、現物を
自費で送付になるが、相当数の依頼があるの
で時間がかかる、という回答であった。遺族
会にも連絡をとったが、同様の回答でむしろ
米国内のNPOお盆ソサエティに頼む方がス
ムーズだという。お盆ソサエティは、最近の
報道の寄せ書き日章旗返還の事例に何度か登
場している。現在、1000点以上を保有してい
るそうだ。防衛研究所戦史研究センター史料
室などでも調べてみたが、現状では、お盆ソ
サエティに送るのが良いだろうとお知らせし
た（お盆ソサエティの所有になる）。
　他方、上記のルートに寄らない返還もあ
る。立教学院展示館には学徒出陣した渡辺太
平さんの寄せ書き日章旗が展示されている。
教会のネットワークから家族に知らされ、寄
贈を受けたという。大会へ出発する前に立教

を継承して発行された。当初は隔週刊行で、
10７0号（199５年 ４ 月）以降月 3回、1４80号
（２00６年10月）以降は月 1回発行され、今日
にいたる。�史料館では、６9号から11６４号ま
でを1７冊に製本して閲覧室に配架している。
また、市報製作のために撮影された写真フィ
ルム（約8000本・２0万ショット）も移管を受
け、ベタブック４２9冊に記述された撮影日
時・主題等のデータベースが整備されたこと
で、利用が拡大している。�また市報記事の
見だし入力も現在ボランティア作業で進めら
れつつあり、市域に関するレファレンス等で
も活用している。

まとめ

　市報の作成過程にからめて、歴史的公文書
保存・公開のための庁内外の課題や、近・現
代資料の特徴といった比較的堅い内容の事業
説明を行ったが、「まわし読み新聞」を実施
したこともあって、約30名の参加者にはたい
へん好評であった。できあがったまわし読み
新聞には、市役所の開庁時間延長に対して
「働き方改革」、「欠食児童」のレポートに対
して「求む！子ども食堂」という具合に、当
時の世相を反映した記事に現代的な関心から
見だしが付けられていたことも興味深かっ
た。その後、「史料館の楽しい使い方」をめ
ぐるディスカッションでは、「場所が分かり
にくいので、まずは 1階にかっこよくて目立
つ看板を作る」といった意見もいただくこと
ができた。

参考文献等

1 . 陸奥�賢『まわしよみ新聞を作ろう！』創
元社�２018年
２ . 第18回みんなの尼崎大学オープンキャンパ
ス@地域研究史料館（２019年 ２月 ７日確認）�
h t t p s : / /www . amanokun i . j p / u cma/
opencampus/entry-33５.html

（松岡弘之）
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学院を訪問したところ、その経緯等を記した
書籍を頂戴したので、一緒に展示した。
博物館収蔵資料の日記・旗・千人針

　２018年 8 月スミソニアン協会国立航空宇宙
博物館別館アーカイブズに調査に行った。そ
の際、以前からその存在を知らされていた
Yamada�Diary の閲覧をお願いしたところ、
ちょうど全ページをオンラインで公開したば
かりという。石川県の両親宛の賀状の差出人
には中西寺男の名が、日記には愛知県熱田神
宮近くの山田弘の名がある新聞記事が貼られ
ている。ある海兵隊員から買った人の息子が
寄せ書き日章旗や千本針とともに寄贈したと
いう。19４3年 ７ 月２５日朝鮮・會寧の記事には
じまり、延吉、ハルピン、孫家といった地名
があり、やがてフィリピンに転戦、19４４年 8
月２２日“割田軍曹「マニラ」ヨリ帰還ス . 持
参セル品々 .「板チョコ」等、珍重ナルモノ
. 早速”で終わっている。大岡貞夫少尉（陸
士５６期）、渡邊茂軍曹、石井武といった名が
あり、色鉛筆の挿画が美しく、写真や押し花
が貼付されている。
　また、オハイオ州にある国立空軍博物館に
も日の丸や千人針が展示してあった。これら
博物館資料が返還されることはないだろう。
どうすれば、博物館に所蔵されていることを
家族に知らせることができるのだろうか。
沖縄県公文書館の陸軍兵籍簿保存

　今大会の研修A沖縄県公文書館の見学
で、『陸軍兵籍簿』を修復しながらデジタル
化している（沖縄県公文書館だより
ARCHIVES 第４６号参照）取り組みを拝見、
敬服した。
厚生労働省と国立公文書館

　厚生労働省では、旧陸海軍等が作成した記
録を戦没者等支援関係資料として活用してき
たが保存期限満了分については平成２3年度か
ら国立公文書館へ移管した。これらの資料
は、遺品の持ち主の特定に役立つだろう。公
開されているものをつくば分館から取り寄せ

て閲覧した。いまだ、そのほとんどが要審査
なので、皆様方におかれましてもぜひ利用請
求をしていただきたく、お願い申し上げたい。
�

酢酸吸収シートについて

特種東海製紙株式会社　
野田弘之

　貴重な文化財や文書を保護・保存する際に
は、中性紙でできた箱や封筒を使用すること
が広く知られるようになりました。
　特種東海製紙では、その箱や封筒に用いる
紙を製造しています。販売はTTトレーディ
ング（ベテランの方は昔のTSスピロンの方
が記憶にある方も多いかもしれません）が担
っております。これらの保護保存用紙ででき
た箱や封筒、額のマット紙などは主として日
本国内の公文書館、資料館、博物館、美術
館、図書館などで広くご使用いただいており
ます。
　弊社では保護保存に使用する主だった中性
紙を提供しておりますが、お客様からガスを
吸着する紙のご要望をいただきます。少量の
ガスであれば紙を構成するセルロース繊維が
吸着しますが、保管環境の変化により脱離し
て保管環境中に放出してしまうこともありま
す。また、吸着させたいガスは皆さん様々な
問題を抱えており、アンモニア、ホルムアル
デヒド、NOx、SOx、有機酸、硫化水素など
が対象でした。
　この中で酢酸、蟻酸を始めとする有機酸
は、放出源が資料や収蔵物そのものである場
合は恒久的な対策が必要と想定し、有機酸を
ピンポイントでかつ安全に吸収する素材の開
発にチャレンジし、実験的に検討いたしまし
た。
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図　酢酸吸収実験結果

暴露時間（min）

　今回ポスターセッションで報告いたしまし
た酢酸吸収シートは、現時点では試作もして
おらず、実験室で作成したものを触っていた
だくまでで、配布することはできませんでし
た。説明を聴いてくださった皆様より「いく
らで買えるのか」「いつから売るのか」と製
品化を望む有り難い声をいただきました。ま
た、使用方法やどんな形態での使用を想定す
るか等、多くのご助言も賜りました。
　受付、展示と同じ場所で人通りの良いとこ
ろにポスターを展示させていただいたおかげ
かと思います。運営関係者の方々、ポスター
を見てくださった方々に御礼申し上げます。

　酢酸吸収シートの特長について簡単に申し
上げますと、酢酸をつかまえたら離さない紙
です。シート状であるため、好きな形に切
る、平面に敷く、壁面に貼るなど設置方法の
自由度が高いです。性能はというと、初期濃
度80ppmの酢酸ガス1000ml を18cm２の酢酸
吸収シートで吸収させる実験では、1４0分後
にガス検知管の測定限界である0.1２５ppmま
で下げる能力が証明されました。酢酸の吸収
については保管庫の空調フィルターで対策す
る大環境用や、個包装の小箱に対策する小環
境用の用具がありますが、書架、棚、保存箱
程度の規模で効果的な使い方を想定したの
が、この酢酸吸収シートです。

　使用上、どのくらいの期間使えそうなもの
なのかとのご質問も受けましたが、それは発
生源が何かによって様々だと考えます。想定
する酢酸の発生速度によって使用期間が決ま
りますので、いくつかの実証実験が必要と考
えます。多くの皆様に活用していただくため
には、いかに管理を簡略化できるかがポイン
トになると想定しています。
　皆様のご要望にお答えして、製品をご用意
したいのですが、まだ検討すべき課題が残さ
れており、もうしばらくお時間を頂戴して、
よりよい製品を開発したいと思います。

「手控え録音」の公開を考える
―立教大学共生社会研究センターから―

宇野　淳子

　個人の活動の中で、手控えとして録音した
と思われる音声資料（本稿では「手控え録
音」と記す）を、「可能な限り早く公開した
い」という寄贈者の思いを受け止めつつ、公
開とプライバシーの両方を尊重して公開する
ためには、どのようなことに配慮すべきだろ
うか。ポスターでは、立教大学共生社会研究
センターが収蔵する「浜岡原子力発電所関連
資料」に含まれる手控え録音（主として会議
の録音）を対象とし、公開にまつわる課題や
公開に向けた手順について、筆者が同センタ
ーの研究員として検討した内容を発表した。
　「浜岡原子力発電所関連資料」はファイル
やカセットテープ、写真など約７２3点で構成
されている。寄贈者とセンターとの協議によ
り、利用申請を受け付け、センター運営委員
会による審査を経ることで利用を許可する特
別な手続きを設けて２01６年から公開している
（複製は不可）。現在、音声資料（７3本）は利
用不可だが、２018年に寄贈者からの寄付金に
よりデジタル化を完了している。センター所

酢
酸

濃
度

（
pp

m
）
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蔵資料の公開については「共生社会研究セン
ター資料公開方針」や「立教大学個人情報保
護規程」の適用が前提である。それに加えて
手控え録音は内容が多岐にわたり、また複数
の人の声が録音されていることから、公開に
あたってはそのような音声資料の特性にも配
慮しながら可否を判断する必要がある。
　音声資料の公開については、証言者及びご
遺族を訪問して許諾を得たり（沖縄県公文書
館所蔵「沖縄戦証言記録」（宮城聰文書））、
資料提供者≠著作権者のものが多いため、原
則として非公開の考え方に基づき運用基準が
設定されたりしている（人と防災未来センタ
ー「震災資料の公開に係る運用基準」の「映
像・音声資料」）。また、視聴覚アーカイブに
ついての複数の文献には「コレクションへの
アクセス提供を通して公益に資する義務」
（レイ・エドモンソン（石原香絵・児玉優子
訳）『視聴覚アーカイブ活動　その哲学と原
則』第 3版、２01６年）など、幅広いアクセス
を提供すべき旨が記されている。
　上記の実践例や原則に学び、筆者は公開に
向けた具体的な検討を行った。まず、年代や
録音状況の異なる音声資料 ４本（全体の約５
％）をサンプル的に抽出して録音内容を確認
し、公開する際に配慮すべきと考えられる情
報を抽出した。その上で、公開に向けたチェ
ック作業のポイントを 3点にまとめた。
①第三者が著作権を有するか？
→Yes ならば…「非公開」と判断。根拠
となる部分の再生時間と理由を明記する。
②録音された情報の全てまたは一部が、す
でに何らかの形で公開されているか？
→Yes ならば…「公開」と判断。相互参
照をした文書番号を控えておく。
③録音内容から、合議の秘密を出席者全員
が期待していると推認されるか？
→Yes ならば…「協議」と判断。根拠と
なる部分の再生時間と理由を明記する。
　また、総録音時間から確認作業にかかる時

間とコストを計算した。
　今後は、以下の過程をたどることで、公開
できるのではないかと考える。まず、チェッ
ク作業のルールと手順を確定する。音声資料
を聞くことにより、ルールと手続きに沿った
チェックを行う。並行して異議申し立てを処
理する手続きを検討する。チェック作業の結
果に基づき、寄贈者と協議を行う。寄贈者と
の協議結果をふまえて公開の可否を判断す
る。公開可能と判断した音声資料は、文書資
料と同様の手続きにより利用に供する。
＊「浜岡原子力発電所関連資料」について
は、センターのウェブサイトをご覧ください。
http://www.rikkyo.ac.jp/research/institute/
rcccs/

　　　　　　　　　　　　　　

歴史資料ネットワークによる
２0１８年の災害対応

歴史資料ネットワーク

はじめに

　歴史資料ネットワーク（史料ネット）は、
199５年の阪神・淡路大震災を機に設立された
ボランティア団体で、関西を拠点にしなが
ら、地震や水害などの大規模自然災害によっ
て被災した地域歴史資料の保全・活用を続け
てきた。
　２018年は地震や水害が相次いで発生し、史
料ネットが活動する関西でも被害が生じた。
ここでは、２018年に発生した災害への史料ネ
ットの対応について、まとめることとする。

大阪北部地震

　 ６月18日に発生した大阪北部地震に対して
史料ネットは、同２0日から緊急事務局体制に
移行し、各地の資料所蔵機関や教育委員会か
ら情報を収集した。 ７月上旬にはいくつかの
被災地での巡回調査を決定したが、西日本豪
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雨の発生により中止せざるをえなくなった。
現在でもこの地震による民間所在資料の被災
については、十分に明らかになってはいない。

西日本豪雨

　西日本豪雨に対しては、兵庫県内での対応
と並行して、特に甚大な被害に見舞われた広
島・岡山・愛媛への支援に取り組んだ。現地
では、岡山・愛媛の史料ネットや広島県立文
書館が早い段階から被災資料をレスキューし
たことから、神戸の史料ネットは全国にむけ
て活動支援金の募集を行い、現地支援につな
げている。
　このほか、救出した被災資料のクリーニン
グや乾燥作業などの保全処置にあたって、史
料ネットメンバーを現地に派遣し、これまで
の災害対応経験を通じて蓄積された応急処置
方法をもって、必要な技術支援に取り組んで
いる。

台風２１号

　 9月に入り台風２1号が関西を直撃した結
果、史料ネットが活動している地域でも大き
な被害が発生した。被害が広範囲にわたるな
かで被害状況の把握は困難であったが、史料
ネットメンバーが所属する神戸や大阪の地域
史研究団体から、資料の被災情報が寄せら
れ、神戸市と大阪市で、それぞれ 1件ずつレ
スキューを行った。強風による建物の損壊

や、高潮による浸水被害にともなう被災で、
現在も保全処置を継続している。

課題と展望

　西日本豪雨については、岡山・愛媛の史料
ネットや広島県立文書館とは以前からの協力
関係があることから、現地の動きに即した後
方支援が可能となった。台風２1号に際しても
地元の地域史研究団体から被災情報が寄せら
れたとおり、日常的な関係の積み重ねを基盤
とした連携が災害時に機能した。
　一方で、大阪北部地震や台風２1号が関西に
与えた被害の規模に対して、保全できた件数
は極めて限定的なものであった。今後本格化
するクリーニング・整理作業の組み立てとと
もに、資料保全をめぐる京阪神での日常的・
広域的ネットワークの構築が大きな課題であ
る。
� （吉原大志）

広島県立文書館での応急処置
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研修Ａ

視察（沖縄県公文書館・南風原
文化センター視察見学）

安曇野市文書館
　青木　弥保

研　　修　　会

　沖縄県公文書館は、平成 ７年に開館し、沖
縄県文書編集保存規程等に基づいて、保存期
間が満了し廃棄の協議を経た沖縄県の行政文
書を受入れ、評価選別・整理・保存し、目録
を公開して利用に供している。また、昭和２0
年から昭和４７年までの米国施政権下で運営さ
れた「琉球政府」の文書は、現在デジタルア
ーカイブズ化され、インターネット上に公開
されている。
　見学では、施設の概要説明を受けた上で、
実際の保存庫や作業室を見ることができた。

　保存庫では、沖縄県の行政文書の受け入れ
から選別、公開までの具体的な流れを丁寧に
説明いただいた。特に、廃棄となった行政文
書を全て受け入れて行う評価選別作業は、業
務ごとのシートを作成し、検討会議を設け、
選別基準を複数の職員で共有、継続性をもっ
て行われている。シートには、業務の中で作
成される文書が細かく記載されており、職員
が変わっても、基準に差異がないよう工夫が

されていた。保存庫内の管理も、書架に見出
しを付け、その年に整理すべき文書を明確に
し、作業量を可視化していることは、施設の
管理の上でも重要だと感じた。
　公開手続きについては、担当の職員が申請
を受けてから利用制限の措置を講じているこ
とが分かった。受け入れを行った文書は、館
内での目録化作業前でも、引渡文書目録で検
索することができている。利用制限に関する
袋掛け等の措置は、担当職員の専門的スキル
が必要となる部分であり、沖縄県公文書館の
専門性の高さが表れている。
　次に、作業室では、文書の保存措置につい

て、作業の過程を見学することができた。
　文書を補修しながら、デジタル化する過程
は効率的であり、大変参考になった。保存措
置に関する予算は、確保することが難しい項
目であるが、原文書を後世に向けて残してい
くという点で重要であると感じた。
　閲覧室では多くの複製資料が置かれてお
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り、利用者がその場で手に取ることができ
る。文書館の利用申請→閲覧という流れは、
図書館に比べ、煩雑に感じる利用者も多いと
思う。こうした点を改善し、親しみやすい文
書館となっている点が大変参考になった。
　南風原文化センターは、平成元年に開館
し、太平洋戦争中の沖縄戦（沖縄陸軍病院南

風原壕）に関する資料を中心に、地域の資料
を収集し、展示している。施設は展示室のほ
かにも、市民が展示活動を行える部屋も備え
ており、地域住民の交流の場となっている。
　最初に、沖縄陸軍病院南風原壕に関する
DVDを鑑賞した。
　実際に病院壕で働いていた学徒や、兵士、
周辺住民の証言には真実味があり、物品や記
録だけでは感じることのできない臨場感があ
った。文書館の業務においても、こうしたオ
ーラルヒストリーは今後重要となってくると
感じた。
　展示室では、病院壕のジオラマが展示され
ており、当時の様子が体感できた。戦争後の
展示も、当時の生活がわかる様々な物品が収

集・展示されており、地元の人にとっては懐
かしく、来訪者にとっては生活環境がわかり
やすい展示となっていた。
　収蔵庫では、病院壕から発掘された遺物の
保存の様子が紹介された。
　資料には資料番号が付され、目録とコンテ
ナに資料番号の表示されていた。目録には、
資料の画像があり、利用したい資料が特定し
やすくなっている。文書館では目録というと
文字情報が中心となるが、デジタルアーカイ
ブズの推
進ととも
に、画像
による管
理も有効
であると
感じた。
　展示室
の最後に
は、「唐ぬ
世から　
大和ぬ世
　大和ぬ
世から　アメリカ世　ひるまさ　変わたる　
くぬ沖縄」という文字が掲げられていた。
様々な世を経て、変わってきた沖縄という意
味だという。
　沖縄県公文書館も南風原文化センターも、
人々の生きてきた証を保存する施設として、
日々活動している。 ２施設の活動理念は、全
国の施設が学ぶべきことが多いと感じた。
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研修Ｂ

「アーカイブズ入門
　　　－利活用の視点から－」

徳島県立文書館
金原　祐樹

はじめに

　私が勤務している徳島県立文書館は、「公
文書館」として十分な活動をしているかとい
えば、決して他に先立っているような先進的
な活動をしているわけではない。資料を収集
し、整理し、公開するという最も基本的な業
務ですら、地道に、できることを行うだけで
あり、手に余るほどの業務がある。
　アーカイブズ（文書館）という施設には、
社会に必要な施設となり得る可能性が十分あ
ると考える。本稿では、徳島県立文書館の活
動から、アーカイブズ機関とは何かを考える
ために「どのように利用・活用」されている
かを中心に検討してみたい。
　
１ 　伝わりにくい「アーカイブズ」施設

　徳島県立文書館は平成 ２（1990）年11月 3
日に開館し、来年（２0２0年）にはや開館30周
年を迎える。しかし、県民にその名が十分浸
透しているかといえば、そうといえない。
「文書館」は、徳島では「モンジョカン」と
読むが、こうした読み方や名前は県レベルの
「アーカイブズ」施設においてまちまちであ
る。広島県や埼玉県は「モンジョカン」であ
るが、香川県や福井県や千葉県は同じ「文書
館」と書いて「ブンショカン」と読ませてい
る。沖縄県や東京都や富山県では国立公文書
館と同じ「公文書館（コウブンショカン）」
としている。また、歴史博物館の機能を併せ
持つ茨城県や長野県は「歴史館」。岐阜県や
福島県では「歴史資料館」、三重県では「総
合博物館」、奈良県では「図書情報館」が公
文書館機能を持つ。さらに比較的新しい、岡

山県では「記録資料館」、リニューアルされ
た京都府では「京都学・歴彩館」という。
　こうした名称の不統一は、徳島県立文書館
が設立した約30年前から言われていたところ
であるが、「アーカイブズ」施設が増加する
に従い収束するのではなく、さらに多様化し
てきている。
　各施設の名称決定には理由があり、単独館
と複合館でも異なるし、複合の形態によって
も異なるので、こうした傾向は今後さらに広
がるだろう。しかし、こうした名称不統一で
あることが、わかりにくさ、伝わりにくさに
繋がっていることは否めない。
　徳島県内に「徳島県立文学書道館」という
施設がある。県立の「文学館」と、徳島県内
で盛んである書道美術にスポットを当てた
「書道館」の複合施設であり、アーカイブズ
施設ではない。常設展示なども充実し、様々
な年間行事を行っており、観光的要素を強く
持つ。名前が似ていることにより、行事への
参加者が間違って文書館を訪れることがかな
りの頻度で起きている。二つの施設は、車で
30分ほどかかるので、利用者には大きな負担
をかけている。これは、文書館においても同
じように一般向けの講座や展示などの活動を
行っているからでもあるが、文書館という名
称が、何を対象にして何を行っているかがわ
かりにくいことに起因するだろう。
　徳島県では、このことに対して大きな対策
を打たずに来たが、実は存在し続けてきたこ
とにより、徐々に文書館は歴史的資料である
古文書や古写真などの収集・保存を行い、閲
覧する施設なのだという認識が浸透してきた
様に見える。ただ、その認識は、たびたび文
書館が「古文書館（コモンジョカン）」とい
う名称に間違えられるように、歴史資料とし
ての「古文書」を扱う館に偏っている。この
ように徳島県立文書館の活動が正確に理解さ
れ、十分浸透しているとは約30年経過した今
でもとてもいい難い。
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２ 　徳島県立文書館の設立と県条例

　先述したように、徳島県立文書館は平成 ２
（1990）年11月 3日に開館した。徳島県立文書
館の現状は、設立の経過や県条例などによっ
て既定されている。まず設立の経過を述べる。
　徳島県の文化施設は、徳島県立図書館が昭
和２8（19５3）年に開館、徳島県博物館は昭和
3４（19５9）年に設立と施設老朽化が目立ち始
めていた。さらに、県立美術館は無かった。
県政100年のモニュメントとして昭和５５
（1980）年、当時の武市恭信知事はこれらの
施設を一同に集め新築する「文化の森構想」
を発表した。昭和５７年には徳島市八万町向寺
山への建設を表明した。
　一方、昭和 ５（1930）年に建設され、徳島
大空襲に耐え使用されて続けてきた県庁は、
昭和５8（1983）年庁舎の東側に新庁舎建築に
着手した。徳島市内の数少ない戦前の建築物
であった県庁はその外観から多くの県民から
保全活用が要望された。それと共に、県庁に
保存されていた公文書の保全および県内古文
書等の保全が県内の歴史研究団体から求めら
れた。この二つの要望が一つとなり昭和６0
（198５）年 3月「文書館」の設立推進協議会
が設立した。翌年 1月には文化の森総合公園
の一角に文書館を設立することを、当時の三
木申三知事により発表された。
　このように、徳島県立文書館は、後発とし
て図書館・博物館・近代美術館など一般によ
く知られた文化施設が集まる「文化の森総合
公園」の一角に置かれることになった。
　その後、平成元（1989）年10月に文書館は
本体工事が終わり、翌年 3月には文化の森建
設事務局で収集・整理を始めていた資料等の
引っ越しが始まると共に、「徳島県文化の森
総合公園文化施設設置条例」が制定された。
この条例の第 ２条には、文化の森総合公園に
入っている、 ５つの各館（現在は平成２２年度
に新設された「鳥居記念博物館」を含めて ６
つの施設）の業務を記している。

　その内、徳島県立文書館の業務についての
条文は次のように定められており、開館以来
変わっていない。

1　県に関する歴史的文化的価値を有する公
文書，古文書，行政資料その他の資料（以下
「文書館資料」という。）を収集し，保存し，
及び県民の利用に供すること。
２　文書館資料に関する調査研究を行うこと。
3　文書館資料の展示，文書館資料に関する
講座等の教育普及事業を行うこと。
４　その他文書館の設置の目的を達成するた
めに必要な事業を実施すること。

　まず、 1条では、県に関する歴史的文化的
価値を有する公文書、古文書、行政資料等を
を収集・保存・県民の利用に同じ様に供する
ことが定められている。文書館資料とするこ
とについて、かなり広い裁量が館に認められ
ていると考える。
　さらに ２条は文書館資料の調査・研究、 3
条は展示・講座等の教育普及事業を行うこと
が定められており、文書館資料を自ら調査・
研究し、広く教育普及事業を行うことまで求
められている。
　この条文は、ほぼ30年前に制定されたままで
あり、特段先見性や先進性がある訳ではない。
現状から言えばかなり古くさい規定だろう。
　また、徳島市内は昭和２0（19４５）年 ７月 ４
日未明米軍機の空襲に見舞われ、市内の約６0
％を焼失している。公文書の収蔵庫は最上階
である 3階にあったとされ、焼夷弾の直撃を
受けてほぼ失われたという。現在県庁地下に
存在する永年書庫にも、戦前の公文書はほと
んど残されていない。戦前から通年で残され
ている資料は、明治 ４（18７1）年から残され
ている「徳島県報」と、明治1４（1881）年か
ら残されている「県統計書」ぐらいであった。
　それに比べ、古文書（民間資料）は旧徳島
県立図書館が約30家 ２ 万点ほどの古文書を収



44

２０１９．３ 全史料協　会報　No.１０５

集しており、新館移転の際文書館との業務分
担により、大半を文書館へ移管することとな
った。しかし、これでさえ開館までの時間で
は整理等は進まず、閲覧可能な資料は古文書
で僅か ２千点あまり、行政資料（行政で作成
した印刷物等を指す）で 3千 ５百点余りであ
り閲覧利用者は当然少なかった。

3 　徳島県立文書館の利・活用拡大と業務

　初期の徳島県立文書館は、資料整理を精力
的に進めると共に、展示室で企画展を開催し
た。僅か２9平米と狭いながらも年 ４回、休館
日を展示替え作業日に当てることにより、ほ
ぼ切れ目無く展示を行った。これは、常設展
示室を持つ博物館・近代美術館等と同じ公園
内にあることから、その中で埋没しないため
にできうる事業であった。企画展示は、所蔵
資料のバランスから古文書の展示に偏るが、
年に 1度は公文書もしくは行政資料を利用し
た展示を心懸けた。
　 ２年目からは、古文書講座を開始した。平
成 ５年には、文書資料保存研究会（現在の古
文書保存講座・公文書管理保存講座）を開始
した。これらは、単に古文書の読み方や補修
法を広めるというものではなく、施設への理
解を広げるための方策でもあった。
　古文書講座の修了生は、初年から徳島の古
文書を読む会というサークル活動を立ち上げ
た。また、平成２0年度には古文書保存講座の
修了生が、虫損古文書を補修するボランティ
ア活動を開始した。徳島の古文書を読む会
は、現在 ７グループでおよそ100名の会員が
あり、月 1回のペースで例会を開催してい
る。これまで解読した古文書から1４冊の古文
書解読史料集を刊行している。さらに、古文
書補修ボランティアは月 ２度、常に13名ほど
の参加者があり、年間100通を超える古文書
が補修されている。まさに徳島県立文書館の
利活用を支えていただいた活動である。
　しかし、文書館利活用のうち変化が顕著で

あるのは、最も基本的な利用者といえる閲覧
者および資料複写利用者である。これは、環
境整備を整え公文書の閲覧公開を平成1４年に
始め、現在では公開資料数が古文書で ７万
点、公文書も 9千冊に達していることによ
る。これらを見ると、開館時から隔世の感が
ある。
　閲覧への窓口である資料検索画面は不便な
ままであるのに、文書館に来館しての閲覧利
用者は年間２00人未満が800人に、複写利用者
は年間100人未満が４00人とどちらも ４倍を越
えている。
　それに伴い、レファレンスや、資料の出版
物等への掲載なども増加ししており、関わる
業務も自然と増大している現状にある。

おわりに

　人員・予算が最小限であったとしても、何
とか持ちこたえて、閲覧可能な資料を増やし
ていけば、利活用は増加する可能性がある。
アーカイブズはそのような機関なのである。
　利活用の増加によって、アーカイブズ業務
で最も根本的な収集・整理・保存という業務
がないがしろになることは許されないが、利
活用とのバランスを見極めながら進めていく
必要があるだろう。
　また、こうした業務のバランスは、アーカ
イブズ各機関の名前が違うように、各館によ
って成り立ちや所蔵する資料のバランスによ
って大きく変わってくる。違うからこそ、そ
の失敗や成功事例を持ち寄り、学ぶ場が必要
なのではないだろうか。
　アーカイブズ施設は、徳島県の設立時には
県立で19だったが、現在ではほとんどの県で
設置されたか設置が検討されている。これも
30年で大きく変わった点ではないだろうか。
その中で「全史料協」が今後もアーカイブズ
施設やその職員さらにそれを学ぼうとする
人々に対して良質な情報を与えてくれる場と
なり続けていただくことを望みたい。
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田中健一（鳥取県立公文書館）

　徳島県立文書館の少ない人員での沢山の取
り組みに敬意を表するとともに、その苦労が
偲ばれる。
　質問①：古文書を文書館でも博物館でも取
り扱っているようだが、その棲み分けはどう
なっているか。鳥取では基本的に近世以前は
博物館、近代以降は公文書館で分担している。
　質問②：文書館に入ってきた公文書につい
ては整理して公開とのことだが、保存期間内
のものについて閲覧請求があった場合、公開
はしていないのか。
報告者　回答①：同じ（文化の森という）施
設内にあるので、設立当初より文書館及び博
物館に寄贈等された資料は、夫々で所蔵する
方針を取っている。その理由はどこかが持ち
合えればよいという考え方と、博物館は文書
館ではできない「購入」による受け入れが可
能だからである。故に歴史資料については、
展示等もあるので、（時代等を）分けずに所
蔵している。一方図書館は、古文書は持たな
いという方針を打ち出したので、文書館に移
管してもらった。
　回答②：県庁にある部署を通じて「情報公
開」という方法で、文書館にある公文書にア
クセスできる。しかし過去にそうした事例は
ない。
　文書館で公開する公文書は、内容を十分吟
味した上、全て（公開）可能なものについて
簿冊で閲覧に供している。その理由は前提と
して、文書館が閲覧者に対して（適宜）対応
ができないことが予想されるため、チェック
済みの資料を（文書館が責任をもって）提供
することで、積極的な公開を進めている。

田中　そうすると、文書館に来た公文書でも
公開になっていないものは現用文書という扱
いか、理論上は？
報告者　その通り。理論上は。
菅　真城（大阪大学文書館）

　整理済み公文書（２４,000冊余）と公開済み
公文書（9,000冊余）の数がかなり乖離して
いるが、その要因は何か？
報告者　「整理済み」とはデータベースに載
せた数である。当館では受け入れ時に簿冊名
だけ（データベースに）掲載する約束事にな
っている。その後30年経過して公開すべき公
文書については、（簿冊の）中身を確認し、
件名までの検索ができるようにして、その翌
年公開する作業をしている（ため実際の「公
開済み」数との間に開きがある）。
菅　古文書の方も同じか？
報告者　同じである。（受け入れ時の） 1次
整理をしたのち、中身に問題のあるものが多
く含まれているので、（詳細に）整理をして
公開に供する作業を行っている。（当館で所
蔵している古文書群）２５0件位のうち、公開
できているものは４0件程度である。
（司会・記録：新潟市歴史文化課�
� 　長谷川　伸）

研修 B　質疑記録

研修 B　金原祐樹氏
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研修Ｃ

「阿波根昌鴻資料の意義と
　　　　　　　調査活動の歩み」

沖縄国際大学教授
鳥山　　淳

１ 　阿波根昌鴻資料とは

　戦前に伊江島に移り住み、地上戦を生き延
びた阿波根昌鴻氏は、19５0年代に伊江島の米
軍基地が拡張され、武装兵によって住民を立
ち退かせるという事態が発生したときに、先
頭に立って立退き反対を訴えた人物です。そ
の後も長年にわたって基地問題に向き合い続
け、1980年代には「ヌチドゥタカラの家・反
戦平和資料館」を開設し、手作りの空間に自

らが収集してきた資料を展示する活動を始め
ました。
　モノを捨てないという強い意志を持ってい
た阿波根氏は、資料館の展示品以外にも膨大
な資料を遺しており、その全体像を明らかに
するための調査活動が２00２年に開始されまし
た。同年 3月の第 1回調査以降、ほぼ半年に
一度のペースで調査を繰り返し、２018年11月
に31回目の調査を実施したところです。調査
の対象としたのは、一般財団法人わびあいの
里の敷地内（反戦平和資料館の周辺）にある
数ヶ所の倉庫で、わびあいの里の現用文書お
よび関係者（阿波根氏以外）の私的な資料を
除外したうで、それ以外のすべてを阿波根昌
鴻資料として扱ってきました。現在は建物の
一部を転用して資料保管庫とフィルム保管庫

反戦平和資料館（外観） 資料保管庫

反戦平和資料館（館内） 倉庫内での保管状況
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を設置し、文書類、図書、写真、音声・映像
記録について一定の措置を講じながら保管に
つとめています。そこに収容できない資料に
ついては、カゴ台車を使用して倉庫内で保管
しています。

２ 　資料調査活動の方針

　資料調査会の取り組みは、調査会の初代代
表だった安藤正人さんを中心として、段階的
調査の方針に沿って進められてきました。ま
ずは初期調査として、資料が存在する場所を
確認しながら現状記録を作成しました。この
作業は最初の 1年ほどで終了しましたが、そ
の際に作成された現状記録は、その後の作業
において細部の確認や修正が必要となる度に
不可欠なものとなっています。
　次に本格調査として、資料を詳しく調査し
ながら目録データを作成し、あわせて保管措
置を講じています。その進捗状況について
は、後ほどあらためてご説明します。
　最後に展開調査という段階がありますが、
ここで想定されている資料の活用について
は、必ずしも調査会が担うわけではないとい
う発想に立っています。調査会の主たる役割
は目録データ作成を含めた資料管理であり、
その資料を誰がどのように活用するのかとい
う点は、資料の所有者であるわびあいの里を
中心とする幅広い人々の関わりの中で判断さ
れていくべきであるという発想です。
　実際のところ毎回の調査活動は、わびあい
の里からの依頼を受けて調査会が実施すると
いうかたちをとっており、中長期的な調査内
容や保管措置については、わびあいの里と調
査会との間で調整のうえ判断しています。

3 　調査の現状

　これまでの調査によって、資料保管庫に運
び込んだ文書類と図書については、目録デー
タの作成をほぼ完了しています。その一方
で、最近になって本格調査に着手した大型倉
庫内の資料はほぼ手つかずで残されています。
　図書の場合、全体的な通し番号を 1冊ずつ
に付与しながら入力作業を行いました。阿波
根氏の蔵書の特徴として図書への書き込みが
多く、氏の思想が反映されていると思われる
ものが散見されるため、頁番号と書き込み内
容を目録に記載しながら作業を進めてきまし
た。
　文書類については、初期調査の段階で付与
された箱番号に依拠したうえで、文書 1点ご
とに資料番号を付与しながら目録作成を行っ
ています。各箱それぞれで、通し番号を付与
することになります。その際に、基本的には
初期調査で確認された現状を維持し、資料の
並べ替えは行わないことにしています。ただ
し、劣化や損傷が激しい資料、あるいは散逸
が懸念される資料については、中性紙封筒や
包装紙、綿紐などを用いた手当てを実施して
います。
　写真については、ネガのスキャニングを優
先して進めています。音声・映像記録につい
ては、再生しないと詳しい内容が確認できな
いため、一部の資料について調査が進んでい
るものの、包括的な調査方針を検討している
段階です。
　展開調査については、将来の公開・活用を
念頭において、阿波根氏の代表的な活動に関
する資料を年代別に選定し、スキャニング作
業を行っています。現在の状況としては、わ
びあいの里で閲覧の要望に対応する見通しが
立たないため、次善策としてデジタル画像に
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よる公開を想定しています。膨大な資料群で
あるだけに、スキャニング作業の優先順位を
どのように設定するのかという点が、今後の
課題となります。
　それと同時並行で、反戦平和資料館の活動
の一環として、19５0年代のノート類の翻刻・
出版が２01７年から始まりました。その最初の
発刊物が、『阿波根昌鴻資料 1 �真謝日記』で
す。

４ 　阿波根昌鴻資料の特徴と意義

　これまでの調査活動を通して見えてきた阿
波根昌鴻資料の特徴と意義について、以下の
3点を挙げておきます。
　第一に、膨大かつ多様な資料であるという
ことです。まとまった分量があるのは19５0年
代以降で、おおよそ半世紀にわたる資料群と
いうことになります。阿波根氏あるいは真謝
区民が作成した資料、伊江村の資料、島外の
諸団体や個人から受け取った資料がその中心
です。戦前の記録はきわめて限られています
が、例えば阿波根氏が沖縄戦直後に米軍が野
積していた物資の中から取り出した伊江村の
土地台帳が遺されています。地上戦によって
役場文書の大半が焼失した沖縄においては、
大変貴重な資料です。
　第二に、阿波根氏の長年にわたる活動を伝
える資料であると言えます。年代順に具体例
を挙げると、19５0年代前半から伊江村議員と
して収集した記録があり、５0年代後半は米軍
による土地接収に対する闘いの記録が目に付
きます。19７3年発刊の『米軍と農民』（岩波
新書）を執筆する際に阿波根氏が参照したで
あろう記録も何点かふくまれています。６0年
代以降は、「伊江島土地を守る会」をはじめ
とする持続的な運動の記録が続きます。80年

代には、わびあいの里および反戦平和資料館
の建設に関する記録があり、同時に音声・映
像記録が登場します。
　そして第三に、「記録の人」としての阿波
根氏の精神を体現した資料であると言えま
す。その際立った特徴は、長年にわたる収
集・保管の流れの中で、ほとんど選別が加え
られていないという点にあります。日常生活
で手にした資料を廃棄せずに保管するという
阿波根氏特有の判断によって、例えば商店の
チラシや村内行事の案内文など、通常は保管
しておこうなどとは思わないような資料が多
数ふくまれています。すべてを遺す（廃棄し
ない）ことを実践し続けた阿波根氏によっ
て、資料のジャンルやテーマを限定しない資
料群が遺されたことになりますが、その特徴
ゆえに、その中で何が重要な記録となってい
くのかを予測することの困難も生じます。
　最後になりましたが、調査会の初代代表で
あった安藤氏の文章を引用して、まとめにし
たいと思います。
　「「記録する」ということにかけた阿波根さ
んの情熱に思いをいたすとき、またそれとは
逆に、記録を破壊し、人間の記憶を抹殺しよ
うとする戦争の犯罪性を考えるとき、私は阿
波根昌鴻資料の保存活動を阿波根昌鴻資料の
枠内にとどめることなく、もっと普遍的な世
界の中に位置づける必要があるのではないか
と思うのです。（中略）平和のためのあらゆ
るアーカイブズ保存活動につながるものとし
て、さらにいえばそれらの運動の象徴とし
て、阿波根昌鴻資料の保存活動を位置づけ、
広げていきたいのです。」（安藤正人「記録を
保存し記憶を伝える－阿波根昌鴻資料保存活
動がめざすもの－」『花は土に咲く』第 ７号、
２00４年）
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研修Ｃ　質疑記録

所澤潤（東京未来大学）阿波根昌鴻資料は個
人の所蔵か、地方自治体の所蔵か。
報告者　「わびあいの里」は、阿波根さんが
日常的な実践を進めるための生活空間という
べきもので、この敷地の中で農業をする、ま
た、障がいを持った方たちの生活の場に、と
いう理念で作った。その敷地の中に反戦平和
資料館もある。「わびあいの里」は財団法人
化されており、資料も法人の所有物である。
公的な機関との連携は行ってきておらず、法
人「わびあいの里」と、任意団体である資料
調査会がやりとりしながら整理を進めている。
所澤　もともと財団の所蔵でないものが財団の
所蔵にかわる場合、資産価値などを見積もる必
要があると思うが、どのように算定したか。
報告者　法人の運営についてはお答えしよう
がないが、報告書などを見る限り、この資料
の資産価値というのは一度も考えられたこと
がないのでは、と推測する。
白井哲哉（筑波大学）目録データが出来上が
り、次は構造分析をして何がしかの目録編成が
なされるが、どのように編成しているか。また
資料集刊行の話もあったが、出版は始まってい
るのか。
報告者　資料の量が膨大過ぎて、関係者です
ら目録を使って資料を出すことが煩雑な状態
にある。まず自分たちのなかで使えるような
目録データにしていかねば、いうのが実状。
刊行については、この「ノート」のような資
料を一点採り上げて翻刻するという方向性は
あるが、それ以降はどういった視点で資料を
選び出して編集するか、これからの課題。
平野泉（立教大学共生社会研究センター）社
会運動のアーカイブズを扱っているが、運動
が激しく闘われるほど、地域と運動体の関係
がうまくいかなくなることがある。阿波根さ

んや「わびあいの里」と、伊江島の人々との
関係は、アーカイブズを支えるような雰囲気
なのか。
報告者　19５0年代には地域の中心に明らかに
阿波根さんがいたが、時間の経過とともに変
化した。ひとつの鍵は軍用地代。補償金とし
ての契約に応じるかどうかが、人々を分断し
ていく契機になった。伊江村という行政のス
タンスも補償政策に入り込み、行政側と「わ
びあいの里」のスタンスが食い違う、場合に
よっては対立することもあった。これまで資
料調査に行政が関わってこなかった理由に
は、そういう背景もある。ただ、資料調査が
進むと、資料を介して近年なかった関係が生
み出される可能性はある。たとえば阿波根さ
んが撮影した伊江島の写真展をすると好評を
博する。また、資料には伊江村の行政記録も
入っているので、公的機関でもそれらを歴史
編纂に活かしてほしい。デリケートな問題は
あるが、必ずしも対立だけではない。
相川陽一（長野大学）今年度から千葉県で空
港問題の資料調査会をしている。調査会の実
施体制、運営資金のような実務的な話を。
報告者　最初は学生も含めて５0名を超える参
加者がいた。２, 3年もすると、十数名程度で年
に２回、数日間の作業というペースに落ち着い
た。まったくの手弁当で始まり、安藤さんをは
じめとするアーカイブズの専門家が重要な役割
を担い、加えて県内在住者で、阿波根さんや伊
江島に関心をもって作業に加わる人たちがい
た。基本的にはその関係を維持しているが、県
内在住者が持続して関わることが難しくなって
いる。世代交代も含めて人が入れ替わりながら
も、マンパワーを維持したい。現在は科研費で
必要最低限の資金はまかない、事務局はやれる
人間がやれる範囲でというのが実状。地理的な
問題から、日常的に資料のそばに誰かがいるこ
とができない制約もある。
（司会・記録：（公財）沖縄県文化振興会　
� 豊見山和美）
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研修Ｄ

アーキビストと人権保護
―ICA 文書「人権保護のためのアーキビス
ト及び文書担当者の役割に関する基本原
則」を考える―

国際資料研究所代表
小川　千代子

１ . はじめに　日本では「人権」はどのよう

に受け止められているか

　「人権保護」と聞いて、何を思い浮かべる
だろうか？最近では所蔵する昭和30年代の優
生保護法関連記録の調査に腐心された方も少
なくないはずだ。公文書・古文書の情報は、
差別につながるものもあるし、人権保護のた
めに有用なものもある。「人事記録、社会保
険記録、労働安全衛生の記録、兵役の記録な
どのアーカイブ資料は、個人の権利と利益を
守るうえで、必要不可欠」とは、本稿で取り
上げる ICA文書「人権保護のためのアーキ
ビスト及び文書担当者の役割に関する基本原
則」の前文の言葉だ。沖縄大会研修Dで
は、アーキビストと人権保護の関係性につい
て２01６年 ICA大会で採択された文書「人権
保護のためのアーキビスト及び文書担当者の
役割に関する基本原則」（以下「基本原則」1）

を材料に考えてみることとした。

２ .「基本原則」日本語版制作のいきさつ　
　２01６年 9 月の ICAソウル大会で「基本原
則」は採択された。これは、ICA人権作業
部会が起草したもので、原文は英語である。
筆者はその大会終了後の10月、人権作業部会
ニュースレターの編集長で、かねてからの知
人、米国のアーカイブ・コンサルタント、ト
ルディ・ピーターソン博士からメールを受け
取った。この基本原則の日本語訳を作ってほ
しいという依頼だった。基本原則は表題に人

権保護がうたわれ
ていることから
も、人道と人権と
アーカイブにかか
わる内容のもので
あろうことは容易
に想像することが
できた。そこで、
これを引き受ける
ことにした。若い
友人、李東真氏に協力を求め、さらに田窪直
規氏にも加わっていただき、２01７年 ５ 月に
は、この翻訳作業を終えることができた。作
業終了後まもなくこの原則日本語版は ICA
のサイトに掲載され、今日に至っている。
　なお、研修Dのレジュメには、資料1「基
本原則」抜粋小川コメンタール付、資料 ２　
第1４回 ICA大会決議勧告全文２000、資料 3
　第3７回 ICA円卓会議＠ケープタウン03～
概要、決議勧告、代表者会決議案の 3つの資
料を掲載した。

3 . 日本国憲法が定める基本的人権 ２ ） �
　では、日本では人権保護の根拠はどこに求
めればよいのか。これは現行の日本国憲法で
ある。周知のように、日本国憲法は「国民主
権・基本的人権の尊重・平和主義」を 3大原
則としている。このうち「基本的人権の尊
重」は第11条で「国民は、すべての基本的人
権の享有を妨げられない。この憲法が国民に
保障する基本的人権は、侵すことのできない
永久の権利として、現在及び将来の国民に与
へられる。」とされている。さらに第1２条で
は〔自由及び権利の保持義務と公共福祉
性〕、第13条では〔個人の尊重と公共の福
祉〕、第1４条では〔法の下の平等〕について
定めている3）。
　日本国憲法が定める基本的人権の尊重に関
する記述は、実は後掲「世界人権宣言」にう
たわれた人権の尊重に関する表現と通じると
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ころが多いと筆者は感じている。日本国憲法
が19４６年11月 3 日に公布されたことと、次項
で触れる世界人権宣言がそのあとを追うよう
に19４8年に発表されたことには関係があるの
かもしれない。

４ . 世界人権宣言と国際連合の諸組織

　19４６年11月 3 日の日本国憲法公布と翌19４７
年 ５ 月 3 日の施行については、日本の学校教
育の中で必ずと言ってよいほど取り上げられ
る事項だ。他方、第 ２次世界大戦後の19４５年
10月２４日、国際連合が発足し、19４６年にそれ
までの国際連盟は解散したことはどれほど取
り上げられているだろう。今日「国連」と呼
ばれる国際組織は、この国際連合である。国
際連合は19４５年10月２４日に正式に設立され
た。本部はニューヨークに置かれた。
　敗戦国日本は設立当初の国際連合への加入
は認められず、19５６年にようやく加盟が認め
られた。したがって、19５６年までは日本と国
連の関係は空白状態である。「世界人権宣言」
はこの空白期間中、起草され国連総会で採択
された。年代順で見るなら、19４７年日本国憲
法施行、翌19４8年1２月10日に、世界人権宣言
が国連総会で採択となっている。だが、この
ことを学校で学んだという記憶は筆者の場
合、ない。�
　国連憲章が定める国連の目的は、次の通り
である。
国際の平和と安全を維持すること。
人民の同権および自決の原則の尊重に基礎
をおいて諸国間の友好関係を発展させるこ
と。
経済的、社会的、文化的または人道的性質
を有する国際問題を解決し、かつ人権およ
び基本的自由の尊重を促進することについ
て協力すること。これらの共通の目的を達
成するにあたって諸国の行動を調和するた
めの中心となること。

　４. １ 　国際連合諸組織

　国連憲章は国連の主要機関として総会、安
全保障理事会、経済社会理事会、信託統治理
事会、国際司法裁判所、事務局の ６つの機関
を設けている。しかし、国連ファミリー全体
はもっと大きく、1５の専門機関（specialized�
agencies）と数多くの計画（programmes）
や基金（funds）、各種機関が含まれる。
　４. ２ 　世界人権宣

　世界人権宣言は，基本的人権尊重の原則を
定めたものであり，初めて人権保障の目標や
基準を国際的にうたった画期的なもの。人権
尊重における「すべての人民とすべての国と
が達成すべき共通の基準」として、19４8年
（昭和２3年）1２月10日、第 3回国際連合総会
において決議され、世界各国の憲法や法律に
取り入れられるとともに、様々な国際会議に
も用いられ、世界各国に強い影響力を及ぼし
ている。
　このうち第18条から第２0条までは、思想、
良心・宗教の自由、意見及び表現の自由、集
会及び結社の自由を述べている。中でも第19
条（意見及び表現の自由）は、２000年 ICA
セビリア大会の決議勧告文４）に引用され、
これが筆者にはアーカイブと人権を結び付け
て考えるきっかけとなった。

５ . アーカイブと人権

　５. １ 　ICA 国際文書館評議会２１世紀の動向

　　　　私見

　筆者が国際文書館評議会にかかわるように
なったのは1988年からなので、２018年でちょ
うど30年を数える。この30年を振り返ると、
1980年代は新技術への対応の話題が中心的で
あったが、世紀末の199６年北京大会では
「ICAアーキビストの倫理綱領」が採択さ
れ、専門家のあり方に関心が集まった。続く
２000年セビリア ICA大会では、決議勧告文
＜大会冊子中資料２＞に世界人権宣言第19
条、表現の自由（情報を求める、受ける、発
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信するのは基本的な人権である、とする表現
の自由の考え方）が盛り込まれ、アーカイブ
と人権の関係性が姿をあらわした。続く２003
年ケープタウン ICA円卓会議にはアルゼン
チン国内の失踪者の足跡を追う運動が紹介さ
れ、ここでさらに人権とアーカイブの関係へ
の関心が深まった。�この時の ICA円卓会議
の決議勧告他＜大会冊子資料3＞では、ICA
人権問題作業部会設置への動きが提唱された
ことがわかる。２00４年には、ICA人権作業
部会発足した。２00７年ケベック ICA円卓会
議では「ケベックアーカイブ宣言」が紹介さ
れ、これに呼応して ICAでは「ICA世界ア
ーカイブ宣言」の起草が始まり、２010�年に
はこれが ICA円卓会議で採択され、２011年
にはユネスコ総会で「世界アーカイブ宣言」
として採択された。
　５. ２ 　基本原則の採択と日本語化

　２01６年はソウルで ICA大会が開催され、
ここでは「人権保護のためのアーキビスト及
び文書担当者の役割に関する基本原則」が採
択された。筆者は李東真博士、田窪直規博士
と共にこの日本語訳を制作し、２01７年 ５ 月完
成した。全２５項目にわたる原則とその説明、
用語定義、参考文献リストで構成される全30
頁の資料である。全史料協研修資料のため、
このうち、全２５項目の原則本文と、これにつ
いての小川のコメンタールを作成した５）。ま
た、基本原則翻訳の全文は ICAウェブサイ
トに掲載されている。本稿では詳細を割愛す
るが、詳細確認を希望される諸兄諸姉には、
ICAのリンクを参照されたい６）。

６ . 結び　アーキビストの立場と役割

　基本原則の翻訳作業は共同作業の李博士の
尽力なくしては完成を見ることはなかったと
思う。特に、基本原則が掲げる２５の原則に対
する解説部分は、日本国内を前提に考えてい
ては到底思い及ばぬような人権蹂躙事例が頻
出した。理解するには日本の社会常識にとら

われることなく、世界各地の人と人の権利の
調整に思いを致す努力が不可欠だった。事例
紹介からは複雑な人間関係と権利関係が構築
されている地域の存在を垣間見ることとなっ
た。だが、出来上がった日本語訳は大変に読
みにくい。それでも皆様にお読みいただける
ことを願い、次に原則 ７の全体を提示する。

原則7. アーカイブ資料に人権侵害に対す
る賠償請求権の行使に有用な情報、とりわ
け著しい人権侵害に関する情報、行方不明
者の足取りの解明につながる情報、個人個
人が過去の人権侵害に対する補償を求める
ことにつながる情報が含まれているか否か
を利用者が判断できるように、アーキビス
トは、知識の限りを尽くしてアーカイブ所
蔵資料を記述するべきである。

　国連人権高等弁務官「不処罰と闘う行動を
通じて人権の保護及び促進を求める更新され
た一連の原則」の原則２「真実を求める不可
譲の権利」には、「すべての者は、凶悪な犯
罪の実行に関する過去の出来事について、ま
た、大規模又は組織的な侵害を通じて当該犯
罪が実行されるに至った事情及び理由につい
て、真実を知る不可譲の権利を有する。真実
を求める権利の十分かつ実効的な行使は、侵
害の再発を避けるのに欠かせない防護措置と
なる」13と記されている。真実を知る権利は、
２010年に採択された「強制失踪条約（強制失
踪からのすべての者の保護に関する国際条
約）」に明示されている。「欧州評議会閣僚委
員会アーカイブズのアクセスに関する欧州の
方針についての閣僚委員会から加盟各国への
勧告No�R ４（２000）13」には、「国家におい
て、その国民が自らの歴史の要素を客観的な
方法で知り得ない限り、その国家は完全に民
主化されたとは言えない」という解説があ
る。良質なアーカイブ資料の記述は、真実へ
の権利と民主主義の支援を可能にするもので
ある。
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　もう一つ、基本原則13もご覧いただきた
い。ここでは、アーキビストは、いつも不偏
不党、資料が包含する情報が公正に用いられ
るように周辺状況を調整しなければならない
と述べている。筆者はこのことこそが、基本
原則の理念と理解した。だが、文書館の業務
に従事する多くのアーキビストは、必然的に
組織に所属する被雇用者である。したがっ
て、業務上、アーカイブ資料の公開や利用に
かかわり、所属組織に適用される既存の制度
により、利用者の意に添いかねる利用制限を
行う場合もあり得る。その場合にはどうふる
まうのが適切なのか。
　日本の公務員は、着任に際し本稿末尾に掲
げた「宣誓書」７）の提出が求められ、以後こ
れに基づく行動が求められている。アーキビ
ストとして利用者である他者の人権擁護を考
える立場にあっても、業務遂行に当たっては
自らの公務員としての行動のありかたに無頓
着ではいられまい。そんなとき、常に求めら
れるのは各自の良心に従った判断である。自
立した個人として専門的な判断と行動が行え
ること、これが人権保護にかかわりアーキビ
ストに求められるのであろう。厳しい要求で
あると思う。
　日本の文書館業務のなかで、本人の専門家
としての良心が鋭く問われるような場合、特
に公務員である人びとは、公務員として行動
するだろうと推測する。良くも悪くもこれが
現状では当然のことと受け入れなければなる
まい。参考までに公務員の宣誓諸の全体を以
下に掲げ、本稿の結びとする。

宣誓書
　　私は、国民全体の奉仕者として公共
の利益のために勤務すべき責務を深く自
覚し、日本国憲法を遵守し、並びに法令
及び上司の職務上の命令に従い、不偏不
党かつ公正に職務の遂行に当たることを
かたく誓います。
　　　年月日
　　　　　　　氏名

研修Ｄ　小川千代子氏

図・職員の服務の宣誓に関する政令（昭和四十一年
政令第十四号）別記様式

注

1 ）基本原則（日本語）全文は ICAのウェブサイト
　　URL:https://www.ica.org/sites/default/files/
　　leeogawa0５03-0５0５.pdf　’２019.1.２1確認）
２）日本国憲法の三大原則　日本国憲法では、次の 3つの
項目を基本原則として定めています。�

　　■国民主権■基本的人権の尊重■平和主義　マナペデ
ィアトップ�>�中学�>�中学社会�公民�>�私たちと政治�
>� 日本国憲法�>� 日本国憲法の三大原則　URL:　

http://manapedia.jp/text/1２６５　（２018.11.1６確認）
3）読者におかれてはできれば各条文を確認されたい。
Web で閲覧可能な日本国憲法の全文の一例：衆議院
トップページ�＞国会関係資料�＞国会関係法規 - 日本
国憲法

　　http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/
html/statics/shiryo/dl-constitution.htm　（２018．1２. 9
確認）

４）全史料協２018沖縄大会冊子掲載
５）全史料協沖縄大会大会冊子18～２1頁に掲載の資料 1を
参照願いたい。

６）人権保護のためのアーキビスト及び文書担当者の役割
に関する基本原則（PDF）（日本語）全文 ICA　
URL:https://www.ica.org/sites/default/fi les/
leeogawa0５03-0５0５.pdf　（２018.1２.03確認）

７）職員の服務の宣誓に関する政令（昭和四十一年政令第
十四号）別記様式
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　さすがに所属を国立公文書館と書くと、な
んか誰かが気にするといけないと思ったので
アーキビストと書いて出しました。が、アー
キビストの小川千代子さんて、そんなに世の
中にいないものですからバレまして。別に悪
いことを書いたわけじゃないのですが、上司
に呼び出されて、「あなた何ですかこれは」
というから、「私がそう思ったことを書い
た。事実がもし間違っていたら訂正します。
でも文書管理がずさんと書いたのですが、そ
れは私の感想であって訂正できません」と言
ったら、すごく怒られたのですが、まあそれ
で終わりました。でもすごく不愉快だった
し、いわれのない文句を言われたという意味
で大いに頭にきて、今でも恨んでいます。お
尋ねの返事になるのかどうかよくわからない
のですけど、いかがでしょうか。
平沢重人：通り一遍の評論家としての言葉で
はなかったという、真実の声をありがとうご
ざいました。
� （司会・記録：藤沢市文書館　櫟原直樹）

研修Ｄ　質疑記録

平沢重人（安曇野市文書館）：小川先生の一
言一言は、優しい口調で私の耳に入ってき
て、とても強いというか厳しいというか、一
言一言がそういうメッセージだなということ
を今感じています。
　先ほど公務員の宣誓のお話をいただいたの
ですが、小川先生、もしよろしければ自分の
良心の寄せるところによって苦しんでこられ
たとか、闘ってこられたとか、そのようなご
経験を少し語っていただけるとうれしいなと
思います。
報告者：私、9２年まで国立公文書館に ５年ち
ょっと在職しました。91年ごろに朝鮮人強制
連行の記録というのが、あるかないかと新聞
で取りざたされる時期がありました。その当
時、国立公文書館にも問い合わせがありまし
たが、私のた席の周辺で「ないことにしちゃ
おうよ」みたいな軽～いノリのやり取りを耳
にしたことがありました。
　実際には、国立公文書館ではなくて別のと
ころでそういうものが出てきたという話があ
りました。その経験から文書はちゃんと管理
しなきゃいけないと考えました。ちゃんと管
理してないから、あるかないかがすぐわから
ない、それは文書管理がまずいからであっ
て、記録の存在又は不存在の事実を隠したわ
けではないと考えました。問題点はそこのと
ころだと感じたので、迷わず新聞に投書しま
した。

研修Ｄ　会場の様子
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研修Ｅ

語られる沖縄戦―『沖縄県史』
編さんに用いた戦争体験証言記
録と公文書館―

沖縄県立博物館・美術館
久部良　和子

はじめに

　私が沖縄県公文書館で行った「沖縄戦証言
記録」（音声資料）の整理と利活用について
の報告を通して、この資料の持つ活用の可能
性と、遺された証言者の声をさらに多くの方
に届けるという記憶継承の重要性や必要性を
お伝えしたい。また、地域住民の記録資料の
管理・保存に携わる私たちひとりひとりの資
料への向き合い方、整理を通しての学び、地
域社会への還元などを考えたい。

１ 　『沖縄県史』における「沖縄戦記録」

　発刊の意義

　沖縄戦とは十五年戦争（アジア・太平洋戦
争）における日米両軍の最後の戦争である。
その特徴は次の ５点に集約される。①長期に
わたる激しい国内戦だったこと、②現地自給
の総動員作戦だったこと、③軍民混在の戦場
行動だったこと、④正規軍を上回る住民の犠
牲があったこと、⑤戦後、米軍による軍事占
領が長期化したことである。沖縄戦に関して
は、米軍の残した膨大な映像・写真・記録が
あるが、これらはあくまでも米軍側の記録で
ある。
　『沖縄県史』の「沖縄戦記録」発刊におけ
る編集方針は、住民の声を反映するために証
言記録に重点を置いた。沖縄戦は、沖縄の近
代史の帰結であり戦後の出発点とされ、あら
ゆる機会に繰り返し想起されてきた。『沖縄
県史』における「沖縄戦記録1」「沖縄戦記録
２」発刊の意義は、沖縄戦の記憶を可能な限

り記録化した点に尽きる。　ここでのオーラ
ルヒストリーの手法は当時としては画期的だ
った。聞き取り調査では、人間の記憶の頼り
なさを考慮し、忘却による欠落や記憶の浄化
および歪曲や美化を混同しないこと、思い出
したくない事項は事実と想像が混然とするこ
と、活字化された記録を自分自身の体験とし
て語る可能性があることなどを念頭に置き、
より多くの証言記録の収集と実証的な分析に
注意が払われている。激戦地であったかを問
わず全県的に体験者から直接聞き取りをし、
証言者の心的苦痛軽減のため座談会方式を取
った。この方法はその後の県内の戦争記録調
査に大きな影響を与えた。

２ 「宮城聰文書」について

　この聞き取り調査に携わった宮城聰は、
189５年沖縄県国頭村奥間に生まれ、191６年に
沖縄県師範学校を卒業し２1歳で教員になっ
た。その後、小説家になるべく上京し６0歳す
ぎまで本土で活躍した。６8歳で沖縄県史編集
審議会委員を委嘱され『沖縄戦記録1』を担
当した。私が数えたところ４５７人分の録音の
うち、２２1人の証言が収録されている。その
うち1６3人の証言を宮城が文章化し解題を執
筆した。1991年、9６歳で死去。
　199５年、これらの県史編纂関係資料を含む
宮城の私文書が、遺族から沖縄県公文書館に
寄贈され、２009年に「宮城聰文書」として公
開された。沖縄県公文書館の資料群の構成
は、「琉球政府文書」「沖縄県文書」「沖縄県
刊行物」「米国収集資料」「沖縄関係資料」の
４つで、「宮城聰文書」は「沖縄関係資料」
中の「個人文書」として整理されている。こ
の中の聞き取り録音テープ２５9点（83５件）が
「沖縄戦証言記録」というシリーズである。
　整理と同時に、「沖縄戦証言記録」の修
復・デジタル化を進めたが、公開には著作権
の問題があった。この音声記録はあくまで
『沖縄県史』のために収集されたもので、公
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は地元の中学生に依頼した。②はNHK所蔵
の「沖縄戦フィルム・証言」を上映し、あわ
せて音声記録を公開した。④で公開した音声
は『沖縄戦記録1』に未収録のものであり、
証言の文字起こしを糸満市教育委員会生涯学
習課に依頼し、大里在住の職員が音声記録公
開の承諾書をとり追加調査を実施した。後
日、地元の高嶺中学校でこの映像と台本を使
用した平和学習が行われたと報告があった。
　このように、沖縄県公文書館が映像とナレ
ーション台本を用意し、開催地の自治会や自
治体、中学生、戦争体験者などの協力を得て
映像上映ならびに証言記録の公開、写真パネ
ル展や戦争体験者の講話も開催できた。様々
な関係者と連携し世代間を超えた年齢と共働
作業することで、より有意義な内容になった
と思う。
　このほか、糸満中学校の生徒が、記録映像
と台本を使用して JICA職員へレクチャーし
た取り組みもある。また、２010年の教職10年
経験者研修にも活用した。

４ 　今後の課題―まとめにかえて

　「沖縄戦証言記録」は「沖縄住民の歴史」
のひとつである。４00人以上の「沖縄戦証言
記録」をどのように活用・継承し、記録化し
て「住民の歴史」にしていくのはアーカイブ
ズに携わる者の役割・責務だと考えている。
沖縄戦の記録を次の世代へ継承していく方法
はたくさんあるが、原点に戻り、証言者の声
に耳を傾け続けることに尽きる。沖縄県公文
書館が所蔵する沖縄戦証言資料はまだ半分以
上が未公開である。是非、活用につなげてほ
しい。また、博物館にも戦火をくぐり抜け遺
されたモノ資料があるが、これらの資料にも
沖縄戦の激しさが刻印されている。遺された
資料に証言者の声「生命（いのち）」をつな
ぎ続けていきたいと思う。

文書館での公開承諾は得ていなかったため、
証言者本人または遺族を探して許諾を得る作
業を行った。証言者本人に会えたのは全体の
3割程度だったが、改めて戦争体験を聞くと
『沖縄戦記録1』の掲載分とほぼ同じ内容であ
り、人間の記憶が４0年経っても変わらないこ
とに驚嘆した。こうして許諾を得た２0４人の
音声記録は、２009年から利用提供を開始した。

3 　「沖縄戦証言記録」をどう活かすか

　記録する側と記録された側の双方から沖縄
戦を考えようと、米国国立公文書館から収集
した沖縄戦時のカラー映像と証言記録を組み
合わせた映写会を企画した。　２008年 ６ 月２２
日、沖縄県公文書館で「記録された沖縄戦を
考える」映写会を開催した。真和志高校の放
送部員に無声映像「記録された沖縄戦」に合
わせて、当館作成のナレーションを朗読して
もらい、インターメディア部員（写真部）と
共同で「慰霊の日」関連パネル展を行った。
　２009年に「沖縄戦証言記録」を公開してか
らは、これを活用して「記録された沖縄戦　
語られる沖縄戦」と題した映写会を下記の通
り開催した。
①２009年 3 月1４日
糸満市与座コミュニティセンター（公文書館
歴史講座として開催）
②２009年 ４ 月２５日� 八 重 瀬町新城公民館
（NHK沖縄放送局、新城区の協力で開催）
③２009年 ６ 月13日�糸満市米須コミュニティ
センター（糸満市史講座として開催）
④２010年 ６ 月 ５ 日　糸満市大里公民館（糸満
市史講座として開催）
　①③④で上映した映像は無声映像「記録さ
れた沖縄戦　語られる沖縄戦」であり、使用
したナレーション台本も同じものである。映
像を見て戦時の様子を頭に浮かべ、証言記録
を字幕付きで聞くことで想像力をかき立て、
沖縄戦の記憶の継承を目指した。公開する証
言記録は開催地に合わせて変更し台本の朗読
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研修Ｅ　質疑記録

所澤潤（東京未来大学）：私は２0年以上、台
湾でオーラルヒストリーの採集をしていて、
台湾人から 1人 ５時間とか10時間とか聞き取
りをしています。宮城總さんの資料でいくつ
か大変共感することがあるのですが、その中
で、間違っていると思っても正すことをせ
ず、最後まですべての体験を話してもらうこ
となど、注意事項として記していることか
ら、慎重に記録の採集を行っていたことがう
かがえます。この点大変共感していますが、
音声を保存するということに対して難しい問
題を含んでいると思います。例えば私も２0年
以上やっていて、現在、６0歳を過ぎているわ
けですが、僕がこの後何年いきるかわからな
いこの年齢になると思うわけです。僕が聞い
て確認すれば、間違っていることを言ってい
るのは全部わかる。しかし音声を公開する
と、音声と文字化が違っていることを知った
後生の人々は音声の方が正しいと思うわけ
で、こちらが文字化したときに意図的に改ざ
んしていると判断される可能性も高いと非常
に心配している。
　もちろん自分が文字化して細かく注をつけ
られれば、ここは違っているということが可
能ですが、現状ではそのような文字化は不可
能と思います。文字化したものを作ったとし
てもテープの方だけが残ってしまえば、誤っ
た記録が無限に広がってそれが一人歩きをし
てしまうという恐怖を感じる。それに対し
て、公文書館ではどういう風に対応しようと
しておられるかをお聞きしたい。

報告者：すみません、方法はないと思います。
それが文字化して歴史が 1人歩きをするこ
と。私たちが、歴史と思っているものも多分
そういうものもたくさんあるのではないかと
思う。できるだけ、所澤さん自身がメタデー
タとは別のところでこれはこう思っていると
記録をしっかり残すべきではないかなと思
う。その人自身が語ることが重要であって、
それを正すとか修正することは不可能で、私
たちにはできないし、歯止めが効かないと思
う。ただ、ひたすらこうであったという記録
を、事実を書くのみ。
　今回、切り取った映像と証言もたぶん私の
主観が入っていて、所澤さんが編集されると
違う映像記録ができると思う。100人いれば
100人の映像記録ができるのと一緒で、これ
を考えながらやるしかないかなと思います。
方法はないと思います。
所澤：全く正しいことをおっしゃっていると
思いますが、例えば、 3人の人におんなじ事
をうかがって違うことを話してもらう。それ
を丹念に聞いて全部細かく調べていくとどれ
が正しいことかわかると思います。でも、大
抵そんな風にして何10時間分のテープを全部
聞いて照合することが可能な人はいないと思
います。そうすると、 1人 1人のテープの断
片だけが 1人歩きをする。これが非常に恐怖
を感じるというのが実際の自分の経験なので
すがそれをいったいどうしたらいいか。自分
は10年、２0年後に死ぬかもしれませんが、そ
れまでの間にどうにか解決できないかと思っ
て、いろいろと試行錯誤している状態です。
�（司会・記録：亀岡市文化資料館　上甲典子）
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会　員　表　彰

　平成30年11月 8 日大会セレモニーにおいて
会員表彰を行なった。表彰者は全史料協の表
彰規定に基づき選出され、会員から安藤福平
氏、遠藤忠氏（欠席）、大西愛氏、小川千代
子氏、小松芳郎氏、佐藤勝巳氏、高埜利彦氏
の ７名が表彰された。
　表彰状授与後、受賞者を代表して大西愛氏
からお言葉をいただいた。他の受賞者からは
後日コメントをいただいたので併せて紹介する。

　資料保存に携わって５0年になる。昭和６0年
（198５）の大阪府公文書館設立時に機関会員
として全史料協に入会。1988年 ICAパリ大
会に参加し会場にミッテラン大統領が来た時
はそういう場に大統領が来ることだけでも驚
いたが、あなた方は明日の国政を左右する文
書を選んでアーカイブを残す役目があると演
説したのに感動した。

　また関東部会の活発な活動が羨ましく、近
畿は市町村史編纂終了後どのように資料を残
していくか、悩みが多く研修の場が欲しかっ
たので、大阪府がその立場でなければと思
い、館長にお願いして近畿部会準備会を立ち
上げてもらった。親会からは公文書の運営に
ついて、個人メンバーからも多くの刺激をう
けた。
　今後も全史料協が日本のアーカイブ界を牽
引し多彩な活動を展開することを期待する。

　広島県立文書館リタイア後、全史料協大会
をご無沙汰していました。このたび表彰され
たことを励みに、今しばらく業界と関わって
いくつもりです。これまでも、評価選別論や
アーカイブズ・レコードマネジメント論など
と題して研修会で講義してきましたが、あわ
せて自治体の文書担当の方がたを前にした場
でレコードマネジメントを語っていきたいも
のです。機関アーカイブズにとって鍵は上流
にあるわけですから。

大西愛氏ごあいさつ 表彰贈呈の様子

◇会員表彰の概要について

◇受賞者コメント
安藤福平氏

大西愛氏
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　この度は、全史料協表彰を賜り、誠にあり
がとうございました。思い返せば昭和６0年
（198５） ７ 月の神戸大会参加が私の全史料協
デビューでした。この時、拙い参加記が会報
に掲載されました。以来私は全史料協会報や
関東部会報に寄稿するなどしてアーカイブと
アーキビストについて学び、育てられてきま
した。その私が全史料協の表彰！なんと嬉し
く名誉なことでしょう。今活躍中の皆様が今
後次々表彰され、この喜びを感じてください
ますよう、切に願います！

　平成 ４年（199２）に全史料協会員になり、
10年10月の松本市文書館開館後より関わりを
強くした。防災委員会委員長（11年から13
年）、資料保存委員会委員長（13年から1７
年）、総務委員会委員（18年から２3年）、「個
別具体化計画」検討委員長（18年から２0
年）、副会長（２1年から２７年）、東日本大震災
臨時委員会委員長（２3年から２５年）を、それ
ぞれ務めてきた。これからも全史料協に学び
ながら精進したい。

　アーカイブスに関わるようになって、いつ
もそばに全史料協があったような気がしま
す。ここでの出会いは、貴重な財産と成り、
現在に至っております。私は全史料協に育て
ていただいたことに大変感謝しており、感謝
状はこちらから差し上げたい思いです。全史
料協の歴史は、日本のアーカイブズの歴史と
共に進展してきました。これからも日本のア
ーカイブズの牽引役としての全史料協に大い
に期待したいと思います。この度は有り難う
ございました。

　全史料協富山大会の巡見のことを思い出
す。平成1４年（２00２）10月の秋の陽ざしが暖
かい日であった。吉本富男参与や埼玉県立文
書館の原由美子さんと一緒に話しながら歩い
ていると、私たちの10ｍほど前を行く佐賀の
細川章さんの姿が目に入った。吉本参与は細
川さんの昔話を始めた。話の中身は覚えてい
ないが、憧れの君を語るような口調であった
ことが思い出される。七十歳代であった細川
さんと吉本さんの、全史料協に向けた静かな
情熱に、私も倣いたい。

小川千代子氏 佐藤勝巳氏

小松芳郎氏 高埜利彦氏

表彰贈呈の様子表彰贈呈の様子
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第４４回全史料協全国（沖縄）大
会において以下の大会宣言が採
択された。

第４４回全史料協全国（沖縄）大会宣言

　平成30年（２018）11月、私たちは「アーカ
イブズ再考―その価値と活用―」をテーマに
掲げ、ここ沖縄県那覇市において、第４４回全
史料協全国大会を開催しました。その成果を
踏まえて、次の 3点をここに宣言します。

１  アーカイブズは唯一無二の存在である！

　国と地方が日々作成する文書・記録のう
ち、時を超えてその営みを跡付け、歴史的な
説明責任の根拠として保存・公開する歴史公
文書。そして、これら歴史公文書を含み込ん
だ、その時代時代の人々の暮らしや経済活

動、文化的営みなど社会全体の諸相を記録す
る歴史的な記録史料群。私たちは、これら総
体を、社会にとって有用なアーカイブズと考
えます。
　アーカイブズが「説明責任の義務及び透明
性ある行政経営活動の支えとなる、権威ある
情報源である」と同時に「世代から世代へ引
き継がれる唯一無二にしてかけがえのない文
化遺産である」（２010年 9 月、ICA（国際文
書館評議会）円卓会議オスロ大会採択「世界
アーカイブ宣言」）という理念は、２1世紀の
今日において、民主主義社会の根幹をなす世
界共通のものとなっています。
　私たちは、アーカイブズを後世に伝える営
みを担い、責任を負う立場から、アーカイブ
ズが広く人類にとっての文化遺産であり受け
継がれていく必要があることを、普遍的な理
念として共有していきたいと思います。

２  アーカイブズを扱う専門職（アーキビス

ト）が必要である !!

　現代日本において、アーカイブズは、社会
全体として適正に引き継がれ、広く公開・活
用されているとは必ずしも言えない状況にあ
ります。
　重要と考えられる文書・記録の引き継ぎか
らの意図的な除外や書き換え・改ざんが指摘
される事例が頻発し、適正な公文書管理とい
う課題が話題にのぼらない日はないとさえ思
える昨今の状況。あるいはまた、これもしば
しば指摘される、戦時記録・文書をはじめ社
会的に重要な事象に関する記録の不存在や、

宣言案を読み上げる定兼会長

大　会　宣　言
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存在したとしても黒塗りでしか目にすること
ができない実態。さらには、すでに歴史的記
録として数々の文献に引用され、その重要性
は疑問の余地がないと思われる著名な日誌資
料ですら公的機関から廃棄される現実があり
ます。
　歴史的な説明責任を含む歴史的・文化的視
点から記録史料の内容を見極め、選別して保
存管理を行うアーカイブズの専門職（アーキ
ビスト）を、それぞれの組織・機関におい
て、さらには社会全体として十分に位置付
け、配置することこそが、こういった事象を
引き起こさないための核心であると考えます。
アーカイブズを担う専門職の育成・配置の早
急な改善は、国民的な課題です。

3  アーカイブズは国民の権利を守る !!!

　私たちはアーカイブズに携わる者として、
その社会にとっての価値、行政機関はもとよ
り社会全体にとっての必要性・重要性を、社
会的な共通認識としていく必要があると考え
ます。
　大会開催地・沖縄は、先の大戦での過酷な
地上戦と、その後の２７年間に及ぶアメリカの
統治を経験しました。そういった歴史を経て
きた沖縄では、県公文書館において沖縄県の
公文書のみならず、アメリカ施政権下の琉球

政府文書、アメリカ国立公文書館をはじめ海
外機関から収集した関係資料、民間から収集
した沖縄関係資料などが、広く保存・公開さ
れています。これら沖縄県のアーカイブズ
は、沖縄という地域が経験してきた歴史を明
らかにし、そこに生きる人々の権利を守り根
拠付ける記録史料群として日々活用され、確
固たる存在となっています。
　こういった沖縄の経験からも、アーカイブ
ズは有用かつ価値あるものであり、保存・活
用される必要があることがわかります。アー
カイブズは、人々が生きてきた命の証（あか
し）であり、あまねく国民の権利を守るもの
です。

平成30年（２018）11月 9 日
第４４回全史料協全国（沖縄）大会

会場の様子（沖縄宣言）
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沖縄陸軍病院南風原壕内の寝台

アーカイブズが必要な理由

琉球大学総務部総務課
玉　寄　優　子

大　会　参　加　記

【はじめに】

　全史料協の全国大会は今年で４４回を迎え、
沖縄は前回の開催から２0年振り、 3回目の開
催であるそうだ。私は一応大学のアーカイブ
ズ関係者として今回初めて参加したが、参加
者の顔を見ては、はるばる沖縄へ「めんそー
れ」（いらっしゃいませ）という気持ちと、
「はじみてぃやーたい　ゆたしくうにげーさ
びら」（初めまして　よろしくお願いします）
という気持ちが混じり合っていた。
　研修会、展示・ポスターセッション、懇親
会、大会テーマ研究など盛り沢山であった
が、私の力量ではその全てを記すことはでき
ないため、個人的に印象に残った点と、感想
を述べることとする。
【 １ 日目　研修会―視察】

　大会 1日目の午前中は視察があり、私はB
班「南風原町立南風原文化センター→沖縄県
公文書館」に参加した。地元ということもあ
りどちらも訪れたことがある（後者に至って
は現在も通っている）ので、特別な驚きは無
かったが、他の参加者の方が公文書館に対し
て「立派な施設ですね」と仰っていたのは驚
いた。普段利用している身としてはむしろ若
干の不便さを感じていたので、実際に外部の
方からの声を聞くと、恵まれている方だとい
うことに気付いた。これは大会に参加しなけ
れば分からなかったことだ。
　視察で印象に残っているのは、南風原文化

センター内の沖縄陸軍病院南風原壕を再現し
た展示である。視察はどちらの施設もかなり
急ぎ足であったため十分に見学できた訳では
なかったが、センターに来る時はこの壕には
入るようにしている。壕内には寝台があり
（写真参照）、実際に寝ても構わないので、私
は実際に寝てみた。本物では無いので不自由
さは特に感じなかったが、センター内で最初
に視聴した映像のように、戦時中は暗闇の中
で人々の悲鳴や薬品、そして血の臭いがあっ
たことを考えると、そんなに長くは寝られな
い。戦争体験者が年々亡くなり、接する機会
が減少する中で、皮膚感覚で「戦争」につい
て考える機会を与えてくれるセンターは、沖
縄の中でも貴重だと感じる。

【 ２ 日目　大会テーマ研究会】

　個人的に今大会で最も印象に残ったのは、
林美帆氏による大阪市西淀川区の公害問題に
ついての報告であった。正直、報告を聞くま
では大阪に公害問題があったことを知らず、
新鮮な驚きを与えられた。またそれまでの報
告者が公文書館や博物館所属であったのと異
なり、林氏が所属する「あおぞら財団」が住
民との協力のもと設立されたという経緯も、
興味深く拝聴した。
　報告より紹介されていた本『西淀川公害の
４0年―維持可能な環境都市をめざして―』を
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西淀川公害に関する報告

　また今大会でアーカイブズには選別や、予
算、運用、体制、プライバシー、人材育成な
ど、すぐに解決できない問題が山積みだと認
識したが、まずはアーカイブズに携わる者
（アーキビスト以外も含む）を増やしていく
ことが、解決の道だと感じた。
【最後に】

　大会に参加する前は、非正規雇用の私如き
が行ってもよい場所なのだろうかと不安に思
っていたが、終わってみると想像以上に多く
の方とお話しすることができ、以前よりもぐ
っと視野が広がったと感じた。大会中は自分
の無知さを恥じることもあったが、様々な立
場の人と触れ合えたのは幸運だった。やはり
人は自分とは違う立場の人と接してこそ創意
が生まれ、また実行へ繋がっていくというこ
とを再認識した。懇親会の中でお聞きした、
地図資料をポスターの裏を折り曲げて保存す
る方法は今後実践したい。
　アーカイブズに限った話では無いが、活用
してくれる人がいるからこそ成り立つのであ
り、人のいないアーカイブズはありえない。
沖縄には「命どぅ宝」という有名な言葉があ
るが、アーカイブズは「人どぅ宝」のような
気がする。いかに資料を保存しても、活用す
る人がいなければただの「モノ」に過ぎな
い。それを伝えていけるのは、今、資料に触
れている私達自身なのだと、この ２日間を通
して気付かされた。
　現在私が所属している大学史資料室は、地
域住民などの学外者はおろか、教職員や学生
などの学内者ですら気軽に利用できる環境は
まだ整っていないが、今大会の報告や大会で
関わった方々が仰っていたように、小さなこ
とではあるが、まずは周囲の人々に資料室を
知ってもらうことから始めたいと感じた。
　私のような半端者まで参加させてくださっ
た今大会、また貴重なお話を時間も惜しまず
にお聞かせくださった方々には感謝の気持ち
で一杯である。いっぺーにふぇーでーびたん
（大変ありがとうございました）。

拝読したが、けして一方向―住民寄りに記さ
れている訳ではないことに驚いた。被告側
（企業）の立場も取り上げながら、「公害」と
は何であったのかを（読者も含め）考えると
いう構成に、心を打たれた。企業側を永遠に
非難したい訳ではなく、よりよい社会をみん
なで考えていく、という林氏らの姿勢が、強
く伝わる 1冊だった。林氏の学校での公害教
育の取り組みを聞きながら、私は沖縄で受け
てきた平和教育を思い出していた。沖縄の平
和教育は地域によっても違いはあるが、基本
は戦争体験者の話を聞く、戦跡を巡るという
ようなものである。私はそのような平和教育
を小・中・高と受けてきたが、沖縄戦の全体
像を知ることができたかと言えば、正直自信
がない。教育を非難する訳では無いが、それ
は、沖縄が「捨て石」にされた経緯、現在も
多くの基地がある理由など、過去を現在と繋
げて教わってこなかったからではないかと感
じる。だから林氏が仰っていたように「かわ
いそう（でも今の自分には関係ない）」と他
人事だけで終わっていたのかもしれない。
　社会は様々な要素が複雑に絡み合っている
もので、一方向だけを見ればそれで良いので
はもちろん無い。アーカイブズは、その複雑
な社会を解きほぐすためにあるのではないだ
ろうか。利用者によって目的は様々であろう
が、私には、今大会を通してそれが一番適し
ていると感じた。そうであるならば、そこに
従事するアーキビストには、より高度な知識
と、姿勢が望まれると言える。
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沖縄県公文書館前にて

全史料協沖縄大会に参加して

広島市公文書館
石　川　　遥

◆ １ 日目

　「アーカイブズ再考―その価値と活用―」
をテーマに沖縄県で開催された今大会は、 ２
班に分かれての視察から始まった。南風原文
化センターでは、紹介DVDを鑑賞後、収蔵
庫と展示コーナーを見学した。沖縄県は、琉
球王国や沖縄戦、アメリカ統治の時代など、
国内でも独特の歴史背景があるという印象を
抱いていたが、この南風原文化センターの視
察を通して、沖縄が移民の多い県であるこ
と、多くの資料が戦災で失われたなかで自身
や家族のルーツを探して問い合わせる方も少
なくないことなど、同じく移民県と称され、
原爆という戦禍を経た広島の歴史と通じる状
況があることに気付かされた。そのため、市
民からの問い合わせへの対応に興味を持ち、
職員の方にお話をうかがったところ、同セン
ターでは、受付で小学生を対象とするワーク
シートの配布や、内容によっては資料だけで
なくその情報に詳しい人物を紹介するなど、
多様な対応をされているということであった。
　次の沖縄県公文書館では、修復作業室、閲
覧室、 3つの書庫を見学した。閲覧室にはマ
イクロフィルム閲覧室、特別閲覧室に加え、
ビデオブースとミニシアターも備えられ、多
様な形態の資料に対応できる設備が揃えられ
ている。さらに、所蔵の写真資料は閲覧室配
架の写真ファイルで自由に閲覧でき、PCと
USBを持ち込めば来館者自身で画像データ
を取り込めるという点も目を引いた。こうし
た環境もあってか、同館では 1日平均５0人近
い来館者と約90点の資料の閲覧申請があると
のことで、その利用の多さに驚いた。一方、
同館の目玉である琉球政府文書については、

審査未了のものも少なくなく、申請の都度カ
ウンター職員が公開審査を行い、大量申請が
出れば数日以上待ってもらうことがあると話
されていた。この点は広島市公文書館も同様
であり、申請者への説明などの苦労が察せら
れた。しかし、沖縄県公文書館では、申請不
要の資料を増やすべく、閲覧室への複製資料
の配架、審査が終了した資料のデジタルでの
公開等、閲覧までのプロセスの簡略化が図ら
れていた。また、玄関ホールでの紹介ビデ
オ、展示室のパネルなど複数の手段で閲覧の
手順を案内する工夫がされており、大変参考
になった。

　午後からは、研修会CとDに参加した。
沖縄国際大学教授の鳥山淳氏は、米軍の土地
接収への反対運動などで活動した阿波根昌鴻
氏の遺した膨大な資料群の調査活動の成果
と、そこから見えた資料の特徴と意義につい
て報告された。「すべてを遺す（廃棄しな
い）」ことを実践した同氏の稀有な資料群
は、今後どのような活用の道があるか想像を
超える可能性を秘めており、それだけにどの
ような活用を想定して整理を進めるのが適切
かといった難しさがあると話された。
　研修会Dでは、国際資料研究所代表の小
川千代子氏から、２01６年 ICA大会で採択さ
れた「人権保護のためのアーキビスト及び文
書担当者の役割に関する基本原則」の条文解
釈を中心に、氏の国際的な活動の実例を交
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え、人権保護の観点からアーキビストのある
べき姿勢が説かれた。小川氏の穏やかながら
信念のこもった話に、資料を扱う職に就く者
として改めて身の引き締まる思いがした。

◆ ２ 日目

　調査・研究委員会報告に続く大会テーマ研
究報告では、まず沖縄県文化振興会の大城博
光氏が、沖縄県公文書館の運営状況と、その
中核的資料群である琉球政府文書の活用につ
いて紹介された。沖縄研究以外にも、個人の
権利・利益を守る証拠や、個人が生きた証を
確認するための手段としても利用されるな
ど、様々な方面で活用される同資料の重要性
がうかがえた。
　エコミューズの林美帆氏は、公害資料（裁
判資料、公害に対する社会的運動に関する資
料など）の活用について紹介された。作成時
の意図と異なる目的での利用に対し、関係者
らの不安や不信感も残るが、公害反対運動へ
の評価、経験の伝承、事実を踏まえた他の運
動への参考事例として活用の成果が現れてき
ており、それによって公害被害者側にも、
「なかったこと」にされない安心感が生まれ
ていると報告された。
　国立歴史民俗博物館の後藤真氏は、分野の
枠組みを超えた国内の資料横断検索を目指す
「ジャパンサーチ」の試みを紹介されなが
ら、アーカイブのデジタル化が保存の観点も
含めて重要であると説かれた。そして、資料
を「ある」状態から「届ける」に変えていく
ことが求められていると話され、資料を保管
するだけでなく、新たな利用に結び付けるた
めに発信することが必要な時代になっている
ことが感じられた。
　報告後に行われた総合討論では、個人情報
や費用の面など、アーカイブのデジタル化に
伴う様々な課題に関する議論が中心となっ
た。当館でも、デジタルアーカイブ・システ
ムの導入後歴史資料の利用が増加していると

感じており、どのような資料があるかをまず
示すというデジタル化の広報的な役割につい
ては同感できた。また、資料の画像を公開す
れば、利用者の利便性の向上に加え、職員の
業務の軽減という利点もある。反面、実際の
利用にあたっては、システムによる検索の結
果として現れた資料のみが注目され、その周
辺の関連資料に利用者が気づかずに終わって
しまう恐れも多分にある。資料を個別に検出
できるシステムを利用しながら、資料群とし
てアーカイブズが持つ意義や価値をいかに損
なわずサービスを提供するかは、検索システ
ムを導入する多くの組織が抱える悩みであろ
う。しかし、そうした時にこそ、資料とそれ
を必要とする人との橋渡しを行うアーキビス
トなど専門性を持つ職員が求められるはずで
ある。利用者のニーズに応じ、システムと専
門的職員による対応とのバランスを取りなが
ら資料の利用を促進していくことが必要だと
感じた。
　本大会に参加したことで、様々な組織にお
ける資料の活用に向けた取り組みを知ること
ができた。いずれの事例でも、専門的知見か
ら資料の可能性を引き出し、活用に向けた道
を開こうとされている点が印象深く、個々の
資料と向き合うことに加え、資料群全体に精
通する必要性を痛感した。また、各施設の職
員や報告者の高い専門性と、資料を埋もれさ
せないという強い使命感を持って業務に取り
組む姿勢が垣間見られ、そうした意識を持っ
て日頃から自館の資料と向き合わなければな
らないと改めて気付かされた。今回の収穫を
活かし、資料の有益な活用を図りながら未来
につなげていくために、一層の研鑽を積んで
いきたい。
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沖縄県公文書館指定管理者
（公財）沖縄県文化振興会

豊見山  和美

第44回全史料協全国（沖縄）大会を終えて

熱く暑い ２ 日間

　沖縄大会は、平成30年11月 8日と 9日の ２
日間、那覇市の沖縄県市町村自治会館をメイ
ン会場に開催された。視察研修は南風原町に
ある沖縄県公文書館と南風原文化センターの
２ヶ所を巡回した。参加者数は２30人、11月で
も日中は汗ばむ陽気の沖縄で、研修と親睦の
時間を享受していただけたことを嬉しく思う。

　沖縄での全国大会はちょうど２0年振りとな
る。当時は県の直営だった沖縄県公文書館は
現在では県の組織としては消滅し、筆者の所
属する指定管理者団体が施設管理と公文書館
業務を運営している。全国大会の受入れも指
定管理者の業務となったが、沖縄県から共催
のご承諾を、沖縄観光コンベンションビュー
ロー（OCVB）から大会開催費助成の特別協
力を得るなど、県サイドから大きなご支援を
いただいた。大会初日の夜に開かれた交流会
で参加者を魅了した琉球舞踊の上演も、
OCVBのコンベンション歓迎事業の一環と
して無料で派遣していただいたものである。

沖縄県公文書館の書庫を見学

発信したかったこと

　今大会のテーマ「アーカイブズ再考―その
価値と活用」に対して、アンケートには「こ
れだけ中央省庁等で公文書管理のズサンさが
注目されている時に全史料協がなぜ正面から
公文書管理機能の充実を取り上げないのか」
という厳しいご意見もあった。もとより大会
テーマは、大会・研修委員会での熟議により
設定する。その過程で、昨年度の相模原大会
のテーマの継承発展で ２年連続「公文書寄
り」となることは、多様な機関の集まる全史
料協にはそぐわないという価値観が優位であ

交流会 琉球舞踊団

交流会 琉球舞踊鑑賞
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った。その前提に沿って、公文書館法に基づ
くか否か問わず、すべてのアーカイブズが共
有しうるテーマを模索した。
　この「再考」における理念として「人権」
を重視したこと自体は強調しておきたい。ア
ーカイブズの価値の源泉に人々の権利や生き
た証を見出し、それを社会と共有することの
意義は、私たちが沖縄県公文書館の業務で
日々かみしめていることである。
　激しい戦闘による社会の破壊とその後の軍
事支配による抑圧という苦難の時代に蓄積さ
れた琉球政府文書が、県公文書館で大切に保
存され、現在の社会や人々とどのように接続
しているかをお伝えできたのは幸いだった。
また、西淀川・公害と環境資料館から、人権
を守る裁判のためだけでなく、住民の運動の
事実を伝え希望を失わずに将来に向かうため
にもアーカイブズが必要だという報告があっ
た。戦争や環境破壊に傷ついた社会の再生に
対して、アーカイブズの持つ力とは何か、あ
らためて考える契機となったのではないか。
　研修会でも、沖縄の人権活動家の残した膨
大なアーカイブズ、戦争体験の証言記録（音
声資料）の来歴と活用、アーキビストと人権
保護といった個々の発表が響き合った。その
基調は、今大会で採択された「沖縄宣言」中
の「アーカイブズは人々が生きてきた命の証
であり、あまねく国民の権利を守る」という
フレーズにも共有されていたと思われる。

研修会の様子　久部良和子氏

海の沖縄から山の安曇野へ

　最後にお詫びしたいのは、県公文書館の視
察研修中に起こったエレベーター停止事故の
ことである。２５分間も閉じ込められた11人の
皆様に大変なご迷惑をおかけした。幸いにも
体調の異変を生じることなくその後の日程に
参加していただいたが、実にあってはならな
いことだった。そのお 1人である安曇野市文
書館の平沢館長が閉会行事の際にこのことに
触れ、私どもの必死の対応を優しさ溢れるお
言葉で労ってくださったことは忘れ難い。安
曇野大会の成功を南の島から祈念申し上げま
す。

テーマ研修会の様子　大城博光氏

閉会式　左：真栄城・沖縄県公文書館長　
　　　　　　右：平沢・安曇野市文書館長　　　　
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会　員　動　向

区　　分 Ｈ３０．９ ．１ 入　　会 退　　会 Ｈ３１．２ ．１ 現在

機　関　会　員 １３９ ０ ０ １３９

個　人　会　員 ２９０ 5 ３ ２９２

合　　　　　計 4２９ 5 ３ 4３１

◎新規会員

　⑴機関会員　なし
　⑵個人会員　相川陽一［長野県］、柏原洋太［千葉県］、金子久美子［熊本県］、
　　　　　　　野田弘之［静岡県］、山口昌也［東京都］
� ＊敬称略。退会者と変更事項については省略しました。

　会誌『記録と史料』は、大勢の皆様の原稿に支えられています。
　「研究」、「アーキビストの眼」、「世界の窓」、「書評と紹介」などの各コーナーの
原稿は、随時募集しています。投稿ご希望の方は、２019年 9 月末日までに広報・広
聴委員会にご連絡ください。
　会員の皆様の積極的なアプローチをお待ちしています。

◆会誌『記録と史料』第30号原稿募集のお知らせ◆

■編　集　後　記■
○会報第10５号は沖縄大会特集号です。これまでも沖縄での大会開催は、全史料協のその後の活
動に大きな弾みとなってきました。テーマを『アーカイブ再考－その価値と活用－』とした背
景には、アーカイブの多様化の問題があります。これは、デジタル化だけでなく未来のアーカ
イブをどのように見据えて残していくか、という本質的な課題に関わります。東日本大震災の
震災関連文書の保存期限が満了を迎え、多くの自治体で廃棄が始まっている現実は、経験や教
訓を次世代に受け継ぐというアーカイブの使命に対して、私たちがどのように対峙するべきか
を突きつけており、それへの対応はまさに喫緊の課題でもあります。全国各地に点在するアー
カイブは、それぞれが市民利用を前提とした地域情報を提供することで、地域の過去・未来情
報の発信拠点としての役割を果たしています。こうした住民のための情報拠点を守ることが、
改めて何故今必要なのか、その意義と重要性を訴える報告の数々によって、全史料協の活動を
次のステップへと進めねばならないことを実感させられる大会となりました。（ふ）
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