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1 .課題設定

は~、前、大学アーカイヴズの理念的考察を

おこなったことがある(ヘ大学という教育・研究

機関に設置されたアーカイヴズ口大学アーカイヴ

ズには、個々のアーカイヴズ業務の点では同一で

あっても、行政や企業のアーカイヴズ?とは異なる

理念があるのではないか、との問題意識の下、米

アーキヴィスト協会 (SocieザofAmerican Archi 

vists、以下 SAA)大学アーカイヴズ部会が策定し

たガイドラインを手掛かりに検討した。このとき

の検討では、大学アーカイヴズが大学組織の維

持・発展を支えるための存荘として位置づけられ

ており、その活動は大学の教育任務に当たるもの

として理解されていることが明らかとなった O だ

が、前稿は日本の大学アーカイヴズにも適用可能

な理念の提示までには及ばず、それを考えるため

の諸前提を米国の事例を通して整理したに過ぎな

いものであった。本稿はこの問題意識を引き継ぎ、

大学アーカイヴズにおける理念の位置を改めて考

察するものである O

そこで、本稿が注目するのは大学アーキヴィス

トである (2)。 は、大学アーキヴィストに限ら

ず、アーヰヴィストはアーカイヴズの理念を体現

する存在であると考えている O アーカイヴズの使

命や目的は、そのままアーキヴィストの使命や目

的であるし、アーカイヴズ論とアーキヴィスト論
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の形成過程は表裏のものでもある O したがって、

アーキヴィストという存荘の理念や役割を検

討することは、すなわち大学アーカイヴズの理念

や役割の検討に直結するものといえる O そのよう

な観点から、本稿では大学アーキヴィストを分析

の対象として取り上げることとした。

加えて、大学アーカイヴズ論の研究史を振り返

ってみても、大学アーキヴィストにかんする研究

はそれほど多くなp。大学アーカイヴズ論は近年

活況を皇する分野であるにもかかわらず、大学ア

ーカイヴズの担い手たる大学アーキヴィストの存

在については、専門職制度が整備されていないこ

となどもあってか、その理念や役割をめぐる

的な位誼づけがなされていないのが現状である O

その意味で、研究史上における本稿の意義も小さ

くないと忠われる。

本稿では、まず前提として日本における大学ア

ーキヴィスト論の変遷を整理する O 次に大学アー

キヴィスト論を考えるために、米国における大学

アーキヴィストの在り方を紹介するとともに、

縁機関である図書館・博物館における

の位置づけを大学のそれを通して検討する。そ

の上で、筆者なりの大学アーキヴィスト論を提示

し、大学アーカイヴズの理念に迫りた~'.¥ 0 
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2幽大学アーキヴィスト論の変遷

乙しアーキヴィストの定義

そもそもアーキヴィストという存在はどのよう

に定義されているのだろうか。比較的新しL

として、 2003年刊行の『アーカイブ事典Jより該

当簡所を引用すると次のようになる O

公私の文書館で、 の他の①収集・

-引継ぎ、②評価・選別を行ない、

記録その他の③整理・分析および検索手段の

作成を行なって、④保存・提供の任にあたり、

さらに⑤それらの業務遂行に必要な

などの調査研究にあたる専門職(3)

これに加えて、アーキヴィストには現用・半現

用記録の管理保存への積極的な参画と、

などの情報管理への期待が求められているとも

されている(ぺこれらの指摘は、現在のアーキヴ

イストの基本的な要素として共通の理解を得るこ

とができるものといえようが、実際のところ、

子記録への対応などを除けば、日本のアーカイヴ

ズ界における初期のアーキヴィスト とほぼ向

様であり、その意味では、この間アーキヴイスト

の定義にはほとんど変化が無かったことがうかが

えるへ一方で、 SAA発行の用語集には、アーキ

ヴィストの定義に「アーカイヴズ施設あるいは証

拠的価値を有する記録の管理や監督に責任を有す

る個人Jという文章があることにも留意すべきで

ある(ヘァーキヴィストにはアーカイヴズ方包三受や

記録の管理にかんする部分でも責任があると明記

されている O 現に SAAが 2002年に策定した「ア

ーカイヴズ学大学院課程のためのガイドライン」

には、学際知識の枠組みで「マネジメント Jや

「組織体理論Jのカリキュラムが組まれている O

これはアーキヴィストに管理者的側面を付与する

一つの裏打ちである(九これらを総合すると、現

在の定義に見るアーキヴィストの役割には、整理

者、研究者、管理者の三つの側面があることが分

かる O

2 

2医 2.B本における大学アーキヴィスト論の展開

上記のような現在のアーキヴィスト定義をふま

えた上で、大学アーキヴィストをめぐるこれまで

の議論の過程を幾つかの時期に分けて整理してお

きたt':lo

2.2隠し 1980年代の大学アーキヴィスト論

日本の大学アーカイヴズ界は、比較的早い時点

から大学アーキヴィストの存 J在を認識していた O

1981 -2年に掛けておこなわれた「東京大学関保

諸資料の保存と利用に関する予備的研究j研究グ

jレープによる国内外の大学アーカイヴズの調査で

は、 ドイツ・カナダ・イギリスなどの大学アーカ

イヴズと大学アーキヴィストについての調査結果

が発表されている O そのなかで調査メンバーの一

人である長沢雅男(教育学部助教授、当時)は、

るO

アーキヴィストについて次のように述べてい

大学のアーキヴィストは、ゼネラリストであ

ることが望ましt':1 0 司書としての知識、 manω

uscriptに関する知識、大学史一般、当該所属

自体の歴史、歴史一般の知識のほか、

、絵画、音楽などにわたる知識までも要求

されることもある (8)

はこの指摘を次のように解釈している O す

なわち、大学アーカイヴズが収集する資料の多く

は大学に関係するものであるから、大学がカヴァ

ーする学問の裾野の広大さからいえば、そこには

医学や絵画、音楽も含まれることになるだろう O

したがって、大学アーキヴィストはそれらにかか

わる資料の整理にもあたる可能性があるから、広

範な知識が求められるのだ、と O

ただ、長沢自身も指摘していることだが、

アーキヴィストの基本的な役割は「単なる資料の

保管者であるにとどまらず、それらを利用する人

たちに対して適切な援助(指導)をすることがで

きなければならない」として整理者の側面を重視



するとともに、そのことを るために「熱心

な研究者でなければならない」とも述べる O 整埋

のために必要な資料の内容や資料群の階層性など

を明らかにするためには、研究者的な側面も不可

欠という指摘である(針。このような大学アーカイ

ヴズ界におけるく大学アーキヴィスト

研究者〉という考え方は、日本のアーカイヴズ界

全体を通して見ても、かなり早い段階で提示され

たということができる O 先記の全史料協法文小委

会によるアーキヴィスト定義が 1986年である

ことからも、そのことがうかがえる O

しかし、このく大学アーキヴィスト

研究者〉という図式は、その後のアーカイヴズ界

におけるアーキヴィスト定義の変遷を含めて考え

てみても、全史料協法文小委員会によるアーキヴ

ィスト定義に、アーキヴィストの職務として「文

書資料の整理及び保存JI文書資料に関する

研究jとの文言があるように、大学アーキヴィス

トの国有性を確固たるものにしているわけではな

L 凡ならば、長沢の言うく大学アーキヴィストヱ

ゼ、ネラリスト〉はどうか。これも大学アーキヴイ

ストだけに適用されるものでは無いだろう。行政

や企業のアーキヴィストはゼネラリストでは無い

のかといえば、決してそうではないからである O

行政にも企業にも多様な活動の形態とそれに基づ

く資料があり、したがって行政や企業のアーキヴ

イストにも多様な知識が求められる O ここに行

政・企業・大学の加はない。つまり、 1980年代の

アーキヴィスト論は、平い段階でのアーキヴ

ィスト定義の提示であった反面、その内実は行政

や企業なども含めたすべてのアーキヴィストに適

用可能な定義であり、大学アーキヴィスト固有の

定義の提示には至っていなかったのである O

2舗 2闘 2鵬 1990年代の大学アーキヴィスト論

1990年代になると、大学アーカイヴズをめぐる

議論が活況の様相を呈してくる O その背景には

3 

大学アーキヴィスト論(清水)

「関東地区大学史連絡協議会J(後の全国大学史資

料協議会東自本部会)の発足 (1988年)がある O

同会では、各大学アーカイヴズにおける業務など

の情報交換をはじめ、大学史・大学アーカイヴズ

にかんする研究報告がおこなわれた。さらに 1990

には「西臼本大学史担当者会J(後の

史資料協議会西日本部会)が設立されるなど、

内における大学アーカイヴズ活動が拡がりを見せ

ていた O あわせて、全史料協が発行する雑誌

録と史料Jに「大学史編纂と資料の保存-現状と

という論考が掲載されたことも、大学ア

ーカイヴズが広くアーカイヴズ界に認識された一

つの契機になったのではないだろうか刷。

1996年に発足した全国大学史資料協議会では、

1997年 10月にシドニ一大学前大学アーキヴィス

トのケニス .E・スミスを在明男し、シドニー

アーカイヴズにかんする講演会を開催した(11)。そ

こで述べられたシドニ一大学(より広く言えばオ

ーストラリア)の大学アーカイヴズの形態は、そ

れまでの日本における大学アーカイヴズの議論と

はやや性格を異にするものであった O すなわち、

基本的なアーカイヴズ業務の点での差異は見られ

ないものの、「アーキピストは図書館ではなく大

学行政と結びつけるべきjとあるように、「アー

カイヴズは主として行政部門」という位置づけの

提示であった。シドニ一大学最初の大学アーキヴ

ィストたるデイヴィド・マクミランは「講師のラ

ンクではあったが、行政織の一員であったJよう

に、歴史研究者や図書館司書とは異なる地位の存

在としての大学アーキヴィストが示されたのであ

るO その上で、スミスは大学アーキヴィストの役

割を以下のように述べている O

大学アーキピストの職務は大学アーカイヴズ

及び政策の公式化を含む本部記録の全体を

理。関連職務として、個別研究者と共に、

面による研究、整理、そして記述作業。

大学アーキビスト助手の職務は大学 FOI(情
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報公開)コーディネーターおよびプライパシ

ー・オフィサーとしての仕事が時間にしてお

よそ 60%、現存の記録システムの調査に 40

%を占める O 特に内部監査の役割においての

コンピュータ制度によることが強調される O

記録システムによる一般的な相談。

アーキヴィストには歴史学をはじめとした

研究者的側面よりも、「本部記録の全体を

に見られるように、行政職的あるいは管理者的側

面がより強調されているような印象を受ける O 大

アーカイヴズが行政部門に位置づけられている

要因の一つは、アーキヴィストが現用記録にまで

関与するシステムのためであろう O

このように 80年代の大学アーキヴィスト論と

は異なる、大学アーキヴィストの一つの新しい形

が提示されたのが 90年代であった。

2箇 2.3霞 2000年代の大学アーキヴィスト論

アーカイヴズに限らず、アーカイヴズに対

する学問的・社会的関心が徐々に高まってきたの

が2000年代である o 2003年に刊行された fアー

カイブズの科学Jは、この時点までの日本のアー

カイヴズ学の一つの到達点を示している O さらに、

2004年の日本アーカイブズ学会発足に見られるよ

うに、アーカイヴズを議論するための学問的基盤

も整備され、歴史学・図書館学・情報学・行政

など、様々な分野の研究者によるアーカ

イヴズ学研究がおこなわれるようになってきた。

そのような時代のなかで、全国大学史資料協議

会編 rE1本の大学アーカイヴズj(京都大学学術

出版会、 2005年)が刊行されたことは注目すべき

点、であろう O 本書には、大学アーカイヴズをめぐ

る論考や価々の大学アーカイヴズの紹介記事など

が掲載されており、

践について、幅広く

アーカイヴズの理論と

ことができる内容となっ

ている O しかし、本書に大学アーキヴィストにか

んする論考は無い。このことについて

4 

を した鎮日長文は 史などの研究者と

「アーキヴィスト」の導門性の遣いについては考

察を加え、逆に主張すべきところがあったのでは

ないだろうかと考えるのである O 大学という研究

機関であると同時に、教育機関にある「アーカイ

ヴズ」であるからこそ、この点は考えて欲しいと

ころであるjと指識している(凶。

に投げかけられた指摘は大学アーカイヴズ界全

体の問題であり、執筆者のみに帰結するのではな

く、大学アーカイヴズ関係者一人ひとりが考える

べきものだと述べたことがあるが側、その意味で

本稿は、筆者なりの考察結果を提示するものでも

ある。

ところで、この問題にかかわって、鈴木秀幸は

アーキヴィストについて次のようなことを述

べている O

〔鈴木一引用者註〕は大学史の

収集、整理保存および利用することを J 応、

「大学史活動Jと呼びたい(以前は「大学史」

としていた)。また、これらの活動をしてい

る人を「大学史人J(ユニパーシティ・ヒス

トリアン)と称している凶

鈴木の言う「大学史人」から けた印象

は、英訳の「ユニパーシティ・ヒストリアン」に

もあらわれているように、かなり歴史的側面

が置かれた存在であり、当該大学史にかかわる

資料の調査収集、整理・保存・利用をおこなう

というものである O この「大学史人jを大学ア

ーキヴィストの視点から捉えると、ここには 80

年代の日本の大学アーキヴィスト論が如実に反映

されている反語、 90年代にスミスが提示した行政

職的・管理者的側面の大学アーキヴィスト論は結

びつけにくいものである O この鈴木の指摘に対し、

桑尾光太郎・谷本宗生は「大学史に関する活動の

が、「アーカイヴズJや「アーキヴィスト」

という言葉の与える印象を大きく越えていること

を示しているJと述べているがlへ筆者には逆に、



「大学史人Jという言葉とその内実が、|大学アー

キヴィスト」と比較しでかなり限定的に用いられ

ている印象を持った O スミスが指摘したように、

アーキヴィストには大学の現用記録への

など、鈴木の言う「大学史活動Jにとどまらない

広範な役割が求められているからである O

この印象をより明確なものにするためにも、

なりの大学アーキヴィスト論を提示する必要があ

ろう O それについては後述する O

2聞 2鍾 4.11¥括

以上、 1980~ 2000年代の日本における大学ア

ーキヴィスト論の展開を述べてきた。当初は資料

の整理者あるいは研究者としての位置づけを付与

されていた大学アーキヴィストであるが、やがて

行政職的・管理者的側面を有する存在として紹介

され、近年の議論は、それらの論点をふまえつつ

も、多様化する大学アーカイヴズの現状を前に、

アーキヴィストの位置づけに明確な枠組みが

えられていない状況である(l(ヘそのような前提

をふまえた上で、以下の考察を進めていきたい。

3粗大学アーキヴィスト論への 的考察

は、大学アーキヴィスト論への多角的考

察として、日本におけるこれまでの大学アーキヴ

ィスト論のなかであまり触れられてこなかった一

つの論点を紹介した~) 0 一つは、米国における大

アーキヴィストの位置づけについて、その歴史

的展開と近年の状況を確認する O もう一つは、ア

ーカイヴズの類縁機関である図書館・博物館の専

門職たる司書・学芸員について、とくに

をめぐる議論を紹介す

るO これらの意図は、前者は海外の事例に学ぶこ

とで日本の大学アーキヴィスト論への示唆とする

ため、後者は類縁機関の専門職論を通して大学ア

ーキヴィスト論にその議論を生かすためである O
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大学アーキヴィスト論(清水)

3. 1町米盟の大学アーキヴィストの場合

3陸上上米国の大学アーカイヴス?と大学アーキ

ヴィストの歩み

現在の米国における アーキヴィスト論を検

るにあたって、まずは米国の大学アーカイヴ

ズと大学アーキヴィストが辿った歴史的な歩みを

確認しておく必要があろう O その歩みを経て、現

在の大学アーキヴィスト論に継承されていると

えれば、避けられない部分ともいえる O ここでは

まず、].Frank Cookの論考(幻)に学びながら、 1940

~ 70 年代にかけての歩みを確認していきた~) 0 

SAAが設立されたのは 1936年のことであるが、

から 1940年代にかけて、大学アーキヴ

イストの視線は歴史家などの学者に向いており、

彼らに良いサーピスを提供することに、ほとんど

の労力が注がれていた O 当時の学者である T.Le 

Ducが、より良い大学の歴史を用意するなか

をアシストするのがアーキヴィストのf受割であ

ると主張していたことにも、当時の状況がうかが

える。この時期の大学アーカイヴズは、みずから

の組織の記録よりも、地域の組織の記録(歴

料)保存により高い関心が向いていた O 体:記の

Ducなどは、自組織記録については、事務職員が

過去の大学の方針を参照することができるよう、

若干の関心を払えばよいとまで指摘している O 当

時の米国大学アーカイヴズがこのような方針を採

つに円京として、アーカイヴズが図書館の一部署

であったことに一つの要因を指摘する O すなわち、

資料の収集方針が図書館のそれに規定されるた

め、自組織記録よりも歴史資料に収集の重点、

かれたので、ある O

しかし、そのような潮流も次第と変化の兆しを

見せ始め、可書の側から司書とアーキヴィストの

責任分化の議論が 1940年代末以降に起こり始め

たO 大学問書館可書の経験もある John Melville 

Jenning・sは「アーカイヴズとそれに関係する機能

に単独で専念するための独立の組織の設立」を
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張し、「組織の上層部に対して責任を持ったアー

キヴィストの下で運営される」アーカイヴズが不

可欠であることを述べた。このような胎動は、ア

ーキヴィストの側にも刺激を与え、 1948年、 SAA

に大 学 ア ー カイヴズ委員会 (Collegeand 

University Archives Committee)が設立、大学ア

ーカイヴス?と アーキヴィストの情報交換の場

として機能した O さらに、ブイスク大学大学アー

キヴィストで、 上自己大学アーカイヴズ委員会の創

立者でもある DwightH. Wilsonは「ブイスク

アーカイヴズ宣言Jを発表し、アーカイヴズを

長室の下に置き、組織的・法的価値を有する記録

を保存することを述べた。まさに図書館から独立

した形で、自組織記録の収集・保存を目的とした

アーカイヴズが登場したのである o Wilsonは同様

のアーカイヴズ組織が拡がることを期待したが、

1949年に Wilsonらが中心となって全米 150の大

におこなった調査によれば、アーカイヴァル・

プログラムを保有もしくは関心がある大学が全体

の約 70%を占め、アーカイヴズに対する認識の

拡大が看-取できる[表L

[衰]SAAによる大学アーカイヴズ調査 (1949年)

アーカイヴァル・プログラムを有している 56 (37 %) 

歴史資料は保存、アーカイヴァル・プログ
47 (31 %) 

ラムに関心がある

アーカイヴァル・フログラムに関心がない 12 ( 8 %) 

無回答 35 (23 %) 

これに呼応するかのように、 SAAの場でも

アーカイヴズによる会議やセッションが多く開か

れ、 1959年の SAA年次大会では "TheArchives 

and the Role of the University Archivist"と題する

ワークショップが開催された O これから 1960年

代にかけて、大学アーキヴィストはみずからの役

割の拡がりを次第に認識し始める O 例えば、コー

ネル大学大学アーキヴィストの EdithM. Foxは、

大学アーキヴィストは自組織記録だけでなく研究
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(学術)資料にも関心を払うべきだと述べている O

また、 SAAなどにおける大学アーカイヴズの諸活

動は、結果として大学アーキヴィストが間接的に

アーカイヴズ学教育の発展に寄与しているとの

解もなされるようになった。

やがて 1970年代に入ると、大学アーキヴィス

トは SAAの活動の主要な役割を果たし、かっ

個々の大学において広範囲のプログラムを構築す

るなど、 1970年代のアーカイヴズ界の主導的な位

を占めていた(18) とりわけ、 1976~ 79年は、

Cook日く大学アーカイヴズにとって「栄

光の年Jであり、大学アーカイヴズのガイドライ

ンの策定(後述)や、大学アーカイヴズをめぐる

諸論考を収載した Collegeαnd UniversiかArchives:

Selected Readingsの刊行など、活動の成果が発表

されたことを指摘している O このような動向のな

かで、大学アーカイヴズの利用者側にも、この

期から変化が見られるようになったという O とく

に歴史家による自組織記録の利用頻度の高まりが

になってきたのである O かつては、地域の歴

史資料にしか日を向けなかった歴史家たちであっ

たが、地域の歴史資料と同様に、自組織記録から

も地域(社会)の歴史が明らかになることを認め、

同様の価値を見出すようになったのである O 当

のある歴史学者の論文に“CollegeArchives as 

Window on American Socie坊 とpうタイト jしが

付されたことにも象徴される O なお、このような

自組織記録への関心の高まりの について、

Cookは各大学の百年史編纂における記録の調査

のなかで、歴史家が白組織記録の重要性を理解し

たのではないかと指摘している O そのような状況

の下、 1979年には SAAの組織改革にともない、

アーカイヴズ委員会は大学アーカイヴズ部会

(College and University Archives Section)に衣替

えした O

以上、 1940~ 70年代にかけての米国における

アーカイヴズと アーキヴィストの歴史的



な歩みを概観した O ここで何よりも強調したいの

は、 アーカイヴズ・ アーキヴィストに求

められるものが、時代によって変化しているとい

うことである O 大学アーキヴィスト自身の大学ア

ーカイヴズに対する見方や、利用者などの大学ア

ーカイヴズに対する要求が次第に変化し、対象と

する資料が、地域の記録から自組織記録ヘ、さら

には研究(学術)資料も射程にという意見が出る

アーキヴィスト論の観点、でいうと、そ

の役割は、研究者をアシストする存在から大学ア

ーキヴィストみずからが研究・教育の担い手とな

ってpく変容が見られる o 1970年代末の時点、で、

米国の大学アーキヴィストは、自組織にかかわる

記録の保存を中心に大学アーカイヴズの活動を担

う主体的な存在として位寵づけられていたのであ

る(則。

3. 1 . 2筒 SAAガイドラインに見るその後の米国

大学アーキヴィスト論

では、 1980年代以降の米国における大学アーキ

ヴィスト論の展開を確認しておきたい O その際、

検討する対象は SAA大学アーカイヴズ部会が策

したガイドラインである o 1979年に最初のガイ

ドライン“TheGuidelines for College and Unive子

sity Archives"を策定して以降、 1999年、 2005年

にそれぞれ改訂がなされている O これらのガイド

ラインのなかには、当然大学アーキヴィストにか

んする記述がある O そこで、前項で確認した 1970

年代までの大学アーカイヴズと大学アーキヴィス

トの歴史的歩みをふまえ、 1979・1999・2005年

の各ガイドラインに見られる大学アーキヴィスト

の位置づけを検討することで、その後の米国にお

ける アーキヴィスト論を確認した~) 0 なお、

1979・1999年のガイドラインについては、その

概略を別稿で詳細に記していることから、ここで

は大学アーキヴィストに関連する部分のみを取り

上げることをお断りしておく (20)。
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大学アーキヴィスト論(清水)

まず、 1979年ガイドラインについて。ここでは

アーカイヴズの職員の体系を「アーキヴィストJ

と「補助人員」の二分類に限定している O その上

で、「アーキヴィスト Jについては以下のように

記述している O

すべての大学アーカイヴズは、常勤の専門的

なアーキヴィストを館長とするべきである。

この館長は、アーカイヴズの訓練、経験、調

査方法論に通じていること、等の確国たる

門的な資格を有する者であるべきである。又、

館長は、大学の管理当局、同窓会、教職員、

一般と、権限をもって、かつ協力的に

交渉する事ができなければならない。 (21)

アーキヴィストをしてアーカイヴズの館長とす

べきとの規定だが、アーキヴィストの資質に関す

る部分は「確固たる専門的な資格」としか記され

ておらず分明ではなp。ただし、図書館の類が一

切登場しないことから、アーカイヴズが独立した

組織として位置づけられていることがうかがえる

し、アーキヴィストが館長というアーカイヴズの

に関与する立場に位置づけられている点は注

目される O なお、「補助人員」には准アーキヴィス

トや秘書、閲覧室の案内係などが記載されている O

ついで、 1999年ガイドラインを見てみよう (22)

同ガイドラインでは、大学アーカイヴズにアーキ

ヴィストが必要な理由を「実行可能なアーカイヴ

ァル・プログラムの運営のため」とし、その遂行

にあたって「アーカイヴァル・プログラムが設定

した目的を満たすための責任とサービスの領域を

遂行する権限を持つべきであるJと規定している。

そして、 1979年ガ千ドラインと同様、職員には

「専門職員Jと「サポート職員jの二分類がある O

ここではとくに「専門職員」を取り上げる O

は、証明書のような有能な専門的信

頼を有するプロフェッショナル・アーキヴイ

ストである常勤の館長を含むべきである O 館

長は、事務職員、学部、学生、卒業生、そし
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て社会との効果的な相互作用のために強力な

管理能力を有するべきである O そのような広

な責任のためにも、館長はアーカイヴア

ル・プログラムの目的を実現するための権限

を規定する組織的地位を持つべきである O

その他の専門職員は、他のアーキヴィスト、

関係する分野の上級学{立をもっ専門家(保存

科学、国書館学、記録管理、あるいは関連す

る学術分野)、これらの分野で信頼に足る経

験のあるコンサルタントなどである O

ここで専門職員に規定されているのは、館長を

含むプロフェッショナル・アーキヴィストをはじ

め、その他のアーキヴィスト、保存科学などの高

級学位を有する専門家、コンサルタントである。

あえて職員の分類を「アーキヴィスト」のみに限

定するのではなく、関連分野の専門家も含めてア

ーカイヴズの「専門職員Jとしている点は重要で、

ある O アーカイヴズが対象とする資料の広範さや、

そのために求められる知識最の如何を問われれ

ば、アーキヴイストがそのすべてをカヴァーする

のは困難で、ある O その点で保存科学や図書館学の

専門家が「専門職員jに位置づけられているのだ

ろうが、さらに重要なのは、それらを統括する

「館長」が「プロフェッショナル・アーキヴィス

トJであることである O アーキヴィストには、目

前の資料を整理したり、それらを基にした研究に

取り組むだけではなく、まさに多くの専門家やア

ーカイヴズ全体の運営のための管理能力が求めら

れているのである O なお、もう一方の fサポート

職員Jについては、技術サポートスタップ

労働者などの記述であり、 1979年ガイドラインと

大きく異なるものではな~) 0 

最後に 2005年ガイドラインであるが、 2009

10月現在、このガイドラインはいまだ草案である O

したがって、正式なものではない O この草案は現

在 SAA大学アーカイヴズ部会のウェブサイトに

掲載され、 PDFファイルの形式でダウンロードす
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ることが可能である(ぺまず、大学アーカイヴズ

が大学アーキヴィストを必要とする理由につい

て、ガイドラインは以下のように述べている O

アカデミック・アーカイヴズは、親組織の成

長と変化のコンテクストのなかで、実行可能

なアーカイヴァル・プログラムを運営するた

めに、適切な専門職員とサポート職員を必要

とする O 教育的要件および学術的資格は現在

の専門職標準を反映すべきである O

ここで重要なのは、むろん「実行可能なアーカ

イヴァル・プログラムを運営するため」の必要な

職員としての大学アーキヴィストという位置づけ

の点であるが、他方、「親組織の成長と変化のコ

ンテクストのなかでJと指摘している点も看過で

きない o 1999年の SAAガイドラインでは、

アーカイヴズの最終的な目的を「組織の教育任務

を支えることによって、組織の生き残りと成長を

援助することにあるJと述べているが、これに通

じるものがある O あくまでも大学という組織のな

かで、大学の成長や変化に合わせて存在している

のが大学アーカイヴズであり、大学アーキヴィス

トもまたその枠内で活動しているということを示

しているものといえよう O なお、この記述でもや

はり職員の体系は「専門職員Jと「サポート職員j

の二つである。

では、「専門職員Jについて見てみるが、 2005

年ガイドラインでは専門職員をさらに二つに分け

ている O 一つは営勤の「プロフェッショナル・ア

ーキヴィストJ、もう一つは「その他の専門職ス

タッフ」である O まず、プロフェッショナル・ア

ーキヴィストについて。求められる能力を以下の

ように規定している O

-適切な専門職資格(例えば、関連する学位、

およびアーキヴィスト認定協会による認

定)

. [アーカイヴァルー引用者註〕プログラム

機能を完全にするための十分な権限を有す



る管理上の地位

・管理職員、学部、職員、 社

会との相互作用のための、効果的な対人関

係およびコミュニケーションスキル

-機密の交渉や資料を取り扱う際の気転と慎

さ

これまでプロフェッショナル・アーキヴィスト

は館長を含めた専門職員として位置づけられてい

たが、今回は館長という明記がなp。おそらく、

館長たる資格として当然上記の資質も求められる

のであろうが、アーカイヴズ活動の拡大などが理

となって、館長以外にもプロフェッショナル・

アーキヴィストを配置するケースが想定されるの

であろう O

では、「その他の専門職スタップ」はどうか。

その資格について確認する O

-そのイ也のアーキヴィスト

-関係する分野の上級学位をもっ専門家(例

えば、保存科学、図書館学、記録管理、科

学技術専攻、あるいは関連する学備分野)

-これらの分野で適性かつ経験のあるゴンサ

jレタント

この記述は 1999年ガイドラインとさほど大き

くは変わっていなp。ただ、関連分野に「科学技

術専攻Jが入ったのは、如何にも電子時代を象徴

しているものといえる O その他、「サポート職員j

には学生労働者などが記載されている O

以上見てきたように、 1970年代以降の大学アー

キヴィスト論の展開において特徴的なのは、アー

キヴィストに対して管理者としての能力を強く求

めている点である O 他方、これらの記述に共通す

るもう一つの点は、 という教育・研究機関に

おけるアーキヴィストという点での特殊性がほと

んど見られないことである O ここにある大学アー

キヴィストへの要求能力は、大学に限らない広範

囲のアーキヴィストの能力として必要とされるも

のである O 本来、組織は異なってもアーカイヴズ
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大学アーキヴィスト論(清水)

のおこなうべき活動には の共通性があるか

ら、たとえ大学アーカイヴズ向けのガイドライン

であっても、アーキヴィストの役割は限定される

のかもしれなt'10 

ただ、ガイドラインをよく読み込んでみると、

アーカイヴズの教育機能について述べている

部分があることが分かる O 例えば、 1999年策定版

には次のような記述がある O

大学アーカイヴズは、学生が以下のことを

ぶときの教育的実習室 [educationallaborato帽

ry-引用者註〕のために尽くすべきである O

-特定の課題

・異なるタイプの利用可能な資源

-研究計画のなかで一次資料を利用する際

の適切な手順とテクニック

同様の指摘は 2005年策定のガイドラインにも

あるが、ここで重要なのはアーカイヴズを「教育

として位置づけ、その教育的役割を強

調している点である O ならばその際に、大学アー

キヴィストが果たす役割は今まで指摘されてきた

以上のことがあるのではないか。このあたりに大

アーキヴィスト国有の役割が指摘できるように

思われるが、それについては後章で改めて考繋し

たt'10 

3. 2. 大学国書舘・大学博物館の場合

次に大学という教育・研究機関のアーキヴィス

トの固有性を考える上で、類縁機関たる

博物館の事例を取り上げてみたp。教育・研究機

関たる大学という視点、から、そこに設置された図

.博物館に勤める可書・学芸員の位置づけに

ついて、先行研究などに学びながら確認すること

で、大学アーキヴィスト論への手掛かりのーっと

したい。

3. 2. 1 .大学図書舘

おける けを考えるに
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当たり、米国の事例を参照してみたt'¥ (24)。米国の

には、 FacultyStatusとAcademic

Statusという二つの身分的な地位がある O 前者は、

教授・准教授のように大学教員と同様の身分を持

ち、かつ図書館内での何らかのセクションに就い

ている地伎を指す。一方、後者は専門職としての

独立した体系を持つ身分で、教員のそれと

なる O このような二つの地位体系がどのような

のもとに擁立されてきたのかは明確でない

が、少なくとも司書が教育に携わる職員として位

けられていることは確かで、ある O このような

おける教育活動にかかわって、米国では

1930年代以降の教育方法の改革(お)にともなう

生の図書利用の急増によって「図書館が教室と同

じく重要な教育の場となり、大学の教育計画に結

びついていくことによって、図書館員の業務も、

な部分をしめるものになっy制た

という。大学図書館と教育の関係性について、教

授や専門職といった職位体系としての視点ととも

に、教育方法の変化にともなう大学教育上の

結の役割の増大という視点があることを明記して

おきたい問。

るとすれば、そこに働く

る重要な機能であ

にもまた教育的役割

が求められるわけで、その反映として司書に被数

のステイタスがあることは理解できる O ただ、こ

の枠組みが大学アーカイヴズにそのまま当てはま

るものかどうかは検討の余地がある O 幾つか考え

られる論点として、そもそもアーカイヴズが教育

的役割を果たす場であるのか、みずから

研究のために を利用する意識が、そのまま

アーカイヴズに当てはまるのか、アーカイヴズの

持つ資料や情報の蓄積がそうした学生の意識に応

えられるのか、などである O 別々の論点のようだ

が、この問題は大学アーカイヴズと教育の関係を

考える上でいずれも重要なテーマである O ここで

は問題提起にとどめ、後述の大学アーキヴィスト

10 

の在り方をめぐる議論のなかで、引き続き考えて

いきたt'¥ 0 

3. 2. 2箇大学博物館

日本における大学博物館の位誼づけについて、

「学問の体系に則って収集された学術

標本コレクションを恒久的に保存・管理する保管

施設であると同時に、学内の教育研究を支援する

基盤施設であり、かつまた先端的な知と情報を創

出・発信する戦略施設」と述べている(お)。ここに

明らかなように、大学時物館の役割には「教育研

究を支援する基盤施設」との位置づけがなされて

いる(制。また、大学博物館所属の職員も教授・准

教授といった教育職が多いようで、少なくとも

立大学法人の大学博物館を調査したところでは、

とpう はごく僅かであった (30)。

したがって、博物館に教員が所属している場合は、

を通じて学生への教育活動をおこなう

ことは珍しいことではないのだが、大学アーカイ

ヴズにおける大学アーキヴイストの在り方を

する際にこの枠組みをそのまま当てはめるのは適

当ではあるま p。アーキヴィストに対応する

であり、学芸員という博物館専門職が大

学博物館のなかで如何に位置づけられているか、

という視点で見れば、両者は同じ次元で考察され

る対象とはいえなp。ただ、大学の博物館が教育

研究施設としての位置づけを明確に掘っているこ

とには留意が必要で、ある。大学という教育・研究

機関に所属する博物館として、大学に残された歴

史的な学術標本などの保存・公開や、大学におけ

る研究成果の公開、さらには大学のおこなう教育

研究への支援などを担う使命を帯びており、この

点で一般の博物館とは異なる性格を持っている O

アーカイヴズが教育・研究機関たる大学に設

される意昧を考えるにあたり、大学博物館のこ

の位置づけは示唆を与えてくれるものである O



4 .大学アーキヴィスト試論

以上の検討をふまえ、本章で

アーキヴィスト論を提示してみたP。

なりの大学

アーキヴィストの役割を四つの視点、から位置づけ

るO なお、これまで述べてきた論点に加えて、以

下の検討では国際アーカイヴズ評議会 (Interna嶋

tional Council on Archives)で 1996年に採択され

た「アーキヴィストの倫理綱領J(以下、倫理綱

領)の内容も適宜参照する (31)。

4. 1調整理者として

アーキヴィストには、何よりもまず自の前の

料群を整理・保存し、利用可能な状態に導かなけ

ればならないという整理者としての役割がある O

資料一点一点のデータ採取(目録取り)に始まり、

その資料を生み出した紹織や個人について分析す

ることで、資料群の内的秩序を見出す。それに基

づいて資料を編成・記述し、さらには検索システ

ムを整備して、一般公開を実現する O この一連の

過程において、アーキヴィストはそのすべて

任を有し、資料の内容から編成・記述の方針に至

るまで説明できなければならな~':¥ 0 倫理綱領では

第 2条で以下のように誕われている O

アーキビストはアーカイブズの理念にしたが

って、電子記録やマルチメヂィア記録を含め、

現用及び半現用記録の作成、維持管理及び処

分、文書館ヘ移管する記録の選別と受け入れ、

アーキピストが管轄する資料の保安、保存及

び修復、並びにそれら資料の整理、記述、出

版を含む利用提供について考慮しつつ、その

義務と機能を行わなければならなPo [中略〕

アーキビストは文書館の理念である出所原則

と原秩序尊重原則、および承認された標準に

従い、できる限り速やかに、保存のために選

別した記録の整理と記述をすべきである O

大学アーキヴィストであれば、大学の組織運営

にかかわるような公的な資料はもとより、教職員
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や学内団体が作成した個人的な資料、さらには学

内組織が発行する刊行物など、対象とする資料の

種類は多岐に及ぶ。また、倫理綱領にもあるよう

に、電子記録や電子化への対応もこれからは求め

られてくる O それぞれに性格や形態の異なる資料

を、出所原則や原秩序尊重の原則をふまえ、どの

ような方針を立てて整理するか、アーキヴィスト

の能力が関われるところである O

4. 2. 研究者として

日本の大学アーキヴィスト論の展開でもあらわ

れていたように、アーキヴィストには研究者的な

側面もまた求められる O 寺嶋はとくに「歴史研究

としての素養も必要jと述べていたが、筆者は

それ以上に求められる素養が少なくないと考えて

いる O

まず、アーキヴィストには資料整理の過程で研

究が必要な場面が出てくる O その一つが資料を作

成した組織や個人に対する研究である O これは目

録編成の前提として、大藤修や安藤正人によって

提唱された「資(史)料群の構造的認識」の考え

方と深く関係している(制。すなわち

は組織体の機構や機能を反映した有機的な構造体

であるJ(ね)ことから、資料群を編成する際には、

その組織体の機構や機能を検討した上で、資料群

が内旬する体系的な構造を明らかにし、個々の資

料を編成していかなければならな~':¥ 0 むろん、

料整理の過程で個々の資料からボトムアップ的に

当該組織の内実が明らかになることもあるし、他

方で、当該資料群以外の様々な資料を基にその組

織の解明をおこなうことも有り得る。こうした作

業においては、その組織にかかわる先行研究や関

係資料・文献の探索など、研究者的な能力が求め

られる O

また、アーキヴィストには資料整理にかかわる

研究だけでなく、アーカイヴズ学研究や大学史研

究の担い手としての側面があることも忘れてはな
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らなp。まず、アーカイヴズ学研究とアーキヴイ

ストの関係について、安藤正人が「アーカイブズ

は〔中略〕アーキビストの職務を支える専門的

学問領域Jであるから、 r[アーキヴィストー引用

自らアーカイブズ学研究者としてアーカイ

ブズ学の発展に努力する義務があるJ(:14) と述べる

ように、アーキヴィストが率先してアーカイヴズ

に取り組む姿勢を持つことを強調している O そ

の点について倫理綱領第 9条も次のように述べて

おり、筆者も大いに賛同する O

アーキピストは、文書館学に関する知識を体

系的・継続的に更新することにより専門領域

についての熟練を追求し、その研究と経験の

を実際に還元するよう努めなければなら

なt) 0 アーキピストはその専門的理解と熟練

をさらに広げ、専門的知識を有する団体に

献し、アーキピストが管轄する研修や活動が

適正な方法でアーキピストの使命を遂行する

ために用いられるよう、努めなければならな

O
 

、、‘7BV 
V
 

他方、大学アーキヴィストと大学史研究の関係

について考えてみたp。大学アーカイヴズが保存

る資料の大部分は、大学自身や大学関係者

が作成したものである O にはそれぞれ個別に

ってきた学風や性格があり、大学運営にしても

・研究所などの在り方にしても、それぞれに

固有性がある O 大学アーカイヴズという枠組みは

同一であっても、具体的な資料は多種多様で、個

々の大学の性格に根付いているともいえる O した

がって、それら資料の理解のためには、何よりも

自身の理解が不可欠となる O その意味で、大

学史研究は大学の成立や展開の過程を理解するた

めの要素として重要であり、大学アーキヴィスト

が担うべき研究として位置づけられるのではある

まpか。

先に『日本の大学アーカイヴズjの書評におけ

る鎮目良文の指摘を紹介した。すなわち「大学史

などの研究者と「アーキヴィストJの専門性の違

いについてJである O アーキヴィストが研究者と

しての側面を有する以上、両者を明確に線引きし

て区別することは難しいのだが、これまでの議論

をふまえて、あえて両者の専門性の違いについて

けるとすれば、筆者は、アーキヴィストの

は研究者の専門性の一部を包摂するものだ

と考える O アーキヴィストには、これまで述べて

きたように研究者としての素養が求められるが、

果たすべき役割はそれにとどまらない O アーカイ

ヴズという組織が持つ機能が多岐にわたるだけ

に、アーキヴイストの役割もまた多十薬である O こ

れは大学アーキヴィスト・大学史研究者に置き換

えても同様で、あり、その意味では、研究者の専門

性以上にアーキヴィストには幅広い専門性が求め

られるのである O ただ、一点留意しておくべきこ

とは、両者間では大学史研究の目的が異なるとい

う点である O つまり、

史研究の目的は、

アーキヴィストの大学

にかかわる歴史的事実や経

過を明らかにすることで、その大学を理解し、か

っ資料整理のための情報を得ることである O 他方、

大学史研究者の大学史研究の目的は、過去の歴史

的事実の解明にとどまらず、それを歴史的な変遷

のなかで評価し けることにある O むろん、

アーキヴィストの大学史研究が、結果として

大学史研究者のおこなう大学史研究の目的に合致

することは十分考えられよう O ただ、そのような

偶然の合致ではなく、大学アーキヴィストが初発

から大学史研究者約な日的を持って研究をおこな

うことも当然有り得る O はそのことを否定す

るつもりは毛頭無いが、それはあくまでも大学ア

ーキヴィストの職務として捉えられるものではな

い、と考えている O

4.3信管理者として

としての側面を挙げたp。 し

たように、この点はケント.E .スミスが取り上
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げた点、でもあるし、 SAAガイドラインにおける

くアーカイヴズの館長口アーキヴィスト>(1979年

では常勤の、 1999年ではプロフェッショナルなア

ーキヴィスト)という条件からも分かるように、

という側面はアーキヴィストの一つの役割

として挙げなければならない点である O しかし、

スミスのいう「管理者JとSAAが規定する

理者Jには若干の意味の相違があるように思われ

るO すなわち、スミスのいう「管理者Jとは、現

用記録にまで踏み込む大学記録全体の

としての側面が強調される一方、 SAAのいう

は、アーカイヴズ自体の運営にかかわる館

長などの「管理者」という記述である O 筆者とし

ては、まず求められる管理者としての素質は、

SAAが提起するようなマネジメント能力としての

定義であると考えるが、大学記録全体の管理者と

しての位置づけが付与されるのは、記録の作成か

ら保存までを一貫した立場で監督できる

深いことである O こうした「管理者j定義の相違

は、欧州と米国のアーキヴィストに対する考え方

の違いが反映されているのではないかと推測する

が(州、この二つの側面を併せ持つことができれば、

としては理想的であろう O なお、論理綱領

としての側面を謡った条文は無い。

4網 4繍教育者として

最後に提示するのは、教育者としての大学アー

キヴィストである O これまでの日本の大学アーキ

ヴィスト論において、アーキヴィストを教育者と

して捉えた論考は、管見の限り皆無で、はないかと

われる O しかし、海外のアーカイヴズやアーカ

イヴズ学研究では、アーカイヴズの活動のなかに

教育の要素を取り入れ、アーキヴィストを教育者

という視点で捉えているものが散見される。これ

はアーカイヴズ学教育(あるいはアーキヴィスト

養成)におけるカリキュラム編成などの議論では

なく、アーカイヴズが大学での教育活動において
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どのような役割を果たしうるか、という論点であ

り、その枠組みでアーキヴィストが教育者として

関与する可能性について、様々な議論

が展開されているのである O この項ではとくに

Marcus C. Robynsの論考(初)を参照しながら、大

アーキヴィストと教育者との関係性にかんする

海外の議論を紹介し、その上で教育者としての大

アーキヴィストの在り方について考察する O な

お、教育者としての側面も倫理綱領には誕われて

いない。

4.仁 1.大学アーキヴィストの教育活動:

Marcus C.明obynsの議論から

Robynsの論考は、表題にもあらわれているよう

に、大学の歴史学研究法教育 (HistoricalResearch 

Methods Institution)での批判的思考(Critical 

Thinking)技術の養成における大学アーキヴィス

トの果たす役割を、自身の所属する北ミシガン大

での事例を基に紹介・検討したものである O

Robynsによれば、アーキヴィストは麿史(一次

資料)の管理者であり、若い学生への教育効果を

高めるための教育的役割において大変な地位にい

るとし、アーキヴィストによる教育上での一次資

料の利用方法の手解きは、学生にその能力を与え

る効果をもたらし、アーカイヴズの閲覧室におけ

る研究の質を改善すると指摘する O その上で、

次資料は学生に自身の考察や多様な解釈を許すと

いう National Cathedral Schoolの首痛可書である

Kathleen Creverの言を引きつつ、一次資料は、

他人の解釈が提示される二次資料と異なり、それ

自身が主観的なものであるだけに、研究過程にお

ける一次資料の利用には批判的思考の応用を必要

とすると述べ、 Robynsはここに一次資料を日常

的に取り扱うアーキヴィストの教育者的役割があ

るとする O 批判的思考のプロセスを通して学生を

くことで、アーカイヴズは過去の保存庫として

だけでなく、批判的研究の「挑戦場J(challeng-
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ing center) となるとし、アーカイヴズを labora-

toryとして位置づけている O これは SAAの議論

に通践する論理である O その意味で、一次資料を

数多く有するアーカイヴズとアーキヴィストは、

歴史学研究法教育にまでその役割が拡がっている

と指摘し、さらには当該教育プログラムの開発な

どにも積極的にかかわる必要性を述べている O

そもそも、海外アーカイヴズ学研究では、教育

におけるアーキヴィストの役割の拡大は先記 SAA

ガイドライン 1999年策定版にも見られたように、

かなり以前から指摘されていたようであるωヘこ

のように大学アーカイヴズが大学教育のなかで教

育的な位置を占めるようになったことで、大学ア

ーキヴィストにも教育者としての役割を果たさな

ければならないという論理が生まれてきたと考え

られるのである O

Robynsの議論には首肯できる点が少なくなp。

ただ、ここで対象となっているのは、あくまでも

批判的思考ないし歴史学研究法教育への関与であ

り、極めて隈定的なものである O 大学アーキヴィ

ストの教育活動の在り方は、それのみにとどまる

ものなのだろうか。筆者は、アーカイヴズ学教育

にも積極的に関与すべきであると考える。

うまでもなく、アーカイヴズ学はアーカイヴ

ズの現場の実践に根付いた実学的側面を多大に有

する学問である O 理論と実践の応答のなかで、ア

ーカイヴズ学はその学問的深化がはかられてお

り、その意味ではアーキヴィストはまさにアーカ

イヴズ学の最前線に位置する存在である O したが

って、アーキヴイストがアーカイヴズの現場で得

た理論と実践の方法論を、アーカイヴズ学教育の

なかで学生に教授することは、アーカイヴズ学の

浸透とその教育方法論の蓄積などの点できわめて

はないだろうか。とりわけ、大学という教

育・研究の場における教育活動であれば、アーカ

イヴズ学という学問体系の教授をおこなう必然性

は否定されず、その担い手として大学アーキヴィ
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ストが持つ比重は高まってくるはずである(則。

4.4困 2岡器本の大学アーキヴィストと教膏活動

の関係をめぐって

では、日本における大学アーキヴィストと

活動の関係について整理しておきたt~ 0 

史資料協議会東日本部会が 2003年に実施した

アーカイヴズJに関するアンケート jによ

ると(制、教育活動をおこなっていると回答した大

アーカイヴズのほとんどが実施しているのは白

校史教育である O アーカイヴズ学にかかわる

活動としては名古屋大学の「情報公開と

一文書の世界を歩く-Jを挙げるのみである O

としては、これまで述べてきたように、大学ア

ーカイヴズはアーカイヴズ学にかんする教育活動

にも積極的に取り組むべきであろうと考える O 大

アーカイヴズが担うべき研究が、先記の通り大

史研究とアーカイヴズ学研究であるから、担う

べき教脊‘もまた大学史教育とアーカイヴズ学教育t

であるべきと考えるのである O その枠組みでいえ

ば、大学アーカイヴズが白校史教育を実施する場

合の位置づけについても、おのずとこれまでとは

なる答えが出るのではあるまいか。つまり、年

史編纂事業で収集した資料を引き継いだ組織とし

ての大学アーカイヴズだから、その資料や情報の

を基に白校史教育をおこなう、という理念規

定ではなく、大学アーキヴィストが大学組織を理

解するためにおこなう大学史研究の成果を学生に

教授するための自校史教育であり、その過程にお

いて大学アーカイヴズが所有する諸資料が最も

効な素材として認識されるという位置づけへの転

換である。

ところで、日本の大学アーカイヴズ、とりわけ

国立大学法人のアーカイヴズの場合、所属する大

アーキヴィストの肩書は教授・准教授といった

教育職がほとんどである O その意味でいえば、大

アーキヴィストが教育活動に しやすい態勢



が整っており、そのことを以て大学アーキヴィス

トが教育に関与することの正当性を主張すること

も可能である O しかし、これはあくまで臼本の国

立大学法人のアーキヴィストが現在教育職だから

成り立つ論法であり、ここのみに立脚して大学ア

ーキヴィストと教育活動の関係の理念を構築する

べきではなp。仮に、将来アーキヴィスト制度が

確立し、大学アーキヴィストもまたその制度の枠

内に位置づけられ教育職から外れたとすると、大

アーキヴィストと教育活動の関係を規定する理

念が断絶することになる O したがって、これまで

述べてきたように、大学アーカイヴズが有する教

育的な役割が小さくないことから、教育織の有無

にかかわらず、大学アーキヴィストもまた教育者

としての役割を果たすべきなのである O

5. むすびにかえて:大学アーカイヴズの

理念と大学アーキヴィスト

本稿では、大学アーカイヴズの理念について考

察するために、大学アーキヴィストの視点からそ

の分析を試みた O そのなかで、これまでの大学ア

ーキヴィスト論の展開、米国の事例、大学の

館(司書)・博物館(学芸員)の状況についてそ

れぞれ検討し、その上で筆者なりの大学アーキヴ

ィスト論を提示した。改めて詳細を述べることは

しないが、 アーキヴィストには、整理者、研

教育者の四つの側面があることを究者、

指摘し、なかでもく大学アーキヴィスト=教育者〉

という関式は、これまで日本の大学アーカイヴズ

論ではほとんど提示されなかった新しい視点であ

り、本稿がとりわけ強調した点である O

このことを大学アーカイヴズの理念に引きつけ

て整理するならば、本稿で繰り返し述べているよ

うに、米国の大学図書館や日本の大学博物館と同

様、大学アーカイヴズが教育的機能を多分に有し

ている、ということである o Robynsが述べたよ

うな、大学アーキヴィストが一次資料の利用に長

に
は

大学アーキヴィスト論(清水)

けているという点や、大学史ないしアーカイヴズ

学研究の教育への還元といった視点、はもとより、

大学という教育・研究機関に設置された組織であ

る以上、自組織にかかわる資料の収集・整理・保

存・公開というアーカイヴズの基盤的機能の着実

な遂行の上に、さらに教育活動が位置づけられる

べきであると考える O そのことによって、大学ア

ーカイヴズが、 SAAガイドライン 1999年策定版

に見られたような大学組織の維持・発展を支える

存在としてだけではなく、大学理念の実現の一翼

を担うより主体的な存在として位置づけられるこ

ととなろう O また、そうした方向性は、行政や企

業のアーカイヴズとは異なる大学アーカイヴズ固

有の理念として、その国有牲を明確に提示するこ

とにも繋がるのである O

このような大学アーカイヴズ国有の理念を体現

する大学アーキヴィストの存在意義は決して小さ

くなt¥ 0 だからこそ、大学アーキヴィストの定義

や役割については考察しておく必要がある O 米国

アーカイヴズの歴史に見られたような、時代

の変化にともなう大学アーカイヴズの位置づけの

変容が、日本の大学アーカイヴズの過去にも未来

にも当てはまるであろうが、それはその時々の状

況に合わせて大学アーカイヴズと大学アーキヴイ

ストの理念を規定していけばよいと考える。その

意味でいえば、本稿は、現時点での大学アーキヴ

ィスト論であり、大学アーカイヴズ理念論ではあ

るが、少なくとも大学アーカイヴズの有する教育

的機能は、大学アーカイヴズの理念を考雲寺する上

で、今後もきわめ な論点として位置づけら

れるべきではないだろうか。

なお、本稿では、米国以外の世界の大学アーキ

ヴィストの存在形態や、近年の専門職制度をめぐ

る議論など、触れられていない多数の論点がある

ことも否めなt¥ 0 大学アーキヴィスト論をめぐる

これらの課題については、引き続き検討していく

つもりである O
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とO なお、以下の引用はとくに断らない限り
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の開設J明治大学史資料・センタ一事務室、 2004年、

15頁。

(15)桑尾光太郎・谷本宗生「大学アーカイヴズのあ

ゆみJ、前掲 f日本の大学アーカイヴズj30 

(16) ところで、大学アーカイヴズの多様化を積極的

に捉える指摘は少なくない O 例えば小池聖ーは

「日本の大学には、あるいは日 システム

には固有性があっていいのではないかと。大学文

どは4寺に{固性の屈まりというところがあり

ますので、そのように考えたときに、直訳的な文

というのはなかなか通用しなt'¥ 0 むしろ多

様な文書館論や、地域性や国有性に伴った個性的

なものが出てきていいのではないかと。それに基

づく多様な研究としての文書館学といったものが、

多様に提示できるのではないかと期待されるわけ

です。さらに現状の追認と資格とのあいだで揺れ

ているような、直訳的で制度化できないようなア

ーキビスト制度ではなく、個性にあふれたものの

なかからアーキピスト制度というものができてく

るべきではないかと私は考えています」と述べて

いる(小池聖一「大学文書館における個人文書の

位相~広島大学文書館をザリに~J、全国大学史資

料協議会編『く研究叢書第 8号〉大学アーカイブズ

における個人文書~価人文書の整理・公開の現状

と課題 2007年、 25~ 26貢)。筆者は氏の意見

に反対するものではなく、そのようなアーカイヴ

ズあるいはアーキヴィストの形も有り得るだろう

と思う O ただ、そのような多様性は認めつつも、

核となる理念なり定義なりをアーカイヴズにもア

ーキヴィストにも付与すべきであると考える O

(17) ]. Frank Cook，“Academic Archivists and the SAA， 

1938-1979: From Arcana Siwash to the C&U PAG" ， 

Americαn Archivist 51 (Fall1988) 0 

(18)大学アーカイヴズの量的な点を見ても、対象母

数の相違があるため単純な比較はできないが、

1966年の調査では 48.3%の大学がアーカイヴズ組

織を有していた。

(19) なお、大学アーカイヴズのこうした変容が、親

組織たる大学(あるいは高等教育)界の歴史的な

円

i

大学アーキヴィスト論(清水)

展開と関係していたのか否かについては今後の検

討課題で、ある。

(20)前掲拙稿「大学アーカイヴズ理念論序説-SAA

ガイドラインを手掛かりに 。なお、 1980年前

後の米国大学アーカイヴズの現状については、前

掲 f東京大学関係諸資料の保存と利用に関する予

備的研究j8 ~ 15貨に同研究グループによる調査

結果が掲載されており、当該期の状況を詳しく知

ることができる O

(21)前掲『東京大学関係諸資料の保存と利用に関す

る予備的研究j附属資料、 22

(22)以下の引用はとくに断らない限り、 1999年策定

版の“TheGuidelines for College and University 

Archives"である(出典のアドレスは h社p://www.

archivists.org/ governance/ guidelines/ cu_guide 

lines.asp [参照 09-10-30J、引用者私訳)。

(23) アドレスは http://www.archivists.org/saagroups 

/ cnu/ cuguide2005.pdf (参照 09-10-30、以下とくに

断らない限り引用同じ、引用者私訳)。策定から 4

年も経つのに草案である理由について、詳細はよく

分からない。ただ、大学アーカイヴズ部会のニュー

ズレターである THEACADEMIC ARCHIVISTによ

ると、 SAA会長から、このガイドラインはよくで

きているので、大学アーカイヴズに馴染みの薄い

にも見てもらうこと、かつ SAAからこのガイ

ドラインに対して法的なアドヴアイスに努めたい

のでもう少し時間をかけて検討したい旨の連絡が

あったという (TimPyatt，“FROM THE CHAIR"， 

THE ACADEMIC ARCHIVISTS， Vo1.23， No.2， 

2006)0 このときの申し出に基づいて、現在も草案

のままである可能性はある O

(24)以下の執筆にあたっては、岩猿敏生「アメリカ

の大学図書館における academicstatusの問題J、

『大学図書館研究J第 1号、 1972年、ならびに、

関川雅彦「米国大学図書館の組織についてム『大

学図書館研究』第 43号、 1994年、に依拠した。

(25)岩猿によれば、このときの改革とは、従来の lec悶

ture and textbook methodから teachingwith books 

への変化のことを指している(前掲岩猿「アメリ

カの大学図書館における academicstatusの問題ム
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(26)前掲岩猿「アメリカの大学図書館における acad幽

emic statusの問題J、8
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して位霊づけられているが(図書館法第 4条)、近
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あり(京都大学・名吉屋大学など)、米国と同様、

図書館内でのセクションを担当している O ただ、

それらの教育職が可書という範鳴のなかで認識さ

れているのかどうかは分からない(おそらく別個

の体系として捉えられているのではないかと推測

する)。

(28) 岡野嘉章『大学博物館一理念と実践と将来と j

東京大学出版会、 1996年、 11 

(29)試みに、京都大学の大学博物館である京都大学

総合博物館について確認してみたところ、同館も

目的に「博物館は、学内共同教育研究施設と

して、学術標本資料に関する収蔵、展示、公開及

び教育研究の支援を行うとともに、これに関連す

る次の各号に掲げる研究を行う」として、教育研

究の支援を明記している (f京都大学総合博物館規

程」、京都大学総務部総務課編『京都大学規程集

(平成 19年度版H京都大学、 2007年、 181

点は引用者付与)。

(30)文部科学省ウェブサイトに掲載された

を基に、各大学の大学博物館の有無を調査し

た上で、大学博物館を有する場合は、そこに所属

する職員の肩書を調査した(アドレスは http://

www.mext.go.jp/b_menu/link/daigaku1.htm [参照

09闇 10-31J)。なお、私立大学の大学博物館では、

とp う が多数存在する事例が見ら

れた。

(31)倫理綱領の出典はすべて前掲 fアーカイ

272 ~ 274頁。なお、ここで倫理綱領を引用する

理由は、「倫理についての知識があるからといって

原理原則にかかわる問題が容易に解決できるわけ

ではないが、なにに基づいて判断すべきかという

ことを強く意識させ、また、その判断がわれわれ
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自身や社会に対してどのよう を持つか、と

いうことについての評価を促す」という SAAのカ

レン・ベネディクトの言にあるように、倫理綱領

がアーキヴィストの役割や職務について「なにに

基づいて判断すべきか」という一定の基準を示し

ていることから、筆者が提示しようとする大学ア

ーキヴィスト論と、これまでの基準との比較検討

ができる点で有効な素材であると考えたためであ

る(森本祥子「アーキピストの論理」、前掲『アー

カイブ事典J175 ~ 176 

(32)資料群の構造的認識に関しては、大藤修

の構造的認識」、 f日本塵史J500号、 1990年、お

よび、安藤正人「記録史料群の構造的認識一越後

国岩手村佐藤家文書を事例に、同『記録史料学

と現代 アーカイブズの科学をめざして古川

弘文館、 1998年、などを参照のこと。

(33)前掲安藤 f記録史料群の構造的認識 越後国岩

手村佐藤家文書を事例に、 73

(34)前掲安藤「アーキピスト教育論j、371~ 372 

(35)両者の考え方の遣いについて、以下の指摘は興

味深い。すなわち、米国ではアーキヴィストが主

として取り扱うのは非現用の記録であるのに対し、

欧州の伝統はアーキヴィストが現用記録の管理も

同様に含めて取り扱う、とのことである O アーキ

ヴィストの範囲が現用記録にまで拡がっているか

否かという点で両者の違いが明確であり、それが

スミスと SAAの相違の底流にあるのではないだろ

うか(前掲AGlossary 01 Archival & Records Termi-

nology， p.33.) 0 

(36) Marcus C. Robyns，“The Archivist as Educator: In-

tegrating Critical Thinking Skills into Historical Re-

search Methods Instruction"， The American Archi-

vist， Vol.64 (Fall/羽Tinter2001) 0 なお、 Robynsは

北ミシガン大学大学アーキヴィストである O

(37) Robynsによれば、 1990年代頃より、教室にお

けるアーキヴィストの役割の拡大に関する議論が

あったようである o RobynsはMichaelCook 

を引き、教室におけるアーキヴィストの有用性を

指摘する O すなわち「アーキヴィストは、どの

料が教育目的にとって最も完全に利用できるもの



であるかを決定するのに特に適任であるjと (373

(38) この点にかかわって、すでに山口拓史は大学ア

ーカイヴズが担うべき教育の一つにアーカイヴズ

学教育を挙げている O 山口は「新たな教養教育と

しての記録史料学教育である O これは、これから

の情報公開社会において主体的に生きるための素

として求められるべき記録史料学の基礎的知識

を本学学生に提供するものであるjとして、「情

報公開社会Jとのかかわりのなかでその必要性を

指摘している(山口拓史「第 1分科会の討議概要

とアーカイヴズ試論」、全国大学史資料協議会編

3号〉大学アーカイヴズの設立と運

2002年、 60頁)。また、西山伸は大学アーカ

イヴズによるアーカイヴズ学教育は理念としては

成り立つと指摘するが「現状では条件整備の点、か

ら見て簡単にはいかなpJとしている(西山伸

「京都大学大学文書館-設置・現状・課題-J、何

前 31頁)。西山の言う「条件整備」が如何なるも

のを指すのかは不分明だが、近年の大学における

アーカイヴズ学教育の拡大によって、その情報の
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もなされていることから、

が取り組むべき実務的課題とし

アーカイヴズ

けてもよ

いのではないかと思う O その場合、学部や大学院

に所属するアーカイヴズ学研究者がおこなうアー

カイヴズ学教育と、大学アーキヴィストによるア

ーカイヴズ学教育の関係については整理が必要か

もしれなt¥ 0 筆者はこの点について、 i両者に極端

な相違は無いと考えている。先記の通り、大学ア

ーキヴィストはアーカイヴズ学研究者でもあるか

ら、ともにみずからの研究活動で得られた成果な

どを基に、学生に対するアーカイヴズ学教育をお

こなえばよいのではないか。ただ、大学アーキヴ

ィストはより実務に近い存在であるからアーカイ

ヴズ学の実践的側面を教授し、アーカイヴズ学研

究者は理論的側面を教授する、といった教育上の

役割分担は有り得るだろう O

(39) 西山伸「大学における資料保存の現状について

rr大学アーカイヴズJに関するアンケート jよ

り、全国大学史資料協議会

年史編纂の現状と展望j2004年。
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