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鈴木秀幸著 『大学史および大学史活動の研究』

近年、大学史研究、大学沿革史編纂、大学アー

カイヴズといった言葉を耳にする機会が増えてき

た。そのようななか、明治大学史資料センターや、

全国大学史資料協議会で活躍された著者によって

標記の本が刊行された。単独の著者によって、こ

うした課題に取り組んだ著作は前例のないもので

あり、何よりまずその点を高く評価したい。

本書の概要

本書は、著者が「大学史活動」と呼ぶ、研究だ

けでなく資料の収集・整理・利用活用などに広が

った大学史をめぐる営みを取り上げた第 I部と、

これも著者が唱える「地方史と大学史Ji大学史

と地方史」研究の、明治大学を素材とした実践か

らなる第H部とから構成されている。

本書の目次は以下のとおりである。

I 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

E 

1 

2 

大学史活動の研究

大学資料館の開設

大学資料の調査・収集

自校史教育の歴史と現状・課題

大学史活動と地方

大学史活動の経緯と課題

大学史活動の社会的使命

大学史の研究

学校創立者・教師と地方

校友から見た高等教育

十京都大学大学文書館准教授
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3 

4 

5 

6 

西山 伸?

近代史の中の郷土

地方法律学校の「発掘」と基礎的考察

地域と高等教育から見た明治中後期中

等教育

学校建築の歴史的研究

第I部 1の前半では、著者が所属していた明治

大学史資料センターの設置経緯について記されて

いる。大学史活動の拠点には、人的配置、独自の

経費、施設設備、設置規程の制定、の 4つの要件

が備わっているべきと考える著者の、『明治大学

百年史』編纂終了 (1995年)から、同センター

設置 (2004年)までの活動の記録でもある。そ

の問、ご多分に漏れず、組織消滅の危機もあった

が、学内での運動を繰り返し行い、展示等様々な

イベントを開催しながら賛同者を増やしていった

ことが設置につながったとされる。また、後半で

は、読ませる編纂、展示、教育・講演等の対外活

動について述べた後、明治大学の卒業生で元首相

の三木武夫の資料を扱うことで著者のいう人物研

究を実践していること、同資料についての他大学

との共同研究など、大学史の広がりについて論じ

ている。前述の 4つの要件は、大学史活動に限ら

ず組織の立ち上げ一般について適用できると思わ

れるし、明治大学の場合は歴史と伝統のある大学

としての好条件もあったであろうが、これから大

学資料に関する施設を作ろうとする者には本章は
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示唆に富む内容であると言えよう。

第I部 2では、大学資料の調査・収集にあたっ

ての「足」を使うことの重要性が強調されている。

「足jを使うとは、資料を収集・研究する者が自

ら現場に赴き、自らの目で資料を見ることである。

「足」の重要さについて、機会あるごとに著者は

論じている。これも、「大学資料」に限られたこ

とではなく、歴史資料一般に言えることではある

が、つPJ官、りがちになってしまうものでもある。

また、本章では第 I部 1とも重なるが、「大学資

料館」の必要性、大学横断の連携についても言及

されている。

第I部3は白校史教育についてである。著者の

所属する明治大学では、 1997年度という早い時期

から「本格的」な自校史教育を行っていた。「日

本近代史と明治大学」と Pう講義タイトルに表れ

ているように、視野を自らの大学に限定するので

はなく、広く日本近代史の中に明治大学を位置づ

けようという意気込みが見られる。その上で、い

わゆる実証史学の手法にとどまらず、「講義のテ

ーマとして例えばキャンパスやグランドなど空間

的なものを採り入れるとともに、さらに人物を中

心に語ることも組み込んだJ(65頁)と、受講生

に親しみやすいテーマ設定に努めていたことが窺

われる。しかし、複数キャンパス、複数の講師陣

で行う際の連携や、大学史の「負」の部分の扱い

など、残された問題点も少なくないことが指摘さ

れている。その一方で、職員を対象とした自校史

の研修や、学外向けの講座における明治大学史の

講演のような、自校史教育の「拡大Jについても

触れられている。

第I部4では、著者が重視する大学史活動と地

方とのつながりについて論じられている。著者は、

rrなぜ、全国の青少年は遊学のために上京しよう

としたのかj、さらに帰郷後「学んできたことを

どのように生かそうとしたのか」、という地元・

村、家に即する青少年のようすJを「地方史と大
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学史JJと呼び (85頁)、「一方、大学は多くの地

方青年を「どのように誘 (Pざな)おうJとした

のか、そして上京した学生を「どのように教え育

もう」としたのか、あるいはそうした学生は「ど

のような学生生活を送ったのか」ということ。す

なわち、その大学や中央に即したようすを解明す

ることjを「大学史と地方史」と称して (86頁)

注目した。さらに、ここでは、現在の明治大学史

資料センターが、資料調査、研究、編纂、展示等

様々な側面で校友の出身地と関わっている事例を

合わせて紹介している。

第I部 5は、著者の言うところの大学史活動の

経緯と課題を、明治大学史資料センターの設置か

らその実際の活動を取り上げながら論じている。

特にここでは、大学史活動の rrソフト」的側面j

として、「第一(調査研究)・第二(整理保存)・

第三(利用活用)・第四(社会参画)Jが挙げられ

ている(133頁)ことが注目される。そして今後

の課題としては、大学経営への関与、学内資料の

収集・利用、他大学相互での評価活動などが指摘

されている。

第 I部6では、「広がり論」の視点から大学史

活動が論じられている。著者によると「広がり」

とは「スタンスや意識のうえでは「能動的」とか

「主体的」といったことになり、「ルーティン」・

「受身」、ましてや「下請」あるいは俗にいう「た

なぼた」とは対極に位置する。したがってその視

野は、「室外J. r外界」にありJrそのために他の

同類の部署・機関はいうまでもなく異類の人たち

との共同や連携の可能性が高い。時には皆一緒に

なって「運動」を起こすこともありうる」のだと

いう (140頁)。さらに、こうした広がりは、個々

の大学だけでなく、全国大学史資料協議会のよう

な大学横断的組織においても求められていると強

調している。

以上の第 I部が、大学史活動とは何か、あるい

はその実行主体である明治大学史資料センターの



活動、課題などを論じたのに対して、第E部は著

者の具体的な大学史研究について、特に地方との

関係を中心に展開されている。

第E部 1では、明治大学の三人の創立者の一人

である宮城浩蔵が取り上げられている。天童藩医

の家に生まれ、刑法研究の第一人者となった宮城

の地元での門人や、改進党系の衆議院議員でもあ

った宮城の地元での政治的支援者、そして対立者

についても素描することで、宮城の人物と思想、を

浮かび上がらせようとしている。

第E部2では、やはり天童出身で、宮城に師事

した佐々木忠蔵について論じている。最初郷里で

小学校の教員を務めていた佐々木は、 1887年に辞

職して上京、明治法律学校に入学する。近代社会

が形成されるなか、少なくない地方の青年たちが

東京で専門教育を受けることを望んだが、佐々木

はその典型であった。その後佐々木は行政官にな

り台湾総督府に勤務、さらに帰郷後小学校・高等

女学校の校長に就くなど、地元の名士といえる存

在だったが、台湾で明治法律学校校友会支部の結

成に尽力するなど、強い母校への帰属意識を持ち

続けていたのだという。

第E部3では、明治法律学校卒業で大審院判事

を務めるかたわら、明治文化研究会や憲政史研究

でも活躍した尾佐竹猛が取り上げられている。た

だ、ここでは尾佐竹の在学中のことや、卒業後の

多彩な活動よりも、まず出身の金沢や幼少時代を

過ごした能登における教育の状況に注目する。さ

らに、尾佐竹の加越能人に対する意識や加越能郷

友会への積極的な関わりについて触れ、彼の郷里

への思いの強さを示している。こうした論考は、

明治期に全国の青少年が修学の機会を求めて多数

上京し、卒業後も何らかの形で郷里との関係を持

ちつづけるという 11中央J(大学)と「地方J

(郷里)との相関関係J(194頁)を考察すること

を目的としている。

第E部4では、明治期に地方から上京し修学し

-81 

鈴木秀幸著『大学史および大学史活動の研究.1 (西山)

た卒業生が、郷里に帰って学校を設立する例が少

なくないが、そのなかで明治中期に設置された新

潟法律学校と岡山法律英学校が事例として取り上

げられている。それぞれの学校自体は必ずしも強

固な基盤をもっていたわけではなく、具体的な教

育内容や存続期間などが明らかなわけではない。

しかし、自由民権運動華やかなりしころの地方に

おける法律熱の強さは窺うことができる。

第E部5では、 1886年に埼玉県北埼玉郡不動岡

村に設置された私立中等教育機関埼玉英和学校を

素材に、地域住民から見た中等教育について考察

している。農業の先進地帯であった現地では有力

農民・商人が台頭し自由民権運動が展開されてき

ており、学校設立もそうした地域住民の力による

ものであった。中学校令公布以後 10年間は県下唯

一の中学校であった同校の役割は大きかったが、

財政的に恵まれていたわけで、はなく、そのため文

部省の認可を受けるなど学校の個性をある程度犠

牲にする必要もあったという。本章では、生徒の

家庭状況や卒業後の進路などを実証的にたどりつ

つ、生徒は郡内居住者が多数を占めていること、

学校は高等教育機関への予備教育的な役割をもっ

ていたことなどを明らかにしている。

第H部6は、明治法律学校創立以来三代にわた

って建設された明治大学記念館の歴史を叙述し

た、本書の中で少々異色の章である。特に関東大

震災で二代日記念館が炎上した後、教職員・学

生・校友の尽力によって三代目が建てられる経緯

については詳しく記されている。大学・学校にお

いてシンボル的建築物のもつ意昧は小さくない。

それは、対内的には全学的な大規模行事を催す必

要が生じたこと、それだけの求心力を大学中央が

もつようになったことを示し、対外的には大学・

学校が存在を社会に発信するようになったことを

表していると言えよう。例えば帝国大学の場合、

東大の安田講堂も京大の時計台も 1925年になっ

てようやく建てられているのに比べ、明治法律学
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校が、創立直後からそのような建築物をもってい

たことは興味深い。

2 若干のコメン卜

(1)大学史活動と大学アーカイヴズ

本書の意義として強調すべきなのは、著者が

「大学史活動Jという言葉を案出し、その定義づ

けを行い、その実践を分かりやすく紹介したこと

であろう。本書の冒頭で著者は、「研究が主とな

っていた大学史に関する活動は、編纂事業の活発

化を契機に、急速に拡充し、発展した。その活動

分野は資料の調査・収集、整理・保存、利用・応

用などさまざまである。こうした活動のことを

〔中略〕筆者は近年、「大学史活動Jと呼んでいる」

(3頁)と述べている。確かに著者の言うとおり、

1980年代以降多くの大学ですぐれた沿革史が編纂

されるようになり、その編纂のために設けられた

学内組織が、編纂終了後も存続し、学内で一定の

役割を果たすようになってきた。その役割とは、

紀要や資料集の編纂といった歴史研究のための基

礎的作業から、自校史の展示、教育といった従来

の沿革史編纂から大きく踏み出した業務まで、広

p範囲に及んでいる。近年の大学改革のなかで、

それぞれの大学が自らの個性を打ち出すことが強

く求められるようになっていることが、こうした

自校の歴史を顧みる動きにつながっているのは間

違いない。

これから文書館、資料館を設置しよう、拡充し

ようと考えている大学の担当者にとっては、実際

に明治大学史資料センターを作り上げ、多彩な活

動によって学内での位置を確固たるものにした著

者の経験は、大いに参考になるであろう。とりわ

け、センターの目標として挙げられた「大学の

「顔」としての存在J1帰属意識の場J1情報のサ

ービスJ1伝統の維持・発展Jr大学史の開拓・構

築J(13頁)の 5点は、特に私立大学にとって、

貴重な提言となるであろう。
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その一方で、著者は 11大学アーカイヴズ」と

いうことばを積極的には用いていなpJ(3頁)と

し、「それは現在、定義されている範囲があまり

にも広く、またあいまいだからである。しかし、

前記したような、すなわち「ハード」面と「ソフ

ト」面を備えたところであるとするならば、それ

にふさわしいと考えるJ(107頁)と述べている。

ここでいう「ハードJ1ソフトJとは、「利用・応

用=編纂・展示・教育普及等々」と「基礎・基

本=調査・研究等々J(105頁)を指している。

この大学アーカイヴズ理解については、評者は

いささか異論を持っている。評者は、アーカイヴ

ズの非常に重要な機能のーっとして資料の公開

(閲覧)があると考えているが、本書における

「大学史活動J1大学アーカイヴズ」には、その視

点はほとんど見られない。著者の論じる資料の

「利用・活用」は、あくまで資料所蔵機関を主体

としており、調査研究や業務のために訪れる第三

者に資料を提供するというものではない。著者が

紹介する明治大学史資料センターにおける多様な

実践のなかに、目録作成や資料提供に不可欠な個

人情報の扱いについて言及がないことにも、その

ような観点は表れている。

そうしてみると、前にも引用した次の文は、大

変気になるところである。著者は、資料の利用活

用、「社会参画」を大学史活動の「広がり」と定

義した上で、 11広がり」とは、スタンスや意識の

うえでは「能動的Jとか「主体的」といったこと

になり、「ルーティン」・「受身j、ましてや「下請」

あるいは俗にいう「たなぼたJとは対極に位置す

る」と論じる。評者なりにこの文を考えると、資

料保存や沿革史編纂は、どのような組織でもいわ

ば「窓際」的な業務と思われがちだが、そういう

ことではジリ貧になってしまう、もっと積極的に

自らの存在をアピールしていかないと存続すら困

難になる、という著者の実体験に基づく一種の

「椴」ではなpかと推測する。しかし、あえて揚



げ足取りのような言い方をするならば、アーカイ

ヴズ業務とは大部分がルーティンワークであると

いうのが評者の実感である。すなわち、資料の親

組織からの移管や個人からの寄贈、それらの目録

作成、個人情報保護、閲覧対応など、いずれも地

昧なルーティンワークの積み重ねが閲覧者に役立

つ資料の提供の基盤なのではなかろうか。

本書は、その意昧では運動論として読まれるべ

きであって、ある程度形作られた大学アーカイヴ

ズをいかに安定的に運営していくか、という観点

から書かれたものではない、と言うことができよ

つ。

(2) 自校史教育

明治大学は、九州大学などと並んで、日本の大

学のなかで早い段階で自校史教育を開始してい

る。周知のように、今では少なくない大学で自校

史教育が行われているが、明治大学は先駆けの一

つであると言ってもよPo そして、その主体とな

っているのが、著者の所属する明治大学史資料セ

ンターである。

前述のように、本書では講義の問題点や、それ

らを解決しようとする試行錯誤が率直に記されて

いて好感が持てる。「自校史のほやほやの研究成

果あるいは進行中のものを教えることは意義があ

ると思われるJ(65頁)と述べられているように、

明治大学史資料センターの活動とリンクした形で

講義が展開されていることが分かる。

しかし、疑問点がないわけではない。本書では

自校史教育開講の契機として 2点挙げられてい

る。「ひとつは大学史編纂の立場からのものであ

る。すなわち、長年かけた『明治大学百年史』の

編纂が終了し、大学史の新規事業を模索する中か

ら生み出されたものである。もうひとつは学校教

育の立場からのものである。すなわち、大学の個

性化、カリキュラム改革、ひいては大学改革によ

って考案されたものであるJ(59頁)。この短い文
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章だけを取り上げるのは問題があるかもしれない

が、ここで記されている「契機Jとは、大学側の

事情である。受講する側に立って、いかなる必要

性のもと自校史教育を開始することになったの

か、については記載がない。もちろん、講義を開

始するのに学生側の能動性が常に必要なわけでは

ないが、講義を行うことで学生に何を身につけさ

せたいか、センターとしてどのように考えていた

か、という点については議論を展開してもらいた

かったところである。

(3) その他

本書第E部で展開されている大学史研究と地方

との関係については、著者の豊かな蓄積に関して

コメントできるだけの学識が評者には到底ない。

明治法律学校で学んだ人々が郷里に帰って法律学

校を作ったり、母校との結びつきを失わずにいた

りということは、文化の伝播の面からみても興味

深い。気になった、というより著者に教えを請い

たいのは、本書では触れられていない校外生制度

は、大学と地方との関わりには関連がないのか、

という点である。 1887年から 1897年までの 10年

間で、明治法律学校における校外生と、前身の講

法会員を合計すると 14万 1，817人に上っており(へ

その影響力は無視できないものがあったのではな

いかと推測される。また、こうした大学と地方と

の関係について、他の学校はどうだったのであろ

うか。例えば、同じ法律学校である英吉利法律学

校(のちの中央大学)ではどうであったのか、遣

いがあるとすればL功瓦なるものだったのか、につ

いて一言でも触れてあれば、明治法律学校の特殊

性がより分かりやすくなったのではないかと思わ

れる。

あと、編集上の些細なことであるが、第 E部 6

「学校建築の歴史的研究jでは、明治大学記念館

(可能であれば三代とも)の写真や図面が掲載さ

れていると、本文記述をより理解できたのではな
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いだろうか。前述のように、記述内容が興味をそ

そられるものであるだけに、少々惜しまれる。

本稿では、「大学史活動」の先達であり、開拓

者であった著者に対する失礼を顧みず、駄文を書

き連ねてしまったかもしれない。しかし、評者と

しては、各大学で大学資料を扱う業務に少しでも

携わる者にとって、本書が必読書であると考えて

いることは変わらない。沿革史編纂後にわれわれ

-84-

は何をするべきなのか、大学におけるアーカイヴ

ズとは何か、大学史研究は具体的にどのように応

用できるのか、といったことを考察するのに格好

の書と言えるであろう。著者の今後のますますの

ご活躍を祈る次第である。

[註]

( 1 )明治大学百年史編纂委員会編『明治大学百年史J

第 3巻、通史編I、1992年、 419頁。




