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論文

米国における文書整理法教育の成立と展開

1.はじめに

経営史学者アルフレッド・チャンドラーは、近

代企業が 20世紀初頭の米国で成熟する過程で管

理者の専門化が進んだことを論じ、この時期の経

営管理における「専門家主義」の具体的表現形態

として、協会、雑誌、大学教育、専門コンサルタ

ン卜の 4要素を挙げた。これらは 19世紀末の米

国にはほとんど存在しなかったが、いずれも

1920年代までに全盛期を迎えたという。チャン

ドラーによれば、新しい管理や経営子法の急速な

拡散はこれらによって可能となり、技術面の進歩

や市場の拡大とともに、近代企業の普及を継続さ

せた要因のーっとなったω。

これらの 4要素は、事務管理技法の一部として

の文書整理法(ファイリング法)に関しでも、ほ

ぼ同じ時期に成立をみている。ニューヨークをは

じめとする大都市にファイリング協会が設立さ

れ、協会の機関誌や専門雑誌も発行された。専門

誌『ファイリング』は 1918年、ニューヨーク・

ファイリング協会の最初の機関誌『ファイル・ト

ピックスJは 1923年の創刊である。コロンピア

大学は 1927年にファイリング法のコースを開講

している。そして、ファイル・キャビネット等の

開発・販売に携わるいくつかの企業は、顧客の保

有文書の索引作成や指導を通じて、今日でいうコ

ンサルタントの役割を果たしていた。
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このように、 1910年代後期から 1920年代にか

けては、ファイリング法の専門領域としての確立

が進んだ時期と位置づけることができる。しかし、

上記の 4要素はこの時期に突如として出現したも

のではない。これらが成立するには、協会に加盟

し、雑誌を購読するファイリング担当者やその専

門コンサルタントが一定数以上存在していなけれ

ばならない。大学教育についても、ファイリング

法を教育できる講師が揃い、かつある程度の受講

者数が見込めなければ実現しないであろう。つま

り、この時期の「専門化」の背景には次のような

状況があった。 19世紀末の米国で独自に形成さ

れていった文書の整理・分類・配列の方法論が体

系化され、普及しつつあったこと。そして、その

知識と技能についての教育が、「ファイリング学

校」という名の専門教育機関及び多くの商業学校

でなされていたことである。

米国における記録管理関連の教育システムにつ

いては、同国最初のアーキビス卜専門教育課程と

して、 1938年に開設されたコロンビア大学のコー

スが多く言及されてきた(ヘ一方、それらに先立

って民間のファイリング学校などで行われていた

現用文書管理の教育に関する研究は、図書館史の

領域における若干の言及以外には見出すことがで

きなp(九だが、米国におけるレコード・マネジ

メント領域の成立とその技法の普及の背景を探る
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上では、これらの存在を無視することはできない。

従来、レコード・マネジメントという実務領域

の独立は、 1934年の米国国立公文書館の創設以降

のこととされてきた。確かに、文書の保存計画策

定やレコードセンターでの集中管理といった、組

織全体の記録の計画的・包括的管理を志向する領

域としてのレコード・マネジメントの確立は、同

館スタッフ及び同館出身者の寄与によるところが

大き t'¥ (4)。しかし、それらとともに主な構成要素

となった現用文書の分類、配列、出納などの方法

論は、同館設立以前に米国で独自の展開を遂げた

パーテイカル・ファイリングの子法を継承したも

のであった。そして 1930年代初期には、ファイ

リング法は既に米国各地の学校で教えられるテー

マとなっていた。

日本でも、レコード・マネジャーという専門職

の存在や、学校教育の中で文書管理法が指導され

ていることについては、米国における記録管理の

「先進性」の証として多くの紹介がなされてきた(ヘ

だが、これらの要素がなぜ、いかに成立していっ

たかについての論及はみられない。そこで本稿で

は、米国におけるレコード・マネジメント技法の

普及要因の一端を理解すべく、 1910年代から 30

年代にかけてのファイリング専門人材の養成機関

の誕生と、一般商業教育機関におけるファイリン

グ法教育の導入の過程について検討する。その際、

ニューヨーク州・ハーキマー郡歴史協会所蔵のラ

イブラリー・ビューロ一文書等に基づいて、ファ

イリング用品企業による教育機関設立の背景とそ

の具体的内容を探る。あわせて、当時の商業教育

に関する調査統計を参照しつつ、その一般的動向

との関連においてファイリング法教育の展開過程

を考察したい。

なお、ファイリングとは元来は文字通り「ファ

イルすること」を意昧し、編綴・製本方式のファ

イルを用いる方法もそれに含まれる。しかし今日、

とりわけ米国では、ファイリング・システムの語
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は文書を綴じずにフォルダの中に入れて垂直に配

列する方式(ノfーテイカル・ファイリング・シス

テム)の意味で用いられるのが一般的である。本

稿で扱う時期の文献の大多数はこれを指してファ

イリングとしているため、以下では断りのない限

り「パーテイカル」を略して「ファイリング・シ

ステムJまたは「ファイリング法」の語を用いる。

2.オフィスワークの専門イ七

2.1 ファイリングj去とオフィスワーク

20世紀初頭の米国におけるファイリング法の主

要な特徴としては、 (1)文書を編綴または製本せ

ずにフォルダという厚紙に挟んで保管する、

(2)フォルダはキャビネットという容器の引き出

しに垂直(パーテイカル)かつ前後方向に配列す

る、 (3)フォルダの配列は ABC順、番号順(数字

順)、主題別、地域別など、収納される文書の性

質に応じて各種の方式をとる、が挙げられる。こ

れは、図書館界で開発されたカード目録の方法論

をビジネス界の文書類の整理・保管に応用したも

のであった。垂直・前後方向の配列やその方式の

柔軟性は、図書館のカード・システムと文書のフ

ァイリング法の共通点である。後者の独創性は、

個別文書を容器にそのまま配列するのではなく、

フォルダに扶んで収納する点にあった。この手法

は、図書館用品メーカーとして出発し、その後営

業分野の拡大を図りつつあったライブラリー・ビ

ューローが 1890年代初期に開発したとされる(ヘ

20世紀初頭になると、ライブラリー・ビューロ

ーその他の事務家具メーカーは、従来の文書保管

容器や編綴方式に代えて、フォルダやキャビネッ

トといった新式の用品・容器を用いたファイリン

グ法を導入することで、過去の文書を迅速にかつ

確実に探せるようになると盛んに宣伝するように

なった。しかし、それらを有効に機能させるには、

目録・分類技法に熟達した図書館員に相当する、

ファイリング法をマスターした専門的人材(ファ



イjレ・クラークまたはファイリング¥クラークと

称された)の存在が不可欠であることが次第に明

らかになっていく。

例えば、取引先とやりとりした文書を社名の

ABC順にファイルする、と pう比較的単純な場合

を考えても、会社の合併・消滅・社名変更への対

応や、配列のルールの決定 (TheAmerican Com-

pany関連のファイルは Tではなく Aの位置に配

列する、など)といった、図書館の目録・排列法

と類似した実務的課題がある。主題別配列の場合

は、個別文書の主題の判定というさらに困難な問

題が加わる。-tl_誤った場所にファイルされた文

書を後に探し出すのは極めて困難なため、これら

の作業は一貫した方式で正確になされる必要があ

った。つまり、ファイリング法の導入とは単なる

新型用品・容器の購入ではなく、新たな情報検索

の技法を採用することであったといえる。従来は

事務所の中で雑用を命じられる少年が片手間に行

っていた文書の整理・保管は、図書館界の方法論

を応用することで、複雑かつ重要な専門的業務へ

と変容を遂げたのである。

この状況を後支えしたのが、事務従事者(オフ

ィスワーカー)の増加と専門分化である。連邦政

府の労働省教育局の統計によれば、「事務従事者

等」は 1900年には 87万人で全労働力人口の 3%

に過ぎなかったが、1940年には 500万人弱に達し、

約 10%を占めるようになる。このうち「速記者、

タイピスト、秘書Jについてみると、 1900年には

約 13万人と「事務従事者等」中の 15%ほどであ

るのが、 1920年に 23%と約 4分の 1に達し、そ

のまま第二次大戦後までほぼ同様の割合で推移し

ている。これらは、文書の作成をその一職務とす

る関係上、ファイリングをも兼担する可能性が高

p職種でもあった。一方で、かつて文書の保管を

任されていた職種である「集配人、雑用係」の比

率は、 1900年の 8%から 1940年には 2%へと減

少しているへ
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女性のオフィスワークへの進出過程を論じたデ

イヴイーズは、南北戦争以前の企業のオフィスで

は、文書を美しくかっ格調高く清書する筆耕係、

及び会計情報の記録にあたる簿記係を除けば、事

務従事者の厳密な職務分化はなされていなかった

と指摘する。その後、タイプライターの発明と普

及によって従来型の筆耕係は駆逐されてpく。そ

れに代わって誕生したタイピス卜は、新たな職種

だけに伝統的なそれと比べて女性が携わることへ

の障壁が低く、女性の社会進出の突破口となった

分野であった(8)。全米における 1910年時点の有職

者率は、 30年前と比べて男性が 3%の微増にとど

まるのに対し、女性は 58%増と大幅な伸びを示

している(へ事務従事者に限定すれば、女性の占

める比率は 1900年の 30.2%から、 1凹92却O年には約

半数の 4ω9.2%に達していた(側1刊叫0叫)

タイブプ。ライタ一の技法と速記法が結びび、つくこと

によつて、教養ある男性が独占していた文書作成

の仕事は、文書内容を考案・メモ・口述・修正す

る管理職(ほとんどが男性)と、それを迅速かっ

正確にタイプ打ちする事務員(女性が増加)との

間で分担されるようになる。この分業体制は、企

業の大規模化・複雑化と相まって作成される文書

の急増をもたらし、それまではあまり問題になら

なかった文書整理・保管方法の見直しを不可避の

ものとした。

2.2 オフィスワーカーと商業学校

専門分化していくオフィスワーカーのうち、早

くから高度な専門技能が必要とみなされていたの

は、簿記係、タイピスト、速記者である。これら

の技法を身につけた人材を輩出する機関として発

達を遂げたのが、私立の商業学校であった。全米

の私立商業学校は、 1870年には 14校、生徒数 3

千人強であったのが、 1910年には 541校、 13万

人以上へと拡張している (1九この時、公立高校の

生徒数は約 8万人、その他の学校(大学、私立高
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校等)の生徒数は 17，000人ほどであり、高校以上

の生徒数のうち、商業学校生は半数以上の 57.7% 

を占めていたことになる制。

1910年代に入ると、商業学校での女子生徒数が

男子生徒数を上回るようになる。連邦政府の調査

統計によれば、 1908年、私立商業学校の生徒数は

男子が女子を 11，000人ほど、上回っていた。この差

は徐々に縮まりつつもしばらくそのまま推移する

が、 1918年になると、男子の約 96，000人に対し

女子が 193，000人と急増するに至る。この傾向は、

女性の職業として定着しつつあり、商業学校で主

に養成されていた電信係、速記者、簿記係などの

職種の需要の高まりと密接な関係がある。 1917年

4月に第一次世界大戦に参戦した米国では、戦時

体制への移行に伴ってこれらの技術を有する人材

の養成が急務となったことから、商業学校への進

学、あるいは働きながらの通学が推奨されるよう

になった(日)。

男女比率の逆転に加え、夜間コースの増加もこ

の時期の商業教育の特徴である。 1908年には、私

立商業学校の昼間コースの学生数が約 124，000人、

夜間コースが 4万人弱と前者が後者の 3倍以上で

あった。 10年後の 1918年になると、昼間コース

は18万人と1.5倍の増加であるのに対し、夜間コ

ースは約 106，000人で、昼間より依然として少な

いが増加率は 2.7倍と大きく上回っている(14)。こ

れは、働きながらの通学という方式をとる学習者

が急増していたことを示すものであろう。

それでは、ファイリング担当者についてはどう

であったのか。確かに、簿記や速記、タイプライ

ターの技術をマスターするには一定の訓練が必要

であり、誰もが直ちに従事できる性質の仕事では

ないことは理解されやすい。それと比較して、

ファイリングは「宇が書ける人なら誰でもでき

るJ(15)簡単な仕事であり、学校などでの教育は不

要との通念があった。そのためファイリング法の

教育は、まずその専門的性格の説明から始められ
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るのが常となる。あるファイリング法教育の解説

パンフレットには I(単なる)作業ではない専門

職の発見」という題名が付けられた(日)。しかしそ

の主張は、いまだ少数のファイリング関係者の力

のみでは実現できなかったと考えられる。ファイ

リング法普及の当初において人材の供給源とな

り、専門的職能集団としてのモデルとなったのは、

図書館学校及び図書館界であった。

2.3 図書館学校との関係

オフィスワーカーの増加と専門分化とは別に、

図書館界でもその職員の専門化が進行していた。

米国図書館協会の設立は 1876年、米国初の図書

館員養成機関であるコロンピア大学図書館学校の

創立は 1884年のことである。いずれも、デュー

イ十進分類法の開発者として知られる M.デュ

ーイが中心的な役割を担っていた(1ヘ分類法や目

録法をはじめとする図書館技法の改良を唱える

人々にとって、図書館員が新たな方法論を習得す

るための教育機関の設立は密接不可分の課題であ

った。

これらの動きはビジネス界の動向とは基本的に

別のものであったが、ファイリング法が両者を接

続する要因のーっとなる。ビジネス界においては、

ファイリング担当者の供給源を分類や索引の訓練

を受けた図書館員に求める傾向があった。デュー

イは 1905年、コロンビア図書館学校が、文書や

パンフレットのファイリング・分類、さらには速

記や会計の知識を有する卒業生を秘書として雇用

したいとの要請を頻繁に受けることを明かしてい

る。しかし彼は、同校の卒業生に対しては図書館

界からの求人が多くあることを挙げ、そのような

人材の養成は図書館学校ではなく商業学校の役割

でで、あるとの立場を表明する(側1目ω8剖)

図書館界カかミらフアイル.クラークが輩出される

傾向は第一次世界大戦期まで継続する。女性教育

者・労働者組合は 1921年、女性の専門職業従事



者についての調査報告書の中で図書館員とファイ

ル・クラークの関係を取り上げている。それによ

れば、大戦中に多くの図書館員が政府機関及びそ

の契約企業に動員され、大規模なファイリング・

システムの導入・監督に従事した。その賃金は図

書館のそれよりも高かったこともあり、図書館現

場の職員不足すら招くことになった。しかしこの

経緯が、低賃金に甘んじていた図書館員の給与水

準向上を色たらしたと報告書は指摘する(ω。

このように、遅くとも 20世紀初頭より、図書館

界はファイリングを担当する人材を供給していた

にもかかわらず、図書館学校のような教育機関に

おいて、ファイリング法が公式に教えられた形跡

は長期間にわたり見出すことができない。コロン

ピア大学図書館学校がファイリングの授業を開設

したのは 1927年、夏期講座の講義科目としてで

あった刷。一方、後述するシカゴのファイリング

学校を設立したウォレンは、ファイリング法は図

書館学校で扱うべきテーマではないという立場を

とった。彼女はその理由として、図書館学校で教

えられる内容が多岐にわたり既に飽和状態にある

こと、そして図書館の一般的問題とビジネス上の

ファイリングは大きく異なることを挙げている(2九

3. ファイリング学校の誕生

3.1 企業内部の研修制度

1910年代に入ると、ファイリング学校 (School

of Filing)の名をもっ私立の専門学校が米国各地

の主要都市に次々と開設された。その誕生の経緯

を探るにあたっては、まずファイリング用品企業

において導入された研修制度についてみる必要が

ある。

ファイリング用品企業が新たな方法論に基づく

用品・容器を顧客に売り込む際には、セールスマ

ンは単に商品についての知識を有しているだけで

はなく、ファイリング法についても十分な知識を

もつことが求められた。販売するキャビネットが
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効果を発揮するには、顧客に新しい索引や分類の

方法をマスターさせなければならず、そのために

はまず販売担当者がその専門家になる必要があっ

たのである。ファイリング法の体系的な研修は、

商業上の販売拡大という喫緊の課題を抱えた用品

企業の内部から始まった。

ここではまず、用品企業における社内研修とそ

のテキストの最初期の例を取り上げたい。 1903年

にミシガン州で自らの名を冠した会社を創業した

I・ウェジメーカーは、ファイリング用品やカー

ド・システムを導入した会社が、その使い方の知

識を十分にもたないため失敗していることを指摘

する。ファイリングに関する情報と専門家の助言

を求める声が広がりをみせたことから、自社のセ

ールスマンに顧客への説明方法を教育する必要に

迫られた。しかし当時、その手法に関する出版物

が見あたらなかったため、自らそれを執筆したの

だという。 1907年刊行の著書の官頭で彼は irフ

ァイリングの科学.1 (science of filing)に関する初

めてのテキストがついに完成するに至ったJ(22) と

自賛している。

実際、この時期においてファイリング法につい

てのまとまった説明がある図書は、用品企業各社

のカタログか、商業文関係の手引書類の中の若干

の記述に限られていた。ウェジメーカーの著作は、

自社の製品販売促進という意図が背後に隠されて

いたとしても、計 204ページという分量、及びカ

タログのような商品価格の記載や広告がないこと

を考えれば、この領域における最初のテキストの

ーっといっても過言ではない。

この本には、セールスマンや管理職向けのビジ

ネス上の一般的助言も収められているが、大部分

を占めるのはファイリング法関連の記述である。

彼は、パーテイカル・ファイリングの誕生は「普

遍的法則」に基づく進化であり、それがまだ一般

的でないのは単にその利点が広く知られていない

からに過ぎないとする倒。また、領収書、請求書、
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受取手形台帳、売掛金台帳、元帳など、各種の会

計書類別のファイリング法を解説している点は、

初期の子引書類に多くみられる特徴である。この

本ではまた、ファイリング用品の販売担当者やフ

ァイリング・クラークを対象とした通信教育学校

を設立する構想も述べているが、その後の動向は

画産自志できない。

ファイリングの手法を伝えるために、販売員の

研修制度や出版物を整備する動きは他の用品企業

にも広がった。メイシ一社はファイリング法を中

心とする事務手法に関する問い合わせに対応する

組織を設置し、 1915年には同社のセールスマン向

けに作成された教本を公刊している (24)。

一方、事務文書のファイリング法を生み出した

とされるライブラリー・ビューローは、 1903年に

社員を対象とした研修学校を設置している (25)。こ

れは、同社の製品カタログに初めてファイリン

グ・キャビネットが掲載されてから 3年後のこと

であった。同じ頃、ニューヨーク支屈のフロアマ

ネジャーであった M ・モンゴメリーは、ファイ

リング法に特化した夜間の研修コースを開始す

る。専用の教室などはなく、支屈の売り場の後方

を使う形で授業が週 2回行われたという (26)。この

ような企業内での社員研修を目的とした教育プロ

グラムの試みが、やがて社外のファイル・クラー

クを対象とした学校の設立と運営に結びついてい

く。

3.2 シカゴのファイリング学卒支

ファイリング学校の成立に際して重要な役割を

果たした人物としては 2人を挙げることができ

る。一人は 1.ウオレンである。イリノイ州立大

学の図書館学校を卒業した彼女は、民間企業での

勤務を経て、 1915年にシカゴでファイリング法の

現状分析及び指導を行うコンサルティング機関を

創業した。ここから派生する形で、 3年後にシカ

ゴ・ファイリング・索引学校が設置される。同校
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はライブラリー・ビューローのライバル企業の一

つであったグローブ・ワーニック社と提携し、ニ

ューヨーク、ワシントン、フィラデlレフィア、シ

ンシナティ、クリーブランド、デトロイト、セン

トルイス、ニューオーリンズの 8都市でもファイ

リング学校を始めたという問。

1931年の学校案内によれば、シカゴの学校は 4

週間の昼間クラスと 8週間の夜間クラスを設けて

いた。各企業や卒業生からの推薦により受け入れ

た現職者の生徒が大半を占めていた。教育内容に

ついては、 ABC順・数字順・主題別などの一般的

なファイリング法にとどまらず、集中管理方式の

確立や再編、用品類の選定、現行のファイリング

法の分析手法など、発展的な内容も扱っている点

が注目に値する(お)。

当初行われていたグローブ・ワーニック社との

提携は 1927年の時点では中止されており、逆に、

pずれの用品企業の商品にも偏らず、多様なファ

イリング手法を実習できる環境を整えたことを調

っている。一方でウォレンの学校は、シカゴ周辺

の企業のファイリング部門で半日または一日の職

場体験ができる機会を作っている。これは、彼女

が学校と並行してファイリング法のコンサルテイ

ング機関を運営していたことと関係があろう。シ

カゴのビジネス界と密接に連携した学校運営の背

景には、実践的な学習環境の整備とともに、卒業

生の就職先確保の意図もあったことがうかがわれ

る。世界恐慌以後の不況下にあった 1934年、シ

カゴ・ファイリング・索引学校の関係者は、過去

4年間の卒業生の就職率が 95%に達していること

を報告し、ファイリング界において不況は関係な

いと自賛している倒。

3.3 ニューヨークのファイリング学4交

ファイリング学校の成立に際して重要な役割を

果たしたもう一人の人物はJ. N・マコードであ

る。長年にわたりライブラリー・ビューローと関



わりがあった彼は、前述のモンゴメリーによる研

修コースのアイディアを拡張する形で、 1914年に

ニューヨーク・ファイリング学校を開設した。

彼は学校設立の理由として、オフィスワーカー

のうち訓練を受けた速記者やタイピスト、簿記の

専門家や電話交換手は容易に確保できるのに対

し、ファイリングと索引法に関する教育は図書館

学校以外ではなされていないこと、しかもそこで

教えられるのは図書館用の方法論に限られている

ことを挙げている (30)。このように彼は、図書館技

法との相違を認識しつつも、図書館向け雑誌に生

徒募集の広告を出して入学を呼びかけていた。そ

れによれば、生徒の約 12%は図書館員またはそ

の教育を受けた女性であったという (31)。

学校案内では生徒のことを一貫して「彼女」

(she) と表現しており、事実上女子を対象として

いたことがわかる。入学資格は設けなかったが、

高卒の女子の入学が最も多かった。昼間コースは

通常 1か月間で、午前中は講義に、午後は各種の

用品や文書様式を使用する実習にあてられた。夜

間コースは 7時から 9時過ぎまで開講されたが、

実習時間を確保するため、希望者は午後 4時から

(後には午後 6時からに変更)実習用品を備えた

教室に自由に入れるようになっていた(32)0

マコードのファイリング学校は、ニューヨーク

市のオフィスでファイリングに従事する多くの女

子を集めた。設立 6年目の時点で同校の卒業生は

3千人を超えていたが、それで、も卒業生に対する

求人の 4分の 3ほどにしか応えられていなかった

という。この年の学校案内には、卒業生の就職先

として、あくまでも一部であると断りながら、 456

社・機関の名が列挙されている。それを業種別に

集計すると、銀行・信託会社 27、証券会社 29、

企業・製造業等 159、建築・設計 16、貿易 14、団

体・協会等 57、保険 60、法律 23、出版 25、鉄道

・汽船 18、連邦政府 28となり、多業種に人材を

供給していたことがわかる。

ウ

t

米国における文書整理法教育の成立と展開(坂口)

マコードはその後、ボストン、フィラデルフイ

ア、シカゴにもファイリング学校を開設した。し

かし、各地の学校を同時に経営することの困難か

ら側、ニューヨークを除く各校をライブラリー・

ビューローに売却し、同社がこれらを運営するこ

ととなる (34)。同社にとってこの買収は、従来の自

社社員向け研修やコンサルタント事業から、後述

する通信教育や一般教育の事業へとその教育対象

を拡大していく契機となった。

現職のファイル・クラークを主な対象とするフ

ァイリング学校にとって最大の課題は、昼間は仕

事のため学校に通えない生徒への対応であった。

マコード及びウォレンが設置したファイリング学

校はいずれも、昼間コースの他に夜間コースと通

信教育コースを開設している。しかし、実物のフ

ァイリング設備を用いての実践的教育を売り物に

していたファイリング学校にとっては、通信教育

は二次的な位置づけを脱しえなかった。夜間コー

スにも通えない生徒や学校から離れた地域に在住

する志望者のための通信教育を拡充するためは、

生徒の自宅でも実践的ファイリング法が習得でき

るような教材を開発する必要があった。

この問題の解決に本格的に取り組んだのは、ラ

イブラリー・ビューローによる買収を経たイリノ

イ・ファイリング学校である。同校は、ウォレン

のファイリング・索引学校が本拠を構えていたシ

カゴの地に 1918年に創立され、マコードによる

学校の中では新設校であった。同校は以前から実

施していた自宅学習コースの生徒数の拡大を受け

て、 1年間の準備の後、 1921年に通信教育の実施

主体として「米国ファイリング機構J(American 

Institute of Filing)を開設するに至.Q(35)。同機構

の責任者にはイリノイ・ファイリング学校の教師

の一人が就いたが、通信教育事業は学校とは独立

して進めることとされた。

米国ファイリング機構による通信教育の最大の

特徴は、冊子体のテキストに加えて、それと併用
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されるミニチュアの実習教材を作り出した点にあ

る。これは、小型版のフォルダやガイド、索引カ

ード、収納容器と、ファイルされる多様な個別文

書の縮小版などで構成されていた。受講生は、テ

キストの記述とミニチュア文書を見比べながら、

ABC順、地域別、主題別などの各種方式で文書を

分類・整理し、あるいは索引カードを作成・検索

することができる。ライブラリー・ビューローに

とって、ファイリング学校での教育実績を基盤と

したミニチュア実習教材を生み出したことは、後

に触れる商業学校への宣伝活動を開始する契機と

なった刷。

4 .商業学校教育における導入

これまでみてきたように、ファイリング法の教

育は現職のファイル・クラークや一般の事務従事

者を主な対象として始まったが、次第に商業学校

など、これからビジネス界に入る生徒の教育機関

への導入が図られるようになる。

4.1 商業教育におけるファイリング法

文書の整理子法はもともと、商業文の書き方、

すなわち文書の作成に関する手引書類の中で取り

上げられることの多いテーマであった。例えば

1905年、ニューヨーク市のある商業高校教師が出

版したテキストは、その大部分を商業文の書式や

表現、種類別の書き方の説明にあてているが、計

152ページのうち 10ページを費やしてファイリン

グ法を扱っている。そこでは ABC順、地域別、

数字順、主題別の各方式が図入りで簡潔に解説さ

れており、開発されて聞もないファイリング法が

学校教育に採り入れられつつあった様子がみてと

れる(へ

新たな文書整理手法としてのファイリング法の

普及とともに、それが教えられる場面と内容は拡

充されていった。米国で最も一般的な速記法の一

種であるグレッグ式の関連出版社は、 1912年に速
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記者学校における「事務技法」の教育のための教

師用指導書を出している (3へこれは、速記者の養

成には単に速記の技術的側面を教えるだけでは不

足であり、生徒は速記技術を生かす職場について

も知っていなければならないとの趣旨によるもの

であった。この指導書が提案する事務技法の科目

は計 12講で構成されるが、第 5講が「ファイリ

ング・キャビネットとそのシステム」にあてられ

た。ここでは、 ABC順、地域別、番号順の各種配

列法や、督促法、定型文、処分法などが扱われ、

ファイリング技法の主要項目は網羅されていると

pえる。

指導書の各講では生徒用の課題項目とその指導

法を具体的に記しているが、特に第 5講では、生

徒が自ら速記実習で作成した文書などを、フォル

ダや簡易なファイリング・キャビネットを用いて

整理する方式が推奨された。すなわち、各生徒は

自らに与えられた番号を文書に記し、それらを 1

枚のフォルダに収めて学校のキャビネットに収納

する。ここには、生徒の番号と氏名を関連づける

索引カードの引出しもあり、生徒名の ABC順に

引けるようになっている。小規模ではあるが実際

のファイリング用品の利用を前提としたこの学習

方式は、実習を重視する速記者学校の教育方法に

沿うものであった。

その上で、このテキストの内容は速記初心者に

は十分であるが、教師はファイリング法について

さらに徹底的に学ぶ必要があるとし、そのための

方法として、用品企業への訪問、製品カタログ等

の入手、先進的手法を導入している企業の見学を

推奨する。カード索引システムを知るには、近隣

の図書館を訪れるのも有益であるという。

この教師用指導書は、ファイリングの項目の執

筆に際して、ヨーマン・エルベ社のファイリング

専門家の監修を仰いだことを記している。さらに

この指導書では、同社がこの種の授業用に製作し

たという簡易なキャビネットの写真が使用され



た。このように、この時期のファイリング法に関

する教育は、用品企業が蓄積し発信している情報

に大きく依存したものであった。

1916年になると、ヨーマン・エルベ社は自ら商

業学校向けのテキスト『モダン・ファイリング』

を発行する (39)。グレッグ速記法の学校とニューヨ

ークの商業学校、及び同社の関係者 3名による共

著であった。全 16章からなる同書は、 ABC順・

数字順・地域別・主題別の各配列法、貸出と督促、

文書種類別の方式など基本的要素を網羅し、各章

に生徒用の問題を附している。構成自体は前述の

速記者学校用のものと類似しているが、内容面で

は充実が図られており、ファイリング法に特化し

た商業学校用の教科書としては最初期のものとい

える。

同書の冒頭では、「適切な説明と解説があれば、

生徒が優れたファイリング・システムの知識を比

較的短期間で獲得するのは難しくなpJとし、全

米の数百の学校が、これを常設のカリキュラムと

して取り上げる準備を既に整えたと記している。

また、同書末尾の広告によれば、この本は同社が

製造した学校でのファイリング実習用のキャビネ

ット類と一緒に使用されることを前提としてお

り、この実習用教材は 1915年のパナマ太平洋博

覧会で金メダルを受賞したという。また、同書の

他にも関連する内容のブックレット 3種類を教材

として無償提供している旨を広告している。

4.2 rプログレッシブ・ファイリング』と実習教材

1910年代後半には、商業文や速記法などの事務

管理技法の教育において、ファイリング法は既に

一定の位置を占めていたと考えられる。 1917年に

シカゴ大学商学部が全米の公立高校を対象に実施

した商業教育に関する実態調査では、 133校中 89

校 (66.9%)が「事務機器及びファイリング」に

ついて教えていると回答していたHへこの調査で

は、簿記は 121校、速記は 116校、商業数学は
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114校、タイプライティングは 112校が各々の内

容を教えている旨を回答しており、「事務機器及

びファイリング」はそれらには劣るが、「経済学」

(82校)や「商業文J(73校)よりは多い(41)。こ

こから、 1920年代に入る頃にはファイリング法の

教育が一定程度普及していたと考えられる。ただ

し、この調査の「事務機器及びファイリング」に

は計算機や複写機などの扱い方に関する指導も含

まれているため、実際の授業においてファイリン

グ法にどの程度の比重が置かれていたのかは不明

である。

ファイリング学校を運営していたライブラリ

ー・ビューローは、一般の教育機関向けの教材開

発に関してはヨーマン・エルベ社に後れをとって

いた。同社が全米の商業学校への働きかけを強化

したのは、米国ファイリング機構を創設した後の

1923年のことである。この年の 9月、同社は各学

校に自社の実習教材の導入を勧める書簡を送って

いる。あるビジネスカレッジの校長に宛てた書簡

では、ファイリング教育の現状について次のよう

に分析している。

ビジネススク-)しやカレッジは、タイプライ

ティングや速記、事務一般については優れた

教育をしてこられましたが、ファイリングと

文書管理 (recordkeeping) といった分野に

ついてはほとんど注目されていません。おそ

らく、これらがカリキュラムの中にない理由

は、必要な用品類の不足、保管容器の設置場

所の不足、同時に教えられる生徒数の限界、

ファイリングを教える教師の訓練またはそれ

を理解している教師の確保、のいずれかでは

ないでしょうか倒。

つまり、学校でのファイリング法教育がタイプ

ライターや速記の教育のようには広く普及しない

理由として、教室で多数の生徒が同時に実習をで
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きるだけの用品類(キャビネットやガイド、文書

そのもの)が学校に備え付けられていないこと、

またファイリング法の授業ができる教師が不足し

ていることを挙げている。前述した普及状況を考

慮、に入れれば、「ほとんど注目されていません」

には誇張があるだろうが、タイプライターや事務

機器に相当するような実習教材がファイリング法

に関しては普及していないことを示唆したもので

あろう。これらの問題を解決する教材として問機

構が宣伝したのが、米国ファイリング機構による

通信教育で開発されたミニチュア教材であった。

この実習教材の販売子法には 2つの特徴があっ

た。第一に、柔軟かつ段階的な導入を可能にして

いることである。具体的には、各学校においてフ

ァイリング法にあてられる授業の時間数を 4類型

に大別し、各々について必要な実習教材を例示し

ている。すなわち、授業時間数が計 24時間以下

しか確保できない場合は、概論から ABC順方式

までを教えることとして、それに必要なカード索

引、個別文書、容器がミニチュアの大きさでーセ

ットとなっている。 48時間以下の場合は数字順方

式などのセットが追加され、地域別・主題別方式

などに応じた教材は計 72時間以上を確保できる

場合のみ購入することになる (43)。

第二に、授業を担当する教師への働きかけであ

る。米国ファイリング機構は商業学校等の教師を

対象に、ライブラリー・ビューローの教材を使用

する予定があることを条件に、無料で 13週間の

通信教育を受けられるコースを開設した。ボスト

ン・ファイリング学校の通常コースの学費が 52ド

ルであったのに対し、この通信教育の学費は 25

ドルと半額以下に抑えられている(叫。これは、先

に挙げられた「ファイリングを教える教師の訓練

またはそれを理解している教師の確保Jという課

題を解決するための方策であった。

ライブラリー・ビューローの営業担当者向け資

料によれば、ファイリング教育の導入を勧める学

74一

校としては、高等学校、中学校、定時制学校、職

業学校、夜間学校、短期大学、商業学校、そして

商科大学などが想定されている (45)。しかし、これ

らがファイリング法の科目を単独で設けることは

現実的に不可能であると判断し、速記者やタイピ

ストの養成コースの一部に組み込む形での採用を

求めていた。

ファイリング実習教育法は、ファイル・クラ

ークのみを養成する単一のコースとしてはほ

とんど売り込めないだろう。大多数の市町は

多くのファイル・クラークを抱えるほど大規

模ではない。しかしどの事務所にも、通常業

務に加えてファイリングを担当するタイピス

トや速記者がいる。従って、何らかの商業コ

ースではファイリングも教えられることが望

ましい。この実習法は事務手法、速記、タイ

プライテイングの教育の一環となるのが通常

である (46)。

ライブラリー・ビューローの教材を導入した

学校は、 1923年2月の時点では全米で 100校ほど

であったが、 8か月後には約 250校に増加してい

るは7)。導入校の州別分布をみると、最多はニュー

ヨーク州の 54校で、マサチューセッツ州の 36校、

イリノイ外|の 16校が続くは8)。いずれも同社系列

のファイリング学校が存在する州であり、まずは

ファイリング学校の地元から営業活動が広がった

ことをうかがわせる。ただしこの時点では、同社

による商業学校等への働きかけは必ずしも全国的

な広がりをもっていたとはいい難い。

しかし、実習教材は着実な普及をみせる。同社

の売上報告によれば、 1923年 7月の時点では教材

の販売実績は約 26，700点であったが、 2年後の

1925年には累計95，000点以上と約3.5倍に及んで

いた (4ヘ周年 1月の時点で、全米の人口 5千人以

上の市町 1，472のうち、実習教材を販売した実績



があるのは 379市町と 4分の 1に達している(印)。

ライブラリー・ビューローはマコードからファ

イリング学校を買収した時点で、各校共通で使用

するテキストを作成していた (1921年発行)(51)。

しかし通信教育の開始を受けて、実習教材との併

用を前提とした新たな教科書を出版している

(1924年発行)(5九両者を比較すると、内容や構成

はよく似ており、前者のテキストをもとに後者が

編まれたことは明らかだが、次の 2点、が後者の特

徴となっている。第一に、各章末に学習達成度を

確認するテスト項目や練習問題の説明があり、一

種の「問題集」の性質を兼ね備えている。第二に、

ABC順ファイリングの項では、ライブラリー・ビ

ューロー独自の方式のみならず他の用品企業4社

の手法が解説されている。生徒の将来の就職先が

ライブラリー・ビューロー以外の方法を採用して

いても対応できるようにするためとされるが側、

同業他社の手法にもページを割くことで、ファイ

リング法全体の代表的なテキストとしての地位を

確保しようとしたとも解釈できる。

この教科書は『プログレッシブ・ファイリング』

の名で 1993年の第 10版まで改訂を重ね(54)、学校

での使用にとどまらず、ファイリング法一般の標

準的概説書の評価を獲得するに至る (5ヘ1937年頃

には、同書は連邦政府の公務員委員会によるファ

イル・クラーク採用試験の問題作成に使用されて

いた (56)。

ファイリング用品企業による商業学校等への働

きかけは、自社のキャビネット類の販路を全国の

学校ヘ拡大すると同時に、将来のファイリング用

品の利用者層の潜在的拡大を意図したものであっ

た。ライブラリー・ビューローは教材の販売担当

者に対し、同社の製品や開発した方式の利点を宣

伝し売り込むことはしないとしつつ、生徒たちは

就職後、ファイリングについては自らが学校で使

用した教材の製造業者に相談するのが自然だ、と

述べ、この事業が自社の利益につながることを説
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いている。実習教材やテキストの図版には同社の

名がブプ。リントされていた(刷5訂57)η)

連手升邦15政府の労働省教育局は、中等公立学校(昼

間コース)で教えられている教科内容ごとに、 19

22年以降の履修者数の統計をとっている。それに

よれば、ライブラリー・ビューローが学校への働

きかけを本格化させる前年の 1922年には、「簿記J

と「タイプライティング」がともに 13%、「速記」

が9%、「事務手法Jが0.4%となっていた。 1934

年になると、「簿記」は 10%へと減少し、「速記」

はほぼ同率であるのに対し、「タイプライテイン

グ」は 17%、「事務手法」は1.8%に増加してい

る(時)。ファイリング法も扱われていた可能性が最

も高い「事務手法Jは、他の 3教科には及ばない

ものの、 12年前の 4倍以上の生徒が学んでいたこ

とになる。

4.3 ファイJレ・クラークのt也f立

第一次世界大戦の終戦前後になると、ファイ

ル・クラークは一定程度の教育を経て就くべき職

種としての位置づけを確保するようになる。 1918

年に連邦政府の労働統計局がまとめた職業別の職

務記述書では、計 59職種からなる事務従事者の

ーっとしてファイル・クラークが挙げられた。そ

こでは次のような説明がある。「書簡その他の文

書を安全に保管するためにファイルし、必要に応

じて直ちに取り出す」。その人的資質としては、

「オフィスでの一定の経験があり、各種のファイ

リング・システムに慣れ親しんでいること。観察

眼があり、迅速に考えることができ、記憶力と織

密さが必要。勤勉で正確、注意深くなければなら

ない」という。そして必要な学歴については、短

大卒などの高学歴は求めないものの、「ファイリ

ングの標準的コースまたはそれに相当するもの」

を受講していることが望ましいとされた(59)o この

職務記述書と職務分類は連邦政府職員の採用にお

ける使用を想定したものであったが、公的機関の



京都大学大学文書館研究紀要第 11号 2013年

みならず民間部門にも影響を及ぼしてpく。

8年後の 1926年、全米産業審議会は、全国の主

要 18都市及び鉄道会社 11社におけるオフィスワ

ーカーに関する調査を実施した。 427事業所、計

2万7千人あまりのオフィスワーカーに関する回

答を得た大規模調査である。結果の集計にあたっ

ては、簿記係、速記者、タイピスト、給与係、発

送係、事務機器オペレーター(計算機、複写機、

郵便仕訳機等)といった職種の細分がなされてお

り、ファイル・クラークもその一種とされた。

調査結果によれば、職種が明確に区分されたオ

フィスワーカー 20~!重のうち、ブァイ jレ・クラー

クの 1，086人は 5番目に多い職種であった。この

うち男性は 179人、女性は 907人で、女性が男性

の5倍以上を占めている(刷。

一方で給与面をみると、オフィスワーカーの中

でファイル・クラークは低賃金の下級ポストのー

っという側面もあった。その週給は集配係及び初

級タイピストに次いで3番目に低p(中央値 17.45

ドル)。なお、最も高給の主任クラークは 49.87ド

ル、簿記主任は 41.34ドルとなっている (61)。商業

教育や職務分類上、ファイル・クラークは独立し

た位置を確保するに至ったとはいえ、依然として

初級的な職務の地位にとどまっていたのが実情で

あった。

1920年に結成されたニューヨーク・ファイリン

グ協会の最初の機関誌『ファイル・トピックスJ

の創刊号には、当時の会長 E.G・アームストロ

ングの意気込みを示す寄稿が掲載されている。彼

女はこのような協会がいずれ全国で結成されると

し、我々が協力すれば、関係者の給与水準の上昇

や業務体系そのものの変革をもたらしうるのだと

述べる。そして、独立した専門職としてのファイ

リングを確立するための協会にしようと強く訴え

る(62)。また創刊号及び第 2号では、副会長による

「専門職に向けた教育・研修の必要性の高まり」

と題する論考が連載された。このように協会の成
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立は、ファイリング担当者の聞に生まれた専門職

としての自己意識、及び地位向上への動きと密接

に結びついたものであった。

5.おわりに

ファイリング法の成立とその普及にあたり、図

書館界が及ぼした影響を見過ごすことはできな

t '¥ 0 図書館界で発達したカード目録技法を応用す

る形で成立した事務文書のファイリング法は、こ

の新たな情報検索方式に熟達した専門人材として

のファイル・クラークの需要を生み出した。当初、

その職務に最も適しているのは図書の分類・索引

法を学んだ図書館員であると考えられた。しかし、

図書館学校がビジネス文書の分類・索引法教育を

施すことはなく、そのことが私立のファイリング

学校の創設をもたらすことになる。

ファイリング法教育の導入は民間主導で進めら

れた。 1910年代、オフィスワーカー養成の主体と

なっていた私立の商業学校では、簿記や速記、タ

イプライティングといった既存の教科に加えて、

事務技法としてのファイリング法が採用されてい

く。その背後にはファイリング用品企業による各

学校への働きかけがあった。とりわけ、文書やフ

ォルダのミニチュアからなる実習教材の開発が、

それを用いた実践的教育手法の普及に寄与した面

が大きかったといえる。

米国国立公文書館が設立された 1934年以降、

同館は非現用記録の保存のみならず現用記録の管

理についても次第に主導権を発揮するようにな

る。その過程では、個別のファイルの分類・整理

技法よりも、評価選別による計画的な廃棄や収納

効率の向上による文書保管コスト削減など、組織

全体の視点、に立った「マネジメント」の方法論が

重視された(日)。しかし、同館の設立以前に民間主

導で進行していたファイル・クラークの専門化と

教育が、レコード・マネジメント領域の急速な普

及を準備したことは確かであろう。 1955年設立の



米国レコード・マネジメント協会 (ARMA) は、

ニューヨーク・ファイリング協会をはじめとする

各地の関連団体が結集することによって成立した

全国組織であった。また ARMAの調査によれば、

米国ファイリング機構の設立からほぼ半世紀後の

1972年の時点で、全米ビジネス教師教育協会の加

盟大学・短大のうち、回答のあった 200校中 80

校 (40%)がレコード・マネジメント関連のコー

スを設けて教育を実施していた(刷。

本稿で取り上げたファイリング法が、レコー

ド・マネジメントという新たな枠組みへと変容を

遂げてp く過程は、米国におけるライフサイクル

型記録管理の成立において重要なエポックの一つ

であったと考えられる。今後の検討課題としたい。

※本稿は、科学研究費助成基金(若手研究 (B)) 

による研究「組織内文書の管理とアーカイブズ

の保存の連携に向けた基礎的研究J(研究課題

番号 24700249) の一環として 2012年度に実

施した米国調査の成果である。調査に際しては、

ハーキマー郡歴史協会、米国国立公文書館、ヘ

イグリ一博物館・図書館、ニューヨーク公共図

書館のアーキビスト及び図書館員の支援を得る

ことができた。記して感謝申し上げたい。
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