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研究ノーート

事務局移管行政覚書の整理および日録稚威

保田 そのT

はじめに

2000(平成12)年11月に設置された京都大学大

学文書館 (以下では単に ｢大学文書館｣と記す)は､

2001(平成13)年4月に､京都大学事務局より(以

下では単に ｢事務局｣と記す)保存期間の過ぎた行

政文書の移管を受けた｡これらが実際に搬入され

たのは､同年11月であり､その後､大学文書館教

員､事務局総務部総務課文書企画掛掛員､大学文

書館非常勤職員によって､これらの行政文書の整

理を行った｡

本稿の目的は､大学文書館における行政文書の

受け入れと整理について報告するとともに受け入

れた行政文書の概観を報告し､さらに今後の課題

を検討することである｡

そこで､まず1.において､大学文書館における

行政文書の位置付けについて検討し､続いて2.で､

大学文書館が事務局の非現用行政文書を移管､搬

入されてから､排架､照合､目録作成の作業を

行ってきた経緯を示す｡3.においては､整理の済

んだ行政文書について概観し､最後に4中において

は､行政文書の目録整備､データベース化に関す

る今後の課題について､目録記述法等に関する議

論を踏まえたうえで検討する｡

T京都大学大学文書館助手
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1.大学文書館における行政文書の位置付け

大学文書館が2001(平成13)年夏に作成したパ

ンフレットにおいては､大学文書館が収集､整理､

保存の対象として扱う資料を､｢行政文書｣｢刊行

物｣｢写真 ･図版｣｢書翰 ･書類 ･メモ｣という4

つに区分して示している(1)｡この4つは､基本的

には同じウェイトを持つものとして示されており､

無論､受け入れた資料の重要性に軽重はない｡

だが､大学における行政文書は､大学が組織とし

て､それぞれの時代の状況にいかに対応してきたの

かを知るうえで非常に有用であり､｢行政文書の残

存状況によって､歴史叙述の正確性が大きく左右さ

れてしまう｣(西山2001)(2)といわれるように非常に

重要性の高いものであるのみならず､特にこの大学

文書館においては､設置が提案された経緯(3)や､関

連規則(4)を考えると､いわば柱となるものである｡

さらに大学文書館における業務という点から見

ても､京都大学においては規程(5)により保存期間

の過ぎた行政文書のすべてが大学文書館に移管さ

れることになるため､今回一括して受け入れた後

も､毎年新たに発生する非硯用布政文書すべての

移管を受け､その選別 ･廃棄を行うことになる｡

よって大学文書館においては､この業務を全体の

土台として位置付けることが必要であろう｡
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2､行政文書移管 ･緋架 ｡照合の経緯

ここでは､事務局の非現用布政文書の移管を受け

てから､それらを排架､照合した作業の経緯を示す｡

2.1, 移管から搬入まで

大学文書館が設置され､学内の行政文書がすべ

て移管されるようになるためには､その前提とし

て､学内行政文書の正確な管理簿が必要である｡

1999(平成11)年5月に情報公開法が公布された

ことを受けて､京都大学の事務局総務部総務課に

おいては､1999(平成11)年から2001(平成13)年

にかけて ｢行政文書ファイル管理簿｣の作成が行

われた(6)｡それまでの京都大学において文書管理

規程が存在しなかったことを考えると､明治期以

降の文書すべてを対象としたファイル管理簿を事

務局および各部局において作成するという作業に

は､困難も多かったのではないかと推測される｡

この過程で非現用の文書に関しては ｢非現用

ファイル簿｣が作成され､そのデータ上で大学文

書館-の移管予定文書が決定された｡そして2001

(平成13)年4月1日をもって､保存期間の過ぎた事

務局行政文書が大学文書館に移管されたのである｡

しかし､これらの行政文書が物理的に大学文書館

の書庫に搬入されるのは､それよりも半年ほど遅れ

てのことであった｡折しも事務局は2002(平成14)

年4月より､時計台内の本部本館から､新たに建

設された事務局棟に移ることが予定されていたの

で､この移転に先立つ2001(平成13)年秋に､こ

れまで時計台地下書庫などに集積されていた行政

文書を大学文書館の書庫に搬入することとなった｡

他方大学文書館においては､予め事務局より受

け取った ｢非現用ファイル簿｣に基づいて､書庫の

必要スペースを算出し､書庫を準備していた｡大

学文書館は､2000(平成12)年11月の設置以降､附

属図書館4階の2室を事務および研究に用いてき

たが､搬入される行政文書の書庫としては､楽友会

館の1階および､もと教職員の宿泊施設であった旧
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職員会館 (1966年竣工)を用いることに決めてい

た｡このうち事務局から移管される行政文書が収蔵

されることになった楽友会館は､1925(大正14)年

に､京都帝国大学創立25周年記念事業の一つとし

て､当時工学部建築学科助教授であった森田慶一

の設計によって竣工したものである｡この楽友会館

に､書架を設置する工事が9月から10月にかけて行

われ､楽友会館本館には木製書架が､隣の別館に

はスチール製書架が設置された [写真1､写真2]｡

書架工事の完了後､事務局の非現用布政文書が

楽友会館書庫-搬入された｡このための準備作業

は､各部課において､総務部総務課文書企画掛に

よって作成された作業要領に従って行われた｡ 文書

には ｢永久保存希望｣や｢分館での保存(7)希望｣を

[写真1]楽友会館本館の木製書架

[写真2]楽友会館別館のスチール製書架
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示すシールが貼られた｡そして､各部課の立会いのも

と､運送業者がこれらの文書を箱詰めし､楽友会

館の書架の､部課毎に定められた場所に並べたので

ある｡

なおこの段階までの作業は､事務局総務部総務

課のリーダーシップと各部課の協力によって可能

になったものであり､私たち教員は直接には携

わっていない｡

なおこの搬入作業は11月中旬にほぼ完了したの

で､11月下旬には文書企画掛と大学文書館で共同

して搬入状況を確認した｡手作業で各書架の冊数

を数えたのであるが､部課によっては ｢非現用ファ

イル簿｣とのずれがかなり大きいことが明らかに

なった｡ その理由としては､当初の予定と異なる冊

数を搬入することになった課があること､時間的な

都合等により､｢非現用ファイル簿｣に不備があっ

たことなどが推測された｡大学文書館においては､

排架､照合の作業を終えた後に､このような点に

関して各部課に問い合わせることとなった｡

2,2.排架作業

行政文書の搬入後､大学文書館においては､事務

局より受け取った｢非現用ファイル簿｣を分析しなが

ら排架作業､照合作業の計画を立て､12月から実

際の作業に入った｡この作業を通して､作業前に

｢非現用ファイル簿｣や､搬入時の排架状況を十分に

分析することが､作業の能率化につながるというこ

と､しかし実際の排架作業においては臨機応変に

対応せざるを得ない場面が多いことが明らかに

なった｡以下では､作業の順に内容を報告したい｡

2.2.i. 準備 (1) ｢非現用ファイル簿｣の分析

当初から行っていた準備作業は､排架作業に先

立って､非現用文書ファイルの目録を大まかに分

析することであった｡具体的にはMS-EXCELの

並べ替え機能､ピボットテーブル機能を用い､文

書管理ファイルの ｢小分類｣に基づいて大まかな

排架場所を決めた [図1]｡
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[図1]MS-EXCELのピボットテーブル機能を用いて分析

した ｢非現用ファイル簿｣(事務局作成)

当初は､この準備作業に時間をかけることが多かっ

た｡特に最初に総務部人事課の非現用文書約4500

冊の排架作業を行った際には､それぞれの文書の排

架位置について､この分析に基づいて予め決定した｡

ここでは1冊の簿冊の厚さを5cmと仮定し､文書の

分類に従って配列の順序を決めたのである [図2]｡

[図2]1冊を5cmと見積もって作成した､排架予定位置図

だが実際に作業を進めると､この準備があまり

有効ではないことが明らかになった｡その理由は

第-に､｢非現用ファイル簿｣における ｢行政文書

ファイル名｣と､実際の簿冊の背表紙にあるフア
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イル名が一致しない場合が多かったこと､第二に､

実際の簿冊の厚さは1cm程度のものから10cm程

度のものまで多様であるため､それらをすべて

5cmと仮定して排架作業の計画を立てることには

無理があったこと､第三に､先にも明らかになっ

ていたように､｢非現用ファイル簿｣に掲載されて

いた文書の冊数と､実際に搬入された文書の冊数

の間にはかなりずれがあったことである｡

さらに､運送業者によって箱詰め､搬入された文

書は､かなり不規則に並べられていた(無秩序ではな

いが､同じ種類の文書が10冊程度のまとまりとなっ

た状態で､何箇所にも分かれているということが多

かった)｡移管前の文書は､湿度､温度などの点で

非常に保存状態が悪かったことに加えて､時期に

よって異なった秩序で並べられており､文書によっ

ては整理されているとは言い難いものもあった｡

そのため､｢非現用ファイル簿｣をもとに文書を排

架しようとしても､まず､かるた取りの要領で簿冊

を探すところから始めなければならず､非常に効率

の悪い作業であった｡そこで､文書の背表紙に予

め付寒をつけて､それを目印に排架位置を決めるな

どの方法を用いて工夫したが､あまり効率的とはい

えず､試行錯誤が続いた｡このなかでかなり有効で

あった方法は､次に述べるように搬入状況を予め概

観してから排架作業を行うということであった｡

2群2.2.準備 (2)- 搬入状況の分析-

試行錯誤のなかで思いっいた方法は､書架の見

取図を大まかに書き､それと ｢非現用ファイル簿｣

とを照合しながら､排架の計画を立てるというも

のであった｡まず､書架の見取り図となるように
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[図3〕MS-EXCELのセルを色分けしてシミュレーションした排架予定位置図
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升目を付けた紙を用意し､そこに搬入の状況を大

雑把に記した｡

次にこの手書きの内容をMS-EXCELのセルに

記入していった [図3(左側)]｡ ここでは書架1段に

つきセルを4つ用いた｡つまり1段の4分の1を1つ

の単位として扱い､それに満たない量のまとまりは

無視 した｡これを移管前の管理担当掛や文書の種

類によって色分けして全体の状況を把接 した｡次

にこのセルを､実際に排架するつもりで動かすこ

とで､排架をシミュレーションした [図3(右側)]｡

これにより作業の効率はかなり向上した｡

2.2.3.排架作業

以上のように､排架作業に入る前の計画は重要

であるが､しかし一旦排架作業を始めると､計画

通 りには布かない部分が多 くなる｡

排架作業において原則としたのは､大きなまと

まりの文書を先に並べることである｡多くの場合､

4､5名が2､3名ずつの2親に分かれて作業を行っ

た｡一方の組では大きなまとまりの文書を棚の端

から順に並べ､他方の組は､そのためのスペース

を確保しながら､別のまとまりをつくる､という

ような分業を行うことが通例であった｡また排架

の対象となる課の冊数が少ない場合には､1人ずつ

持ち場を決めて作業を行う場合もあった｡

2001(平成13)年12月の段階では､移管元の課

ごとに排架と照合を行ってから､次の課に移る方

針であったが､これを年明けに変更し､排架作業

をすべて先に行ってしまうことにした｡これによ

り排架作業は､2002(平成14)年2月に8割方完了

した｡この段階で､書架は少なくとも表面的には

整然とした状態になった｡同年2月20日､21日に､

大学文書館はこの楽友会館2階のホールで､｢大学

ア-カイヴズに関する研究会｣を開催 した｡この

会においては､各大学の大学史料館､年史編纂室

等の関係者に､ある程度整理の進んだ書庫を案内

することができた [写真3､4]｡

[写真3､4]｢大学ア-カイヴズに関する研究会｣における楽

友会館書庫案内風景(2002.2.20)

2.3.照合作業

2002(平成14)年4月から6月にかけて照合作業

を行った｡排架の際の経験から､照合作業におい

ても予め準備することが重要であると考えられた｡

照合作業の効率化のためには､リス トと書架の簿

冊とが､近い順序で並んでいることが重要である｡

そこで予め排架状況の概観をチェックした｡升目

をつけた用紙に､どの文書がどこに何冊入ってい

るのかを書き込むようにした｡雑多に文書が並ん

でいるところには斜線､棚が空いているところに

は○印をつけるというルールも決めた [図4] ｡

そしてそのメモに従って ｢非現用ファイル簿｣

を並べ替え､｢照合用リス ト｣[図5]を作成した｡

これにおいては､｢非現用ファイル簿｣の項目のう

ち､｢行政文書ファイル名｣｢自至年月日｣のみを

残 して他は非表示とし､そこ-新たな項目として

｢修正ファイル名｣｢修正年月日｣｢仮棚番号 (排架

-46-
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[図4]排架状況を書き込んだチェック用紙

位置)｣｢保存状況｣｢No.(照合用)｣を付け加えて､

書き込み用のスペースを準備した｡この作業にお

いて工夫した点は､チェックした排架状況を参考

にしながら､おおよその排架位置 (図では ｢仮棚｣)

を予め記したことである｡

ある文書について､どのあたりを探せばよいの

かの目安として､この方法は役に立った｡だが､道

に不確かなものに関してまで､仮の排架位置を決め

たために､却って探すのが困難になるという失敗

も多かった｡試行錯誤を繰り返すうちに､｢照合用

リス ト｣も使用しやすいものになったようである｡
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M31,01 TM4.12 16-1/1

M45_01 TO∃_12 l6-1/l

TO斗.01 Toe.12 16-1′l

TO∈∋_04 S1901 ー6-1′ー

T10.01 丁12.12 l6-1/1

丁12.01 T12.12 16-1′1

丁13､01 Tー3,12 16-1′1

き≡i11;さ三き:壬 丁14_01 T1412 16-1′1

[図5〕｢照合用リスト｣(MS-EXCELで作成)
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作業は､この ｢照合用リスト｣に､鉛筆などで､

ファイル名､自至年度等の修正事項を記入し､リ

ス ト内に見当たらない文書に関しては､リストの

余白や裏面に手書きで記入するという方法で行っ

た｡またその記入内容はその都度パソコンを用い

て入力していくようにした｡

また､排架状況をチェックした段階で､｢非現用

ファイル簿｣にない文書が大量に搬入されている

ことが明らかになった部課に関しては､パソコン

を用いて新たにリス トを作成し､それをチェック

するという方法をとった｡

照合作業においては､ファイル管理簿のタイト

ルが､簿冊の通りに付けられているとは限らない

こと､また､類似したタイトルの文書名が多いた

め ｢照合用リスト｣のどの項目がどの簿冊に対応

するのかが特定しにくかったことによる困難が多

かった｡照合作業の最終段階においては､棚の中

の並び順までを｢照合用リス ト｣に記入したが､こ

れも､並び順までを固定するという意図があった

というよりは､一つの簿冊を重複してチェックす

るなどのミスを防ぐ目的で行ったことであった｡
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この照合作業は6月にほぼ終了したが､この確

認はまだ完全とはいえない｡今後は目録の検索機

能を用いて徐々に確認していく予定である｡

2A. 目鼻の整備

照合作業が9割方終了した段階で､検索機能付

目録の構成について検討し､部課毎に分かれてい

た ｢照合用リスト｣を統合して､目録全体のマスター

データを作成した [図6]｡これの目的や機能につ

いては4.で述べるが､今回の行政文書に関しては､

事務局に対して移管を受けたことを確認するとい

うことが､最初に求められる機能である｡そのため

には､この目録によって､照合作業で確認するこ

とのできなかったファイルを確定する必要がある｡

もちろん照合の段階でも､｢照合用リスト｣を用い

て､不明となっている簿冊を探してはいた｡だが

簿冊の中には､別の部や課の書架に紛れていたも

のなどもあるため､目録を整備した後に､その検

索機能を用いて不明になっているものを探したり､

照合作業のミスをチェックしたりするほうが合理

的であると判断して､マスターデータを作成した｡

このマスターデータは､今後､印刷目録の作成､

文書群の構造分析､オンライン目録の作成といっ

た場合において､基礎となるものである｡

以上が､2002(平成14)年7月末時点での行政文

書の整理状況である｡行政文書が搬入される以前

には､目録記述や評価 ･選別といったことについ

て理論的な検討を行ってきていたものの､一度に

約2万冊以上が搬入され､その整理に追われるよ

うになると､正直なところ､｢臨機応変に｣としか

言いようのないケースが多かった｡

とはいえ､今後は毎年､保存期間の過ぎた行政

文書が定期的に移管されることになる｡ また各部

局の行政文書も2002(平成14)年度中にまとめて

移管されることが決まっている｡ これらの整理作

業を円滑に進めるためには､多くの課題が山積し

ている｡

3.移管行政文書の概観

ここで､事務局より受け入れた非現用行政文書

について､現時点で判明している限りにおいて概

観しておきたい｡なお分館保春分に関しては照合

/i/ I-

ノ＼′惚索P,̂※ン/rJ ∵メ∴ ∵ガ ンγ芸̂/∵ /メ ～',ゾ'"ソくだ ∵′∵///ゾ希′/A ,//∴笈,,,ソ′ぶぎ
文 政文 i/イべ/

管獲 浸く- /Jニ〃 '准三- /#//ノ/べ班

xと Jに〟 メ/′it 心//>

Ol絶総 紘 記念 訴願建議関係書類 庶務部庶務課庶務掛 M32 M32 平成12年9月 文書 百年史編集史料室;

Ol総総 級 記念 文部省往復書類 庶務部庶務課庶務掛 M35 M38 平成12年9月 文書 図書館3階 .A

0ー総総 級 記念 文部省往復書類 庶務部庶務課庶務掛 M39 M41 平成12年9月 文書 図書館3階 i

01総総 総 記念 文部省往復書類 庶務部庶務課庶務掛 M42 M43 平成12年9月 文書 図書館3階 .

01総総 総 記念 文部省往復書類 庶務部庶務課庶務掛 M44 M45 平成12年9月 文書 図書館3階 了

0ー総総 紘 記念 文部省往復書類 庶務部庶務課庶務掛 TO芝 丁10 平成12年9月 文書 図書館3階 ..

扇面総 総 記念 文部省往復書類 庶務部庶務課庶務掛 Tll T15 平成12年9月 文書 図書館3階 ,

01総総 総 記念 文部省往復書類 庶務部庶務課庶務掛 SO皇 SO3 平成12年9月 文書 図書館3階 ー

01総総 総 記念 文部省往復書類 庶務部庶務課庶務擦 Soヰ SOS 平成12年9月 文書 図書館3階 ,

01総総 紘 記念 文部省往復書類 庶務部庶務課庶務掛 SO石SOβ 平成12年9月 文書 図書館3倍 ▲

01総総 紘 記念 文部省往復書類 庶務部庶務課庶務掛 SOフ SOB 平成12年9月 文書 図書館3階 ,

01線総 総 記念 文部省往復書類 庶務部庶務課庶務掛 SO9 S10 平成12年9月 文書 図書館3階 十

01総総 紘 記念 文部省往復書類 庶務部庶務課庶務掛 SH Sll 平成12年9月 文書 図書館3階 .

01総総 紘 記念 文部省往復書類 庶務部庶務課庶務掛 S12 S12 平成12年9月 文書 図書館3階 一

501総総 総 ほ己念 文部省往復書類 庶務部庶務課庶務掛 S13 S13 平成12年9月 文書 図書館3階 .

01総総 総 記念 文部省往復書類 庶務部庶務課庶務掛 Sー4 S14 平成12年9月 文書 図書館3階

[図6]移管行政文書 目録マスターデータの一部
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作業が行われていないため､ここで概観するのは､

物理的にも大学文書館の書庫に搬入されたものに

関してのみである｡ また現時点においては､照合

作業が100%完全に行われているとはいえないの

で､今後の確認作業のなかで､1-2%程度の誤差

は予想される｡

3.1.移管文書の作成時期

まず､今回移管された行政文書の作成時期につ

いて､[図7]に内訳を示した｡なお､ここでは､

マスターデータに示されている ｢作成時期｣に基

づいて､年代を区分したが､自至年度が別の区分

にわたる場合は ｢至｣の方に基づいて年代の区分

を決定した(8)｡

全体では､半分が昭和50年代以降､半分が昭和

40年代以前ということになる｡明治大正期のもの

は約300冊程度､昭和10年代までのものが約800

冊程度であった｡

京都大学における行政文書の保存期間は最長で

30年であるから､昭和40年代以降の文書について

は､まだ保存期間が過ぎていないものもあり､ こ

事務局移管行政文書の整理および目録作成 (保田)

[図7]移管行政文書の作成時期内訳

(合計が100.1%になっているのは､四捨五入に伴うまるめ

誤差によるものである)

れらは現用文書として事務局内に保管されている

ため､今後､保存期間が過ぎたものから順次移管

されることになる｡ よって､新しい文書に関して

は､保存期間の長い(業務上の重要性が高い)文書

は含まれていない｡逆に古い文書の場合は､重要

パノ∵A/A ガ㌧ /(/政 / ∴烈Y㌧′-∴′ :/～/
I

存 i i

淡■}'ヒ 全色 也 - 召泌 / i ル B召上ゝ 士 . カE)+ 日召

ル:管埠担当 希貨 外 各 'ゾ※㌧ 作成年次′′ 保存状況+

総務部絵務課総務掛 ○ i 640上奏訴願建議関係書類 M32-M35 暑1本館04-5/1/01

総務部総務課総務掛 ○ i 485文部省往復書類 2 M35-M39 h本館04-5/1/02

総務部総務課総務掛 ○ … 486文部省往復書類 3 M39-M42 量1本館04-5/i/03

総務部総務課総務掛 ○ … 487文部省往復書類 4 M42-M44 ぎ1本館o車5/1/04

総務部総務課総務掛 ○ 量 ｢~ 488文部省往復書類 5 M44-TO2 日本館04-5/l/05蔓

総務部総務課総務掛 ○ 董 52ー文部省往復書類 702i11 !1本舘04-5/1/06壬

総務部総務課総務掛 ○ 522文部省往復書類 †1乳 上本館04-5/1/両

総務部総務課総務掛 ○ 489文部省往復書類 so窒-SO4 蔓1本館04-5/UO8i

総務部総務課総務掛 ○ 490文部省往復書類 9 soヰ-SO6 蔓1本館D車5/2/01書

総務部総務課総務掛 ○ 491文部省往復書類 10 sos-SO7 …1本館04-5/2/02蔓

総務部総務課総務掛 ○ 492文部省往復書類 11 so7-SO9 董1本館04-5/2/03i

総務部総務課総務掛 ○ 493文部省往復書類 sos-S1一 重一本館04-5/2/04

総務部総務課総務掛 ○ 494文部省往復書類 Sll-S12 圭1本館04-5/2/05∃

総務部総務課総務掛 ○ i 495文部省往復書類 S12-S13 圭1本館04-5/2/06∃

総務部総務課総務掛 ○ 匡 496文部省往復書類 S13-S14 ‡ー本館04-5/2/0月

総務部総務課総務掛 ○ 蔓 497文部省往復書類 sH卜Sー5 h本館04-5/2/08董
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性が低いと判断されたものが､すでに各部課の判

断によって廃棄されている場合がある｡

とはいえ､京都大学は幸いにして自然災害や戦

災による被害を受けていないため､京都帝国大学

設立当初からの 『評議会議事録』や 『文部省往復

書類』､『予算書類』といったものが揃っており､

これらの資料は､高等教育史等の研究において非

常に重要であると思われる｡

3.2.物理的状態からみた文書管理の変遷

3.2.1.綴じ方と保存状況

『京都大学大学文書館だより』にも記した(9)よ

うに､文書の形態は､紙緩りなどで綴られたもの

からドッチファイルまで時期によって変化してい

る｡まず明治期から昭和30年代ごろまでほほほす

べての文書が綴られている｡保存状況に関しても､

明治大正期は紙質がよく､しっかりとした形で

残っている｡ 昭和 10年代以降､紙質の低下によ

り､保存状況が悪化する｡ そして､保存状況が最

も悪いのは､よく知られているように昭和20年代

前半である｡ 頑丈なはずの綴が緩んだり解けたり

しているものも目立つ｡

綴の形態に変化が生じるのは昭和40年代ごろか

らである｡昭和40-50年代に作成された文書は､

特に形態が多様であるために整理作業が困難で

あった｡従来の綴も残る一方で､ボール紙の表紙

に黒い綴じ紐で綴じたもの､市販の紙製のバイン

ダーを用いたものなどさまざまな形態のものが登

場する｡ さらに大学紛争による混乱期でもあるた

めか､綴じ方や整理が雑なものが増える｡

ところが昭和50年代後半以降からは､ ドッチ

ファイルが中心的に用いられるようになる｡ 当初

はB5判が多いが､平成に入ってからは､政府が

1993(平成5)年に行政文書の用紙規格をA判に統

一していく方針を打ち出したことに伴って､A4判

が主流になる｡ ドッチファイルで綴じた文書は､

表紙が丈夫で大きさが揃うため､排架したときの

体裁は整いやすい｡だが保存期間の過ぎた文書を

長期間にわたって保有する上においては問題点が

多い｡まず､文書の量にかかわらず厚さがほぼ一

定であるため､少量の文書であっても5cmないし

は8cm分のスペースを占めることになる｡ また一

見丈夫そうに見えるが､金具部分が脆く壊れやす

いため､ちょっとした弾みで文書全体が散乱して

しまう｡ 金属が用いられているため錆によって文

書を傷めるという問題 も予想される｡ 今後は､

ドッチファイルに代わるファイリング方法の普及

が必要であろう｡

3.2.2.背表紙の書誌情報

さらに､背表紙に示される情報も､綴じ方の変

化に従って変化している｡

まず､綴られた文書の大部分には､表紙と背表

紙に､タイトルと自至年度が毛筆で記入されてい

る｡ 例外はあるが､基本的にはその中でも古いも

ののほうが､背表紙の情報が充実している｡｢○○

関係書類 自昭和〇年〇月〇日 至昭和〇年〇月

〇日｣といった具合に略さずに掲載されているも

のが多い｡このようにタイトルが略されていない

場合は､排架や照合､さらに文書群の分析や再構

成が比較的容易である｡ おそらくは文書を綴る過

程において､背表紙にも適切な情報が記されてい

たものと思われる｡

だが､昭和40年代以降になると､文書の形態と

同様､背表紙や表紙の情報も多様になる｡ 背表紙

には､略称や通称､シリーズとしての統一性を欠

いたタイトルなどが目立つ｡ときには背表紙にタ

イトルを記さず､年度と番号のみを記したものも

増える｡年代に関しても､多くは ｢58｣(昭和58年

のこと)､｢7｣(平成7年のこと)のように数字で年

代のみを示すようになる｡

このような書誌情報は､ある簿冊を文書群全体

の中で特定するものではなく､その簿冊を用いた

職務の遂行にのみ最低限必要な情報を示したもの

に過ぎない｡日常的にその簿冊を用いて職務を遂
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行する職員にとって､｢○○関係書類｣というタイ

トルは自明で不要なものであり､必要な情報は､

それよりさらに下位のタイトル(その文書が対象と

している部局名など)と､年次､番号のみであるか

らだ｡

特に､綴じ紐や市販の紙製バインダーなどを用

いて綴じた簿冊においては､タイトルがフェルト

ペンなどで記入されている場合が多 く､担当者が

その場の判断で書き込んだものと思われる｡ その

後､ ドッチファイルが主流になるのに少し遅れて､

ワープロやパソコンによって記入されたタイトル

が多 くなり､背表紙の情報量も再び充実するが､

それでも昭和30年代までに多く見られたような統

一的なタイトルが復活するわけではない｡

3.2.3.小話

｢京都大学においてはこれまで文書管理規程が存

在しなかった｣とされている｡ だが､全学的に成

文化されたものではなかったにせよ､重要な文書

を次代に残すという考え方があったはずであり､

現に､今回受け入れた行政文書中に 『京都帝国大

学文書編纂規程』(明治40年作成)､『京都帝国大学

文書記録編纂手続 ･京都帝国大学文書保存及び分

類取扱手続』(年代不詳)といったものが含まれてい

る｡ そして､明治大正期の文書において､簿冊の

タイトルがかなり統一的な基準に基づいて記され

ているという事実からは､将来の業務に過去の文

書を活用するという考え方が根付いていたことが

推測される｡

むしろ､少なくとも､文書の保存､整理状況か

ら見た限りでは､その時点での職務に携わる者の

みに用が足 りればよいという発想で､タイトルや

年代が記されることが多 くなった近年においての

ほうが､文書を将来のために残すという考え方が

弱 くなっているのではないかとも推測されるので

ある｡

大学文書館は以上のような状況に対処すること

も必要である｡ まずすでに受け入れた文書に関し
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ては､物理的に損傷があるものを修繕し､タイト

ルや年代の記述に不備があるものは､目録のなか

で情報を補っていかなければならない｡他方で､

現用文書の整理方法､タイトルや年代の記述方法

について指針を示し､各部課に呼びかけることも

重要である｡ この際に､展示などの形で明治期か

ら保有されてきた文書を示すことも､各部課に文

書の適切な整理､保存をアピールする手段として

有効ではないかと考えている｡

4. 今後の課題

4g1. 目録記述のマニュアル化

今年度中になすべき短期的な課題として第一に

挙げられるのは､作業マニュアルの作成である｡

今回はその都度判断しながら､排架 ･照合 ･入力

の作業を進めたが､今後は､そこで学んだ点を踏

まえてマニュアルを作成し､ルーティン的な業務

は教職員であれアルバイトであれ､マニュアルに

従って進めることができるようにする必要がある｡

まず排架作業においては､整理の範囲が1000冊

以上に及ぶときは未整理段階での排架状況をメモ

し､それでシミュレーションしながら排架の計画

を立てる､実際の作業では､大きなまとまりを先

に作る､など手順をマニュアル化することによっ

て今後の作業がより効率的になると思われる｡

さらにマニュアルの作成が特に重要となるのは､

照合作業と入力作業における目録記述方法につい

てである｡この作業においては､｢非現用ファイル

簿｣を加工して作成した照合用リストと照合しな

がら､簿冊のタイトルと年代を記入し､それをパ

ソコンで入力する｡ これが行政文書目録､データ

ベースの基礎データになるのであるから､この段

階の作業を適切な形でマニュアル化することは､

単に作業の効率化 という点においてだけでなく､

目録の形式を整え､データベースを使いやすくす

るうえで非常に重要である｡

そこで以下では､目録記述のマニュアル化にお
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いて考慮すべき点を述べることにしたい｡文書の

目録を作成するうえでは､タイトル､年代の記入

方法が非常に重要である｡ 図書の場合は､排架や

目録作成の方法に関して､文書よりもはるかに早

くから検討が進んでいるため､｢NCR 日本目録

規則｣に基づいたマニュアルなど(10)においては､

特にタイトルの記述方法などについてかなり多く

のページが割かれている｡ 当初から不特定多数の

利用が前提とされた図書に関しては､図書館内で

同一の書籍に対する目録記述がずれたり重複した

りする危険性を避けるため､紛らわしいタイトル

をいかに記述すべきかなどについて規則の作成と

その再検討が行われ続けている｡

他方､行政文書の目録作成に関しては､このよ

うな規則の作成がほとんど行われておらず､公文

書館､文書館などのア-カイヴズ的施設において､

それぞれに独自のルールで行われているのが現状

である｡ その背景としては､基本的に一点限りの

ものである文書に関しては ｢同一の書籍に異なっ

た目録記述｣という事態を避ける必要がないこと､

日本においては文書を第三者に閲覧させるという

制度の歴史が非常に短いことが挙げられるだろう｡

だが行政文書を第三者-の閲覧に僕する際の目録

作成には､図書とは異なる検討課題があり､マ

ニュアルの作成も不可欠である｡

まず､文書の背表紙などにある書誌情報は､不

特定多数-の販売を念頭においた図書に比べて不

完全であり､誤字や統一性のない記述などが多い

ため､これを目録に記入する際には困難な作業が

多くなることが予想される｡さらに3Eで述べたよ

うに､タイトルの情報が不足している場合なども

多いため､ア-カイヴとして使用するためには､

背表紙の情報を写す一方で､不足する情報を補わ

なければならない｡これらは ｢書誌情報を忠実に

写す｣という以上に積極的な業務であるため､統

一的な基準なしにこれを行うと却って混乱が生じ

る危険がある｡
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よって目録作成 (照合､入力)作業のマニュア

ル化は､今年度中に最優先で行うべき課題である｡

4.2. 目録の整備

第二の課題は目録の整備である｡照合､入力し

た目録を､さまざまな利用に適した形に整備する

ということが求められる｡ ここでは､誰がいかな

る目的で利用することを念頭に置くのかというこ

とが重要である｡ここでは､三つの段階に分けて､

目録の目的と機能について論じ､今後の方針を示

すことにする｡

目録の第一段階の目的は､移管を受けた行政文

書の受領を事務局の各部課に対して確認すること

である｡ この段階では､簿冊の所在を一点単位で

確認するという機能が求められる｡特に現段階で

不明になっているものに関しては､目録の検索機

能などを用いて詳しく調べる必要がある｡

第二段階では､文書群の構造を再現し､分析す

る機能が目録に求められる｡ 大学文書館では､文

書群およびその作成者である事務機構の構造につ

いて､またその歴史的変遷について分析を進める

予定である｡

さらに第三段階として､一般利用者が必要な情

報を得ることを可能にする､という機能が求めら

れる｡販売を目的として刊行される図書とは異な

り､行政文書のタイトルを見ただけでは､目的に

適った情報の有無を推測することは難しい｡さら

に､図書館の多くとは異なり､行政文書の書庫は

閉架式を原則とせざるを得ないことを考えると､

情報量が多くてわかりやすい目録の整備が図書の

場合以上に不可欠となる｡

今後､目録 ･データベースの整備においては､

この段階別の機能を検討したうえで､それぞれの

機能を充足させるための方向性を考えることが重

要である｡

近年､ISAD(G)に代表される記録資料記述の国

際標準が､日本国内でも紹介されるようになり(ll)､
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青山(1997)(12)､森本(1997､1998)(13)､安藤(1998)(14)

らにおいて､批判的に検討されたうえで実験的な

目録作成の試みが行われている｡ 大学文書館の行

政文書目録作成においても､これらの傾向を無視

することはできないだろう｡

ただ､ここでは次のようなことを押さえておく

必要がある｡ まず長沢 (1999)(15)が指摘するよう

に､印刷やオンラインで公開される目録 (ここでは

｢第三段階｣となる)に求められる ｢わかりやすさ｣

や ｢利用しやすさ｣と､ISAD(G)において重視さ

れる ｢情報の相互交換可能性｣や ｢記述の非重複｣

に代表される ｢論理的整合性｣とは別物である｡

さらに､ここでの第一段階､つまり ｢行政文書の

受領を1点単位で確認する｣という機能を果たす

べ きマスターデータ作成 もまた､ISAD(G)の

｢フォンド重視｣という原則とは相容れない｡この

ような基準に対応するのは､移管元である事務局

あるいは一般の閲覧者といった外部とは直接のか

かわりがない､一見､大学文書館内での閉じた活

動である第二段階においてのみである｡

だがだからといって､文書群の重視､レベルの

尊重といったことは､決して大学文書館の自己満

足ではない｡受け入れた行政文書の構造を目録の

中に再構成し､シリーズとしてまとめるべきもの

を発見すること､さらに作成者である事務機構の

変遷と対応させることは､単に分析のための分析､

研究のための研究といったことを超えて重要なも

のである｡ このように ｢論理的整合性｣を重視し

た目録を作成することで､文書の選別 ･廃棄を適

正に行うこと､現在大学文書館に保有されている

文書を､文書管理規程の制定以前に廃棄されてき

たものを含めた文書群全体の中に位置付けること

などが可能になるのである｡ よって､文書群､シ

リーズ志向の分析を行って､目録を充実させる､

ということも今後の大きな課題である｡

おわりに

｢大学文書館の柱｣である行政文書が移管されて

1年半､物理的に搬入されてからもすでに10ケ月

が過ぎようとしている｡20000冊を超える文書の

整理は､予想以上に困難なものであったが､この

作業を通じて､京都大学の歴史の重要な側面を見

ることができたと考えている｡

最後になったが､2.にも記したように､大学文書

館として実際に行ったのは､行政文書が搬入され

て以降の整理､および､事務局が作成した ｢非現

用ファイル簿｣を修正することによる目録作成で

ある｡ つまり移管､｢非現用ファイル簿｣の作成､

搬入については事務局に尽力いただいたことに

よってはじめて可能になったものである｡ さらに､

大学文書館の業務である整理､照合､目録の修正

においても､事務局総務課文書企画掛には大いに

ご協力いただいた｡大学文書館教員としては､こ

のことを謙虚に受け止め､事務局各部課に深 く感

謝しつつ､受領した非現用文書に対する責任を果

たしていかなければならないと考えている｡

[註]

(1)行政文書/個人資料という分類と､文書/写

真/図面という分類は互いに重複することを考え

ると､この4分類を並列させることが適切であっ

たのかについては反省点が残るが､わかりやすい

広報を目的とした図示としては許容範囲であろう｡

(2)西山伸 ｢行政文書の管理と大学文書館｣『九州

大学大学史料室ニュース』第 18号､2001年9月､

2ページ｡

(3)資料保存のための組織を設置することが提案さ

れて後､その名称として当初は ｢京都大学史史料

室｣が提案されていたにもかかわらず､議論を重

ねるなかで､受け入れるべき資料の柱が行政文書

であるという考えから ｢京都大学大学文書館｣と

いう名称に決定した｡(西山伸 ｢｢大学ア-カイヴ

ズ｣を考える- 京都大学大学文書館の設置- ｣
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『記録と史料』No.12､2002年3月､40ページ｡)

(4)｢京都大学における行政文書の管理に関する規

程｣(平成12年11月7日制定)の第9条において､

｢保存期間(延長された場合にあっては､延長後の

保存期間とする｡)が満了した行政文書は､京都

大学大学文書館-移管するものとする｡｣と定め

られており､さらに ｢京都大学大学文書館-の行

政文書等の移管等に関する要項｣(平成13年2月

27日総長裁定制定)においては行政文書の具体的

な移管手続きが定められている｡

(5)註(4)参照｡

(6)この経緯については､西山伸 ｢京都大学大学文

書館 - 設置 ･現状 ･課題- ｣『研究叢書

第3号 大学ア-カイヴズの設立と運営』全国大

学史資料協議会､2002年､に詳しい｡

(7)事務局および各部局の文書保管庫の一部が大学

文書館分館となっている｡よって ｢分館での保存｣

とは､文書を制度上は大学文書館に移管するが､

物理的には事務局や各部局で保管することを意味

する｡

(8)今回､元号のみによって年代を区分したのは､

事務局作成の ｢非現用ファイル簿｣にある表記を

そのまま用いたことによる｡

(9)保田その ｢京都大学大学文書館に着任して-

この1年と今後の課題- ｣『京都大学大学文書

館だより』第2号､2002年｡

(10)植田喜久治 『目録作成の技法 改訂版 ｢日本

目録規則1987年版｣準拠』社団法人日本図書館

協会､1992年､など｡

(ll)ア-カイヴズ ･インフォメーション研究会 〔編

訳〕『記録史料記述の国際標準』北海道大学国書

刊行会､2001年｡

(12)青山英幸 ｢国際標準記録史料記述等による箱銀

奉行文書目録作成の実験について｣『研究紀要』

第12号､北海道立文書館､1997年｡

(13)森本祥子 ｢国際標準記録史料記述 (一般原則)

適用の試み- 諸家文書の場合｣『史料館研究紀

要』第28号､1997年｡｢｢国際標準記録史料記述

〔一般原則〕｣ 適用の試み｣『史料館研究紀要』第

29号､1998年｡

(14)安藤正人 『記録史科学と現代 アーカイブズの

科学をめざして』吉川弘文館､1998年｡

(15) 長沢洋 ｢記述標準化 の前提 について-

ISAD(G)と記録史料記述と目録- ｣『広島県立

文書館紀要』第5号､1999年｡
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