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京都帝国大学盲･=おける演習編纂,保存と二事務純絹

保田 その†

1 問題設定

京都大学大学文書館は2001(平成13)年4月に事

務局の非硯用行政文書の移管を受けた｡その後､筆

者を含む大学文書館教職員はこれらの文書の整理や

目録作成に携わってきた(1)｡ 2万冊を越える事務局

移管行政文書のうち､明治､大正期のものは300冊程

度､昭和10年代までのものは800冊程度含まjtる(2)｡

また､それ以降のものであっても､シリーズとして

の起源を明治､大正期にまで遡ることのできる文書

は多い｡

このような文書を､より適切に評価し､管理して

いくためには､これらが､どのようにして残されて

きたのかを知る必要がある｡いかなる方針を持って

文書が保存されてきたのか､その結果として何が残

され､何が廃棄されたのかなどの情報を完全に復元

することは不可能であるが､何らかの手がかりから

これを探ろうとすることは､文書群の原秩序を知る

上で非常に重要であろう｡

まず本稿の第一の課題は､京都帝国大学におけ

る文書管理の方針､制度の変遷を明らかにすること

である｡

大学文書館に移管された文書のなかに 『明治四

十年 京都帝国大学文書編纂規程』と題された簿

冊と 『京都帝国大学文書記録編纂手続 京都帝国

大学文書保存及分類取扱手続』と遷された印刷の

T京都大学大学文書館助手
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冊子が含まれていた｡この内容について筆者は以前

に簡単な紹介を行った(3)が､この簿冊を手がかりと

することにより､初期の京都帝国大学が､文書編纂

に関してどのような方針をもっていたのかをかなり

の程度まで知ることが可能となる｡

さらにその後の京都帝国大学における文書管理に

ついても､その方針を知るための資料は不十分であ

るが､推測を試みる｡さらに､京都帝国大学におけ

る文書管理の方針に影響を与えたと思われる近代日

本の記録文書編纂､保存の動向についても､先行

研究を踏まえて検討する｡以上を2で扱う｡

つぎに第二の課題は､帝国大学時代における文書

管理の結果としての現在の保存状況を知ることであ

る｡2001(平成13)年に大学文書館に移管された文

書のうち､帝国大学時代の文書の保存状況を､2で

示した帝国大学時代の文書管理方針と対照させな

がら分析する｡ 京都帝国大学-京都大学の行政文

書は､火災などによる大規模な消失をほとんど経験

しておらず､明治以降の文書がかなり揃った形で保

存されているため､このような対照が可能となる｡

これは3で行う｡

さらに､射こおいては､それまでの知見をまとめ

た上で､アーカイブズでの記録文書の整理における

原秩序の維持､評価選別､文書の集中管理の是非

等に関する考察を行う｡
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2 京都帝国大学における文書編纂制度

2.1 創設期の文書編纂- 簿冊 『明治四十年

京都帝国大学文書編纂規程』

大学文書館が2001(平成13)年度に移管を受けた

行政文書の中に､『明治四十年 京都帝国大学文書

編纂規程 庶務課』と題された簿冊と 『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

分類取扱手続』と遷された印刷の冊子がある｡

まず簿冊の構成は次の通りである｡行末のアルフ

ァベットは本文中での参照周に､綴られている順に

付加した｡

｢記録編纂執務上ノ義二付上申｣明治40年10月

30日 1枚-A

｢文書取扱二関スル件｣明治31年12月23日

1枚-B

(タイトルなし) 明治34年10月15日立案 1枚

-C

(タイトルなし) 明治40年 5月15日 1枚-D

(タイトルなし) 明治40年 5月31日 1枚-E

｢京都帝国大学文書記録編纂手続｣(毛筆書き)

8枚(表紙 1枚､付表4枚含)-F

｢京都帝国大学文書保存及分類取扱手続｣(毛筆

書き) 11枚(表紙 1､｢分類別綴込表題｣3枚､

付表 1枚含)-G

(タイトルなし(箪笥､雑印新調伺))明治40年 5

月15日 3枚(付図2枚含む)-H

｢本省文書課へ記録編纂規程壱部送付方依頼案｣

明治39年2月1日 1枚-Ⅰ

(タイトルなし(東京帝大宛の記録編纂規程送付

依頼案))明治39年2月1日 1枚-J

(タイトルなし)(印刷)明治40年6月5日-K

｢京都帝国大学文書記録編纂手続｣(印刷 朱書

訂正入) 5枚-L

｢京都帝国大学文書保存及分類取扱手続｣(印刷

朱 書訂正入)lュ枚-M

｢文書記録編纂手続改正ノ件｣明治45年7月22

日 2枚-N

FはLの､GはMの下書きである｡ また静子の方

に含まれているのは､LとMと同一の印刷物(L'､

MTとする)であり､そこにも発奮の訂正がある｡

以上のうち､F､G､L､M､L!､M-､つまり2

つの手続の本文(下書き､印刷物)については､次の

2甘2において､また2手続の制定以降に作成された

書類(A､N)については､2.3において紹介するこ

ととし､ここでは､それ以外の書類を紹介しなが

ら､創立まもない京都帝国大学において文書編纂､

文書管理の仕組みが成立する過程を示す｡

まず本題に入る前に､ここで扱う簿冊の特徴につ

いて簡単に説明しておこう｡

この簿冊には､やや異例な点が2点ある｡ 第-

に､規程や手続の制定は 『本学達示書類』『本学内

規例規書類』といった簿冊に､勉の規程や手続と

ともに綴られるのが通常であるのに対して､これ

は､文書管理に関する2つの ｢手続｣とその制定や

改編に関わる数点の書類だけで1つの簿冊をなして

いる｡第二に､細かいことではあるが､この簿冊の

表紙に ｢規程｣とあるにもかかわらず､なかに綴ら

れているのは ｢京都帝国大学文書記録編纂手続｣

と ｢京都帝国大学文書保存及分類取扱手続｣とい

う2つの ｢手続｣であり､厳密には ｢規程｣ではな

い ｡

本節では､この簿冊に綴られている書類を綴られ

ている順ではなく､作成時期の古い順に､つまり､

B-C-I弓の順に紹介する｡

Bは最も古いもので､｢文書取扱二関スル件｣と

題された1898(明治31)年12月23目付書類である｡

冒頭に､書記官､庶務課､会計課各2名､学長(4)､

理工科大学､舎監､寄宿舎掛各 1名の認印が並ん

でいる｡内容は次のとおりである｡

文書取扱二間スル件

従来文書取扱ノ儀ハ各部課ノ件名番号ナクシ

テ本学全般ヲ通シ庶務課こ於テ番号ヲ附シ居

候得共石ハ自今整理上分類致皮付テハ来ル三

十二年ヨリ各部課二於テ各自件名簿ヲ傍へ其
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取扱ノ文書ニハ該件名番号(例へハ理工(5)第何

号､寄(6)第何号､会(7)第何号等ノ類)ヲ附シテ

回送スルコトニ致度此段仰裁候也

これまでは全学でまとめて文書に番号をつけて管

理していたが､翌年である1899(明治32)年からは､

各部課でそれぞれ件名簿を用意して文書を管理しよ

うというものである｡

1897(明治30)年 6月に設立された京都帝国大学

は､当初より理工科大学､法科大学､医科大学､

文科大学の設置を予定していた(8)が､この書類が

作成された1898(明治31)年当時に設置されていた

のは理工科大学のみであった｡翌1899(明治32)年

に､医科大学と法科大学が設立されることを見越し

て部課ごとの文書管理に切 り替えたとも考えられ

る｡

なおこの時点の事務組織としては ｢京都帝国大学

分課規程｣(9)によって庶務課と会計課を置くことが

定められている(第-条)が､この書類では､この庶

務課､会計課のそれぞれで件名簿を用意して文書を

管理する､ということが定められたことになる｡

その次に古い文書Cは､1901(明治34)年10月 5

日立案の一件書類であり､タイトルはつけられてい

ない｡予め印字された総長の認印の欄は線で消さ

れ､書記官および庶務課 3名の認印が押されてい

る｡その内容は次のとおりである｡

本学創立以来去廿二年中二於ケル記録保存書

類中職員並巡視小便等ヨリ差出シタル届書類

其他雑書類中一時限リノモノニ属シ他 日参考

卜不相成見込ノモノハ今般書類整理二際シ廃

棄致度此段相伺候也

迫テ自今本文ノ書類ハ前年度分ヲ翌年度

中英億保存シ翌々年度二至り廃棄候様致

度此段併セテ伺候也

本学創立後1897(明治30)年より1899(明治32)年

までに作成された書類 (この一件書類の作成は

1901(明治34)年であるので､この時点より2年前

以前に作成された書類 ということになる)のうち､

今後参照しないものは廃棄する､今後も､書類は翌

年度まではそのまま保存して､翌々年度に必要ない

ものは廃棄する､という方針が定められている｡

さてその次に古いものは1906(明治39)年 2月付

けの文案が 2点(Ⅰ､J)である｡これらは､｢本学記

録編纂上参考用｣として､文部省と東京帝国大学

にその ｢記録編纂二関スル規程｣を問い合わせたも

のである｡続けて引用する｡

明治三十九年二月一日

書記官 (中川 印) 庶務課 (中山 印)

本省文書課へ記録編纂規程壱部送付方依頼案

本学記録編纂上参考用 トシテ本省記録編纂二

関スル規程ノ類壱部御送付相成候様致度此段

御依頼二及ヒ慎也

書記官 本学名(10)

文部大臣官房 文 書 課 長 宛 (ll)

印刷こ相成り居候分之レナク候ハバ御面倒ナ

ガラ写取方御命ノ上御送付下サレ度御依頼申

上健也

明治三十九年二月一日

書記官 (中川 印) 庶務課 (中川 印)

貴学二於テ従来記録編纂二関シ規程等御制定

相成居候ハ 本ヾ学ノ記録編纂上参考二供シ度

健闘乍御手数御写取之上御送付二預り度此段

御依頼申上候也

書記官

東京帝国大学書記官

中村恭平殿

このうち､東京帝国大学においては､明治37-

39年の庶務部公文書綴 『学校､病院､郡区役所､

警察署往復』(12)中に､この依頼文と回答の写が残

されており､そこでは ｢本学二於ケル記録編纂こ関

スル規程ノ儀二関シ御間合ノ趣承り候 右ハ特二成

文ノ条規ハ無之候｣として､その代わりに ｢文書取

扱規程｣を送付している｡そしてこのときに送付さ

れた ｢文書取扱規程｣は､大学に到着した文書の
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査閲､決裁､発送等に関して定められたものであ

り､文書の保存管理に関しては､｢第十二 処分完

結ノ文書ハ記録主任こ於テ之ヲ類別桑纂シテ簿冊

卜為シ書記官之ヲ保管シ他日ノ参照二便ナラシムへ

シ｣｢第十三 各部局其名義ヲ以テ処分スル文書ハ

各其部局二於テ此規程二準シテ便宜之ヲ保存スベ

シ｣の2条において定められているのみである(13)｡

京都帝大は､少なくとも文書管理については､東京

帝大よりも進んだ規程､手続の作成を企図していた

といえる｡

文部省のほうがどのような回答を与えたのかにつ

いて､現時点においては不明である｡当時の省庁に

おける文書管理制度については､次節で述べること

とする｡

このように､創立から10年を迎えた京都帝国大

学においては､文部省や東京帝国大学に助言を求め

ながら､｢京都帝国大学文書記録編纂手続｣｢京都

帝国大学文書保存分類及取扱手続｣を制定しよう

としていた｡

さらに､上記の依頼文案の次に古い書類Hは､書

類箪笥と雑印の新調に関する伺であり､別紙の図面

とともに綴られている｡

明治四十年五月十五日

庶務課

書記官心得 伺済(14)

本学文書記録編纂二付別記ノ雛形書類箪笥二

個及雑印拾弐個新調イタシ度侯段相伺候也

別紙の ｢書類箪笥雛形｣に表されている箪笥は､

横が6尺(約182cm)で6等分されており､奥行が1

尺3寸(約33cm)､中には3寸(約9cm)間隔でそれ

ぞれ 4枚の棚が入ってお り､最上段は 5寸(約

15cm)空けることになっている｡ つまり高さは約

50cmでそれが棚で5つに仕切られている｡ この棚

に1冊ずつ簿冊を入れると､2つの箪笥で60冊の

簿冊を収めることが可能である｡その次の図面にあ

るのは印の雛形であり､｢第一種｣から ｢第五種｣､

｢永年保存｣､｢二十年保存｣､｢十年保存｣､｢五年保

存｣､｢一年保存｣､｢廃棄書類｣､｢消印｣､｢記録係｣

の13種類が措かれている｡ 数が一つ多いが ｢記録

係｣という印が既に購入済みであるとすると12種

類を新調するということで辻複はあう｡

その次に古い書類は､F､G､D､Eである｡ 明

治40年5月15日付のDは､｢本学文書記録編纂手続

及文書保存分類取扱手続｣を制定し､｢本学創立以

来ノ記録書類ヲ整理｣することの伺であり､総長と

庶務課3名の認印がある｡Eは､これらの2手続制

定の通牒案であり､末尾に ｢法科大学 京都医科

大学 同附属医院 福岡医科大学 文科大学 理

工科大学 学生監室 図書館 会計課 各通｣と

ある｡冒頭の日付は5月31日付であるが､欄外に

栄筆で ｢六月五日発ス｣とある｡これに続けて綴ら

れているFは ｢京都帝国大学文書記録編纂手続｣､

Gは ｢京都帝国大学文書保有分･類取扱手続｣の原案

であり､毛筆で書かれた上に朱筆の加筆修正がある

が､これらについては次節で紹介する｡

次に古いものは､K､L､Mである｡簿冊のうち､

この3点のみは､手書きの原稿を印刷した物(コン

ニャク版と思われる)である｡ KはEと同内容の通

牒を印刷したものであるが､日付は6月5日となっ

ており､Eの欄外と一致している｡ L､Mはそれぞ

れ､F､Gを印刷したものに､朱筆で加筆修正を加

えたものである｡

なお､これと併せて保管されていた冊子は､この

L､Mと同一の印刷物を綴ったものであり､これに

も印刷後の加筆修正が行われているため､L7､Mfと

して扱う｡

これらの手続は､1907(明治40)年の5月15日ご

ろまでに､原案(加筆修正前のF､G)を作成し､そ

の後6月5日ごろまでにこれに加筆修正を加えてコ

ンニャク版で何冊かを印刷(加筆修正前のL､M)し

た上で､これを添えて各部局に通牒し､その後そこ

にさらに加筆修正を加えるという段階を経ているも

のと推測される｡
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2.2 資料紹介- ｢京都帝国大学文書記録編

纂手続｣｡

ここでは ｢京都帝国大学文書記録編纂手続｣を

紹介する｡ 先述したとおり､F(簿冊内､毛筆によ

る下書き)､L(簿冊内､コンニャク版印刷に修正)､

L'(BTJ冊子､Lと同じコンニャク版印刷に修正)があ

る｡ 修正や削除されたものも含めて､すべて掲載

し､それぞれの版における加筆修正については､註

によって補うことにする｡次節においても同様の方

法で紹介する｡

京都帝国大学文書記録編纂手続

第一 京都帝国大学ノ記録文書ハ凡テ本部庶

務課記録係二於テ之ヲ管理スルコト

但京都帝国大学各分科大学ノ文書ハ本記

録編纂手続こ依り又ハ適宜ノ方法二依り

記録編纂ヲ為シ当該部局二之ヲ保管シ置

クコト

第二 記録係ハ別二定ムル本学文書保存及分

類取扱手続二依り福次シテ之ヲ保管スル

コト

第三 各部局ハ事務参考用 トシテ最近-箇年

ノ文書ヲ其部局二止メ以前こ係ル完結ノ

文書ハ凡テ記録係こ引継ヲ為スコト但シ

各部局二於テ一定ノ製冊(15)ヲ為セシ簿冊

書類ハ当該部局こ備置クモノトシ其ノ簿

冊目録ヲ調製シテ之ヲ記録係こ送付スル

コト

前項ノ引継ヲ為ス場合ハ別二定ムル本学

文書保存及分類取扱手続二依り其ノ書類

二分類別及保存期限ヲ付記シテ記録係二

送付スルコト

第四 記録係二於テ各部局ヨリ文書ノ引継ヲ

受ケタル トキハ別紙甲号書式ノ文書引継

簿二登録シ尚其ノ文書こ就キテ左ノ事項

ヲ検別スルコト

ー 関係文書ノ完否

二 保存期限

三 分類別

四 他ノ関係文書二対スル訂正追加ノ安否

第五 記録係主任ハ関係文書ノ完整セサルモ

ノアルヲ発見シタルトキハ各主任者こ返付

シ其ノ完整ヲ要求スルコト

第六 記録係ハ文書目録ヲ調製シ登録スルコ

ト

目録ノ区別左ノ如シ

ー 分類目録

別紙乙号書式分類別綴込完首二件名日

次ヲ登録ス

二 索引目録

別紙丙号書式イロハ別分類索引目録二

件名ヲ登録ス

但シ保存期限-箇年ノ文書こハ必要 卜認

ムルモノノ外目録二登録セサルコト

第七 文書ノ各部各類二交互聯繋スルモノハ

其ノ主要ナル一万二原本ヲ収メ一方ニハ

原本ノ所在ヲ附託セル件名目録ノミヲ登

録スルコト

第八 編纂文書ノ厚サ凡ソ三寸以上二達スル

モノハ閲覧こ便ナラザルこ依り之ヲ分割成

冊シテ番号ヲ付スコト

但シ各年度歳入歳出ノ予算決算二係ル文

書及之こ類スル文書ハ厚サノ如何こ拘ラ

ス毎会計年度叉ハ暦年度二区別シテ成冊

スルコト

第九 文書二附属スル図表類ノ本書二合編シ

難キモノハ別冊 卜為スコト

但シ此場合ニハ本書ヲ福次シタル冊首ノ

件名目録二之ヲ付記スルコト

第十 福次シタル文書ハ其ノ類別二依り書函

叉ハ文庫ノ類別区画二収蔵スルコト

第十一 書函及文庫ノ管鎗 ハ記録係主任自ラ

之ヲ保管スヘシ其退庁ノ トキハ之ヲ封掘

シテ宿直員二託スルコト

第十二 編次シタル文書ハ非常事変アルニ際
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シ京都帝国大学本部二属スル諸物件中最

先ノ保護ヲ受クベキコト

第十三 文書ヲ閲覧セントスル者ハ庶務課長

叉ハ記録係主任ノ承認ヲ受クルコト叉各

部局二於テ文書ノ借受ヲ要スルトキハ戎

ル期限ヲ定メテ其ノ部局二借受ケ置クコ

トヲ得ルモ此場合二於テハ借受主任者ハ

別紙丁号書式ノ(16)文書貸附簿二該文書ノ

分類書目､類別､借受期限､借受年月日､

及氏名ヲ登録シ捺印スルコト

借受タル文書ハ他人二転貸シ叉ハ学外二

携帯スルヲ得サルコト

但シ機密文書ハ借受ヲ許サ､ルコト(17)

甲号書式

各部局文書引継簿

文書番号 関係部局 文書件名 引 継年月日類別l分類 保存 記録主任期ヽ限

期限

受ケタル トキニ登録スル書類

乙号書式

第-類

番号

分類目録

文部省伺 指令書類

目次

京都帝国大学通則改正伺

法科大学規定改正伺

何々

第二類

番号

学位関係書類

目次

京都府士族何某ヨリ何学博士ノ学位

請求ノ件

何々ノ件

第六項こ拠 り各分類別冊ゴ トこ其完首こ
件名目次ヲ登録スル書式
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丙号書式

イロハ別分類索引日録

件 名 書架 分 類 綴 込 綴 込 保存 廃 棄
類別 年 号 日次番号 期限 年月日

○ク之部法科大学教授何某勲等進級上申 二類 職員進退書類甲乙 廿二年 五〇 無期 年月日

○リ之部京都医科大学助教授何某外国留学期限満期後留学延期出願ニ付副申 二類 外国 留 学書 類 廿九年 三〇 廿年 年月 日

丁号書式

文書貸付簿

年 号 分類書目 類別 借 入年月 日 借入期限 借受者氏名印

丁号書式

文書貸付簿

第十三 各部局こ於テ書類ノ借受ヲ要スルモノアル

トキハ本文ノ帳簿二倍受入日ラ登記スルモノトス

13項目からなるこの手続は､記録編纂の原則を

定めたものである｡

これの特徴として､第一に挙げることができるの

は､庶務課記録係による記録文書の集中管理方針

が定められていることであろう｡ まず ｢京都帝国大

学ノ記録文書ハ凡テ｣記録係で管理することが定め

られており(｢第一｣)､さらに引継いだ文書を引継

簿に登録し､関係文書の完否と保存期限を検別し

(｢第四｣)､不備があった場合はその ｢完整｣を

要求する(｢第五｣)｡このほか､｢書函及文庫ノ

管鈴｣の保管に責任を負うのも記録係主任である

(｢第十一｣)｡

では､この記録係とは､どのような位置づけにあ

ったのか｡

1897(明治30)年に定められた京都帝国大学分･課

規程においては､庶務課､会計課それぞれの事務分

掌が定められ､｢各課二掛ヲ置キ其事務ヲ分掌セシ

ムルコトヲ得｣とも定められているが､現存する文

書の限りでは､会計課事務分掌規程が制定されて
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掛が置かれたのが1923(大正12)年(18)であり､庶務

課事務分掌規程が制定されて掛が置かれたのはこれ

より遅い1937(昭和12)年である｡ 庶務課でも会計

課でも､当初は､掛を置かずに業務を分担していた

とされる(19)0

また､課の下 に置かれる ｢かか り｣には､

1897(明治30)年の分課規程やその後の事務分掌規

程から現在に至るまで一貫して ｢掛｣の字が周いら

れているのに対 して､この手続においてはすべて

｢記録係｣の文字が用いられている｡事務分掌規程

によって ｢掛｣が置かれる以前の庶務課に､規程と

して成文化されずに､慣例としてこのような ｢記録

係｣が置かれていたと考えられる｡

次に､この手続の第二の特徴は､高い検索機能

を持つ目録の作成が企図されていたことである｡

｢分類目録｣と ｢索引目録｣の調製が､記録係の業

務として定められており(｢第六｣)､さらに末尾に

はこれらの目録の ｢書式｣が添付されている｡この

｢乙号書式｣｢丙号書式｣から､これらの目録は､

簿冊単位ではなく､簿冊の中に含まれる一件書類を

単位とした件名目録であることがわかる｡

まず ｢乙号書式｣の ｢分類目録｣は､｢京都帝国

大学文書保存及分類取扱手続｣に定められている

第-類から第五類の順に簿冊名を記し､簿冊ごと

にそこに含まれる一件書類を順に記したものであ

る｡

次に ｢丙号書式｣の ｢索引目録｣は､簿冊に含

まれる一件書類の件名を単位とし､その中のキーワ

ードにあたるものをイロハ順に整理した目録であ

る｡この ｢丙号書式｣には ｢ク之部｣に入るものと

して ｢法科大学教授何某勲等進級上申｣が､｢リ之

部｣に入るものとして ｢京都医科大学助教授何某

外国留学期限満期後留学延期出願二付副申｣が例

示されており､前者に関しては ｢勲等｣の ｢ク｣､

後者に関しては ｢留学｣の ｢リ｣をてがかりとした

検索ができるようになっている｡

検索システムのない時代において､このような形

の件名目録が非常に有用なものであったことは疑う

べ くもないが､これらの目録作成､特に ｢索引目

録｣の作成において､一件ごとの書類につけられた

件名から､索引として適切なキーワードを選ぶ作業

は､熟練を要するものであり､文書の増加に伴って

｢記録係｣の負担が大きくなったこと､さらにこの

目録の作成には限界があったことは想像に難 くな

い｡

第三の特徴として､大学における記録文書保存

の重要性が強調されているということが挙げられ

る｡書函､文庫の管鈴 を記録係主任が自ら管理し､

退庁時には､封威して宿直員に預けることが定めら

れるなど責任の所在が明確であり(｢第十一｣)､非

常時において文書が ｢京都帝国大学本部二属スル

諸物件中最先ノ保護｣を受けることも定められてい

る(｢第十二｣)｡なお､このように､文書を厳重

に管理することを定めた規程は､明治期の府県にお

いても頻繁に見られる(20)｡

第四に細部に亘る具体的な手続であるということ

である｡文書の厚さを3寸以内にすることや(｢第

八｣)､図表を別冊にするときの注意点(｢第九｣)

など､具体的な作業要領に至るまでが詳しく定めら

れている｡担当者が誰であっても､文書編纂の水準

を保つことを可能にする詳細なマニュアルとなって

いる｡

第五に､文書の閲覧に関して定められていること

(｢第十三｣)も大きな特徴である｡アーカイブズに

おけるような一般人を対象としたものではなく､業

務上の参考にするための閲覧制度ではあるが､いっ

たん記録係に引継がれた後における閲覧と借受は､

閲覧者が ｢庶務課長又ハ記録係｣から許可を得る

ものとして扱われており､文書の作成課については

言及されていない｡完結後引継がれた文書に関して

は､文書作成者の権限よりも､その文書の引継ぎを

受けて編纂する ｢記録係｣の権限の方が大きかった

といえよう｡

このように､明治初期の京都帝国大学において

-83-



京都大学大学文書館研究紀要 第 2号 2004年

は､アーカイブズとは言えないにせよ､各部局で作

成した記録文書を ｢庶務課記録係｣が引継いで集

中的に管理し､合理的な目録によって後の利用に供

するというシステムを作ろうとしていた｡

2.3 資料紹介- ｢文書保存及分類取扱手続｣

｢文書保存及分類取扱手続｣は先に紹介した ｢文

書記録編纂手続｣の ｢第二｣において ｢別に定め

る｣という形で言及されており､主に文書の保存年

限と分類を定めたものである｡この手続から､初期

の京都帝国大学において､どのような文書が重要な

ものとして扱われていたのかを知ることが可能であ

る｡

ここでは前と同様に註を用いて､G(簿冊内の毛

筆による下書き)､M(簿冊内の印刷物)､M'(冊子

体になった印刷物)の3段階での加筆修正について

解説しながら､この内容を紹介しよう｡

京都帝国大学文書保存及分類取扱手続

文書ノ保存

第 - (21)文書ハ之ヲ五類二分チ其保存期限ヲ無

期､甘年､十年､五年､一年ノ五種 トス

第二 無期保存二属スヘキモノヲ第-檀 (22)ト

ス凡ソ左ノ如シ

ー (23)教育二関スル勅語ノ原本(24)

二 御写真拝戴二関スル書類

三 教育二間スル勅語謄本公布二開スル書

類

四 行幸啓こ関スル書類

五 上奏､訴願､建議書類

六 文部省令達書類

七 文部省伺指令書類

八 文部省開申上申及報告ノ重要ナル書類

内訓書類(25)

内規書類 (26)

大学院学生宣誓簿(27)

九 職員任免辞令案

十 職員履歴書 三冊 i甲 高等官 乙

判任官 丙 福岡医科大学(28)

十一 旧職員履歴書

十二 職員叙勲身分取扱二関スル書類

十三 外国人二係ル同上書類

十四 後来参考 トナルヘキ取調書､意見書､

請願書及複令書類

十五 寄付､褒章､奨学資金(29)

十六 訴訟及契約二関スル書類

十七 官庁其他 学校 (30)諸向往復中例規 ト

ナルベキ重要ナル書類

十八 基本財産こ閑スル重要ナル書類

十九 学位二関スル書類

二十 万国会議こ関スル書類

甘- 図書編纂二閑スル重要ナル書類

甘二 版権こ関スル書類

甘三 歳入歳出概算､予算､決算書及重要

ナル関係書類

甘四 官有財産目録及土地建物二関スル重

要ナル書類

甘五 建築及修繕二関スル重要ナル書類

甘六 永久保存スへキ物品購入､引継等二

関スル書類

甘七 職位恩給及遺族扶助料給与二関スル

書類

甘八 主要ナル会計帳簿

甘九 評議会二間スル書類

三十 職員進退簿 j甲判任以上 乙雇員

丙傭員(31)

健一 卒業学生原簿

廿二 廃棄書類目録(別紙記載甲号書式)

廿三 機密書類ノ重要ナルモノ

廿四 学内諸達書類ノ重要ナルモノ(32)

第三 甘年保存二属スへキモノヲ第二種 トス

凡ソ左ノ如シ

ー 外国留学生及海外派遣二関スル書類

二 外国人雇人条約二関スル書類

三 諸復命書
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四 補助諸計算簿

五 会計検査院審理書及質問答弁書類

六 会計検査院認可状及不正当検定通知書

七 収入支出二関スル回議案書及計算報告

二関スル書類

八 土地建物建築設計保管及同附設物二関

スル書類

九 諸印鑑

十 詮衡書類

十一 文官試験二関スル書類

十二 記念祝式二関スル書類

十三 文部省往復

本学限伺開申書類 (33)

巡視以下進退書類(34)

官報(35)

其他之二準スへキ書類 (36)

第四 十年保存二属スへキモノヲ第三種 トス

凡ソ左ノ如シ

ー 職員通知簿

二 学生生徒入学二関スル書類

三 学生卒業証書授与二関スル書類

四 学生生徒懲戒処分二関スル書類

五 学生生徒願伺届書類

学生戸籍謄本(37)

運動会書類 (38)

学生退学原簿(39)

参考書類 (40)

六 本学限り伺書類

七 不要物品払下二関スル書類

八 土地建物､物品校閲及物品償還等こ関

スル書類

九 位払命令及領収証等

十 建築受負身元及修理保証こ関スル書類

其他之二準スヘキ書類

第五 五年保存二属スへキモノヲ第四種 トス

凡ソ左ノ如シ

官報報告

- 統計材料採輯二係ル書類

二 重要ナラザル寄贈物件二関スル書類

三 会計下検査二関スル書類

四 金権検査二関スル書類

五 職員出勤簿､受附簿､発送簿､郵便切

手受払簿､送付簿等ノ類

其他之二準スヘキ書類

第六 一年保存二属スへキモノヲ第五種 トス

凡ソ左ノ如シ

ー 一時ノ処弁ヲ了シタル書類

二 職員賜暇及引寵其他ノ願書届書除服出

仕等

三 図書出版届等二関スル書類

四 職員､出張及帰任届書類

巡視以下願伺届書類

五 官庁其他諸向 卜交互督促或ハ進達書引

換叉ハ取消シ請求及添書ノ類

六 図書物件貸借二関スル不要証書類

七 諸請書

八 雑書類､日誌､宿直日誌 (41)

其他之二準スヘキ書類

第七 前数項 (42)ノ各日二適合セザル文書アル

トキハ書記官ノ決済ヲ経テ其保存期限ヲ

定ムルコトトス

第八 文書ノ保存期限ハ其事件結了ノ翌年一

月一日ヨリ起算スルコト

第九 保存期限ヲ経過シタル文書ハ書記官ノ

決裁ヲ経テ之ヲ廃棄スへシ

但 一年保存こ属スベキ第五種ノ文書ハ庶

務課長限り本文ノ手続ヲ為スコト(43)

同一冊綴込ノ文書中保存期限ノ異ナルモノ

アルトキハ其長期二従ヒ之ヲ処理スルコト(44)

第十 第九二依り文書ヲ廃棄セントスルトキハ

廃棄書類 目録こ其件名及廃棄ノ年月日等

ヲ登録スルコト(45)

第十一 第九条こ依 り廃棄シタル文書ハ之ヲ

会計課二引継クコト(46)
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文書ノ分類

第十二 文書ハ凡ソ大別シテ之ヲ五類二分チ

各類二依り編次ス

其分類別ハ別記定ムル トコロニ依ル

但機密二関スル文書ハ別こ福次綴込シ庶

務課長之ヲ保管シ保存期限ハ書記官ノ決

裁ヲ経テ処理スルコト

第十三 一年保存二属スへキ文書及参考書ハ

之ヲ類別外 トシテ別二保存スルコト(47)

第十四 本手続施行以外二係ル文書ハ総テ此

手続ヲ準用スルコト

分類別綴込表題

第一類

行幸啓書類､附皇室関係 (無期)(48)

上奏､訴願､建議書類 (無期)(49)

文部省令達書類 (無期)(50)

文部省伺指令書類 (無期)(51)

文部省開申上申書類 (無期)(52)

内訓例規書類 (無期)(53)

内規例規書類 (無期)(54)

文部省往復 (甘年)

本学限伺開申書類 (55)(甘年)

学内諸達示書類 (無期)(56)

評議会書類(無期)

評議会議事録 (無期)(57)

〔ママ〕
寄附寄託褒賞書類 (58)(無期)

奨学資金書類 (無期)(59)

外国人関係書類 (無期)

各庁諸学校其他諸向関係書類(重要ナルモ

ノ無期 其他ハ十年)(60)

記念祝式書類 (無期)

参考書類(甘年)

第二類

雇員以上職員進退書類 (無期)(61)

職員履歴書(無期) 甲 高等官 乙 判

任官 丙 福岡医科大学 高等官 判任

官 (62)

旧職員履歴書 (無期)(63)

職員願伺届書類 二冊 甲 重要ナルモ

ノ五年 乙 一年(64)

巡視以下進退書類 (甘年)

仝 (65) 願伺届書類(一年)(66)

学位授与関係書類 (67)(無期)価 )

文官普通試験及詮衡二関スル書類(甘年)(69)

外国留学生書類 (甘年)(70)

万国会議二関スル書類附万国博覧会 (餐

期)(71)

訴訟及契約書類 (無期)(72)

職員進退簿 (無期) 甲 判任官以上 乙

雇員(甘年) 丙 傭 貞 (五年 )(73)

職員通知簿(十年)

徴兵関係書類 (無期)(74)

給水関係書類 (無期)(75)

尊摸堂書類 (無期)(76)

職員簿 別綴簿二冊(無期)(77)

第三類

図書編纂出版版権書類(無期)

統計報告書類 (五年)

雑書類 (一年)

廃棄書類 目録 (無期)

官報 (甘年)(78)

官報報告(五年)(79)

運動会書類 (十年)(80)

端艇競漕書類(十年)(81)

受附簿(五年)

件名簿(五年)

進退件名簿(五年)

会計通知簿(五年)(82)

郵便切手受払簿(五年)

日誌 (一年)(83)

図書館関係

学生監室関係

法科大学関係

京都医科大学関係
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福岡医科大学関係

文科大学関係

理工科大学関係

各部テ本規程及其他適当ノ方法二依 り整

理保存スルコトトス(84)

第四類

学生生徒 (85)入学書類 (十年)

陸海軍委託学生書類 (無期)(87)

学生生徒入学二関スル例規書類 (無期)(86)

学生生徒(88)懲戒処分 (十年)(89)

学生生徒卒業原簿 (90)(無期)

学生卒業証書授与書類 (十年)

学生生徒 (91)関係書類 (,,)(92)

学生生徒 (93)原簿(無期)

大学院学生宣誓簿(無期)(94)

学生戸籍謄本(十年)(95)

学生退学原簿(十年)(96)

学生半途退学名簿(無期)(97)

第五類

会計通則

歳計概算

歳計予算

歳計決算

収入及支出

諸給与

簿記

物品会計

土地建物

建築修繕

資金

出納官吏及検査

甲号書式

廃棄書類目録

文書関係文書引継年月日類別分類保存廃棄年月日廃棄決済庶務課長認印記録編纂番号部局件名 期限書記官認印 主任認印
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この手続は､｢文書ノ保存｣(｢第一｣から ｢第

十一｣､末尾の ｢甲号書式 廃棄書類 目録｣)と

｢文書ノ分類｣(｢第十二｣から ｢第十四｣､｢分類

別綴込表題｣)の2つの部分からなる｡｢文書ノ保

存｣のうち ｢第一｣から ｢第六｣では､文書を保

存期限によって ｢第一種｣から ｢第五種｣に区分

し､それぞれに該当するものを列挙 してお り､｢第

七｣､｢第八｣は保存期限の定め方､｢第九｣か ら

｢第十一｣は保存期限を過ぎた文書の廃棄に関する

手続である｡次に ｢文書ノ分類｣においては ｢第十

二｣から ｢第十四｣で分類と保管に関して述べられ

てお り､実際の分類は ｢分類別綴込表題｣におい

て､｢第-類｣から ｢第五類｣までに分けられてい

る｡ここではまず､保存年限と分類(｢第九｣から

｢第十一｣を除 く部分)の関連について扱い､次に､

廃棄について扱う｡

まず､｢保存年限｣と ｢分類｣に関しては､とも

に5種類に分けられていることから､ 5×5の行列

を形成することができる｡ 5種 (保存期限)にも､ 5

類(｢凡そ大別して-｣)にも､それぞれ具体的な文

書名の列挙があり､非常に詳細ではある｡だが､区

分上の原則が記されていない｡

そのためであろうか､特に ｢分類別綴込表題｣に

おいては､下書きの段階から印刷後に至るまで､幾

度もの加筆修正が行われた形跡がある｡現在保存さ

れている文書との関連については後で述べるが､後

から加筆修正されたと考えられる文書名ほど､保有

されているものに対応 しており､実際に作成される

文書のタイ トルにあわせる形で､この手続の付表を

修正 し続けたことが窺える｡

他方､付表である ｢分類別綴込表題｣において

行われた文書名の加筆修正が､｢文書保存分類及取

扱手続｣の本文においては反映されていないケース

も多 く､同じ手続の本文 と付表で文書名が対応 し

ないものもある｡ 文書名の列挙を中心 とした分類

は､整理用のマニュアルとして誰にでも分かりやす

いものである反面､大学の規模､組織の拡大時期に
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おいて､文書の多様化への対応が困難になりつつあ

ったことが推測される｡特に ｢分類別綴込表題｣に

おいては､｢第一類｣から ｢第五類｣まで序数によ

って分類されているのみであり､その分類の基準

は､列挙されている具体的な文書名から､以下のよ

うに帰納的に導き出さざるをえない｡

まず ｢第-類｣は､大学全体の管理運営に関わ

る書類､文部省とのやり取りに関わる書類をまとめ

たものであると考えられる｡｢無期保存｣に指定さ

れている文書や､戦後の庶務課にも引継がれるシリ

ーズの多 くはここに含まれる｡

｢第二類｣は､特に人事関係の書類､教職員の届

出や伺といった書類が中心であるが､｢万国会議関

係書類｣(庶務課において作成されたと思われる｡

研究協力部より移管)や ｢給水関係書類｣(会計課

において作成｡経理部管財課より移管)といったも

のもあり､やや理解しにくい分類である｡

｢第三類｣は大きく2つに分かれる｡第-は ｢受

付簿｣｢件名簿｣｢廃棄書類目録｣といった､文書

管理事務を円滑に行うための文書であり､｢庶務課

記録係｣で作成されていた可能性が高い｡第二は

｢理工科大学関係｣｢福岡医科大学関係｣といった

部局関連の文書である｡ 後者には保存年限の記載

がなく ｢各部テ本規程及其他適当ノ方法二依り整

理保存スルコトトス｣という但し書きがある｡

｢京都帝国大学文書記録編纂手続｣の ｢第-｣に

は､｢京都帝国大学ノ記録文書ハ凡テ本部庶務課記

録係二於テ之ヲ管理スルコト｣の後に ｢但京都帝国

大学各分科大学ノ文書ハ本記録編纂手続こ依り又

ハ適宜ノ方法二依り記録編纂ヲ為シ当該部局二之

ヲ保管シ置クコト｣という但し書きがあるが､ここ

で ｢当該部局｣の管理下に置 くことが定められた

(記録係には引継がれない)文書がここに分類されて

いる｡

｢第四類｣には､学生に関する文書のほとんどが

含まれる｡なおこの手続の制定時期において､これ

らの文書を扱っていたのは庶務課であり､学生の入

退学などの業務が､庶務課から離れたのは1912(明

治45)年の分課規程改正において､｢舎監｣が ｢学

生監｣と改められてからのことである｡

｢第五類｣は､会計関係の文書のみであるが､こ

こに列挙されている文書にも保存年限の記載がな

い｡手続本文の ｢第二｣から ｢第六｣において､

賓一種(永年保存)から第五種(一年保存)までの保

存年限が定められているので､それとの照合により

保存年限を知ることも可能なはずであるが､これら

の文書は､手続の本文と付表で文書名が対応 して

いないため､それも困難である｡

さらに､｢第-類｣から ｢第五類｣までの分類は

｢作成者｣である部課を単位としたものではない｡

｢第一類｣の文書が庶務課の中心的な業務に､｢第

五類｣が会計課に対応するほかは､部課との対応が

少なく､特に ｢第二類｣､｢第三類｣には､複数の

部局の文書が含まれている｡

｢文書記録編纂手続｣と ｢文書保存分類及取扱手

続｣､さらにその付表である ｢分類別綴込表題｣は､

いずれも同じ1907(明治40)年 5月から6月にが ナ

て作成されたものであるが､原則､総論を中心とし

た ｢文書記録編纂手続｣と具体的な文書名が列挙

された ｢保存分類及取扱手続｣｢分類別綴込表題｣

では､文書の集中管理方針において若干の温度差が

みられる｡

原則である ｢文書記録編纂手続｣においては､

庶務課記録係-の引継ぎ､集中管理が強調されて

おり､その ｢第一｣の但し書きでも､各部局で管理

されるのは ｢各分科大学｣の文書のみとされている

が､｢保存分類及取扱手続｣｢分類別綴込表題｣に

おいては､会計課の業務に関連する文書の保存年限

が記されておらず､記述が他に比べて暖味である｡

文書の一元管理の原則が制定時点ですでに揺らいで

いたことも推測される｡

次に､｢廃棄｣についてであるが､これも､保存

期限を過ぎた文書は書記官の決裁を経て廃棄するこ

と(｢第九｣)や､文書を廃棄する際に ｢廃棄書類
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目録｣に登録すること(｢第十｣)などが定められて

おり､別表の ｢廃棄書類目録｣には8つの記入項

目があり､書記官､庶務課長､記録編纂主任の認

印のための欄も設けられているなど非常に厳密なも

のである｡ さらにこの ｢廃棄書類日録｣は ｢第一

種｣(永年保存)に指定されており､文書廃棄の記

録を残すという原則が重視されていたことがわか

る｡また､廃棄書類は会計課に引継ぐこと(｢第十

一｣)も定められており､文書を大学の財産として

捉えていたことが伺われる｡

それでは､この手続は､その後どうなったのだろ

うか｡

2.4 手続制定後の文書編纂方針

ここまで､『明治四十年 京都帝国大学文書編纂

規程』と題された簿冊に綴られた書類を､書類の綴

りの順序ではなく､古い順に時代を追って紹介し､

文書の分類や保存に関する原則がどのように成立し

てきたのかを見てきたが､この簿冊の一番上に綴ら

れているAは､先に紹介した2つの手続の制定より

約半年後の､1907(明治40)年10月に作成されたも

のである｡

記録編纂執務上之義二付上申

嚢二命ヲ受ケ書類整理こ着手罷在候処本部二

属スル書類ニシテ未ダ未着手之分モ移多有之

(且ツ会計書類 図書館書類ニッイテハ未ダ引

継○こ至候)(98)随テ該書類之編年日録並二索引

目録等(○○之方ハ後廻サレ申居候次第こ候右

こ付テハ)(99)此際事務之進捗ヲ計り当分居残り

夜勤執務スルコトニイタシ度就テハ本学規則一

覧ハ毎年学年ノ初ヨリ二ケ月以内二編纂シ文

部省へ進達スルコトこ相成居り穿年末マデこ印

刷之上本省ハ下之各所へ配布スルコト例二相

成居候ガ右之編纂こ着手ノトキハ一方記録書

類之編纂相遅レ候コトニ相成健二付本年ハ一

編之編纂二限り記録係関係イタサズ 中山課

長指揮ノモトニ庶務課員唯レニテモ主任者決
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定之上ハ命令相成候様イタシ度此義御採用被

下度上申候也

明治四十年十月廿日

記録主任 清水書記

石川書記官心得殿

ここから察する限りでは､半年前に制定された手

続の遵守が既に困難になりつつあるようだ｡会計書

類､図書館書類といった庶務課以外で作成された

書類の引継ぎが進まないことなどから､目録作成が

進まず後回しになっている､その上､文部省に提出

する規則の編纂もしなければならず､｢記録係｣は

多忙を極めているため､書類編纂業務の一部を､庶

務課全体に委託して作業の合理化を図ろうとしたも

のである｡

次に､この簿冊の最後､つまり印刷された2手続

よりさらに後ろに綴られているのが､Nの編纂手続

の改正に関する書類であり､この簿冊の中で最も新

しい｡これは､1912(明治45)年 7月22日起案の

｢文書記録編纂手続改正ノ件｣であり本文は ｢第一

但書中(各分科大学)トアルヲ 『各部局』ト改正ス｣

というものである｡

この改正によって､記録係に引継がれることなく

作成部局において管理される文書の範囲が広がる｡

この時点で ｢分科大学｣には含まれないが ｢各部

局｣に含まれるのは､おそらく学生監室と図書館で

ある｡なおこの半年前の1912(明治45)年 1月に京

都帝国大学分課規程が改正され､学生に関する事

務が､学生監室(舎監室に代わって設置)の､図書

の受領などに関する事務が図書館の所掌となってい

るが､おそらくは､この改正に伴って文書記録編纂

手続も改正されたと考えられる｡これ以降､｢庶務

課記録係｣が引継ぎを受けて編纂､保存を行うの

は､庶務課と会計課の文書のみとなり､文書の集中

管理が､徐々に揺らいでいったと考えられる｡

他方､このように細部の改正がこの年に行われて

いるということは､少なくともこのときまでは､こ

の手続が適用されていたことを逆に示すものでもあ
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る｡しかし､その後この手続に関する文書､あるい

は同様の手続は見出されなくなる｡

1921(大正10)年 4月22日､京都帝国大学分課規

程が再び改正された｡この改正における主要な変更

点は営繕課の設置である｡ しかしそれと同時に､

1897(明治30)年の分課規程制定､1912(明治45)年

の分課規程改定においては､庶務課の業務として定

められていた ｢記録編纂及保存二関スルコト｣とい

う項目が削除されている｡なおこの分課規程はその

後､1928(昭和 3)年 2月7日に再び改正(100)される

が､｢記録編纂及保存二関スルコト｣は削除された

ままである｡

この前後には､文書の処理や編纂に関する手続の

改廃や制定に関する記録は見当たらない｡仮に､

1907(明治40)年制定の2手続が有効であるとすれ

ば､｢庶務課記録係｣は営繕課の文書をも引き継い

で編纂することになるはずであるが､おそらくは､

1921年の時点か或はそれより以前に､全学の記録

を庶務課(の記録係)において､集中的に編纂保有

する､という建前がかなり崩れたことが推測され

る｡

その後1931(昭和 6)年に ｢京都帝国大学庶務課

文書取扱手続｣が制定され､1937(昭和12)年には

それを廃止して､｢庶務課文書処理手続｣フう輔ll定さ

れている(101)｡この二者に共通することは､｢京都

帝国大学｣ではなく､｢庶務課｣の文書処理に関す

る手続であるということである｡

1907(明治40)年に制定された ｢文書記録編纂手

続｣においても､第一項の但書において､当初は

｢各分科大学｣の文書が､1912(明治45)年の改正以

降は ｢各部局｣の文書が ｢庶務課記録係｣による

直接的な管理からは外されていたが､理念上は､こ

の手続を適用あるいは準用して､全学の記録文書を

管理するという建前があった｡ところが昭和に入っ

てから制定された手続においては､そのような建前

はない｡

まず1931(昭和 6)年制定の ｢庶務課文書取扱手

続｣においては､文書の回覧や送付の手順について

のみ定められており､編纂や保存に関する手続は

｢別に定める｣とされるのみである｡さらにこの手

続には､1907(明治40)年制定の手続をはじめとし

て以前の手続や規程の改廃に関する記述がない｡よ

って､｢文書記録編纂手続｣が改正された1912(明

治45)年から1931(昭和 6)年までの時期において､

いかなる手続が適用されていたのかは不明であり､

成文化された手続がなかったとも考えられる｡

他方､1931(昭和 6)年制定の手続を廃止 して

1937(昭和12)年に制定された ｢庶務課文書処理手

続｣は､ 5章50条からなるが､そのうち最後の

｢第五章 文書ノ編纂及保存｣において､文書の保

存についても定められている｡その部分を引用しよ

う ｡

第五章 文書ノ編纂及保存

第四十条 文書ハ文書掛二於テ之ヲ編纂､保

存スへシ但シ人事二関スル機密文書ハ秘

書掛二於テ之ヲ編纂､保存スヘシ

第四十一条 文書ハ左ノ五種二類別シテ之ヲ

保存スへシ

第一類 永久保存

法則ノ制定改廃二閑スル文書其ノ他例規

徴証こ供スヘキ重要文書

第二類 二十年保存

法規ノ執行こ関スル訓令指令通牒等ニシ

テ特二重要ナル文書

第三類 十年保存

五年以上十年以内参照ノ必要アリト認ム

ル文書

第四類 五年保存

一年以上五年以内参照ノ必要アリト認ム

ル文書

第五類 一年保存

一時ノ措弁二係ル文書

前項ノ保存期限ハ結了ノ翌年ヨリ之ヲ起

算ス
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第四十二条 文書ハ処分結了後十 日以内二之

ヲ文書掛二送付スへシ

但シ期限内二送附シ難キモノアル トキハ

予メ文書掛二通知スヘシ

第四十三条 前条二依 り文書ヲ送付スル トキ

ハ其ノ欄外二第四十一条二規定スル保存

類別ヲ表示シ且其ノ紙数ヲ記載スへシ

第四十四条 第-類乃至第四類ノ文書ハ別二

定ムル編纂類 冒こ別チ暦年毎二区別シ完

結ノ順序二従ヒ巻首二目録 ヲ附シテ成冊

スへシ

但シー年ノ中途ニアル場合ハ仮綴 卜為ス

へシ

第四十五条 第五類ノ文書ハ目録ヲ省略シ且

ツ略綴 トシテ保管スルコトヲ得

図面又ハ別紙ニシテ本書二合綴シ難キモ

ノアルトキハ之ヲ別冊 トシテ本書ノ目録中

こ其ノ旨ヲ附記スへシ

第四十六条 -事件ニシテ数類 昌こ関係シタ

ル場合アル トキハ其ノ関係最モ重キ類 冒

二編入ス

第四十七条 仮綴ノ文書ハ之ヲ事務室ノ書架

こ傍へ編纂済ノ文書ハ書庫ノ書架二収蔵

スヘシ

第四十人条 書庫二収蔵スル文書ハ編纂文書

台帳二登録シ年次等ヲ明記シテ捜索二億

ナラシムへシ

第四十九条 保存期間満了ノ文書ハ文書掛之

ヲ調査シ関係掛へ合議ノ上廃棄文書 目録

二登記シ決済ヲ経タル後之ヲ廃棄スヘシ

保存期間満了セサルモノ ト維保存ノ必要

ナキニ至りタルモノ亦同シ

第五十条 文書ノ借覧ヲ要スル トキハ借覧証

ヲ文書掛二提出スへシ

文書ハ学外へ携出スルコトヲ得ス但シ必

要アル場合二於テ予メ期限ヲ定メ庶務課

長ノ承認ヲ経タルトキハ此ノ限ニアラス

前項借覧期間中 卜雄モ必要アル場合ハ返

納セシムルコトアルヘシ

この手続には､1907(明治40)年制定の ｢文書記

録編纂手続｣と同様､目録の作成や､成冊､文書

の閲覧に関しても定められている｡文書の保存年限

に関しても､十年保存以下のものに関しては ｢五年

以上十年以内参照ノ必要アリト認ムル文書｣を ｢十

年保存｣する､というトー トロジーではあるが､

｢永久保存｣と ｢二十年保存｣に関しては原則が定

められている｡

なお､この手続より約 3ケ月前の1937(昭和12)

年10月 6日には､庶務課事務分掌規程が制定され､

これにより､庶務課に秘書掛､庶務掛､文書掛の

3掛が初めて置かれた｡このうち文書掛に関わる部

分は次の通 りである｡

第一粂 庶務課二秘書掛､庶務掛､文書掛ヲ

置キ課務ヲ分掌ス

〔中略〕

第四条 文書掛ハ左ノ事務ヲ掌ル

ー 文書ノ接受発送二間スル事項

二 文書ノ編纂記録及保存二関スル事項

三 統計報告二関スル事項

四 官報報告並学報二閑スル事項

五 刊行物ノ編纂二関スル事項

六 鉄道割引証こ関スル事項

七 公用図書二関スル事項

〔後略〕

庶務課文書掛の所掌事務には､文書の ｢編纂記

録及保存｣が定められている｡先に紹介した ｢庶務

課文書処理手続｣において ｢第四十条 文書ハ文

書掛二於テ之ヲ編纂､保存スへシ但シ人事二関スル

機密文書ハ秘書掛二於テ之ヲ編纂､保存スへシ｣､

｢第五十条 文書ノ借覧ヲ要スル トキハ借覧証ヲ文

書掛二提出スへシ｣というように､文書掛の役割に

ついて述べられていることから､おそらくこれは､

事務分掌規程の制定を受けて作成されたものであろ

うと思われる｡ しかし､先にも述べたように､ここ
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で文書掛が ｢編纂記録及保存｣を行ったのは､庶

務課の文書のみであり､会計課や営繕課の文書は､

ここに含まれないと考えられる｡

以上より､京都帝国大学の文書記録編纂､保存

に関する制度の変遷としては､1907(明治40)年に

｢京都帝国大学文書記録編纂手続｣｢京都帝国大学

文書保存及分類取扱手続｣が制定 されたが､

1921(大正10)年ごろまでにほぼ効力を失い､その

後､1931(昭和 6)年､1937(昭和12)年に再び､庶

務課の文書のみを対象とした手続が制定される､と

いうようにまとめることが可能である｡

ここで､このような制度に影響を与えたと思われ

る､近代日本の記録編纂制度の歴史を概観してお

くことにしたい｡

2.5 近代 日本の行政文書管理との関連

1907(明治40)年に制定された ｢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分類取

扱手続｣は､実際にどの程度の効力を持ったのかを

別とすると､現在からみても優れたものである｡こ

れらは､何の影響を受けて制定されたのであろう

か｡近代日本の行政文書管理の歴史を概観し､こ

れとの関連を中心に考察を行いたい｡

まず､近代日本の文書管理については､いくつか

の時期区分を行うことが可能であり､さらにその区

分は､近代日本そのものの時期区分でもあるともさ

れる(102)｡特に､1886(明治19)年における太政官制

度の廃止と内閣制度の創始が､各省庁や道府県の

文書管理に対しても､大きな影響を与えていること

が知られる｡

まず､明治期の太政官制度の下では､記録文書

の保存管理が非常に重視されていたことが石渡(103)

らによって指摘されている｡この太政官制度下の各

省においては､記録局あるいは記録課が置かれ､そ

こで､その省の文書が一元的に管理されていた｡例

えば､明治2年に設置された大蔵省においては､明

治4年に設けられた記録寮(明治10年に記録局と改
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称)が文書の管理 ･保存にあたり(104)､1873(明治6)

年に設置された内務省においても､翌年 1月に記録

課が設けられて文書の集中管理が明確化された(105)｡

さらに内務省は､その事務章程の第十六条に ｢全国

の記録を保存すること｣と規定しており､1874(明

治7)年､1875(明治8)年の太政官達第三十九号､

第六十八号によって､各庁が作成した文書の目録を

毎年内務省に提出することを命じた(106)｡

特にこの ｢明治八年太政官達第六十八号｣は､

各道府県の文書管理に少なからぬ影響を与えたよう

である｡すでに簿書掛の置かれていた京都府ではこ

れを期に､簿書掛の事務分掌を明確化し､各課掛

の諸帳簿が簿書掛で集中的に管理される体制ができ

あがった(107)｡群馬県と埼玉県の一部の前身であっ

た熊谷県においても､これを受けた同年7月には編

輯掛が置かれ､8月には､文書を完結次第編輯掛

に引渡すようにとの命令が出された｡翌年には簿書

編纂及図書保存条例が仮定され､文書を鍵のある

書類箱へ収納することや､年末に各課別に編纂類別

を行うことなどが定められる(108)｡

もちろん､このように各省の ｢記録局｣や府県の

｢簿書掛｣｢編輯掛｣といった組織が文書を集中的

に保存､管理するということがそのまま､公文書館

制度につながるものではない｡だが､明治20年前

後の太政官や各省の記録担当者が､西洋の公文書

館制度に関してかなりの知識を持っていたであろう

という指摘がある(109)｡太政官制度のもとにおいて

は省庁のみならず内務省の管下にあった府県におい

ても､文書の集中管理体制が著しく進み､公文書

館制度に関する調査や研究も行われた｡実際には外

部に閲覧を許す公文書館制度は発足しなかったが､

記録文書が非常に重要であり､後の時代に備えて残

すべきものであるという考え方が､かなり広まって

いたと考えられる｡

しかし､太政官制が廃止され､内閣制度が開始

された後の文書の編纂､保存の制度にはさまざまな

側面が指摘されている｡ まず､1885(明治18)年の
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内閣制度の創設に伴って､内閣総理大臣から各省

大臣宛に ｢各省事務を整理するの綱領｣が達せら

れ､その第三章 ｢繁文ヲ省ク事｣のなかで公文書の

処理方法を指示するなど､文書行政の集中化を意

図した詳細な文書処理規程が出される(110)｡このよ

うに ｢内閣制度初期においては､官制通知によって

各省に記録局､記録課の設置を義務付け､内閣記

録局による各省文書集中管理体制を各省内におい

て現実化する文書集中管理体制の構築が志向され

ていた｣(111)とされる｡

だがその後､文書の集中管理体制は崩壊したよう

である｡各省では行政整理などによって､記録局､

記録課などの廃止が相次ぐ112)｡文部省において

も､明治26年 1月に行政整理により官房記録課が

廃止されて文書編纂業務を官房文書課で行うよう

になり(113)､全般的に文書編纂業務が縮小傾向とな

る(114)｡さらに文書整理の非体系化が進行したこと

も指摘されている(115)｡

他方､｢地方官官制｣により､各府県の処務細則

の中で文書の編纂保存等について定めることが規定

され､簿冊目録を内務省に差出すという制度が廃止

される(116)｡これに伴って､各府県では文書保存規

程などを独自に定めるが､これらはどれも保存年限

や目録の書式を詳細に亘って定め､また文庫(書庫)

内での火気及び夜間立ち入りを厳禁するといった点

で互いに類似点が多く､相互の参照や､各省庁の

公文書保存 ･廃棄規則の参照が行われていたと考え

られる｡

その一方で､散発的にではあるが､歴史を中心と

した研究者によって､西洋の公文書館制度が紹介さ

れてもいる｡特に黒板(117)や三浦(118)による文書館

理解に対しては､単に歴史研究のための資料保存と

いう観点からではなく､事務上の必要や他分野の研

究といったことをも含めた観点からのものであるこ

とが着目されているが､このような提言は､歴史学

界においてさえも主流の意見とはならず､政府に受

け入れられることはなかったとされる(119)｡

京都帝国大学において､記録編纂､保存の制度

が作られた時期は､文部省を含む各省庁の文書管理

組織が､縮小傾向にあった時期である｡問合せを受

けた東京帝国大学に､記録編纂､保存に関する成

文の規程がなかったことからもわかるように､記録

編纂の規程ないし手続を定めることが義務付けられ

ているような状況があったわけではなかろう｡ おそ

らくは､府県(たとえば京都府)などの文書管理から

影響を受け､文部省と東京帝国大学に問い合わせ

ながら､制定したのではないか｡

3 文書の保存状況からみた文書管理の意義

と限界

2では京都帝国大学における文書記録編纂制度の

変遷を明らかにし､その背景について考察した｡で

はこのような制度は､その後現在に至るまでの保存

状況にいかなる影響を与えたのであろうか｡次に､

2001(平成13)年度に京都大学事務局より移管され

た行政文書の保存状況から､それを推測する｡

3.1 ｢文書保存及分類取扱手続｣と明治期の

行政文書

[表 1]は､｢文書保存及分類取扱手続｣の本文

で ｢種別｣(保存年限)ごとに列挙されている文書

と､この末尾にある ｢分類別綴込表題｣で ｢類別｣

ごとに列挙されている文書を対応させ､さらにそれ

を､2001(平成13)年度移管の事務局行政文書にお

ける保存状況と対応させて作成したものである｡

この表から得られる知見は以下のようなものであ

る｡ まず､第一種(無期保存)で､かつ第一類にな

っているものはほとんどが保存されている｡第二類

のものも7割がた保存されているが､第三類､第四

類のものは大部分が保存されていない ｡

また ｢文書保存及分類取扱手続｣の本文で第-

種の無期保存に指定されているもののうち､｢分類

別綴込表題｣で第五類に分類されるはずの会計関係

の文書については､『予算書類』『予算書』および
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[表1]1907(明治40)年 ｢文書保存及分類取扱手続｣及び2001(平成13)年度移管事務局行政文書の保存状況の対応関係

文書保存及分類取扱手続 2001(平成13)年度移管事務局行政文書の保存状況

本文 ｢第-｣～ ｢第五｣(左端の数字は記載順) 分類別綴込表題

文書表題 檀 .保存年限 類 文書表題 保存年限 至 冊数 備考

1 御写真拝戴ニ関スル書類 無期 ii
2 教育ニ 関 ス ル勅 語 謄本公布 ニ 関 スル 書 類 無期

3 行幸啓ニ 関 スル書 類 無期 第 -一類 行事 啓書類 附 皇室関 係 無 期 M37 卜5 行事の際の､奉迎のスケジュールなどが中心o

4 上奏､訴 願 ､建議 書 無期 節---香 上奏 .訴 願 .建議書 無 期 『上 奏 ､ 訴 願､建 総務部 M38 ド 3件の建議
類 類 議 書 類 』 総務課 M32

5 文部省令達書類 無期 第-...--塞 文部省令達書類 無 期 S 41 ド 訓令から ､ 規 程 の 改 正 ､ 文部省に提出すべ き 書 類の 書 式 に 関 する通牒などo

6 文部省伺指令書類 無期 第一類 文部省伺､指令書類 無期 S20 7 通則や学部規 程 の 改 正 な ど に つ いて､当該部局長 よ り 総 長 へ の 伺 ､総長から文部大臣 へ の 伺 ､ 文 部 大臣より総長-の許可 な ど o

7 文部省間申上申及報告ノ重要ナル書類 無期 第-.一類 文部省間中､上申書類 無期 『文部省間中上申 悪霊 豊 M 30書類』 S10 16 大学 (多くは総長名､ 庶 務 課 の 回覧印あり)から文部大臣 宛 に ､ 大学の状況に関する報告o統 計 的 資料が中心だが､学事年報の原 稿 などもある○

8 内訓書類 無期 節-類 内訓例規書類(内訓書類に例規を朱書) 無期 『文部省内訓例規 悪霊霊 M30書類』 S24 4 ｢訓示｣｢訓令｣｢内規｣が中心だが､通牒なども○大学に村する具体的な注意､指示が中心○学生や教員の政治的活動に対する取締､実験等薬品利用に関する注意など○

9 内規書類 無期 節--一類 内規例規書類(内訓書類に例規を朱書) 無期 S45 卜6 初期のものは､自明治31年至大正15年で1冊､学部規程､分課規程､文書処理規程などの改正も○

10 大学院学生宣誓簿 無期 第四類 大学院学生宣誓簿 無期 S E ≡

ll 職員任免辞令案 無期 職員履歴書 甲 高等官､乙 判任官､丙 福岡医科大学高等官 し該当するものi当らず 】H i12 職員履歴書 三冊(甲 高等官 乙判任官 丙 福岡医科大学) 無期 第二類 無期 ⊆!

13 旧蔵員履歴書 i無期 第二類 旧職員履歴書 甲高等官､乙 判任官以下 無期 S34 15

17 寄付､褒章､奨学 無期 第- 寄附寄託､褒覚 〔ママ〕書類 (寄付､褒 無期 T15 5 大学に対する寄付 に関する記録と､寄付寄託者に対する総長名で

資金 類 糞 〔ママ〕書類に寄託を朱書) の感謝状の原稿○その後､｢寄付行覚書類｣となる○

18 訴訟及契約ニ関スル書類 無期 第二類 訴訟及契約書類 購 l T2 1 綴 られている文書は1件の訴訟事件に関するもののみO

19室官庁其他 学校諸向往復中例規トナルベキ重安ナル書類 無期 第-類 各庁語学校諸向関係 無期∃ S36 62i 庵 の学校､官庁､企業との往復書類o京都 (帝国)大学の教員に対書類.重要 する調査依頼､研究会などの講師依頼が中心o

21 学位二間スル書類 無期 第二類 S47 冒

22 諾 会議-関スルL!無期 第二類 研究協 T4『万国会議ニ関ス 志要恩 M30ル書類』 課【 1 【
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京都帝国大学における文書編纂､保存と事務組織 (保田)

文書保存及分類取扱手続 i 2001(平成13)年度移管事務局行政文書の保存状況

本文 ｢第一｣～ ｢第五｣(左端の数字は記載順) 分類別綴込表題

文書表題 檀 .保存年限 類 文書表題 保存年限 実際の文書名 移管前の管理担当課 良 至 冊数 備考

24 版権ニ関スル書類 無期 1

33 卒業学生原簿 無期 第 四類 学生卒業原簿 無期 l該当するもの見当らずi l

34 廃棄書類 日録 (別紙記載甲骨書式) 無期 第 三類 廃棄書類 目録 無期 ｣

32 職員進退簿 (甲 判任以上､乙 雇 員 ､丙 傭員) 無期 第 二類 職員進退簿 甲 判任官以上 無期 『職員進退簿』 総着部人事課 M36 T14 5

第 二類 職員簿 別綴簿 2冊 無期 l l該当するもの見当らずl t

第 二類 雇 員以上 職 員 進 退 書類 無期 『雇員以上職員進退書類』 総務部人事課 M30 S21 21 i

31 評議会こ関スル書類 無期 節 --類 評議会議事録 無期 『評議会議事録』 総務部総務課 M32 S46 31

節 -.--類 評議会書類 無期 『評議会関係書類』 総着部総務課 M32 S43 60

36 学内諸達書類 ノ重要ナルモノ 鵬 l書芸 ---学内諸達書類 無期 『学内達示書類』 総務 部総務課 M30 S43 18 規程改正､式 典 の 開始､その他学内､職員､ 学 生 生 徒 宛 に､総長名での 達 示 o

14 職員叙勲身分取扱ニ関スル書類 無期 『叙位叙勲関係書類』 総着部人事課 T14 Hll 122

15 外 国人 ニ係 ル同上(叙勲身分取扱)書類 無期

16 後来参考 トナルヘキ取調書､意見書､請願普及複令書類 無期 卜 該当するもの空 事

20 基本財産ニ関スル重要ナル書類 無期

25 歳 入歳出概算､予算､決算書及重要ナル関係書類 無期 『予算書類』 経哩部主計課
『歳入歳出決定計算書』 経理部主計課

26 官有財産目録及土地建物ニ関スル重要ナル書類 無期

27 建築及修繕こ開スル重要ナル書類 無期

28 永久保存スヘキ物品購入､引継等ニ関スル書類 無期 巨 当するものヰ当らず :

29 職位恩給及遺族扶助料給与ニ閑スル書類 無期 i

30 主要ナル会計簿 無期

第 一類 外国人関係書類 無期 『傭外 国人関係書類』 総務部人事課 M30 S3 2 明治30年か ら大正14年のもの1冊､昭和3年 か らの もの1冊○戦後 は『外国人講師進退書類』に継続かo
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文書保存及分類取扱手続 2001(平成13)年度移管事務局行政文書の保存状況

本文 ｢第-｣～｢第五｣(左端の数字は記載順) 分類別綴込表題

文書表題 檀 .保存年限 類 文書表題 保存年限 実際の文書名 移管前の管理担当課 自 至 冊数 備考

第二類 徴兵関係書類 無期 該当するもの見当らず

第二類 給水関係書類 無期 『給水関係書類』 経理部管財課 M33 S13 2

第二紫 尊摸堂書類 無期 該当するもの見当らずi

第三秦 死体解剖関係書類 無期 『解剖死体関係書類』 総着部総務課 M32 TIS 1 死体解剖に関する出願､許可

第 四類 学生生徒原簿 無期 1

第四演 学 生 生 徒 中 途退 学 者名簿 無期

第四類 陸海軍委託学生書類 無期

37 外国留学生及海外派遣こ関スル書類 20年 第二類 外国留学生書類 20年

38 外国人雇人条約ニ関スル書類 20年 i

39 諸復命書 20年

40 補助諸計算簿 20年 卜該当するものや らず :

41 会計検査院審理書及質問答弁書類 20年

42 会計検査院認可状及不正当検定通知書 20年 l

43 収入支出ニ関スル回議案書及計算報告ニ関スル書類 20年

44 土地建物建築設計保管及同附設物ニ関スル書類 20年

45 諸印濫 20年 】

46 詮衡書類 20年 第二類 文官普通試験及詮衡ニ関スル書類 20年 『文Jh地､繭試験 総務部総務課 M31 M44 2 文官任用令により､大学で採用する判任官 (助手､書記)の採用は､

47 文官試験ニ閑スル書類 20年 日日週 が及詮 衡 ニ関スル書類』 ｢本学限文官普通試験委員｣がその事務を取 り扱うことになっているo綴られているのは､その委員の任命､助手､書記の採用に関する書類ol

48 記念祝式ニ関スル書類 20年 節-類i 記念祝式書類 20年 『記念祝式書類』 総務部総務課 M31 S33 9 その後は､『創立記念式関係書類』となる○各年の創立記念 (紀念)式開催に当たつての一件書類が中心○式次第､座席表なども含むo

49 文部省往復 20年 第-類 文部省往復 20年 『文部省往復書類』総務部総務課 M31 S43 40 文部省から大学に対する依頼や照会と､それに対する回答○中心 となるのは文部省が行う講習会や研究会の講師や文部省関連の委員会委員を京都帝国大学 .京都大学の教員に依頼する文書o

50 本学限伺開申書類 20年 第一類 本学限伺間中書類 20年 『本学限何問申書類』 総務部総務課 M3. ーきS23 15 ほとんどが部局長から総長への鶴 かなり些細にわたる事項についての文書が中心o明治期は附属医院関連の文書が大半を占めるが､大正後半から昭和に入ると､特別講演講師や論文審査などの手当支給に関する文書が中心にo部活動関係の文書も多いo
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京都帝国大学における文書編纂､保存と事務組織 (保田)

文書保存及分類取扱手続 1 2001(平成13)年度移管事務局行政文書の保存状況

本文 ｢第-｣～｢第五｣(左端の数字は記載順) 分類別綴込表題

文書表題 種 .保存年限 類 文書表題 保存年限 実際の文書名 移管前の管理担当課 自 至 冊数 備考

第 二類 職員進退簿 乙 雇負 20年 ー 該当するもの見当らず｣52 官報 20年 第 三類 官報 20年

第-類 参考書類 20年 『参考書類 (-)盟 総務部総務課 M31 M35 1 各分科大学の規程改正､教員の身分に関する規則の問合せなどが中心○表紙に ｢第-類｣｢保存二十年｣の印鑑が押 されているo

54 職員通知簿 10年 第二類 職員通知簿 10年 『通知簿』 総務部総務課 M39 M40 1 人事関係､入学許可などについて､日誌形式で 日付順 に綴 られている○

55 学生生徒入学ニ関スル書類 10年 第 四類 学生生徒入学関係書演 10年

56 学生卒業証書授与ニ閑スル書類 10年 第 四演 学 生 生 徒 卒 業証書授与書 類 10年

57 学生生徒懲戒処分ニ閑スル書類 10年 第 四類 学生生徒懲戒処分 10年

58 学生生徒願伺届書類 10年

59 学生戸籍謄本 10年 第 四類 学生戸籍謄本 10年

61 学生退学原簿 10年 第 四類 学生退学原簿 10年

60 運動会書類 10年 第 三類 運動会書類 10年

第 四類 学生生徒関係書類 10年

第一類 各庁語学校諸向関係書類 .重要ナラザル 10年 該当するもの見当らず
モノ (学生に関するものには各部局で管理されているものもある)Z l

62 本学限伺書類 10年

63 不要物品払下ニ関スル書類 10年

64 土地建物､物品校閲及物品償還等ニ関スル書類 10年 i i

65 仕私命令及領収証等 10年

66 建築受負身元及修理保証ニ関スル書類 10年

68 官報報告 5年 第三類 官報報告 5年

第二演 職員願何届書類 二冊 甲 5年

職員進退簿 丙 傭亡:::I負 5年
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文書保存及分類取扱手続 2001(平成13)年度移管事務局行政文書の保存状況

本文 ｢第-｣～｢第五｣(左端の数字は記載順) 分類別綴込表題

文書表題 種 .保存年限 演 文書表題 保存年限 実際の文書名 移管前の管理担当課 自 至 冊数 備考

69 統計材料採輯こ係ル書類 5年

70 重要ナラザル寄贈物件ニ開スル書類 l5年

71 会計下検査ニ関スル書類 5年

第 三類 統計報告書類 5年

72 金棟検査ニ関スル書類 5年

73 職員出勤簿､受附簿､発送薄､郵便切手受払簿､送付簿等ノ類 5年 第 三類 受附簿 5年

件名簿 5年

進退件名簿 5年

郵便切手受払簿 5年

会計通知簿 5年

第 四類 証明書交付簿 5年 し 該当するものi当らず

74 其他之ニ準スヘキ書類 5年

75 一時ノ処弁ヲ了シ夕ル書類 1年

76 職員賜暇及引寵其他ノ願書届書除服出仕響 1年 第二類 職員願伺届書類 二冊 乙 1年

77 図書出版届等ニ関スル書類 1年 I

78 職員､出張及帰任届書類 1年 i

79 巡視以下願伺届書類 1年 第 二類 巡視願伺届書類 1年

80 官庁其他諸向 ト交互督促戎ハ進達審引換又ハ取消シ請求及添書ノ類 1年

81 図書物件貸借ニ関スル不要証書類 1年

82 諸講書 1年 ｣

83 雑書類 1年 第 三演 雑書類 1年 『経書類 甲』『経書類 乙』 総務部総務課 S12 S43 50

日誌 ii十 j日誌 1年 :日誌j 総務部総務課 S13 S42 ll

宿直日誌 宿直日誌 ≡】1年 l該当するもの見当らずl l

図書館関係 ? 1

学生監室関係 ? ト 鵠 ㌶ 芋恕 鋭 て管理■されてよるも もある)
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京都帝国大学における文書編纂､保存と事務組織 (保田)

文書保存及分類取扱手続 2001(平成13)年度移管事務局行政文書の保存状況

本文 ｢第一｣～ ｢第五｣(左端の数字は記載順) 分類別綴込表題

文書表題 荏 .保存年限 類 文書表題 保存年限 実際の文書名 移管前の管饗担当課 自 至 冊数 備考

第三類 京都医科大学関係 ? 1

福岡医科大学関係 ? l皇 該当するもの見(各部局の行政!当らず文書とし1て管理i されてi iいるもl Zのもある) 皇
文科大学関係 ?

理工科大学関係 ? ｣ i

l第五類主 i会計通則 ? 1 I

歳計概算 ? i

歳計決算 ?

収入及支出 ? 】

諸給与 ? l

簿記 ? i 弓
本文 ｢第-｣～｢第五｣とも､実際の文書名 とも対応 しないため､不明l l l l t

物品会計 ?

土地建物 ? i

建築修繕 ?

資金 ? ii

『歳入歳出決定計算書』が明治30年から､『執行予

算書類』が明治38年度から､『概算書類』が明治43

年度から､残存している｡だがこれらはすべてこの

手続の本文では ｢歳入歳出概算､予算､決算書及

重要ナル関係書類｣に分類されるものであり､｢分

類別綴込表題｣においてはそれぞれ ｢歳計予算｣

｢歳計概算｣｢歳計決算｣に分類されるものである｡

実際に保存されている文書の表題と､2手続に示さ

れている表題がそれぞれ対応していないのである｡

ここからも､当初から庶務課において会計課の文書

の編纂､保存を行うことが困難であったことを､推

測することができる｡

つぎに第二種(二十年保存)であるが､このうち第

一類に指定されているものは､ほとんどが現在まで
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系統的に保存されている｡特に 『文部省往復書類』､

『本学限伺開申書類』､『記念祝式書類』については

最初から欠損などもなく保存されている｡またこれ

らは､大学史を知る上で現在においても非常に有用

な資料であることから考えて､何らかの時点で､手

続の本文の ｢二十年保存｣という保存年限に変更

が加えられたとも考えられる｡また､成文化した形

で改正されなくても､何らかの形で方針が変更され

るなどにより､あるいは慣例的に保有されるように

なったのかも知れない｡

このほか､同じく第二種で第二類に指定されてい

るもののうち 『文官普通試験及詮衡二関スル書類』

は明治30年から44年までの2冊が､『参考書類』は

明治30年からの1冊のみが保存されているが､後
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者の表紙には ｢第二類｣｢二十年保存｣という印が

押されており､ 2手続制定の直前に新調された ｢雑

印｣が実際に用いられていたことがわかる｡他方､

第二種で第三類､第四類､第五類のものについて

は現時点では確認されていない｡

第三種(十年保存)､第四種(一年保存)について

は､一部が例外的に残されているのみである｡

以上より､1907(明治40)年に制定された ｢文書

保存及分類取扱手続｣を､現在の文書の保存状況

との関連でみると､五種に分けられた保存年限だけ

ではなく､第-類から第五類までの ｢類｣が､保存

状況の決定要因となっていることがわかる｡第一類

から第五類までの ｢類｣には､そこに含まれる文書

が列挙されているのみで､各類のタイトルや､分類

基準などは全く示されていないため､この ｢類｣を

どのように位置づけるかは難しい｡しかし､戦前に

は両者とも庶務課において作成されていたと思われ

る第一種(無期保存)の文書であっても､第-類と

第三類で､保存状況が大きく異なることから､この

｢類｣が､その文書の扱いや保存の基準を何らかの

形で規定するものであったこということが推測可能

である｡

そして､保存年限が過ぎた文書も､何らかの判断

によって系統的に保存される場合があった｡先に紹

介したように､この手続において ｢二十年保存｣と

指定されたはずの文書の多 くが､明治30年代から

戦後に至るシリーズとして系統的に保存されている

例が多い｡

次に当時の事務組織と保存状況との関連をみる

と次のようになる｡まず､庶務課で扱われていたと

思われる文書(移管時は総務部と研究協力部におい

て管理)は､｢文書保存及分類取扱手続｣において

は､第一類から第三類にあたるが､このうち､第-

類(移管時はほとんどが総務部総務課で管理)と第二

類(移管時は総務部人事課などで管理)にあたるもの

は系統的に保存されている｡

他方､会計課で扱われていたと思われる文書(移

管時は経理部において管理)は､｢文書保存及分類

取扱手続｣においては､第五類にあたる｡ これら

は､実際に保有されている文書のタイトルと一致し

ていない｡これらは部分的には保有されており､特

に明治期のものとしては 『予算書類』と題された文

書が､1900(明治33)年から1924(大正13)年度まで

20冊程度､『執行予算』あるいは 『執行予算書類』

と題された文書が､1905(明治38)年から1949(昭和

24)年度まで40冊程度が保存されている｡また 『歳

入歳出決定計算書』なども､明治期に開始された

シリーズが保存されている｡よって､会計課におい

ても､重要な書類が系統的に保有されていたことは

疑いない｡

しかし､実際の文書の表紙につけられているタイ

トル､｢文書保存及分類取扱手続｣の ｢種別｣で保

存年限別に列挙されているタイトル､付表の ｢分類

別綴込表題｣で示されているタイトル､の三者がほ

とんど一致していない｡また ｢無期保存｣に指定さ

れた文書のうち､｢予算書類｣を除いては､該当す

る文書が見当たらない｡会計課における文書管理に

は1907(明治40)年に制定された ｢文書保存及分類

扱手続｣がほとんど反映されていなかったとみるこ

とができる｡あるいは､手続のほうが､会計課の文

書に対応していなかったと考えることもできるだろ

う ｡

3.2 大正から昭和戦時期の文書保存

文書保存の手続において､文書名を列挙 して保

存年限が定められていたのは､1907(明治40)年の

｢文書保存及分類取扱手続｣一度のみである｡よっ

て､この時期までに作成されていた文書の保存状況

に関しては､この一覧と対応させて確認することが

可能であるが､これ以降の文書については､それが

不可能である｡そこで､実際に､シリーズとして残

されている文書の保存状況を確認し､明治期との違

いを検討することにする｡

まず､大正期以降に作成が開始されたシリーズと
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しては､『精神科学研究奨励金関係書類』(総着部

総務課より移管､1929-1942年､全 2冊)『自然科

学奨励費関係書類』(総務部総務課 よ り移管､

1917-1943年､全11冊)､さらには､『科学研究費

二関スル書類』(1939-1945年､戦前のものは7

冊)のように､研究助成等に関わる文書が目立つ｡

さらに､1930年代後半以降から､それ以前には

保有されていなかったと思われる文書がシリーズと

して保存されるという傾向が生じる｡『雑書類 甲』

(1937-1968年､全22冊)『雑書類 乙』(1937-

1968年､全31冊)､『日誌』(1938-1944年､

1948-1949年など)である｡『雑書類』や 『日誌』

などは､明治40年の文書保存手続においては､五

年保存､一年保存などの扱いになっていたものであ

り､明治､大正期のものは保存されていない｡それ

が ｢庶務課文書処理手続｣が制定された1937(昭和

12)年より後のもののみが保有されている｡

とはいえ､この ｢庶務課文書処理手続｣におい

て ｢永久保存｣に指定されているのは､｢法則ノ制

定改廃二関スル文書其ノ他例規徴証二供スへキ重要

文書｣であり､具体例は挙げられていないが､日誌

や雑書類が永久保存扱いになったとは考えにくい｡

さらにこのような例は､庶務課の文書(120)だけで

はなく､会計課(121)の文書にも散見される｡例えば

会計監査関係の文書なども､1930年代後半以降の

もののみが保存されている｡この時期以降の文書が

どのような理由から多く残っているのかについては

不明であるが､仮説としては､費用や人手などの理

由から廃棄が行われなかったということも考えられ

る｡あるいは､1937年制定の手続によって､五年､

十年などの保存期間に定められたものが保存中に終

戦を迎え､新制大学への制度変更などが行われたた

め､旧制時代の文書として､現在に至るまで廃棄さ

れずに残されたということもありうるだろう｡

さらに戦時期の文書に関してであるが､従来から

のシリーズとなっているものは､基本的に戦時期の

ものも含めて保有されている｡終戦後､直接戦争に
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関連する文書が廃棄された可能性は高い(122)が､そ

れ以前のものも含めた大量焼却などは行われなかっ

たのではないか｡

4 まとめと考察

4.1 京都帝国大学における文書管理の変遷

京都帝国大学における記録管理の歴史は､次の

ように区分することができると考えられる｡

第一期は､1897(明治30)年の京都帝国大学創立

から､1907(明治40)年までの時期である｡ この間

には1897(明治30)年に京都帝国大学分課規程が制

定され､庶務課の所掌事務として文書の編纂保存

が定められたことをはじめとして､学内の諸規程が

整備されたが､記録管理についても試行錯誤を重ね

ながら､1907(明治40)年には､｢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分･類取

扱手続｣が制定されるに至る｡ 文書の集中管理方

針が確立されていく時期であるといえるだろう｡

この時期に作成された文書の保存状況を見ると､

当時の庶務課で作成されていた文書に関しては､

｢文書保存及分類取扱手続｣をかなり反映する形で

保存されている｡しかし､会計課で作成されていた

文書に関しては､一部の文書が系統的に保存されて

いるものの､｢文書保存及分類取扱手続｣との対応

が少ない｡

第二期は､1907(明治40)年より､1912(明治45､

大正元)年までの時期である｡この時期には､制定

された2手続が辛うじて守られていたが､集中管理

が困難になりつつあった時期と考えられる｡ そし

て､1912(明治45)年に､｢京都帝国大学文書記録編

纂手続｣が一部改正され､分科大学以外の部局(図

書館とおそらくは学生監室)の文書が ｢庶務課記録

係｣による集中管理から離れる｡

第三期は､1912年から1931(昭和 6)年までとす

るが､この時期に関しては1921(大正10)年に京都

帝国大学分課規程が改正され､庶務課の所掌事務

のうち､｢文書の編纂保存｣が削除されたというこ
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とを除くと情報が少ない｡いずれにせよこの時期に

は､1907年制定の2手続が適用されなくなり､お

そらくはそれに代わる手続などもなく､｢庶務課記

録係｣における文書の集中管理方針が崩れた時期と

見なすことができるだろう｡

文書の保存状況に関しては､第一期､第二期か

ら続けて作成されているシリーズの文書に関して

は､それまでとほぼ変わらず保存されている｡しか

し､それまでは背表紙に記入されていた巻の番号が

大正に入ってからなくなるなど､系統的な管理が以

前ほどは行われなくなったという推測も可能であ

る｡またこの時期から作成されるようになったシリ

ーズの文書は､それ以前と比較して保存状態の悪い

ものが多 くなる｡

第四期は1931(昭和 6)年以降とする｡1931年に

は ｢庶務課文書取扱手続｣が制定される｡ 編纂､

保存に関しては ｢別に定める｣とあるが､京都帝国

大学庶務課が､庶務課の文書に限ってではあるもの

の､文書処理に関して再び手続を定め､編纂保存

にも取 り組み始めた時期とみなすことができる｡そ

して1937(昭和12)年には文書の編纂､保存に関す

る10条を含む ｢庶務課文書処理手続｣が制定され

る｡

だが､文書の授受や回覧などの処理を中心とした

この規程のうち､保存期限に関する部分が守られて

いたとは考えられない｡良し慈しは別として､この

時期以降､文書が廃棄されなくなっている｡ ｢雑｣

書類や日誌など､長期保存に指定されているとは考

えにくいものがシリーズとして､あるいは散発的

に､現在に至るまで保有されていることがこの時期

の特徴である｡

4.2 文書管理の単位について

京都帝国大学における文書編纂､保存の変遷は､

集中管理体制の崩壊過程であるといえるだろう｡ ど

の程度の集中管理が望ましいのかは､難しい問題で

ある｡極論としては､全国の大学の文書を一ヶ所に
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集めるという集中管理もあり得る｡全国の府県が文

書の目録を内務省に提出するという太政官時代の文

書管理は､これに近いシステムであった｡現在の京

都大学においては､大学全体として文書の保存管理

を行い､大学文書館が非現用文書の保管を行って

いるが､もう一つの選択肢としては､各学部を単位

とした文書管理を行い､各学部がアーカイブズを持

つということも可能であろう｡

ただ､ある程度長期的な視点で考えた場合､頻

繁に変遷し､分割､統合される部課は､文書管理

の単位としては小さすぎるであろうというのが､私

の考えである｡

京都帝国大学の ｢庶務課記録係｣あるいは ｢庶

務課文書掛｣が行っていた文書管理において､当初

は､全学の文書を対象としていたものが､後には庶

務課の文書のみが対象となった｡このように集中管

理体制が崩れたにもかかわらず､創立当初から蓄積

されてきた文書がシリーズとして戦後まで継続的に

作成され､保存されてきた理由として､一つには､

庶務課の業務を分割するような分課規程改正が､

1912(明治45)年以降行われていないことが挙げら

れるだろう｡

しかし､戦後､とりわけ高度成長期以降において

は､非常に目まぐるしく組織が変遷している｡この

ような状況で､部課を単位とした文書保存を行って

いたとすれば､業務の連続性を長期的に捉えること

が困難となる｡

組織の変遷が目まぐるしく行われる時期にこそ､

頻繁な分割､統合を超えた単位で文書を保存する

ことの重要性は高まると考えられる｡

4.3 評価選別における現用時の価値

文書の評価選別においても､整理､目録作成に

おいても､記録発生母体である組織に目を向けるこ

との重要性は早 くから主張されている｡評価選別に

関する議論は､｢記録作成当事者である行政当局に

任せるべきである｣とするジェンキンソンの主張､
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｢記録の価値を 『一時的価値』(業務価値)と 『二次

的価値』(証拠的価値､情報的価値)に区分し､評

価に際しては記録作成母体の組織と機能に習熟し､

さらに研究者や学生を含む利用者のニーズについて

も学習する必要がある｣とするシェレンバーグの主

張､記録の作成母体である組織体を超えて､その組

織を含む社会全体の姿をトータルに伝えることにま

でも踏み込むブームスの主張といったものがある(123)｡

現時点でいずれの主張が適切であるかという判断

は難しいが､評価の対象となる記録が､作成者であ

る組織体においていかなる価値を持つものとして扱

われていたのかを知ることが､評価､選別において

不可欠であることは疑いない｡

そして､これを知るうえで､創設期の文書管理に

関する資料は非常に有用なものである｡現在移管さ

れた帝国大学時代の文書のなかには､1907年に制

定された手続において ｢無期保存｣と指定されてい

るものもあれば､この手続では短期間の保存に指定

されているにもかかわらず､何らかの理由で現在に

残されているものもある｡後者のなかにも､歴史研

究において有用と思われるものは多く､作成時にこ

れらが廃棄されるべきものに指定されているからと

いって現在これを廃棄せよというのではない｡しか

し､作成時にどの程度の重要性があるものとして扱

われていたのか､ということに関する情報は､目録

その他にも何らかの形で加え､利用者に対してもそ

のことが伝わるようにすることは必要であろう｡

過去の文書について､それらの文書が偶然廃棄さ

れずに保存されたのか､あるいは､当時に何らかの

評価が行われた結果保有されたのか判断することは

困難であるが､これを知ることは､文書の評価､選

別を行う上で重要であると考える｡

4.4 連続性 ･原秩序 ･出所原則

最後に､文書の整理についてであるが､ここでは

文書作成時の組織編成に関する情報を､整理､目

録作成に生かすことの重要性を指摘しておきたい｡
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資料整理においては､原秩序､出所原則の維持と

いうことが従来より強調されており､現在において

は､移管､引継ぎ時の秩序を崩して､年代別やテ

ーマ別に文書を整理してしまうということはほとん

ど考えられない｡しかし道に､わが国の文書館で

は､史料整理の基礎となる ｢出所の原則｣を､｢家

わけをくずさない｣と同様に､引継移管時の排列を

そのまま保存するという意味で受け取られる傾向が

強かったようである(124)｡他方､原秩序の復元とい

う観点から､史料群の階層構造を再構成することの

重要性も指摘されている(125)｡

｢出所の原則｣と ｢原秩序｣とは､ほぼ同義に解

されることが多い｡確かに､直前まで現用であった

文書が､その作成課(-管理課)によって移管される

場合には､これらを同義に解してもなんら問題はな

い｡しかし､長い年月の間に､組織が改編を繰り返

している場合には､注意が必要である｡

近年は､市町村合併に伴い､記録史料の散逸防

止が課題として取り上げられている｡

だが整理という観点からは､組織の分割に伴う困

難の方が大きいのではないか｡そして､市町村､大

学などの大きな組織は､分･劃されることよりも合併

されることの方が多いが､その内部の事務組織であ

る部課掛は､特に高度成長期以降､90年代までの

時期において分割を繰り返している｡このことが文

書の原秩序を損ねることにつながっているのではな

いか｡

京都帝国大学における事務組織は､当初庶務課

(現在の総務部､研究協力部､情報化推進部に相

当)と会計課(現在の経理部に相当)のみの時期が長

く､1921(大正10)年に営繕課(現在の施設部に相

当)が､1929(昭和 4)年に学生課(現在の学生部に

相当)が設置されるが､大きな変化は起こっていな

い｡事務組織が複雑化するのは1960(昭和35)年以

降であり､部が設けられ､その中に複数の課が設け

られるようになる｡このような組織の拡大には､新

たに業務が必要となったことに伴うものもあるが､
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多くの場合は､従来の業務が複雑化したことに伴っ

て､従来の組織を分割する形で生じている｡ そし

て､これに伴って､帝国大学時代からの文書も分割

されて引継がれ､管理されてきた｡帝国大学時代

に､掛さえ置かれていなかった ｢庶務課｣が作成し

た文書は､現在､総務部総務課､総務部人事課､

研究協力部国際交流課などに分割されて管理され

ている｡

このような管理は､一面では､帝国大学時代か

ら現在につながるシリーズを形成するのに役立って

いる｡組織の形態は変化しても継続的に作成されて

いる文書は数多く､これらを分･断せず､一つのシリ

ーズとして扱うことができるのは､組織改編に伴っ

て文書を引継ぎ続けたことによるものであろう｡

だが他方､このように文書が引継がれたことによ

って､時には一つのシリーズが複数の課に分散して

しまう危険性もある｡実際に､2001年度の移管時

にはこのような例が目立った｡同一のシリーズを､

複数の課が重複して登録しているケース､複数の部

課で分割して保管しているケースなどもあった｡今

後､これらのシリーズとしてのまとまりを回復する

ことが課題となる｡

ある文書が形を変えながらも百年以上に亘って作

成されてきたという連続性に重きをおくのか､ある

いは､その時点､その時点での組織と文書の関係を

原秩序として復元することを選ぶのか､これは､非

常に難しい問題であるが､コンピュータによる検索

システムにの充実などにより､ある程度まではこれ

らを両立させることも可能である｡むしろ､それを

可能にするために重要な課題は､組織と文書の関

係､作成時点における文書の重要度や位置付けを

明らかにしていく作業である｡ 幸い創立後10年と

いう限られた時期に関しては､ここで紹介した2手

続とその制定に関する一件書類が保有されていたた

め､この時期までに作成された文書に関しては､か

なり多くのことが明らかになった｡しかし､このよ

うに便利な資料が他の時代に関しても保有されてい

るというわけではない｡今後は､それらの時代に関

しても文書それ自体の構造を分析しながら､これら

を明らかにしていく必要があろう｡

ここで紹介したのは､京都帝国大学時代の文書

管理に関する断片的な情報であるが､これを基礎と

して､京都帝国大学一京都大学における文書､業

務､組織に関するより適切な理解を進め､評価選

別､整理､目録作成に生かしていくことが今後の課

題である｡
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(ll) ｢御中｣を線で消して ｢長宛｣｡

(12)東京大学史史料室所蔵｡

(13)所滞潤 ｢明治22年の帝国大学文書取扱規程｣

『東京大学史史料室ニュース』第5号､1990年｡

(14)宋書き｡

(15)Fでは ｢編纂｣を ｢製冊｣に朱書きで訂正｡

(16)Fには ｢別紙丁号書式ノ｣なし｡
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(17)Fにおいてこの一文を未で削除｡L､L一にはこの

一文なし｡

(18) ｢大正12(1923)年 7月になると､｢会計課事務

分掌規程｣が定められ､会計課には､予算決算掛

をはじめ､7掛を置くこととされた｡しかし､大

正11(1922)年 2月の規程制定の起案文書には､既

に出納掛や監査掛の名称が使用されており､かな

り早くからこれらの掛が設置されていたことが推

測される｡｣｡京都大学百年史編集委員会編 『京都

大学百年史』総説編､p995｡

(19) 『京都大学百年史』総説編(p959)には ｢｢京都

帝国大学分課規程｣では掛を置くことができると

なっていたが､当時は掛をおかず適宜事務を分掌

していた｣とある｡

(20)例えば､京都府の ｢文書編纂保存規程｣(明治

36年12月10日制定)においては､虫害の防止や火

気厳禁などのほか ｢第十三条 常二文庫ノ開閉ヲ

憤ミ其管鈴ハ退庁ノ際宿直員二託スベシ｣とも定

められている(渡辺佳子 ｢明治期京都府における文

書管理の変遷｣『資料館紀要』第19号､1991年､

p40｡)｡群馬県においても､明治25年の庁達など

において同様の厳格な管理方針が示されている(阿

久津宗二 ｢群馬県における明治期公文書の編纂過

程と保存規則｣『双文』vol.1､1984年､p72-

73｡)｡

(21)Gにおいては ｢第一条｣｢第二条｣のように ｢条｣

をつけて書き､その後 ｢条｣の字を朱筆で抹消し

ている｡M､Mでは当初から ｢第一｣｢第二｣とな

っている｡

(22)Gで ｢類｣を ｢種｣と訂正｡以下 ｢第五種｣ま

で同じ｡

(23)Gにのみ番号が振られている｡ 以下同じ｡

(24)Gにおいて､この一文を削除｡M､M'にはこれ

にあたるものなし｡

(25)Gでは欄外に朱で加筆｡

(26) 同前｡

(27) 同前｡

(28)Gでは ｢j｣以下を栄で加筆｡

(29)Gでは ｢奨学資金｣を朱で加筆｡

(30)Gでは ｢学校｣を朱で加筆｡

(31)Gでは ｢i｣以下を栄で加筆｡

(32)Gでは ｢学位請求論文本学令達｣を朱筆で抹消

し､｢学内諸達書類｣に訂正｡

(33)Gでは欄外に栄で加筆｡

(34) 同前｡

(35) 同前｡

(36) 同前｡

(37) 同前｡

(38) 同前｡

(39) 同前｡

(40) 同前｡

(41)Gには ｢日誌､宿直日誌｣なし｡

(42)Gで ｢条｣を ｢項｣に訂正｡

(43)Gでは ｢コトヲ得｣を ｢ヲ得｣を栄で抹消｡

(44) 同前｡

(45)Gでは ｢スヘシ｣を ｢スルコト｣に訂正｡

(46)Gでは ｢ヘシ｣を ｢コト｣に訂正｡

(47)Gでは ｢コトヲ得｣を ｢ヲ得｣を朱で抹消｡

(48)Gでは ｢帝室関係書類(無期)｣となっている｡M

ではこれを線で抹消し ｢行幸啓書類､附皇室関係

(無期)｣を上部に加筆｡Mで は､前者を張り紙で

抹消しその上に後者を加筆｡

(49)Gでは ｢(,,)｣とあり｡

(50) 同前｡

(51) 同前｡

(52) 同前｡

(53)Gでは ｢内訓書類｣､M､Mでは ｢例規｣を後か

ら加筆｡Mではさらに上部に ｢文部省｣と鉛筆で

加筆｡

(54)Gでは ｢内規書類｣､M､Mでは ｢例規｣を後か

ら加筆｡M ではさらに上部に ｢本学内｣と鉛筆で

加筆｡

(55) Gでは ｢開申｣を校正記号で加筆｡

(56)Gでは ｢内訓書類｣から ｢学内諸達書類｣まで

下段に後から加筆｡Gでは ｢学内諸達書類｣とな

っているが､M､Mで ｢示｣を加筆｡

(57)Gにはこの項目なし｡Mで下にMで上部余白に

加筆｡

(58)Gでは ｢寄附､褒賞書類｣M､Mで ｢寄託｣を

校正記号などで加筆｡
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(59) Gでは下段に後から加筆｡その上に ｢甲 乙｣

とある｡ Mでは下に(二冊)とある｡

(60) Gでは ｢諸向関係書類｣とありその上部に ｢学

校其他｣を校正記号で加筆｡下には ｢甲 例規 ト

ナリ重要ナルモノ(無期) 乙 重要ナラザルモノ

(十年)｣ とある｡ Mでは貼紙でMで は線でGと同

じ記述を抹消 し ｢各庁諸学校其他諸向関係書類｣

と修正｡

(61)Gには ｢雇員以上｣はなし｡M､M'には校正記

号で加筆｡

(62)G､M､M'とも ｢甲 高等官｣以下を後から加

筆｡

(63)Mのみこの下に ｢甲 高等官 乙 判任官以下｣

と加筆｡

(64)Mでは ｢二冊｣以下を加筆｡

(65) ｢巡視以下｣のこと｡

(66) Gでは ｢職員願伺届書類｣からここまでを､上

部余白に加筆｡

(67)Gでは ｢学位関係書類｣､M､Mで ｢授与｣を加

筆｡

(68) Gでは ｢(,,)｣とあり｡

(69)Gでは ｢詮衡二関スル書類(甘年)文官試験二関

する書類(〟)｣となっている｡

(70)Gでは ｢(,,)｣とあり｡

(71)Gでは ｢万国会議二関スル書類｣のみ｡M､M'

で ｢附万国博覧会｣を下に加筆｡

(72)Gでは ｢(,,)｣とあり｡

(73)G､M､M'とも ｢甲判任官以上｣以下は下に加

筆｡Gでは ｢甲判任官以上 乙雇員 丙傭員(輿

期)｣となっている｡

(74)G､Mにはなし｡M'にのみ印刷後上部に加筆｡

(75)Gにはなし｡M､M'には印刷後上部に加筆｡

(76)Gにはなし｡M､M一には印刷後上部に加筆｡

(77)Gにはなし｡M､M'には印刷後上部に加筆｡M

には ｢別綴簿｣はなし｡

(78)Gでは下段に加筆｡

(79)Gでは下段に加筆｡

(80) Gでは下段に加筆｡

(81)Mにのみ加筆｡他にはなし｡

(82)M-の下段に加筆｡G､Mにはなし｡

(83) Gでは ｢受附簿｣から ｢郵便切手受払簿｣まで

上部余白に加筆｡

(84)M､M'には ｢法科大学関係｣から ｢理工科大学

関係｣までの5項目にかかるように ｢‡｣を用いて

下段に書かれている｡

(85)Gでは ｢生徒｣を校正記号で追加｡

(86) Gにはなし｡M､M'の下段に印刷後加筆｡

(87)Gにはなし｡Mの下部､M7の上部に印刷後加筆｡

(88) Gでは ｢生徒｣を校正記号で追加｡

(89) Gでは ｢(,,)｣とあり｡

(90)｢生徒｣はGにはなし｡M､Mfに印刷後校正記

で加筆｡

(91)Gでは ｢生徒｣は校正記号で追加｡

(92)M､Mではこの項目をM では貼紙､Mでは校正

記号を用いて ｢学生生徒関係書類｣に修正｡

(93)Gでは ｢生徒｣は校正記号で追加｡

(94)Gでは下段に後から加筆｡

(95) Gでは下段に後から加筆｡

(96)Gでは下段に後から加筆｡Mでは筆で抹消｡

(97)Gにはこの項目なし｡M､M'には印刷後加筆｡

(98) ()内は校正記号を用いて行間に加筆｡

(99) ()内は行間に加筆｡

(100)従来の学生監室に代わって学生課が設置された

ことに伴うものであり､庶務課､会計課､営繕課

の業務に関しては変更なし｡

(101)これらはいずれも 『本学内規例規書類 自大正

十五年 至昭和十六年』のなかに綴られているが､

一件として綴られているのは､1937(昭和12)年制

定の ｢庶務課文書処理手続｣のみであり､1931(昭

和 6)年制定の ｢庶務課文書取扱手続｣の方は､

前者の後に､参考書類のような形で綴られている｡

(102)三上昭美 ｢総説｣『日本古文書学講座 9 近

代編 1』雄山閣出版､1979年｡ここでは ｢第一期

は､武家文書が公式様文書に代わった慶応三年一

二月九日(一八六八年一月六日)から養老の職員令

が施行された明治二年(一八六九)七月までの一年

七ケ月である｡第二期は､明治二年(一八六九)七

月のいわゆる明治の職員令が施行され､明治一九

年に太政官制度が廃止され､内閣制度が創始され､

それにともなって明治一九年二月に公文式が制定
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されるまでの一六年二ケ月である｡ 第三期は､明

治一九年二月に公文書 〔公文式の誤りか :筆者註〕

が制定され､それが施行された明治四二年(一九o

九)二月までの二三年間である｡ 第四期は､明治四

二年二月､公式令が制定施行され､昭和二二年

(一九四七)五月の新憲法の施行に伴って公式令が

廃止された四五年二ケ月間である｡｣と､近代を支

配文書の様式によって区分している｡

(103)石渡隆之 ｢公文書 Ⅰ 太政官 ｡内閣文庫｣『日

本古文書学講座 9 近代編 1』(雄山閣出版､

1979年)｡明治初期に作成された ｢編纂課処務ノ

目的草案｣(明治 4年ごろ)や ｢記録課車種｣(明

治 6年)､｢太政類典編成二付上書｣(明治8年 1

月)に､｢歴世経国ノ法秩然｣にとって記録が何物

にもまして不可欠のものであるとする考え方を見

出している｡

(104)加藤新一 ｢大蔵省｣『日本古文書学講座 9 近

代編 1』雄山閣出版､1979年､p147｡

(105)三上昭美 ｢内務省｣『日本古文書学講座 9 近

代編 1』雄山閣出版､1979年｡

(106)渡辺､前掲､p4｡

(107)渡辺､前掲､p12｡

(108)阿久津､前掲､p57-58｡

(109)高橋喜太郎 ｢明治前期を中心とした政府の記録

組織の変遷等について｣(岩倉規夫 ･大久保利謙

編 『近代文書学への展開』､柏書房､1982年､

p238-266)｡ これによると､明治10年前後の日本

においては､太政官記録課､文部省､内務省など

によって､ヨーロッパ諸国の公文書館制度に関す

る調査研究が行われて､｢仏国記録法｣｢普国記録

法｣と題された翻訳稿本が作成されている｡ さら

に､明治20年ごろに作成されてコンニャク版で印

刷され､逓信省から各方面に配布されたとされる

｢記録法案｣においては､お雇い外国人であったバ

ウル ･マイアットが､日本とドイツの記録保存を

比較し､日本においても時限を経過した公文書を

集めて ｢史誌局｣を設け､人民にも利用させるこ

とを提言しているという｡

(110)三上､前掲､p135｡

(111)加藤､前掲､p147｡

(112)加藤､前掲､p147｡ 大蔵省では明治23年6月の

行政整理によって大蔵省記録局が廃止され､代わ

って文書管理を担うことになった大臣官房文書課

の規模も縮小された｡

(113)高橋､前掲､p240｡

(114)高橋､前掲､p255-2570

(115)加藤､前掲､p155､渡辺､前掲など｡

(116)渡辺､前掲｡

(117)黒板勝美 ｢古文書館設立の必要｣『史学雑誌』

第10編第4号､1913年他｡

(118)三浦周行 ｢欧米の古文書館｣『史林』第9巻､

1924年他｡

(119)青山英幸 ｢日本におけるア-カイヴズの認識と

｢史料館｣･｢文書館｣の設置｣(安藤正人 ･青山

英幸編 『記録史料の管理と文書館』北海道大学図

書刊行会､1996年｡)､鈴江英一 『近現代史料の

管理と史料認識』北海道大学図書刊行会､2002

年､第一章第二節 ｢文書館理解の軌跡｣など｡

(120)2001年の移管時には､総務部､研究協力部で管

理｡

(121)移管時には経理部で管理｡

(122)鳥養利三郎 『敗戦の痕』(仁友会､1968年)には

終戦直後の様子について ｢また文部省からは､戦

時中の書類と研究報告を焼き捨てろ､と言ってく

る｣とあるが､鳥養自身は研究資料の焼き捨ては

行わなかったとしている｡ 行政文書が実際にどの

程度焼却されたのかは不明である｡

(123)安藤正人 『記録史料学 と現代』吉川弘文館､

1998年､第五章より要約｡

(124)鈴江､前掲､p264-265｡

(125)安藤正人 『日本古文書学講座』第11巻 雄山関

出版､1981年など｡
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