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大学における資料保存の意味と意義

東京学芸大学大学史資料室室長 1 　藤井健志

はじめに

　東京学芸大学の大学史資料室は、2012 年 4 月に開設された。開設にいたるまで

の多少の経緯は簡単に報告をしたことがあるが 2 、本稿ではそうした具体的な経緯

を、「大学における資料保存の意味と意義」という、やや大げさではあるが、より

広い文脈に位置づけて考えようとするものである。言い換えると、本稿はタイトル

で示した問題を一般的に考えるのではなくて、あくまでも私たちの東京学芸大学大

学史資料室に即して考えようとするものである。その点では、タイトルは大げさす

ぎるかもしれないが、私たちが現実に直面をした問題が、大学における資料保存と

いうより大きな問題のどの部分に関わっているのかを確認するという意味を持って

おり、必要な作業であると考える。

　なお本稿は、基本的には大学アーカイブズに関する諸研究を参照しながら書いて

いるが 3 、脚注で触れ、また後でも述べるが、現在の私は東京学芸大学の図書館長

でもあり、図書館の方でも、大学史資料室と似た問題を感じることもある。そのた

めに本校のタイトルにはアーカイブズという文言を使わずに、単に「大学における

資料保存」とした。

1.  大学史資料室の発端

　東京学芸大学（以下、本学と略称する場合がある）の歴史は、1873 年（明治 6 年）

に開設された東京府小学教則講習所までさかのぼると考えてよい 4 。その後いくつ

かの師範学校が東京に創られ、戦後それらが統合されて東京学芸大学となるのであ

る 5 。現在本学の世田谷地区、竹早地区、大泉地区等に11もの附属学校園があるのは、

この歴史を反映している。ここから考えると、本学の歴史は実は 140 年を超える

と言ってよい。ただし戦前の東京に本学の前身の師範学校があったために、空襲の

被害を受けており、さらにその後の度重なる移転のために失われた資料も多い。し

かし一部分であっても資料は残っているはずであるし、現実にそれらを使って『東

京学芸大学二十年史』 6（以下では『二十年史』と略すことがある）、『東京学芸大学

五十年史』7 （以下では『五十年史』と略すことがある）が書かれている 8 。また戦後、

教員養成が戦前とは全く異なる体制で行われるようになるが、それに関する資料も

本学には残されている。

　大学史資料室（以下、資料室と略称する場合がある）の発端は、教育史や博物館学・

アーカイブズ学の教員が、こうした資料の保存や管理方法、利用方法を心配したと

ころにある。彼らの中には『東京学芸大学五十年史』の編纂に関わっていた人もおり、

資料の置かれた状況をよく知っていたのである。当初、私は関わっていなかったの

で、具体的な事情について詳しくは知らないが、残念ながら当時の学長があまり積

極的ではなかったという。私が知る限り、現在の大学史資料室につながる具体的な

活動が始まったのは村松泰子学長時代である 9。2010 年 4 月に村松学長となり、同

1 本文で述べるように、この文章を書
いている 2014 年 2 月の時点で、私
は東京学芸大学大学史資料室の室長
という立場にいる。しかし 2010 年
度以降、東京学芸大学における私の
立場は目まぐるしく変わった。2010
年～ 11 年度は学長補佐であり、12
年度に副学長（広報 ･ 情報担当）・図
書館長となった。この年に大学史資
料室の室長という立場が加わったの
だが、これが 2013 年度には理事（総
務 ･ 国際担当）・図書館長・大学史資
料室長となる。すなわちこれが現時
点の肩書きである。さらに 2014 年
度には副学長（大学改革担当）とな
るとともに、図書館長・大学史資料
室長を引き続き兼務することになる
予定である。このように立場が頻繁
に変わるのは大学としては好ましく
ないと思うが、いろいろ仕方のない
事情が関わっている。いずれにして
も自分の大学における立場を紹介し
たのは、こうした立場が、東京学芸
大学の大学史資料室の立ち上げに微
妙に作用していると思うからである。

2 藤井健志「大学史資料室―これま
でとこれから―」。この文章は 2012
年 6 月に発行した大学史資料室のパ
ンフレットに掲載し、後に 2014 年
3 月に開設した大学史資料室のウェ
ブサイトに掲示した。

 3 たとえば菅真城『大学アーカイブ
ズの世界』大阪大学出版会（2013
年）。一つ一つ示すことはできなかっ
たが、本稿は菅氏のこの書籍に大き
く触発されている。

4 こうした曖昧な書き方をするのは、
戦前の師範学校時代と、戦後の大学
とは別のものだという考え方もある
からである。私自身は本学の歴史は
戦前から続いていると考えてよいと
思う。

5 東京学芸大学公式ウェブサイト掲
載の「沿革表」を参照（http://www.
u-gakugei.ac.jp/01gaiyo/enkaku.
html）。

6 東京学芸大学二十年史編集委員会
編、東京学芸大学創立二十周年記念
会発行（1970 年）。

7 東京学芸大学創立五十周年記念誌編
集委員会編、東京学芸大学創立五十
周年記念事業後援会発行（1999 年）。
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時に私も学長補佐として執行部の一員に加わることになった。その時に上記の教員

たちから相談を受けたというか、むしろ一緒に心配し合う仲になり、具体的な活動

が始まったのである。最初にこうしたことを書くのは、大学史資料室の立ち上げに

は学長の意向が深く関わっていたということを示したいからである。現在多くの大

学で類似した資料室や資料館を立ち上げる動きが盛んだが、そのためにはどうして

も学長や執行部の理解が必要となる。行動を開始した後も、後述するように、当初

の私が考えてもいなかった問題がいろいろ起きてくる。これらを乗り越えるために

は、学長の全面的理解がどうしても必要になる。大学の歴史に関する資料を集めよ

うといった単純な理解では、こうした資料室 ･ 資料館を立ち上げるのは難しいので

はないかと思う。予算や施設の問題はもちろんだが、その他にどのような制度設計

をするかという問題があるからである  10。

　さて当初は私を含めて、4 人前後の教員がひと月に一回程度会って相談をしなが

ら、学内に残された古い資料を探索するという活動を始めた。これには学内の古参

の事務職員にも関わってもらった。この問題に関わった教員の誰よりも古くから本

学にいて、いろいろな事情を詳しく知っている事務職員の参加は、不可欠なものだっ

たと思う。また資料室を立ち上げるに際しては、制度を作らなければならず、その

ためにも事務職員の参加や支援は不可欠である。

　こうして始めた活動の中で、私たちはあらためて本学の資料保存に関するいくつ

かの問題を目の当たりにすることになる。その問題は二つに分かれる。第一に資料

保存に対する考え方の違い、第二に「国立公文書館等」の指定の問題である。

２．資料保存の問題

　第一の資料保存に関して、私個人はやや安易に考えていた。私自身、本来は近代

日本宗教史を研究対象としている者なので、明治期から戦後の歴史資料に接するこ

とがしばしばあり、そうした資料の保存は、自明の問題だと考えていたのである。

ところが必ずしもそうではなかった。大学教員、附属学校教員、事務職員の中には、

それぞれやや異なる形ではあったが、資料保存を自明の問題とは考えていなかった

人々が少なからずいたのである。

　大学教員に関してこの問題が表面化するのは、建物の改築・改修の時である。

2000 年代に入ると国立大学法人の建物の耐震改修が頻繁に行われるようになり、

本学でも多くの建物が意匠を新たにした。資料保存の観点から言うと、この改修が

大きな問題を引き起こしている。古い物がいろいろ捨てられているのである。

　この動向には二つの要素がからんでいる。一つは、古い物には価値がないとする

学問分野があることである。このこと自体は理解できないわけではないが、学問分

野の内容とそれを教育する方法等の教育史とは少し異なる問題を持っている。学問

的には意味がなくても、教育史上は意味があるということはありうるだろう。こう

したことはどんな分野であれ、もう少し考慮すべきだと思う。

8『東京学芸大学二十年史』では「大
学 20 年史」と「師範学校 78 年史」
が別になっている。『東京学芸大学
五十年史』では師範学校時代は「大
学前史」と位置づけられている。そ
こには注 4 で書いたように、戦前と
戦後とを分けて考える視点が採られ
ている。

9 村松泰子学長時代は、2010 年 4 月
から 2014 年 3 月までの 4 年間であ
る。

10 類似の話は、これまで 10 校近く
回った大学の多くでうかがっている。
東京学芸大学は教育学部しか持たな
い単科の大学なので、学長の意向が
重要になるが、総合大学では理事ク
ラスの人の積極的な理解が必要なよ
うである。一部の熱心な教員の活動
だけでは、必ずしもうまくいかない
という。大学史資料室 ･ 資料館の立
ち上げは、大学執行部の見識が問わ
れる問題だと言ってもよいかもしれ
ない。
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　この問題にからむ二つ目の要素は、改修後の新しい建物に古い物を置く場所がな

いというスペースの問題である。古い物には価値がないと考えている教員であって

も、必ずしも積極的に物を捨てようとしているわけではない。しかし新しい機材を

置くスペースか、古い物を置くスペースかの選択を迫られると、古い物は廃棄しよ

うという結論がしばしば出される。このことはある意味では仕方がないことかもし

れない。だが戦後直後に使われていたいろいろな教育器財が廃棄されたという報告

を聞くのは大変つらいものがある。

　しかもこの問題は単に心情的な問題ではなくて、実際にどのような教育が行われ

てきたのかという「歴史」の問題であり、そうした「歴史」が持つ意味の問題でもある。

これについては後でもう一度述べることにする。

　附属学校でも改修時に古い物が捨てられるケースがしばしば生じているようであ

る。資料保存の問題を見るためにすべての附属学校を回ったわけではないので、個々

の問題を具体的に確認していない部分も多いが、そうした話はよく耳にする。学校

によって保存状況は異なるようだ。

　またある附属学校に行ったときに聞いたのは、その附属学校の歴史をまとめた本

（「～学校何十年史」といった体裁のもの）を作った際に使用した資料は、かなり廃

棄したという話である。つまりその資料はすでに「何十年史」に使用し、その中に

載せられているのだから必要ないと思ったということである。資料保存の観点から

見れば、こうした考え方はありえない。「何十年史」というものはあくまでも二次

資料であり、一次資料である原資料は保存しなければならない。原資料には二次資

料に転載されなかった多くの情報が含まれている可能性がある。原資料の片隅に鉛

筆で重要なメモ書きがあり、それが二次資料に転載されたときに見落とされたかも

しれない。二次資料として載せた図書等にも一定の書式があるために、原資料にあ

る情報の全てを載せられるとは限らない。さらには原資料に使われている紙や、そ

れへの印刷状態も、独自の情報を持つ。原資料に載せられた文章や写真が、原資料

の全ての情報というわけではない。原資料の内容を完全に移したとしても、紙や印

刷状況を完全に示すのは無理である。

　二次資料を編集した人の観点から原資料を取捨選択している可能性も高い。そ

の編集者の目からは取るに足らない情報でも、全く異なる人の目から見ればきわ

めて重要な情報かもしれない。こうした様々な問題があるので、原資料はたとえ

それを転載したとしても、保存すべきである。二次資料はあくまでも二次資料に

すぎないからである。「何十年史」に掲載したからといって原資料を廃棄すると、

上のような情報は永久に失われることになる。

なおこうした問題の背景には、大学と同じようにスペースの問題がある。一つの

スペースを過去の資料ではなく、現代の教育に有効に使いたいという考え方は理

解できる。だが資料は一度失われると、二度と元に戻せないのである。こうした

ことを附属学校の教員の方々にも考えてもらいたいと思う。

　ただしこうしたことに対しては、おそらく「そこまでしないでもいいじゃない

か」という批判があるのではないかと思う。これに対しては、やはり後で述べる

ように「歴史」の意味の問題として考えたい。私たちが真剣に資料保存を考える

のには、どのような意味があるのかという問題である。

　事務系部所には私が予想していた以上に資料が残っていた。もちろん前に述べ
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たように移転や改修等の事情があるために、万全であるわけではない。失われた

資料も多いと思う。しかし事務室の片隅の棚に明治時代の書類が残っていたりす

るのを、何回か目にし、感動したものである。

　ただここでも資料保存に対する無理解は目につく。事務系部所の場合も上で書

いたような「そこまでしないでもいいじゃないか」という考え方も見られるし、

スペースの問題もある。この点では大学や附属学校と同様である。ただし一方で

事務系独特の問題もある。第一に保存に関する制度の問題、第二に逆に制度がな

いときにどのようなことが起こるかという問題である。良きにつけ悪しきにつけ、

事務職員は学内の諸規程に深く関わらざるをえないからである。

　現在の本学において、文書の保存期間は規則によってきめられている。こうし

た文書の保存について強く意識されるようになったのは、「行政機関の保有する

情報の公開に関する法律」 が制定されてからである11。この法律の施行に合わせて、

本学では「東京学芸大学行政文書管理規程」が制定された 12 。その後いくつかの

変遷はあったものの、基本的な枠組みは大きく変わらずに、現行の「国立大学法

人東京学芸大学法人文書管理規則」（以下、規則と略する。2011 年制定）に受け

継がれた。この規則は、後述する「公文書等の管理に関する法律」制定（2011

年施行）に基づいて制定されたもので、この中に「法人文書の保存期間基準」（以

下、基準と略す場合がある）がある。これが本学の文書の保存期間を基本的に規

定しているものである。

　ここでの問題は、基準ではきわめて短い保存期間しか想定していない資料の中

に、重要な資料があるのではないかということである。まだ私たちはこの問題に

手をつけられないでいるが、事務系部所を回って資料を見て歩いた時に問題と

なったのは、1970 年代～ 80 年代の時間割 13 が失われていたことである。当時は

学内における全ての授業時間割が 1 枚の紙に書かれていたのだが、それが学務課

にも残っていなかった 14 。わずか 30 年ほど前であっても、当時の具体的な開講

状況が復元できなくなっていたのである15 。

　ここであらためて上記の 2001 年の規程における行政文書保存期間基準と、

2011 年の規則における法人文書の保存期間基準を見てみると、いずれも「シラ

バス」の保存期間が 5 年間となっている。このことから私は、制度設計をした人々

の間で時間割やシラバスといったものに対する保存意識があまり強くなかったの

ではないかと推測している。こうした意識が、時間割の保存を重視せず、現在で

はシラバスの保存を軽視する結果をもたらしているのではないかと思う。しかし

いずれにしても、基準に基づくと本学の具体的な教育状況を示す重要な資料が保

存されない恐れがある。

　一方で、保存が制度上決められていない物については、その保存がかなり曖昧

な問題になる。たとえば本誌でも取り上げたが、過去の正門の門標が行方不明に

なっている。詳細については本誌の鈴木明哲氏の文章を読んでいただきたいが、

門標の保存を規定するルールがなかったからだと思う。本学の顔とも言える正門

の門標が失われていることは悲しむべきことである。どなたかご存じの方がいれ

ば、ご教示願いたいと切に願う。

　また保存されていても、適切に管理されていない場合もある。キャンパス内の

11 いわゆる情報公開法。1999 年公布、
2001 年施行。

12 2001 年制定。この中に「東京学
芸大学行政文書保存期間基準」が別
表で示されており、これがそれぞれ
の文書の保存期間を示している。こ
の内容が本文で触れる「法人文書の
保存期間基準」に受け継がれている。

13 カリキュラムではなくて、一般的
な意味における時間割である。つまり
何曜日の何限に、誰を対象とした授
業が、どこの教室で開かれているか
ということを示している資料である。

14 ただし時間割が冊子体になって以
降は、学務課に保存されている。

15 後に当時の時間割が、カビだらけ
で、かつ破れた状態で駐車場の片隅
の倉庫から発見された。その意味で
は状況は改善されたわけである。ま
た定年退職した教員の何人かは、こ
うした古い資料を保存しているので
はないかと予想している。
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16 この当時、空気を吸引して、そこ
に含まれるカビ胞子を 1 週間培養す
る調査を行ったが、それによると、1
㎥あたりの空気から 72 コロニーが
培養されていたことが判明した。人
の健康にとっても好ましくない状態
だったのである。なお、現在ではこ
うした資料を燻蒸するとともに、エ
アコンを設置して温湿度管理をして
いる。そのため、この点に関する資
料保存上の問題と健康上の問題はな
くなっていると言うことができる。

17 公文書等の管理に関する法律の第
一条。

駐車場の傍らに倉庫があるが、そこにも大学の古い資料がかなり置かれていた。

ただし管理されていたわけではない。そのため部分的に雨がかかっているものも

あり、また資料が入れられている書架が倒れているケースもあった。そこに足を

踏み入れるのさえ、危険だと思われる場所もあった。また古い資料と新しい資料

が一つのコンテナに入っていたりして、明らかに計画的に整理・保存・管理され

たものではなかった。さらにここの資料を屋内に運び込んでみると、大量のカビ

に犯されていることがわかった。その後燻蒸処置はしたものの、それ以前は保存

していた室内の空気中に大量の浮遊菌が存在していたのである。これは資料のみ

ならず、人体にも悪影響を及ぼすほどであった 16 。

　倉庫にどのような意識で資料類を置いたのかは、現在になってはよくわからな

い。おそらくは古い資料類を置くスペースがなくなったということで、倉庫に持っ

て行って積んでおいたのではないかと思う。

　似たようなことは他にもあるはずである。制度の整備や見直しはもちろん重要

だが、どのように整備されたとしても、そこから漏れ落ちるものがあると思う。

だとすると、何を残すべきなのか、何が重要なのか、適切に保存をするにはどう

したらよいかといったことを、教員を含む職員全体が折に触れて考える態勢が必

要なのではなかろうか。いずれにしても、上に述べたような資料保存の問題に私

たちはぶつかったのである。

　なおこうした問題について、私たちはジレンマに陥っている。私たちとしては

古い資料を保存していきたいのだが、保存するスペースを持っていない。そのた

め資料保存の呼びかけをうまくできないでいる。呼びかけることによって、多く

の資料が寄せられるのを恐れているからである。取り敢えず現在は「古い資料を

捨てないでください」という呼びかけにとどめている。

３．「国立公文書館等」の問題と大学史資料室の役割

　私たちがぶつかった問題で、正直なところ私が予期していなかった問題がもう一つ

あった。それが「国立公文書館等」の指定の問題である。博物館学・アーカイブズ学

を専門とする教員に、この問題を指摘され、実は現在増えつつある国立大学法人にお

ける資料館や文書館の設置は、この問題と密接な関係があると教えられた。次にこの

問題について見てみよう。

　上でも触れたが、2009 年に制定され、2011 年に施行された「公文書等の管理に

関する法律」（以下、法律と略することがある）というものがある。この法律が、現在、

大学の資料保存のあり方や、アーカイブズのあり方に大きな影響を与え始めている。

もともとこの法律では「国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録である公

文書等が、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である

国民が主体的に利用し得るものであること」17 という認識を出発点としている。こう

した目的のために、文書等の資料を国立公文書館等に保存しようというのである。だ
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がきわめてわかりにくい法律であること 18と、国立公文書館等に移管できないものは

「廃棄の措置をとるべきこと」と定められていること19 があり、少々扱いが難しい。

　この法律を本学に引き付けて考えると、まずは公文書の一部である法人文書の保存

に関わる法律であるということが重要である。言い換えると本学の歴史に関する過去

の資料というよりは、本学の法人化後、日々作成し利用しつつある現代の資料（法人

文書）が、この法律の基本的な対象なのである。きわめて大雑把に言ってしまうと、

現用の法人文書の保存期間が切れた時に、そのうちの重要なものを保存しようという

のが基本的な趣旨である。過去の資料保存というより、現代から未来を見据えた資料

保存を目指すというのが、この法律の基本的な考え方である。

　私が博物館学・アーカイブズ学を専門とする教員に指摘されたのは、大学資料館の

類は、単に過去の資料を集めるだけではなくて、上に書いた意味で、未来に向けて資

料を保存していかなければならないということであった。大学における現用資料の管

理は基本的には総務部が行っていることが多い。そのため大学アーカイブズは、こう

した総務部に関わる部所に位置づけられなければならないと指摘されたのである。

　こうした目でいくつかの大学における資料館、文書館を見ると、総務部との関わり

が強い。たとえば代表的な大学アーカイブズである京都大学大学文書館の事務は、総

務部総務課が担当することになっている 20 。また同文書館の「設置の目的」では次の

ように書かれている 21 。

大学文書館は、以下の二つの議論のなかから設置に至りました。

2001 年４月に施行される「行政機関が保有する情報の公開に関する法律」（情報公開法）

に備えて、京都大学ではかねてより検討を進めてきましたが、そのなかで、保存期限が満

了した行政文書（2004 年 4 月の国立大学法人化以降は「法人文書」）のうち歴史的・文

化的あるいは学術的価値のあるものを選別し、保存するための組織を整備することが求め

られました。

また 2001 年 3 月に完結した『京都大学百年史』の編集作業のなかで多数収集された、京都

大学の歴史に関する貴重な資料をどのような形で保存・活用し、今後も継続的に収集を行っ

ていくか、ということも学内で検討され、恒久的な組織の設置の必要性が唱えられました。

　引用の前段は保存期間の過ぎた法人文書について、後段は歴史的資料について述べ

ている。このように京都大学の例は、大学アーカイブズが二つの側面を持っているこ

とを、よく示している。しかも前述のように、管轄は総務部総務課なのである。

　同様な例は先行しているいろいろな大学で見られる22 。事務組織の関わりだけを見

ても、たとえば東北大学史料館の場合は総務部総務課が管轄 23 、大阪大学アーカイ

ブズは総務企画部総務課文書管理室 24 、広島大学文書館は法人本部公文書分室 25、北

海道大学大学文書館は総務企画部総務課 26 と、多くの場合、総務系の事務組織と結

び付けられている 27 。この点に、これらの大学の史料館等が、保存期間の過ぎた法人

文書の扱いを重視していることが示されている。以上は、私たちが私たちの大学史資

料室の参考にするために訪れた大学の一部であるが、いずれも京都大学大学文書館と

同じ考え方を持っていたのである。

　このように他大学における大学史資料室に当たるものの多くは、保存期間の過ぎた

法人文書の保存を重要な任務としている。要するに、大学アーカイブズは、単なる歴

18 法律の条文に慣れていない私の個
人的な感想である。なお、これにつ
いては本文で後述する。

19 同法第五条。

20 京都大学大学文書館のウェブサイ
トの「組織」の部分を参照。（http://
kua1.archives.kyoto-u.ac.jp/ja/sosiki.
html）

21 京都大学大学文書館のウェブサイ
ト よ り 引 用。（http://kua1.archives.
kyoto-u.ac.jp/ja/mokuteki.html）

22 私たちは本学の大学史資料室が発
足した後、大阪大学、大阪教育大学、
京都大学、神戸大学、東北大学、広
島大学、北海道大学等を見てまわっ
た。

23 東北大学史料館のウェブサイトを
参照。（http://www2.archives.tohoku.
ac.jp/kisoku/bunsyo.pdf）

24 大阪大学アーカイブズのウェブサイ
トを参照。（http://www.osaka-u.ac.jp/
ja/academics/ed_support/archives_
room/files/2013archives_regulations.
pdf）

25 広島大学文書館のウェブサイトを
参 照。（http://home.hiroshima-u.ac.jp/
hua/information/outline.html）

26 北海道大学大学文書館のウェブサ
イ ト を 参 照。（http://www.hokudai.
ac.jp/jimuk/reiki/reiki_honbun/
u010RG00000581.html）

27 ただし総務系と結びついていない
大学もある。東京大学の場合は、公
文書等の管理を視野に入れているが、
どちらかと言えば歴史資料を中心と
しているようである。吉見俊哉「大学
史資料室を大学文書館に」『東京大学
史史料室ニュース』47（2011 年）参照。

（http://www.u-tokyo.ac.jp/history/pdf/
vol47.pdf）
　神戸大学の場合は附属図書館に、大
学文書史料室 が置かれている。

（http://lib.kobe-u.ac.jp/www/modules/
bunsho/）
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史的資料の保存を行う場所ではないのである。このことに関する認識が、大学史資料

室の役割を考える際にきわめて重要なものになる。ここで大学史資料室の役割は、過

去の歴史的資料だけでなく、保存期間が過ぎたにもかかわらず重要な法人文書をも、

保存・管理・公開するところであるべきだということを確認しておこう。京都大学や

他の大学のように、本学の大学史資料室も二つの性格を持つべきだと思う。

　実はこの点で、本学の大学史資料室の発足において、やや混乱があった。私たちは

上のように考えていたのにもかかわらず、実際にはこうした認識とは「ずれた」制度

になってしまったのである。その焦点は大学史資料室と図書館との関係であったが、

混乱の原因は、「公文書等の管理に関する法律」のわかりにくさにあったと思う。以下、

少しこの問題について触れておこう。

　「公文書等の管理に関する法律」を丁寧に見てみると、法人文書の定義から、「歴史

的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの」

（これを本稿では「歴史資料等」と呼んでおこう28 ）が除外されている 29 。法人文書

はこの法律でいう「公文書」の一部であるから 30 、すなわち「歴史資料等」は、この

法律でいう「公文書」ではないとされているのである。「歴史資料等」を保存するのは「公

文書館等」ではなく、政令で定められた図書館等である 31 。この施設は、「歴史資料

等保有施設として指定した施設」として内閣府が指定しているが、本学の場合は附属

図書館がこれに指定されている 32 。

　ここでは次の三つの点を確認しておこう。①法律上、資料は「公文書」と「歴史資

料等」の二つに分けられていること、②「公文書」は「国立公文書館等」に保存し、「歴

史資料等」は図書館等に保存するように決められていること、③法人文書は「公文書」

であること、である。この三点から考えると、保存期間を過ぎた大学の文書（その多

くは法人文書）を保存しようとしたら、図書館ではだめなのである。法律上、認めら

れないという意味で、である。しかしこのことがストレートに読めるようなつくりに、

この法律はなっていない、と思う。

　このことを誤解したために、本来は保存期間を過ぎた法人文書の保存も考えていた

のにもかかわらず、本学の大学史資料室は図書館の下に位置づけられ、歴史的資料を

保存する場所として規定されてしまった。

４．大学史資料室の発足

　以上のことにも触れながら、本学の大学史資料室の発足の経緯を見ていきたい。先

にも触れたように、2010 年度より私たちは学長・副学長に大学史資料室の設立を継

続的に働きかけた。この働きかけには、当時学長補佐であった私の立場は有利だった

と思う。2010 年度末には、合計しても約 50㎡ではあるが、二部屋がリフォームさ

れて使えるようになった 33 。しかしまだそこを有効に使えるような組織がつくられて

いなかったために、主には会合の場所としてそこを使っていた。またその場所で他大

学のアーカイブズについても、論文等を持ち寄って勉強会を開いていた。

28 この呼称は、本文で後述する内閣
府の呼称に基づく。

29「公文書等の管理に関する法律」第
二条第 5 項第三号。

30 同法第二条第 8 項第二号。

31 同法第二条第 5 項第三号および「公
文書等の管理に関する法律施行令」第
五条第 1 項第四号。

32 内閣府が指定した「歴史資料等保
有施設として指定した施設（独立行政
法人等の施設）」。（http://www8.cao.go.jp/
chosei/koubun/about/kikan/hoyusisetu-dopou4.
pdf#search=' 歴史資料と保有施設として指定し
た施設 '
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　2011 年度には、かなり具体的な組織イメージもできてきたために、本格的に事務

方に働きかけ始めた。上述のように、私たちは大学史資料室が保存期間を過ぎた法人

文書の保存にも関わるべきだと考えていたので、総務部総務課に働きかけたのである。

ここでも私が学長補佐として、様々なことで当時の総務部長としばしば顔を合わせて

いたことが、重要なポイントであったかもしれない。いずれにしても総務部はかなり

資料室の発足を真剣に考えてくれて、何回か会合を繰り返したのである。

　その過程で総務部から示されたのが、大学史資料室を図書館の下に位置づけるとい

う案である。この当時言われたことは、歴史資料は内閣府が指定した施設でないと保

存できないこと、本学においてそれに指定されているのは図書館だけであるというこ

とであった。私も当時はまだ「公文書等の管理に関する法律」の読み方が甘く、その

通りだと思ってしまった。

　だが後から考えるとそこには誤解があった。大学史資料室は、私たちの考えでは「歴

史資料等」だけではなくて、「公文書」をも扱うべきところであるわけだから、図書

館とは異なるものであるはずなのである。ただこうした私たちの考えは、法律の条文

解釈と完全にすりあわされてはおらず、難解な（難解と思われる）法律の条文に戸惑

わされたのである 34 。その結果、私は資料室を図書館の下に置くことに同意するこ

とになった 35 。

　その後、総務部を中心とした事務方は、好意的にことを進めてくれた。2012 年 2

月には、大学史資料室本体に先立って大学史資料室事務室を設置してくれたのである。

またそこに人をつけてくれたために、これ以後、大学史資料室の整備は急激に進んで

いくのである。

　とは言え、ここにもう一つ壁があった。資料室を図書館の下に置くためには、図書

館に関することを審議する学術情報委員会の同意を得なければならなかった。本学に

は「東京学芸大学附属図書館規程」というものがあり、資料室を図書館に置くために

はその規程を変えなければならない。その規程を変えるためには、図書館長が委員長

を務める学術情報委員会で承認されなければならなかったのである。

　大学史資料室事務室ができた後、私はかなり楽観して 2012 年 3 月の学術情報委員

会に説明に出かけた。事務室ができた以上、そこで否定されるとは思っていなかった

のである。ところが大学史資料室の設置は、認められなかった。継続審議となってし

まったのである。具体的な状況はわからないが、当時の図書館の中に、図書館の下に

大学史資料室を置くことに反対する人がいたらしい。今から考えると、その人の考え

は基本的には正しいと思うのだが、当時はとにかく唖然とするしかなかった。総務部

方面は資料室の設置を認めてくれており、事務室さえ設置されていたからである。

　2012 年 4 月に入って、偶然のことではあるが、今度は私が図書館長になることに

なった。このこと自体は大学史資料室とあまり関係のないことであったが、しかし、

当然のことながら大学史資料室の開設にはきわめて有利に働いた。新年度に入った最

初の学術情報委員会で大学史資料室の設置は認められた36 。図書館規程には「附属図

書館に，本学の歴史に関する資料の収集，整理，保存及び公開等を行う組織として，

東京学芸大学大学史資料室を置く」という条文が付け加えられたのである。

　上の条文を読めばすぐわかるように、そこには保存期間の過ぎた法人文書に関する

記載はない。その点では本来の私たちの意図とは「ずれた」ものである。将来、資料

室は「国立公文書館等」の指定を受けて総務部の方に置くべきだと考えている。とは

33 学内の施設使用状況は非常にタイ
トであり、私たち自身も部屋を使え
るようになるとは思っていなかった。

34 今から考えると誤解は次のように
して起こった。「公文書等の管理に関
する法律施行令」第五条第 1 項第四
号に、「公文書等の管理に関する法
律」第五条第 5 項第三号で定める施
設についての言及がある。この施行
令の言及に基づいて、本文にある「歴
史資料等保有施設として指定した施
設」（本学の場合は附属図書館）が定
められている。私はこの法律および
施行令は公文書に関するものだから、
公文書等はこの指定された施設に保
存されなければならないと思ってし
まった。しかし法律の方をよく読む
と、この施設で管理されているもの
は公文書ではないと書かれている（同
法第二条第 5 項の冒頭）。つまり「公
文書」の管理に関する法律の施行令
の条文が、公文書ではないものを保
存する場所を丁寧に指定しているの
である。これを書いている現在にお
いてさえ、私はこの法律の条文が難
解だと思わざるをえない。

35 このことに関する責めは、私個人
が負うべきだと思っている。ただ総
務部の方も、条文を誤解したのでは
ないかと秘かに疑っている。なお現
在は本文や上記の注で述べたように、
私個人としては「公文書等の管理に
関する法律」はほぼ理解できたよう
に思う。

36 ほとんど反対意見は出なかったの
が、むしろ不思議だった。
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37 この意味で、本文で前述した時間
割は重要だと思う。

38 寺﨑昌男「大学アーカイブズと大
学改革」同氏『大学教育の可能性』
東信堂（2002 年）p.201。

言え、多少ずれた方向であっても、資料室が設置されたことは重要な一歩である。取

り敢えず私たちはこのように東京学芸大学大学史資料室を発足させたのである。

５．大学の「歴史」と大学史資料室の意味
　

　最後に私たちは、大学史資料室を置くことの意味をあらためて考えなければなら

ない。この意味について、最も端的に述べているのは、上に引用した「公文書等の

管理に関する法律」の第一条だと思う。東京学芸大学はかつての師範学校時代から

国立大学時代を経て、現在の国立大学法人に至るまで、一貫して日本の公教育を担っ

てきた。その組織、制度、人員から具体的な授業内容、授業方法、さらには使用し

ていた建物まで、日本の近代公教育に深く関わっており、それを支えてきたのである。

そこには負の面もあるに違いないが、それを含めて私たちが日本の教育がどうある

べきかを考える際の貴重な資料である。私たちはこうした資料を、整理し、管理し、

保存し、広く社会に対して公開することによって、「健全な民主主義の根幹を支える

国民共有の知的資源」として利用されるようにする義務があるのだと思う。

　しかもこのことは歴史的資料に限らない。この法律自体が示しているように、現

在使われている公文書も重要なのである。現在の様々な教育問題に対して、本学の

ように教員養成に関わる大学はどのような力を学生につけていくべきなのか。それ

についての正負の諸資料は、本学が日々生産している法人資料の中に見出されるは

ずである 37 。こうした現代の公文書も保存し、公開することによって、教育を考え

る際の「国民共有の知的資源」としていかなければならないと思う。こうした広い

意味での「歴史」を考え、今後の社会に生かしていくために、大学史資料室は存在

するのだと考える。この点で「そこまでしないでもいいじゃないか」と言うことは

できないと思う。私たちが持っている資料は「国民共有の知的資源」なのだから。

　同時にこのことは国から多額の予算をもらっている国立大学法人の責務でもある

だろう。予算をもらっている以上、それによってどのようなことをやり、どのよう

な成果をあげ、どのような貢献をしたのかを説明する義務を負う。諸資料の保存と

公開は、こうした説明責任を果たすという意味もある。

　大学における資料保存と公開の意義は、こうした面だけに限られない。私たち自

身が本学の歩みを振り返り、確認をしながら、今後の本学のあり方を考えるためにも

「歴史」はきわめて重要だと思う。2013 年の 1 年間、本学を大いに動揺させたいわ

ゆる「ミッションの再定義」を考えるにあたって、学長をはじめとして執行部の何人

かは『二十年史』や『五十年史』、さらには以前に発行されたパンフレット等を、部

分的ではあったが再読したものである。こうした意味では、保存された資料は大学の

「ミッション」をあらためて考えさせるのに役立ったと言えよう。このことは丁寧に

構築された大学アーカイブズが、大学改革に役立つのではないかということを思わせ

る。寺﨑昌男氏は「大学アーカイブズは、現代大学の蘇生と改革を大きく担っている」

と述べているが 38 、その通りだと思う。
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　さらにまた、現在、大学アーカイブズを使った自校史教育が盛んに行われていると

いう 39 。自校史教育は、今の私の立場から考えると、本学の学生に対して大学の理念

と具体的にやってきたことを示し、そのことを通して教育の意味やあり方について深

く考えさせ、教育者の意義に目を向けさせるもののように思われる。ご多分にもれず、

本学も学生の就職率、とりわけ教員就職率に頭を悩ませているが、教育者という職業

を選択させるように導くことが、自校史教育の一つの意義なのではなかろうか。そし

てその自校史教育を支えるものが、大学史資料室なのだと言えると思う。

むすび

　以上が、大学アーカイブズの諸問題と関連づけた私たちの大学史資料室の歩みで

ある。とは言え、発足したばかりであり、まだまだ生産的なことはあまりなしえて

いない。目録の作成やデータベースの構築は少しずつ進めているが、まだ公開でき

る状況ではない。今後それらを積極的に進めていかなければならない。

　その中できちんと考えならなければならない問題は「国立公文書館等」への指定

の問題である。すでに触れたことだが「公文書等の管理に関する法律」はもろ刃の

剣だと思う。一方で資料保存を積極的に推し進める支えとなるとともに、一方で保

存状況の整わない資料を積極的に廃棄させる道具ともなりうる。この法律は今のと

ころはまだ曖昧な存在だが、厳密に適用されることになったら、廃棄される資料が

激増することになりかねない。このことを避けるためには、本学にも「国立公文書

館等」に指定される施設が必要である。こうした施設があれば、保存期間の過ぎた

法人文書をそちらへ移管できるからである。大学史資料室こそがこうした施設にな

りうるものだと思う。今後「国立公文書館等」の指定に向けて、さらなる努力と協

力が必要になってくるだろう。

39 前掲菅『大学アーカイブズの世界』
p.33。
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東京学芸大学の門標の変遷

健康・スポーツ科学講座 　鈴木明哲

　東京学芸大学の門標、ご存じでしょうか。正門の左側に掲

げられています。初めて本学を訪れる人々には、ここが東京

学芸大学であることをしっかりと伝えてくれています。入学

式や卒業式では被写体として人気です。

　私自身は、毎朝、北門を利用しているので、正門の門標を

気にかけることはほとんどありませんでした。ましてその変

遷など知る由もありません。本当にお恥ずかしい話です。

　では、この門標について、その変遷をたどって行きます。

資料収集のため、これまでの門標の書を手がけてきた本学芸

術スポーツ科学系美術・書道講座書道分野の長野秀章先生、

石井健先生、そして廣瀬裕之先生にお話をうかがいました。

廣瀬先生は書道科卒業生で構成される「硯心会」の理事長を

されております。以下、紹介する写真の多くは、主に第 32

回硯心会書展（2013 年 7 月 19 日から 22 日、銀座洋協ホー

ルにて開催）における記念展示、「歴代門標（正門）の書」を

お借りしました。

　写真で確認できる最初の正門門標は写真 1 のようになります。1961 年頃と思われますが、

現在の門標と異なり、正門の右側、しかも縦書きでした。写真 2 は少しさかのぼりますが、

1959 年 3 月に撮影された同じ門標で

す。残念ながらこれ以上の詳細は現在

のところ不明です。

　正確にわかるところからはじめます

と、写真 3 に示した田邊古邨（萬平）

先生の書による門標があります。田邊

先生は書道科の初代主任教授を務められました。正門が現在と同じ形になってから、毛筆で木

に直接揮毫された横書きの門標として最初のものといわれています。この門標は 1963 年頃か

ら 1974 年まで掲げられました。田邊先生は、現在守衛所に掲げられている「正門守衛所」の

看板も書かれており、今でも文字が鮮明ですがこれはおそらく墨をしっかりすったためではな

いかということです。なお、この守衛所の看板は両面に書かれておりますが、黒ずんでいる方

が完成作で、現在掲げられている比較的明るい方は多分次点の作ではないかと思われます。

　次の門標は写真 4 の伊東参州（壽）先生の書になります。伊東先生は NHK 教育テレビ高校

書道講座の講師も務められたので、多

分、ご存じの方も多いかと思います。

この門標が掲げられた期間は 1974 年

から 1982 年で、書道科の先生方によ

りますと、伊東先生の門標は「藝」の

字に特徴があるそうです。ほかの歴代

門標の写真と比べて御覧ください。伊

東先生は書く速度がとても速かったそ

うで、門標を清書するまでに 40 枚く

らいの試作をし、その一つが写真 5 に

なります。滅多にお目にかかれない貴

写真 3

写真 1

写真 2

写真 4

写真 5
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重な資料ですが、この 40 枚のほとんどを伊東先生は惜しげもなく学生にあげてしまったそう

です。長野先生によれば、試作の中にはむしろ門標よりも優れているのではないかという書が

あったそうで、とてもおもしろいお話をうかがいました。なお、学長室に掲げられている書も

伊東先生の作だそうです。

　続いての門標は写真 6 の吉田鷹村

（繁）先生の書によるもので、1982 年

から 1999 年までの 17 年間と、正門

の横書きの門標の中で最も長かったも

のです。吉田先生が試作を重ねていた

かどうか誰にもわからず、ある日突然

掲げられたということですが、一つひ

とつの門標に様々なエピソードがあ

り、興味深いところです。歴代門標の

中では、一番長い間文字が鮮明で、お

そらくは墨に膠（にかわ）がしっかり

入っており、その上それが木の中にま

で十分に染みこんだからではないかと

いう先生方のお話でした。吉田先生は禅にも造詣が深く、「気合い」が乗り移ったのではないで

しょうか。

　そして最後の門標は写真 7 の、現在、私たちが目にする加藤東陽（祐司）先生の書です。本

学創立五十周年の記念式典にあわせて作成されました。板が厚く、刻字され、エナメル塗料が

入れられているところが特徴的です。書が、鑿（のみ）で刻されているため今でも文字がくっ

きりとしています。今年で 1 ５年目を迎えようとしています。

　こうした歴代門標の作成に際しては、書道科の歴代主任教授のところに何年かに一度、依頼

が来るということで、まさに廻りあわせの妙というお話でした。また、書道科では「學」と「藝」

の字には、旧字体への「こだわり」があるそうです。　

　本学門標の変遷を見てきましたが、あることに気づきました。それは正門の門標がなぜ「横

書き」なのかという素朴な疑問です。よくよく注意して見ますと、多くの学校の門標は「横書き」

です。そもそも毛筆での横書きは書きづらいのではないのでしょうか。そこでインタビューの

最後に書道科の先生方にうかがったところ、「全くわかりません」とのお答えでした。おそらく

はすでに「枠」が「横書き」になっているからであり、設計者か、建築家か、それとも学長か、

多分誰かが「横書き」を指示したためでしょう、とのことでした。「横書き」は遠くからでもよ

くわかり、そして目線を下げずに見ることができるから、と勝手に解釈し、納得しております。

　風雪に耐えながら私たちの成長を黙って見守り続けてくれた門標ですが、非常に残念なこと

に、役目を終えた歴代門標の所在は不明で、誰にもわからないそうです。こうならないために

も大学史資料館の設置は急務でしょう。

写真 7

写真 6
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大学史資料室展示報告「學藝アルバム―学生生活とキャンパスの移り変わり―」

教育学講座 　遠座知恵

　2013 年 7 月 22 日から 8 月 23 日まで、東京学芸大学附属図書館 1 階で「學

藝アルバム―学生生活とキャンパスの移り変わり―」と題した展示を開催した。

今回の展示では、師範学校から四年制大学への転換を中心に取り上げ、本学や本

学の関係者が所蔵する資料によって、次のように内容を構成した。

１．師範学校の学びと行事・課外活動

　本学の歴史は、1873（明治 6）年創設の東京府小学教則講習所を起点とし、そ

の系譜に位置づく青山師範学校をはじめ、明治以降東京府が設置した複数の師範

学校に遡ることができる。師範学校制度は度々改変されており、これらの学校は、

戦時下には官立師範学校に再編されることとなった。

　現在の大学とは異なり、師範学校では、被服・被服費や雑費等が支給され、授

業料は基本的に免除されていた。こうした制度は服務義務と不可分であり、学生

は卒業後に一定期間教職に就かなくてはならなかった。このコーナーでは、こう

した師範学校の諸規則を記した『青山師範学校一覧』や、当時の学生が記録した

学級日誌や旅行記、校友会誌、制服や制帽、部活動等で着用したユニフォームや

優勝杯などの実物資料を展示した。また、師範学校を特徴づける男女別学の授業

風景や教育的観点からも重視されていた寄宿舎生活、附属小学校で行われた教育

実習、運動会や遠足などの恒例行事、部活動の様子などを写真で紹介した。

２．大学の学びと行事・キャンパス生活

　戦後教育改革の中で、本学は 1949（昭和 24）年の「国立大学設置法」に基づき、

戦前の師範学校を母体に成立した。当時の組織は旧師範学校所在地に置かれた分

校の集合体で、世田谷分校、小金井分校、大泉分校、竹早分校、追分分校と調布

分教場を擁していた。

　このコーナーでは、本学の創設経緯を詳細に綴った「東京学芸大学設立の経緯」

とその内容を活字にしたものを紹介したほか、学内行事等を報じた「学報」や、

小金井分校の様子を学生目線で描いたイラスト、弓道部が保存してきた部誌など

を展示した。また、男女共学へと転換を遂げた授業風景や都内の協力学校でも開

始されるようになった教育実習、創立記念日頃に行われていた開学祭、2011 年

に幕を閉じた武蔵野マラソンの様子などを写真で紹介した。

３．キャンパスの移り変わり

　戦後しばらく存続した分校は、順次廃止されるとともに、小金井移転に向けた

準備が進められた。小金井校舎は、陸軍技術研究所の跡地に建てられたものであ

り、1960 年代頃までには他の分校の統合が完了し、現在に近い配置でキャンパ

スが整備された。このコーナーでは、戦前および 1950 － 1960 年代におけるキャ

ンパス周辺地域の地形図や航空写真によって、次第に開発が進んでいく様子を示

したり、1960 年代のキャンパス配置図や建物の様子、構内のパノラマ景観など

を写真で紹介した。
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▲ 展示コーナーの様子

▲ 展示コーナーの様子

▲ 展示コーナーの様子

▲ 東京第一師範学校（官立）の学級日誌

▲ 1952（昭和 27）年に創刊された学報
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【平成 25 年度活動報告】

［委員会等及び委員名簿］

運営委員会

　　◎藤井健志　　理事・副学長

　　　澤田康徳　　人文社会科学系講師

　　　射手矢岬　　芸術・スポーツ科学系教授

　　　君塚仁彦　　総合教育科学系教授

　　　服部哲則　　自然科学系講師

　　　山崎幸一　　附属学校運営参事

　　　五味照明　　教育研究支援部長

　　※◎は委員長

　室員会議

　　◎藤井健志　　理事・副学長

　　　橋本美保　　総合教育科学系教授

　　　君塚仁彦　　総合教育科学系教授

　　　遠座知恵　　総合教育科学系准教授

　　　椿真智子　　人文社会科学系教授

　　　及川英二郎　人文社会科学系准教授

　　　狩野賢司　　自然科学系教授

　　　服部哲則　　自然科学系講師

　　　鈴木明哲　　芸術・スポーツ科学系教授

　　　山口寿夫　　事務室長

　　※◎は室長
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［主な活動・成果］

・大学史資料室今後の計画の策定

・大学史資料室展示会「學藝アルバム　– 学生生活とキャンパスの移り変わり –」

・大学史資料室報の作成

・ウェブサイトの構築

・資料環境の整備等

・資料環境の維持・・・大学史資料室保存環境調査報告（７回）

　データロガーの設置による温度・湿度の測定

　フェロモントラップの設置による虫害虫の捕獲調査

　生培地を用いた空中浮遊菌測定

・他大学の調査（北海道大学，広島大学，大阪大学，大阪教育大学）

・50 年史関連資料の目録作成
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