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旧史料館のデジタル資料の状況 

五島敏芳 
国文学研究資料館 

 
 
  国文学研究資料館の五島です。東博のお話のあとだと、あまりに何かうちの館がみすぼら

しいということがよくわかる内容になってしまいます。パワーポイントの資料はコピーを作っ

てありますので、それをご覧いただくことにします。あと、ここにいらっしゃる方でうちの史

料館、この「史」の字を使う史料館が、何のことかわからないということはないだろうとは思

いますが、念のため、館の年史の類を回覧いたします。この字の史料館を出すと、歴博とは行

政管理庁勧告以来の因縁というようなのもあるので、何ともちょっとこの場で紹介するのはは

ばかられますが、史料館の生い立ちであるとかその後の歩みもふくめて、当館のデジタル資料

の状況を紹介させていただきます。 
 かつて国文学研究資料館史料館、または遡っては「文部省史料館」と通称されていた、そう

いう機関がありました。そこで「史料館とは何ぞや」という内容を、こう冒頭に挙げてありま

す。 
 「文部省史料館」という言い方は正しい言い方なのかと思っていたんですが、よくよく調べ

てみると、どうやらこれも通称だということを知りました。昭和２６年（１９５１）段階ある

いは２４年段階の法的根拠によれば、文部省大学学術局に置くというふうな、そういう表現が

出てきます。ただ、事務の所掌が学術課ということだったようで、それが何か途中からまた変

わる。その情報図書館課が扱っているところが、実は国文学研究資料館そのものの生い立ちに

もどうも影響を与えているんじゃないかという気がしております。 
 昭和２６年に、このあとのスライドで出しますが、戦後すぐの時期に歴史資料があっちこっ

ちで焼かれたり捨てられたり、という状況があったので、それを何とかくい止めようというこ

とで設立された。研究者、とくに社会経済史の研究者が主として署名活動をし国会請願をやっ

て、その結果できあがったものです。ただ、これも昭和２６年よりも前の昭和２２年ころから、

文部省のほうで何か、そういう（歴史資料散逸の）状況があるからというので（比較的大規模

な）調査を始めていました。その時点からの活動を受け入れているので、史料館の歴史資料の

コレクションは、その時点の昭和２３年や２４年といった、設立から遡っての受け入れという

形をとっています。 
 それが、国文学研究資料館というのができてから、状況が変わります。その当時の言い方だ

と国立大学共同利用機関として、いま「高エネルギー加速器研究機構」となっている高エネル

ギー物理学研究所に次いで２番目の大学共同利用機関として、国文学研究資料館がつくられま

す。ほかと同じように国文学のコミュニティで拠点となる研究所がほしい、国文学の世界でも、

確か記憶違いでなければ東大の史料編纂所のようなものがほしいということ、そういう表現を

使っていたとおもいます。何か関係者の回顧する対談集か何かの記事のなかでそういう言い方

をしていましたけど、そういう施設・機関がほしいということでつくりたい。それが通って、

じゃあ、いよいよ設置するにあたって、どこにつくるかということで、文部省史料館の場所を

そのまま使ったらいいでしょう、となった。便宜的にそこへ置かれる。よく「庇を貸して母屋
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を取られる」という言い方をする人もいましたが「置く」……付設するでもなく、付置するで

もなく、「置く」という表現です。国文学研究資料館をその文部省史料館の敷地にもってきて、

もともとは文部省史料館の敷地というのが三井文庫の敷地でしたけど、その場所を国文学研究

資料館が使うとし、そこにあった史料館はどうするかというと、国文学研究資料館へ「置く」

んです。それが昭和４７年（１９７２）のことです。 
 このあと、国立が取れたり、文部科学省になったりといった変化があって、２００４年につ

いにその役目を終えるということになりました。民博の地域研がしばらくはこう、付属施設と

して存続していた一方で、うちの史料館、大学共同利用機関の中では似たような立場にあった

史料館は吸収合併された。廃止ではないので、その定員がなくなるというわけではなかったの

ですが。 
 四十年史に口絵で載っているのは参議院に提出した請願のほうなので、衆議院に出したほう

の請願を、スライドには入れておきました。ご覧になると署名している方の筆頭に上がってい

るのは野村兼太郎であり、その次は高村象平、一人あいて肩書きがなくて渋沢敬三という名前

が見えているかと思います。そのあと、古島敏雄なんて有名な先生がここに名前を連ねている。

ちょっと脇道にそれますけど、児玉幸多先生が何でここに名前を連ねてないのかっていうのは、

ついぞもう聞く機会なく永遠に謎となってしまいました。すこし前に、急にお亡くなりになっ

て。余談はともかく、こういった署名の結果、生まれた機関・組織が、史料館です。 
 「我が国の史料で主として近世のもの（以下「史料」という。）を収集し、保存し、及び利用

に供し、併せて史料についての理解及び普及を図り、以て我が国における史学の研究に資する

ために文部省大学学術局に史料館を置く」と、そういう形です。なお、収蔵のコレクションは、

当然ながら学術資料、研究資料というそういう位置づけになります。 
 ４７年の段階で国文学研究資料館に置かれた時点では、まだ研究資料館に次の３部を置く、

といって、文献資料部、研究情報部、整理閲覧部といった部のほか、前項にかかげるもののほ

か、研究資料館に、史料館を置く、とあります。参考として、第４条と第５条のそれぞれの条

文を挙げておきました。国文研の３部と同じ位置に「史料館」っていうのが置かれていました

が、他の部に関しては国文学研究資料館長の命を受け部の事務を掌理する、こうある一方、第

５条の所で史料館に関しては長を置き、教授を以て当てる、前項の長は史料館の事務を掌理す

る、とある。必ずしも国文学研究資料館長の命を受けるのではないという意味で、独立性が一

定程度、はじめ担保されていたはずの機関でした。 
 ですが、それが変わってしまいます。ところで東博は全職員、何人いらっしゃいますか……。 
 村田 東博は、敷地に勤務して、公表している数で、非常勤を合わせて２００人ぐらいとい

うか、常勤と全部合わせた数で。 
 五島 ありがとうございます。この当時の史料館というのは事務方も合わせて９人ないし１

０人です。非常勤の人、そうですね、非常勤の人はどれぐらいいらしたのかわからないですけ

ど、事務補佐員という形の人があと５、６名だろうと思います。 
 それが基本的に法人化前まで続いていました。一時期、館長職が兼務、国文研の先生の兼務

だった時期もあって、事務官１人・教官９名という時期もありましたけど、教官の正職員が１

０名。あと事務と司書の専門職員で合わせて２人ですから、マキシマムで１２人だったことは

あります。正職員という言い方はないですね、非常勤以外の非常勤じゃない常勤の職員が１２

名というふうな時期がついこの間まででした。ついこの間と言っても、もう法人化してから４
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年も経つので、前と言えば前になるかもしれません。 
 その史料館のデジタル資料だけを今回はお話しすることになります。国文学研究資料館のデ

ジタル資料は、国文研ができた当初から実はかなりコンピュータに関しては力を入れていたは

ずなので、そういう何か本来の……ただ博物館の展示に使うような物ではなくて、ほんとに何

か電子化された記録なり文書でのことでありますけど、そういう物はけっこう存在していただ

ろうと予想されます。今、国文研の十年史・二十年史・三十年史を、大雑把に見ても詳しいこ

とは実はよくわかりません。 
 かつて所属していた文部省史料館を前身とする史料館については、文部省史料館のときは当

然ながらデジタル資料はありません。電子計算機の登場は、いま申し上げたとおり国文学研究

資料館が設立されてからなので。となると、通称「国立史料館」と呼ばれていた時期のものが

もっぱらです。その中でもいわゆるコンピュータが登場したのは１９８７年以降です。ただし

物品供用簿で言えば、電卓が（コンピュータと）同じカテゴリに存在するという、そういう状

況です。 
 史料館は、コンピュータを使ってきませんでした。もとより何かそういう国文学研究資料館

内での制度的位置づけだったのか、史料館内の先生のせいか、あるいはその当時の歴史学の世

界、歴史学のコミュニティがコンピュータに対してアレルギーを持っていたせいか。「これは人

民の敵だ」と、「搾取するための道具だ」とか、いろんな理屈を付けて「コンピュータは、わた

しは使わない」という、そういった先生が史料館内にいたと聞いています。そういうことがあ

ったものですから、国文研の大型計算機がせっかくあるにもかかわらず、それを使わしてあげ

るよって研究情報部の先生が言ってくれてもそれを使うということはなかったようですし、そ

のうち国文研の館長が「（史料館には）使わせるな」と言ったか言わなかったかわかりませんが

それが暗黙の了解事項となって引き継がれて、大型計算機は使わなくなった。つまり、パンチ

カードとかテープとかの、ああいう類、コンピュータ初期の記録類は、史料館関係の事業にお

いて、公式には存在しなかった。 
 「公式には」という言い方は、こうすぐに何かこれを処理してくれとかっていうふうに頼ん

だ先生がいたらしいことも聞いているからです。ただ、史料館の事務文書、セルフアーカイビ

ングの結果いまや収蔵資料となったそれ（実は、事務組織がなくなった今でも史料館文書のコ

レクションに追加で受け入れている分はありますが）にあたってみても、そういうキーパンチ

の何かというようなことは見あたりません。 
 その内容もアトランダムに申し上げますと、ここに挙げてあるとおりさまざまある。さまざ

まですが、１９８７年からですから、基本的に文書と静止画像、ごく一部に録音の資料があり

ます。デジタル化された録音資料というのもあります。 
 どういった物かというと、見た目に面白いものということはなく、つまり展示に使えるよう

な博物館資料ではなく、むしろ何か資料目録のデータ、あるいは刊行物のデータが基本になっ

ています。刊行物の原稿のデータであったり、印刷所が（原稿を入力して印刷に使ったあとに）

持ってきたテキストファイルのデータであったり、あるいは完成（納品）物のＰＤＦであった

りというふうなことになります。 
 それ以外に、先ほどの請願書の画像データもあげられます。なんで請願書の本物がどういう

ルートでうちの史料館にきて残ったのか、これ近現代史の専門家にでも聞かないとわかりませ

んが、原議書の綴りの中に請願書の原本があるんですね。史料館の説明に使おうと調べたとき
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に撮影した、あんな粗雑な画像、とりあえず撮影したようなデータがそのまま公開されるとい

うこともありました。また、あとでふれますが、写真フィルム、マイクロフィルムからスキャ

ンした画像データもあります。 
 詳細は、ここで数字をつけて挙げてあるとおりです。 初に史料所在情報データベースとい

うのを挙げないといけない。実は史料館の成り立ちが、そういう全国の史料を緊急避難的に保

存するという経緯があって、「どこにどういった歴史資料が存在するのか」という情報を集める、

そういう歴史資料の所在を集約するナショナルセンターとしての機能を課せられて、その機能

をずっと持ち続けてきました。そのため、あちこちで出している資料目録の情報を摘記して、

目録の目録というデータを作りあげて、それをデータベースにして公開をする、そういうこと

をやってきています。 初それを手書きで、やっていましたが、いずれコンピュータを使うよ

うになったので、そのデータが残っています。 
 その次に挙げてある資料目録は、これが当館の電子資料のほとんど根幹です。具体的には、

これ（ＰＤＦ版）は白黒になってしまいますが、こういう冊子型の目録を今もう八十何集か出

しています。これ（当日画面に表示した例）は、ＰＤＦにつくり直したもので、業者が持って

きたものではないんですが、業者の持ってきたものも中にはあります。目録冊子の中にはこう

いう口絵もありますし、この元のデータ、撮影画像も残っていることがあります。でも、ほと

んどは文字データです。 
 それ以外に資料集がある。史料館叢書とか史料叢書というもの、もっぱら旧史料館で出した

ものですが、その元データも存在する。ほかに紀要であるとか館報であるとか、当館というか

史料館に関する利用案内であるとか、歴史資料の閲覧利用案内であるとか、あるいは「史料管

理学研修会」の関係、実施要項（シラバス等をふくむ）・要綱（講義概要、テキスト）であると

か……。今週もまだやっていますけど、先週までわたしが一週間ほぼ毎日講義や実習を担当し

ていた研修会、アーカイブズを取り扱う専門職を養成するための研修会です。いまはもちろん

国立公文書館も研修会をやっていますが、公文書館法ができて専門職員養成の必要に応えるか

たちで１９８８年から史料館のほうが先に史料管理学研修会を始めています。その研修会の記

録もあります。講師の講義の録音なんてのも、デジタルではなくて存在しますが、さいきんの

はデジタルのものもごく一部、存在します。 
 続きです。その資料を代替化したもの、この電子画像が、何か博物館で使うような資料画像

として、きっといちばん関わりがあるんじゃないかと思います。ふつうの写真フィルムなりマ

イクロフィルムなり何なりをスキャンして電子化したもの、中には、大判のフィルムで撮った

ものの電子化であるとか直接デジタルで撮影したものとかも、あります。史料館で持っている

大型資料、絵図であるとか錦絵であるとか、原本の利用によって褪色しては困るような、そう

いう資料は、代替化資料として電子化したり、あるいはダイレクトプリントというふうに、い

ろいろやっていて、それらの電子画像があります。 
 それ以外に、「所蔵資料分」という言い方をして区別しているものがあります。同じように代

替化資料といえば代替化資料なんですが、（利用頻度・利用可能性・要望等により）重要資料と

して所蔵資料のなかから選んでマイクロフィルムで撮影したものです。これは史料館のマイク

ロ資料としては、やや特殊な位置にあります。さかのぼって１９６４年に「国立史料センター」

という構想が、文部省史料館時代にそれを創ろうとして頓挫したことがありました。そのあと、

地方史研究の展開と同時に、史料を現地で保存しようという、現地保存の原則が出てくる。そ
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の「現地保存の原則」があって、史料館に対しては「原本で収集したものを返せ」なんていう

ような要求が来たりしたこともありますが、この原則が出てきた後は、実物の収集、書店を通

してであるとか寄贈してもらうであるとかということはやめて「マイクロフィルムで収集しま

しょう」ということになった。そのマイクロ収集した対象の資料が、時間を経て、たとえば所

蔵者が代替わりして「うちではもう持ちきれない」といったことになって結局、史料館に寄贈

された、ということもある。そうすると先にマイクロ収集したマイクロフィルムが複製資料に

なってしまう。ただし、価値はぜんぜん違う。収集した時点と寄贈された時点では資料の物的

状態が違っていることがあります。これはあとで紹介しますが、そういうふうに何か劣化する

前の状態がわかるマイクロフィルム資料もある。それをスキャンしたものもデジタル資料とし

て存在する。 
 このほか、これは民博と多少関わるかと思うんですが、旧実業史博物館準備室の民具。同じ

渋沢敬三のコレクションではアチックミュージアムの分が民博に移し損ねて残ってしまったと

か何か民具のほうと入れ替わってしまったとかあったようですが、それらの資料を、国文学研

究資料館が法人化するにあたって、財産目録をちゃんと作らないといけなくなった。一点ごと

の細かい把握ができていなかったので、そこでしょうがないとはじめた。（３次元資料の）物で

すから、単に荷札みたいなものを付けていって特定する、だけではなくて写真を撮らないとい

けない。ですけど、そんなに丁寧に撮っている余裕もないし、お金もないというので、しょう

がなくデジカメで撮った、そういう画像も存在します。 
 それ以外にわたしが担当した資料目録がそうだったんですが、実際に一点一点の識別をやっ

ていく過程で、ああこれは関係する資料だ、解題を書くのに必要な資料だから画像を撮ってお

きましょうとデジカメで撮った、そういった画像データが存在する。 
 こういったデータの中身、というよりまず外身ですか、どういう状態かというのは、あとで

写真でご紹介します……コピーには一部が出ていますけど。たとえば史料所在データは、ＮＥ

ＣのＰＣ９８０１を使っていた頃のフロッピーディスクがあって、それがそのうちＭＯに代わ

って、ちょっと前はＣＤ− ＲだかＤＶＤだかに焼き付けるようになって、 近になるともうハ

ードディスクに保存している。そのデータの中身を詳しくみれば、史料所在のデータというの

は、独自のタグを使ったテキストファイルで、それを公開するにあたってＳＧＭＬやＸＭＬに

変えて、それらのテキストファイルたちを保存している。 
 さらに資料目録のデータをとりあげれば、もう、それぞれ担当している職員がてんでばらば

らにデータベースのアプリケーションソフトを使って、そのデータをとっておく。それを元に

してさっきの印刷目録の原稿データを作ると。解題に関しても、もう、一太郎を使ってみたり、

ワードを使ってみたり、テキストファイルのままであったりと、てんでばらばらの状態です。

史料館のばあい、資料目録を作ること自体が研究だ、ということに途中から変わりましたので、

研究にそくしていろんなやり方を試した結果、できたデジタルのデータも、かなりなんかバラ

バラなものが出来上がってくる。 
 ちなみに今、わたしが直接担当している資料目録の遡及変換の作業に関しては、データ入力

のインタフェースに、市販のデータベース管理システム、マイクロソフトアクセスを実は使っ

ていて、ほんとうに手作りの仕組みでやっていますが、それでいったん入力して、つぎに加工

して、ＥＡＤのデータに書き出して、サーバーへ載っけて提供する、という形を取っています。

この手順も、いずれ変わる、近いうちに変わる予定です。某社の製品が入りましたから、それ
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でオンラインでＥＡＤデータの作成ができるようになると思います。 
 画像のデータに関しては、保存の形式としてＴＩＦＦ（ティフ）、公開用としてＪＰＥＧ（ジ

ェイペグ）という形で持っています。その定着媒体に関しては、歴博で見学させていただいた

時にも同じように、ＣＤ− ＲであるとかＤＶＤであるとか、そういう形でうちでも保存はして

います。保存というより、それは保管と言った方が正確ですが。 
 これ、画像のデータはそれだけじゃ済まなくて、これが先ほどのもの（国立史料館設置請願

書）ですけど、隅にちょっと映っていましたが、史料館はもう電子透かしとか利用者認証とか

は放棄しました。とてもお金がかかるし、うちじゃそんなこと（電子画像の不正利用対策等）

をやってられない。実際に教官１０人だったころだと、担当するのが五島しかいなかったので

できませんね、とてもじゃないですけど。それで資料画像に、直接スタンプ画像を貼り込むよ

うなことをやってしまう。そうやって作った通常サイズの閲覧用データと、あとサムネイル用

データとか、それらの中間の縮小画像のデータとか持っていたりして、何重にもファイルが実

はできてしまう。もちろんスタンプの画像データもです。そういう状態です。 
 調査過程記録に関しては、これは無理矢理にでも公開する、そうでもしないとデジタル化は

とてもできない。たとえば調査過程で自然に発生してくるような画像データだと一定程度オー

ソライズする必要があるようで（、ほかの史料館員には、こういった調査過程の画像等のデー

タの公開には抵抗感が大きかった）。（画像データ作成のために）データベース科研なんて、そ

んなの取る能力もお金もない、しょうがない、といったところです。 
 あとは、古い機械がそのまま残っているとか、もう何とも言いようがないですね。ホームペ

ージのデータは、史料館では実は更新のたびにどこかへ（更新前のページを）取っておくなん

ていうことはやっていませんで、もう変えるに任せてしまいました。インターネットアーカイ

ブにでも頼るほか、もうどうにもなりません。 
 こういうもの、年史からばかり引いてますけど、こういう場所でその隣からずうっと細川の

屋敷で（いまの戸越公園のところと）地続きだったようなんですね。池がそのままあって、こ

の池も細川の下屋敷だったころのそれが残っているようで、あまり資料保存の環境としてはよ

ろしくないかもしれません。この池の水が収蔵庫のＡとある部分の脇、ちょうど右側の建物が

収蔵庫の建物ですけど、収蔵庫へ入ってくるということは、とりあえずはありません。これ、

平面図のほうではこういう状態で、おまけですが、もともと文部省史料館時代、あるいは三井

文庫時代の建物っていうふうなのは……これ、ちょっと直接ここで説明をしたほうが良さそう

なので。 
 ――三井文庫時代の建物ってのは、この辺なんですね。 
 五島 この一号書庫なんていうのは関東大震災を耐え抜いて来た建物で、ここに旧史料館、

文部省史料館の収蔵資料が置かれていた。それがだんだん手狭になってきた。三号書庫まで確

かあったと思うんですけど、ここまでがそうです。なお増えてきたのでこっち側に北館ってい

うようなのが、これが冒頭のお配りしたコピーの「『史料館』？」の部分（スライド）にある写

真の建物がこれです。そのうちこれが閲覧室で使われるようになって、いま引っ越し（移転）

の準備のため、もうこっちの閲覧室を閉鎖して実は国文のほうの閲覧室と一緒になっています。 
 国文研をつくるにあたって、ここに新しい建物を建てて、これ、東館と言いますが、あとは

こっち側を増築をしたようです。それ以外にこの当時は、何か敷地が区切られていて、水産庁

の水産資料館がここにあったんです。 
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 ――それで水産庁の建物って、そこにあるわけで。 
 五島 今は国文研の敷地になっていて、総研大（総合研究大学院大学）の何か会議室という

か教室というか、院生の部屋に使われています。説明したとおり、こういうふうな形で実物の

資料が入っていて、それが北館と東館、北館３階全部とあと東館っていう新館の所の地下１階

の部分に収蔵庫を２つ使って、何とか資料を収めているという。代わりに、旧三井のは、その

大正４年に創られた１号書庫と呼ばれる分を除いて、すべて取り壊して新しく建物をつくって

います。 
 その水産庁のこっちが（現在の）二号書庫、その一部分に実は史料館の事務書類やあるいは

近世取扱講習会の、かつて史料管理学研修会の前にやっていた研修会を含む、その録音テープ

などが保存されています。 
 （史料館のデジタル資料の）実際の保存場所というか残存場所というか、何とも言いようが

ありませんが、ちょっと字がこまかいのでコピーのほうではわかりませんからこちらを。史料

館の閲覧を担当するその職員のいる事務室がここ、これ、先ほどの東館の建物の５階、東館の

建物とあと西館の建物続いてますけど、その５階部分なんですが、ここは情報閲覧室（情報閲

覧事務室）に一部が置いてあって、つぎにここ、旧史料館長室の一部分に、一角にサーバーが

置いてある。あとはもう担当職員の研究室とか、「史料整理室」と呼ばれていた部屋に、コツコ

ツと溜まっています。書庫に、収蔵庫にないんです。 
 基本的にデータ自体は、グループウェアサーバーが何とか手に入った時点でそこへ残す、あ

るいはそのサーバーのバックアップ用ハードディスクへ保存するということはやってはきまし

たし、今もそれをやっています。バックアップの周期は、これは不定にならざるをえない。媒

体に関しては、多くはそれを作成した担当者が個別に持っている状態。目録であるとか、刊行

物であるとか、研修会の記録であるとか、そういう館で責任を持たなければいけないデータに

関しては、その媒体だけ、情報閲覧室で受け入れて保管をする、となっていました。保存をす

るわけじゃないんです、保管なんですね。媒体の移行とか、そういうのはもう担当者に任せき

りか、一切処置していません。これからどうなるか、まったくよくわかりません。 
 つまり、館で取り扱う資料という形にならないまま、今に至っている。史料館の時代もそう

でしたし、国文学研究資料館アーカイブズ研究系および歴史資料閲覧室となってからも、こう

いう状態になっている。先ほどの旧史料館長室と、あとはそのサーバーを借りているその一角

です。乱雑な状態で、もう引っ越し前ですから、こんな何かサーバーの奥に実は事務文書の箱

が見え隠れしてますね。 
 これが、いまは歴史資料閲覧事務室となりましたけど、旧情報閲覧室で、その中におかれて

いるキャビネットの所、右側なんですが丸でくくってある部分、ちょっと見づらいんですけど、

緑色のファイルで、実は受け入れノートのような形でデジタルデータを管理する。あとはもう

媒体がファイルに入ってる物もあれば、なんかＭＯのケースだか、むき出しの物だかが、あっ

たりするんです。一番下の所にあるあれ、ＭＯのディスクなんですが、実はケースちょっと開

けてみたら財産目録の画像データがあったんですね。もう、どうなることやらというふうに、

そういう状態で。 
 具体的にどういうふうにやってるかというと、こういう媒体の管理ノートを作って、実はこ

のノート自体がその隣にある何か緑色の蛍光色のフロッピーディスクで保存してたりするんで

すが、目録の第何集の電子データは何番のフロッピーですよとか、何番のＭＯですよ、という
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台帳を作っています。先ほどは何か黒いファイルが立ててありましたが、そのファイルの中身

がこういうふうな状態です。もうＭＯやらフロッピーやら、ＭＯの規格自体も２３０なんだか、

６４０なんだか、１ギガなんだかよくわからない、けどともかく物質として残す、そういう状

態です。 
 近はＣＤに焼かれたり、このＣＤがＤＶＤだったりはします。容量がでかくなってくると、

こういうふうな某先生って名前がこう、ぼかされるぐらいにこう何か解像度を落としたんです

けど、５０３って映ってますから、誰先生っていうのはすぐわかりますけど。その先生の部屋

のキャビネットの所にハードディスクのまんまでこう置かれています。これ、実は今年度公開

しなきゃいけない某データベースのデータなんですが、置きっぱなしです。機構に見つかった

ら問題かもしれません。管理上の問題として挙げておきますと、こういうふうなことが一応挙

げられるでしょう。事業の継続があるのですが、デジタル資料の範囲っていうのがよくわから

ない。旧史料館に区切られてしまってるんですね。 
 あと、これ事務のほうがそうなんですが、実物至上主義というか、何かこう物としてしか管

理しないと、目に見える物としてしか管理できませんよと。当たり前といえば当たり前なんで

すが、目に見えないデータは存在しないっていう言い方をする。ですから、データ、媒体が読

めなくなったらどうするんだろうなんて思いますけれど、現実に何かこうＣＤ－ＲＯＭ版の書

籍っていうのがあって、そのまま保管せざるをえない。たとえば、角川の地名辞典であるとか、

それ以外の何かＣＤ－ＲＯＭがくっついているような本なんかあったりしますけど、読めなく

なったらどうするか。角川の地名辞典はずいぶんＣＤ－ＲＯＭ版一冊の単価が高くて、金印の

シールこそ付きませんが、完全に備品登録されるぐらいの値段だったんですが、備品になって

も読み取れなくなる可能性がある。そういう問題はあります。 
 媒体移行作業っていうのがないし、それを担当する人っていうようなのもいないし、無賃で

やってくれる方ですよね、そういう人はいませんし、作業の必要性っていうようなことに関す

る認識っていうのも館内で共有できませんでした。ですから、先ほどのＦＤやＭＯのようにも

う陳腐化した媒体っていうのが、こう堆積していく状態にある。その媒体自体を読めるように

するためには、もう対応する機器一式を動体保存する以外にないかもしれないというぐらい悲

観的なことを書かないといけない。それは現実味があるかどうかというと、まったく現実味が

ありません。 
 当館でつい 近なんですが、大型資料の絵図の目録に関して目録のデータがどうも捨てられ

てしまったことがわかった。リースのＰＣの中に 新のデータが入ったまんまで、そこから吸

い出さずにリースのＰＣを返しちゃったんです。それでじゃあ読み出せないけど、でも収蔵資

料のなかの絵図類の所在（出所）がわかる目録や索引はないかというレファレンスがちょうど

来ていて、閲覧室架蔵の当該の目録は、データはない、紙の目録はあるんですが、要りますか、

それで足りますかといった回答をしなきゃいけない。 
 見つけたのは見つけました。フロッピーディスクです、１．２メガ。ＰＣ９８フォーマット

なんですね。読めないんですよ、もう読む機械がなくて。偶然、史料整理室の中を漁っていた

ら、わたしの前任者の使っていた機械ですから１０年以上前の機械ですけど、その機械がエプ

ソンのノート型で１．４メガも読めれば１．２メガも読めるという、そういうフロッピーの装

置が付いたノート型のコンピュータがあって、それで読み取って、１．４メガに変換して今度

は１．４メガのフロッピーが読める機械をどっかで探してそこから何かＵＳＢなり何なりの媒
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体へ落として、旧い一太郎文書を変換して、やっと何とかしたっていうことがありました。 
 何でそんな手続きを踏まなきゃいけなかったかというと、ネットワークがつなげないんです

ね、その機械ともはや。ネットワークの仕組みも違っていれば、確か何かＰＣカードで接続し

ていたようでもありましたし、入出力の口は１．４メガのＦＤだけだったという機械でしたか

ら。そのうち、これが、ＭＯやＤＶＤでも同じようなことが起こるんじゃないかと思います。

バックアップも不安定なら、バックアップが必要だという認識も共有できていない。当館にか

ぎらず結構みられる状況なんではないでしょうか。 
 あとはデータの形式としてもたぶん問題があって、旧史料館の事務文書の類に関しても言え

ますが、原稿のデータが、それぞれさまざまなアプリケーションソフトで作られていて、いま

何かＩＳＯの規格になったそうですが、オープンドキュメント、オープンオフィスのファイル

に保存し直すとしても、その原本性や手間っていうのがどう担保されるのかというのが、問題

になります。ワープロ専用機は、もうどうにもなりません。機械自体もう廃棄済みですから、

フロッピーだけ史料館の事務文書として取っておいてはあるんですけども、たぶん何か産業考

古学的資料価値しかないだろうとおもいます。 
 画像データのファイル形式も問題があるでしょう。ファイル形式が大丈夫なのかっていうの

と、よりこう何かいい形式が出てきた時にそれに転換する手間であるとか、あるいは容量の大

きいファイルっていうのをどう扱ったらいいでしょうか。全般としてデジタル資料の取り扱い

の認識っていうものは、国文研の全体が、どうも意識が低いようだけど、場当たりでなんとか

やっているようです。 
 国文研全体の体質がそうだろうとは思います。実は、先ほどデジタルデータでの直接撮影を

するか、しないかっていうようなことで言えば、実は国文研ではもう調査・収集事業において

デジタル撮影をしてしまっている。そのデジタル撮影をしたデータをどう保存しているかって

いうのが、まさしくいま申し上げたような状況が繰り返されているし繰り返されるでしょう。 
 当面、何か展望というか、どうしたらいいかっていうことだと、例えば、ファイルを開ける

ことができなくて、もう何か発行した紙文書の原稿とかデジタルの場合で原本が紙で残ってい

るとすれば、もうデジタルのほうはもう加工可能な複製と理解してどんどん変換していくしか

ない。原本性は担保しない。それ以外の外部のドキュメンテーションか何か記録によって、何

とか担保するか説明して、それを信用するかしないかは、利用する人しだい、というよう突き

放した、責任を放棄した扱いをする。 
 あとはもう、デジタル資料自体をちゃんと館で受け入れる、そういう仕組みを作る必要があ

る。少なくとも媒体を仕事としてちゃんと管理できる、職員が管理できるように受け入れて登

録をして収蔵庫の中に保存できるようにする。そうしないと実は、ボランティアになってしま

って、事務職員、専門職員の方が、ちゃんと動けない。勤務時間内でできる仕事として上から

位置づけてもらえないと、動けないということが起こるので、それを何とか改善しなきゃいけ

ない。そのためには管理担当者を置いて、実物の受け入れやサーバへの登録やら、媒体変換、

ファイル形式の変換というような、状況をちゃんと監視して必要な作業を進めることが必要で

す。 
 保存ということに関して、媒体を「収蔵庫に」というだけではなく、サーバへのデータの保

存も、収蔵庫での公式管理と同じように考える必要がある。サーバ自体の取り扱いは、単に何

かネットワークやメールを制御するであるとか、ウェブで広報する文章を管理するとか、デー
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タベースを公開する、そういう場所というだけで、情報システムはたぶん運営されているかと

思いますが、きちんと何かデータを保存する収蔵庫並の位置づけが、欠かせないと思います。

そういうことを前提理解として共有しないと、今のままシャドーワークが続いていくことにな

ってしまう。 
 こういった意味で、この研究会、この基盤研究には期待している所が大きくて、ここで上が

ってきた成果を見せれば、当館の人たちも納得してくれるかなと思っています。 
 実物に関してデモンストレーションをする必要があればやります。報告は以上です。 
 
 
＜質疑要約＞ 
 
 ――デジタルの原本性について 
 五島 アーカイブの世界など、電子記録、エレクトロニクスの理解に関して、原本は作成し

た時点でしかきっと存在しない。作成した自体が原本であることを証明できる複製が存在する

という理解が、インターパレスという、国際的な電子記録に関する研究プロジェクトの中で示

されている。日本で定着しているかどうかはよくわからない。 
エレクトロニックの電子環境においては、原本と同じコピーで保証されていればいいとせざ

るを得ないという判断を下したようだ。実物世界でも古文書学的な研究を電子記録に適応する

プロセスがあるとは思う。 
 電子データの原本性は、暗号化した電子署名はあるが、その時の物であることを証明するだ

けで、ルールの世界。法律で決めれば、それを原本と見なす。裁判ではマイクロフィルムだっ

たら原本相当の証拠として提出できるが、デジタルデータは証拠として採用は裁判官の心証に

よる、基本的に証拠として成り立たないと理解されている。 
 ――救えるデータ、救えないデータ、いろんな事例が出ているが、現状に照らして救わなけ

ればいけないデータの見通しはあるか。 
 五島 何においても先に、画像のデータ、目録のデータ、検索など、サービスでやっている

ものに関しては、媒体に保管しなければいけない。前に入れたデータで、きちんと構造化され

ておらず、加工するには手間なものは廃棄という形の評価をする。 
 ――決めたランクに合わせて移行処理をするシステムはこれからつくるのか。 
 五島 そのルールを決めるのには困難があって。それは研究資料全般に言えると思うが、研

究資料自体を自分たちの業務や研究の仕事として残さなければいけないという認識が事務方に

も研究者の側にもない。それをやる時、どういう手法があるか真剣に考え、認識してもらう必

要がある。デジタル資料を使えるように記述して、管理をすれば再利用ができ、また新たな研

究の素材になることが、実例として示されれば良いのではないか。 
 ――放り込んでしまえば、教員の仕事は終わりであとは任せて良い形にはしないのか。 
 五島 そうしたい。メディアや自分の手元に残った作業用記録、あとはその人の単に判断。

自分の作業した証拠として残しておきたいなら残しておけばいい。 
 ――今後はどうか。アーカイブズ研究系ということになったが。 
 五島 研究機能のほうが優先されるようになり、余計に皆、意識しなくなった。 
 ――研究系と別に機構のデータベースにしてしまえばどうか。 
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 五島 入れてしまえばいいいうことにはなるだろうとは思う。保存用データも何かサーバー

の中に放り込んでおくのでも、困らないだろう。 
 ――サーバーをどう使うかは情報課で決めているのか。 
 ――規定はなく、情報課で判断している。部署ごとに管理しているものには基本的にわれわ

れはノータッチなので、重複や無駄が認識されるものに関しては、仕組みを一緒に考える流れ

にはなる。ただ、研究員が自分たちで困ったと言い出さないとやりづらい。 
 ――情報課が存続しなくなっても別の課に改組した時に、その機能は維持されるか。 
 ――歴博はたぶんデータベースを公開すること自体は館の業務になので、おそらく組織を変

えてその名前が変わっても、データベースだけはおそらく出し続けなければいけないはず。そ

れを捨てるときは「歴博」組織そのものがなくなっているだろう。 
 五島 今、保管しているデータを何もかも組織改編の時に放り出すことはないだろう。 
 ――デジタル化した資料のアウトラインは職員が把握しているが、デジタル化した資料など、

その他諸々のデータベースの所在、使用アプリケーション、リリース時期などを公式なドキュ

メントにまとめる作業は出来ていない。 
 ――図書の世界でも形式化みたいな形での引き継ぎはあるか。 
 ――デジタルになったのは、ごく 近で、まだ世代交代するとか、人がいなくなることにな

っていないので、まだそういう問題で、何かあるかもしれないことはない。 
 ――系統的なアーカイブズ学では、アーキビストという専門職のコモンセンスとして、ある

いは引き継ぎを含んでいるのか、それとも引き継がなくてもあるルールに従っていれば間違え

ないで継げるということをやっているのか。 
五島 資料を保存するルールを継承して、それさえ間違えなければ意味は分からなくとも保

つものも保つことを担保することはある。 
 ――それはデジタルでもできると思う。でも、そういう議論をデジタルだとしていない。 
 五島 アーカイブズの世界でも、実物はいずれ使われるかもしれないし、実際には使われて

いる物もあるから、実物を管理すれば取っておけることはするが、電子記録の場合、電子環境

下においては文書館の実体は存立しないのではないか。 
 ――データをコピーし続ける、媒体であれば、あると思うが。 
 五島 レコードキーピングという、電子記録管理の中にアーカイブを永久保存するコンセプ

トを、その中に組み込む考えしか、存立し得ないのではないか。アーカイブ・アサレンスの中

でも研究し、専門職員の間で共有されて引き継がれて来た。実物の場合と同じように、電子記

録を扱えるかというと、そうではないように、ルールを作って維持をし続ける、原本ではなく、

あくまで原本の複製であることが証明できる形でしか残せない。その残すため証明は、毎回お

こなわなければならない。媒体変換や、複製取得などデジタルデータの資料存在に対してある

操作を加えた時に、その操作に対して、資料の実体が変わる可能性があるとすれば、その行為

すべてが記憶されてやっと、原本の複製であることが維持し続けられる。 
――次のシステム、次の媒体１０年単位でコピーを繰り返す機関が、今の社会の記憶装置。だ

から、伊勢神宮方式で、伊勢神宮はどっちが本物かという議論と同じ。建て替えているから、

常に新品だが、同じものだと思う･･･ということを持ち込むしかないだろうと思う。 
 五島 そこに存在していて、それを維持する行為が存在する限り、原本だっていうところか。 
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