
2010年 11月 18日（木）京都図書館情報学学習会 
於 京都府立医科大学附属図書館 

大学アーカイブズの可能性 

― 京都大学大学文書館での経験から ― 

 
京都大学大学文書館 清水 善仁 

 
１、はじめに 

（１）自己紹介 
 ・2006年 4月より京都大学大学文書館（以下、京大文書館）勤務（助教：教育職） 
 ・専門：日本近代史（明治維新史）、アーカイブズ学 
 ・大学院生のときに史料管理学研修会（*1）を受講 → アーカイブズ学の世界へ 
 ・現在の担当業務：非現用法人文書の管理全般 
（２）課題設定 
 ・大学アーカイブズの歴史 
 ・大学アーカイブズの現状と課題：京大文書館の活動を中心に 
 ・大学アーカイブズの可能性：京大文書館の諸課題から考える 
（３）言葉の定義等 
 ・「アーカイブズ」 
  人間が活動する過程で作成した膨大な記録のうち、現用価値を失った後も将来にわたって保存す

る歴史的文化的価値がある記録史料をアーカイブズという。また、それを行政・経営・学術・文

化の参考資料、諸権利の裏づけのために、保存する文書館等の保存利用施設もアーカイブズとい

い、記録史料を収集、整理、保存、公開する文書館の機能もアーカイブズという。（*2） 
 ・「アーカイブズ」の 2つの側面：「組織アーカイブズ」と「収集アーカイブズ」 
   組織アーカイブズ institutional (in-house) archives 

     … 親
、
組織
、、
によって
、、、、

作成ないし受理された記録を収集・整理・保存・公開する場（機能） 
   収集アーカイブズ collecting archives 

     … 親組織
、、、

ではなく
、、、、

個人や団体等から資料を収集して整理・保存・公開する場（機能） 
  ⇒ 報告者の立場：組織アーカイブズ＞収集アーカイブズ

＊アーカイブズのアーカイブズたる所以とのかかわり 
 
２、大学アーカイブズの歴史（*3） 
（１）大学史編纂の時代（1960～70年代） 
 ▼1963（昭和 38）年、東北大学記念資料室 設置 
  ・『東北大学五十年史』編纂時の収集資料の保存・活用 
  ・文書管理規程の整備 → 永年保存文書をはじめとする諸資料の保存 
 
（*1）「史料管理学研修会」は、人間文化研究機構国文学研究資料館が毎年度主催する研修会で、東京での長期コースと

地方での短期コースがある。研修会では、公文書館等の職員や歴史学等を学ぶ大学院生に対し、アーカイブズ学

の理論と実務を教えている。現在は「アーカイブズ・カレッジ」と名称を改めている。 

（*2）丑木幸男「アーカイブズの科学とは」、国文学研究資料館史料館編『アーカイブズの科学』上、柏書房、2003 年、

1-2頁。 

（*3）桑尾光太郎・谷本宗生「大学アーカイヴズのあゆみ」、全国大学史資料協議会編『日本の大学アーカイヴズ』、京都

大学学術出版会、2005年、を参照。 
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 ▼私立大学の動向 
  ・慶應義塾：『慶應義塾百年史』（1958～69） 

1951塾史編纂所 → 1983福沢研究センター 
  ・早稲田大学：『早稲田大学百年史』（1978～97） 
    1963校史資料室 → 1970大学史編纂所 → 1998大学史資料センター 
  ・同志社：『同志社百年史』（1979） 
    1963社史資料編纂所 → 1983社史資料室 → 1995社史資料センター 
  ・その他、明治、中央、立教…etc 
 ☆大学の沿革史編纂を契機に資料保存組織が発足、大学関係資料の収集と保存が開始 
（２）「大学アーカイブズ」への模索（1980～90年代） 
 ▼アーカイブズ認識の導入 
  ・『東京大学関係諸資料の保存と利用に関する予備的研究』（1981）（*4） 
    百年史編集委員会による 
    東大に大学文書館設置を提言 →「大学文書館」のイメージとは？ 
     一 東京大学内に大学文書館を設置すること 

趣旨：東京大学に蓄積された多くの資・史料、沿革文書、遺品さらには学内外で今後蓄積 

ないし発掘される資料に学術的価値を認め、それらの系統的な収集・保存を行うと 

ともに、大学運営関係文書の公開
、、、、、、、、、、、

に寄与する。〔中 略〕 

     二 大学文書館の機能と役割 

      機能：文書の整理・保存及び目録作成のほか、適当な文書の公開・閲覧等を行う。また、 

将来の年史編纂を準備する。 

      役割：大学運営、行政等に対して基礎資料を提供し、また諸外国の大学文書館とおなじ 

く、ひろく日本の政治史、経済史、教育史、学問史、科学技術史などの歴史的研究 

に不可欠の資料を提供する。 

・寺崎昌男「大学アーカイヴズとはなにか」（1983年）（*5） 
    大学アーカイブズが収集対象とする資料の類型を提示 
     ①大学運営の歴史を示す公的文書、簿冊、事務記録、その他の文書。 
     ②大学内諸機関の議事録、意見書、答申、報告書等。 
     ③大学の刊行する年報、要覧、雑誌、新聞、広報紙誌等。 
     ④大学卒業生の卒業証書、アルバム、講義ノート、伝記、書簡等々（とくに当該大学に関係

あるもの）。 
     ⑤学長、学部長、教授、職員等の私蔵する文書類のうち、とくに大学に関係するもの。 
     ⑥大学設立者、寄附者、卒業生など関係者の文書。 
     ⑦大学の歴史を示す記章、門標、記念品、トロフィー、旗、制服、制帽、印璽等々の物品。 
     ⑧大学に関する写真、テープ、ビデオテープ、フィルム等。 
     ⑨大学史に関する諸刊行文献。 
     ⑩学問史的な意味をもつ実験器具、研究室製作品、報告書等。 
  ・中川寿之「「公文書館法」の制定と大学史資料の保存問題」（1989年）（*6） 
    公文書館法の制定を契機として、新しい大学アーカイブズ像を模索 
     ＝年史編纂のためだけの資料収集・整理から、大学関係資料の収集・整理の体制づくりへ 
 
（*4）『東京大学関係資料の保存と利用に関する予備的研究』（東京大学創立百年記念学術研究奨励資金による学内共同

研究 昭和 56･57年度研究調査報告、1983年）、以下の引用部分は同書 3頁、圏点は引用者） 

（*5）寺崎昌男「大学アーカイヴズとはなにか」、『東京大学史紀要』第 4号、1983年、2-3頁。圏点は報告者による。 

（*6）中川寿之「「公文書館法」の制定と大学史資料の保存問題」、『中央大学史紀要』第 1号、1989年。 
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 ▼全国大学史資料協議会の発足 
  ・1988関東地区大学史連絡協議会 → 1989東日本大学史連絡協議会 
  ・1990西日本大学史担当者会 

  ⇒ 1996全国大学史資料協議会 
  ・澤木武美他「大学史編纂と資料の保存」（1992年）（*7）：今後の大学アーカイブズの在り方 

 ①組織的・継続的な資料収集を可能にする資料保存機関の設立 
     ②収集資料の活用方法として、学内外への公開・展示、刊行物編集時の利用とともに、 

大学の研究・教育機能と結びついた活用方法を模索 
     ③他大学の資料保存機関との連携・交流を重視 
☆親組織の組織運営文書に対する意識、年史編纂だけの組織からの脱却、横の繋がりの構築

（３）大学アーカイブズの新展開（2000年代） 
 ▼情報公開法の施行（2001年）→ 国立大学の行政文書が対象に 
   現用段階の行政文書の適切な管理が求められる 
    → 非現用になった行政文書の管理はどうする？？ ⇒ アーカイブズ設立の契機 
 ▼2000年 11月、京都大学大学文書館 設置 
   京都大学の学内組織（部局）として発足（前身：京都大学百年史編集史料室） 
   「京都大学における行政（法人）文書の管理に関する規程」第 9条 
     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。）が満了した法人文書は、 

京都大学大学文書館へ移管するものとする。 

      ＝ 大学文書館への非現用文書の移管を義務づけ 
      ＝ ①文書のライフサイクル（作成～活用～保存／廃棄）に位置づけられる 
        ②非現用文書の一元的な管理の実現 
      ⇒「日本で最初の本格的な大学アーカイヴズ」（*8） 
 ▼国立大学アーカイブズの展開：行政（法人）文書の収集・整理・公開に力点

  2000.12東北大学史料館 ／ 2001.4名古屋大学大学史資料室 → 2004.4名古屋大学大学文書資料室 
／ 2004.4広島大学文書館 ／ 2005.4九州大学大学文書館 ／ 2005.5北海道大学大学文書館 ／ 
2006.7大阪大学文書館設置準備室 

   → 業務：法人文書および大学関係資料の収集・整理・公開…etc 
  その他の組織 … 金沢大学資料館、小樽商科大学百年史編纂室、神戸大学文書史料室 
▼情報公開法施行後の動向 

  ・国立大学アーカイブズの設置 → 一部に過ぎず、その後は進んでいない… 
  ・私立大学は適用されないので、同法がアーカイブズ設立の契機にならない 
    ※私立大学のアーカイブズ組織 

校史編纂から生まれた組織 → 文書管理の一角に入り込みにくい／法律規定も関係ない 
      → 親組織文書の継続的な移管が難しい ⇒ 組織アーカイブズ＜収集アーカイブズ
    → but! 私立大学関係者の親組織文書収集に対する意識は高い 
         … 歴史編纂、歴史研究 ／ 説明責任、情報公開、資料保存組織の学内的位置づけ 
      中川寿之氏（中央大学） 
        私は大学史編纂課が中央大学で始まって、百年史の編纂という形でこれまで 25 年仕

事に携わってきたのですが、自分では 100 年史の編纂だけをやっているのではないと

思っています。親組織の資料もきちんと残していかなければならないという気持ちで 

 

（*7）澤木武美・鈴木秀幸・中野実・日露野好章・松崎彰「大学史編纂と資料の保存」、『記録と史料』第 3号、1992年。 

（*8）西山伸「京都大学大学文書館―設置・現状・課題―」、全国大学史資料協議会編・発行『〈研究叢書第 3号〉大学ア

ーカイヴズの設立と運営』2002年、21頁。 
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仕事をしていますが、学内でどのような見方をされるかというと、年史は有期限で 100

年史が終わったら組織も終りだろうというところがあります。まさに、菅さんがおっ

しゃったとおり、年史編纂をやっていれば、それが大学アーカイヴズとなるだろうと

いう考えは危険な発想だと思います。（*9） 

      鈴木秀幸氏（明治大学） 

        そうは言ってもやはり私立大学では、各現場で手探り的に悪戦苦闘しながらも、とく

に私立大学が弱い学内資料のシステム化、これを急がなければならないということを

思っております。（*10） 
  ・慢性的な課題：予算規模、人員減の傾向、学内職員の意識 
    →「箱」から「機能」へ ＝ 公文書館的機能の構築 → 大学アーカイブズにも言えること 

（近年の全史料協の議論） 
 ▼「公文書等の管理に関する法律」（2009）（以下、公文書管理法） 
  ・国立大学法人は同法の適用対象に → 法律の規定に準拠したシステム構築の必要性 
    ※「国立公文書館等」のハードルの高さ → 指定申請はごく僅かの模様 
  ・私立大学は？ → 無関係ではあるけれど… 
 ☆国立大学の組織アーカイブズへのシフトによる、私立大学アーカイブズとの「距離」の存在 
 
３、京大文書館の活動概要 

（１）所蔵資料の種類：約 16万点 
  ①非現用法人文書：現用保存期間を満了した法人文書、毎年度大学文書館に移管 
  ②学内刊行物：学内各部局が発行した刊行物、発行時 1部を大学文書館に送付 
  ③個人資料：卒業生や元教職員などから寄贈・寄託された資料、随時受け入れ 
  ④学外刊行物：学外の大学や公文書館などが発行した刊行物、先方からの送付による 
  ⑤図書：京大の歴史、大学史、アーカイブズ学に関する図書類、先方からの送付ないし購入 
  ⑥写真：京大の歴史に関係する写真、百年史編集史料室から引き継ぐ 
（２）主な活動 
 ▼資料の収集と整理 
  ①非現用法人文書 
  ・移管 → 照合 → 評価選別 → 保存 ⇒ 1年のサイクルで作業 
             └→ 廃棄 

   （cf）2008～9年度の実績 
    移管【10月中旬】→→→→→→→ 評価選別【5月～】→ 廃棄【9月中旬】→ 移管【10月】 
                              ↑ 
                照合 

【約半年】 
  ・廃棄および移管文書数 
   ［廃棄］全体の 60～70％の文書を廃棄 

2004年度：5191冊           2009年度：9266冊 
2005年度：9116冊           2010年度：6105冊 
2006年度：5221冊 
2007年度：7933冊 

    2008年度：5714冊 
 
（*9）（*10）「総括討論 テーマ：大学史の社会的使命」、全国大学史資料協議会編・発行『〈研究叢書第 11号〉大学史の

社会的使命』2010年、109～111頁。 

- 4 - 



   ［移管］ 
 事務本部 各部局 総数 

2001年度 21863 ― 21863 
2002年度 1242 19699 20941 
2003年度 541 5799 6340 
2004年度 1180 5791 6971 
2005年度 2029 5955 7984 
2006年度 1811 7437 9248 
2007年度 2207 6702 8909 
2008年度 2102 8917 11019 
2009年度 2619 9647 12266 

※2010年度分は現在作業中 
  ・評価選別：専任教員 3名で担当、作成部局への照会を経た上で廃棄 
   ○廃棄基準 

     現用時の保存期間が 10年以下の文書ファイルで、毎年度定常的に行われる業務の記録 
（ただし、移管時に大学文書館での保存希望があった文書及び大学の管理・運営、教育・研究 

のあり方を示す文書ファイルのうち重要なものは除く。） 

   （サンプルとして残している文学部・法学部は除く） 

○保存するもの 

・部局としての方針にかかわるもの 

・部局の教育や研究の具体的内容にかかわるもの 

・学生生活にかかわるもの 

・部局から特に保存希望のあるもの 

・京都大学の歴史上意義のあるもの 

○廃棄対象となる文書ファイルの具体的な内容 

・郵便物発送・受領、切手受払簿 

・旅行伺  
・休暇簿、超過勤務命令簿等 
・給与簿、給与関係 
・兼業関係 
・源泉徴収票 
・点検報告書 
・契約関係 
・諸手当、社会保険、退職金、共済、扶養控除など福利厚生関係 
・債権発生通知書 
・入構駐車許可、構内安全などに関するもの 
・支出負担行為書、物品命令書 
・科学研究費、委任経理金、受託研究の伝票綴 
・印刷物、刊行物の原稿やゲラ 
・「庶務・総務関係綴」「人事関係綴」「研究協力関係綴」などのうち、事務本部各課からの 
通知のみであり、部局の実情を示すような回答の含まれないもの  
・他大学あるいは他部局からの公募書類（教員公募、共同研究者公募、助成金などの公募） 

  ②個人資料 
  ・寄贈／寄託 → 目録作成・資料封筒詰め → 保存 
  ・目録編成の方針は資料群により異なる 
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   ※現在公開中の個人資料 

木下広次関係資料 1083点 京都大学初代総長木下広次（きのした・ひろじ、1851
～1910）が所蔵していた資料群。 

鳥養利三郎関係資料 440点 京都大学第 13代総長鳥養利三郎（とりかい・りさぶろ
う、1887～1976）が所蔵していた資料群。 

学友会関係資料 106点 
1913（大正 2）年に発足した学友会（学生・教職員の
親睦団体）にかかわる資料群。学友会前身組織の以文

会、後継団体の同学会の各資料も若干含まれる。 

第三高等学校関係資料 6554点 旧制第三高等学校（三高）が所蔵していた公文書・刊

行物・その他の資料群。 

戦後学生運動関係資料 1193点 1950年代の京都大学を中心とした学生運動に関係する
資料群。 

吉田寮関係資料 1263点 吉田寮（京大学生寮）が所蔵していた公文書・刊行物・

その他の資料群 
京大天皇事件関係資料 147点 1951年の京都大学天皇事件に関係する資料群。 

大学紛争関係資料 4615点 1960 年代後半から 1970 年代前半までの京都大学にお
ける大学紛争・学生運動に関係した資料群。 

 ※資料の詳細は当館検索システム等を参照のこと 
▼資料の公開 
  ・所蔵資料検索システム（2008年 9月より運用開始） 
    非現用法人文書、個人資料、刊行物、写真の横断検索が可能 
    検索方法は、階層検索とキーワード検索の 2種類を具備 
  ・個人資料：解説・目録（冊子）の発行 
  ・個人情報確認 → 非公開の個人情報に対してはマスキング処理 
  ・閲覧室にて公開：毎週水～金、9：30 ～ 17：00 
 ▼研究・教育活動 
  ①研究：京都大学史、大学史・高等教育史、アーカイブズ学 ／ 教員各個人の研究 
  ②新採用職員研修（准教授担当）：「京都大学の歴史」 
  ③講義（准教授担当）：「京都大学の歴史」（全学共通科目、前期のみ） ※自校史教育 

④展示：時計台内歴史展示室 
・常設展：「京都大学の歴史」（2003年 12月～） 
・企画展：年 2回程度、会期 1～2ヶ月 ／ ・テーマ展：企画展の合間 

   → 展示室来館者は年間平均約 3万人 
 ▼その他 
  ①京大事務職員による閲覧（事務利用） 
   ・非公開の法人文書も含め、業務遂行に必要な資料の閲覧対応 
     → 大学文書館に法人文書がきちんと保存されていることで業務の役に立った、という実感 
     → 大学文書館認知度の向上 ／ 法人文書の管理意識の向上 ／ アーカイブズの存在意義 

②レファレンス・サービス 
③定期刊行物：『京都大学大学文書館だより』（年 2回） 

『京都大学大学文書館研究紀要』（年 1回） 
  ④大学文書館／歴史展示室への見学案内 
   ・大学文書館の施設や機能にかんする見学依頼（国内外問わず） 
   ・大学の賓客対応の一環（大学からの要請）→ 歴史展示室案内 
     ※大学（親組織）が大学文書館（アーカイブズ）に求めるもの 
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４、京大文書館の諸課題から、大学アーカイブズの可能性を考える 

（１）個別的課題 
 ▼現用文書の管理 
  ・現用部局から大学文書館への移管 → 移管リストと移管文書の照合が困難 
    リストのタイトルと文書背表紙表示の違い ／ リスト記載の文書がない ／ 文書の行方不明 
      → 現用部局において適切な法人文書管理がなされていないことが露呈 
  ・アーカイブズが的確に機能することで、現用文書の管理（レコード・マネジメント）の問題が 

逆照射される ⇒ アーカイブズの存在意義のひとつ 
  ・アーカイブズの側ができることとは？ →「協調」と「働き掛け」 
 ▼公文書管理法への対応：課題点を中心に 
  ・京大における最大の課題点 ＝ 非現用法人文書の全量移管（規程第 9条）ができない 
    → 現用部局で「保存」と決定した法人文書のみ大学文書館へ移管 
    ＝ 大学文書館での評価選別作業の在り方を変更する必要性 
   ※その他にも…個人資料の公開、異議申立て対応等の体制構築、複写手数料の取り扱い…etc 
  ・多くの国立大学での課題点 ＝ 非現用法人文書の移管先確保の問題 
    法律で規定する非現用法人文書の移管先 → 国立公文書館or各大学が指定する機関

…大学文書館、図書館等 
    各国立大学における現状の厳しさ【資料１】→ 廃棄の可能性への言及 → 法の趣旨に相反 
    ⇒ 先行する大学アーカイブズとしての支援の在り方を考えるべき 
 ▼資料の公開 
  ・新規の資料公開の停滞：とくに非現用法人文書 
    最近の公開事例 → 個人資料、学内刊行物、写真 
    既公開部局分の追加公開を除き、新規部局の非現用法人文書の公開が無い 
   （要因）個人情報調査に時間が掛かる ／ 他業務との兼ね合い 

  ・大学文書館所蔵の法人文書 → 情報公開法の適用対象外 ⇒ ブラックボックス化 
    → 新規公開を積極的に進める必要 
 ▼「研究資料」等の取り扱い 
  ・大学特有の資料に対する管理の在り方 →「研究資料」、卒論・修論…etc 
      ※「研究資料」…「研究機関で研究を通じて蓄積した資料類」（*11） 
    卒論・修論 … 資料の性格規定が曖昧、現在は各部局・研究室単位で保管 
           研究室から大学文書館に寄贈されるケースもあり ＝ 個人資料 
    「研究資料」… 明確な規定なし、個別の寄贈に対応（＝個人資料） 

映像資料は「京都大学研究資源アーカイブ」が管理（役割分担） 
（２）長期的課題 
 ▼大学アーカイブズにおける教育活動 
  ・大学アーカイブズと教育 → 多くの大学で実施されているのは自校史教育
    自校史教育の目的 … アイデンティティの確立、大学の個性化 ⇔ 客観的な視点の醸成 
    大学アーカイブズの職員 ＝ 大学の歴史に詳しい ＝ 大学史（自校史）の講義を担当 
  ・もうひとつの教育の在り方 → アーカイブズ学教育
    現場の教職員による講義 → アーカイブズの意義を教授 → 自身の問題として捉える 
    他学問分野との連携（法学・行政学・情報学…etc）→ 大学の強み 
 
 
 
（*11）森本祥子「大学組織のアーカイブズ：理論と実践の提示への期待」、前掲『日本の大学アーカイヴズ』101頁。 
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 ▼大学アーカイブズのアウトリーチ活動 
  ・「アウトリーチ」…「アーカイブズをよく知らない人たちに、アーカイブズにはどんなものがあ

り、なぜアーカイブズが大事なのかを「アーカイブズの外に出て」知らせ

る活動」（*12 , 下線は引用者） 
  ・アウトリーチの必要性：所蔵資料やアーカイブズの存在を認識してもらうため 

One of the most frustrating things for an archivist is to know that the collections have great research 
value, but that very few people are using them. Over the past decade, archivists have come to realize 
that outreach and promotion must be an integral part of archival work ― not something done 
occasionally, as with an anniversary celebration. （*13 , 下線は引用者、以下は報告者私訳） 

――― アーキビストにとって最も不満なことのひとつは、コレクションには大きな研究
価値があるのに、ごくわずかの人々しかそれらを利用しないことである。過去 10
年間、アーキビストはアウトリーチと利用促進がアーカイブズ業務にとって必須

の部分でなければならないことを認識してきた ― 創立記念のような時折する
ような何かではなく。 

  ⇒ 日本のアーカイブズ全体の課題（理論研究も含めて） ※利用者論、サービス論は蓄積浅い 
    大学アーカイブズも同様の状況 
  ・Tamar G. Chute 

“What’s in a Name? Outreach vs. Basic Services: A Survey of College and University Archivists” （*14） 
     米国における大学アーカイブズのアウトリーチ情報の少なさ → 実態調査に着手 

  アウトリーチにかかわる 35の質問を用意 
  米国内のアーキビスト 116名から回答（全体の 49.6％）【資料２】【資料３】 

    → アウトリーチの形態や対象者を考えるための好材料（ただし内容は要検討、別稿執筆中） 
       ・アーカイブズの見学（バックヤードツアー） 
       ・インターネット業務 → 展開の方向性は多数：メール、ブログ、ツイッター…etc 
 ▼大学アーキビストという存在をめぐって 
  ・拙稿「大学アーキヴィスト論」（*15） 
    大学アーカイブズの理念を考えるための分析視角としての大学アーキビスト 
    大学アーキビストの 4類型 → 整理者・研究者・管理者・教育者
  ・課題：4類型で指摘した以外の役割もあるのでは？ 
    ※SAA（米国アーキビスト協会）策定「アーキビストに関わる基本的価値」案（2010年）（*16） 

      → 理解増進のための活動 advocacy ／ 多様性 diversity ／ サービス service 
 ▼大学アーカイブズの固有性とは：理論的課題  
  ・アーカイブズの機能 → 行政も企業も大学も共通 
  ・大学アーカイブズの固有性をどこに求めるのか？ 

→ 親組織の性格・役割、所蔵資料の性質、所属する職員の形態…etc 
 
（*12）デイビッド・B・グレイシーⅡ世「アーキビストって早起き？―アメリカにおけるアーカイブズ活動―」、学習院

大学大学院人文科学研究科アーカイブズ学専攻編・発行『記録を守り記憶を伝える―学習院大学大学院アーカイ

ブズ学専攻開設記念誌―』2010年、33頁（訳注部分）。 

（*13）Gregory S. Hunter, Developing and Maintaining Practical Archives: A How-To-Do-It Manual Second Edition, Neal-Schuman 

Publishers, Inc, 2003, p.229. 

（*14）Tamar G. Chute, “What’s in a Name? Outreach vs. Basic Services: A Survey of College and University Archivists”, Journal of 

Archival Organization 1-2, 2002. 

（*15）拙稿「大学アーキヴィスト論」、『京都大学大学文書館研究紀要』第 8号、2010年。 

（*16）http://www2.archivists.org/news/2010/comment-on-draft-values（参照 2010-11-12） 
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  ・世界のなかの日本の大学アーカイブズ ＝ 沿革史編纂の流れ ／ 教員が所属する組織 
    → 世界的に見ても、極めて稀な形態  ※世界にはアーキビスト制度が存在するという事実 
    → そのことを逆手にはとれないか？ 
  ⇒ これらの視点から、日本の大学アーカイブズの固有性（＝理念）を考えてみる 
  ＝ 世界のアーカイブズ学研究への寄与 
 
５、むすびにかえて：大学アーカイブズのこれから 
 ・SAA策定「大学アーカイブズのためのガイドライン」（1999年）（*17） 
    アカデミック・アーカイブズの基本的な目標は、組織の教育任務を支えることによって、組織

の生き残りと成長を援助することにある。（Ⅱ－Ｂ：目標） 
 ・報告者の意識：「支える」存在から、「みずから担う」存在へ！ 

→ 大学アーカイブズの教育的機能を重視 
⇒ 大学理念の実現の一翼を担うより主体的な存在へ（前掲拙稿） 

      ※もちろんアーカイブズの基盤的機能（自組織にかかわる資料の収集・整理・保存・公開）

の着実な遂行が大前提 
 

    （cf）京都大学の基本理念 

京都大学は、創立以来築いてきた自由の学風を継承し、発展させつつ、多元的な課題の解決に挑戦し、地

球社会の調和ある共存に貢献するため、自由と調和を基礎に、ここに基本理念を定める。 

＜研究＞ 

１．京都大学は、研究の自由と自主を基礎に、高い倫理性を備えた研究活動により、世界的に卓越した知

の創造を行う。 

２．京都大学は、総合大学として、基礎研究と応用研究、文科系と理科系の研究の多様な発展と統合をは

かる。 

＜教育＞ 

３．京都大学は、多様かつ調和のとれた教育体系のもと、対話を根幹として自学自習を促し、卓越した知

の継承と創造的精神の涵養につとめる。 

４．京都大学は、教養が豊かで人間性が高く責任を重んじ、地球社会の調和ある共存に寄与する、優れた

研究者と高度の専門能力をもつ人材を育成する。 

＜社会との関係＞ 

５．京都大学は、開かれた大学として、日本および地域の社会との連携を強めるとともに自由と調和に基

づく知を社会に伝える。 

６．京都大学は、世界に開かれた大学として、国際交流を深め、地球社会の調和ある共存に貢献する。 

＜運営＞ 

７．京都大学は、学問の自由な発展に資するため、教育研究組織の自治を尊重するとともに、全学的な調

和をめざす。 

８．京都大学は、環境に配慮し、人権を尊重した運営を行うとともに、社会的な説明責任に応える。 

（平成 13年 12月 4日制定） 

 
 
 
 
 
 
（*17）http://www.archivists.org/governance/guidelines/cu_guidelines.asp（参照 2010-11-12） 
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【資料１】2010 年 8 月 7日付 日本経済新聞朝刊 
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【資料２】あなたの考えるアーカイブズのアウトリーチ活動を以下の項目から選んでください。 

 

1 101 (87.1%) アーカイブズ内でのクラス（授業）やグループへのプレゼンテーション 

2 100 (86.2%) 展示 

3 99 (85.3%) アーカイブズの見学 

4 96 (82.8%) アーカイブズ外でのクラス（授業）やグループへのプレゼンテーション 

5 93 (80.2%) 刊行物 

6 90 (77.6%) インターネット業務（ウェブページ） 

7 86 (74.1%) 寄贈者（寄附者）との関係 

8 83 (71.6%) ディスプレイ（掲示板等） 

9 79 (68.1%) 学外者からの問い合わせへの回答（卒業生、一般市民） 

10 76 (65.5%) 学内からの問い合わせへの回答（学生、教員） 

11 70 (60.3%) 他のアーカイブズ・資料保存機関への照会 

12 69 (59.5%) 学内委員会業務 

13 43 (37.1%) 記録作成組織への記録の貸出 

14 41 (35.3%) 記録管理 

15 41 (35.3%) 研究（自身の個人的向上と／あるいは出版のため） 

16 40 (34.5%) 写真複写 

17 38 (32.8%) 写真・テープ・フィルムの複製 

18 37 (31.9%) 資料整理 

19 36 (31.0%) 目録作成 

20 34 (29.3%) 受入 

21 34 (29.3%) 保存 

22 19 (16.4%) 索引 

 

 

【資料３】アウトリーチ活動の主要な対象者は誰ですか？ 

 

1 40 (34.5%) 学生 

2 13 (11.2%) 事務職員 

3 8 (6.9%) 地域社会（市、郡、州） 

4 5 (4.3%) 教員 

5 5 (4.3%) スタッフ 

6 5 (4.3%) 卒業生 

7 5 (4.3%) アメリカないしカナダの市民 

8 0 組合員 

9 0 外国の市民 

 

 

（“What’s in a Name? Outreach vs. Basic Services: A Survey of College and University Archivists”より作成） 
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