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変化する海外公文書館における資料収集事情 
「米国文書館の 新事情と資料調査例」「海外資料調査・収集の戦略的機構」 

2016 年 11 月 9 日(水) 10：00～11：30 
 

報告者：長坂マイヤーズ陽子様（株式会社ニチマイ米国事務所所長） 
コメンテーター：伊藤 潤様（元名古屋大学研究員） 
進行役：雨谷好倫（株式会社極東書店営業部部長） 

＊所属肩書きは当時のもの 
 

（進行役・雨谷）おはようございます。本日はお越し頂きまして

ありがとうございます。これから「変化する海外公文書館におけ

る資料収集事情－アメリカ国立公文書館（NARA）の事例を中心

として－」という演題でフォーラムを開催させて頂きたいと思い

ます。本日は登壇者の二名の方にお越し頂いております。簡単で

はございますが私の方からお二人のご紹介をさせていただきます。 
まず、コメンテーターとして元名古屋大学研究員の伊藤潤先生

にお越しいただいております。伊藤先生は名古屋大学法学研究科

で博士号を取得され、アメリカの安全保障、アメリカの危機管理

分野をご専門とされておられます。ご研究の関係から、米国国立

公文書館（正式名は米国国立公文書記録管理局［National Archives and Records Administration, 
NARA］）などの一次資料には大変精通されておられます。日夜、膨大な資料と格闘しながら、研

究を続けておられるということでございます。まだお若いですけれども、日本で FEMA（連邦緊

急事態管理庁）の歴史研究をされている数少ない研究者のひとりで、この分野の第一人者として

私どもが今、データベースを制作している FEMA 資料集の主編者として

ご協力をお願いしております。 
本日伊藤先生にはコメンテーターとして、このあと長坂様のご講演に対

するご質問等を通じて内容を深めて頂く流れで今日はお願いしております。 
そしてメインのご報告をお願いしております、株式会社ニチマイ米国事

務所所長の長坂マイヤーズ陽子様です。長坂様はアメリカ在住で、普段は

NARA を拠点に、リサーチャーとしてご活躍をされておられます。特に日

本の企業、あるいは地方自治体、文書館といった公的機関からのリクエス

トに応じて、資料の調査、発掘、撮影業務などを中心に活動業務をされて

おられ、NARA の資料事情の 先端におられます。また研究者との親交も

深くとりわけ日本人研究者からの信頼も厚いと聞いておりま

す。先生方が渡米される際には、長坂様を頼りにされるとい

う方も多く、まずアメリカに行ったら長坂様を訪問すると。

それが も重要だというようにも伺っております。日本人の

研究者から非常に頼りにされていることでも有名な方です。 
今日は昨今の変化の激しい NARA の撮影事情と資料の

前線について 40 分ほどご講演をいただく予定です。 
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尚、講演後に質疑応答の時間を 15 分から 20 分ほど取らせて頂いておりますので、ぜひいい機

会でございますのでみなさまの方からご質問等ありましたら 後にお願いできればと思います。

みなさまのお手元にアンケート用紙を入れさせて頂いております。差支えなければ今後の参考に

させて頂きたいと思いますので、ぜひアンケートのご協力をお願いできればと思います。それで

は早速ですが伊藤先生の方からお願いいたします。 
 

（伊藤潤先生）先ほどご紹介に預かりました伊藤です。私から 20 分ほど、長坂様から NARA に

関するプレゼンテーションの前に、簡単に日本における海外資料調査・収集の学術的状況につい

てご案内させて頂きたいと思います。お手元に本日のパワーポイントのスライドのペーパーがあ

ると思います。 
学術研究、とくに実証研究において資料収集は長らく重要だと言われ続け、海外の資料を調査

されている研究者はたくさんいらっしゃいます。ただ、ここ数年、私が研究者になり始めた頃か

らですが、研究環境が大きく変化し、研究目的で NARA を含め海外において本格的な資料調査・

収集を行うことが難しくなっています。 

 
 

その前に、そもそも資料調査・収集というものは研究上いったいどういうものなのかというこ

とですけども、ある意味研究成果にたどり着くためのインテリジェンス活動と思っています。な

ぜインテリジェンスという言葉を使っているのかというと、単に情報を調査して収集するだけで

はなくて、それを分析し、解釈し、アウトプットするという作業は、一種のインテリジェンス活

動という風に思えるからです。ですから、質的な実証研究においてインテリジェンス活動は極め

て重要になってくると思います。そうすると資料調査・収集という作業そのものについても非常
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に高い戦略性というものが求められてくるのではないかと思っています。リデル・ハートのもの

を引いていますが、要は資料収集・調査についても明確な計画を立てて、効率的な資源配分を行

い、 大の効果をあげる。アウトプットというのは、研究者で言えば、研究成果として論文を発

表する、ないしは著書にまとめるとか色々あります。 
 

 
 
次のスライドに行きますが、なぜ戦略性が求められるか、もう少し具体的にお話をさせて頂き

ます。とりわけ今「戦略性」という言葉を使ってその重要性を訴えるのは、研究環境が変化して

きているからです。主に二つです。 
一つは、大学と研究機関を取り巻く環境。マスコミ等の報道で、今日は図書館関係者、大学関

係者の方もお越しになられているので事情はよくご存じかと思いますけれども、研究者が研究を

行うための時間的・財政的リソースが近年、著しく縮小しています。とりわけ資料を集めてくる

研究となってくると、時間もお金もかかります。労力ももちろんかかります。ですから、比較的

この手の研究というのを避ける傾向が少し見られてきています。さらに、もう一つ大きな問題と

して出てくるのは人材と技術不足です。一次資料に基づく質的な実証研究を行う研究者、特に若

手の研究者は減少傾向です。今はどちらかと言えば統計学を使った量的研究が、政治学において

も、社会科学系全体でも主流になってきています。それともう一つ、後ほど細かく説明いたしま

すが、従来の大学院の研究者養成は基本的に徒弟制度です。先生に付いて、その手法を見て覚え

るというやり方をしています。しかし、その中で技術継承がうまくできない状況になりつつあり

ます。 
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具体的に少し見て頂きたいと思いますが、お手元に資料があると思います。研究業界をビジネ

ス的な視点でどう見るかというと「縮小する市場」と言った方がいいと思います。まず右の方に

出ていますけれども研究費です。年々減っていっています。人文社会学系は、大体 10 万～50 万

円が年間の予算として割り振られている方が多いと思います。もともと海外資料調査に行くと 50
万円前後は飛びますので、年間の研究費でアメリカに資料調査に行ってしまうと、それで「もう

おしまい」ということになってしまいます。実際それはできるわけがないので「やらない」とい

うことになってしまうわけです。とりわけ、10 年前と比べてどうなのかということですけれども、

人文社会科学系は同じという方も多いですけど、減っている、ないしは大きく減っているという

方は合わせて 40％です。とりわけ顕著なのが国立大学と公立大学です。国公立大学は運営交付金

の削減に直面していますが、そこに所属する研究者が研究に割けるリソースが減っている。また、

人材に関係する部分は左手の方に出ていますが、現在の大学研究機関における年齢階層構造を出

しておきました。重要になってくるのは、若手の研究者の数、20 代～30 代後半までの研究者は

右肩下がりです。文系・理系含めてですが、文系の研究者は著しいです。一方で右肩上がりのと

ころは 60 代以上の方です。いま人文社会科学系で、しかも NARA 等を含めて海外での資料調査

の実績を持っていらっしゃる先生方は、この世代の方が非常に多いです。実際この世代の方が院

生さんの指導をされて、若手を育てるということになっているのですが、いまこの数字ですので、

あと 10 年後にはみなさん引退されます。ですから、若手の研究者が減り続けていて、しかも教え

る人も 10 年後にはいなくなるということになってくると、完全に人材不足になります。今後、本

格的な海外の資料調査を行う、欧米に限らずアジアなど別の地域を対象にしたものでも、日本国

内においてそういうことができる人がどんどん減っていく傾向にあるということです。 
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さらに戦略性が求められてくる背景として、今までマイナス要素の話をしてきているわけです

が、もう一つあります。IT 化です。 近、研究資料の多くがデジタル化され、ネットを通じて配

信されるようになってきています。それは時代の宿命だと思います。しかも、Web 上にアップで

きる容量が非常に大きくなっていますので、どんどんデジタル配信されていくという形ですね。

大きなデータで言うと、 近でいえばパナマ文書もそうですし、WikiLeaks などもあります。あ

あいう形で生データをばさばさ一気にアップロードしていくということも出てくるわけです。古

い物については例外もありますけれども、そうなってくると Web を通じてある程度資料を入手で

きますので、研究費を出す側からすれば「現地での収集・調査活動はもういらないのではないか」

という風に見る傾向もありますし、若手の研究者の中でもそれで十分対応できるのではないかと

考える人も少し出てきていると思います。 

 
 
実際どうなのかというと、デジタル配信されているアメリカのものですけど、たとえば連邦会

議資料や、今までマイクロフィルムで発売されていたものについては右上の ProQuest 社が提供

しているものもあります。ProQuest の関連で言えば George Washington University（GWU）の

National Security Archive。右下の Public Papers of the Presidents は University of Michigan
で、外交研究で有名なForeign Relations of the United States（FRUS）がUniversity of Wisconsin
から Web で出ています。また、Government Publishing Office（GPO, 旧名は Government 
Printing Office）や、この後ご説明あると思いますが NARA も積極的にデジタル配信という形で

今動いていっています。 
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この影響が少し出始めてきています。アメリカの NARA における利用者数の数ですけど、2015

年は約 86,000 人。これは College Park（Archives Ⅱの所在地）だけではなくて、大統領図書館

など全米すべての関連機関を含めた数です。実際、2002 年には約 249,000 人いたんです。だから

右肩下がりで、実はリサーチャーが直接訪問して資料を探るというのは減ってきています。一方

で、後ろに「書面リクエスト」と書いてありますが、これは情報を集めてきて、それを直接書面

でリクエストする。それは総じて増加傾向にあります。IT 化の影響というものがこういうところ

に出てきているわけです。 
そうすると、どういう形で資料調査をしていくことが必要かというと、まず現地で調査・収集

を行うことによる費用対効果を事前にきちんと明確に示す必要性があります。昔のように、単に

研究費を使って NARA に行ってきますという時代ではもはやないということです。さらに、費用

対効果を示すということになりますので、プロセス（どの資料をどのような形で集めて、それを

どのようにアウトプットするのか）ということを示す必要性が出てきます。このことは、科研費

の申請をされている人がいればご存じかもしれませんが。さらにマニュアル化です。今まで NARA
に行ってなんとなく資料を集めていたものに関しても、具体的にどういう風に資料を収集するの

かというところまで全部見せなければならない。昔で言うと手の内を見せるようなものですが、

ここまでやらなければいけない。しかも、時間も限られていますので、効率性を追求していく必

要があるということです。マニュアル化には別のメリットがあります。今まで徒弟制度に依存し

ていた中で、どのように技術を継承していくのかということを考えたとき、マニュアル化をして

おけば比較的容易にその問題を解消できるということです。こういう形で研究の資料調査・収集

をやっていく必要性が現在出てきているということです。 
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さらに、ここまでお話したのは研究目的で資料調査・収集を行うということでしたが、それだ

けではもはや足りないのです。研究の材料として今まで集めていたものをどうやって社会に発信

していくかというとき、単にこれまでのように研究論文や学術書を使って発表するというのはあ

まりにルートが狭すぎます。そうなってくると、それをどのように活用していくのか。要するに、

研究の材料＋αを目指して動く必要性があるわけです。 
 

 
 
その方法としてここに二つほど挙げてありますけれども、単純に研究材料をよりよく供給する

ということであるならば、デジタル資料の提供という形があるかと思います。先ほどご紹介した

いくつかの例がありますけれども、ああいうものを積極的に推進していく必要性があります。こ

れまで学術的には、どういう資料があるのかということは脚注情報で紹介するのがほとんどでし

た。ですが、これからの時代は、先ほどお話ししたように Web 上に大量のデータをアップできま

すので、そうなってくると生データを提供するということが求められてきます。その方が、エビ

デンス（Evidence）としても高いわけです。一つの例としては、National Security Archive にお

ける GWU の取り組みというのがあります。GWU がかなり戦略的にやっていると思えるのは、

彼らは実際に機密解除を使って集めてきた文書を自身の Web ページを通じてネット上で公開し

ています。さらに、そこに付加価値としてリサーチャーによる解説・分析もあわせて出していま

す。しかも、一定期間過ぎた資料については ProQuest が提供している Digital National Security 
Archive というデータベースに流します。こちらはもちろん、ProQuest が販売している商品とい

う形になっています。ですので、GWU はそういう形で、あとは税額控除のある寄付金を募って
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いますが、組織として機能できるようにファンドを集めるという取り組みも積極的に行っていま

す。私としても、日本でこういうことができないのかと、先ほど極東書店の雨谷様からもご紹介

もありましたが、アメリカの FEMA（連邦緊急事態管理庁）に関する歴史資料を集めてきて、ア

ーカイブとしてデータベースを作れないかということで、防衛大学校の武田康裕先生、名古屋大

学の中村登志哉先生、Georgetown University の樋口敏広先生と協力してプロジェクトを進めて

いる次第です。 
ですが、研究資料の購買層というのは今縮小していっ

ています。さらにもっと活用していくということになっ

ていくとすれば、教材としてどのように使うのかという

ことです。 近、大学として高等教育をどうするのかと

いうことがポイントになってきます。研究以上に教育に

比重を置いている感も否めない中で、今まで集めてきた

研究資料をどのように活用するのかということが重要になってきていると思います。たとえば大

学の先生方が授業で使う資料集というものを作成していると思いますが、ほとんど大学の授業は

デジタルで行うということが主流になってきていますので、従来の紙媒体で作ったものもデジタ

ル化・データベース化して授業の中で活用していくという方法もあるかと思っております。 
また、そもそも資料だけではなくて、資料の調査・収集活動そのものを教材として使うという

ことも可能です。ゼミ・実地研修プログラムでアクティブ・ラーニングとしてやるなど、まさに

高等教育でよく指摘されている学生の自立的な調査・分析力の向上につながります。 
ただ、ここにも挙げました通り課題もあります。一つは著作権です。これは一番大きい問題に

なっています。それぞれの国の資料、それぞれのルールがありますので、どうやってライセンス

処理するのかということが出てきます。また販売形態ですが、従来のデジタルデータベースはほ

とんど買い切り、ないしは定期購読（サブスクリプション）ですが、大学の予算的なところを見

ると非常に厳しいと思います。ですので、オンデマンドに切り替えていくというのも必要になっ

てくるのではと感じています。さらに、そもそもこういうデジタル資料集を作る、ないしは教材

を作るというのはすごくお金がかかります。初期投資がかなりかかります。そういうハードルが

ありますし、それを回収できる需要がどれだけあるのか市場調査をきちんとやらないと大きな失

敗になります。また、教材を作るにはかなり高い専門性をもった人員を確保することが必要にな

ってくるのですが、いまの大学教員に果たしてそれができるのか、ということです。 
そういった問題を踏まえつつも、企業と研究者がそれぞれの特性を生かした産学連携を推進で

きれば、こういう商品を提供していくことが可能になるのではないかと考えている次第です。今、

日本の大学・研究機関は基本的に科研費を中心として公的資金を頂いて研究を行うということが

多いですが、今後日本の財政的な事情を考えるならば、公的資金への依存度を減らし、いかに持

続的な資料調査・収集・研究体制というものを構築できるかが鍵になってくると思います。 
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以上が私のプレゼンテーションですけれども、 後に話をひとつ。これは生データをそのまま

貼り付けているのですけど、アメリカの連邦機関はそれぞれモットーを掲げるのが好きです。こ

こに今出しているのは聖書の一節です。「そしてあなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自

由にする」。ヨハネによる福音書ですが、この言葉は CIA の Original Headquarters Building に

刻まれています。冒頭の話に戻りますが、我々の研究活動は、まさにインテリジェンス活動と同

様、真理を追究するということが一つの目的になっているわけです。しかし、いまやその真理の

探求、学術研究を越えて、将来性のある付加価値の創造をしていくことが資料調査、資料収集ひ

とつとっても求められる時代になっているということを指摘しておきます。 
その上で、 新の NARA における利用方法について、長坂様よりご紹介がこれからあると思い

ます。駆け足になってしまいましたが、私からのプレゼンテーションは以上です。 
 
 
（進行役・雨谷）では、続けて長坂様からご講演を頂きたいと思います。時間としては 40 分ほど

を予定しております。早速ですがよろしくお願いいたします。 
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（陽子長坂マイヤーズ様）みなさまおはようございます。ニチマイ米国事務所の長坂マイヤーズ

陽子と申します。本日はお忙しい中お集まり頂きまして誠にありがとうございました。私も勝手

ながら座りながらの発表となりますがどうかご了承ください。もう一点なのですが、配布した資

料の印刷がされているのですけれども、そのあと私の方で何度か練り直しがありまして、ちょっ

と構成が多少違うのと追加部分がありますので画面の方を中心に見て頂ければと思います。 
米国公文書館の 新事情と資料調査例ということでお話をしたいのですけれども、ご承知の通

り公文書館といえばワシントン DC の本館、アーカイブズ１、それから周辺のメリーランド州カ

レッジパーク、これはユニバーシティ メリーランド大学のすぐ隣にあるのですけれども、ダウン

タウンからシャトルで 45 分くらいのところにあります。大きく言えば本館の方はアメリカの建国

精神の歴史から始まって、独立宣言ですね。そうしたたくさんの貴重な資料がある展示があり、

一方ではリサーチルームがあるのですけれども、そこには基本的には近代以前の資料が多いです。

でも例外がありまして、たとえば戦争中の日系人が収容所に入れられた関係の資料とか、移民新

聞はすべてまとまって DC の中にあるんですね。トピックによってちょっと違うのですけれど。

カレッジパークの方は、基本的には近代以降の資料がたくさん集まっているということで、世界

中からの人々がこちらに集中する傾向で、あとはメディアの NHK の番組制作者もしょっちゅう

こちらにいらしています。 
 

 
 
スライドがあまりにも多いので目次を付けました。「はじめに」に行きます。私はいわゆるアカ

デミックの分野の人間ではないのですけれども、日本では高校の社会科の教員をやっておりまし

た。それから戦争と平和の問題をいろいろ考える、グローバルに考えたいというところで一大決

心をしてアメリカで平和学を学び、本当は教員に戻りたかったのですが、幸か不幸かアメリカで

の仕事を見つけて、結局在住 20 年になり、ニチマイでは今年で 11 年目の勤務となります。米国

公文書館というところでは、ガイド、沖縄公文書館のアーキビストの仲本和彦氏による徹底ガイ

ドは超有名なもので、非常にわかりやすいガイドであります。また、九州大学の三輪宗弘先生に
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よるアーカイブズ情報は、ご自分の足でいろいろ回られて知ったことというのを丁寧に書いてい

らして、この二つはバイブル的な情報として非常に有名であり、みなさんご承知の方が多いかと

思います。 
今日のお話は、そのお二人のご専攻に叶うものではないのですけれど、違った視点と、私は毎

日アーカイブズで調査をしているわけですけれども、そのリサーチャーとしての視点でご紹介を

したいと考えております。 

 
 
米国国立公文書館記録管理庁というのが、日本語で正式に言うのですけれども、以下 NARA と

いう略語を使わせて頂きます。先ほど伊藤先生の方からもお話がありましたが、アメリカはモッ

トーや理念を掲げるのが本当に大好きで、こちらもアーカイブズの本館にはこういった石像があ

ります。確かに、日本と比べればアメリカの歴史は非常に短いものだと思いますが、やはり歴史

資料をきちんと残していくということ、それが公文書としていかに国民に公開してくか、それは

民主主義のバロメーターであるというところでは、非常に大事なものであり、日本の公文書館、

国会図書館などいろいろな機関がありますけれど、やはり公文書館の動きというのは日本だけで

はなくて各国も注目をしているところなんですね。そういうところからも今後も目が離せないと

ころがあると思います。 
NARAの歴史は、フランクリン・ルーズベルトの1934年にそういうものを作ろうということで、

その前はいろいろなところに点在しており、屋根裏部屋とか保存にはまったく適さないような、ほ

とんどゴミ捨て場に近いような環境に資料が置かれていたのです。それではいけないということで、

アーカイブズをつくるようになり、1936 年の段階で今の DC の場所に資料を移送し、そして翌年

オープンし国民に開放するという風になりました。私たちが拠点とするメリーランドカレッジパー

クは、1994 年にオープンしています。アーカイブズの使命と視点というところでは、民主主義の

バロメーターであるという、開かれた政府であり続けること。国民に参加してもらい、国民も歴史

資料に興味を持つことというところで、非常に熱心な活動をしております。今、電子化事業という

のも戦略的事業ということで、2015 年から 2024 年の間にわたってもっと促進しようという動き

の中にいます。もちろん、開かれた政府とは言いながらも、一方ではテロリストの活動、9.11 はか
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なり前のことになりましたが、今ではイスラム国のテロリストの動きなどを警戒し、国家安全保障

の立場から、国民を守るにはどうしたらいいか、国家の利益を守るという視点と、それでも一方で

は国民に開かれてなくてはいけないというジレンマの中で、民主主義のあり方を追求するというと

ころでは、非常にアメリカも悪戦苦闘しているということがよくわかります。 

 

アーカイブズのウェブサイトの更新は、 近は不定期だがかつ頻繁にあります。こちらは 10
月半ばのものですが、ボブ・ディランが平和ノーベル賞を取ったということで、その直後はボブ・

ディランの若いときの写真を載せています。それから、私は日本では教員だったために、歴史的

教材をどのように子ども達に使っていくかという視点は常にあったわけですが、教育的価値の高

いリソースを提供するアーカイブズとして、単に研究者だけというのではなくて、広い層にわた

って子ども達にも利用してもらうような努力をしているということがわかります。 
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ご存じの通り大統領選、かなり新聞やテレビでも日本で報道されていると思いますがおそらく

女性初のクリントン大統領が当選することになるのではないかということですけれども、それで

もいろいろな問題がありまして、アメリカは混沌としています。が、大統領選挙のキャンペーン

に基づいて、いろんな歴史的資料を紹介するということで、デジタルでこういうキャンペーンを

し、学校教材で使ってもらおうというオープンなこともしています。 
 

 
 
大統領文書館、図書館というものの中には、ケネディ大統領はアメリカ人も大好きですが日本

人の中でも大好きだとおっしゃる人も多いのですが、大統領図書館の中のサイトには、このよう

な日本語のサイトもあり、そういうサービスをしている部分があります。 
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アーカイブズの話に戻りますが、アーカイブズの資料の分類法の基本を載せました。基本的に

は記録群。レコードグループといいますが、これは各省庁及び局ごとにまとめられているもので、

現在は RG1 から 584 という膨大な記録群があります。その記録群を大別しますと、軍事記録と

民事記録。多くの日本人の研究者の方などは主に日米関係を研究する方が多いので、国務省、日

本でいう外務省にあたるところでそういった資料を見られる方が多いのですが、そういったもの

は民事記録の中に入ります。私たちはそういったものを見ることも多いですが、やはり軍事資料

の方が多い。 
 

 
 
軍事資料の説明の前に、アーカイブズの資料の構造としてレコードグループがあり、1 から 584

までのグループに分かれていて、それだけではなくて、一つ一つがシリーズに分かれている。こ

れは年代で分かれていたり内容で分かれていたりします。ふつうはエントリーと呼ぶのですがこ
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れがまた膨大ですね。その中に箱があり、大体ひと箱 1,000 枚入っています。その中にフォルダ

がありドキュメントがあり、アーカイブズのウェブサイトで検索する場合は箱のタイトルからの

言葉、フォルダからの言葉であるのですね。検索は万能だというイメージは今日本人の方々にあ

るかもしれませんが、決してそうではなく、データベースでひっかからない言葉がものすごいあ

りまして、やはり箱を見てみないとわからないということになります。 
 

 
 
軍事資料の一つの例ですけれども、大きく分けると 4 つに分かれます。空軍、陸軍、海軍、そ

れから防衛ということで上層部のものですね。一口に空軍といってもレコードグループというの

は 5 つに分かれていて、陸軍の場合は 64 個、海軍は 28 個、防衛という上層部の場合は 37 個。

更にシリーズであるのですさまじい数になるわけです。例で挙げると DC とカレッジパーク、大

統領図書館やすべてをあわせたときに、現在たとえばテキスト一つとっても 100 億の量がありま

す。それから写真の媒体やマイクロフィルムの媒体、空中写真の媒体、そういったものがそれぞ

れ数千万の媒体であるということであまりにも気が遠くなるほどのトピック、一生かかっても追

えないというほどで、毎年夏とか冬は日本の研究者の方も多いわけですが 10 年 20 年も追ってい

るという方は非常に多いわけです。スケールの大きさというのがそういうところからもイメージ

されるかと思います。そういった膨大な資料をどのように調査するかというところで、アーカイ

ブズ調査法ですね。 
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まずはウェブ検索。日本である程度の道筋をつけるということで、参考資料、情報を得るとい

うことではウェブ検索は可能です。ただしすべて検索で出てくるわけではありません。もっと言

ってしまうとアーカイブズで電子化事業は進んでいるのですけれども、アーカイブズが持ってい

る資料の 85％は一応データベースで検索はできるとなっています。ただしテキストの場合はある

程度そうなっていると言えますが動画やモーションフィルムの場合となりますと 60％しかデー

タベースに入っていない、という言い方をします。あとの 40％というのはデータベースからは検

索できないということなんですよ。そういう意味では電子化事業は今後も進んでいくのですが、

そこからはじき出される資料も膨大にあります。ですからアーカイブズに来なくてはいけない、

しかしアメリカにわざわざ来て旅費を払って、というのはなかなか、さきほど先生のお話にもあ

りましたけれども、来なくなっている傾向があると。それはやはり経済的に難しい。あとは、私

たちアジア学会には必ず出て動向を探るようにしているのですけれども、先生方とお話すると、

もう科研費がおりなくてね－、と、大変なんですよねーという言い方をされる方が本当に多くて、

かなり切羽詰まった状態になっているというところはあると思うんですね。でも、現地に来なけ

ればわからないというところで、それがファインディングエイドの活用ということ。それから専

門のアーキビストがいますので、そういうところで相談をするということ、この三つが調査にお

いて必要であると思います。 
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まずは日本からもできるウェブサーチというところで、リサーチのところをクリックしていた

だくと、「Research Our Records」という風になります。この画面の一番トップをクリックしま

すと、NARA のカタログ。 
 

 
 
このサイトもしょっちゅう変わっているのですけど、できるだけアップデートをすること、そ

れからリサーチャーの方々にできるだけ検索しやすいデータを提供しようとアーカイブズの努力

が見られます。 
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そこにたとえば硫黄島というのを入れたとしますと、検索出てきますのが 4,000 件以上出てく

るわけです。 

 
 
それらを見てられないとなると、詳細検索というところでいろんな絞り方をします。 
 

 
 
たとえばレコードグループがわかっているとか、テキストだけを見たいという場合はここで検

索できるようになります。 
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そこでいろいろ絞っていくと、たとえばテキスト資料で 4,000 件以上あるものが 443 件となり

ます。これを見ると、電子資料は確かにデジタル化になっているものはあります。でも電子化さ

れていないもの。この場合ですと、ファイルユニット。箱を出して見てみないとわからないとい

う一つの例なんですね。 

 
 
それから、テキスト資料の中でもたとえば海兵隊のグループで絞ってみようかとなると、153

件と出てきます。それはデジタル化されているものがないんですね。箱を出して見ないといけな

い。 
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検索がすべてではない、が検索である程度見当はつけられるというのが第一点。二点目として、

ファインディングエイドの活用というのは残念ながらアーカイブズに来てもらわなければいけな

いのですけれども、ここにはファインディングエイド室というものがありまして、検索サイトで

はある程度できてもそれ以上詳細なものが出てこない場合があります。それはまたファインディ

ングエイド室に行って、調べるとこういったファイルがたくさんあるわけです。そこにいるアー

キビストといろんな話をする。特にミリタリーの場合、Eric Van Slander さんという日本語の達

者なアーキビストの方がいらっしゃいます。皆さん方、彼と事前に連絡をとってご相談される方

も多いです。日本語が喋れるアーキビストは彼一人ですので。一人に 30 分や一時間などつきっき

りになれないのでそのへんは苦しいところです。大まかなディレクション的なところ、方向性は

出してもらえます。あとは自分で悪戦苦闘していかなければならないというところです。 
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私たちはおかげさまでこの 10 年いろいろな資料調査をさせて頂いて、国の機関もあれば、個人

の方、大学などいろいろな調査をさせて頂き、またスキャン事業もさせて頂いております。今日

はわかりやすいところで過去 4 年間に戦没者収集事業というのを私どもが担当していたことがあ

りまして、硫黄島における遺骨収集を四年間やったことがあります。その関係で 3 年前に硫黄島

に行かせて頂いたこともありました。その時の写真と資料をちょっと紹介してみたいと思います。 

 
その一つ、日本関係の資料というのは外交だけではなくて軍事資料にもたくさんあります。で、

日本語の資料もあるんですね。アメリカの資料だから英語だけなんじゃないか、アメリカの目の、

フィルターがかかったものなのではないかという言われ方をするのですが、確かにその部分はあ
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るのですけれどもやはりアメリカのすごさというか、自分たちの記録を徹底的に残す、その前提

は他国に見せるためでは元々なかったと思うのですけれども、幸か不幸かアメリカは今までの歴

史の中で他国と関わってきた、外交だけではなくて戦争もしてきたというところでは、彼らは自

国の歴史を残すというところではものすごい記録魔的なところがあります。その意味では非常に

大きなもの、たとえば沖縄戦一つとっても集団自決というものがあったかどうか。そういう命令

がされていたかどうかとか、そういう裁判資料に使うようなものはアーカイブズでしか見つから

ない、関連資料が見つからないということもあったりして、日本の関係のものはもっともっと追

わなくていけないと思うんです。硫黄島の話ですけれど、ご存じの通り第二次大戦末期ですけれ

ども、1945 年 2 月 19 日から 3 月 26 日まで、これは公式戦、この後も 6 月まで掃討作成が続い

ていたわけですが戦死者は約23,000人、生き残った人間、捕虜は1,000人ちょっとと言われます。

ほとんど全員が戦死した。アメリカ人の硫黄島によく行かれる方は、硫黄島全体が墓場なんだよ

ねと言われます。そういうところで遺骨収集をするというのは私どもは元々は期待というか、そ

ういうことができるのかどうかもわからなかったのですが、その前に民間団体の依頼を受けて、

ガダルカナルとかフィリピンのルソン島などの一部の遺骨収集関係の資料収集の実績があり、硫

黄島をやってきました。硫黄島の戦闘記録も膨大ですが、主力は海兵隊であったということで、

その戦闘記録を追っていくということをしていました。質疑応答が終わった後、もしご興味があ

りましたら。 

 
 
これは硫黄島のグリッド地図というものですが、原寸大です。戦闘の現場で使われていたもの

なんです。偵察機を飛ばして、アメリカは本当に徹底してやるという、どこの戦闘に置いてもま

ずはその地形を全部調べるんですね。で大体人口がどれくらいであったのかということも過去の

資料から全部調べて、どこを攻めてどういうふうにいけばいいか、日本軍の要塞もどこまである

のかということも徹底的に調べて徹底的に潰すという戦略的な戦い方をします。グリッドという
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マスで分けて、それを更に 25 で分けて、大体一つの小さなマスが 200 フィートというところで

す。たとえば、こちらの上の方、251 とか A とか B とか C とか、たとえば 245 の F となれば、

そこに日本軍がまだ 100 人いるぞと、そこをたたきつぶすにはどうしたらいいか。上からか、大

砲からか。陸海軍で交信して全部調整してアタックしていく。そこで結果がどうだったか。そう

いう記録が残っているんですね。そういうものから、日本軍を何人殺したとかいうものも細かく

出てきます。 

 

そういった戦闘記録というものが部隊ごとにあるのですが、上から下までたくさんあって、こ

の G-2 というのは敵の動きを追っているわけです。これが海兵隊の上の部分ですね。 
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毎日毎日戦闘記録があって、どこでどういう風にしたという情報が。これは印刷してあるもの

ですが、薄くて見れません。10 年前は見えたものなんです。私も 10 年毎日アーカイブズにいま

すが、劣化はほんとうに進んでいるんですね。あと数年したらこの字は見えなくなってしまうん

です。そういうものをデジタル化プロジェクトでアーカイブズ側がこれをデジタル化するか。間

に合いません。それよりもどんどん新しくなっている、デジタル化資料も生まれてから既にデジ

タル化されているものの処理にアーカイブズが追われているので、こういった第二次世界大戦の

ものとか古いもの、それ以前の第一次世界大戦のものというはあるんですけど、そこまでのデジ

タル化というのはもう追えないんですね。そうすると、あと 10 年 20 年してしまったらこの原本

は朽ち果ててしまうのではないか。私たちは毎日そういう資料を目にすると焦りでいっぱいとい

うか、貴重な資料をもっともっと日本に残していかなければと思うのですけれども現実が追い付

いていかないんです。そういった危機感が私の中にすごくあります。 
横の手書きなんですけれども、現場でグリッド地図を下に置いてパラフィン紙を置いて手書き

で戦闘部隊が今ここで 100 人殺した、10 人埋めたと細かく書いてあります。部隊によって違うん

ですけれども、この第 3 師団は記録魔的なもので、一人殺したとかいうものも細かく書いてある。 
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ほかの師団、第 4、5 はそこまでのものはないので、一見同じようでも部隊記録によって差があ

るんだなということがわかります。これは 3 月の終わりで、いわゆる公式戦は終わって捕虜はま

だその時 300 人いかなかったんですけど、その後 4 月から 5 月に陸軍の部隊が入っていくんです

が掃討作戦をするんですね。この掃討作成がひどくて、硫黄島には洞窟がたくさんあったわけで

すが洞窟でまず日系人が日本語を使って降参した方がいいと呼び掛けます。が日本軍は捕虜にな

るのは恥だと思っていたので出たくても出られないわけです。出ようとする人間は上官に撃たれ

ていく。米軍の目の前で殺されている人間がいるんですけど、そういうことも克明に書かれてい

ます。それで出てこないとなると海水の水を大きなホースで入れていくんですね。そのあとガソ

リンを入れて火をつける。出られなくするんです。そういうすさまじいもの、残酷なものが淡々

と書いてあるんです。想像を絶するような阿鼻叫喚、地獄のような光景だったと思うんですが、

そういうもので日本兵が叫びながら死んでいったと書いてあって、一方では掃討作成の中で、硫

黄島というのはたくさんの洞窟があって探索もしてるんですね。 
 

 
 
これは一部ですけれどもまた細かく書いてあるんです。硫黄島の司令官であって栗林中将がい

た洞窟なのですが、そこの中を探索してたりとか、副官であった海軍の市丸少将という人がいた

のですが、彼の洞窟とかコミュニケーションとか、そんなのがたくさん残しているわけですね。 
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その次、日本兵の墓地。私たちも悪戦苦闘していろいろ聞いたのですが、アーキビストに笑わ

れました。アメリカ兵の墓地情報だったらあるけど、日本兵の墓？そんなのあるわけないよ。だ

いたい万歳アタックとかでたくさん死んじゃうんだからさ。もう 100 人とか 200 人単位でブルド

ーザーで大穴掘ってどんどん埋葬していくのだからと、アーキビストに笑われたことがあったん

ですけど、それでも私たちはやらなければいけないというところで、いろいろな資料を調べてい

たんです。そうしたらこういう風な、米兵もたくさん死傷者を出すので、そのままにはしておけ

ません。味方兵はどんどん埋めていくんですけど、墓を作って、戦闘が終わって戦後になったら

掘り起こして本国に送るということをやっていたんです。そのために墓をとりあえず作って目印

をつけておいたわけです。敵兵の墓地は普通作らないものだったのですけれども、硫黄島の場合

は非常に多かった。処理に困ったというのがあったらしく、すり鉢のふもとに一つ、それから今

で言う自衛隊の飛行場があるのですがその南側にも作っていて、大体約 2,000 弱、すり鉢のふも

とには 130 いくつ埋めたと書いてあって。当時の、見にくいのですが出ている写真、白く囲って

あるところ。そこには 2,000 弱、日本兵を埋めたと記録の中では出てきています。 
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また埋葬書ですね。こんなものがあるということさえ私たちは知らなかったですけれども、名

前は何もありません。すでになくなっているもので、それを一体一体とりあえず記録を書いてい

たんですね。で埋めたというそんな記録。これが米兵だったらもちろんやるのですがそんなもの

はない。あとは捕虜になった場合。捕虜でも息絶え絶えでその後亡くなったという場合は、名前

をもし聞き取っていれば、尋問とかをしていればその捕虜の埋葬書というのをこういう形で。 

 
それとこれは日本語の資料なんですけれども、市丸海軍少将がルーズベルト宛にあてた手紙で

すね。日本語と英文で書いたわけです。それを部下に持たせた。その部下も戦死するのですけれ

ど、海兵隊が探して受け取ったわけです。ただルーズベルトはその年、硫黄島の公式戦が終わっ

た直後の 4 月 12 日に病気で亡くなってしまうのですが。ルーズベルトの手に渡ることはなかった

と言われています。そんな資料もあったりします。 
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あとは硫黄島の写真が。一つ、これは捕虜の関係のものです。捕虜を尋問していたりとか、日

本兵の捕虜を確保したあと尋問したあと労働力として、自分たちの兵士を埋めるとか、日本兵も

味方の遺体をできるだけ埋めようとするのですが自分たちも生き残るのに精一杯。でも少なくと

も洞穴とかに入れて灰にしよう、荼毘にしようとする努力も見受けられるのですが全部燃えられ

なくて半分遺体が残った状態。日本兵が自分たちで焼こうとした跡なども残っています。 
 

 
アーカイブズの中には硫黄島の関連なのですが日本兵の残した遺書とか手帳とか手紙の綴りな

どもあって、米兵から見れば戦略的なものがないかという意図だったと思うんですけれども、い

ろいろ見てみると残っていた。 
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家族に送られることがなかったものとか、家族から送られた手紙とか、恋人の写真とか恋人が送

った桜の押し花とかも。今でも残っているのがほんとうに信じられないことなんですけれど、これ

も海兵隊が捕獲したからこそこうやって残って、私たちも、世界中の人間も見れる。皮肉なものか

もしれません。本来であれば家族のもとに返さなくてはならないと、戦没団体の方がアーカイブズ

にいらしたときに、そんなの外交問題にしなければいけない、なんておっしゃっていたのですが、

それも気持ちとしてはわかるのですけれども、幸か不幸か公文書館に移ったおかげで見れると。日

本の資料がこんな形で残っているという一つの紹介です。貴重なものだと思うんですね。そういう

意味ではアーカイブズ、ほかにも日本語の資料というものがたくさんありますし、私たちももっと

ご紹介したいし、いろいろな出版物でもいいし、活動、教育の教材としても戦争と平和を考えると

いうところではもっともっと知らなきゃいけないことはたくさんあると思います。 

 
後半になりますが、資料における挑戦として。私たちは膨大な資料を相手にしています。効率

的なものというのは先ほど先生からもお話あったと思うのですが、効率よくやるにはどうするか。

デジタル化は一つの例なのですが、デジタル化されていないものもたくさんあるので、やはり見

なくてはいけない。自分で来てお金もかけてなかなか時間がないという場合に、アーカイブズの

資料調査に精通した研究者を雇うというのがあるんです。 
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Independent Researchers Available というのがあって、こういうのを見て、ニチマイのことは

知らなかったという方も日本人の方々はこういうものを見て直接ニチマイの方に連絡をくれたり

とか、第二次世界大戦をやっているんだけどちょっとオーストラリアからこっちまでは来れない

からやってくれないかとか。いろいろな問い合わせもあって。今日も朝ドイツから問い合わせを

受けたりして、そういう意味では、宣伝になってしまいますがニチマイのサイトを使ってこうい

うものを紹介しているというのを載せました。 

 
アーカイブズの館内の様子は全部撮れないので申し訳ないのですけれども、テキスト資料だけ

ではなくてフィルム、映写機で通すもの、それからビデオになっているもの、地図があり写真資

料があり、いろいろな形態のものがあります。プラス、マイクロフィルムがあります。 
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もっと申し上げたいのは、アーカイブズは資料がどんどん増えています。年によるのですけど

も、大体年に四回アップデートするというか、新しい資料が入ってくるわけですね。増加する資

料は多いし処理をかけなければいけないものもあります。 
 

 
 
FOIA、Freedom of Information Act という、いわゆる資料公開法のことなのですけれども、日

本にもこういった公文書に関する公開の在り方は議論されていると思いますが、私はいわゆる情

報公開の専門ではありません。なぜ敢えて載せたのかというと、1960 年に 初にできてアメリカ

は大統領のすべてが出しているわけではないですけど、世界情勢によって、国内情勢の変化によ

って公文書館法に基づいて情報公開法も変わっているわけです。オープンな、開かれた政府であ

り続けなければいけないというのがモットーなんです。 
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ところが、わかりやすい例で言えば 2001 年 9 月 11 日のテロ。あれ以降いろんな修正法が成立

してかなり制限されました。外国政府の国際機関へのオープン度というのも、かなり制限を受け

たわけです。そのあとブッシュ政権がそれではいけないということで改善の努力もするのですけ

れども、なかなか現実的には簡単なことではない。オバマ大統領の歴史的に も開かれた政府で

ありたいという理想は確かにわかるのですが、実際にはいろんな批判もあって、情報公開にはな

かなか拍車がかからなかったという批判もされています。要は、年を経ながらもいまだになかな

か完璧な情報公開の在り方に到達できない。それも一つの民主主義社会の米国政府のあり方であ

り、今後クリントンがなろうと誰がなろうと、共和党民主党とかそういうところではなくて、悪

戦苦闘は続いていくだろうと言えると思います。 
 

 

 
アーカイブズにおける申請書というのは知らない方が多いのですけれども、基本的には申請を

すれば見れるかというとそんな簡単なことではありません。私十年いて、何十件という資料調査

の中で FOIA をかけているのですけれども、実際に見れるのは何％とか。一件か二件か三件。数

えるくらいしか。あとは追って沙汰を待てという感じです。5 年経っても何もこない。それは冷

戦時代に関わるものであったり、核兵器に関わるものであったりとか機密に関わるもの。化学兵

器とか枯葉剤など。私もベトナム戦争に関わることで調査をしているのですけれども、枯葉剤関

係はほんの一部は見れるのですけど、日本との関わりでいったら絶対に見せない、というところ

で苦しいところです。FOIA 申請をかけるには、基本的には、資料の中に抜けている証拠の資料

（10-3 参照）があるんですね。 
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申請書があって、拡大図はこんな感じです。こういうのを申請すれば必ず担当者が一週間、二

週間以内に受け取ったという連絡はくれます。あとは追って沙汰を待てということですね。 
 

 
 
10 年間いて変化としてはセキュリティの強化。それは先ほども申しましたが資料が年々劣化し

ているんです。触ったら崩れる、ぱらぱらと落ちてくるものが増えていますので、そういうとこ
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ろではアーカイブズも、それでも資料の公開はしていきたいと思うわけです。ただ資料の扱いは

注意しろということでセキュリティが強化されていると思います。 

 
 
で、撮影というのはスキャナーでも。アーカイブズのいいところは、他の世界のアーカイブズ

と比べると、フラットベッドのスキャナーをがんがん使っていいというところ。これは今はまだ

OK ですけど、これから数年先は禁止になるかもしれません。ですが他の世界のところでは、フ

ラットベッドのスキャナーなんて持ち込みは絶対ありません。そういうところではアメリカは気

にしないというか、資料が多すぎるというのもありますし、サービス向上というのもあると思う

のですけれども、撮影する場合はこういう撮影許可証を必ずもらわないと、画像としては持ち帰

れないので注意していただきたいです。 
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あとはカスタマーサービスということで、機材の持ち込みをして、たとえば月曜日の朝来て資

料の調査しました。持ち帰りしないで赤色のロッカーで金曜の朝まで入れることができます。た

だし、金曜日調査が終わったら、夕方は持ち帰らなくてはいけないのですけど、そういうところ

は利用しやすくなっているのかなと思います。 
 

 
 
さきほど伊藤先生の方から、リサーチャー全体の数としては、利用者は減っていると。確かに

そういう傾向はあるかもしれません。でも問い合わせというところではたくさんあって、デジタ

ル化が進んでいるからデジタルで済む問題もありますし、あとはやっぱり経済費がかかってしま

うために、自分で来るよりもリサーチャーに頼んでやってもらうという場合もあります。いろい

ろな要因があると思うのですけど、確かに昔ほどはいないかもしれませんね。ただ、やはり資料

は膨大で増えていますので、それがすべて電子化されていないので、そのへんのバランスをどう

とるかというところが課題だと思います。 
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私たちの例としては調査トピックがたくさんあるのですけれども、簡単にご紹介しますと広島、

長崎の原爆のほか、近衛秀麿とか。近衛文麿の弟で音楽家ですね。NHK の番組にもなったりした

のですが中島飛行機とか。竹島のことであったりとか、戦前、戦中、戦後。それから原発問題も

調査しているのですが、いろいろ多岐に渡る調査をするおかげで、私たち自身も学んでいるし、

みなさまにこういう資料がやりたいのだけどというのがあれば、こういった資料をごらんになっ

たらいいんじゃないですかとある程度のことは。アーキビストとは違うのですけれども、私たち

が 10 年培ってきたスキルと知識でかなりのサポートというか、いろいろな情報はシェアすること

はできます。 
 

 
 

後に、NARA 以外の資料館情報の例ということで、アーカイブズとアーカイブズの関連だけ

ではなくて、私たちは軍事資料館もけっこう行っているんですね。DC にある Navy Yard、それ

からヴァージニアにあります海兵隊資料館、アラバマにあるもの、サンフランシスコにある分館。

あとは海軍設営隊博物館資料館。というのは、戦後の日本における米軍基地。硫黄島、沖縄。そ

ういった大洋上の島々の米軍基地。そういうものはすべてアーカイブズにはなくてカリフォルニ

アに行かなくてはないんです。いずれはアーカイブズに入ると言われているのですが、その作業

はいつになるかわからない。それから、イギリスの公文書館も行きましたしオーストラリアの公

文書館も行き、さきほど伊藤先生のお話の中にありました軍事評論家のリデル・ハート。ここも

非常に小さいものでキングズカレッジの中にあるのですけれども、ここにしかない資料。非常に

古いのですけれども日露戦争関係のものもあったりして、日本人の陸軍武官の、そういう貴重な

日記もあったりします。そういう意味ではナショナルセキュリティアーカイブの話は伊藤先生の

方からもありましたけれども、日本の大学でも東大、京大、早稲田、慶応。その他の大学の図書

館には見れるようになっていまして。NARA でもアーカイブズの資料を使っているのでただで見

れます。それぞれの特色までは今回はお話できないのですけれども、いろいろな資料館に行き、

今後も大統領図書館とかにも行くことになると思います。もっともっと資料調査を広げる中で、

みなさんのご参考になるような資料情報を提供できればと思います。 
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（進行役・雨谷）どうもありがとうございました。伊藤先生の方からは 初にご報告がありまし

た、若手研究者が抱く危機感や問題意識、研究費削減という中で戦略的に資料をどう収集してい

くかという、産学連携という要素も必要になってくるだろうという問題提起でございました。そ

れに対して長坂様はリサーチャーという立場から抱く危機感。そういった意識の中で、今現在の

NARA が抱えている問題も含めて 新情報をお伝えいただきました。伊藤先生の方から今の長坂

様のご講演を受けて、コメントなどございますでしょうか。 
 
（伊藤先生）ありがとうございました。完全に研究者とベンダーの立場が入れ替わっているよう

なプレゼンテーションの内容になっておりますが。さきほど長坂様からご紹介ありましたけれど

も、アーカイブズの利用方法については、日本でも仲本先生のご著書、あとは九州大学の三輪先

生が Web ページを通じて情報提供をされています。その上で、今日、長坂様からお話していただ

いたものがまさに 新です。もちろん NARA も Web ページで情報、たとえばルールをどのよう

に変更したのかといったことを公表しているのですが、そもそも NARA の Web ページは非常に

わかりにくくて、どこに何が書いてあるのかがよくわからない。知っている人しかわからないよ

うな仕組みになっていますので、ニチマイ米国事務所から日本のユーザー向けにルール変更など

の情報をこまめに配信していただくような体制をとっていただけると良いのかなあと個人的には

思っております。あともう一つ、資料のデータ化のお話もありましたけれども、アメリカの方で

も第二次世界大戦、戦中から戦後の資料は劣化が激しくなってきていて、どうするのかという問

題も出てきているわけですが、翻ってみたら日本もまったく同じ状態になっていると思います。

多くのライブラリの中で、いろいろな古い紙資料とかマイクロフィルムが眠っていて、それが年々

劣化していっている。アメリカですらこれだけデジタル化に苦戦している中で、では日本はどう

すれば良いのかということが非常に大きな重みになってのしかかってきていると感じた次第です。 
時間に限りがありますので私から二点だけ、今日のプレゼンテーションを踏まえた上で、ご質

問をさせていただきたいと思っているのですけれど、まず一点目。まさにデジタルの話が関係し

てくるわけですが、今社会科学系における資料研究というと、特にアメリカに関してですけれど

も、だいたいフォード、カーター、レーガンといった 70 年代から 80 年代の資料が中心になって

きています。この中では、紙資料、あとは写真とモーションが中心になっていますが、ブッシュ、

クリントン政権に入ってくると電子資料が加わってきます。今年の大統領選挙でクリントン候補

のメール問題が出てきましたけれども、まさにあれです。公的な E メールも NARA の記録とし

て保管されていくことになっています。その点を踏まえた上で、今後どうしても学術的なニーズ

というのが電子記録に集中してくるということもありますので、現在の NARA における電子記録

の開示状況とその利用環境についてご存じの範囲でお答えいただければと思います。 
まとめて二点目です。今日は NARA が中心になっています｡NARA による情報公開やリサーチ

ャーのための利用環境はかなり先進的な例の一つだと思います。間違いなく、日本に比べて遙か

に進んでいる。それを踏まえた上で、今日は時間の制約などありましたけれども、ほぼ毎日 NARA
にいらっしゃる方から見て、たとえばほかの国の公文書館、イギリス、オーストラリア、カナダ

はさきほど事例が挙がっておりましたが、日本のことを含めもう少しコメントをいただければと

思っております。 
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（長坂様） 初のご質問の電子化について。私自身は、電子化のあり方について研究者ではない

ので、あくまで一リサーチャーという立場からしか言えないのですが、アーカイブズのストラテ

ジックのプランとして 2015 年から 2024 年の間に、もっともっとオープンなもの、これは電子化

に関する戦略計画として、エレクトリックレコードアーカイブズという、ERA という言い方で情

報は書いてありますね。そのサイトの中には、今現在公文書館は 500 テラバイト以上に上る電子

化資料を所有しているということで、これをもっともっと増やしていくんだということが書いて

あります。それは今先生がおっしゃったように、資料自体、 初に作成するところから、紙では

なくてデジタルのものであると。それが一定の年数が経てばどんどんアーカイブズに回ってくる

わけです。その意味ではアーカイブズ自体がすでに電子化になっているものの処理で追われてい

るというところがあるんです。ただ一方では、たとえば古いもの。第二次世界大戦中のもの、硫

黄島の例もそうなんですけれども、電子化されている、硫黄島で、たとえば 1970 年以降のもの、

沖縄でも 1970 年以降のものの写真とかテキスト資料は電子化されているものがかなり多いわけ

ですが、第二次世界大戦中とか、もっと古い今から 100 年以上前の第一次世界大戦のものはデジ

タル化になっていないんですね。そのへんのバランスというのが。電子化というのがどうしても

70 年代以降のものに重きを置かれていて、それより古いものというのはなかなか進まない。もし

くは頻度が高いものであれば、というのがあると思います。 
第二の質問なんですけれども、私もライブラリアンの立場ではないので、いろいろな公的機関

のライブラリの方がいろいろな諸事情とか、今日も別のフォーラムでもお話される方がいらっし

ゃると思うのですが、私の体験として申し上げることは、イギリスやオーストラリアの公文書館

は基本的には、彼らも電子化というのはどんどん進んでいるとは思うのですけれども、資料の調

査の仕方というところでは、あくまでフォルダ単位になっています。アーカイブズは、箱ごとに

出すんです。そのへんが違いがあることで、特にイギリスの場合は、一度に三点の資料の請求を

して、その三点が手に入れば更に三点が請求できるということで非常に効率がいいし、自分のカ

ードの中に全部情報が入っているんですね。だから慣れれば非常にやりやすいんです。ただし一

方ではこの資料が全体の中でどう位置づけられているか、全体像が見えないんですね。それはや

っぱりアメリカの公文書館の箱単位であるという、箱の中にいわゆる雑も入っているんだけれど

も、意外とその雑の中に。欲しい資料が検索では見れなくて意外と周辺資料にあったり雑資料に

入っていたりするという大きな発見があるというのはアメリカの公文書館でないとできないとい

うところはあるのではないかと思います。 
 
（進行役・雨谷）ありがとうございます。それでは会場の方の皆様方からご質問等あれば受け付

けさせていただきたいと思います。 
 
（質問者 A 様）今日はありがとうございました。伊藤様にお尋ねしたいのですけれども、デジタ

ル化の普及がどんどん進んでいったときに、現地の調査や資料収集というのは必要かということ

についてどうでしょう？ 
 
（伊藤先生）さきほど長坂様のお話があったと思いますけれども、電子化されていくといっても

限界があるということです。そもそも、NARA でも完全に整理ができていない状態です。たとえ
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ば、デジタルデータの問題としてよくあるのが生データの提供方法です。たとえば情報公開サイ

トを通じてデータがどんどん Web 上にアップされるのですが、未整理のものも多いんです。整理

してきちんと分析しなければならないということがあるんですけど、こういう作業をすることは

時間がかかる。生データだけ提供されていればそれで OK という話にはならないんです。NARA
の先ほどのお話との関連で言えば、実際に行ってみないと出てこない資料というのは存在します。

実際、今 FEMA の資料集を作っていますけれど、FEMA の Record Group だけでは FEMA 創設

の全容はつかめない。別組織の Record Group の関連資料に入っているというのはよくあること

です。これはもう行かないとわからないです。研究者の場合は、経験と勘､あと知識で、なんとな

くここにあるのではないかと見つけられることもありますので、そういった意味では行く必要性

はあると思いますし、そもそも自分たちが扱う資料がどういうところに、どのような形で保管さ

れているのかということは、きちんと見ておくべきだと思います。 
 
（質問者 B 様）わたしは図書館の方の人間なんですけれども、なかなか図書館でもアーカイブ化

は難しくて、予算もつきませんし手が回っていない状態で、一方で研究者の方が個別に自分の研究

に関する部分の記録をとってらっしゃって、その部分については大学の方では手が回っていないも

のもたくさんあるんですが、なかなかまとめられず点在している状態です。それを何かうまく生か

す方法がないかなといつも思うのですが。何かそういう、うまくやる方法とか目をつけているとか、

そういったことはあるのでしょうか。どちらの方でもよろしいのですけれども。 
 
（伊藤先生）まさにそれが日本の大学の課題だと思っています。たとえば大学の図書館とかで抱

えているであろうマイクロフィルムなどは典型例なのだろうと思います。ある研究プロジェクト

でマイクロフィルムを買い、その先生が利用されました。で、その先生が退職されたので、もう

利用する人は誰もいません。よくある話だと思います。本とかでも同じです。また先生方が個別

に集めてきた資料が貴重だからという理由により段ボール単位でそのまま大学に財産として残さ

れているのだけれど、図書館には専門スタッフがいないのでどうしてよいかわからない。そのた

め、図書館に保存されたまま劣化していってしまうというような現状があると思うんですね。そ

ういった意味では、公的資金の話と関連してくるんですけれど、やはり予算をつけて集めてくる

以上、もちろん研究成果を発表してからということになるんですが、大学の中できちんと集めて、

デジタル保存・データベース化していくという仕組みが必要になってくると思います。その際に、

やはり問題になってくるのはライセンス、著作権の処理の問題だと思います。そういう作業は、

いまの大学ではたぶん無理だと思います。そうすると、大学で手に余るものは民間の企業に代行

していただくとか、役割分担をきちんとするということがすごく重要になってきます。 
 
（質問者 C 様）日本の地方の公文書館に勤めている者です。本日のお話のテーマというのが、

NARA を中心に、ということだと思うのですが、もしお分かりになる範囲で構わないので、米国

の地方、たとえば州の公文書館の事情ですとか、特にボーンデジタルの扱いはどうなっているの

かですとか、そういうことをちょっと教えてください。 
 
（長坂様）州のレベルということで、あくまで州立のということですね。申し訳ないがそれほど
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私はわからないですが少なくとも、州と言えばメリーランド大学の資料というところでも、たと

えばプランゲ文庫。ニチマイがスキャン事業も進めているんですけれども、たとえばプランゲさ

んの例を挙げると著作権関係を大事にされている。私どもがスキャン事業を何年もやっておりま

して、児童書のスキャンから、今は一般書に戻って、検閲文書とかもやったんですけれども、著

作権のこともありやはり外では見れないんですね。メリーランド大学と国会図書館の契約もあっ

て、国会図書館では見れる。それからメリーランド大学のキャンパス内ではアクセスできる。で

も外ではやっぱりできないというところがあって、そういうところではデジタルのものは見れる

が制約があるとか、あとはプランゲ文庫とは別に、図書館には大学特有のいろいろな貴重書とか

資料があるところで調査をしたことあるんですけれども、そこではデジタル化は進んでいなくて、

実際にそこに行ってアポをとって資料を見ないといけないんですね。そこにはプランゲ教授の、

プランゲ文庫とは別に個人文書というものがありまして、日本軍の真珠湾攻撃直後の日記という

のがなぜかそこに原本があったりして、国の機関から依頼を受けて私たちも複製のやりとりとか

をしてたんですけれど、デジタル化というのは、申し訳ないんですけれどメリーランド大学の例

の一つしか言えないのですが、いっぱいの資料や本というところでは、デジタル化すると予算が

かかるというところがまずネックだと思います。すみません、他の州の例とか挙げればいいので

すが。これしか言えないのですけれども。 
 
（質問者 D 様）長坂様にお伺いしたいのですけれど、早稲田大学 20 世紀メディア研究所の会員な

んですが、そこで米国公文書館論を読んでいると、アメリカの機密解除のお話が先ほどありました

が、手続き面でそうとう遅れているというお話があったのですが、それが 新の情報ではなかった

ので、今のところ機密解除指定のアメリカの現状について、知りたいと思いましてそのへんをご説

明いただければ幸いです。よろしくお願いします。 
 
（長坂様）この分野に関しての、私は専門家ではないしアーキビストではないので素人というか、

リサーチャーの立場からなんですけれども、あまりにも件数が多くてというのがまずありますね。

近年、アーカイブズのサイトの中のこの分野情報に関するところを見て頂ければいいんですけれ

ども、確かに開かれた政府であり続けたいということは機密もどんどんオープンにして、たくさ

ん件数があがってもその処理を効率良くしてというのが理想だと思うんです。アーカイブズはそ

れを目指してはいるのですが、実際には先ほども言いましたがたとえば具体的には化学兵器とか

毒ガスとか枯れ葉剤。枯れ葉剤一つとっても、裁判とかになっているんです。というのは、ベト

ナム戦争でベトナムに行って枯葉剤を扱って、その後身体に異常なものを受けて、いろいろな補

償を得るがために、裁判をしてという。そういうのも FOIA 情報というのを、アーカイブズには

まだ来ていないものが多くて、直接国防省にあげているというのもあるんです。たとえば沖縄の

ジョン・ミッチェルさんてご存じの方もいらっしゃると思うんですけれども、元々イギリスのジ

ャーナリストで、ジャパンタイムズに沖縄の記事をしょっちゅう書いているんですけれども、彼

自身は直接国防省に打診をしてやっているんです。それはベテランという、待機軍人のいろいろ

な圧力もあって国防省も無視できなくなってきたというのもあって、そういう情勢の変化とか圧

力団体とか、そういうのを要望している人間がどれだけいるかとか。そういったところも影響し

ていると思います。アーカイブズとしては、そういう公表してほしいというリクエストは、近年
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ものすごく急増しているということを言っていますね。その中では、アーカイブズも予算があっ

て、アーカイブズは日本と比べるとかなりオープンだとはいっても、やはり予算というとアーカ

イブズは一番 低のラインというか、国の中ではプライオリティが 下位なんだよ、とよくアー

キビストの人なんかがおっしゃるんですけれども、そういうところでは、カレッジパーク自体だ

ってスタッフが 1,000 人くらいいるんですけれども、そういう部署というのは非常に限られてい

る。それは電子化事業もそうなんですけれども、担当者と以前話したことがあるんですけどやっ

ぱり人数が少なくてぎりぎりであるというところで、そういうジレンマを抱えているのが現状だ

というところだと思います。すいません、答えになっているかわかりませんが。 
 
（質問者 E 様）お聞きしたいのは、ほんとうはフォルダに入っている資料がどうしても見つから

ないケースがいくつもある。たとえば昭和天皇であれば、何を食べたかというつまらない記事は

載っているけれどもほかのやつはない。 近ではラストロス事件を調べたが、志位正二という人

のファイルは入れるが同じシベリアの収容所にいた瀬島龍三のやつはどこを探しても見つからな

い。そういうのは何か基準があるのか、わかれば教えていただきたいと思います。 
 
（長坂様）そのご質問は、私自身も実際抱えている問題でして、何を基準にしているのかという

のは、例えば岸信介の時代のもので、国務相の、新聞社の依頼も受けて協力したことがあるので

すけれども、FOIA 申請をして、本来はそのファイルに入ってなきゃいけないものなのです。抜

いたら抜いたで証拠の書類が入っていなくてはいけないんですよ。だけどその証拠の書類がない

んです。ていうことは、なんらか抜き取られたはずなんですけれども、それはアーキビストに聞

いて申請もしたんですけれども、抜いたのなら証拠の書類が入っているはずだと言われて、それ

はわかるのですが実際にはないではないかと押し問答をしたことがあったんです。それも、その

先は話が進まなかったというのがあって、もしかすると今の安倍首相のおじいちゃんである岸首

相の核兵器関係の密約に関わることだったと思うのですけれども、何か意図的に今の政治情勢と

かで何らかの判断をされたのではないかとどうしても色眼鏡で見てしまうのですけれども、そこ

の疑問を私自身も持ったままで、アーカイブズ側に問い合わせてもその先にいかないというジレ

ンマを抱えているというのが実は現状です。アーカイブズの方も、ODA とかの開発援助で調査を

することがあるんですけれども、国務相の資料なので軍事ではないのですが、核兵器がらみとか

そんなようなものが入っているみたいで、そういうのは箱ごと 10 箱や 20 箱ばーんとクラシファ

イドなんですね。そういう箱でやると、箱で申請しなければいけないんですけれども、きっと十

何年かかるよ、答えは出ないよなんて脅かされたりするんですけど、そのへんは本当に申し訳な

いのですが私自身も悪戦苦闘をしていて、聞いてはいるのですがなかなか現状としては。申し訳

ありませんが情報がない状態です。 
 
（進行役・雨谷）ありがとうございます。時間がなくなってしまったので恐縮でございますけれ

ども、これでフォーラムの方を終了させていただきたいと思います。今日は皆様方、お忙しい中

ご参加いただきありがとうございました。ぜひお手元にあるアンケートのご協力を、今後の参考

にさせて頂きたいと思いますのでよろしくお願いします。出口の方で回収をさせていただきます。 


