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自然災害と地域資料
―大規模自然災害とアーカイブズ活動―



本日の構成
1.自己紹介

2.日本のアーカイブズと地域資料

3.大規模自然災害と資料保全活動

4.まとめ



１. 自己紹介

①神戸大学大学院人文学研究科 特命講師

兵庫県三木市との連携による市史編さん事業に従事（2015.5～）

②歴史資料ネットワーク 事務局長（2011.4～）
大規模自然災害時において歴史資料・文化財の救済保全活動に従事

• 日常的に地域資料に関わる

• 本日は、特に②の立場よりの報告

報告者の立ち位置



１. 自己紹介

• 日本のアーカイブズの現状、とくに地域資料をとりまく状況に
ついて

• 大規模自然災害と地域資料

• 地域資料を災害から守る「資料保全ネットワーク」について

※時間の関係で、具体的な活動様子については触れられず

報告者の概要



２. 日本のアーカイブズと地域資料

「アーカイブズ」とは？

1) ある法人あるいは個人が、その活動の過程で作成、受領し、さらに組
織固有の必要のために、それを形成させる主体あるいは後継者によって
保管されるか、あるいはアーカイブズ上の価値のゆえに、適正な資料保
管組織に移管される資料の総体で、日付、形態、物的支持体の如何を
問わない。

2)アーカイブズ資料の処理、目録化、保存、公開のための専門機関

3)アーカイブズを保存、公開するための建物

WALNE, P., ed., Dictionary of Archival Terminology 
/ Dictionnaire de terminologie archivistique, no 36



２. 日本のアーカイブズと地域資料

「公文書館」の設置

1959年 山口県立文書館：日本で最初の文書館
山口県庁の行政資料や県史編さん史料、毛利家文書等

1971年 国立公文書館開設

アーカイブズに関する法整備

1987年 公文書館法： 歴史資料としての公文書の保存・公開を規定
1999年 国立公文書館法： 国立公文書館の独立行政法人化
2009年 公文書の管理に関する法律（公文書管理法）
公文書の統一的な管理ルールや重要文書の公開等



２. 日本のアーカイブズと地域資料

アーカイブズに関わる団体・学会

① 全国歴史資料保存利用機関連絡協議会（全史料協）：1976年発足
公文書館法施行を契機に本格的に展開された文書館運動の中心団体。記録資料
の保存・公開機関と個人会員で構成。（機関会員：132）

② 日本アーカイブズ学会：2004年発足
日本におけるアーカイブズ学の確立およびその進展を目的に設立。2013年より「登
録アーキビスト制度」開始。

• 戦後、遅れていた日本のアーカイブズの急速な拡大・定着

• 近年、法整備も進み、社会全体の中でその役割の重要性が認識されつ
つある



２. 日本のアーカイブズと地域資料
民間所在のアーカイブズ

日本の自治体の歴史的変遷

江戸時代末
町村数約８万余

市制町村制（1889）
15,859

昭和の大合併
（1955前後）

3,472

平成の大合併
（2005前後）
1,800以下

行政（公文書館）で概ね捕捉可能

江戸時代の町村 ： 行政末端機関に位置づけられながらも、自治的な運営
→徴税、戸籍（宗門改帳）等の記録は地域に所在

近代以降の近世村 ： 住民団体（≠自治体）として位置づけられる
現在、近世村の近世・近代初頭の歴史資料約20億点以上が民間に所在



２. 日本のアーカイブズと地域資料

地域資料をとりまく状況

• 日本の地域社会には、約20億点以上の地域資料が所在
→多くの場合、個人所蔵や自治会所有の状態

• その理由は、近世（江戸時代）日本の地域社会の存在形態に規定される
→ 世界的にみて稀有な事例

• それらは「公的」性格を有する資料群であるにも関わらず、公的機関で補足が困
難な場合も多い

→ 所蔵状態が「私有」である

• 少子高齢化・都市一極集中による地域社会の縮小や、大規模自然災害の多発に
より、その散逸のリスクが急速に拡大中



３. 大規模自然災害と資料保全活動

自然災害リスクの急速な高まり

• 戦後日本の自然災害 ：
1948年6月28日 福井地震（M 7.1、最大震度６） ※59年9月伊勢湾台風 61年9月第二室戸台風

72年12月4日八丈島東方沖地震M 7.2、八丈島震度6。（福井地震以来、24年ぶりに公式に震度6）
82年3月21日浦河沖地震M 7.1、84年9月14日長野県西部地震M 6.8、93年1月15日釧路沖地震M7.5
94年10月4日北海道東方沖地震M8.2、94年12月28日三陸はるか沖地震M 7.6

1995年1月17日 兵庫県南部地震（阪神・淡路大震災） M 7.3、最大震度７
97年5月13日鹿児島県北西部地震M 6.4、98年9月3日岩手県内陸北部地震 M 6.2、最大震度6弱
00年7月1日～8月18日新島・神津島・三宅島近海で地震約1ヶ月後三宅島噴火。

2000年10月6日鳥取県西部地震M 7.3、2001年3月24日芸予地震M 6.7
03年5月26日三陸南地震-M 7.1、7月26日宮城県北部地震M 6.4、9月26日十勝沖地震-M 8.0

2004年10月23日新潟県中越地震 M6.8、最大震度７ ※7月新潟・福島豪雨・福井豪雨・台風23号水害
05年3月20日福岡県西方沖地震M 7.0、2005年8月16日宮城県南部地震M 7.2
07年3月25日能登半島地震M 6.9、7月16日新潟県中越沖地震M 6.8 ※平成18年豪雪・7月豪雨
08年6月14日岩手・宮城内陸地震M 7.2、7月24日岩手県沿岸北部で地震M6.8 ※平成20年豪雨
2011年3月11日東北地方太平洋沖地震（東日本大震災） Mw 9.0、最大震度７、大規模な津波被害

11年3月12日長野県北部地震- M 6.7、3月15日静岡県東部で地震- M 6.4
4月7日宮城県沖で地震M 7.1、4月11日福島県浜通り- M 7.0、4月12日福島県浜通りM 6.3
※8月 台風12号による紀伊半島水害

13年4月13日淡路島付近M6.4
14年11月22日長野県神城断層地震M6.7 ※８月豪雨四国・近畿・広島
水害の恒常化＝地球温暖化の影響



３. 大規模自然災害と資料保全活動

自然災害時の地域資料のリスク

1995年１月17日、阪神大震災は芦屋市津知町を襲い、家屋に壊滅的な

打撃を与えた……この大震災によって、文書を含む文化財が破壊され、
散逸するのを憂慮し、その状況を調査、救出すべく、阪神大震災対策歴
史学会連絡会、通称“史料ネット”が結成されて精力的に活動をはじめ
ていた……（史料ネットが）芦屋市教育員会の方々と一緒に、津知町の
小山家の跡に行って調べて下さったが、時すでに遅し、文書の入った長
持は、蓋だけ残してすべて何者かによって持ち去られただったのである。

網野善彦『古文書返却の旅』

災害時には、直接被害による流失のみならず、災害時の混乱の過程での
資料の盗難・買い叩き、また復旧・復興過程での廃棄等による資料散逸の
リスクが急激に高まる



３. 大規模自然災害と資料保全活動
「資料保全ネットワーク」の広まり

・ 歴史資料ネットワーク （略称：史料ネット）
【設立】 1995年2月
震災で散逸の危機にある被災地の歴史資料を救済・保全する目的で発足
※当初は「阪神大震災歴史学会連絡会」の窓口「歴史資料保全情報ネットワー
ク」として設立

被災自治体や住民と協力しながら、民間所在資料を中心に段ボール箱約1,500箱の
資料等を救出

2004年以降は大規模水害被災地での救済・保全活動も開始

95年3月 宝塚市 95年4月 西宮市 09年8月 兵庫県佐用町





３. 大規模自然災害と資料保全活動
「資料保全ネットワーク」の広まり

・ 歴史資料ネットワーク （略称：史料ネット）
【設立】 1995年2月
震災で散逸の危機にある被災地の歴史資料を救済・保全する目的で発足
※当初は「阪神大震災歴史学会連絡会」の窓口「歴史資料保全情報ネットワー
ク」として設立

被災自治体や住民と協力しながら、民間所在資料を中心に段ボール箱約1,500箱の
資料等を救出

2004年以降は大規模水害被災地での救済・保全活動も開始

大規模自然災害（地震・水害）の恒常化および地域資料散逸リスクの上昇にともない
、同様の活動を行う団体が20年間で急速に拡大（現在、全国に２２団体）
→「資料保全ネットワーク」「資料ネット」と総称



３. 大規模自然災害と資料保全活動
東日本大震災における「文化財レスキュー事業」

東北地方太平洋沖地震被災文化財等救援事業（文化財レスキュー事業）実施要項
（2011年3月30日 文化庁次長決定）

3.事業の対象物
国・地方の指定の有無を問わず、当面、絵画、彫刻、工芸品、書籍、典籍、古文書、考古資
料、歴史資料、有形民俗文化財等の動産文化財及び美術品を中心とする。

美術工芸品のみならず、歴史資料（古文書）、民俗資料、自然史資料、現
用公文書、図書資料（特に地域資料）なども救出対象

ex. 図書資料 ：国立国会図書館
現用公文書 ：全史料協
自然史資料 ：国立科学博物館

民間所在資料の救出については
被災地の資料保全ネットワークが中心となって活動

被災公文書（岩手県釜石市）





３. 大規模自然災害と資料保全活動
資料保全ネットワークへの必要性の高まり

2014年6月 日本学術会議史学委員会

提言「文化財の次世代への確かな継承―災害を前提とした保護対策の構築を
めざして―」

「中央と地方の文化財行政担当部局ならびに関連団体および各地の『資料ネッ
ト』が連携することが肝要であろう。ことに地域ごとの任意組織で運営されている
『資料ネット』と行政との人材・情報・資金面での協力関係の構築が望まれる」

①行政機関と地域ごとの博物館・美術館、全国組織の関係学会・団体、資料保全
ネットワークの連携・協力の必要性

②資料保全ネットワークと行政の連携をうながすために（１）各都道府県に資料保
全ネットワークと連携する公的組織を作り、資料保全ネットワーク未設置都道府
県にその創設を促す、（２）資料保全ネットワークへの経済的援助を拡大する

「資料保全ネットワーク」を全国的に拡大していくことの重要性を提言



2014年9月 国立文化財機構に「文化財防災ネットワーク推進本部」を設置

2014年10月 「文化遺産防災ネットワーク推進会議」の開催

会議構成団体として歴史資料ネットワーク、宮城資料ネット参加

2015年2月14日・15日 「全国史料ネット研究交流集会」の開催

歴史資料ネットワーク創立20周年企画として、国立文化財機構との共催で実施

会場：神戸市三宮：野村證券アネックスホール（神戸国際会館内）

・記念講演（歴史資料ネットワーク・国立文化財機構・日本学術会議）

・全国の資料保全ネットワークからの発表（全１６団体）

・各地の資料保全機関・団体等のポスター・ブース展示（22団体・機関）

・「『地域歴史遺産』の保全・継承に向けての神戸宣言」採択

2015年3月 国連世界防災会議の専門家会合

「『地域歴史遺産』の保全・継承に向けての神戸宣言」の国際的発信

震災後の地域資料保全に向けての体制整備と国内外への情報発信

３. 大規模自然災害と資料保全活動



３. 大規模自然災害と資料保全活動
「『地域歴史遺産』の保全・継承に向けての神戸宣言」

一、基本的な考え方
歴史文化に関わる多様な分野の専門家と地域の歴史文化の多様な担い手が、
ともに手を取りあって、文化財等の保存・継承活動を一層強めていきます。

一、専門家の役割
多様な分野の専門家は、その専門領域を超えて、地域の方々との持続的な連
携を進め、相互につながりを強めていきます。

一、市民の役割
地域の歴史文化の担い手である市民は、文化遺産の保存・継承活動へ積極的
に参加し、またその活動を支援します。

一、政府、地方公共団体および大学等の役割
政府、地方公共団体および大学等が、この活動を支援し、地域の歴史文化を豊
かにするための基礎的な環境を、縦割りを超えて整備するよう求めます。

専門家と市民が連携して、歴史資料や文化財を保全・継承



４. まとめ

• 日本社会の歴史規定性により、約２０億点の民間所在資料の存在

• こうした地域資料の残り方は、世界的にみても稀有な存在

• これらの地域資料は、地域社会の縮小や大規模自然災害の頻発のもとで、その
散逸のリスクが高まっている

• 特に大規模自然災害時には、直接被害のみならず、様々な要因により民間所在
の地域資料散逸のリスクが急激に上昇する

• それらを救済・保全するために、阪神・淡路大震災以後、「資料保全ネットワーク」
の活動が実施される。

• 東日本大震災以後、その重要性が社会的に急速に広まり、地域資料を保全・継承
する上で欠かせない存在として認知されてきている。



４. まとめ
詳しい活動の状況については、史料ネットからの情報発信で！

• 歴史資料ネットワークWeｂサイト http://siryo-net.jp/
地域資料にかかわる情報を発信中

• twetter ＠siryo_net
• Facebook https://www.facebook.com/siryo.net
• Google+ https://plus.google.com/+SiryonetJp1995

ぜひ、フォロー＆いいねを！

• Youtubeによる動画配信
水で濡れた古文書の簡易修復法を動画配信 / Webサイトから閲覧可能

• 史料ネット会員の募集（毎年７月に総会）
史料ネットの活動は会員制で維持 / 『史料ネットNewsLetter』の定期刊行

• 「登録ボランティア」の募集（無料）
史料ネットが行うボランティア活動やその他の情報を配信

詳しくはWebで！


