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大学アーカイブについては，菅真城が「大学アーカイブズの理念，設立及び活用に関す

る研究」（2014.7） (1)において「組織アーカイブ（institutional archives）」と「収集アー

カイブ（collecting archives）」とに大別している。「組織アーカイブ」とは「機関によっ

て作成ないし受理された記録を保管する記録資料」であり，「収集アーカイブ」とは「機関

により資料を収集して保管する記録資料」と述べている。大学デジタルアーカイブ（以下，

大学アーカイブと呼ぶ。）は，大学に附属する公文書館という機能であり，大学はこの大学

アーカイブに収集される資料により，大学のアカウンタビリティやアイデンティティを示

す姿勢が求められる。また，大学アーカイブは，大学という機関の性格上，「機関アーカイ

ブ」を基軸としつつも「収集アーカイブ」の機能も有する「トータルアーカイブ」である

必要がある。ここでは，本学における大学アーカイブの機能と構成についてまとめたので

報告する。 
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１．はじめに 

 

 デジタルアーカイブは，過去・現在・未来

の時系列的なプロセスの中で，何をどのよう

に保管すれば，人々のために役立つ資料が伝

承，利用できるか，一連の体系的な研究が必

要である。2015 年には，アーカイブサミット

2015 が日本で開催され，同じく文化資源戦略

会議では，アーカイブ立国宣言が出された。

ここでは 2020 年に向けてのデジタルアーカ

イブ振興法を提案し，2020 年までには，2 千

万点のデジタルアーカイブの基本計画を立

てている。ここでも，大学アーカイブはアー

カイブ立国のために主導的な役割になると

考えられる。それでは，大学が大学アーカイ

ブを設置するとしたら，それはどのようなも

のになるかについて考えていく。 

アーカイブの基本的な役割は組織活動を

通じて生み出された文書記録を保存するこ

とであるため，大学であれば，大学の意思決

定や活動を記録した法人文書ということに

なる。例えば大学で作られる様々な事務文書

や各学部等の教授会記録といったものであ

る。しかし，大学アーカイブとして，これだ

けで大学の全体像をアーカイブしたことに

なるのか。例えば大学には，サークルなどの

学生の活動があり，さまざまな研究活動があ

り，同窓会がある。また，教員や卒業生の個

人資料にも大学に関する貴重な情報がある。

産学連携が進む現在，産学研究の成果の資料

も無関係ではない。遡れば，大学を理解する

ためには，大学側の文書だけでは十分でなく

学生の視点からの記録が必要なことは容易

に想像できる。大学アーカイブとしては，こ

うした広がりを持つ「大学という存在の全体」

を見渡し，その姿を捉えたうえで，今の大学

の姿を後世に総合的に伝えていく資料を集

め，保存することを目指すことが必要となる。 
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 また活動面では，大学という高度な専門知

識が凝縮されている場の特性と，大学の持つ

研究機能とを活かすことが重要となる。つま

り，アーカイブは学内の様々な組織と連携す

ることで新たな資料活用の可能性を生み出

し，大学の研究機能を活かした技術開発にも

取り組むことができる。例えば，本学が保存

している『木田文庫』は，アーカイブ専修と

の連携により，その木田宏オーラルヒストリ

ー化を試みている。アーカイブ記述（目録）

の標準化，横断検索の技術，デジタルデータ

の長期保存など，アーカイブ資料の保存管理

には国際的に大きな課題があるが，これらに

必要な研究も大学アーカイブは主導してい

く役割がある。 

大学アーカイブは，当該大学資料の保存・

公開を通して，学内外の教育・研究及び大学

の文書管理に寄与し，これをもって社会に貢

献する役割を担っている。また大学自身の歴

史像を形成・発信する「知」の拠点としても，

重要な機能を果たすようになってくると考え

られている。 

 

２．大学アーカイブの構成 

 

大学アーカイブではどのような資料を収集

することが必要であるか。次に東京大学百年

史編集室による海外の大学アーカイブズ調査

の成果として寺﨑昌男氏の大学アーカイブの

分類例（久世一部加筆修正：2016）(2)を示す。 

（1）大学史資料：建学の精神大学運営の歴

史を示す公的文書，簿冊，事務記録，そ

の他の文書 

（2）大学公文書：大学内諸機関の議事録，

意見書，答申，報告書等 

（3）大学年報：大学の刊行する年報，要覧，

雑誌，新聞，広報紙誌等 

（4）大学資料：アルバム，授業，講義ノー

ト，伝記，書簡等 

 

（5）大学設立関係資料情報：大学設立者，

寄付者，卒業生などの関係者の文書 

（6）IR 資料情報：教育研究・経営・財務情

報など大学の諸活動に関する情報積，学

生の学習成果など教育機能についての

調査結果，大学経営の基礎となる情報の

分析結果 

（7）大学映像情報：大学に関する静止画，

動画，アルバム，フィルム等（年度別） 

（8）大学文献情報：大学史に関する諸刊行

文献 

（9）研究論文情報：歴史的な意味を持つ実

験器具，研究室製作品，報告書等 

(10)収集アーカイブ情報：大学独自で収集し

た資料情報 

理念的には「教育研究」機関である大学の

アーカイブズは「教育研究」に関する資料や

情報を中心に収集・集積していかねばならな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 大学アーカイブの構成 
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３．組織アーカイブとしての機能と構成 

 

（1）大学資料情報 

 本学も，大学 50 周年記念資料実務委員会

を設立して，平成 27 年度より大学アーカイ

ブの構築を開始している。ここでは，公開を

前提とせず，将来への長期保存を意図し，公

開と非公開を分けて収集管理している。現在

各学科専攻で保存していく資料として考えら

れているものを下記に示す。 

a.授業の記録（写真，動画，資料） 

b.実習風景（教育実習・保育実習） 

c.学生の活動の様子（視察・研修の状況） 

d.コンクール・コンテスト等作品 

e.各研究会・展覧会の記録資料 

f.授業テキスト・教材 

g.広報資料 

h.各種調査データ並びに結果 

i.各学科専攻の沿革 

 特に，授業の記録は，学士力を高めるため

にも，授業を詳細に記録に取り，学生がいつ

でも，どこからでも視聴できる学習環境を作

ることが求められている。 

（2）IR（Institutional Research）資料情報 

IR（Institutional Research）とは， 

①教育研究・経営・財務情報など大学の諸

活動に関する情報収集・蓄積 

②特に学生の学習成果など教育機能につい

ての調査分析 

③大学経営の基礎となる情報の分析 

を行い，またそれらの分析結果の提供を通じ

て，大学の自己評価，意思決定に寄与する活

動である。 

1960 年代にアメリカで始まった IR は，そ

の活動および機能を常に進化，拡大してきた。

現在，アメリカでは多数の大学において IR

組織が設置され，IR のミッションは，大学の

教育改善，意思決定の過程の合理化を含め大

学運営の全般をサポートするものとされてい

る。今後，日本の大学の IR は，国内外の高

等教育の動向を察知し，長期的な視野に基づ

き，教育・学習行動に関するインプット，プ

ロセス，アウトカムを把握し，またこれらの

情報収集・体系化・分析結果を大学のガバナ

ンス，資源配分へのフィードバックを通じて，

大学の教育改善と教育改革につなげることが

求められている。 

それとともに，日本の大学は「第３の大学

改革」とも評される変革の時代を迎え，「自己

点検・評価」の波にさらされた。学校教育法

第 109 条第 1 項では，「大学は，その教育研

究水準の向上に資するため，文部科学大臣の

定めるところにより，当該大学の教育及び研

究，組織及び運営並びに施設及び設備の状況

について自ら点検及び評価を行い，その結果

を公表するものとする。」と定められている。

そのためにも，IR（Institutional Research）

と「自己点検・評価」とを連携させる必要が

生じてくる。この IR 情報も，大学アーカイ

ブとしては重要であり，このアーカイブを通

じで様々な大学の意思決定に活用することが

求められる。 

 

４．収集アーカイブとしての機能と構成 

 

（1）木田宏氏関係資料 

木田宏氏は，昭和 21 年（1946）に文部省

（現文部科学省）に入省され，以後生涯に渡

って戦後の教育及び文部行政に携わってきて

いた。その間に，教科書及び教科書制度，教

育委員会制度に関わり，多くの教育関係資料

を残された。これらは戦後の教育を考える上

での基礎的かつ貴重な資料である。これらの

資料は，木田先生及びご家族のご厚意により，

平成 16 年（2004）岐阜女子大学に寄贈され

た。本学ではこれら 10,272 冊を「木田文庫」

として整備している。この「木田文庫」の整

備にあたっては，“原形保存”，“原秩序尊重”

に従い，木田宏先生のご自宅書庫の書棚ごと

に番号を付与し，その番号ごとに収集，目録
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化，配架した。これにより，木田宏先生が管

理されていた書庫について，どのような内容

でまとめ，分類されていたかを把握すること

ができる。 

これらの木田教育資料の収集は，「木田文庫」

の整備に先立つこと 10 年あまり前に岐阜大

学において始められた。そして文献整理にあ

わせて，平成 7 年（1995）11 月より戦後の

教科書制度や教育委員会制度について直接木

田先生からお話を聞く会が開催された。この

会は以後平成 10 年（1998）まで 5 回に渡っ

て開催された。平成 16 年（2004）には場所

を本学に移し，オーラルヒストリーの映像・

文字情報などを含めた記録を行った。こうし

て記録された木田先生のオーラルヒストリー

のうち岐阜大学で記録された部分は『木田宏

教育資料』第 1 巻～第 5 巻に収録され，平成

16 年の部分は「木田宏オーラルヒストリー」

デジタルアーカイブとしてまとめられた後，

当時の文部省大臣官房と松下教育研究財団の

依頼を受け，DVD の製作と提供を行った。

この木田宏教育資料は教材として本学で利用

するとともに，一部をインターネットで公開

している。 この木田資料を今後，デジタルア

ーカイブ化し，大学アーカイブとして整備し

ていく予定である。 

（2）教育実践資料 

本学には，後藤学長により 30 年前からの

教育実践資料が残されている。これらの過去

の教育実践資料をどのようにデジタルアーカ

イブ化すれば現在の教育研究に役立てること

ができるか，実証的な研究を進めることが必

要となる。さらに，その結果を参考にして現

在の教育実践資料をどのようなデジタルアー

カイブに保管すれば将来役立つか，研究が可

能になる。齋藤(2016.3)の「過去，現在，未

来を結びつける教育実践のデジタルアーカイ

ブ化と利用の可能性～岩田晃先生（1967 年～

1969 年）の実践資料を例として～」(3)という

論文の研究により，現在の教育実践研究の多

様な資料の中から，何を選び，デジタルアー

カイブに保管しておけば，今後の教育研究に

役立つのか検討し，将来に向けての保管項目

の試案を検討している。ここでは，次の項目

について大学アーカイブとして保管すること

が求められている。 

①教員前の関連資料（大学での研究活動

等），教員養成 

②初任者教育資料（教員，初任者教育，学

校等）指導の方向性 

③個人記録（教育カルテ） 

④授業案 

⑤教材研究関連資料 

⑥学習反応関連資料 

⑦行動記録・分析（手法から，行動分析） 

⑧教育方法資料（実践記録，資料（岩田 仮

説実験授業）） 

⑨授業実践の記録 

⑩学習指導技術関連資料（発問，発言，確

認，褒め方，グループ学習，全体，ま

とめ） 

⑪授業プロセスの分析 

⑫教育成果，学習者の成長（第三者の評価） 

⑬研究報告関連資料 

⑭研究実践の発展（実践研究として，その

後の発展関連資料） 

⑮その他 

（3）地域資料 

 平成 16 年度には，文部科学省現代 GP（特

色ある教育として「デジタル・アーキビスト

の養成」）に採択され，本格的なデジタルアー

カイブ教育が本学においてはじまり，同時に

カリキュラム開発，教材開発，教科書等の作

成がおこなわれた。また，大学院生を対象と

した教育，“実践力のある上級デジタル・アー

キビスト養成”（平成 20 年～22 年）が「組織

的な大学院教育改革推進プログラム」として

採択され，また社会人を対象とした教育，“社

会人のためのデジタル・アーキビスト教育プ

ログラム”（平成 19 年～21 年）が「社会人の
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学び直しニーズ対応教育推進プログラム」と

して採択された。 

 これにより，デジタルアーカイブ開発に携

わる人材育成教育のためのカリキュラム開発

が進んだ。 

このように，本学の特色としてデジタルア

ーカイブについて研究実践しており，このデ

ジタルアーカイブの実践的な開発・研究につ

いてアーカイブ化を図っている。その中でも，

地域資料のデジタルアーカイブについては，

北海道から沖縄まで，全国的な視点に立って

地域資料のデジタルアーカイブ開発を進めた。

三宅（2016.3）の「岐阜女子大学の論文・研

究資料から見たデジタルアーカイブの研究活

動の動向」(4)の論文では，撮影・記録方法と

デジタルアーカイブの特性を検討するために，

主に以下に述べる 6分野のデジタルアーカイ

ブ開発をおこなっている。 

①伝統的建造物群のデジタルアーカイブ化 

 ・世界文化遺産の白川郷 

 ・高山の古い町並み 

②踊り・舞の記録方法の開発 

 ・宮崎県村所神楽 

 ・古川祭り 

 ・谷汲踊り 

③博物館等の展示のデジタルアーカイブ化 

 ・岐阜県博物館の特別展示 

 ・飛騨民俗村（高山） 

 ・サイエンスワールド（科学） 

④特別に許可が必要な建造物 

 ・宇佐神宮（宇佐八幡造り） 

 ・南宮大社および天井絵 

  （ヘリコプターやクレーン車を用いた

撮影・記録） 

⑤巻物等重要文化財のデジタルアーカイブ

化 

 ・伊奈波神社の縁起巻物 

⑥地域の総合的なデジタルアーカイブ化 

 ・長良川の源流から河口まで 

  （ヘリコプター等を用いた撮影・記録） 

  約 4 年間のデジタルアーカイブ開発 

主に上記 6 分野で収集・記録した資料を保

管するための地域シソーラスを開発し，デジ

タルアーカイブのメタデータの作成方法の研

究を進めている。 

これらの地域資料は，教育から観光まで

様々な場面で提供・活用できるように，大学

アーカイブとして整備をしている。 

（4）大学教育実践情報 

 大学教育実践情報は，学生の学修のための

資料として，また大学の教育実践情報を記録

して収集アーカイブとして管理保管すること

も大学アーカイブとしては重要である。大学

における教育実践情報としては，次のものを

考えることができる。 

 

図 2 大学教育実践情報 

a．基本業務内容 

  ・授業科目別の資料 

  ・資格関連科目資料 

  ・学生用研究資料（論文・修論・レポー

ト等） 

b．就職・教員採用情報 

c．面接，論文作成資料 

d．入学前課題資料 

e．基礎課題から資格基礎及び長期休暇課題，

テキスト 

f．専門分野の参考資料 

g．教育実習，授業・観察関連資料 

h．全学生・院生向けの共通資料 

i．学生の調査データ等の処理結果 

j．タブレット端末等の反応記録 

 これらの情報を保管管理することにより，

 

各専攻別教育資料 

研究資料の整理 

学内外での自学修 

（教員の課題提供含む） 

授業での提示・課題 

提供・指導資料 全学共通教育研究資料の

整理 

学生・院生用 

教育資料 DA 

学生・院生の主体的な研究

支援 

通信教育（大学院）の 

学習資料、指導支援 

（学生の反応を調べる） 

タブレット端末等の学修

利用、反応関連 
（IRとの関係） 
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著作権や個人情報に配慮しつつ学生がいつで

も，どこからでも大学のリソースにアクセス

でき，再学修できる学修環境を構築すること

が大切である。 

特に，a.基本業務内容における授業科目の

資料においては，次のような資料構成となる。 

a.教科書，テキスト（主となる教材） 

b.学び方資料（科目の目標と学び方） 

c.教材（補助教材，学習材，研究発展学習

含む） 

d.評価（過去の問題，レポート例） 

e.練習問題（毎時間 15 分程度，課題別など） 

f.解説：基礎事項や発展課題の解説または

資料 

g.映像資料（授業の解説，講演，実習，実

験法など） 

h.事前・事後・発展（授業の前後，自主的

な学びの支援資料など 

 本学の文化創造学部においては，4 年前よ

り 1 人 1 台のタブレット PC を持ち込む形の

「BYOD（Bring your own device）」化され

ている。タブレット PC の活用は，対面のコ

ミュニケーションを核とした大学の学びと大

学教育実践情報の組み合わせは，学生のリカ

レントや深く学ぶ資料としても重要になると

ともに，今後，大学教育実践情報が大学の役

割の再定義に及ぶ可能性がある。この段階で

の大学教育実践情報の役割は，教材や学習材

としてのあり方を超えて，大学教育を支える

社会に貢献するインフラとして流通すること

になる。 

 

５．おわりに 

 

日本の大学アーカイブズの理念について，

初めて明確に提示したのは西山伸(5)である。

西山は大学アーカイブズの理念を次のように

いう。「現在に至る大学の機関としての営みを 

表す記録を適切に管理することで，大学内外

の研究・教育および大学の管理運営に寄与し， 

そのことを通じて社会に貢献すること」。西山

のこの定義は重要であり，西山によるこの理

念は，今後大学アーカイブズの理念について

検討する際の前提となる。 

日本の大学アーカイブズはいずれも，「機関

アーカイブズ」と「収集アーカイブズ」の両

面を有した「トータルアーカイブズ」として

の可能性を有しているが，今後日本の大学ア

ーカイブズがさらなる発展を遂げるためには，

「機関アーカイブズ」と「収集アーカイブズ」

との機能との連携を考えていく必要がある。 

 また，大学アーカイブは，単なる記録では

なく，研究成果，「知」を集積することが大学

アーカイブに問われている。大学が大学とし

てのアイデンティティを確立するためにも，

「知」の拠点としての大学アーカイブを構築

することが求められている。なお，全体の企

画は久世が担当し，木田宏氏関係資料につい

ては谷，教育実践資料については横山，地域

資料については井上が担当した。 最後に，

本論文の全体的なことに対し岐阜女子大学学

長の後藤教授には様々な視点から有益なご示

唆を得た。ここに感謝申し上げる。 
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