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オンライン開催

主  催：第７回全国史料ネット研究交流集会実行委員会
 人間文化研究機構「歴史文化資料保全の大学・共同利用機関ネットワーク事業」

共  催：東北大学災害科学国際研究所／科学研究費特別推進研究「地域歴史資料学を機軸とした災害列島
における地域存続のための地域歴史文化の創成」（研究代表：奥村弘）

後  援：独立行政法人国立文化財機構 文化財防災センター／NPO法人宮城歴史資料保全ネットワーク／
ふくしま歴史資料保存ネットワーク／山形文化遺産防災ネットワーク／新潟歴史資料救済ネット
ワーク／茨城文化財・歴史資料救済・保全ネットワーク／とちぎ歴史資料ネットワーク／那須資
料ネット／群馬歴史資料継承ネットワーク／千葉歴史・自然資料救済ネットワーク／神奈川地域
資料保全ネットワーク／NPO法人歴史資料継承機構じゃんぴん／地域史料保全有志の会／信州
資料ネット／東海歴史資料保全ネットワーク／福井史料ネットワーク／歴史資料ネットワーク／
歴史資料保全ネット・わかやま／岡山史料ネット／広島歴史資料ネットワーク／山陰歴史資料ネッ
トワーク／歴史資料保全ネットワーク・徳島／愛媛資料ネット／熊本被災史料レスキューネット
ワーク／宮崎歴史資料ネットワーク／鹿児島歴史資料防災ネットワーク／宮城県美術刀剣保存協
会／宮城歴史科学研究会／東北史学会／株式会社プレシード／仙台市歴史民俗資料館／学習院大
学文学部

第7回
全国史料ネット研究交流集会

｜ 予 稿 集 ｜
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　1995 年の阪神・淡路大震災を機に設立された歴史資料ネットワークを皮切

りに、全国様々な地域で資料ネットが立ち上がり、互いに協力しつつ、災害か

ら歴史資料を保全し、災害の記録を保存する活動に取り組んでいます。こうし

た連携は 2011 年３月に発生した東日本大震災を契機として本格的になされる

ようになり、大震災時に組織された「被災文化財等救援委員会」を土台として、

2020 年 10 月には国立文化財機構内に「文化財防災センター」が設置され、国

としての文化財防災の基盤が整備されました。また資料ネットの取り組みを支

援するため 2017 年度よりはじまった、人間文化研究機構の「歴史文化資料保

全の大学・共同利用機関ネットワーク事業」を通じて、各地の大学を軸にした

資料ネット相互のネットワーク構築や、災害時における相互支援体制、資料の

保存研究・活用に向けた体制づくりが進みつつあります。

　こうした状況を踏まえ、今回は 2011 年の東日本大震災から 10 年を迎え、大

震災の被災地である仙台での開催を予定しておりましたが、新型コロナウィル

ス感染症（COVID-19）の感染拡大を受け、オンラインでの開催となります。

今回の集会では東日本大震災から 10 年を経た資料保全の現状と課題と、現在

感染拡大が続いている COVID-19 下における資料保全のあり方を問うという、

２つのメインテーマを中心に議論したいと考えています。

　また今回初めての試みとして、資料保全に関わる現場から提起される課題、

またこの間の資料ネット活動に関わる理論的課題などを議論する場として分科

会を設置するとともに、例年通り各団体のポスターセッションの場など、オン

ライン上で交流を行う機会を設け、「震災 10 年」と「感染症流行」という状況

のもと、資料保全に関わる課題について研究交流を行う場を設けたいと考えて

います。

開 催 趣 旨
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第7回全国史料ネット研究交流集会　プログラム

講師・報告者プロフィール　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  33頁

10:00～12:00　分科会 24頁

13：00～15:00　メインテーマ２「COVID-19下における資料保全活動」 27頁

15:20～16:30　全国資料ネット報告会（リレートーク）

16:30　閉会挨拶
　平川   南（大学共同利用機関法人 人間文化研究機構長）
　奥村   弘（歴史資料ネットワーク代表委員／神戸大学大学院人文学研究科教授）

9 :30 開場（zoom立ち上げ）　 ＊9:45事務連絡

15:00～15:20　コーヒーブレイク

12:00～13:00　ランチタイム（12：10「2021年2月13日 福島県沖地震に関わる緊急情報交換会」）

２日 目 2/21（日）

13:00　開会挨拶
　斎藤 善之（第７回全国史料ネット研究交流集会実行委員長／NPO法人宮城歴史資料保全ネットワーク理事長）
　今村 文彦（東北大学災害科学国際研究所所長）

メインテーマ１「東日本大震災10年をふりかえって」
13:10～14:40　基調講演〈東日本大震災資料保全 ３つの視座から〉 5頁

　平川　 新（東北大学名誉教授）
　　「災害が拡げたネットワークと資料保全の革新」
　高埜 利彦（学習院大学名誉教授）
　　「社会貢献と社会改革」
　日沖 和子（ハワイ州立大学マノア校図書館・資料保存司書）
　　「アメリカにおける文化財のための災害対策―訓練と協力―」

12:30 開場（zoom立ち上げ）

14:40～15:00　コーヒーブレイク

15：00～　パネルセッション〈東日本大震災10年 現在までの軌跡〉 8頁

　15:00～15:30　① 基調講演をめぐって
　15:30～16:30　② 東日本大震災に対応した資料ネットより   ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・  8頁 
　16:30～17:50　③ 東日本大震災文化財レスキューから10年・被災資料と災害資料  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・  14頁 
　17:50～18:20　意見交流（質疑応答）

18:30～21:00　イブニングセッション 22頁

１日 目 2/20（土）
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１日 目 2/20（土）

メインテーマ１「東日本大震災 10 年をふりかえって」

１．平川  新（東北大学名誉教授）

　　「災害が拡げたネットワークと資料保全の革新」
２．高埜 利彦（学習院大学名誉教授）
　　「社会貢献と社会改革」

３．日沖 和子（ハワイ州立大学マノア校図書館・資料保存司書）
　　「アメリカにおける文化財のための災害対策―訓練と協力―」

基調講演〈東日本大震災資料保全  ３つの視座から〉

１．佐藤 大介（NPO法人宮城歴史資料保全ネットワーク）
　　「東日本大震災10年・宮城での民間所在史料保全の現状」

２．阿部 浩一（ふくしま歴史資料保存ネットワーク）
　　「ふくしまの資料保全活動の10年とこれから」

３．佐藤 琴（山形文化遺産防災ネットワーク）
　　「山形文化遺産防災ネットワークの活動」

４．田中 洋史（長岡市立中央図書館文書資料室）
　　「長岡市立中央図書館文書資料室と新潟歴史資料救済ネットワーク
　　―東日本大震災避難所資料の保全―」

５．白水 智（地域史料保全有志の会）
　　「特定地域における長期文化財保全活動の中で―長野県栄村での震災レスキューに関わって―」

６．高橋 修（茨城文化財・歴史資料救済・保全ネットワーク）
　　「模索と挑戦の10年―茨城史料ネットの誕生から今日まで―」

パネルセッション〈東日本大震災10年 現在までの軌跡〉
②東日本大震災に対応した資料ネットより 

１．高妻 洋成（独立行政法人国立文化財機構文化財防災センター）
　　「東北地方太平洋沖地震被災文化財等救援事業から文化財防災ネットワーク推進事業を経て
　　文化財防災センター設立まで」

２．小谷 竜介（東北歴史博物館）
　　「レスキューに関わった側として・宮城県　システマチックな文化財レスキューを超えて」

３．松下 正和（歴史資料ネットワーク）
　　「歴史資料ネットワークによる後方支援活動」

４．日髙 真吾（国立民族学博物館）
　　「被災した民俗文化財の文化財レスキュー―東日本大震災の経験から―」

５．大石 泰夫（國學院大學）
　　「災害時の無形民俗文化財への救援はどうあるべきか」

６．鈴木 まほろ（岩手県立博物館）
　　「東日本大震災で被災した岩手県内の自然史標本について」

７．高橋 陽一（宮城学院女子大学）
　　「活かされた資料保全知―宮城県岩沼市の震災関連資料収集―」

８．白井 哲哉（筑波大学）
　　「原子力災害被災地における災害資料について」

③ 東日本大震災文化財レスキューから10年・被災資料と災害資料
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東日本大震災資料保全　3つの視座から

災害が拡げたネットワークと資料保全の革新
東北大学名誉教授　平川  新

基調講演

１

　災害は人間社会にダメージを与える。だから災害なのだが、毎年のように日本のどこかで震災や風水害が

連発している。「災害大国日本」ということを多くの国民が実感しているに違いない。

  災害への関心が高まっているときには、研究が飛躍的に進む。東日本大震災後は、ありとあらゆる分野で、

災害による障害を視野にいれたシステムや技術の開発が進んだ。2015 年に仙台で開催された国連防災世界

会議では、「防災を社会の主流に」というスローガンも採択されている。政治、経済、科学技術、企業活動、

生活などあらゆる分野で、常に災害を意識して取り組むようにということである。世界全体が災害に対する

脆弱性を克服し、強靱性を獲得することが目標とされた。災害はイノベーションのチャンスでもある。

　歴史学の分野でも大きな災害が起きると災害史への関心が高まるが、1995 年の阪神淡路大震災を契機に

生まれた新しい動向がある。それが史料（歴史資料）保全の分野である。失われていく史料への危機感が高

まり、神戸大学に事務局を置く歴史資料ネットワーク（史料ネット）が誕生し、2003 年に宮城歴史資料保

全ネットワーク、2004 年には新潟歴史資料救済ネットワークが創設された。その後も各地で、災害後ある

いは災害に備えて史料保全の組織が設立され、いまや全国の過半の地域に及んでいる。歴史研究の分野に生

まれた新しい波である。しかも、参加者は歴史関係者だけではないという点にも特徴がある。

　この報告では、宮城資料ネットの動きが中心になるが、その歩みをたどりながら、どのような新たな関係

が生み出されてきたのかをみておきたい。自治体の文化財担当者、郷土史団体、市民、学生、博物館、大学、

学際的分野、文理連携研究など、多方面にわたるネットワークが形成されてきた。東日本大震災は、初めて

の体験である津波被災物の保全方法をめぐって、新たな学際的成果を生み出した。いずれも、災害がつくり

だした、災害対応のためのネットワークであり、その成果だといってよい。

　全国で展開されつつあるこうした動きは、新たな学問分野も形成してきた。アーキビスト養成のためのアー

カイブズ学は先行して着手されていたが、災害を契機に、地域歴史資料学、歴史資料保全学など、言い方は

まだ統一されていないものの、歴史資料を解読・分析するだけではない歴史研究の広がりがみられる。宮城

資料ネットでは創立直後から、史料保全を学問にということを強く意識してきたが、メンバーからは関係す

る論文も多数書かれるようになった。保全した史料を活用した歴史研究も生み出されつつある。

　また市民や行政とのつながりは、地元にある史料の保全や郷土史研究にも新しい波をおこしていくことに

なった。史料保全の手伝いから古文書解読に関心をもち、史料の筆耕を依頼できるほどのスキルを身につけ

た市民も少なくない。自分たちで地元の史料を翻刻して出版するグループも生み出されてきた。市民センター

では、史料や記録をてがかりに地元の旧跡や文化財を探訪する活動が以前にも増して実施されるようになっ

た。

　アカデミズム史学ではない、地元に密着した歴史研究は、地域史の世界を豊かにし、郷土愛を育んでいる。

市民による、市民のための歴史学の動きである。史料保全の活動は、保存だけではなく、その活用にまで幅

を拡げつつある。歴史研究者が社会から求められていることについても、認識を深めていきたい。
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東日本大震災資料保全　3つの視座から

１　社会貢献
地域に生きてきた人たちは、そこに生まれ、育ち、家族と共に生きてきた、生存の証しである資料を、

被災後に保全してくれたことが、どれほどありがたいことであったか。故中村哲医師がアフガニスタンで医

療活動に従事し、さらに井戸掘りや灌漑用水路を造成し荒地を広大な農地に変えた国際的な社会貢献とは、

もたらす内容は異なりながらも、いずれにも共通する社会貢献の姿がある。路上生活者のために炊き出しを

するボランティア団体の活動が、すぐに理解される社会貢献であるのに比べ、歴史資料保全活動は直接に命

をつなぐものではないが、長い時間を掛けて理解される、心に関わる文化の領域である。

そのほかにもいろいろな場面で、社会貢献に尽力される人たちの姿を目にするが、これらはすべて、誰

かの金儲けのための活動ではないところに共通した特徴を見出すことができる。ゆがんだ資本主義に苦労さ

せられている日本社会において、歴史資料保全活動に尽力される皆さんの、金のためではない社会貢献がど

れほど清々しいものか、敬意を表したい。

２　社会改革
　全国各地の歴史資料保全ネットワークやその他の民間史料調査会が、平常時や災害時に歴史資料の保全の

ための活動をされてきたことは、社会貢献として評価されるとともに、じつは社会改革としての意義をもっ

ていることを申し上げたい。社会改革と聞けば、激しい社会運動や政治改革を思い浮かべてしまいそうだが、

そうではない。

明治政府は『歴代天皇実録』と『大日本史料』という、天皇と国家の正史編纂を国家事業とし、正史を

天皇の臣民（皇民）に教化するという政策を進めた。その結果、人々が個人・家・地域の歴史を持つ必要は

なく、1935 年ころから盛んになった「皇国史観」の影響が増す中で、「万世一系の天皇」と国家の歴史を万

民が共有することが強制され、対外侵略は「聖戦」とされた。そして「聖戦」は無残な敗戦となった。

敗戦後 1949 年、野村兼太郎ら 96 名の歴史学者が「史料館設置に関する請願」運動に立ち上がった。戦

前の歴史学を批判し、庶民の史料蒐集を訴えるものであった。庶民の歴史資料の保存活動はその後も多くの

人によって営まれ、やがて各地の民間史料調査会にも受け継がれていった。この活動は脈々と流れ、本日に

至る。

また 1980 年代半ばからは、世界のアーカイブズに学ぶ気運が高まった。88 年に「公文書館法」が施行さ

れ、現在発生する記録（行政文書など）を未来に伝えるというアーカイブズ制度が、次第に理解されるよう

になった。2021 年 1 月には公的なアーキビストが初めて認証された。アーカイブズ制度を着実に進めるこ

とは、日本社会に民主主義を根づかせることにつながる。歴史資料保全の活動も同様に民主主義のための社

会改革である。

戦後民主主義は決して十分ではなかった。民主主義は与えられるものではなく、それを望む人々の力に

よってのみ実現できるものと考えるのがよいのだろう。個人・家・地域の歴史資料は、戦前の長い期間、天

皇と国家の歴史資料には役立たない価値無き資料とされてきた。96 名の歴史学者が、天皇と国家の歴史で

はない庶民の歴史資料の保全を訴えた精神は、これまで多くの人々に受け継がれてきた。これからも戦前の

考え方を明確に否定し、私たちの個人・家・地域の歴史資料を保全し活用することは、静かではあるが着実

な社会を改革する力であると申し上げたい。

社会貢献と社会改革
学習院大学名誉教授　高埜 利彦

基調講演

２
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東日本大震災資料保全　3つの視座から

　図書館や博物館が所有する蔵書や文化財の災害対策は、備え（防災）、対処、復旧の三段階で構成されるが、

最も大切なのが防災である。防災対策に含まれる項目のうち、防災の訓練と協力を中心に、アメリカの取り

組みを紹介する。

分野を超えた協力と連携 
　災害への「備え」の要は、協力しあうネットワーク作りである。全米の博物館や図書館などの文化施設の

間では、30 以上の地域災害ネットワークが作られている。大規模災害時には、地域外のネットワークや異

分野組織との協力が必要になってくる。とくに文化専門家（博物館や図書館等の職員を含む）と災害専門家

（消防、警察、Federal Emergency Management Agency（1） 以下 FEMA、軍隊等の隊員や職員を指す）との

連携が大切である。消防や警察は、文化施設や文化財が罹災した際に最初に駆けつけ、災害現場は彼らの指

揮下に置かれる。重機や圧倒的な人的資源を持つ災害専門家との協力は、被害を最小限に食い止め災害から

迅速に回復、復興するために不可欠である。

　文化専門家と災害専門家との相互理解と協力の強化を目指し、歴史文化遺産を災害から守るという使命を

掲げ、民間の非営利団体 Heritage Preservation と FEMA の後援を受けて 1995 年に設立された組織が Her-

itage Emergency National Task Force （以下 HENTF）である。HENTF の主要任務には、文化関係者と災

害専門家両者へ教育訓練を行う、両者間での情報共有の促進と効率化の為に平時より情報窓口となり情報活

動を調整する、政府機関の災害対策に歴史文化遺産の災害対策が盛り込まれるように働きかける、等が含ま

れる。HENTF の担当者は、業種や地域を越えて協力するために必要な時間のかかる信頼関係の構築にとり

組み、災害専門家や行政管理者への文化財の救済と復興の重要さの訴え掛けを積極的に行っている。

文化専門家と災害専門家のための防災研修プログラム
　HENTF と Smithsonian Cultural Rescue Initiative が共催する文化専門家と災害専門家両者を対象にした

Heritage Emergency and Response Training （以下 HEART）と呼ばれる研修は、オンライン講義と 5 日間

の実務訓練を組み合わせて、技術の習得だけではなく文化と災害両専門家の相互理解を深める事を目指す。

研修内容は、定番の水で濡れた収蔵品の扱い方の実務演習から、被災した資料や収蔵品の状態の査定やモノ

としての識別方法、そしてそれらの情報を使って被災資料をトリアージ（処置の優先度を決定して選別を行

う事）する訓練、収蔵品の避難演習とその際の記録の取り方の講習等多様である。

（1） FEMA はテロ対応等で知られている国土安全保障省に属するアメリカの政府機関。大規模災害が発生した
州や連邦政府と調整しながら災害対応の支援に当たる。1979 年設立。

アメリカにおける文化財のための災害対策
―訓練と協力―
ハワイ州立大学マノア校図書館・資料保存司書　日沖 和子

基調講演

３
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東日本大震災10年 現在までの軌跡  ②東日本大震災に対応した資料ネットより

東日本大震災10年・宮城での民間所在史料保全の現状
NPO法人宮城歴史資料保全ネットワーク　佐藤 大介

　2011 年 3 月 11 日に発生した巨大地震と津波により被災した史料に対する救済保全活動のうち、宮城県を

中心として活動した宮城歴史資料保全ネットワークが主体となった活動では、関係者、そしてなによりも善

意を動機として活動を継続する、市民ボランティアの地道な活動に支えられてきた。いや、今もなお活動は

継続している。

　活動の現状を知る手がかりとして、主な数値を挙げる。

　・参加したボランティアの延べ人数   約 5300 人

　・救出した民間所在の史料群    83 件

　・デジタル撮影の点数（コマ数）   約 60 万ファイル

　・返却出来た資料（寄託・寄贈も含む）   約 30 パーセント

　・被災地再生のための歴史叙述    12 冊

　・史料レスキューを契機とする古文書学習サークル 3 団体

　・被災を契機に設置された史料保存機関・保管場所 0（一時的な場所は除外）

        　　　（2019 年末時点）

　10 年間の活動の意義、さらには今後の見通しについて、これらの数値に基づきつつ、私見を述べてみたい。

なお「私見」であるので、宮城歴史資料保全ネットワークとしての公式見解ではない、ということをお断り

しておく。

報 告

１
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東日本大震災10年 現在までの軌跡  ②東日本大震災に対応した資料ネットより

ふくしまの資料保全活動の10年とこれから
ふくしま歴史資料保存ネットワーク　阿部 浩一

　2010 年 11 月に㈶福島県文化振興事業団（当時）、福島県立博物館、福島県史学会、福島大学の 4 者を呼

びかけ人に発足したふくしま歴史資料保存ネットワークは、翌 2011 年 3 月の東日本大震災・福島第一原発

事故を機に福島大学内に事務局を設置し、これまでの 10 年間、地域の抱えるさまざまな課題を真摯に受け

止めながら、歴史資料の記録保全と情報発信を中心に活動を続けてきた。

　福島県の場合は特に、福島第一原発事故による旧警戒区域の歴史・文化遺産や災害関係資料の保全・蒐集・

記録という難題を抱えているため、10 年が経とうとする今もなお「現在進行形」のままである。そのこと

が結果的に、ふくしまの資料保全活動に携わる関係者の長期にわたる多様な活動を支えるモチベーションと

なった。ふくしまの地を舞台に登場した画期的な取り組みが、たとえば博物館の蒐集する震災遺産であり、

専門家と住民が編む大字誌であり、自治体主導の地域資料保全プロジェクト等であった。原発事故という未

曽有の被害を被った地域に寄り添う関係者の思いが、こうした実践を生み出したといえよう。

　ふくしまはまさに「現在進行形」だからこそ、関係者の集う多様な活動の場も存続しており、そのことが

もつ意味はきわめて大きい。2012 年 5 月に発足した福島県被災文化財等救援本部は、県市町村と文化財関

係機関の連携・協議の場として、文化財レスキューを中心に数々の実績を積み重ねてきた。富岡町アーカイ

ブ施設整備識者検討部会もその一例で、町職員と歴史学・考古学・民俗学・保存科学・自然史、震災遺産、

大字誌、災害アーカイブ、デジタルアーカイブなどの専門家たちの情報共有と交流・連携の場にもなってお

り、その議論の成果は新しいアーカイブ施設として、年内の開館を予定している。

　被災地の現場での実践や各種会議での議論を通じて、組織や専門分野の枠を超えた関係者たちの広範な人

的交流が続けられ、そこで形づくられた多様な連携、ネットワークは、その後の災害時にも大きな力を発揮

した。2019 年 10 月の令和元年東日本台風は阿武隈川流域の各地で内水氾濫をおこし、資料館や収蔵庫が浸

水して古文書等や民具が水損する甚大な被害が生じた。だが、本宮市では早期の現地視察と情報収集・共有

により、迅速な初期対応を実現できた。福島県文化財課の呼びかけで学芸員や市町村文化財担当者などが集

まり、被災文化財の救援応援活動が初めて実施され、それは福島県と 59 市町村による「文化財に係る災害

時の相互応援に関する協定」、福島県とふくしま史料ネットはじめ関係４団体による「文化財に係る災害時

の応援活動支援に関する協定」の締結に結びついた。

　ふくしまでは、こうした多様なネットワークが相互に重なりあいながら、県内各地で活動を継続しており、

関係者の多くは個々の所属機関の立場で参加している。その中にあって、ふくしま史料ネットはボランティ

アで活動に参加する人々を緩やかに結びつける場として、事務局を担う大学としては次世代を担う学生たち

を育成する場として機能しているが、今後は上記の支援協定において、災害時にどう主体性を発揮できるか

が課題である。

報 告

２
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東日本大震災10年 現在までの軌跡  ②東日本大震災に対応した資料ネットより

山形ネットとは
　2008（平成 20）年 1 月に結成された組織。発足当初から災害時の文化遺産救済活動や、平時の文化遺産

防災活動に取り組んできた。他の史料ネットとは異なり、代表をおかず、規則もなく、世話人（歴史研究者、

学芸員、大学教員など）を中心として、各自が出来ることをやるというゆるやかなボランティア組織である。

個々の作業や研修の内容などは世話人が合議して決定し、事前準備、当日の運営などを世話人が担い、学生

や市民に参加を呼び掛けるというスタイルである。

東日本大震災発災後の活動について
　被害が甚大であった宮城県・岩手県に近いという地の利を活かし、レスキューから長期保管とクリーニン

グ、目録作成など一連の保全活動を実施した。東北芸術工科大学文化財保存修復研究センターに所属する世

話人がボランティアによるクリーニング方法の確立や、被災資料の緊急保管場所としての民間業者の冷凍庫

の借用、真空凍結乾燥機による作業を担った。また山形県立米沢女子短期大学に所属する世話人が、大学に

かけあって乾燥終了後の資料の保管場所を確保した。保全活動にあたった被災資料は以下の２件である。

　○宮城県農業高等学校同窓会所蔵資料（以下、宮農資料と略す）

2011 年 3 月 11 日 東日本大震災の津波により宮城県農業高等学校が被災

2011 年 4 月 25 日 被災した宮農資料の大部分を山形に搬入

   その後、乾燥、クリーニング、整理、保管、目録作成

2013 年 3 月 23・24 日 長期保管のための封入作業（於：米沢女子短期大学）

2013 年 10 月 12 日 返却

返却後も資料収蔵環境の管理などについて助言を行っている。

　○陸前高田市立博物館所蔵資料（以下、陸前高田資料と略す）

2011 年 3 月 11 日 東日本大震災の津波により陸前高田市立博物館が被災

2011 年 5 月 10 日～ 被災した陸前高田資料を山形に搬入

   その後、乾燥、クリーニング、整理、保管、目録作成

2014 年～  作業が終了したものを随時宅配便で返却

2019 年 11 月 30 日 全資料返却終了（クリーニングや目録作成が途中であったが）

2020 年最上川氾濫
2020 年 7 月 29 日～ 30 日にかけて最上川氾濫が起こった。本件に関する活動は以下のとおり。

2020 年 7 月 31 日 「資料保全の呼びかけ」チラシを作成、県庁の呼びかけ文書の作成

   ボラセン、マスコミ等に FAX で送信。

2020 年 8 月 1 日  チラシと文書をもち、被災状況を確認しながらパトロール

   全国の資料ネット、関係機関に「被害は限定的、今後は補足の呼びかけと経過観 

   察」を報告。

　資料保全の呼びかけ、山形県との連携についてはスムーズに進んだ。だが、実際にレスキューを求められ

た際の対応については準備不足であったことが明らかになった。今後の課題である。

山形文化遺産防災ネットワークの活動
山形文化遺産防災ネットワーク　佐藤  琴

報 告

３
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長岡市立中央図書館文書資料室と新潟歴史資料救済ネットワーク
―東日本大震災避難所資料の保全―
長岡市立中央図書館文書資料室　田中 洋史

はじめに ―新潟県中越地震17年・東日本大震災10年―
　長岡市立中央図書館文書資料室（以下、文書資料室）は、平成 16 年（2004）10 月 23 日の新潟県中越地震をきっ
かけに自然災害発生時の史料保全活動を開始した。17 年間の活動は、新潟歴史資料救済ネットワーク（以下、
新潟資料ネット）をはじめとするボランティアや関係機関・団体の皆様に支えられてきた。本報告では、東日
本大震災避難所資料の保全を中心に、新潟資料ネットとの連携を振り返り、今後の課題や活動の将来像につい
て考えてみたい。

１　東日本大震災避難所資料の保全
　文書資料室は、平成 23 年 3 月 11 日の東日本大震災で長岡市内に避難した被災者向け（主に福島県）避難所
の掲示物、配布物、運営事務文書などを長岡市災害復興文庫の災害復興関連資料として保全した。避難所資料
の収集元は長岡市が避難所として開設した 23 施設のうち 8 施設（一般避難所 5、南相馬市避難者避難所 2、福
祉避難所 1）、数量は施設・収集日ごとに一つの資料群と考えて 27 資料群、合計 8,374 点である。

２　新潟資料ネットによる東日本大震災避難所資料の整理
　収集した避難所資料の整理作業は、新潟資料ネット（平成 16 年 11 月発足、主に新潟大学の教員・学生と県
内の博物館・文書館の職員から構成）と長岡市資料整理ボランティア（平成 17 年発足、主に長岡市民から構成）
の協力を得て行った。両団体と文書資料室の間には、中越地震以降の古文書等の被災歴史資料整理における連
携実績があった。避難所資料の整理は、現代における自然災害の記録を歴史資料化（史料化）する作業に他な
らない。目録を作成する作業をとおして、新しい連携の在り方の一つになるのではないかという期待もあった。
　新潟資料ネットによる整理作業は、平成 24 年度から 28 年度までの間に 5 回行った。目録作成にあたっては、
古文書等の被災歴史資料の整理方法を踏襲し、避難所資料の表題、内容、作成者・発行者、作成年月日、用紙
サイズ、形態、数量、備考などを記入した。特に避難所資料の状態や使用方法に関する情報は、用途や文書伝
達の流れを把握するために有効である。史料化するために必要な細かな情報は、整理作業時の談論のなかで気
付かされる点が多く、少人数のグループワークで整理作業を行うことの有効性を確認することができた。

３　経験伝承と情報発信
市民・学生・一般のボランティアと連携して行った避難所資料整理の方法は、国立国会図書館主催で盛岡

市（平成 26 年度）、仙台市（27 年度）、福島市（28 年度）で開催された震災資料の整理・保存に関する講習会
で紹介された。同館の東日本大震災アーカイブ「ひなぎく」のホームページで、動画と配布資料を閲覧できる。
そして、整理した避難所資料は、平成 27 年度に南相馬市立中央図書館で展示され、東日本大震災の被災地に
活動を紹介することができた。また、新潟資料ネットの事務局が置かれている新潟大学が主催するシンポジウ
ム・フォーラムや発行する雑誌・図録で毎年度の取り組みの成果を報告・紹介した。

新潟資料ネットとの連携などによる災害対応の経験伝承と情報発信は、自己の活動を常に点検するという
意味も含めて、文書資料室の取り組みを継続していくために不可欠のものと考えている。

おわりに ―コロナ禍における連携の模索―
　令和 2 年度の文書資料室と新潟資料ネットとの連携活動は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止
となった。「新しい生活様式」をふまえた活動は今後の大きな課題である。長岡市山古志地域における被災歴
史資料の保全活動も含めて、全国の資料ネットの皆様の取り組みに学びながら、活動の在り方の再構築を模索
していきたい。

〔主な参考文献〕矢田俊文・長岡市立中央図書館文書資料室編『震災避難所の史料　新潟県中越地震・東日本
大震災』（2013年、2014年長岡市再版）、矢田俊文・長岡市立中央図書館文書資料室編『新潟県中越地震・東日
本大震災と災害史研究・史料保存―長岡市災害復興文庫を中心に―』（2016年、2017年長岡市再版）

報 告

４
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特定地域における長期文化財保全活動の中で
―長野県栄村での震災レスキューに関わって―
地域史料保全有志の会　白水  智

はじめに ―長野県栄村での保全活動の特徴―
　・一地域に特化した保全活動、しかも長期に亘る活動という特徴

　　（2011 年 3 月地震発生、4 月末から活動開始、6 月「地域史料保全有志の会」結成）

　・毎年 10 回から 5 回の活動（2020 年は活動できず）

１　救出資料整理過程での地域との文化的交流
　・２年目からの救出資料整理（民具・古文書・考古遺物、とくに民具）

　・古文書を地域伝承と接続させて読み解く（幕末の地震の痕跡など）

　・民具について地元の方を先生に、地域の文化を学ぶ（藁細工・雪ソリ・山菜採り・ハレの食事）

　・資料整理時の昼食で学び体験する食文化（村の食材・料理）

２　カネは多すぎない方がいい ～ その分楽しめる
　・実現したいことにカネがついてくるのはいいが、取りあえず予算を取り、カネがあるから何かやろうと

いうのはよろしくない（場合が多い） → カネの切れ目がつながりの切れ目

　・身の丈に合った施設や展示 → 等身大の文化財を実感

　・その過程を楽しむ（資料整理棚設計施工費・展示費・昼食代が浮く！×楽しい）

　・文化は深く楽しめるものであるはず（地域文化へのリスペクト）

３　地域に 20 年関わる中で気づいたこと～現状記録の大切さ
　・資料初見時の現状記録が生きた

　　（1994・1995 年の土蔵まるごと現状記録がまさか生きるとは…）

４　いかに地元に引き継ぐか
　・いずれは去って行くヨソ者から地元への引き継ぎが課題（文化的関心の喚起、後継人材の育成）

※ 3 月 14 日（日）に、栄村文化財保全活動 10 周年の報告会【震災から 10 周年の文化財保全活動～おいしさ

と楽しさがみんなを支えた！】をオンライン（Zoom）併用で開催いたします。ぜひご参加ください。ちょ

い覗き歓迎です。詳しくは「地域史料保全有志の会」のブログ等でお知らせします。

報 告

５
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東日本大震災10年 現在までの軌跡  ②東日本大震災に対応した資料ネットより

模索と挑戦の10年
―茨城史料ネットの誕生から今日まで―
茨城文化財・歴史資料救済・保全ネットワーク　高橋  修

はじめに ―東日本大震災と茨城―
　・資料保存、地域史研究をめぐる茨城の状況
　・見えにくかった茨城の被災状況　⇔東北３県
　・茨城大学中世史研究会の初動、県や市町村との交渉
　・7/2 緊急集会→茨城史料ネット（発足当初は準備会）

１　震災直後の活動
　・北茨城市平潟土蔵群・T 家・A 家等レスキュー、ひたちなか市 K 家と「政宗の密書」
　・福島県や栃木県でのレスキュー
　→支援募金、救援委員会や外部団体との連携、全国の研究者からの人的・物的・資金的支援
　→県境を越えたレスキュー活動、県・市町村教委との連携の難しさ
　→大学院生の主体的な活動（現地巡視、外部団体との交流、技術習得）
　→ 2020 年 3 月に「東日本大震災被災資料対応終結宣言」（『常総中世史研究』8）

２　その後の活動
　・2015 関東東北豪雨被災資料レスキュー（常総市、下妻市）
　・2019 台風 19 号被災資料レスキュー（水戸市、常陸太田市）
　・普及事業、個人や自治体からの依頼による資料整理や指導
　→県市町村との連携、スキームの構築、平時の組織と活動の安定（定例資料整理の 300 回継続）

３　茨城史料ネットの特徴と限界
　・学生主体の組織運営　⇒自治体の文化財の現場に人材を輩出　
　　　☞活動がポストの創出につながるケースも
　・大学教育の乗り入れ　「文化遺産実習」→「文化遺産実践演習」ⅠⅡ
　　　　　　　　　　　　「史料講読演習」Ⅰ～Ⅳ（古代中世、近世、近現代）　
　　　☞アクティブラーニング　…学生ボランティアとしての主体性の喪失の危惧も
　・文化財・歴史資料の曝涼・公開事業（県内 4 市）←茨城史料ネットが調整
　　　☞自治体と所蔵者と大学の連携、低コストで住民が現地で公開　⇒これからの資料保存
　　　　規模の拡大　→茨城史料ネット曝涼本部（総長＋統合曝涼長・曝涼長）の過負担

おわりに ―史料ネットにできること―
　・学生にとっては「地域貢献」よりも「主体的な学習」（≠アクティブラーニング）という認識
　　→学生の地域貢献とは何か？学生ボランティアとは何か？
　・平時の継続的な取り組み　※自治体史ブームや文書館運動の省察
　・史料ネットにできることは「わずか」という自覚も
　　→史料保存を自治体だけではなく、地域社会に担ってもらうための創意・工夫を

〔主な参考文献〕 茨城大学中世史研究会編『茨城大学中世史研究会の震災体験』（2012）、茨城史料ネット編『身
近な文化財・歴史資料を救う、活かす、甦らせる』（2014）、高橋「被災資料と歴史教育、そして歴史研究へ」

（『歴史学研究』924、2014）、高橋「史料保存から歴史教育、歴史研究へ」（歴史学研究会編『第4次 現代歴史
学の成果と課題』3、2017）、白井哲哉『災害アーカイブ』（東京堂出版、2019）、添田仁「茨城県下の地域資料
の保存をめぐる現状と課題」（『地方史研究』407、2020）

報 告

６
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東日本大震災10年 現在までの軌跡  ③東日本大震災文化財レスキューから10年・被災資料と災害資料

東北地方太平洋沖地震被災文化財等救援事業から
文化財防災ネットワーク推進事業を経て文化財防災センター設立まで
独立行政法人国立文化財機構文化財防災センター　高妻 洋成

１　はじめに
　2020 年 10 月 1 日、国立文化財機構に文化財防災センターが常設の機関として設置された。このセンターは
2019 年度まで文化庁からの補助金を受けて実施されてきた文化財防災ネットワーク推進事業を継承し、これ
をさらに発展させる形で設立されたものである。東北地方太平洋沖地震被災文化財等救援事業とそこから引き
継がれた文化財防災ネットワーク推進事業を振り返るとともに、文化財防災の現状と課題に対する文化財防災
センターの取り組みについて紹介したい。

２　東北地方太平洋沖地震被災文化財等救援事業
　2011 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震では、巨大な津波により文化財等にも甚大な被害が生じ
た。文化庁は被災した文化財等を救援すべく、東北地方太平洋沖地震被災文化財等救援事業（以下、救援事業）
を開始した。救援事業を開始するにあたり、文化庁は国立文化財機構と文化財・美術関係団体に協力要請をお
こなうことで、被災文化財等救援委員会（以下、救援委員会）を組織し、本事業の事務局を東京文化財研究所
においた。この救援事業では、宮城県、岩手県、茨城県、そして福島県において、救援委員会に参画した団体
および専門家により多くの文化財の救援がおこなわれた。しかしながら、災害発生時における迅速な救援体制
の構築および活動資金の調達等、文化財防災の課題が山積していることも明らかとなった。文化財防災システ
ムの構築の必要性が認識されたともいえるだろう。2013 年 3 月で救援事業は一応の終了を迎えたが、最後の
事業報告会において、「救援委員会に参画した様々な団体により形成されたネットワークを緩やかながらも維
持し、次に来るであろう災害に備えていくこと」が申し合わされ、救援委員会は解散した。

３　文化財防災ネットワーク推進事業
　2013 年 3 月の救援事業の終了後、我が国の文化財防災システムの構築を図るべく国立文化財機構では 2014
年より文化財防災ネットワーク推進事業（以下、推進事業）に取り組んできた。推進事業では、①地域防災
ネットワーク確立の促進、②災害時のネットワーク活動ガイドラインの作成、③文化財防災に関する情報の収
集と調査研究、④被災した文化財の一時保管環境、安定化処置および修理等に関する技術研究、④シンポジウ
ムおよび研修等による情報公開と啓発、⑤文化遺産防災ネットワーク推進会議と文化遺産防災ネットワーク有
識者会議の開催、を実施してきた。中でも、地域文化財防災体制の構築において地域内および地域間での情報
共有を図ることができたこと、ならびに動産文化財等を対象とした限定的なものではあるものの災害時におけ
るネットワーク活動ガイドラインを作成したことにおいて一定の成果をあげたといえよう。

４　文化財防災センター
　推進事業の成果を受けて、我が国の文化財防災システムを構築するという大きな目標を達成するために、文
化財防災センターでは「減災」、「体制づくりと技術開発」および「救援活動に対する支援」の 3 つの使命を掲
げている。この 3 つの使命を達成するために、さらに 5 つの事業の柱、①地域防災体制の構築、②災害時にお
けるガイドライン等の整備、③レスキューおよび収蔵・展示における技術開発、④普及啓発、⑤文化財防災に
関係する情報の収集と活用、を設定した。また、推進事業では主として動産文化財等の防災に取り組んできた
が、文化財防災センターではさらに発展的にあらゆる分野の多様な文化財を対象として、文化財防災システム
の確立に取り組んでいくことを目指している。我が国の文化財防災については取り組むべき課題がなお山積し
ている。関係諸機関および団体との連携を強め、我が国の文化財防災システムを確立する努力をしていきたい。

報 告

１
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東日本大震災10年 現在までの軌跡  ③東日本大震災文化財レスキューから10年・被災資料と災害資料

レスキューに関わった側として・宮城県
システマチックな文化財レスキューを超えて
東北歴史博物館　小谷 竜介

宮城県の文化財レスキュー活動
　宮城県における文化財レスキュー活動は、文化庁が提唱した文化財レスキュー事業を中心に進められた。

現地本部が仙台市博物館に置かれ、国立文化財機構の職員が常駐し、案件を整理し、各団体等から派遣され

るレスキュー隊員の活動をサポートする体制が組まれた。県内の博物館等の職員なども必要に応じて現地本

部から隊員の派遣が要請され参加した。このように現地本部を中心とした文化財レスキュー事業が展開した

のである。当然ながら、宮城歴史資料保全ネットワーク（宮城資料ネット）もこの中に加わり、独自の活動

に加えて、必要に応じて隊員としても活動が進められた。

　文化財レスキュー事業は未指定文化財まで視野に入れていることは周知のことであるが、宮城県の被災状

況を鑑みたとき、活動対象を絞らざるを得なくなり、博物館等にある文化財と、民間所有の指定文化財を主

たる対象として活動が進められた。この結果、民間所有の未指定文化財は宮城資料ネットが中心となってレ

スキューが進められたのである。

市町村教委の役割
　文化庁による文化財レスキュー事業にしても、宮城資料ネットの活動にしても、文化財の救済を行う上で

重要なのは市町村教委の役割である。文化財レスキュー事業でも救援要請は市町村教委を通して行われるが、

宮城資料ネットも原則として市町村教委を通してレスキュー対象に連絡をとるようにしている。実際、県内

のある市に被害状況の確認をした際、担当者は、これは資料ネットに相談する案件、これは現地本部に相談

する案件と、対象に応じて選択していたとのことである。市町村が自立的に事態を把握し、対処していたの

である。

　文化財レスキュー事業のスキームは、業務として救援活動に取り組めるように作り上げられたシステマ

チックな枠組みとなっている。さまざまな状況に対応できるようにはなっているが、現実には、災害の全て

の状況に対応しきれる体制が構築しきれない面もある。資料ネットの活動も、外から拝見する限り、災害時

の即応性を有し、洗練された活動になってきているが、ボランティアベースの活動はおのずと限界がある。

こうした点で、被災地の外の文化財レスキュー体制をどのように現場に合わせるかは、被災地内の体制が重

要になってくる。それは文化財に関して言えば市町村教委による問題、課題の把握であり、対処するための

連絡先の情報を有しているということになろう。

　宮城県の経験では、多くの市町村がそうした体制を有してはいるが、相談先の共有は十分ではない。この

点では、都道府県教委や資料ネットその他の支援側の情報共有体制の充実が求められているといえよう。

報 告

２
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東日本大震災10年 現在までの軌跡  ③東日本大震災文化財レスキューから10年・被災資料と災害資料

歴史資料ネットワークによる後方支援活動
歴史資料ネットワーク　松下 正和

はじめに
　メンバーそれぞれに対応　松下の経験のみ（川内元事務局長が全体を把握）

　cf．2004 年台風 23 号但馬・丹後、2009 年兵庫県佐用町の水害対応はメンバー全員で対応

　現場対応というよりは神戸からでも可能な支援　募金、情報提供（被災地へ・被災地外へ）など

　救援委マターになるまでのつなぎ（初動体制…個人のつながり、広域連携がカギ）

１　文化財レスキュー事業成立直前　2011 年 4 月頃
・宮城県農業高校　

　　連絡の入り方　個人ベース（教員→宮城ネット→史料ネット）

　　作業　宮城・山形ネットとの連携　現地から搬出（泥から取り出し、クリーニング、点数把握のためナ

ンバリング・表紙撮影、コンテナへ入れる）　※今思えば早く搬出すべきだった

　　修復　隣県山形の東北芸術工科大学で処置　※広域連携の大事さ　

　　その後　山形ネットによる継続的なクリーニング　返却へ

・陸前高田市　海と貝のミュージアム、陸前高田市博物館、市教委所蔵資料（学校資料等も含む）

　　連絡の入り方　自然史系のルート（熊谷氏→岡山理科大富岡氏→岡山ネット今津氏→史料ネット）

　　作業　山形・岩手ネットとの連携　汚泥除去（洗浄）、ニチレイ冷凍庫へ

　　修復　奈文研ＦＤで乾燥後ドライクリーニング　返却へ（この頃には文化財レスキュー事業）

２　文化財レスキュー事業後　2011 年 5 月以降
・現地支援　宮城、茨城、福島、岩手への支援

・遠隔地からでも可能な支援　セダック（石巻図書カード入力、魚津氏＠大手前大）

３　ポスト救援委体制　後方支援する神戸ネットにも好影響
・被災地史料の神戸への受け入れ　東北大学災害研との連携　市民ボランティアの協力　cf．自然史標本

おわりに ―東日本大震災以降の展開―
　文化財から思い出の品までの保全が被災地ボランティアに位置付く　『動産文化財救出マニュアル』

　ネットワーク構築、広域連携の展開

　（活動面）各地ネットの結節点としての大学の役割→「ネットワーク事業」へ

 　  改正文化財保護法　大綱や地域計画での文化財防災　（例）兵庫県文化財防災研修会

　（研究面）奥村弘氏代表の基盤研究（Ｓ）　「地域歴史遺産」という概念

　　　　　　〃特別推進研究　地域住民と連携した保全活動、資料所在 DB 構築、災害史研究

報 告

３
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東日本大震災10年 現在までの軌跡  ③東日本大震災文化財レスキューから10年・被災資料と災害資料

被災した民俗文化財の文化財レスキュー
―東日本大震災の経験から―
国立民族学博物館　日髙 真吾

はじめに
　救出、一時保管、応急処置を活動の柱とする文化財レスキューにおいて、民俗文化財はもっとも支援要請の
多い文化財のひとつである。また、他の文化財と比較して、基本的に物量が大量であるために、どのように救
出して一時保管し、扱えばいいのかというイメージがわきにくい文化財でもある。そこで、こうした民俗文化
財をどのように文化財レスキューすれば良いのかについて、東日本大震災の経験をもとにポイントをまとめた
い。

救出活動
　救出活動とは、被災現場において瓦礫などを取り除きつつ、文化財を救出する活動である。瓦礫や汚泥に埋
もれている文化財を探し出す過酷な作業であり、体力が消耗し、判断も鈍りがちになる。このような救出現場
において、休憩もとらず、長時間、無我夢中で作業をしている光景をよく見かけるが、この行動は間違いであ
る。休憩をきちんと取らなければ脱水症状を起こしたり、熱中症になったりする危険性が増す。東日本大震災
での救出活動では、40 分ごとに 10 分の休憩をとることをルールにして取り組んだ。ひとり、ひとりの力を結
集し、日々の活動を安全に着実に積み上げていくことが結果的に大きな成果を生むという意識を支援者全員で
共有することが重要である。

一時保管
　一時保管は、限られた時間のなかで速やかに、文化財を安全な場所に運搬して管理する活動である。この作
業では資料の移動が伴うため、文化財担当者の立ち合いが必須となる。しかし、文化財の担当者といえども、
被災地では、生活全般の復旧活動が優先され、文化財にかかわる業務だけに集中することは許されない。した
がって、限られた時間で大量のものを可能な限りトラックの荷台に積載して移送する必要がある。こうした時、
日頃から文化財に精通している学芸員がいると、荷台への積み方や梱包の必要性などの判断を瞬時にできるの
で心強い。また、提供される一時保管場所は、空調システムは無く、隙間がある場所が多い。したがって、温
湿度の変動、外気や紫外線、害虫やホコリなど、さまざまな劣化要因に文化財がさらされてしまう。しかし、
被災した文化財の劣化の進行を、そのような環境のなかで、できるだけくいとめたい。そこで、温度湿度の測
定など、環境調査をおこなったうえで、簡便な改修工事、簡易な改善策を施し、少しでも安定した環境にする
ための対策をとる必要がある。

応急処置
　応急処置は、被災文化財の劣化進行を当面の間抑えることを目的とした活動である。しかしながら、本格的
な保存修復に近い処置をおこなっている現場をみかける。また、いつの間にか、保存修復の専門家のごとく付
け焼刃的な知識を振りかざす支援者をみかけることがある。ここでは、あくまで応急処置であるということを
自覚しておこなわなければならない。限られた時間や設備でやりすぎた応急処置は、中途半端な処置になる可
能性があり、かえって本格的な保存修復の妨げになる場合があるからである。民俗文化財の応急処置では、一
点ごとに関わる時間をいかに少なくし、より多くのものに応急処置を施していくかが求められる。したがって、

「あえておこなわない作業」もある。民博がおこなう民俗文化財の応急処置では、大・中・小 3 種類の刷毛、大・
小 2 種類のブラシ、1 種類の筆で構成した 6 種類の洗浄キットを作業者に渡し、そのキットで落とせる範囲の
汚れだけを対象としている。つまり、応急処置の段階では、過度な洗浄作業はあえておこなわないというルー
ルで臨んでいるのである。

報 告
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東日本大震災10年 現在までの軌跡  ③東日本大震災文化財レスキューから10年・被災資料と災害資料

災害時の無形民俗文化財への救援はどうあるべきか
國學院大學　大石 泰夫

はじめに
　災害時における有形文化財等についての救援のあり方については、阪神淡路大震災以降、歴史資料を中心

に様々な試みと議論が展開されてきた。一方、無形文化財については東日本大震災時に大きく注目されたの

であるが、そのあり方については明確な整理ができていないのが現状と思われる。

１　東日本大震災後の祭りや民俗芸能等についての意識
　東日本大震災が示したのは、依然として圧倒的な自然の力には抵抗できない現代の姿だった。本格的な復

興の着手に先駆けて、短期間で多くの地域で神事と祭礼が再開され、被災地の人々は新たに人々を結びつけ

る絆として神事を位置づけようとした。被災地の人々は、民俗芸能を単なる民俗芸能としての役割を超えて、

生きていることの証として、復興のシンボルとしてこれを求めた。生活が大きく破戒されたときに、現代の

人々もカミを必要とし、被災前の伝統文化である民俗芸能の復活に涙した。

　祭りや民俗芸能の復活は、人々の心の支えとなり、復興への心的な後押しとなった。

２　東日本大震災後の民俗芸能に対する動き
　① 民俗芸能復活のために、津波被害によって失われた道具・衣装等を支援する動きがおきる。日本財団

などが資金を用意して、民俗芸能団体の申請に応じて資金を提供した。

　② 被災地の人々にとって、上記のように復興の心的支えとなったのので、祭礼を始めとして、臨時的な

上演の機会も多く設置された。

　③ 全国各地から、復興のシンボルとして被災地の民俗芸能への出演依頼が多くあった。

３　有形と無形の相違
　（有形）被害を受けたもの自体が文化財であるので、これを失わないようにするために、一時も早く安全

な場所に移動させ、劣化させない処理が必要である。

　（無形）失われた上演のための道具・衣装自体は、上演のための消耗品である。もちろん道具・衣装等が

なければ上演はできないが、これがないということが文化財の喪失となるということにはならな

い。無形文化財はそれを保持する人間の喪失が問題となる。

４　無形文化財を残すためには何が必要か
　長いスパンでの支援が必要で、上演の機会の創出・物的支援を長期的に行うことが重要で、加えて保持者

の流出防止が最大の課題となる。生業を失った被災地の人たちをどのようにつなぎ止めるのかが問題。祭り

の時だけの帰郷者が多いという現実がある。

報 告
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東日本大震災10年 現在までの軌跡  ③東日本大震災文化財レスキューから10年・被災資料と災害資料

東日本大震災で被災した岩手県内の自然史標本について
岩手県立博物館　鈴木 まほろ

　下表は、岩手県の公的施設に収蔵されていた自然史標本の東北地方太平洋沖地震津波による被災状況の概

要である。３つの施設に収蔵されていたおよそ 26 万点の資料が被害に遭い、そのうち 15 万点が救出され、

11 万点が消失した。この他に個人所蔵の標本も相当数が流失したが、点数は把握されていない。

　筆者の勤務する岩手県立博物館では、陸前高田市と山田町の要請を受け、2011 年 4 月以降、3 つの館の収

蔵資料の救出および復元作業を支援している。当初の救出作業には館の事業費を充てたが、その後は国の被

災文化財レスキュー事業および被災ミュージアム再興事業による補助を受けて進めてきた。

　多くの資料は土砂と瓦礫に埋まっており、救出されたのは 1 ヶ月以上も後であった。自然史標本の多くは

泥をかぶり、カビが生え、腐敗が始まっていた。

　脊椎動物標本（剥製）については、岡山理科大学の富岡直人教授がレンタルしたトラックで自ら岡山へ輸

送し、専門家の協力を得ながら学生らと修復を行った。完了した標本は陸前高田市へ返却された。

　維管束植物と昆虫の標本については、岩手県博へ公用車で輸送したが、点数が非常に多く、また大型の冷

凍庫も無かったため、全国の自然史系博物館・研究機関の協力を得て、各地へ被災標本を宅配便で送り、そ

れぞれの館で洗浄と修復をした後、岩手県立博物館へ送り返していただいた。全ての標本の修復が完了する

までに約 3 年を要した。

　自然史標本は修復後も岩手県立博物館で預かり、資料リストやデジタル画像の作成を行い、データベース

を構築した。昆虫と維管束植物標本の一部はデータベースが公開されている。発災後 10 年が経過して被災

地では標本保管体制の整備が進み、2020 年 9 月には山田町に海藻標本の返却が完了した。また 2021 年 1 月

には陸前高田市博に全ての自然史標本を返却する予定である。

　全国の自然史系博物館は、この時の経験を基に災害時対応のネットワークを構築しつつあり、2019 年の

福島県および 2020 年の熊本県における豪雨で水損した植物標本についても、このネットワークを活用して

修復作業を分担している。

＊東日本大震災で被災した自然史資料の救出経過及び修復方法等の詳細を知りたい方のための参考文献：

　大津波被災文化財保存修復技術連携プロジェクト実行委員会（編）（2014）『安定化処理』

分類群 所蔵点数 救出点数 所蔵
維管束植物 15,000 15,000 陸前高田市立博物館
蘚苔類 500 500 陸前高田市立博物館
地衣類 200 200 陸前高田市立博物館
菌類 170 155 陸前高田市立博物館
海藻 82,500 13,500 山田町立鯨と海の科学館
昆虫 27,000 24,000 陸前高田市立博物館
魚類・無脊椎動物 150 134 陸前高田市立博物館
脊椎動物 500 500 陸前高田市立博物館
貝類 130,000 96,000 陸前高田市海と貝のミュージアム
合計（生物） 256,020 149,989
地質標本 3,300 ? 3,300 陸前高田市立博物館

表　岩手県の公的施設に収蔵されていた自然史標本の被災概要（点数は概数）

報 告
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東日本大震災10年 現在までの軌跡  ③東日本大震災文化財レスキューから10年・被災資料と災害資料

活かされた資料保全知
―宮城県岩沼市の震災関連資料収集―
宮城学院女子大学　高橋 陽一

　2011 年 3 月 11 日当時、私は宮城県岩沼市の市史編纂室に勤務しており、地震発生後に震災関連資料の収

集に取り組んだ。具体的には、避難所の掲示板に張り出されていた手書きのメモ書きや安否確認情報、災害

対策本部の会議録などである。また、地震後の市役所内や市内の様子も可能な限り写真におさめた。

　市の嘱託職員として避難所の市総合体育館や中央公民館で業務にあたった際、掲示板に張り巡らされた手

書きの紙をみて、「これは貴重な歴史資料になる」と私は直感した。避難所の閉鎖後に改めて中央公民館を

訪れ、残されていた紙を複写させてもらった。災害対策本部の会議録も複写した。また、震災後から約半年

間にわたって、私は市史編纂室の業務日誌をつけていた。そこには、6月21日に総合体育館から資料を借用し、

6 月 27 日に災害対策本部から記録を借用したと記されている。今回の報告はこの日誌に基づくものである。

　なぜ私は震災直後から震災関連資料の収集を行い、業務日誌をつけたのか。それは、私の中に「資料保全

知」ともいえる知識・経験・認識が蓄積されていたからだと思う。ここでいう資料保全知とは、過去の災害

の把握や歴史資料の扱い方、記録の取り方といった歴史研究に由来する知識にとどまらず、実際の災害時に

おける資料のレスキューや保存、そして活用といった実体験、さらにはそれらを積み重ねることによって意

識化された自分自身が災害社会という歴史環境の中に置かれているという認識の総体である。私は、2003

年の宮城県北部地震や 2008 年の岩手宮城内陸地震の際に宮城資料ネットの資料レスキュー活動に参加する

機会を得、同年からは東北大学防災科学研究拠点のリサーチアシスタントとして県内各自治体の旧家のリス

トアップや資料の撮影に従事した。こうした連続した経験と知識が自分自身が災害社会の中に生きていると

いう意識を生み、東日本大震災における、将来を見据えての条件反射的な震災関連資料収集や業務の記録化

につながったのだと思う。

　震災から 10 年が経とうとするこの間にも台風や感染症による災害が発生している。少しでも多くの人が

資料保全知を獲得できるよう、自分が得た経験と知識を伝えていきたいと考えている。

報 告
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東日本大震災10年 現在までの軌跡  ③東日本大震災文化財レスキューから10年・被災資料と災害資料

原子力災害被災地における災害資料について
筑波大学　白井 哲哉

　災害資料の保全等実践は 1995 年阪神・淡路大震災を契機に着手され 4 つの主な試みが確認される。第一

は神戸大学附属図書館震災文庫の活動で、主にボランティア関連資料、ミニコミ誌、行政刊行物の収集に従

事した。第二は震災・活動記録室及び震災・まちのアーカイブに集った市民ボランティアグループの活動で、

被災した個人の資料群や避難所資料の保全と整理に従事した。第三は兵庫県「震災復興資料・記録収集等事

業」の活動で、収集資料は阪神・淡路大震災記念人と防災未来センター資料室へ移管された。第四は兵庫県

や伊丹市における「震災関連公文書」の移管・保存である。

　現在まで災害資料の保全等実践は主に図書館が取り組んでおり、主な対象資料は行政刊行物、ミニコミ誌・

チラシ、ボランティア記録、個人収集資料だったと言える。だが一方、自治体が保有する公文書等の保全例

は決して多くない。本報告は、原子力災害被災自治体である福島県双葉町が保有する災害資料について、保

全された資料の概要と特徴を述べ、今後の課題を提示する。

　双葉町が保有する災害資料は、全体として作成・収受主体は双葉町役場であり、全町避難の影響もあって

個人や民間団体等の資料保全は進んでいない。大半の資料は全町避難後の作成・収受になり避難生活関係が

大半である。一方で地震や津波等の直接被害、原子力災害の被災に関する資料はきわめて少なく、今後の調

査や確認が必要である。

　全町避難の時間順で並べると、ア）大震災発生から全町避難までにおける双葉町役場、イ）福島県川俣町

への避難、ウ）埼玉県さいたまスーパーアリーナへの避難、エ）双葉町役場埼玉支所・旧騎西高校避難所、オ）

福島県猪苗代出張所、カ）福島県内の仮設住宅、の各時期・場所で資料等保全が行われた。

　特にエ）における保全資料の概数は約 3000 件に及び、公文書等、掲示物、国内外からの支援品など多種

多様である。この中には、主に女性の利用を想定した仮設更衣室の実物、町役場と避難所の町民代表者との

間で二年三か月間行われた「グループ長打ち合わせ会議」資料綴 10 冊、国内外から双葉町に寄せられた激

励の千羽鶴 70 箇が含まれている。

　災害資料の特徴は、多種多様な素材・形状・色彩等を有し、文字以外にも画像や描写等で表現された情報

を持つ点にある。言うまでもなく、それらの分析に際しては様々な分野の知見が求められよう。だが例えば

千羽鶴の分析に着手しても、そもそも千羽鶴自体の調査研究例が全くと言って良いほど確認できない。

　また災害資料の中には大量のもの、大型のもの、所在する場所から移動できないものが存在する。それら

が太陽光を受ける場所にあれば、書かれた文字や描写に退色の恐れもある。重要な資料については写真撮影

や複製製作など代替保存の措置を早急に講じて、その後の調査研究や利活用のための環境を整える必要があ

る。この点、本報告では 3 月 11 日夜の炊き出し計画を記したホワイトボードの複製製作を紹介する。

〔参考〕白井哲哉『災害アーカイブ　資料の救出から地域への還元まで』（東京堂出版、2019）
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趣 旨
　全国史料ネット研究交流集会では、全国からの参加者の交流・親睦を深めるため、１日目プログラム終

了後に「懇親会」を開催しておりましたが、今回は完全オンライン開催ということもあり、残念ながら恒
例の懇親会の開催を断念いたしました。
　その代わり、今回は１日目プログラムの終了後に、下記のプログラムにて「イブニングセッション」の
場を設けたいと考えています。イブニングセッションでは、今回各地の資料ネットから出展いただいてい
るポスターについてのポスターセッションや、また２日目午前に開催される分科会座長からのアピールな
どを企画しております。
　このイブニングセッションは懇親会に代わるものとして、参加者間の交流をメインとしておりますので、
多くの皆さまから、気軽な雰囲気でご参加いただけますと幸いです。

ポスターセッション　報告団体
愛媛資料ネット（胡 光）
NPO 法人宮城歴史資料保全ネットワーク（井上 瑠菜）
NPO 法人歴史資料継承機構じゃんぴん（武子 裕美）
岡山史料ネット（上村 和史）
神奈川地域資料保全ネットワーク（三村 昌司）
群馬歴史資料継承ネットワーク（長谷川 明則）
信州資料ネット（原田 和彦）
国立文化財機構文化財防災センター（高妻 洋成）
千葉歴史・自然資料救済ネットワーク（小関 悠一郎）
東海歴史資料保全ネットワーク（大塚 英二）
那須資料ネット（作間 亮哉）
新潟歴史資料救済ネットワーク（原 直史）
人間文化研究機構「歴史文化資料保全の大学・共同利用機関ネットワーク事業」（天野 真志）
福井史料ネットワーク（多仁 照廣）
ふくしま歴史資料保存ネットワーク（阿部 浩一）
山形文化遺産防災ネットワーク（佐藤 琴）
歴史資料保全ネット・わかやま（橋本 唯子）

2 日目分科会座長からのアピール
分科会１：資料保全の担い手の広がりと未来 part２
　　　　　（小野塚 航一）

分科会２：史料ネット活動の発展的継承と普遍的課題―歴史資料が価値あるものとされる社会とは―
　　　　　（板垣 貴志）

分科会３：災害支援としての歴史資料保全を考える
　　　　　（佐藤 大介）

イブニングセッション
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分 科 会
１．資料保全の担い手の広がりと未来part２

２．史料ネット活動の発展的継承と普遍的課題―歴史資料が価値あるものとされる社会とは―

３．災害支援としての歴史資料保全を考える

2021年2月13日 福島県沖地震に関わる緊急情報交換会
　2021 年 2 月 13 日に、福島県沖を震源とする M7.3 の地震が発生しました。この地震では福
島県や宮城県で震度 6 強の揺れを観測し、少なからずの被害を発生させたものであり、現在、
各地の資料ネットによって情報の収集や発信が進められています。
　本地震は東日本大震災の余震とも伝えられますが、今回の全国集会の開催にあたり、急遽で
はございますが、各地の現状について共有し、今後の対応について検討するための情報交換の
場を設けさせていただきたいと考えます。

メインテーマ２「COVID-19 下における資料保全活動」
１．今村直樹（熊本被災史料レスキューネットワーク）／川路祥隆（熊本県教育庁教育総務局文化課）
　　「令和2年7月豪雨の被災歴史資料レスキュー活動について―熊本における取り組み―」

２．西村 慎太郎（NPO法人歴史資料継承機構じゃんぴん）
　　「緊急事態宣言下の対応と「歴史資料保存・調査活動ガイドライン」の総括」

３．堀井 美里（合同会社AMANE）
　　「「資料調査現場における新型コロナウイルス感染予防対策」に基づく地域資料調査の検証」

４．安田 容子（NPO法人宮城歴史資料保全ネットワーク）
　　「コロナ下の資料保全―宮城資料ネットの活動において―」

５．髙山 慶子（とちぎ歴史資料ネットワーク）
　　「コロナ期の水損史料保全活動」

６．室山 京子（神戸大学）
　　「神戸大学近世地域史研究会の活動について」

全国資料ネット報告会（リレートーク）　報告団体
群馬歴史資料継承ネットワーク（長谷川 明則）
那須資料ネット（作間 亮哉）
千葉歴史・自然資料救済ネットワーク（鈴木 凜）
神奈川地域資料保全ネットワーク（宇野 淳子）
信州資料ネット（原田 和彦）
東海歴史資料保全ネットワーク（大塚 英二）
福井史料ネットワーク（多仁 照廣）
歴史資料ネットワーク（跡部 史浩）
歴史資料保全ネット・わかやま（橋本 唯子）
広島歴史資料ネットワーク（石田 雅春）
愛媛資料ネット（佐々木 紫帆）
宮崎歴史資料ネットワーク（山内 利秋）
鹿児島歴史資料防災ネットワーク（佐藤 宏之）

２日 目 2/21（日）
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資料保全の担い手の広がりと未来part2
分 科 会

１

　座　長：小野塚 航一（歴史資料ネットワーク／神戸大学）

　登壇者：井上 瑠菜（NPO 法人宮城歴史資料保全ネットワーク／東北大学）

　　　　　上村 和史（岡山史料ネット／岡山県立倉敷鷲羽高等学校）

　　　　　松本 充弘（歴史資料ネットワーク／神戸大学）

　　　　　藤田 明良（歴史資料ネットワーク／天理大学）

　26 年前の阪神・淡路大震災を契機に広がった「資料ネット」による資料保全活動は、災害ボランティア

の枠組みに収斂しない発展の可能性を秘めた取り組みである。この取り組みは災害時における被災資料の応

急処置法の開発・普及にとどまらず、市民と歴史資料をつなぐ場を様々なかたちで提供してきた。そしてそ

の過程のなかで、活動の「担い手」は歴史研究者の枠を越え広がり続けている。

　この「担い手」たちの率直な声を聞き、資料保全活動の「未来」を考えるセッション「資料保全の担い手

の広がりと未来」が昨年の「第 6 回全国史料ネット研究交流集会 in 神戸」で開かれた。そこでは、資料保

全活動が学生や市民にとって歴史文化への関わり方を問い直すきっかけになることや、活動の場における雰

囲気作り、あるいは人と人とのつながりの重要性が確認された。「担い手」たちの声を引き続き汲み取るこ

とは、資料保全活動の意義と課題を自主的に問い直す営みであり、ひいては、資料保全活動の「未来」を考

えることにもつながるはずである。

　そこで本分科会では、上記セッションを受けて、昨年とは異なる地域で活動に携わっている若手の井上瑠

菜氏・上村和史氏・松本充弘氏に、阪神・淡路大震災以降、各地の「資料ネット」活動を見つめ続けてきた

藤田明良氏を交えて、四者の声を聞きながらいま一度資料保全活動の「担い手」や「未来」について考えて

みたい。
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　座　長：板垣 貴志（山陰歴史資料ネットワーク／島根大学）

　登壇者：天野 真志（国立歴史民俗博物館）

　　　　　川内 淳史（NPO 法人宮城歴史資料保全ネットワーク／東北大学災害科学国際研究所）

　　　　　吉川 圭太（歴史資料ネットワーク／神戸大学）

　歴史資料ネットワークが発足して四半世紀。史料ネット活動は、そのネットワークの輪を広げ続けて全国

化しつつある。その背景には、日本社会が災害の多発する時代へと推移しつつある構造的要因も指摘できる

が、この活動に関わる人びとによる、不断の努力とたゆみない営為があったという主体的要因を見落とすこ

とはできないであろう。

　最近関わるようになった若い世代は意外に思うかもしれないが、1995 年の阪神・淡路大震災当時、長期

にわたる史料ネット活動は想定されていなかった。まったく先行例のない活動のなかで、初期メンバーが被

災地で直面した経験は試行錯誤の連続であったと聞く。現在でもよく口にする「走りながら考える」という

合言葉には、初期メンバーの偽りない実感がこめられている。象牙の塔を飛び出して被災地の現実を目の当

たりにし、実践的な活動の方法と意義を議論する日々のなかで、歴史学と社会をめぐる多様な課題が共有さ

れていったとされる。そして、活動から 1 年を迎えた 1996 年。歴史資料ネットワークは、被災地にて発見

され共通認識の深まった《普遍的課題》を重視し、今後の活動の柱のひとつに掲げて長期的な活動を目指す

ようになる。

　本分科会では、この初期メンバーの掲げた《普遍的課題》について、いま一度考えてみたい。登壇者の板

垣・川内・吉川・天野は、全員いわゆる初期メンバーではない。25 年を経たいまとなっては、さながら《活

動の次世代を担った初期メンバー》と表現できるかも知れない。ゆえに、つねに初期史料ネットの理念的な

ものに共鳴しつつ活動に関与し、その継承のあり方について議論を重ねてきた特徴がある。

　次世代としてもはや中堅となっている登壇者たちが重ねてきた議論を紹介することは、これからの史料

ネット活動を発展的に継承する世代にとっても有益なものではないかと思う。活発な議論を期待している。

〔参考文献〕

外岡秀俊『地震と社会「阪神大震災」記』上・下、みすず書房、1997-98 年

歴史資料ネットワーク編『歴史資料ネットワーク活動報告書』2002 年

板垣貴志・川内淳史編『阪神・淡路大震災像の形成と受容―震災資料の可能性―』岩田書院、2011 年

奥村弘『大震災と歴史資料保存―阪神・淡路大震災から東日本大震災へ―』吉川弘文館、2012 年

川内淳史「災害が断ち切る「日常」の記憶　つなぎ止める地域歴史遺産」大門正克ほか編『「生存」の歴史と

復興の現在―3.11 分断をつなぎ直す』大月書店、2019 年

奥村弘・小野塚航一「歴史資料ネットワーク発足二五年―続発する大規模水害の中での保全活動の展開―」『日

本史研究』699 号、2020 年

史料ネット活動の発展的継承と普遍的課題
―歴史資料が価値あるものとされる社会とは―

分 科 会

２
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災害支援としての歴史資料保全を考える
分 科 会

3

　座　　　長：佐藤 大介（NPO 法人宮城歴史資料保全ネットワーク／東北大学災害科学国際研究所）

　報　　　告：モリス・J・F（NPO 法人宮城歴史資料保全ネットワーク）

　　　　　　　上山 眞知子（NPO 法人宮城歴史資料保全ネットワーク）

　指定討論者：林 美木子（国立文化財機構文化財防災センター）

　　　　　　　青柳 周一（滋賀大学）

　　　　　　　門馬 健（富岡町教育委員会）

　災害対応も含めた歴史資料保全活動は、被災した地域住民や地域社会の回復過程において重要な社会的機

能を果たす可能性がある。一方で、それらを災害支援の一環として位置づけるには、従事する関係者の経験

的な説明を越え、学際的な方法による検証が必須である。

　本セッションでは、21 世紀の災害支援の国際的潮流として位置づけられつつある「心理社会的支援」の

視角から歴史資料保全を分析し、固有の意義について考える機会としたい。
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COVID-19下における資料保全活動

令和2年7月豪雨の被災歴史資料レスキュー活動について
―熊本における取り組み―
熊本被災史料レスキューネットワーク 今村直樹／熊本県教育庁教育総務局文化課 川路祥隆

はじめに
　令和 2 年 7 月豪雨は、熊本県域に甚大な人的・物的被害をもたらし、多くの文化財が被災した。これを受け
た熊本県文化課と熊本史料ネットは、発災直後から共同して対応し、県文化課を主体とする文化財レスキュー
事業が始まると、熊本史料ネットもこれに協力した。熊本における被災歴史資料レスキュー活動の概要およ
び意義と課題について報告する。

１　令和 2 年 7 月豪雨と文化財レスキュー事業の開始
（１）県南部における文化財の被災
　7 月 4 日未明からの豪雨による被害が集中した県南部の人吉球磨・芦北地域では、青井阿蘇神社（人吉市）
をはじめとする指定等文化財 83 件と多数の未指定文化財が被災した。

（２）発災から文化財レスキュー事業の開始まで
　県文化課と熊本史料ネットは、発災直後から情報収集を開始した。7 月 6 日には共同してレスキュー活動に
あたることを合意し、被災市町村からの要請を受けた県文化課は、同日からレスキューに着手した。熊本史
料ネットも、全国各地の史料ネットからの支援を受けながら、被災資料の廃棄をしないように新聞や Twitter
などで呼びかけを行った。7 月 10 日から、被災市町村の了解を得て熊本県は個人宅の文化財レスキュー事業
を開始した。それから 8 月中旬までの約 1 か月間、県文化課職員が後述するリストをもとに所有者宅を訪問し、
レスキューを実施した。

２　文化財レスキュー事業の展開
（１）被災地におけるレスキュー活動
　県文化課は、過去に行った文化財悉皆調査の情報と、国土地理院が公表した浸水推定図の照合により、レ
スキュー対象となる可能性のある文化財リストを作成した。そのリストをもとに、被災が想定される文化財
の所在場所を職員が訪問し、所有者の要請に応じて、被災資料を熊本市内の県施設に移送した。レスキュー
した被災資料は 17 件（総数約 900 点）であり、その内訳は、古文書、典籍、巻子、武具、襖などであった。

（２）被災資料のクリーニング作業
　県施設に移送された被災資料は、県文化課によるクリーニング作業が進められている。その多くが水損資
料であったため、移送後には吸水・乾燥作業を行うとともに、被災状況の確認作業を行った。こうした作業に、
熊本史料ネットや熊本県内市町村等の文化財関係者も協力した。今後もクリーニング作業を継続するととも
に、目録や調書を作成する。これらの被災資料は、所有者の返却受け入れが可能になった段階で返却する。

おわりに
（１）熊本における文化財レスキュー事業の意義
　県文化課が実施主体となり、関係機関との密接な連携のもと、発災直後から事業を開始した点が重要である。
こうした官民の協力に基づく迅速な対応には、2016 年熊本地震後のレスキュー活動の経験が生かされた。熊
本地震後の文化財レスキュー事業の開始は、発災から約 3 か月後であったが、今回はわずか 1 週間後に始まっ
た。県が主体となることで、人員や保管庫の確保、被災市町村との連絡、関係機関との協力などが円滑に進
められた。

（２）今後の課題
　災害直後の早急な対応には、平時からの備えが必須である。主なものとして、①文化財の所在および所有
者の継続的な把握、②①に関する記録の作成・更新、③災害リスクの把握と周知、④日常的な防災対策の促
進などがあげられる。
　また、今回はコロナ禍という状況を鑑み、県外在住者への人的支援の依頼は控えられた。県内市町村およ
び関係機関からの人的支援の際にも、1 日あたりの人数制限を設けた。このようにコロナ禍のレスキュー活動
では、多くの制約を強いられたことも事実である。

報 告

１
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COVID-19下における資料保全活動

緊急事態宣言下の対応と
「歴史資料保存・調査活動ガイドライン」の総括

NPO法人歴史資料継承機構じゃんぴん　西村 慎太郎

　2020 年 4 月 7 日、COVID-19 感染拡大防止のため、日本政府は緊急事態宣言を発出した（改正新型イン

フルエンザ等対策特別措置法第 32 条第１項）。おそらく大掃除ブームが巻き起こるであろうという予測から、

NPO 法人歴史資料継承機構じゃんぴん（以下、「じゃんぴん」と略す）では、4 月 9 日に「緊急事態宣言発

出に伴う自宅などでの大掃除の歴史資料に関する注意点（お願い）」を発表し、注意喚起を行った。各種メ

ディアで取り上げられたため、「じゃんぴん」に 27 件の問い合わせが寄せられた。

　このような「ステイホーム断捨離」における歴史資料の保全対応と「じゃんぴん」の通常の活動を進める

ため、6 月 27 日の「じゃんぴん」総会で「歴史資料保存・調査活動ガイドライン（covid-19 対応）」（通称：

「じゃんぴんモデル」）の策定が可決され、策定に向けた作業が開始された。会員間で議論を重ね、7 月 4 日

に ver.3 として「じゃんぴん」ホームページでの公開に踏み切った。7 月 12 日、緊急事態宣言解除後はじめ

てとなる「じゃんぴん」の歴史資料保存・活動が東京都青梅市で行われた。そこでの実践を踏まえて「じゃ

んぴんモデル」ver.4 を策定、また「令和 2 年 7 月豪雨」の際に多くの史料ネット関係者と相談する中で「じ

ゃんぴんモデル」を感染症の専門家に意見を求めた方が良いと判断し、国立療養所松丘保養園前園長に相談、

在宅医療の専門で感染症対策に詳しい医師の意見を受けて、8 月 2 日に「じゃんぴんモデル」ver.5 を策定し

た。現在、健康チェック表などを付けた ver.5.1 を用いて活動している。

　一方で、「じゃんぴん」のミッションのひとつである普及事業は活動の成果を地元の人びとと共有するも

のであるため、「じゃんぴんモデル」では対応できない。そこで今年度「じゃんぴん」では地元教育委員会

及びケーブルテレビの協力により、報告会・講演会を放送することにした。また、より広く普及事業を推進

するため、公式 YouTube チャンネルを開設した。

　ここでは 2020 年度の「じゃんぴん」の活動を総括し、問題点を析出しつつ、課題を提起したい。

「じゃんぴんモデル」ver.5.1QR コード

「じゃんぴん」公式 YouTube チャンネル QR コード

報 告

２
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COVID-19下における資料保全活動

「資料調査現場における新型コロナウイルス感染予防対策」
に基づく地域資料調査の検証
合同会社AMANE　堀井 美里

　本報告は、合同会社 AMANE が実施した「資料調査現場における新型コロナウイルス感染予防対策」（以

下、「コロナ対策」）に基づく新型コロナウイルス感染症（COVID-19）流行下の地域資料調査の事例につい

て検証し、課題を抽出するとともに今後の方法等について考察するものである。

　2020 年 4 月 16 日に緊急事態宣言が全国に拡大される中、当社では、同月 23 日に「現場調査感染予防対

策案」を作成し WEB 公開した。5 月 15 日に石川県内での移動を伴う活動を再開、6 月 1 日以降本格的に県

内外での現地での資料調査を再開するにあたり「コロナ対策」を作成、6 月 10 日に WEB 公開した。以降、

本対策が当社の資料調 査における基本方針となっている。

　「コロナ対策」では、まず現地での資料調査における感染リスク要素を分析し（下図参照）、4 つの感染リ

スク対象とリスクが発生する機会を仮定した。その上で、各リスクに対する具体的な対策を立て、実施した。

特に重視したのは、人と人が接触する機会や環境をコントロールすることで、関係者との打ち合わせは基本

的にオンラインで実施し、調査場所への移動手段は公共交通機関を使わず、現場での調査分担・場所の分散

化や換気を心がけ、不意の訪問や見学者等は原則禁止とした。また、調査者は、1 日の調査終了後に「調査

行動記録表」を作成し、調査場所や接触した相手先担当者、実施した感染対策、移動中の経由場所、連絡先

等を記録した。この他、マスク着用やアルコール消毒、健康状態チェックなど基本的な対策も実施した。

　以上の対策を踏まえ資料調査を実施した結果、課題として以下 2 点を挙げる。一つは調査過程における関

係者間での情報と認識の共有である。対面という直接的な手段が限られた現在、調査方法や経過を関係者間

で共有する重要性は従来の調査と比べて更に増したと考えられるが、その技術や環境は個人・機関によって

かなり差がある。もう一つは、感染した場合の、事業・調査者に対する補償など調査実施主体としてのリス

ク対応の問題である。これも実施主体の性格に応じて考えておかなければならない課題である。

〔参照〕合同会社 AMANE「資料調査現場における新型コロナウイルス感染予防対策」

　　　  https://amane-project.jp/post-1120/

報 告
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コロナ下の資料保全
―宮城資料ネットの活動において―
NPO法人宮城歴史資料保全ネットワーク　安田 容子

１　活動の中断とその間の対応
　2020 年 3 月より東北大学構内で諸々の学外活動が中止になるなか、東北大学を保全活動の作業場として

いる宮城資料ネットも 2 月中旬から 8 月中旬までの 6 か月間、毎週月曜日のボランティアによる資料保全活

動は休止とした。4 月には、新型コロナウイルス感染拡大防止のための東北大学の行動指針により、作業場

である東北大学災害科学国際研究所内において部外者の入構が禁止となった。作業の休止期間がいつまで続

くのか不透明であったため、メールを通して市内のボランティアに対して意見収集を行った。メールおよび

ボランティア間の回覧による意見収集では、作業参加ボランティア全員の参加は難しいものの、オンライン

会議形式またはメールによる古文書添削講座や公開講座の実施が希望としてあげられた。

２　活動再開と注意書の作成
　7 月には東北大学の行動指針のレベルが下がり、大学構内でのボランティア活動も可能となったため、8

月 17 日の作業より活動を再開した。感染症対策について、今までのカビ等への対応の強化に加え、ソーシャ

ルディスタンスをとることが所内で指摘されたため、1 部屋で行っていた作業について、2 部屋に分けるこ

とで、部屋内の作業人数や作業間の距離を減らす工夫を行っている。また、作業前の健康チェックシートへ

の記入や、作業後の作業机のエタノール清拭など、新しく感染症対策に関わる行為も取り入れている。

　作業中の注意点としては、今までのカビ等への対策と同様に、①作業前と作業後に必ず手をよく洗う、②

作業中はマスクとゴム手袋の装着と使い捨てを強調し、また、休憩時間における感染を防ぐため、作業時間

については短縮している。ボランティアにとっては、作業中の行動規制の強化よりもむしろ、昼食会場にお

ける制限や、休憩時のマスクの着用やお茶を飲みながらの歓談への規制がボランティア活動においての大き

な変化であったようである。

３　今後の課題について
　毎週月曜日に行っている通常作業以外の作業、特に学外からの学生実習の受け入れについては 2020 年に

は実施しなかったため、今後どのように再開するかが課題となっている。特に、大人数で実施していたふす

まはがしについては、急ぐものでなければ少人数での実施は可能であるが、10 人以上での取り組みは実施

できず、工夫が必要である。また、県外の活動参加希望者の受け入れについても対策を考えていく必要があ

る。

　感染拡大を受け、東北大学の行動指針レベルが上がり、再度保全作業を休止している。休止中の活動につ

いて、ボランティアから希望のあった、オンライン等で出来る活動への取り組みの実施の実現が課題である。

報 告

４
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１　活動の記録
　2019 年

10 月 12 日　東日本台風（台風 19 号）により秋山川の堤防が決壊。栃木県佐野市で浸水被害発生

　　　　　　→市内在住者の戦争関係コレクション史料が被災（水損）

11 月 16 日　歴史資料ネットワークがレスキュー実施。栃木県内外の有志も参加

　　　　　　→段ボール箱 20 箱分の水損史料を宇都宮大学（以下、宇大）に搬出（以後、宇大で保管）

11 月 17 日　宇大で吸水・乾燥および修復作業を実施。学生・院生・研究生も参加

　2020 年

　　1 月 16 日　国内初の新型コロナ感染者（→以後、感染拡大）

　　2 月 19 日　3 月 3・4・5 日の水損史料保全活動の告知（県内文化財関係者を中心に参加の呼びかけ）

　　2 月 28 日　上記活動、規模縮小で実施の再告知（学生の参加見合わせ他）

　　3 月 1 日　上記活動、中止の連絡（※参加応募者 39 名〔内、宇大・國學院大學栃木短期大学の学生 9 名〕）

3 月 3・4 日　上記活動にかわり、関係者による緊急対応（今後の対応協議、水損史料の応急処置）

4 月 7 日　新型コロナ感染拡大による緊急事態宣言（7 都府県→ 17 日、全国に拡大）

5 月 7 日　 那須野が原博物館へ一部水損史料を移管（分散保全１）→同館で吸水・乾燥作業を実施

　　　　　※未乾燥史料の劣化を食い止めるため、梅雨入り前の処置を模索

5 月 19 日　那須野が原博物館へ一部水損史料を移管（分散保全２）→同館で吸水・乾燥作業を実施

6 月 9 日　 宇大保管分のうち乾燥済み史料のエタノールによる除菌消毒（屋外）

6 月 18 日　分散保全の完了。処置済み水損史料を宇大へ返却

6 月 27・28 日、7 月 4・5 日　栃木県関係者による乾燥・修復作業

7 月 11 日　水損アルバムのデジタル撮影（少人数）

8 月 7 日　とちぎ歴史資料ネットワーク（略称：とちぎ史料ネット）設立

11 月 8 日　水損史料の整理作業（少人数）

12 月 5 日　水損史料の乾燥作業完了

２　コロナとの関係
① 3 月の大規模作業の中止：歴史資料ネットワークの関係者、天野真志氏（歴博）、栃木県内外の文化財

関係者が一同に会する機会の喪失→レスキューのノウハウ伝授の機会を逸する

② 5・6 月の分散保全：新型コロナ感染拡大により、歴史資料ネットワークの関係者の来県が困難になる

→保全作業が滞る→ 11 月の現地レスキューに参加した作間亮哉氏（那須歴史探訪館）の仲介で、那

須野が原博物館での分散保全作業が実現→同館の金井忠夫氏をはじめとする県内のレスキュー経験者

の助力・支援→分散保全以降も保全作業がさらに前進する　（※ 10 月 2 日、那須資料ネット設立）

　③ 6・7 月の作業実施：少人数 / 日程分散 / 密を回避で実現、3 月の緊急対応時に撮影した動画共有→ノ

ウハウ伝授

３　ネットワークの力
・歴史資料ネットワーク（小野塚航一氏）との報告・連絡・相談

・身近な周囲の関係者の助力・支援・協力

コロナ期の水損史料保全活動
とちぎ歴史資料ネットワーク　髙山 慶子

報 告
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報告要旨
　『播磨新宮町史』編纂事業を背景に 2006 年発足した神戸大学近世地域史研究会は今年で 15 年となる。参

加者の多くは近隣の一般市民である。月 1 回開催される例会では、くずし字を読むだけにとどまらず、史料

から読み取れる近世社会のありようを議論し、これまで 4 つの成果報告書を発行してきた。2020 年度は新

型コロナの影響により、5 月からオンラインによる例会を開催している。本報告ではオンライン例会の様子

を中心に当研究会の活動を紹介する。

神戸大学近世地域史研究会の概要
〈発足〉2006 年（平成 18）3 月。

〈会員〉14 名。兵庫県南部在住者中心。60 ～ 80 歳代中心。

〈例会〉毎月 1 回。日曜日午後 13 時半から 16 時半。コロナ禍までは神戸大学文学部棟を会場としていた。

地域史料をテキストにして、発表担当箇所を割り振る。発表者は翻刻・用語解説などをレジュメにまとめ

配付し、司会役の進行に従い発表する。例会のほかに、テキストに関連した地域のフィールドワークや、

寺院の史料調査を実施したこともある。

〈発行物〉4 冊。「播磨新宮・池田家史料の紹介」（『歴史文化に基礎をおいた地域社会形成のための自治体等

との連携事業（6）』所収、2008 年発行）、『「覩聞記」の世界―播磨国からみる江戸時代―』（一）～（三）（2012、

2015、2017 年発行）。

〈創立背景〉当研究会発足の背景には 2002 年から始まった神戸大学大学院人文学研究科地域連携センターと

揖保郡新宮町（当時）の連携事業がある。いわゆる平成の大合併によって 2005 年たつの市が誕生、新宮

町史編纂室の解散により、市民による史料活用の場づくりを目指し当研究会は発足した。なお、報告者が

運営を引き継いだのは 2016 年のことである。

〈活動に関する参考文献〉

　河野未央「神戸大学近世地域史研究会の紹介」（「播磨新宮・池田家史料の紹介」）『歴史文化に基礎をおい

た地域社会形成のための自治体等との連携事業（6）』神戸大学大学院人文学研究科地域連携センター、

2008 年

　河野未央「【研究会紹介】ともに創り上げる「学び」の場として～神戸大学近世地域史研究会の紹介～」

『「覩聞記」の世界（一）―播磨国からみる江戸時代』神戸大学大学院人文学研究科地域連携センター、

2012 年

　室山京子「神戸大学近世地域史研究会について」『LINK』vol.10、神戸大学大学院人文学研究科地域連携

センター、2018 年

　室山京子「『「覩聞記」の世界』（神戸大学近世地域史研究会活動報告書）の紹介」『播磨学紀要』第 23 号、

播磨学研究所、2019 年

神戸大学近世地域史研究会の活動について
神戸大学　室山 京子

報 告
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平川 新（ひらかわ・あらた）　東北大学名誉教授
1950 年、福岡県生まれ。東北大学名誉教授。東北大学東北アジア研究センター長、同災害科学国際研究所長、
宮城学院女子大学長などを務めた。専門は日本近世史。主な著書は、『戦国日本と大航海時代』（中公新書）、『東
日本大震災を分析する』全２巻（編著、明石書店）、『開国への道』（小学館）、『紛争と世論』（東京大学出版会）
など。

高埜 利彦（たかの・としひこ）　学習院大学名誉教授
1947 年東京に生まれる。東京大学史料編纂所を経て学習院大学文学部史学科・大学院アーカイブズ学専攻に
勤務。日本アーカイブズ学会・歴史学研究会・地方史研究協議会・全史料協・日本歴史学協会・日本学術会議
などの会員。甲州史料調査会顧問（1991 年～）。編著『近世史研究とアーカイブズ学』（青史出版）など。

日沖 和子（ひおき・かずこ）　ハワイ州立大学マノア校図書館、資料保存司書（preservation librarian）
神戸大学農学部農薬化学専攻。卒業後住友化学で農薬・家庭用殺虫剤の開発と普及に従事。1995 年に渡米。
テキサス州立大学図書館情報学資料保存修復専攻、図書館情報学修士号。卒業後 Conservation Center for Art 
and Historic Artifacts、ニューヨーク公立図書館、米国議会図書館で修復家 （conservator）として働く。2004
年から 16 年までケンタッキー州立大学図書館で修復専門司書（conservation librarian）、2017 年から現職。

佐藤 大介（さとう・だいすけ）　NPO法人宮城歴史資料保全ネットワーク事務局長／東北大学災害科学国際研究所准教授
東北大学災害科学国際研究所准教授。NPO 法人宮城歴史資料保全ネットワーク事務局長（就任 14 年目）。新
型コロナウイルス下での行動制限は、史料保全を実践するうえでは制約となる一方、それらの過去・現在・未
来について、一人で立ち止まって考える機会ともなりました。

阿部 浩一（あべ・こういち）　ふくしま歴史資料保存ネットワーク代表／福島大学行政政策学類教授
1967 年東京生まれ。ふくしま歴史資料保存ネットワーク代表、福島大学行政政策学類教授。専門は日本中世史。
東日本大震災・福島第一原発事故から 10 年、こういうことに関わっていなければお名前すら存じ上げなかっ
たかもしれない、多くの皆様からのご教示とご支援、そしてエールに、この場を借りて心より感謝申し上げま
す。これからも地域に寄り添う気持ちを忘れず、行動に移していきたいと思います。

佐藤 琴（さとう・こと）　山形文化遺産防災ネットワーク／山形大学学術研究院准教授
1970 年宮城県出身。東北大学大学院博士課程前期修了。1995 年より東北歴史博物館準備業務に従事。1999 年
の開館後は同館学芸員。2011 年から現職。学芸員養成を担当。同時に山形大学附属博物館（2018 年歴史文化
資料保全の大学・共同利用機関ネットワーク事業に参画）の学芸研究員を兼務。2012 年から山形文化遺産防
災ネットワーク世話人。専門分野は日本美術史（近世絵画）と博物館学（情報・経営）。

田中 洋史（たなか・ひろし）　長岡市立中央図書館文書資料室室長
1972 年、新潟県長岡市出身。新潟大学教育学部・同大学院教育学研究科にて日本中世史を専攻。高等学校の
非常勤講師、長岡市立中央図書館・同文書資料室の嘱託員を経て、2009 年 4 月に歴史的文書（郷土史）専門
職員として長岡市採用。2015 年 4 月より現職。郷土の歴史資料の保存・活用に関する業務に取り組んでいます。

白水 智（しろうず・さとし）　地域史料保全有志の会代表
1999 年から長野県栄村で歴史資料の調査を続けてきたことが機縁となり、2011 年の震災発生後から同村での

講師・報告者プロフィール

■ 基調講演〈東日本大震災資料保全　３つの視座から〉

■ パネルセッション〈東日本大震災10年　現在までの軌跡〉
② 東日本大震災に対応した資料ネットより
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文化財保全活動を行っている。1960 年生まれ。現在 中央学院大学に勤務。専門は中近世の山村・海村史。主
著に『中近世山村の生業と社会』吉川弘文館・2018 年、『古文書はいかに歴史を描くのか―フィールドワーク
がつなぐ過去と未来』NHK 出版・2015 年など。

高橋 修（たかはし・おさむ）　茨城文化財・歴史資料救済・保全ネットワーク代表
1964 年、埼玉県熊谷市生まれ。立命館大学文学部卒業、神戸大学大学院博士後期課程中退。和歌山県立博物
館学芸員を経て、2001 年より茨城大学人文学部助教授。現在は同人文社会科学部教授。専門は日本古代中世史。
主著に『中世武士団と地域社会』（清文堂出版、2000 年）、『信仰の中世武士団』（同、2016 年）『戦国合戦図屛
風の歴史学』（2021 年、勉誠出版）など。2011 年 7 月の茨城文化財 ･ 歴史資料救済 ･ 保全ネットワーク（茨城
史料ネット）設立時より現在まで代表。

高妻 洋成（こうづま・ようせい）　国立文化財機構文化財防災センター長
独立行政法人国立文化財機構文化財防災センター長。京都大学大学院農学研究科博士後期課程単位認定退学。
博士（農学）。新たに設立された文化財防災センターで日本の文化財防災体制の構築をめざします。皆様のご
指導、ご協力をよろしくお願いします。

小谷 竜介（こだに・りゅうすけ）　東北歴史博物館学芸員
専門は日本民俗学。主として民俗芸能と工芸技術を対象に調査研究を行っている。東日本大震災時には宮城県
教育庁文化財保護課に在籍し、民俗文化財、美術工芸品を担当していたことから動産の文化財を対象とした文
化財レスキュー事業に関わった。

松下 正和（まつした・まさかず）　歴史資料ネットワーク副代表／神戸大学地域連携推進室特命准教授
1971 年大阪府生まれ。本来の専門は日本古代史。近年は水損資料の応急処置法の研究、自治体や住民団体と
の地域連携事業、災害記念碑を活用した自主防災組織の活動支援、村じまい地区の歴史資料迅速調査法の開発
に取り組む。『水損史料を救う－風水害からの歴史資料保全』（岩田書院、2009 年）。2020 年 12 月末段階在庫
は 188 冊とのこと。

日髙 真吾（ひだか・しんご）　国立民族学博物館教授
（財）元興寺文化財研究所研究員を経て、2002 年より現職。博士（文学）。専門は保存科学。民俗文化財の保存
修復方法、博物館における資料保存に関する研究をおこなう。また、地域文化を地域でのどのように保存、活
用し、継承するのかについての研究をおこなう。主な著書、編著書に、『女乗物―その発生経緯と装飾性』（東
海大学出版会、2008 年）、『博物館への挑戦―何がどこまでできたのか』（三好企画、2008 年、園田直子と共編）、

『記憶をつなぐ―津波災害と文化遺産』（千里文化財団、2012 年）、『災害と文化財―ある文化財科学者の視点
から』（千里文化財団、2015 年）がある。

大石 泰夫（おおいし・やすお）　國學院大學文学部教授
國學院大學大学院文学研究科博士課程後期修了、博士（文学）。1991 年 4 月から 2019 年 3 月まで盛岡大学に勤
務。2019 年 4 月より國學院大學文学部教授。専門は日本民俗学、中でも祭礼と民俗芸能を中心的な研究課題
としている。東日本大震災後、いわて高等教育コンソーシアム地域研究推進委員長として、研究の立場での被
災地支援を続けた。著書として『芸能の〈伝承現場〉論　若者たちの民俗的学びの共同体』、『祭りの年輪』（以
上、ひつじ書房）など。

鈴木 まほろ（すずき・まほろ）　岩手県立博物館主任専門学芸員
2002年京都大学大学院理学研究科修了、理学博士。同年より岩手県立博物館勤務。専門は生態学、特に動物と
植物の相互作用。生物部門（植物分野）を担当、県内の植物相について網羅的調査を進めている。被災文化財
等レスキューにおいては生物標本を担当。自然史標本の管理・防災のためのネットワーク構築にも関心がある。

■ パネルセッション〈東日本大震災10年　現在までの軌跡〉
③ 東日本大震災文化財レスキューから10年・被災資料と災害資料
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高橋 陽一（たかはし・よういち）　NPO 法人宮城歴史資料保全ネットワーク理事／宮城学院女子大学准教授
宮城県岩沼市史編纂室市史編纂専門員、東北大学東北アジア研究センター助教などを経て、2019 年 4 月より
現職。専門は日本近世史。主な研究成果に、『古文書がつなぐ人と地域』（共編著、東北大学出版会、2019 年）、

『近世旅行史の研究』（清文堂出版、2016 年）、「歴史資料保全活動と地域行政」（『歴史学研究』890、2012 年）
などがある。

白井 哲哉（しらい・てつや）　茨城文化財・歴史資料救済・保全ネットワーク副代表／筑波大学教授
茨城県内及び福島県原子力災害被災地を中心に、被災資料と災害資料の救出・保全・調査研究・地域還元に従
事。最近は災害アーカイブ施設の整備をめぐる議論にも参加している。

小野塚 航一（おのづか・こういち）　歴史資料ネットワーク運営委員／神戸大学大学院人文学研究科学術研究員
1985年生まれ。茨城県つくば市出身。日本中世史専攻。研究対象である寺院史料の調査・分析のかたわら、歴
史資料ネットワークでは市民ボランティアとの史料整理作業の運営などを担当しています。その関係で今年は
分科会「資料保全の担い手の広がりと未来part2」の座長を務めることになりました。今後の「資料ネット」活
動を考えるうえで欠かすことのできない大変重要なテーマなので、皆さんと活発な議論ができればと思います。

井上 瑠菜（いのうえ・るな）　NPO 法人宮城歴史資料保全ネットワーク運営委員／東北大学東北アジア研究センター上
廣歴史資料学研究部門学術研究員／日本美術史
2016 年から宮城歴史資料保全ネットワークの活動に参加しております。被災地からレスキューされた歴史資
料や美術作品は、地域とどのようにつながり、どのように語り継がれていくのか。地域に根差した活動を続け
ていくことで、これらの問いの答えを見つけていきたいと思っています。

上村 和史（うえむら・かずふみ）　岡山史料ネット事務局長 / 岡山県立倉敷鷲羽高校非常勤講師 
1991 年、岡山県生まれ。日本近世史専攻。2018 年の西日本豪雨で被災した資料群の洗浄・乾燥作業や目録作
成を引き続き行っています。これらの作業とともに、専門家・行政・市民などからなる歴史資料の保全のため
の重層的なネットワークをいかに形成していくかを模索しています。

松本 充弘（まつもと・あつひろ）　歴史資料ネットワーク運営委員／神戸大学大学院人文学研究科特命助教
1990 年、大阪府生まれ。日本近世史専攻。学部生として卒論を執筆した 2012 年以来、研究フィールドとして
いる大阪市平野区の「ひらの古文書を読む会」や「平野歴史民俗研究会」の末席を汚しております。
2018 年 7 月、歴史資料ネットワークに運営委員として加えていただきました。その直後の 9 月に起きた台風
21 号被害がきっかけで一群の家文書をレスキューする場に立ち会い、史料ネットや市民ボランティアの方々
からご協力も得つつ、地元の皆さんと史料の整理や解読をしております。

藤田 明良（ふじた・あきよし）　歴史資料ネットワーク副代表／天理大学国際学部教授
1959 年、新潟県高田市（現上越市）生まれ。名古屋大学、神戸大学大学院を経て、現在、天理大学国際学部教授。
専門は日本中世史、海域アジア史。阪神・淡路大震災を機に発足した歴史資料ネットワークの事務局長を務め
た。現在、同ネットワーク副代表。史料ネットの“寅さん”を目指す。2020 年 8 月から 2021 年 7 月まで台湾
の中国文化大学に出向中。

板垣 貴志（いたがき・たかし）　山陰歴史資料ネットワーク／島根大学法文学部准教授
1978 年、島根県出雲市生まれ。専門は日本近現代史。神戸の史料ネット活動に参加して学び培ったものを、
山陰で応用しています。最近は、地域に残されてきた民間所在の近現代資料の調査・研究を住民参加で取り組
んでいます。遊び心のある資料保存活動を目指しています。

天野 真志（あまの・まさし）　国立歴史民俗博物館特任准教授／人間文化研究機構総合人間文化研究推進センター研究員
1981 年島根県浜田市生まれ。専門は日本近世・近代史、資料保存。2010 年から 2017 年まで宮城資料ネットの

■ 分 科 会
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事務局としてお世話になりました。現在は分野を超えた資料保存のあり方について考えています。

川内 淳史（かわうち・あつし）　NPO 法人宮城歴史資料保全ネットワーク事務局／東北大学災害科学国際研究所准教授
1980 年青森市生まれ。2007 年に歴史資料ネットワークの運営委員となって以来、資料ネット活動に関わって
きました。東日本大震災の際は、歴史資料ネットワーク事務局長として被災地での活動の後方支援に携わり、
2018 年に東北大学災害科学国際研究所に着任すると同時に NPO 法人宮城歴史資料保全ネットワークの事務局
を担当しています。専門は日本近現代史（地域社会史、地域医療史）。最近は東北地方のスペインインフルエ
ンザ流行について調べてます。

吉川 圭太（よしかわ・けいた）　歴史資料ネットワーク運営委員／神戸大学大学院人文学研究科特命講師
1980 年福島県郡山市生まれ。大学院まで仙台、2009 年から神戸。専門は日本近現代社会運動史。阪神・淡路
大震災の震災資料や伊方原発設置反対運動資料など現代資料の保全・活用に取り組んでいる。

モリス・J・F　NPO 法人宮城歴史資料保全ネットワーク理事／宮城学院女子大学名誉教授
東北大学文学研究科文学博士（日本史）。宮城学院女子大学名誉教授。東北大学災害科学国際研究所客員特任
教授。仙台藩に関する著書多数。宮城県多賀城市在住で宮城歴資料保存ネットワーク創立以来の理事であるほ
か、長年、宮城県における多文化共生と外国人住民支援にもかかわってきた。2011 年以来、さまざまな支援
活動に携わる中で心理社会的支援について学んだ。現在、資料レスキューを有効な心理社会的支援実践の一形
態として位置付ける研究を進めている。近著に『仙台藩「留主居」役の世界―武士社会を支える裏方たち』（蕃
山房、2015 年）、『東日本大震災からの学び～大災害時、県・政令市の地域国際化協会の協働と補完を再考する～』
2015 年（共編）

上山 眞知子（かみやま・まちこ）　NPO 法人宮城歴史資料保全ネットワーク／東北大学災害科学国際研究所特任教授
東北大学大学院教育学研究科博士課程後期 3 年の課程単位取得。公認心理師・臨床心理士。宮城厚生協会坂総
合病院常勤臨床心理士、山形大学地域教育文化学部教授を経て、現在は東北大学災害科学国際研究所特任教授

（人間・社会対応研究部門歴史資料保存研究分野）。専門は臨床心理学、発達心理学、神経心理学。東日本大震
災の被災地である、宮城県多賀城市に在住。震災以降、主に教師支援を中心にして、心理社会的支援を実践し
てきた。現在は、被災資料レスキューが、所有者や地域に対してどのような役割を果たしたかについて、調査
研究している。近著には「東日本大震災後の心理社会的支援―被災地の心理学者として学んだことー」（村本
邦子ほか編『隣地の対人援助学』晃洋書房、2015 年）、「資料レスキューと心理社会的支援」（荒武賢一朗、高
橋陽一編『古文書がつなぐ人と地域』東北大学出版会、2019 年、「震災後のメンタルヘルスと支援」白井利明
編『生涯発達の理論と支援』金子書房、2020 年）

林 美木子（はやし・みきこ）　国立文化財機構文化財防災センターアソシエイトフェロー
お茶の水女子大学生活科学部生活環境学科卒業、同大学大学院博士前期課程修了。博士後期課程で、欧州の科
学技術フェローシッププログラム（マリー・キュリー・アクション）EPISCON（European Ph.D. in Science 
for Conservation）に参加し、イタリアのボローニヤ大学にて博士（保存科学）取得。帰国後、東京文化財研
究所研究補佐員、香港城市大学客員研究員を経て国立文化財機構文化財防災センターアソシエイトフェロー（東
京文化財研究所配属）。

青柳 周一（あおやぎ・しゅういち）　滋賀大学経済学部附属史料館教授
1970 年生。東北大学文学部史学科卒。同大学大学院文学研究科博士課程修了。2001 年より滋賀大学経済学部
講師（同大学経済学部附属史料館専任教員）。2011 年より教授。専門は近世旅行史・地域史。勤務先では滋賀
県内の歴史資料の保存と公開に従事し、2016 年には「東日本大震災５年 近江商人とみちのく」展を企画。被
災した地域の歴史的な姿が記録された紀行文・旅日記の研究も行っている。

門馬 健（もんま・たけし）　富岡町教育委員会／富岡町歴史・文化等保存プロジェクトチーム
福島県出身、1983 年生。東北大学大学院文学研究科修了。修士（文学）。専門は幕末政治史。原子力災害被災
地・富岡町の民間資料保全を行政の立場で展開。「地域の営みを物語る資料」を「地域資料」と位置づけ、古
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文書から震災直前のチラシまで幅広く保全。東日本大震災・原子力災害の震災遺産を将来の歴史資料として収
集。地域の成り立ちと「日常」／複合災害と「日常」の喪失・変化が主題の博物館整備を担当している。

今村 直樹（いまむら・なおき）　熊本被災史料レスキューネットワーク事務局次長／熊本大学永青文庫研究センター准教授
1979 年生まれ。専門は日本近世史・近代史。単著『近世の地域行財政と明治維新』（吉川弘文館、2020 年）。
被災資料に基づく研究に、「廃藩置県後の細川家当主所用甲冑と旧家臣」（『永青文庫研究』創刊号、2018 年）。
近年、災害が相次いだ熊本における被災資料レスキュー活動を、全国の皆さんに知っていただきたいと思いま
す。

川路 祥隆（かわじ・よしたか）　熊本県教育庁教育総務局文化課学芸員
鹿児島県出身。日本近世史専攻。平成 26 年（2014 年）に鹿児島大学法文学部卒業。平成 31 年（2019 年）に
九州大学大学院博士後期課程を単位取得退学。鹿児島大学在学中に、鹿児島歴史資料防災史料ネットワークの
活動に参加し、文化財の防災について関心をもつ。

西村 慎太郎（にしむら・しんたろう）　NPO 法人歴史資料継承機構じゃんぴん代表理事
人間文化研究機構国文学研究資料館准教授。専門は歴史学、アーカイブズ学。主要著書に『宮中のシェフ、鶴
をさばく』（吉川弘文館、2012 年）、『生実藩』（現代書館、2017 年）、『大字誌両竹』1・2（蕃山房、2019 年・
2020 年。泉田邦彦共編著）、『BIOCITY』85（ブックエンド、2012 年。監修）。

堀井 美里（ほりい・みさと）　合同会社 AMANE 業務執行社員
静岡県浜松市出身。専門は日本近世史。金沢大学大学院社会環境科学研究科博士課程単位取得満期退学。博士

（文学）。金沢市立玉川図書館近世史料館、石川県立図書館史料編さん室の非常勤職員等を務め、自治体史や文
書目録の編纂に携わる。2009 年に学術資料の調査・保存・活用・継承を行う合同会社 AMANE を起業。

安田 容子（やすだ・ようこ）　NPO 法人宮城歴史資料保全ネットワーク事務局／東北大学災害科学国際研究所歴史資
料保存研究分野助教
専門は生き物文化史、地域美術史。被災した地域美術資料の保全に取り組み、地域美術資料を用いた近世近代
の宮城県の地方文人や近代の蒐集家に関する研究を行っている。

髙山 慶子（たかやま・けいこ）　とちぎ歴史資料ネットワーク発起人代表／宇都宮大学共同教育学部准教授
専門は日本近世史。主著『江戸深川猟師町の成立と展開』（名著刊行会、2007 年）、『江戸の名主 馬込勘解由』（春
風社、2020 年）。2019 年 10 月の東日本台風後、栃木県佐野市の水損史料レスキューに参加。2020 年 8 月、と
ちぎ歴史資料ネットワークを設立。

室山 京子（むろやま・きょうこ）　神戸大学大学院人文学研究科非常勤講師／岡山大学大学院社会文化科学研究科客
員研究員
岡山県倉敷市出身。日本近世史専攻。岡山県内・大阪府内の自治体史編纂業務に携わり、現在は地域史料の保
全・調査活動を行っている。神戸大学近世地域史研究会運営のほか、姫路市の大塩公民館において市民ととも
に近世後期の名寄帳調査ワークショップを開催するなどしている。

長谷川 明則（はせがわ・あきのり）　群馬歴史資料継承ネットワーク／群馬県教育委員会事務局総務課主事
群馬県前橋市生まれ。東北大学文学部人文社会学科卒業。専門は日本中世史。「長楽寺再建事業にみる鎌倉時
代末期の在地領主と「有徳人」」（『国史談話会雑誌』57、2016 年）、「鎌倉御家人漆原氏の西遷―『阿波国徴古
雑抄』所収史料の再検討―」（『群馬文化』338、2019 年）など、群馬県や周辺地域の武士団について、歴史資
料を用いて解明しようと試みている。

■ COVID-19下における資料保全活動

■ 全国資料ネット報告会
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作間 亮哉（さくま・かつや）　那須資料ネット事務局長／那須歴史探訪館学芸員
1993 年宮城県仙台市生まれ。専門は日本近現代史。2019 年に発生した台風 19 号で、被災した歴史資料の保全
を栃木県下で行う。「東日本台風における歴史資料救出と被災時の応急処置」（『歴史と文化』29 号、2020 年）。
また、那須資料ネット設立に参加し、事務局長を務める。栃木県下の戦時期・戦後開拓について勉強していま
す。

鈴木 凜（すずき・りん）　千葉歴史・自然資料救済ネットワーク／千葉大学大学院教育学研究科修士課程
1996 年、千葉県生まれ。専門は日本近世史。2019 年に発生した台風 15 号の資料救済活動に関して、「台風
一五号による資料被災への対応について―千葉歴史・自然資料救済ネットワークの活動に参加して―」（『千葉
史学』75 号、2019 年）。皆様の取り組みから多くのことを学びたいと思っております。よろしくお願いいたし
ます。

宇野 淳子（うの・じゅんこ）　神奈川地域資料保全ネットワーク事務局長／立教大学共生社会研究センター研究員
1975年神奈川県横浜市生まれ。専攻は日本古代史・アーカイブズ学。令和元年台風15号後は金沢工業団地でアー
カイブズ資料としての現用文書レスキューに参加。令和 2 年は川崎市市民ミュージアムでの初期乾燥作業への
参加・調整やかながわコミュニティカレッジで災害ボランティア等との連携の重要性についての講義を担当し
ました。

原田 和彦（はらだ・かずひこ）　信州資料ネット／長野市立博物館
現在、長野市立博物館に勤務しています。令和元年に発生した洪水により水損した多くの資料を、地元ボラン
ティアの皆さんと緊急処置を進めています。松代藩政を中心に勉強しています。学生時代は、日本古代史（平
安時代）を研究してきました。

大塚 英二（おおつか・えいじ）　東海歴史資料保全ネットワーク代表／愛知県立大学日本文化学部教授
1956 年生まれ。日本近世史専攻。2020 年 2 月、愛知・岐阜・三重・静岡西部の関係者を集めて東海資料ネッ
トが立ち上がり、代表となりました。コロナ禍で実際的な活動は十分できていませんが、資料情報の収集に力
を入れています。大学では、目下、文化財資料レスキュー関連科目を授業カリキュラムに入れる準備を進めて
います。

多仁 照廣（たに・てるひろ）　福井史料ネットワーク副代表／若狭路文化研究所所長
1948 年生。中央大学大学院博士課程単位取得満期退学。国税庁税務大学校租税資料室研究調査員、敦賀短期（女
子）短期大学日本史学科教授、福井史料ネット副代表、若狭路文化研究所所長。著書 :『若者仲間の歴史』『青
年の世紀』『山本瀧之助の生涯と社会教育実践』『石川酒造文書』『山本瀧之助日記』等。

跡部 史浩（あとべ・ふみひろ）　歴史資料ネットワーク事務局員／神戸大学大学院人文学研究科博士課程後期課程
1994 年、宮城県生まれ。日本近現代史専攻。神戸大学附属図書館企画展「記憶から歴史へ」（2015 年）、「阪神・
淡路大震災と地域の復興」（2018 年）の企画・展示作成、『阪神・淡路大震災を撮る』（神戸大学大学院人文学
研究科地域連携センター、2019 年）の作成に参加。

橋本 唯子（はしもと・ゆいこ）　歴史資料保全ネット・わかやま代表／和歌山大学教養協働教育部門准教授
学芸員養成課程の講義を多く担当。石川県金沢市生まれ。共著『わかやまを学ぶ』（清文堂出版、2017）、共著

『世界史とつながる日本史　紀伊半島からの視座』（ミネルヴァ書房、2018）などがある。

石田 雅春（いしだ・まさはる）　広島歴史資料ネットワーク運営委員（事務局担当）
1976 年生まれ。広島大学 75 年史編纂室准教授。広島大学文書館助教等を経て 2016 年より現職。専門は日本
近現代史（とくに教育分野）。大学院生時代より文書調査員（広島県立文書館）等として、地域の古文書保存
活動に携わる。
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佐々木 紫帆（ささき・しほ）　愛媛資料ネット／愛媛大学人文社会科学研究科修士 1 回生／日本近世史
青森県むつ市出身。学芸員を目指して、下北半島における辺境と越境の歴史を研究しています。2018 年西日
本豪雨で被災した資料の修復・調査活動やコロナ禍での資料救出活動に参加しています。東日本大震災発生当
時は中学生でした。

山内 利秋（やまうち・としあき）　宮崎歴史資料ネットワーク
令和 2 年度の宮崎資料ネットはほとんど活動できませんでした。感染症対策を試みながらなんとか活動出来な
いものかと色々苦心していますが、感染拡大があったりでなかなか動きが取れない毎日です。モノに直接触る
分野の宿命なのか。その一方、新しい試みも準備しています。

佐藤 宏之（さとう・ひろゆき）　鹿児島歴史資料防災ネットワーク
「将来の歴史資料」＝将来、2020 年という時代を分析・検証するための資料をいかに守り、伝えていくか。コ
ロナ禍において、なかなか集まってのワークショップの開催が難しいなか、オンライン（Web 会議システム
やオンラインホワイトボード）を活用したワークショップに取り組みました。

胡 光（えべす・ひかる）　愛媛資料ネット代表／愛媛大学法文学部教授／四国遍路・世界の巡礼研究センター長／日本
近世史
2018 年西日本豪雨から救出した文書の修復・調査をボランティアや学生の皆さんとともに継続しています。
ネットオークションに出された地域資料の救出やコロナ禍への対応についても考えています。

武子 裕美（たけし・ひろみ）　NPO 法人歴史資料継承機構じゃんぴん理事兼事務局長／茨城県立歴史館副主任学芸員
資料を整理して地域に還元していくことを楽しみにしています。じゃんぴんの活動については HP やブログを
ご覧ください。

三村 昌司（みむら・しょうじ）　神奈川地域資料保全ネットワーク運営委員／防衛大学校人文社会科学群人間文化学科
准教授
1976 年生まれ。熊本県出身。専門は日本近代史、地域歴史資料学。主著に佐藤孝之・三村昌司編『近世・近
現代文書の保存・管理の歴史』（勉誠出版、2019 年）。歴史資料がどのようにして地域に残されるのかについて、
関心をもっています。

小関 悠一郎（こせき・ゆういちろう）　千葉歴史・自然資料救済ネットワーク／千葉大学教育学部准教授
1977 年宮城県仙台市生まれ。専門は日本近世史。主な論文等「地域史料の保存利用と資料ネット」（『日本歴
史学協会年報』33、2018 年）、「資料ネットによる地域資料の保存と災害対応ー二〇一九年の台風・大雨によ
る千葉県内の資料被災と対応の現状ー」（『会報 明治維新史学会だより』27、2020 年）。歴史文化資料の保存・
継承という課題に対して、自分ができることを考え続けていきたいと思います。

原 直史（はら・なおふみ）　新潟歴史資料救済ネットワーク／新潟大学人文学部教授
1962 年東京都中野区出身。専門は日本近世史。著書に『日本史リブレット 88　近世商人と市場』（山川出版社、
2017）など。商品流通や市場仲間が専門の中心でしたが、最近は地震史料の論文ばかり書いています。

■ ポスターセッション発表者
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