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歴史資料の防災ネットワーク構築に関する研究Ⅱ 

 

 

教育学部 准教授・佐藤宏之  

 

 

１．研究目的 

 1995 年の阪神淡路大震災後の資料救出活動に端を発した史料ネットの運動は 20 年目を迎

えた。現在では、神戸大学に事務局を置く歴史資料ネットワークをはじめとして、日本各地

で、被災した資料を保全するためのネットワーク（岩手・宮城・茨城・新潟・長野県栄村・

福井・和歌山・山陰・広島・愛媛・山口・宮崎など）や、災害予防に備えた予防ネットワー

ク（山形・福島・千葉・神奈川・静岡・三重・徳島・岡山など）がつくられている。 

 これらの活動は、3.11 以前に歴史研究者が「災害に対して十分な関心を寄せてこなかった」

という反省に立って、「歴史を学ぶという営みをどう見直していくべきなのか。その営みを

社会に対していかなる形で発信できるのか」という問題意識から取り組まれたものである。 

史料を救うということは地域の「記憶」や「歴史」を救うことであり、将来の地域社

会の再生を準備する作業である。だからこそ、史料保全活動は災害の前に進めておかな

ければならない。歴史資料が失われてからではなく、失われる前からの取り組みこそが、

歴史遺産を未来に伝え、将来にわたる歴史研究を可能とする方法ではないだろうか。 

鹿児島県においても 2010 年に奄美大島を中心に集中豪雨によって多くの人命・家屋、そ

して歴史資料が失われた。さらに新燃岳・桜島の火山活動もまた活発化している。それにも

かかわらず、史料保全活動の気運も危機意識も歴史研究者および史料保存機関関係者の間で

共有されてはいない。したがって、大学がハブとなって、防災ネットワークを構築する意義

は大きいと考える。 

そこで 2013 年、本センター兼務教員である深瀬浩三・佐藤（ともに教育学部）で「鹿児

島歴史資料防災ネットワーク（準備会）」（http://kagoshima-shiryounet.seesaa.net/）を

立ち上げ、毎週 1 回 3 時間程度の史料整理と旧薩摩藩領内（鹿児島県・宮崎県）を中心とし

た歴史資料の所在調査を行っている（拙稿「歴史資料の防災ネットワークの構築に関する研

究」『「南九州から南西諸島における総合的防災研究の推進と地域防災体制の構築」報告書』

pp.44-48 (2013)参照のこと）。 

 本稿では、未整理文書である「垂水島津家文書」（垂水市教育委員会所蔵）の資料保全活

動の記録を紹介することにしたい。 

 

２．垂水島津家文書とは 

 島津 77 万石を支える一門家（加治木・重富・垂水・今和泉）のひとつである垂水島津家

（1 万 8000 石）は、初代忠将から 16 代貴暢まで約 250 年間垂水を治めた。 

 垂水島津家の元祖は宗家 15 代貴久の次弟忠将である。忠将は父とともに長兄貴久を助け

て島津氏の三州統一に力を尽くし、清水・国分・市成等 13 か所で 1 万 8000 石を領した。 

 2 代以久は、永禄 8 年（1565）、宗家 16 代義久より帖佐郷を知行すべき判物をもらい、
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慶長 2 年（1597）に種子島へ移り、慶長 4 年には種子島より大隅垂水 1 万 1687 石を賜って

移ることになる。慶長 8 年に将軍家康より佐土原 3 万石を拝領し、3 代彰久が朝鮮の役にて

病死したため大隅垂水を孫の忠仍（久信）に譲った。久信は以久の死後佐土原を継ぐよう命

じられたが固辞。実子久敏（5 代）が若くして死去したこともあり、宗家 18 代家久の 7 男忠

紀（6 代）が継ぐこととなった。7 代久治には世子がなく宗家 20 代綱貴の 3 男忠直が跡を継

ぎ、忠直の死去後、宗家 21 代吉貴の 3 男貴儔（9 代）が入り、このとき一門家に列せられる。

以後、貴澄（10 代）、貴品（11 代）、貴柄（12 代）、貴典（13 代）、貴敦（14 代）、貴

徳（15 代）、貴暢（16 代）とつづく（『垂水市史』）。 

 これら史料の伝来経緯は不明であるが、本史料群の整理番号 35 に平成 8 年（1996）12 月

23 日に兵庫県のＧさんから東京都渋谷区の押田さん宛の宅配便の送り状および私信がある。

宛所の押田さんは 16 代島津貴暢の妻草子と関係がある。整理番号 51-1「醫師免許証本籍異

動并ニ姓変更届」によると、昭和 18 年（1943）4 月 28 日に「婚姻ニ依ル」異動理由にて旧

本籍「大阪市南区南桃谷町十三番地ノ二 戸主押田常吉二女」の押田草子（明治 35 年〈190
2〉7 月 31 日生）が新本籍「鹿児島市武町八百六拾五番地 戸主島津貴暢妻」へ異動となっ

たことから、本籍ならびに姓の変更届を提出している。また、整理番号 51-2,3「診療所開設

者本籍異動並ニ姓変更届」によると、草子は東京都渋谷区桜丘 56 番地に小児科の押田醫院

を開設していたことが知られる。 

 兵庫県のＧさん宅にあった史料が、平成 8 年に島津草子の実家である押田家へ送られ、そ

れが現在、垂水市教育委員会（垂水市文化会館）に保管されているのである。 

 

３．資料保全活動の記録―垂水島津家文書の整理― 

 古文書は、さまざまなかたちでまとめられていることが多い。それは、なんらかの意図や

関係ありそうな書類として、過去の人がまとめたのかもしれない。したがって、「まとめら

れていた状態」すなわち「現状記録」をとる必要がある。まず、「まとめられていた状態」

を撮影し、つぎに資料 1 点ごとに分解し、中性紙封筒に入れ替え、第 1 段階として現状に応

じた番号（整理番号）を付していく。 

 
ついで、デジタルカメラによる撮影を行う。「Ａ４サイズで印刷して文字が読める」こと

を基本として行う。 

 

3-1 始める前の環境設定 

①撮影場所 

・天気（晴れ、曇り、雨）に関わらず可能な範囲で遮光する。 

・室内の蛍光灯はつけておいてよい。 
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②カメラの設定 

・RAW 撮影：撮影した画像を、色調補正やデータ圧縮がされない画像データ形式で保存可

能／将来的な Web 上での公開・閲覧に備え、露出、コントラスト、ホワイト

バランス、カラーバランス、明度、彩度などの補正や加工、ノイズや歪曲な

どの除去をパソコン上で行いやすい／ただし、データの容量が大きいのが難

→容量の大きい記録媒体を用意。 

            ←JPEG：静止画の圧縮方式（1/5～1/50 の容量）／一度圧縮された画像は、圧縮

される前の状態には戻せない不可逆圧縮という方式で圧縮される（同

一ファイルの圧縮・保存を繰り返すと、画質がだんだん劣化してしま

う）。 

・内蔵ストロボを「強制発光」にして照明設備の省略。 

・初期設定の変更：「赤目防止」「デジタルズーム」などの機能を「オフ」にする。 

＝失敗写真の原因 

：日付や時刻を合わせる。 

：自動的に付される連番機能の設定。 

：モニターのグリッドラインを表示させる。 

→史料の傾き・中心を確認。 

：シャッター音を「オン」にする。 

→ピントがあっているか、シャッターが切れたかを音で確認。 

③用意する機材 

・デジタルカメラ：バリアングル液晶があると便利。 

・リモートレリーズ 

・スライディングプレート 

・自由雲台 

・三脚：センターポール式で、ポールを外して向きを逆

さまにして装着できるタイプ。 

 
3-2 カメラの設置（佐藤大介編「文書史料撮影用・デジタルカメラ取付位置調整マニュアル」

宮城資料ネット） 

・自由雲台とスライディングプレートを装着し、自由雲台は 90°傾けておく。 

・三脚のセンターポールを逆さまに取りつけ、雲台部分に装着する。 

・自由雲台に、カメラをレンズが下向きになるように装着する。 

・カメラと撮影台が平行になるように三脚を調整する（水準器を用いる）。 
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3-3 史料の撮影 

・一紙史料の場合 

 画面に一コマで収まる史料 

⇒一コマで撮影 

 一コマに収まらない史料 

⇒前のコマで写った部分の末尾 2 行程度を重ねて続きの

部分を撮影する。 

→「1-1-5」 

・冊子形態の史料の場合 

 竪帳・半帳 

⇒見開きを一コマで撮影 

→「11-3」 

 横帳 

⇒見開きの右→左の順番で 1 枚ずつ撮影／反対側の 1～2 行を重複させる。 

⇒「横置き」（縦書きの表題は横向きになる）にする。 

※文字が小さいものは、見開き一コマ／右・左 1 コマずつ、適宜判断して撮影。 

・キレイに撮影するための一工夫 

 見開きが自然に閉じてしまう場合、編み棒を用いて押さえる。 

 厚手の帳簿：最初と最後の部分で、左丁と右丁で大きな段差ができる。 

⇒「枕（下敷き）」をあてがって撮影 

 しわがきつくよったもの／継ぎ目がはがれたもの 

＝中性紙を貼り付けたホワイトボードを使用／マグネットで押さえる（「25」）。 

 
 
 
 
 
 
 

・注意すべき点 

 ズームアウトしすぎた画像 

⇒文字が小さく、解読が難しくなる。 

 ズームインしすぎた画像 

⇒画像のコマ数が多くなると、全体内容をつかむさい時間がかかる。 
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・注意すべき点 
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2 月 24 日、「垂水島津家文書」のデジタルカメラによる全点撮影と中性紙封筒および保存

箱への詰め替えを完了した。 

 総資料点数 166 点、撮影コマ数 666 コマ。今後、整理目録・編年目録・分類目録など、多

様なソートとサーチが可能なように目録を作成する計画である。 
 
 
 
 

 
 
 
 

3-4 デジタル化の意義 

 2003 年 7 月に起きた宮城県北部地震の直後から、宮城県では「NPO 法人宮城歴史資料保

全ネットワーク」が設立され、県内の旧家の悉皆調査を行い、歴史資料の所在調査を行うと

同時に、デジタルカメラによる歴史資料の撮影を行った。2011 年 3 月に起きた東日本大震

災直前までに訪問した旧家は 415 軒にのぼった。これらの旧家において、鎌倉時代末期から

昭和前期まで約 20 万点ほどの史料の所在を確認し、そのうち 4 万点ほどの写真記録化を終

えているという。東日本大震災のさい、この所在データにより、迅速な歴史資料の救出を可

能にしている。このことは災害前の悉皆調査が歴史資料の防災に有効であったことを実証し

たといえる（平川新「東日本大震災と歴史の見方」『歴史学研究』第 884 号、2011 年）。 

 したがって、災害によって歴史資料は失われても資料の写真記録がある限り歴史研究は可

能である。しかし、歴史研究者の研究のための資料保全となってしまっては、それは研究者

のエゴとなってしまいかねない。所蔵者や地域にとって、歴史資料は地域の「記憶」・地域

の「履歴書」、すなわち地域歴史遺産（地域文化遺産）であり、それを保全していくことが、

将来の地域社会の再生を準備するものであると考える。こうした意識を社会全体に広げてい

く活動を継続的に行っていきたいと考えている。 

 

４．今後の課題 

 歴史資料は、地震・津波・集中豪雨・噴火などの自然環境の変化だけでなく、急激な人口

移動や高齢化にともなう代替わり、家の建て替え、引っ越しなど歴史環境の変化によっても

散逸・滅失する危険性をはらんでいる。こうした状況下で、従来のような指定文化財を基本

とした歴史資料保全や、地域住民による保全に依拠したやり方では、もはや地域の歴史資料

を保全していくことは不可能であろう。 

 歴史資料には、和紙に墨で書いた帳面や書類、和綴じの書籍、掛け軸などの書や絵画、襖

や屏風だけではなく、明治・大正・昭和の古い書籍・雑誌・新聞・写真・アルバム・絵・日

記やノート、古い食器・着物・農具など生活や生産の道具、石碑・石仏などの石像物、古い

お堂やほこらなどの建造物などが含まれる。 

 本稿では、すでに資料保存機関にある史料群の保全活動を行ったが、拙稿「歴史資料の防

災ネットワークの構築に関する研究」『「南九州から南西諸島における総合的防災研究の推

進と地域防災体制の構築」報告書』より、まだまだ地域に遺されている歴史資料が多いと思



－ 62 －

われる。しかしながら、これらすべての保全活動を行うには、人的にも、時間的にも容易な

ことではない。したがって、今回のようなささやかな活動であるが、このようなかたちで紹

介することによって、歴史資料を遺すことが大切だとする意識が少しでも所蔵者はもちろん

地域の方々に広まってくれたら･･･、資料保全活動の担い手が増えてくれたら･･･と考えてい

る。これからも地道に活動を行っていくつもりである。 

 最後に今回の資料保全活動に、小水流一樹君（教育学研究科 1 年）、川路祥隆君（法文学

部 4 年）、濱島実樹さん（教育学部 3 年）、丸山翔太君（教育学部 3 年）の協力を得た。記

して謝意を表する次第である。 




