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要　　旨

　社会科学では現在、アーカイブをめぐる２つの潮流がある。ミクロデータ・アーカイブと文書資料
アーカイブである。近年社会学では前者のアーカイブ利用が活発化しているが、後者の収集、利用は
進んでいない。常磐炭砿アーカイブ研究所では、常磐炭砿K.K.、その従業員、常磐地域に関するミ
クロデータと文書データからなる「包括的」アーカイブを構築している。
　早稲田大学社会学研究室では、昭和30年代から常磐炭砿、常磐地域の社会調査を実施してきた。20
年のブランクを経て平成９年からは、昭和46年の閉山で離職した従業員全員（4,803名）の追跡調査
を開始し、本年夏に完了した。全体の85％の現状を把握することに成功した。彼ら各人の常磐炭砿入
社から閉山による離職、その後のキャリアの再構成、引退、までの生涯にわたる職業キャリア・デー
タを構築した。本アーカイブのミクロデータ・アーカイブの中核をなすのが、この生涯職業キャリ
ア・データである。
　文書資料アーカイブは、企業資料アーカイブ、GISデータ・アーカイブ、画像データ・アーカイブ
からなる。企業資料アーカイブは、常磐炭砿K.K.が閉山にあたり福島大学へ譲渡移管した全文書資
料のうちから、総務、労務関連の資料およそ500冊を複写し、1,000点にのぼる文書PDFファイルを作
成した。これらのデータから大閉山前後の常磐炭砿K.K.、労働組合、従業員、その家族、地域の対
応の全容を把握することができる。
　本アーカイブの特性は、両アーカイブ内のデータを横断的に連結・参照する検索システムにある。
その意義は大きく、また評価されるものである。本アーカイブは、現在ようやく構築の最終段階にあ
る。今後、分析研究を進めていくと同時に、段階的に公開していく。現在、アーカイブの活用ならび
にアーカイブの管理・運営上にそれぞれ課題を抱えており、その対応の検討が求められている。
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英文要旨

In social sciences, there are two types of archives: micro data archives and document data 
archives. Although the former archives are actively utilized in sociology in recent years, the 
construction and utilization of the latter-type archives are not progressing satisfactorily. At the 
Archival Institute of Joban-Coal Mine Co., the "inclusive" archive which consists of both archives 
regarding Joban-Coal Mine Co., its employees, and the Joban area in general is in the process of 
being constructed.

Waseda University carried out social research of the Joban-Coal Mine Co. and the Joban area 
from the 1960s to the 70s. After an interval of 20 years, we started, in 1997, a follow-up survey of all 
(4803 persons) employees who lost their jobs at the time of the company closure in 1971. The survey 
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１．はじめに

　近年のデジタル情報革命（情報を収集・処理伝

達・表現・蓄積・統合するといった情報基盤技術

の急速な進展）（福井2005,  6）は、社会科学研究

の対象・方法に多大な影響をもたらしている。他

方で、情報資本主義の台頭に呼応して、重量型資

本主義体制は終焉をむかえた。なかでも石炭産業

は、傾斜生産方式による石炭増産体制のもと、戦

後日本の経済成長をエネルギー面から下支えし

たが、昭和30年代からのエネルギー革命のなか、

「石炭鉱業合理化臨時措置法」にもとづき、長期

展望のもといわば国策として役目を終えた。最盛

期には36万人（昭和25年）を数えた炭砿労働者は

､2002年には姿を消した。

　20世紀をとおしての石炭産業の過程は､重量型

資本主義経済の盛衰を象徴する。20世紀後半に

は、すでにその役目を終えた石炭産業の歴史的資

料を、現在、デジタルデータとしてアーカイブ化

することができる。いささか皮肉な現象ではある

ものの、その意義は大きい。本稿では、常磐炭砿

アーカイブ研究所が構築しているデジタル・アー

カイブを概観し、その意義を検討する。

　本稿の目的は以下の４点にある。

①包括的アーカイブの構造と構築方法

②常磐炭砿アーカイブが早稲田大学に設置され

ることの意義の確認

③包括的アーカイブの活用と意義の検討

④包括的アーカイブの管理・運営における課題

の検討

２．包括的アーカイブと常磐炭砿研究

２．１　社会科学におけるアーカイブ

　２．１．１　ミクロデータ・アーカイブ

　社会科学では現在、アーカイブArchiveあるい

はアーカイブスArchivesをめぐる２つの潮流があ

る。１つは、ミクロデータ（個票データ）の保

存、利用、公開をめぐる動きである（以下「ミク

ロデータ・アーカイブ」）。この動きは、「データ

を活用する」という観点ですすめられてきた。代

表的なものは、センサスデータの活用である。た

とえば、日本の場合、国勢調査は、統計法で規

定された目的に基づいた集計がなされ、その結

果（集計表データ）が公開され、保存、利用さ

れる。しかし、国勢調査のミクロデータ（個票

データ）については、系統的な保存・管理はされ

ていない。このミクロデータを再利用（２次分

析）できるならば、社会学、経済学において貴重

な成果が得られることはまちがいない。こうした

ミクロデータを保存、管理、利用、公開する動き

は、欧米では1950年代からすすめられ、専門機関

である中核的なデータ・アーカイブが設立されて

いる（たとえばヨーロッパ13カ国が加盟している

CESSDA1976年設立）。また、センサスデータば

かりでなく、大規模な全国確率標本による社会調
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was completed this summer. We were able to trace the lives of 85% of the former employees. The 
work career data covering the whole life were acquired. This life-long work career data makes the core 
of the micro data archive of this integrated archive.

The document data archive consists of company documents: a GIS data archive, and an image 
data archive. The company documents data archive consists of PDF-ized documents data (about 1,000 
points): the administration division, the labour managements division, the labour union. 

The characteristic of this archive is in the search engine which connects and refers to the data 
in both archives across boundaries. The characteristic is significant and is highly considered. As the 
archive has been constructed, we are now able to operate on a network. Now, that the archive has 
been constructed, the method of managing the archives, namely the maintenance and the utilization 
of the archive must (need to) be refined further for efficient use.
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査についてもミクロデータが保存、管理、利用、

公開されている（たとえばアメリカ ICPSR1962

年設立）（嶋﨑2001）。

　こうした動きは、日本でも1990年代からようや

く本格化した。社会調査ミクロデータについては

東京大学SSJDAなどのアーカイブが設立された。

統計ミクロデータについても、総務省統計審議会

では、アーカイブ設立を正式に決定している。

　また、量的データばかりでなく質的データ（イ

ンタビュー記録など）についても、アーカイブ化

がなされている。数こそ少ないが専門アーカイブ

も存在する（たとえば、英国エセックス大学UK

データ・アーカイブESDS：Economic and Social 

Data ServiceのQualidata center）。

　２．１．２　文書資料アーカイブ

　２つめの潮流は、アーカイブの本来的意味合い

はこちらにあるが、文書資料の保存、公開にむけ

たものである（「文書資料アーカイブ」）。この動

きは、「記録を守る」という観点からすすめられ

てきたもので、古代にまでさかのぼる。公文書を

中心とした資料を保存することは、国家をはじめ

あらゆる権力者、統治者が求め、行政府の重要な

役割・機能となっている。公文書館など専門アー

カイブが多数設置されてきた。同時に、歴史的資

料としての価値から史料学へと展開している。そ

の過程では、公文書・古文書の保存方法、整理・

分類方法をめぐって検討、試みが蓄積され、近年

では、アーカイバル・サイエンスとして確立しつ

つある（青山2004）。

　実務を担うアーキビストならびに歴史学者を中

心に活発な議論がされている領域であるが、社会

学では、文書資料の利用は非常に低調で、周辺的

な位置づけである。社会調査データや質的調査

データなどの利用が圧倒的である。マクドナルド

（2001）の指摘にもあるように、社会学の古典的

研究の多くが、文書資料によっていることを考え

ると皮肉なことである（Macdonald,2001）。

　文書資料アーカイブが対象とする文書は広範

囲にわたるが、公的記録public records、私的資

料private papersのほかに、メディア（主として

新聞）the media、伝記biography、視覚資料visual 

documentsに分類できる（Macdonald,2001）。以下

でとりあげる企業資料は、この分類には直接あて

はまらないが、位置づけるならば、公的記録に準

ずるとみなしてよいだろう i。
　企業資料は、これまで主として経営史、経済

史の領域で研究資料とされてきた。小風（2003）

は、企業資料の価値として、本来的に付与された

経営的価値のほかに、「企業と社会との関係のな

かに発生してくる歴史的、文化的、社会的価値」

を指摘している。歴史的コンテクストのなかで企

業の活動を明らかにする情報を含んでいること、

またその活動をとりまく社会の文化的価値体系を

も再現することが可能であること、を意味する。

そして、この２つの価値は優劣関係にない（小風

2003：75）。

　さらに、企業資料は、企業活動に即して整理・

保存されることがアーカイブの視点として重要と

している（小風2003：74）。

　しかし、これまで日本社会では、企業資料の収

集、保存、公開が立ち遅れてきた。その理由は４

点指摘できる。①企業秘密、プライバシーの壁の

存在、②保存意識が低く、散逸しがちなこと、③

体系的保存がされておらず、一次資料が残りにく

いこと、④企業内部に資料に精通している者が存

在しないため忘却されること、の４点である（小

風2003：77）。さらに、本アーカイブが対象とす

る石炭産業を含む鉱業では、鉱害問題、労働災害

問題から、企業が資料の公表を控える、あるいは

秘匿する傾向があることも理由のひとつに加えら

れる。

　本論では、企業資料を公的記録に準ずるものと

位置づけるが、この４点の理由からは、企業資料

に関する社会認識において、社会的財産としての

認識と、歴史的財産としての認識の両者が欠けて

いることがわかる。すなわち、文書の性格は公文

書ときわめて類似・共通しているにもかかわら
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ず、公的記録として扱われてこなかったのであ

る（小風2003：79）。この点は、小風の指摘をま

つまでもなく、英国などでは企業記録が地域の公

文書館などで保管、公開されており、公的記録と

して認識されている状況とは対照的である（米川

1976）ii。
　

　２．１．３　包括的アーカイブ

　常磐炭砿アーカイブ研究所では、常磐炭砿

K.K.とその従業員ならびに地域社会を対象とす

る包括的デジタル・アーカイブを構築している。

「包括的」の意味するところは、ミクロデータ・

アーカイブと文書資料アーカイブの両者を含む点

にある。そして、重要な点は、「データを活用す

る」という観点と「記録を守る」という観点の両

者に立つという点であり、具体的には、両アーカ

イブ内のデータを横断的に連結・参照できる検索

システムを構築していることにある。

　常磐炭砿アーカイブ構築の目的は、以下の５点

にある。

①文書資料デジタル・アーカイブの構築をとおし

て、過去の資料の散逸、紛失、劣化を防止する。

②ミクロデータ・アーカイブならびに文書資料

アーカイブを統合することで、常磐炭砿K.K.、

従業員、地域社会が、有機的に相互作用をくり

かえし、重量型資本主義社会の盛衰を経過した

ダイナミクスをとらえる。

③包括的データ・アーカイブを広く社会科学研究

者に公開し、データを提供することで、多角的

な研究成果の蓄積をめざす。と同時に、他地域、

他企業との比較研究をもめざす。

④常磐地域在住者、炭砿関係者に対して、社会的

財産としてデータを公開し、共有する。関連

データベースとリンクすることで、アーカイブ

の質の向上を促す。

⑤常磐炭砿K.K.を中心とした常磐炭田地域の足

跡を20世紀の産業遺産として保存し、一般向け

データとして公開する。

２．２　常磐炭砿K.K.

　本論にさきだって、われわれの研究対象である

常磐炭砿K.K.の沿革ならびに早稲田大学社会学

研究室との関係について整理しておこう。

　常磐炭砿K.K.は、福島県いわき市にあった本

州最大の炭砿であり､昭和19年に入山採炭会社と

磐城炭砿会社が合併して成立した。大手資本によ

らない地場産業である。炭質は平均3,500カロリー

の低品位炭であり、一般炭としての価値は低い。

また､採炭に際して大量の温泉水が湧出し、採炭

１トンあたり温泉40トンの揚湯が必要であった。

このように、炭質・採炭条件とも困難を抱えてい

たが、関東圏への輸送の利便性がその悪条件を相

殺した。合理化の結果、最盛期には27.7トン／人

／月の生産能率（昭和38年）をみるまでに発展し、

従業員数は､ 15,792名（昭和32年）にのぼった。

　「石炭鉱業合理化臨時措置法」（昭和30年）のも

と、昭和37年には石炭鉱業調査団の現地調査を受

け、結果、炭鉱選定評価はCランク（現状維持）

であり、スクラップは免れたが、ビルドの対象と

はならなかった。事業を継続するか、合理化整備

に向かうかは労使にゆだねられた。昭和38年に第

一次合理化による1,200名の解雇を実施し、最高

生産能率を達成するにいたったが、その後生産効

率を向上できず、赤字経営が続いた。そして、特

別閉山交付金制度の適用期限である昭和45年度末

をもって、閉鎖することを決めた。昭和46年４月

に磐城砿業所を閉鎖（「大閉山」）し､その後、新

会社西部炭砿株式会社を残したが､同社も昭和51

年に閉山し、すべての採炭業務を終えた。大閉山

時には従業員4,800名が解雇された（詳細は正岡

1998、2000を参照のこと）。

２．３　早稲田大学における常磐炭砿研究

　早稲田大学と常磐炭砿K.K.との間では、昭和

30年から中堅砿員を委託学生として受け入れる制

度が設けられた。受け入れ学部は政経学部、理工

学部、商学部であり、閉山時まで毎年数名ずつの

学生受け入れが続いた。そのなかで、第一回委託
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学生の有志が、故武田良三先生の社会学講義を聴

講したことを機縁に、常磐炭砿研究が始まった。

　具体的には、常磐炭砿K.K.から早稲田大学社

会学研究室に対して、常磐炭砿社会の調査が委託

され、昭和33年から実施された。「常磐炭砿と地

域社会研究」（研究代表者：武田良三）である。

その成果は、『炭砿と地域社会』（社会科学討究：

昭和38年）にまとめられた。さらに、昭和30年代

末には、常磐・郡山地区が新産業都市に指定され

たことを受け、研究課題を炭砿社会から常磐地区

のリージョナル研究へと拡張した。５市９ヵ町村

が合併して作られた新「いわき市」を母集団とす

る大規模な地域社会調査「工業化に伴う地域社会

変動の研究」を実施するとともに、産業・企業・

労働・家族生活に関するインテンシンブな調査

「リージョナル・コミュニティの社会学的総合研

究　－新産業都市・いわき」を昭和50年まで継続

した。

　このように、早稲田大学社会学研究室は、常磐

炭砿K.K.の最盛期から衰退期にいたるまで、社

会学的な調査研究を積み重ねてきたのである。ま

たその対象範囲は、常磐炭砿K.K.とその従業員

にとどまらず、常磐地域全般にわたるものであっ

た。

　こうした蓄積をもとに、塵肺訴訟が示談で結

審したのを機に、20年を経て、われわれは常磐研

究『炭砿労働者の閉山離職とキャリアの再形成　

－旧常磐炭砿K.K.砿員の縦断調査研究』を再開

した。平成９年（1997年）のことである。研究活

動は、具体的に３つのプロジェクトからなってい

る。第１に、大閉山離職者の追跡面接調査であ

る。大閉山後30年間における全離職者のキャリア

を面接調査によって再構成する。第２に、第１の

閉山後のキャリア・データと、常磐炭砿勤務時の

砿員カード・採解簿データとを用いて、各人の生

涯職業キャリアを復元する。第３に、包括的デー

タ・アーカイブを構築し、公開する。以上の３プ

ロジェクトを掲げ、2008年度を目標に、現在最終

段階をむかえている。

３．常磐炭砿アーカイブの構築

３．１　アーカイブの構造

　常磐炭砿アーカイブは、図１のように、ミクロ

データ・アーカイブと文書資料アーカイブから

なっており、文書資料アーカイブには、企業資

料データ、GISデータ、画像データの３つの下位

アーカイブが存在する。すべての資料は原票を

PDF画像として保存している。それぞれのアー

カイブは、目録検索システムによって画像やデー

タとのリンクが可能であり、ウェブ・ブラウザか

ら検索・閲覧できる。現在、研究メンバー外のア

クセスは禁じているが、GISデータ、画像データ

については、一部をHP上で公開している。

　以下では、各データ・アーカイブの構成を概観

し、次節で、その有機的な利用の一例を示す。

３．２　ミクロデータ・アーカイブ

　ミクロデータ・アーカイブは、1,726のデータか

らなっており、その内容と時期は、表１に一覧す

るとおりである。個人属性がわかり、統計的分析

が可能な企業資料についてもデータ化している。

ミクロデータは、すべてリレーショナル・デー
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図１　常磐炭砿アーカイブの構造



タ・マネージメント・システム（My SQL）に格

納しており、目録・検索は、「常磐炭砿アーカイ

ブ名簿資料画像検索DB」システムが構築されて

いる。

　ミクロデータの主たるものは、以下の５つであ

る。

①「常磐炭砿離職者基本名簿」：昭和46年３月総

務課作成。4,253名登載。

②「離職金支払原簿」：昭和46年３月総務課作成。

3,559名登載。

③  ｢就職相談再調査票」：昭和46年３月就職対策

本部作成。4,437名登載。

④「就職者決定名簿」：昭和46年１月～ 47年８月

就職対策本部作成。4,449名登載。

⑤「地底との訣別名簿」：昭和51年常磐炭砿労働

組合作成。3,807名登載。

　

　これらを統合して、大閉山における「離職者

データベース」を作成した。このデータベース登

載者を追跡して作成したのが、もうひとつの中心

的なミクロデータの生涯職業キャリア・データ

である iii。平成９年（1997年）から、大閉山で離
職した従業員全員の閉山後を追跡してきた（澤口

2001）が、2006年７月をもって終了した。30年間

の空白を埋めることは容易ではなかったが、表

２にあるように、追跡対象者（閉山離職者全員）

4,803名中、4,099名について現状（死亡を含む）

を把握できた。すでに35％が死亡していた。全体

の追跡率は85.3％にのぼり、当初の目的をほぼ達

成した。現住地は、福島県、茨城県、千葉県、東

京都、埼玉県、神奈川県を中心とする28都道府県

にわたっている。追跡した者のうち、生存者2,440

名に対して面接調査を実施し、1,492名から回答を

得た。

　面接調査を実施した1,492名について、各人ご

とに砿員カードと採解簿データを用いて、図２の

ような生涯職業キャリア・データを構築した。こ

れらのキャリア・データは、個人 IDによって、

ミクロデータ・アーカイブ内のすべてのデータと

リンクしている。
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表１　ミクロデータ一覧
昭和54年
以　前 昭和46年 昭和47年

以　降 計

採用・解雇 280 26 2 308
在職者給与関係 287 73 24 384
離職者 28 84 16 128
退職金・離職金 23 56 47 126
合理化 9 0 0 9
在職者 5 0 0 5
習技生・委託生 189 4 10 203
聴講生 17 0 0 17
奨学金 10 0 0 10
総務関係 19 0 5 24
従業員 0 5 11 16
系列会社従業員 17 0 0 17
炭住・社宅 86 46 7 139
家族調査 11 2 61 74
組合 13 5 6 24
再就職 1 130 3 134
西部砿 0 24 9 33
職業訓練 0 34 5 39
訓練校 0 1 2 3
常磐興産 0 2 10 12
戦争関係 5 0 0 5
じん肺 0 0 14 14
計 1,000 492 232 1,726
注：『閉山離職とキャリアの再形成  PartⅧ』p.210より転載。

表２　閉山離職者追跡結果
（平成18年７月末現在）

離職者（追跡対象者） 人 ％

追跡済み

追跡調査回答 1,492 31.1

不能（病気・拒否など） 948 19.7

死亡 1,659 34.5

小計 4,099 85.3

追跡未済 704 14.7

計 4,803 100.0

図２　生涯職業キャリアデータのイメージ



包括的デジタル・アーカイブ構築の試みとその意義：常磐炭砿アーカイブの例

３．３　企業資料アーカイブ

　つぎに、本文書資料アーカイブの特色のひとつ

である企業資料アーカイブについてみていこう。

常磐炭砿K.K.は、常磐炭砿磐城砿業所の閉鎖に

際し、企業ならびに職員・砿員に関する企業資料

を、地元福島大学経済学部に譲渡移管した。また

一部を早稲田大学社会学研究室に寄贈した。先に

みたミクロデータの「就職相談再調査票」はそう

した資料の一部である。

　企業が、その文書資料を地元大学へ寄贈するこ

とは、地方史、経済史に関する地域の社会的財産

として有益である。常磐炭砿K.K.が移管した資

料は、総務（庶務、用地、労務）、経理、砿務（砿

務、保安）にわたる経営全体を包括するものであ

り、トラック数台におよんだ。戦前のものは一部

散逸しているものの、戦後のものについては保存

状態もよく、系統的にそろっていた（『地底との

訣別』p.272）。さらに、労働組合関係の資料も含

まれている。労組関係では、組合設立に関するも

のから、各山の分会段階の資料までそろってい

る。福島大学は、すべての企業資料を課別に分類

し、簡易製本し、専用倉庫に保管した（当時の作

業の様子は、『地底との訣別』p.271に紹介されて

いる）。この文書資料は、当時からすでに炭砿業

の歴史研究における第一級の資料として高い評価

と期待が寄せられていた。これらの企業資料を用

いて、いくつかの貴重な分析研究がなされたが、

残念ながらそれはいつしか途絶えてしまった。そ

の後は、福島大学地域研究センター（現地域創造

支援センター）が保管してきた。

　われわれは、福島大学の協力をえて、この膨大

な資料から、労務・総務関連の文書、労組関係文

書を複写した。諸般の事情から、大閉山を中心に、

昭和40年代、30年代の合理化、昭和51年の新会社

閉山までの資料に限定せざるをえなかったが、大

閉山時の就職対策事業関連文書をほぼ網羅してい

る。さらに、その後の現地調査等から得た関係者

による個人メモ等も随時追加していった。

　現在までのところ、文書冊子およそ500冊を複

写し、そのデジタル化を実施した iv。結果、989点
の文書PDFファイルを作成した。目録・検索シ

ステムは、「常磐炭砿アーカイブ文書資料画像検

索DB」であり、キーワード検索が可能となって

いる。その手順は、以下のとおりである。

　1．現物の複写

　2．資料番号の付与、頁番号の付与

　3．スキャニング

　4．PDF化

　5．庫格納

　6．検索用インデックス作成

　7．検索システムの作成

　文書資料を評価するにあたっては、信憑

性  authenticity、 信 頼 性  credibility、 代 表 性  

representativeness、意味づけ  meaningの４点の検

討が必要である（パンチ、2005）。今回の企業資

料アーカイブは、大閉山に主眼を置いて構築して

いるが、企業側の大閉山の決定過程、閉山決定後

の労使による協定の成立過程、離職者の再就職に

関する就職対策事業、これらの側面については、

企業側のみならず労組側からの経緯をたどり両者

を照合することができる。この点では、上記４点

を満たしており、資料価値は高いと評価できる。

また、常磐炭砿K.K.がすでに解散した企業であ

り、企業資料として完結していることも本企業資

料アーカイブの特性として加えておく。

３．４　GISデータ・アーカイブ

　近年、ジオインフォマティクス（GIS：地理情

報科学）の技術が進歩し、専門家のみならず多方

面で、データの可能性に対する関心が増してい

る。その背景には、たとえばGoogle Earthのよう

なソフトの普及がある（福井2005）。空間情報と

空間的検索が身近になったのだ。

　社会学では、これまで時間的認識に関する考察

が中心であり、空間的認識については、とりわけ

実証的研究で重要視されてこなかったといってよ

い。しかし、福井2005の指摘にあるように、空間
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的情報、とりわけ視覚的情報によるそれは多くの

可能性をもっている。福井の指摘は現代（同時代）

の指摘にとどまるが、歴史的考察においてもその

意義は大きい。否、むしろ歴史的考察での意義の

方が現代のそれを上回るといってよいだろう。

　われわれは、文書資料アーカイブの１つとし

て、常磐炭砿K.K.が昭和30年代に作成した炭砿

住宅地図によるGISデータ・アーカイブの構築を

試みている v。
　常磐炭砿には、最盛期には32（砿員住宅19区、

職員住宅13区）におよぶ炭砿住宅区（以下、炭住

区）があった。常磐線を中心に東西に点在してい

る。炭砿業は、周知のとおり地下産業であり、稼

動中の坑口周辺に労働者を集住させ、３交代制に

よる24時間採掘を効率的にすすめる形態がとられ

ていた。われわれは、その集住の様相を空間的広

がりとして把握すべく、GIS、Google Earth上に

これらの炭住区を立体的に再現させた。

　その方法は、昭和30年代の炭住区地図をデジタ

ル化し、そこに緯度・経度情報を与えた。さらに

地図上に登載されているすべての建物をトレース

し、各建物について名称、高さ（３段階）、種別

（４種）情報を付与し、高さを反映させて立体化

した。さらに掲載建物すべてについてインデック

ス検索をつけた。具体的な作業は、大日本印刷株

式会社GISグループに開発を委託した。現在、主

要な炭住については、当時の写真ならびに取り壊

し時の写真とリンクする作業を進めている。ま

た、今後、当時の技術担当職員との共同作業に

よって、坑内図とのリンクをしていく予定であ

る。図３は、GIS画面の一例である。

　常磐炭砿のように、地場産業として企業の盛衰

過程をもつ場合には、その空間的把握の意義は大

きい。すなわち産業遺産としては残されず、新た

な開発とともにそのほとんどがすでに姿を消して

いるからである。九州地方の炭田では、現在でも

廃屋となった炭住が残っているが、これは、大手

資本が閉山によって手を引いた後に、顧みられる

ことなく残された結果である。

　このように、とりわけ過去の炭住の生活世界を

仮想空間上に可視化することは、その後の時間経

過が長い場合にこそ有益である。

３．５　画像データ・アーカイブ

　最後に画像データであるが、その中心は写真資

料である。社会学研究室には、昭和30年代の常磐

炭砿、常磐地域で日常の採炭活動を写した写真、

炭砿住宅での人びとの暮らしを写した写真が多数

残っている。また、元従業員等から、多数の貴重

な坑内外の写真の提供を受けている。われわれ

はそれらをすべてデジタル化した。総数1,182点

におよぶ。これらの写真を、①常磐K.K.の歴史、

②坑内施設、③坑外施設、④労働者、⑤くらし、

⑦ヤマの周辺の６分類にし、検索システムを構築

した。なかでも②坑内施設、③坑外施設に関する

写真は、300点にのぼる。坑内施設では、排水設備、

採炭設備、運搬設備、坑外施設では、揚炭坑口、

選炭場、排水拠点、電力設備、天然ガス採取、立

坑開削など、当時の採炭技術に関する貴重な写真

である。われわれは、元技術職に写真ごとの解説

を加えてもらい、データ化した。昭和30年代から

40年代に世界で最高水準にあった日本の石炭採掘

技術を画像で残しておくことの意義は大きい。ま

た、その一部は、『炭砿労働者の閉山離職とキャ

リアの再形成　PartⅣ』（正岡ほか編、2001）に

60ページにわたって解説書として掲載した。
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図３　Google Earth上に再現した炭住区(内郷綴区）



包括的デジタル・アーカイブ構築の試みとその意義：常磐炭砿アーカイブの例

　前述のように、現在GISデータとのリンクも

進めている。たとえば、図４は、上記図３のGIS

データで示した炭住区を同方向から撮影した航空

写真（昭和30年代）、図５は当該炭住区内の当時

の日常生活の様子である。こうした当時の写真

を、GISデータとリンクすることで、よりリアル

に当時の生活世界を再現することができる。

図４　炭住区の航空写真（内郷綴区：昭和30年代）

　

図５　炭住区の人びとの生活(内郷綴区：昭和30年代）

４．包括的アーカイブの活用と意義

　すでに述べたように、常磐炭砿アーカイブの特

性は、ミクロデータ・アーカイブと文書資料アー

カイブの両者からなっていること、ならびにその

横断的なリンク、検索が可能な点にある。アーカ

イブの機能としての「記録を守る」ことと「デー

タを活用する」ことの両者を企図している。

　常磐炭砿K.K.の大閉山は、昭和45年後半から

うわさこそあったものの、砿員・職員の誰もが

「近い将来のこと」として現実の事態とは考えて

いなかった。しかし、昭和46年１月５日、朝日新

聞はいわき市長の記者会見談として、４月の閉山

を突然に報道したのだ。この衝撃的な報道からわ

ずか３ヶ月のうちに、5,000名におよぶ従業員を抱

えるこの巨大な企業は、幕を閉じたのである。昭

和46年４月29日、合併前を含め１世紀におよぶ常

磐炭砿K.K.は閉山した。しかし、２年後の昭和

48年９月までには、離職者の95％が再就職を実現

した。その間に、会社、労組、地元いわき市が一

丸となって就職対策という一大事業を進めていっ

た。

　われわれは、常磐炭砿K.K.が大閉山を決定す

るにいたる過程、閉山決定後の労使による協定成

立の過程、離職者各人の離職ならびに再就職に対

する姿勢ならびに諸般の決定過程、離職者とその

家族の閉山後の生活の再構築過程、大閉山に際し

ての地元いわき市の対応などを研究課題に、包括

的データ・アーカイブを活用した分析を進めてい

る。研究課題は、上記のように、国の石炭産業政

策、常磐炭砿K.K.、労働組合、離職者、離職者

の家族、地元地域など、広範囲を対象としてい

る。これまでは、アーカイブ構築に傾注してきた

が、今後は集中的にこの分析作業に当たる予定で

ある。

　たとえば、再就職過程については、これまで

に包括的デジタル・アーカイブを用いて分析し

ている（嶋﨑2004）。大閉山によって解雇される

約5,000名の従業員に対しては、703社からのべ

11,592名分の求人があった。本分析では、この求

人票を１件ずつデータ化し、求人に対して、どの

ような求職があり、最終的に就職先が決定したの

かをさぐった。最終的には、855社に3,974名が就

職した。この過程を、求人、求職（「就職相談票」

等からの離職者の求職状況）のみならず、就職対

策本部が、計画的に両者のマッチングを進めた手

順に関する企業資料データから探った。

　その結果、就職対策本部が離職者の「全員就
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職」に万策を講じていた様相が明らかとなった。

その象徴は、大口求人企業に対して行った、若年

者との抱き合わせでの高年齢者の採用要請であっ

た。その結果、求職者個人の水準では希望とのミ

スマッチはあったが、全体として90％を超える就

職決定をみたのだ。離職者の再就職過程は、能動

的な適応ではなく、就職対策事業等の上位水準の

動向・指導への条件適合的な過程であったと結論

づけられる。こうした再就職過程が実現できた要

因は今後の研究課題であるが、常磐炭砿K.K.を

象徴する｢一山一家」の精神、ならびに昭和38年

の第一次合理化による就職対策事業の実績が、促

進要因の中核にあったことは間違いないだろう。

　本アーカイブが今後公開され、社会学以外の領

域からの利用に供することによって、その意義が

高められることはいうまでもない。近年石炭産業

に関する経済史的研究が再び活発化しているな

ど、本アーカイブへは多くの関心が寄せられてい

るところである。あらためて公開の必要性を認識

するとともに、急務であると考える。

　最後に、本アーカイブの構築は、いくつかの歴

史的経緯と社会的要請、気運の高まりから可能に

なったことはいうまでもない。以下、５点にまと

めておく。

①常磐炭砿K.K.が、大閉山にあたり企業資料の

ほとんどを福島大学へ譲渡移管したこと。

②早稲田大学が、昭和30年代から常磐炭砿のみな

らず常磐地域の社会調査研究を蓄積してきたこ

と。

③大閉山20余年後という追跡調査開始のタイミン

グが、離職者の年齢からみて追跡の最終タイム

リミットであり、かろうじて追跡が可能であっ

たこと。

④デジタル情報革命により、サーバーの容量や使

い勝手など、アーカイブのハード面における進

展が急速にあったこと。

⑤④と付随して、産業遺産に関する社会的認識が

高まり、理解と協力を得られる環境ができたこ

と。

　上記①、②は歴史的経緯によるものであり、同

時に本アーカイブの価値・意義に直結する重要な

要因である。また、③、④、⑤は、常磐炭砿アー

カイブ研究所設立が時宜を得ていたことにほかな

らない。

５． 包括的アーカイブ管理・運営上の課題

　以上のように、常磐炭砿アーカイブ研究所は、

常磐炭砿K.K.ならびにその従業員、地域を対象

とした包括的アーカイブの構築を進めてきた。幸

いに科研費等の補助金を得て、おおむね当初の研

究計画どおりの成果をあげているといってよい。

しかし、今後のアーカイブ管理等にむけ、われわ

れは新たな課題に直面している。

　データ・アーカイブは、構築するまでの過程と

構築後とでは要する作業が異なり、作業意欲は自

ずと構築後に低減しがちである。この点は多くの

アーカイブと同様、本アーカイブ研究所も痛切に

感じている。最後に、管理・運営上の課題を以下

の５点に整理しておきたい。

① 公開に際しての秘匿

② 著作権

③ 成果のとりまとめ・蓄積

④ データのバックアップ体制、保守

⑤ データの更新

　こうしたことをデータ・アーカイブの機能がど

こまで担うのか、どこまで担えるのか。個別研究

者グループの能力を超えている。英国エセックス

のような中核的アーカイブの設立が必須であろ

う。早稲田大学には相当数の重要なデータが私蔵

され、死蔵されようとしていると推察される。こ

うした点に鑑みると、早急な全学的アーカイブセ

ンターの設立などは、社会科学にとどまらず研究

の進展に多大な貢献をなし、さらに社会文化的意

義の大きい事業であると期待される。

　最後に、データ・アーカイブに限らず、大規模

な研究プロジェクトに共通する課題として、研究
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期間終了後の成果の取扱い方法がある｡大学は、

国等による競争的研究資金の獲得ならびに交付期

間には、手厚いバックアップ体制を整えており、

われわれは、相対的にめぐまれた研究環境にある

といってよい。しかし残念ながら、その後のフォ

ローは、研究成果の公開に対する補助金や支援は

あるものの、需要に対しては僅少であり、きわめ

て手薄であるといわざるを得ない。この点も今後

への期待をこめて付言しておきたい。

　　　　　　　　　　　　

引用参考文献

青山英幸 ,  2004『アーカイブズとアーカイバル・サイエン
ス』岩田書院 .

常磐炭砿労働組合 ,  1975『地底との訣別　－常磐炭砿閉山
闘争とその組合員』.
福井弘道 ,  2005「社会基盤構築ツールとしてのGIS  

－GIS2.0の時代の到来」『エストレーラ』140,  2-11.
小風秀雅 ,  2003「近代の企業記録」国文学研究資料館史料
館編『アーカイブズの科学　下』柏書房 ,  73-88.

Macdonald,  Keith,  2001,  “Using documents,” in N. Gilbert 

ed. Researching Social Life,  second edition,  Sage,  194-210.
正岡寛司 ,  1998「常磐炭砿の合理化とその行方」『炭砿離
職者の閉山離職とキャリアの再形成　PartⅠ』14-98.

正岡寛司 ,  2000「閉山誘導政策と常磐炭砿の閉山」『炭砿
離職者の閉山離職とキャリアの再形成　PartⅢ』8-25.

正岡寛司 ,  2000「『整備閉山』による脱構築の過程」『炭砿
離職者の閉山離職とキャリアの再形成　PartⅢ』26-57.
正岡寛司 ,  2005「『大閉山』と離職労働者のその後　－4,600
名の30年間の生活を追跡する」常磐炭田史研究会『常
磐炭田史研究』３号 ,  14-29.

K.F.パンチ（川合隆男監訳）2005『社会調査入門　－量的
調査と質的調査の活用』慶應義塾大学出版会 .

澤口恵一 ,  2000「分析用データセットの設計」『炭砿離職
者の閉山離職とキャリアの再形成　PartⅢ』72-86.
嶋﨑尚子 ,  2001「社会学における二次分析の可能性」『社
会学年誌』42号 ,  147-162.

嶋﨑尚子 ,  2004「炭砿離職者の再就職決定過程　－昭和46
年常磐炭砿K.K.大閉山時のミクロデータ分析」『早稲田
大学大学院文学研究科紀要』第49輯 ,  43-56.

米川伸一 ,  1976「英米の史料館　－綿業史料を求めて－」
『地域史研究　―尼崎市史研究紀要』第５巻第３号 ,  

1-14.

（注）

ⅰ 小風2003は ,  企業資料を公的記録と私的文書の中間に
位置するとしているが ,  企業の社会的機能を鑑みて ,  

本稿では ,  公的記録に準ずるものと位置づけた．
ⅱ たとえばタマラ・K・ハレーブンの『家族時間と産業
時間』は ,  マンチェスター市歴史協会に保存されてい
た紡績会社の企業記録を ,  研究者が偶然手にしたこと
から始まった壮大な研究である．

ⅲ 生涯職業キャリア・データの構築にあたっては､以下
の研究助成を受けた．

  ・ 文部科学省科学研究費基盤研究（A）「重量型資本主義
下における炭砿労働者の生涯職業キャリアの再構築と
分析」（研究代表者：正岡寛司）（平成15年度～ 18年度）

  ・ 文部科学省科学研究費基盤研究（B）「元炭砿労働者の
閉山離職後におけるキャリアの再形成の研究」(研究
代表者：正岡寛司 )（平成11年度～ 13年度）

  ・ 早稲田大学特定課題研究（平成11年度～ 12年度
＜99A-516＞）「元炭砿労働者の閉山離職後における
キャリアの再形成の研究」(研究代表者：正岡寛司 )

  ・ 早稲田大学文学部情報化プロジェクト「元炭砿労働者
のキャリアに関する時系列データベース構築作業部
会」としてHP作成と更新の研究費ならびに経費の助
成．

ⅳ 文書アーカイブ構築にあたっては､文部科学省科学研
究費基盤研究（B）「石炭産業の終焉過程に関するアー
カイブ・データの構築と歴史社会学的考察」（研究代
表者：嶋﨑尚子）(平成13年度～ 16年度 )の助成を受け
た．

ⅴ GISアーカイブ構築にあたっては ,  文部科学省科学研
究費基盤研究（B）「キャリアの強制中断を含む労働者
の最終離職過程」（研究代表者：嶋﨑尚子）（平成17年
度～ 19年度）の助成を受けている．
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