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｢岩手の入会｣アーカイブ 

「〈小繋事件文庫〉所蔵・受贈文書・資料総目録基本台帳」について 

－ まえがき － 

 

2000 年秋、小繋の人々のために献身し、小繋刑事事件の被告人ともなった藤本正利の主唱で、小繋入会裁判記録の保存運

動が、スタートした。これまで永久保存とされてきた判決原本が有期限(50 年)保存に切り替えられたことによって、民事裁

判一般だけでなく、刑事裁判にも及ぶのではないか、また、判決原本だけでなく、「特別保存」とされて来た小繋民事裁判

記録や、刑事裁判記録も、その保存を打ち切られるのではないかとの懸念が高まったことを背景とするものであった。その

原本受け入れ・保存先として、是非岩手大学図書館へ、という強い希望もあって、海妻矩彦岩手大学学長(当時)への申し入

れが行われ、岩手大学の教官有志および名誉教授、岩手県立大学の教官、さらに岩手のかつて小繋支援に関わった人々(岩手

小つなぎの会に属している人々)や東京在住の研究者等を会員とした「小繋事件文庫」設置検討会が 2001 年 5 月 16 日に発足し

た。 

資料蒐集のための各方面との折衝とあわせて、2002 年 11 月には、付属図書館を会場に、「小繋事件の現代的意義」と題す

るミニシンポジウムを開催し、この教訓を現代に生かす方向をも提起して、新たな地平を切り開き、広く関心を呼んだ。ま

た、小繋事件にとどまらず、岩手地域に無数といえるほど起こった入会裁判や、裁判に至らなかった入会紛争などの記録や

資料を、包括的に掘り起こして蒐集し、保存と研究を進めるべきだとの意見が提起され、その実現をも目指してきた。 

それらの活動を踏まえ、岩手大学付属図書館長中嶋芳也教授（当時)の尽力により、2003 年度初めを期して「小繋事件文庫」

の設置が承認され、正式に発足することが出来た。 

その後さらに、2004 年 9 月 25 日には、岩手入会・コモンズの会(「小繋事件文庫」の発足を機に上記設置検討会が改組されたもの)・

岩手小つなぎの会両会の共同主催によって、それまでに収集した資料の公開展示会を開催し、関心を拡げることが出来た。
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また、岩手入会・コモンズの会は、会誌《入会・コモンズ》を発行して研究成果の公表につとめており、ほかにも、会員が

岩手史学会の大会などの機会に、蒐集資料に基づく研究成果を報告して来た。 

設置後すでに 3年を経過し、岩手大学図書館との関係も、重要な節目にさしかかっており、この機会に、未完成ながら、こ

れまでの蒐集作業の成果を中間的に集大成し、総目録を作成して世に問うことにした。 

 

１． 本「〈小繋事件文庫〉所蔵・受贈文書・資料総目録基本台帳」(以下「基本台帳」と略称する)は、旧「小繋事件文庫」設

置検討会(現岩手入会・コモンズの会)と岩手小つなぎの会が協力して蒐集した岩手を中心とする入会関係資料を基に作

成したものである。しかし、地域を岩手に狭く限定するのではなく、むしろ広く東北地方からアジア・中南米・アフ

リカなどにいたるまで、地球的規模で現代的問題とも関連づけつつ、蒐集と活用を図って行こうとするものである。 

２． 本「基本台帳」は、この趣旨に賛同した多くの個人・団体・公的諸機関の厚意に支えられ、積極的な所蔵資料の寄贈

や、資料のディジタル接写許可などを通して実現した。記して心から感謝する次第である。 

３． 本「基本台帳」は、裁判記録原本を「大分類項目」の「I」としてまとめたほかは、基本的に、これらの寄贈者、提

供者別という規準に基づいて作成されている。それは、諸資料の出所を明記するという意味では、最も基本的な目録

台帳と見なされる。しかし、さまざまな利用の便宜や事件別の資料として統括的に整理する必要や、研究テーマ別の

資料の抽出と活用の必要に対応できるようにするためには、さらに別途の目次の作成や、検索機能の充実など、今後

の検討と工夫が不可欠となろう。 

４． ここに掲載した資料は、すべてが小繋文庫ないしは両会に帰属するというものではない。とくに、関係諸機関のディ

ジタルファイルなどは、その帰属や公開利用についての許諾を、あらためて申請する必要があるものも含まれている。

その結果、場合によっては、ネットワークを通した相互利用という関係の確立に留まるものもあり得ると予想される。

それにも拘わらず、敢えてそれらを含めた目録台帳としたのは、現に利用可能となった資料の全体像を鳥瞰出来るよ

うにすると共に、今後蒐集すべき、ないし相互利用の確立によって、拡げて行くべき方向を展望し、またそれに向か

おうとする、両会の意図を示すためである。 

５． 本「基本台帳」は、完結したものではなく、今後さらに蒐集と整理を続け、絶えずその範囲を拡大し、充実させてい
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く、いわば生きた、成長する文庫である。また、整理の仕方、分類の仕方、項目の掲げ方にも精粗の差があり、並べ

方も粗く、基準の首尾一貫しないままのところが多く残っている。これらについては、今後、多角的な利用便宜に即

した分類基準に基づいて複数の目録を作成し、また、それらの目録間の相互検索も可能にするなど、改善を期したい。 

６． 本「基本台帳」は、両会の会員と協力者浅沼悟朗、大橋宗昭、菊池光雄、小松原進、斉藤実、佐藤喜範、永野正造、

西岡昭、早坂啓造、早坂ヒロ子、三浦黎明、宮手毅、宮脇善雄、山中紀子、山中正信(以上五十音順)の協同作業により

作成された。この会員らは、すべて 60 歳台から 80 歳台前半にわたる「高齢者」であり、しかも全く報酬のないいわ

ば「老人パワー」の結晶であることを申し添えておきたい。 

 

この「基本台帳」について、各位の忌憚のない批判、建設的提案、また新たな資料の提供など、温かい注意と関心を示され

ることを心から期待する。 

 

2006 年 3 月 31 日.                                   作成者一同 

 

第 2 版へのまえがき 

初版では、公刊・配布を急いだため、欠落や不整序が目立ったが、それらを少し改め、新たにローマ数字の大分類の章見出しを組み込

んで、見渡し易くした。 

また、その後蒐集整理した新資料も増補した。 

しかし、まだ完成にはほど遠い。というより、益々膨れあがっていく『基本台帳』の、これまた暫定的な中間集約にすぎない。 

今後とも斬新な新資料を加えて、版を重ねることができれば幸いである。 

2006 年 4 月 18 日.                                   作成者一同 

 

第 5 版へのまえがき 

 JTB-岩手大学主催のシニア・サマー・カレッジ(SSC)の一環として｢小繋事件文庫｣展示会を開催することになったのを機会に、未整
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理資料の整備と、在庫総点検を行い、併せてその後蒐集した新資料を加えたものが、第 5版『基本台帳』である。依然として未完成で

あり、蒐集途上であることには変わりないが、｢小繋事件文庫｣を軸とした岩手大学と「岩手入会・コモンズの会」・「岩手小つなぎの会」

との新たな協力関係を構築する道も拓かれていく事が期待できそうである。その面からの｢小繋事件文庫｣の飛躍的発展を心から祈る次

第である。 

2008 年 7 月 15 日.                                   作成者一同 

 

第 7 版へのまえがき 

 ｢小繋事件文庫｣設置以来すでに 6 年を経過した。その蒐集内容は徐々にではあるが充実し、さらに範囲を拡大する展望も見えて来た。

しかし反面、文庫自体の存在基盤、および運営の確かな方法と方向は膠着したまま、依然不確実な実情にある。岩手大学にとつても、

「岩手入会・コモンズの会」･「岩手小つなぎの会」にとつても、世代交代と継承の問題を含めて、深刻な転換期にさしかかっている。

そのような事態を乗り切るために、あらためて原点に立ち戻り、来し方行く末を見据えた再検討の機会と受け止め、『基本構想と提案』

に添える資料として、最新の目録を作成した次第である。大方の忌憚のない批判・提言を期待している。 

2009 年 7 月 1 日.                                   作成者一同 

 

第 8 版へのまえがき 

 第 7版でのやや悲観的で悲壮感のある階調に比べ、今回は浮き浮きするような状況を背景としている。映画「こつなぎ」の完成と全

国規模での好評裡の上映運動の展開がそのひとつである。もうひとつは、小繋裁判全記録原本と周辺記録・メモ・写真類の DVDによる

一挙出版の話の急速な具体化である。また、懸案だった国立公文書館つくば分館からの岩手入会関係判決原本蒐集がやついに着手され

た。判決原本簿冊が、盛岡地裁・各区栽関係分だけで 780 冊に上るので、その完遂には 10 年近い年月と科研費などの助成を要するも

のと予想されるが、ともかくこの『台帳』も飛躍的に充実されていくことになろう。2013年には、国際コモンズ学会が日本で開催され、

小繋訪問ツァーも予定されているという。これらへの期待と準備を兼ねて、この際、目録の補正と充実を図ることにした。 

 

2011 年 3 月 20 日.                                   作成者一同 
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第 9 版へのまえがき 

2010 年以降｢小繋事件文庫｣にとって画期的ともいえる大きな変化があった。それは、｢小繋事件文庫｣とそれをめぐる細々とした資

料蒐集と分析の仕事に、資料公開と蒐集作業に対する財政的・事業的支援の手がさしのべられたことであった。その一つは、北海道大

学大学院法学研究科教授吉田邦彦氏から早坂啓造への共同研究参加の依頼（科学研究費補助金・挑戦的萌芽研究「〈入会権〉と先住補

償、森林環境保護、居住福祉」）であった。そのおかげで、早坂は、宿願の国立公文書館つくば分館所蔵の岩手入会関連訴訟の判決原

本の査・蒐集に着手することが出来た。二つめは、大石進氏のお薦めとご尽力による小繋事件裁判記録資料の DVD 出版事業の実現で

あった。早稲田大学との共同で、DVD 全 14 枚、別冊１(解説・解題・解読・年表・小繋概要など収録)の刊行が、現在進行中である。

三つ目は、2011 年度採用の科学研究費補助金 (基盤研究(C)「〈岩手の入会〉アーカイブ構築と資料分析を通した入会の現代的意義の批

判的研究」5 年継続)で、｢小繋事件文庫｣の充実整備と岩手の入会問題の大学カリキュラムへの組み込みが、現実のものとなりつつある

ことである。これによって、国立公文書館筑波分館、岩手県庁文書庫をはじめとする資料調査と蒐集作業が、科研費研究者グループ（早

坂啓造、三浦黎明、横山英信、松岡勝実、比屋根哲、山本信次、岡恵介、泉桂子、林雅秀）と「岩手小つなぎの会」メンバーとの共同作業

として進められることになり、これまでのボランティア的作業ではなく、些少ながら旅費・謝金を給付出来ることにもなって、成果の

飛躍的拡充が見込めることになった。 

この『台帳』の改善・充実と公刊をも含めて、さらに努力を積み重ね、歴史に残るアーカイブとして、世に問えるものとしていきたい

と考えている。 

 

2012 年 3 月 31 日.                                   作成者一同 

 

 

第 10 版へのまえがき 

 ｢小繋事件文庫｣は創設 10 周年を迎えた。蒐集資料も年々着実に増加し、本『基本台帳』も、初版の細目次ページか 45 頁だったのが、
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10 版では 88 頁に達した。今年は、国際コモンズ学会(IASCP)の第 14 回大会が山中湖(山梨)で開催され、岩手からも報告者やパネリス

トが参加する一方、ポストカンファレンスフィールドトリップとして、海外の参加者が、岩手の沿岸と｢小繋事件文庫｣展示会に訪れる。

最高の国際交流の機会となろう。大震災・津波からの復興に果たしてきた入会・コモンズ型の組織運動として、漁協-生協の連帯協同

が脚光を浴びた。私たちの視野と関心が一段と拡がった。アーカイブとしての充実と、現代的活用を目指して、いっそう確固たる歩み

を続けていきたい。 

 

2013 年 6 月 1 日.                                   作成者一同 

 

 

第 11 版へのまえがき 

新版は、5ヶ年に亘る科学研究費の助成を受けることによって、飛躍的な充実を果たすことが出来た。これまで岩手小つなぎの会 

メンバーによる手弁当の努力に頼ってきた資料蒐集活動が、例えば国立公文書館つくば分館所蔵の入会関連判決資料や旧青森営林局所

蔵資料の蒐集に手を広げられるようになって、文字通り岩手の入会関連の包括的資料蒐集の方向性を実現できるようになった。 

しかし、それらは蒐集途上であり、本書(第 11 版)に収録できたのは、判決原本の盛岡地方裁判所関係(各区裁判所を含む)の戦前までの全

784 冊中、1/4 強に当たる 220 冊からの調査蒐集分に過ぎない。 

 

2016 年 3 月 31 日.                                   作成者一同 

 

第 12 版へのまえがき 

 200 年に小繋入会裁判記録の保存運動としてスタートした本『文庫』も 17年を経過し、予想以上に充実したものとなった。 

 しかし、なお道半ばであり、完成には程遠い。作成者たちも老齢となり、確実な保存利用体制の確保と次世代への引継ぎも緊要とな

った。そこで、設置者である岩手大学図書館と改めて協議のうえ、裁判資料や関連現物資料を含めて全資料をデジタル化し、デジタル

のみの収集資料と併せて、完全な『台帳目録』とした。加えて、『台帳目録』とデジタル資料とを対応させて検索と利用を容易にし、
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基本的にはデジタルによる閲覧利用を主にして、公開利用に供することにした。それがこの第 12版である。現物資料類は別途保存し

て、書籍類とともに、別途の利用の道を講ずることにした。 

 すでに『文庫』資料を利用した研究成果もかなり生産されており、それらも本『文庫』に保存利用できるよう配慮した。これらが飛

躍的に増加するのは、まさにこれからであり、若手研究者の研究成果が本『文庫』に蓄積されていくことを楽しみに期待したい。 

 収録資料の分類に基づく『台帳』の再分類(あるいは別分類)を行うことも考慮したが、それ自体が膨大であるうえ、利用者の立場か

らどのような整理が最善かを時間をかけて検討していく必要がある。これらの課題は、次世代以降の新鮮な力にゆだねたい。 

 今年は小繋入会訴訟の提起から 100周年に当たる。入会問題もこれまでの歴史の掘り起こしとともに、未来に向けてのあるべき姿を

国際的研究に伍して追求していくべき転機に立っているといえる。本版は、いろいろな意味で節目の年の作品である。 

 

2017 年 3 月 31 日.                                   作成者一同 
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凡例 

 

1. 「基本台帳」の大分類では、「まえがき」にも述べたように、入会に関する裁判記録原本を中心に据える意味もあって、

それを「I」として位置づけた。 

2. それ以外は、資料蒐集の第一段階を反映するものとして、寄贈者、提供者別という規準を採用した。すなわち、 

  II. 「裁判当事者・遺族所蔵資料裁判当事者・遺族所蔵資料」、III. 「弁護士所蔵記録・メモ」、IV. 「その他の受贈資

料[個人の部]」、V. 「その他の受贈資料[団体・機関の部]」、VI. 「その他の受贈資料[国際関係の部]」とした。加えて、

VII. 「解読資料の部(解読者別)」をおいた。解読作業は、今後の資料解題叢書の発行や、データベース化による公開促

進を視野に入れた場合、不可欠の基礎作業のひとつに位置づけられるからである。 

3. 分類番号を最小限 3 段階(II-3-005 など)としたのは、それぞれの段階の資料蒐集の拡大、提供者の新たな登場を期待し、

それに対応出来るようにするためである。また、資料の性格によっては、さらにもう一段階下位の番号を加えて、一群の

資料をまとめ、見渡し易くした。 

 なお、国立公文書館所蔵の民事判決原本には、判決年次別の分類番号がついている。「台帳」の備考欄に判決ごとの番号

を付して検索しやすくした。 

4. 作成年代が明確であるものについては、できるだけ年代順となることを心がけたが、作業途上の中間のまとめであるた

め、必ずしも首尾一貫していない。年代や資料内容の重要度などを加味して、並べ替えることも、将来必要となるかも知

れない。 

5. 「基本台帳」を元に、ディジタル技術による多角的な検索を可能にし、利用者が自由に必要な目録を抽出編成できるシ

ステムを、早急に組み込む必要がある。ホームページの立ち上げによって、広くアクセス可能な文庫としていくつもりで

ある。 

6. 「基本台帳」の列項目の設定も、暫定的なものである。今後の改善を期したい。 


