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沖縄資料所蔵館であるハワイ大学を訪問して

古謝久美子

抄録：ハワイ大学では，2008年に沖縄研究機関として℃enterfOrOkinawanStudies”が設置され，教員

とライブラリアンとの協力のもと，沖縄資料のコレクション形成等が行われている。本稿では，マノア校内

の２つの図書館，ライブラリアンへのインタビューによる北米のＡＡＳやＮＣＣにおける活動について紹介

する他，海外機関における沖縄研究の動向，教員とライブラリアン連携の内容や方針について知ることで，

今後の沖縄研究を行う琉球大学の図書館として行うべき事業や海外機関との協力についてまとめた。

キーワード：ハワイ大学，沖縄研究，コレクション形成，研究支援，AAS，ＮＣＣ

１．はじめに

本稿は，国立大学図書館協会派遣事業により

2011年１月３１日から２月３１三|までの４日間ハワイ

大学マノア校を訪問した際の報告である。

２００８年にCenterforOkinawanStudiesu（以下

COS）が設置されたハワイ大学では，教員とライ

ブラリアンが連携した資料の公開などの取り組みが

進められている。

著者が勤務する琉球大学においても2009年に国

際沖縄研究所が新設され，図書館との連携によるデ

ジタルアーカイブや文献データベース構築事業等が

進められている。そのため，海外の大学で行われて

いる沖縄研究に関する取り組薑みにも興味を持ってお

り，平成２２年度の海外派遣事業を利用してハワイ

大学を訪問する機会をいただいた。

今回の訪問では，本学図書館における教員との連

携や利用者支援の参考にするためハワイ大学の事例

について調査し，今後，海外において琉球・沖縄関

係の文献にあたっていく上で，重要なネットワーク

の１つとなる日本関係資料に関する北米のライブラ

リアンや研究者の団体の活動等についても関係者へ

インタビューを行った。

２１ハミルトン図書館

ハワイ大学の図書館でセンター的役割を果たす図

書館である。地下1階，地上５階建てのピルは，本

館と分館が渡り廊下で繋がり，約340万冊の蔵書の

他，３万８千タイトルの雑誌（うち電子ジャーナル

が約２万８千タイトル)，約230万件のマイクロ資

料を扱っている。

ハミルトン図書館は，アジアコレクションが充実

しており，本館の３階及び４階には，中国，日本，

韓国を中心として，アジア地域の１７の言語からな

る，アジア関係の文献が多数所蔵されている。ま

た，アジアコレクションには，英語やその他の西欧

圏の言語でアジアについて書かれた文献も含まれて

いる。現在，アジア関係資料部門には，専門ライブ

ラリアンとして計６名が勤務している。その他に

も，複数のハーフタイムライブラリアンが所属して

いるとのことであった。

１１本関係コレクションは，ほとんどが図書や雑誌

等の紙媒体であるが，貴重資料の中には，日本の松

竹株式会社から送られた，現存が確認されている唯

一の歌舞伎座の模型といった面白い資料も含まれて

いた。

2．ハワイ大学マノア枝図書館について

ハワイ大学は，1907年に創立されたオアフ島の

マノアに本部がある州立大学で，１０のキャンパス

を持ち，複数の島にキャンパスや施設がある。本部

のあるマノア枝は。学生数２万名余，教員数（フル

タイム）が1,200名余と最も規模が大きなキャンパ

スを有している。今回のハワイ大学訪問では，その

マノア地区内の２か所の図書館のライブラリアン，

及び学内の教員へのインタビューを行った。

以下に今回訪問したマノア校のハミルトン図書

館シンクレア図書館について簡単に紹介する。
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囲で再収集されていた。

同じフロアには図書情報学部（LIS：Libraryand

lnformationScienceProgram）の教室があり，学

生達が出入りをしている。彼らの中には，ハワイ大

学内の図書館でインターンシップを行う者もいる。

昨年，日本関係資料部門でインターンシップとして

実習を行った学生が作成した，沖縄の戦後写真を集

めたデジタルアーカイブ“ImagesofOkinawaafter

WorldWarⅡ，'ｲ)は完成度が高く，本学でも複数の

教員が興味を持って利用していた。

後に学習支援機能の充実を図ったシンクレア図書

館を紹介するが，ハミルトン図書館においては図書

館を活用した学生支援に重きが置かれている。今

回館内で実施されている授業の１つである新入生

向けのEnglishlOOというクラスに参加させても

らった。本コースは，専用のＷｅｂツール5)を使用

して行われ，ＯＰＡＣで調べた本を実際に館内で探

してくる，簡単なデータベースを使ってみる等，１

回５０分の短い時間で図書館利用の基礎を学ぶ内容

であった。最後にはクリッカーを使用してその理解

度を図っていた。担当者の話では，学生たちのアン

ケート結果はペーパーにしてまとめており，En-

glishlOOを受講した後では，図書館のリソースを

利用しようとする傾向がある，といったように，お

おむね良い結果が得られているとのことであった。

EnglishlOOの他にもコミュニケーションやスピー

チカをつけるといった目的別に複数のクラスが用意

されていた。

騨財濁爾：

や｡

瞳h

ⅢＬ■

毬M1且繩鹸｡

図１歌舞伎座の模型

館内を見学した際に，資料の修復やデジタル化を

行うための館内施設である保存部においても職員と

話をした。室内では，専門のスタッフの他，学生ス

タッフが破損本の修復を行っている姿が見受けられ

た。

暮一

趾

露

2.2シンクレア図書館

シンクレア図書館は，ハミルトン図書館とは少々

異なり，学習支援の機能を重視した図書館である。

"StudentsSuccessCenter”と銘打った施設1階部

分では，建物の改装により，ラーニングエリア，ス

タデイエリア，コンピュータラボ等にゾーニングさ

れた空間が広がっている。建物は新しくないが天

井が高く落ち着いた雰囲気であった。エントランス

ホールには，カウンターではなく，少し年代を感じ

させる雰囲気の良いガラスケースに図書館グッズが

展示されており，その奥に，揃いのポロシャツを着

た学生がいる。

“ＡＳＫＵＳ"，これはそのガラスケースの上に置か

れたボードの言葉である。学生スタッフは館内で気

軽に利用者の相談に応じており，笑顔がとても良

かった。また，ラーニングエリアには，チューター

の学生から学習サポートを受けるエリア，ライティ

ングサポートが受けられるブース等が用意されてい

る。

図２保存部で本の修復を行う学生スタッフ

マノア校は2004年１０月に大きな水害に遭遇して

おり，ハミルトン図書館も地下１階が水没するなど

甚大な被害を受けた２１。その際被災した資料は現在

も保存部で修復作業が行われている。当時，水没し

た地下1階部分は，２０１０年５月に改修が完了し3)，

ハミルトン図書館内で水害の惨状をうかがい知るこ

とができるものはほとんど見当たらなかった。しか

しそんな中で保存部の窓から見える水濡れした資

料を保管するための大型冷凍コンテナからは，その

名残を少し感じることができた。保存部では，修復

に利用する紙を原料から調合し，紙漉を行うなど，

試行錯誤をしながらの和古書を含めた資料の修復が

進められていた。

また，地下1階フロアにあった多くの米国政府刊

行資料も水害で失われた。これら資料についても，

災害後数年にわたるスタッフの努力により可能な範
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長年にわたり沖縄研究が行われてきた。その結果，

ハミルトン図書館には，米国では珍しく多数の1巾縄

関係資料が所蔵されている。中でも，ホーレー文庫

(宝玲文庫）は当分野の研究者の間では有名なコレ

クションである。その他にも，ハワイ大学のリポジ

トリｅＶｏｌｓで公開されている空手コレクション6）

等，ハワイ大学の1｢'１縄コレクションには質の高い資

料がそろっている。

ハミルトン図書館の沖縄コレクションは，ハワイ

大学の教員やライブラリアンの協力の下長い時間を

かけて構築されたものである。例えば先に述べた

ホーレー文庫は，著名な日本資料の収集家であった

}１本在住の英国人フランク・ホーレー氏の死後，

1961年にハワイ大学の坂巻博士が来日して，遺族

から購入したものである。その文庫には多くの沖縄

関係の貴重な資料が含まれている。本件について

は，歴史学者であった比嘉春ijMの著作7)8)に詳しい

経緯が記されている。当時の琉球大学が購入資金の

調達ができず購入を諦めたことや，ハワイの沖縄県

人会組織であるハワイ沖縄連合会（ＨＵＯＡ：The

HawaiiUnitedOkinawaAssociation）の関わりなど

が記されており大変興味深い内容となっているが，

ここでは割愛する。

図３シンクレア図書館学生スタッフ

エントランスから入り右手にあるスタデイエリア

は，広々としており，エアコンを使用していない

が，流れてくる外気が快適で居心地の良いエリアで

ある。並べられた机は，可動式のスクリーンがちょ

うどよい仕切りとなっており，個人の空間が確保さ

れていた。スタデイエリアは，２４時間学生が利用

できるようになっている。

;！

図４シンクレア図書館１階スタディエリア

図５貴重書庫内ホーレー文庫（－部）
シンクレア図書館には，図書，雑誌，楽譜等も所

蔵されている。従来１階にあった資料は，１階の

StudentsSuccessCenter設置にあたり２階より上

のスペースに移動した。３階のＷｏｎｇＡＶＣｅｎｔｅｒ

では，多種にわたるＡＶ資料を再生するため数種

類の再生機器が用意されており，少々照明を落とし

た室内では１階に置かれていたものと同じスクリー

ンで区切られた机が並びを変えて設置されていた。

ハワイ沖縄連合会は，ホーレー文庫以外にも資料

の寄贈等でハワイ大学における沖縄コレクションの

構築に大きな関わりを持っている。

今河の訪問で，教員ではないがＣＯＳのSenior

Advisorの身分を持つハワイ沖縄連合会の方に会う

機会を得た。ハワイ大学において，彼らの働きは広

く認められており，同時に県人会組織のような地元

のコミュニティも積極的に大学の研究支援のための

協力を惜しまない姿勢がうかがえた。昨年も沖縄県

人より家譜がハミルトン図書館に提供されている，)。

沖縄県内でも数多くの家譜が第２次大戦で失われて

3．ハワイ大学沖縄コレクションについて

ハワイ大学の日本関係資料の中でも，特筆すべき

は「沖縄コレクション」の存在である。ハワイは北

米の中でも沖縄からの移民が特に多い地域であり，
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おり大変貴重なものとなっている。

先に述べたとおり沖縄県は戦前より移民が多

く'0)，その数は１８９９年に最初に移民を送り出して

から第２次大戦前までの約４０年間で７万人強u)と

なっており，日本国内では広島県に次ぐ規模であ

る。ハワイはその中でも沖縄からの移民が最初に入

植した地でもある。沖縄県の調査によるとハワイ沖

縄連合会の加盟会員数は，約10,600世帯蝿)となっ

ている。この数字は，海外の沖縄県人会の中でも群

を抜いている数字である。ハワイ沖縄連合会は，沖

縄について紹介する施設（HawaiiOkinawaCen‐

ter）を有し，現在も積極的にイベント等を開催し，

自らのコミュニティの情報を発信している。

1970年で紙媒体による目録作成が止まり，新聞社

が提供するデータベースに収録が開始される９０年

代までの約２０年分の沖縄の地元新聞の記事目録の

作成を求める声が複数の教員から聞かれたのには

少々驚かされた。実際，同じ要望が本学の教員から

も根強くあるからだ。

ＣＯＳの教員からの質問で一番印象的だったもの

は「是非この事業を進めて欲しい。自分たちは何を

したらよいだろう？」というものである。彼らが自

分たちのWl:究を支えるツールやコンテンツには，海

外の図書館であっても協力を惜しまない姿勢がよく

わかる言葉であった。そのプレゼンテーションの場

では具体的な協力体制などの話をするにはいたらな

かったが，非常に心強い協力者を得たことは事実で

ある。4．ＣＯＳと図書館

2008年にハワイ大学に設置されたＣＯＳの研究分

野は沖縄の歴史，言語，文化芸能など多岐に渡っ

ている。ＣＯＳには現在，専任の教員を含め２０名以

上の教員が所属している。その中には，ハミルトン

図書館の沖縄資料を扱うライブラリアンも数えられ

ている。

日本研究を行う機関や組織は海外にも多くある

が沖縄に関する研究を行っている欧米の機関は珍

しい。ハワイ大学では，沖縄研究の歴史は長く，そ

の研究成果の蓄積は図書館のコレクションにも現れ

ている。また，ハワイ大学出版会においても沖縄に

関する学術出版物が多く発行されている。

ＣＯＳの研究活動の中で，ライブラリアンが果た

す役割が大きいことは，ＣＯＳの研究の経費で担当

ライブラリアンが日本・沖縄への調査出張が認めら

れていることからも察することができる。ライブラ

リアンからのフィードバックは，関係資料の充実，

コレクションの構築，公開，それらの維持として現

れている。

そして，ライブラリアンは，ＣＯＳの一員として

教員と常に連絡を密に取り合い，情報提供の場を設

けている。

今回の訪問では，ハミルトン図書館内で，平成

22年度に琉球大学で構築を進めていた新しい琉球。

沖縄貴重資料デジタルアーカイブ'3)と沖縄文献情報

データベースM)の紹介をする機会を得た。ＣＯＳ担

当ライブラリアンがＣＯＳ所属の教員へ広報を行

い，このプレゼンテーションには，図書館関係者だ

けでなく複数のＣＯＳの教員が参加した。

参加した教員からは，データベースシステム等に

対する要望，内容や操作について複数の質問等を受

けた。中には琉球大学で所蔵している具体的な資料

名を挙げて，公開を希望する教員もいた。また，

5．ＮＣＣ等におけるライブラリアンの活動

米国には複数の日本語資料に関する情報を持つ学

会や協議会がある。その代表的な組織として，アジ

ア学会（ＡＡＳ：AssociationforAsianStudies）・東

亜図書館協会（CEAL：CouncilonEastAsianLib-

raries)，北米日本研究図書館資料調整協議会

(ＮＣＣ：NorthAmericanCoordinatingCouncilon

JapaneseLibraryResources）等があげられる'５１。

ハミルトン図書館でアジアコレクションのヘッド

を務めるAllenJRiedy氏と日本資料担当ライブラ

リアンのTokikoYBazzell氏よりそれら組織にお

ける活動について話をうかがった。

5.1ＡＡＳとＣＥＡＬについて

Riedy氏からは，ＡＡＳでの活動について話を聞

いた。当学会の活動は既に複数の報告で知られてお

り，ホームページで公開されている'6)。

ＡＡＳは，1941年に東アジアに関する研究雑誌

"FarEasternQuarterly,,（現在の“TheJournalof

AsianStudies"）の発行団体として主に極東アジア

研究を行う研究者やライブラリアンにより組織され

た。現在，世界に約７，０００名のメンバーがおり，ア

ジア研究を行う学会では最大規模の学会である。

氏はBibliographyofAsianStudiesの委員会メン

バーとしてアジア資料のデータベースの構築に関

わった経I験を持つ人物であり，話の中で，学会での

活動中に特に難しかった時期が９５年頃であったと

述べていた。当時，紙媒体から電子媒体への移行が

急激に進み，そのための多くのお金，労力，時間が

必要であった。それらに対応するためにライブラリ

アンや研究者等が協力し合い事業を進めた。氏の話

を聞いていて感じたことは，研究者との協力関係を

司り
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アンにとってＮＣＣは不可欠な存在となっている。

先に書いたとおり，Bazzell氏は，ＮＣＣ代表者に

選ばれ３年間ハワイ大学のライブラリアンとしての

業務をこなしながらＮＣＣの代表を務めた。とても

ハードな役職であるため，当職を受けるにあたり勤

務先であるハミルトン図書館の執行部に相談したと

ころ，ＮＣＣの活動に理解を示し，専任のアシスタ

ントをつけてもらうことで，活動時間の捻出が可能

になったとのことであった。

当然として捉えていることであった。

ＣＥＡＬｌ７)はＡＡＳ内の組織であり，主に北米地域

の日本を含む東アジア関係の図書館やライブラリア

ンが会員となっている。その運営はメンバーがノミ

ネートして選んだ実行委員が行っている。また，

ＣＥＡＬにはＣＪＫ（中国語・日本語・韓国語）の各

資料の委員会も組織されており各言語の資料に関す

る情報収集や共有等の活動を行っている。ＡＡＳの

学会時にＣＥＡＬのミーティングやセッションが行

われており，２０１１年３月にホノルルで開催された

ＡＡＳの総会においても複数のセッションが開催さ

れている。

５．２ＮＣＣについて

ＮＣＣ'8)についてはBazzell氏より話をうかがっ

た。Bazzell氏は，2007年から３年間ＮＣＣの代表

を務めた人物でもある。ＮＣＣは1991年に国際交流

基金（JapanFoundation）と日米友好基金によって

設立された組織であり，執行部には研究者とライブ

ラリアン両方がいることがライブラリアンを中心に

組織されているＣＥＡＬとの大きな違いでもある。

ＮＣＣの運営資金は，2005年までは国際交流基金か

ら支援があったが，2006年から2009年までそれが

停止した。その期間同基金と交渉を続け，同基金の

公募プログラムへの応募によりプロジェクトごとに

資金を得ることとなった。ＮＣＣ等米国の図書館関

係団体については，日本の図書館関係団体より，活

動資金等が潤沢にあるのではと勝手に感じていた

が，氏の話からはその活動資金の調達のための苦労

がうかがえた。

ＮＣＣの活動も活発である。2008年には日本にお

いてシンポジウム「ジャパンイメージー海外日本研

究のための画像利用状況一」を開催している。

この記録は「海外日本研究者の画像利用事情」と

して冊子にもまとめられている１，)。その中でＮＣＣ

の活動が簡潔に３つにまとめられている。「（１）日

本情報アクセス改善事業，（２）蔵書共同構築事業

（３）研修事業｣20)の３つである。

日本では簡単に利用できる資料が海外から利用す

る際には，大変な苦労を強いられる場合が多い。彼

らはそのような状況の改善のために日本側の関係機

関や企業を相手に粘り強い交渉を続けている。実

際彼らの活動の成果により新聞記事データベース

をはじめとした複数の日本のデータベースが米国で

契約が可能となった。蔵書共同構築事業において

も，ｌ館で購入するには高額な多巻資料を購入し

て，北米の研究者へ提供している。日本研究を行う

北米の研究者，及び日本関係資料を扱うライブラリ

図６ハミルトン図書館にてBazzell氏（右）と

6．琉球大学附属図書館における海外の沖縄関係資

料保有機関との連携

沖縄関係資料のコレクションを行う海外機関は，

ハワイ大学だけではない。中国や台湾においても琉

球王府時代からの貴重なコレクションが数多く存在

する。福建師範大学中琉関係研究所などのようにハ

ワイ大学と同様に専門の研究所を持つ大学もある。

そのような機関では，既に研究者レベルでの交流が

行われている。毎年，複数の琉球。沖縄関係の研究

者が海外の図書館や研究機関を訪問しており，彼ら

の努力により，沖縄関係資料の所在や概要について

は，かなり調査が進んでいる。だが，本学図書館に

おいてはハワイ大学や台湾大学との資料の寄贈等で

交流をしているレベルである。

今回ハワイ大学を訪問してみて感じたことは，図

書館を窓口とすることで，相手機関の教員の協力を

得ながら，いくつかの事業が比較的容易に実現でき

るのではないかということである。

まず，文献データベースやデジタルアーカイブの

共同構築等が挙げられる。

本学では平成２２年度よりデジタルアーカイブ構

築事業の中で，古文書について解題，翻刻，現代語

訳，英訳を作成している。例えば，海外で琉球・沖

縄関係資料等をデジタル公開した場合，本学におい

て教員の協力を得て解説を作成する古文書であれ

6１



沖縄資料所蔵館であるハワイ大学を訪問して

ば解題，翻刻現代語訳等の作成の協力が可能であ

る。

また，沖縄関係文献データベースの構築について

も既にハワイ大学図書館の協力を得るための話し合

いを進めているところである。このような事業が継

続されれば，本学のデータベース構築作業の中で弱

い部分であった海外所蔵の資料や刊行物，主要文献

データベースに収録されない論文等の情報を補うこ

とが可能になる。当データベースについては，本学

国際沖縄研究所教員と今後のデータの追加方針等に

ついて協議をしており，ハワイ大学以外の中国台

湾，韓国においても協力機関を増やしていく計画で

ある。その第一歩として，平成２３年度は国際沖縄

研究所教員と図書館が申請した科研費（交付内定済

み）によりデータベースの入力を進めることとなっ

ている。

本学の沖縄関係の研究者においても，自身の研究

領域の文献情報について，多くの情報を持っている

が，その共有化についてはほとんど行われていな

い。大正13年に沖縄図書館（現。沖縄県立図書館）

の“琉球史料目録”が作成されて以降複数の機関

や研究者個人が沖縄関係の目録を作成してきた。そ

れらのいくつかを収録したデータベース2mも構築さ

れたが，その作業の継続は困難であり，ほとんど行

われていないのが実情である。そして，文献以外に

も方言や芸能に関する様々な沖縄関係データベース

も構築されている。

本学が中心となり構築している「沖縄地域学リポ

ジトリ22)」でも，国内外を問わず参加機関を集めて

いるところである。本学の第２期中期計画では，デ

ジタルアーカイブ，文献データベース，リポジトリ

をはじめとした複数の沖縄関係コンテンツを統合検

索が可能な形とする予定である。このような計画を

実現するためにも，本学図書館は，沖縄関係の資料

の保有機関や研究組織に協力を求め，連携して事業

を進める上で，情報を継続して整理し，共有化する

ためのノウハウと機能を持っていることをもっと声

を大にして内外にアピールすべきだろう。

簡単な図書館の紹介とデジタルアーカイブの説明を

行った。参加者は少なかったが，とても熱心に質問

を行う学生からは，彼らがもし本学に留学した場

合，研究支援の場として図書館に期待していること

が感じられた。

海外の沖縄研究を行う機関を訪問できたことは，

自館の今後の沖縄関係研究の支援を考えていく上で

も大変貴重な経験となった。
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今回の４日間のハワイ大学訪問の目的は，海外お

いて沖縄関係資料を保有する機関がどのように研究

者とライブラリアンが連携をとっているのか，そし

て沖縄関係資料を収集するライブラリアンの活動に

ついて知ることであった。

本稿では詳しく書かなかったが訪問期間中

ＣＯＳが主催した沖縄の文化や方言等を学ぶハワイ

大学の学生向けの本学への留学説明会にも参加し，
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Report on a visit to the Okinawa Collection at the University of Hawaii Library 

Abstract : The University of Hawaii established the Center for Okinawan Studies in 2008. Through the 

cooperation of its faculty and librarians, the center is developing a research collection of Okinawan materials. 

This paper reports on two libraries on the Manoa campus and interviews with two librarians to learn about 

their activities with the Association for Asian Studies ( AAS) and the North American Coordinating 

Council on Japanese Library Resources ( NCC), the direction of Okinawan studies overseas, and issues 

relating to faculty-librarian collaboration. As a result, the author has compiled information on the types of 

operations that University of the Ryukyus Library should undertake to support Okinawan studies and how 

best to collaborate with overseas institutions. 
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