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1.2 世界記憶遺産の目的 
 
1.2.1 世界記憶遺産事業は、3 つの主要な目的を持つ。 
(a) 最適技術による世界の記録遺産の保存促進 
これは、直接的・実際的支援や助言及び情報提供と研修の奨励、あるいはスポンサーと適

時適切なプロジェクトとの連携によって達成される。 
 
(b) 記録遺産の一般公開支援 
インターネット上で利用できるデジタル化した文書やカタログの作成、さらに、できるだ

け広範囲かつ公平に、書籍、CD、DVD などによる出版や頒布を推奨する。公開が保管管

理者の権利に関係する場合は、それらの権利を尊重しなければならない。保管文書の公開

に関する法的及び他の制限は容認される。土着共同体における記録の管理意識及び公開に

対する保護責任など文化的な側面も顧慮するべきである。私的財産権は法的に保障される。 
 
(c) 記録遺産の存在及び重要性の世界的な普及啓発 
世界記憶遺産リストの拡充、メディア対策、広報及び情報提供用の出版物の展開など、普

及啓発活動には様々な方法がある。保存と公開は相互に補完し合い、公開に対する要求が

高まれば保存活動が活性化し、普及啓発にも役立つ。保存すべき記録自体の使用頻度を抑

制するため、公開用の複製を作成することが奨励される。 
 
1.3 世界記憶遺産の背景 
 
1.3.1 世界記憶遺産事業は、1992 年にユネスコが創設した。事業の創設理由は、世界各地

の記録遺産の保存や公開状態が危機的状況にあるという意識の高まりにあった。戦争、社

会的混乱、深刻な資金不足によって、数世紀にわたって指摘されてきた問題がさらに悪化

した。世界にある多くのコレクションが、盗難、散逸、不正取引、破壊、不十分な収納状

態や資金不足など、様々な悲運に見舞われた。多くが永久に失われた。存続が危機に瀕し

ているものも多い。幸いにも、行方不明だった記録遺産が再発見されることもある。 
 
1.3.2 1993 年、国際諮問委員会 (IAC: International Advisory Committee) がポーランド

のプウトゥスクで初会合を開き、アクションプランを策定した。ユネスコは、調整役及び

触媒として各国政府、国際組織及び財団法人などの仲介、プロジェクト運用に際しての協

力関係育成の役割を担うことが採択された。会議では、技術に関する小委員会及びマーケ

ティングに関する小委員会が設立された。国際図書館連盟  (IFLA: International 
Federation of Library Associations) に委託し、世界記憶遺産事業のための一般指針の作成

が開始された。同時に、図書館及び資料館が所蔵する、破損の深刻なコレクション及び所

蔵品のリストが IFLAと国際文書館評議会 (ICA: International Council on Archives) の下

で編集された。また、各国の国内委員会を通じて、図書館や資料館が保有する危機的状況

にある所蔵品リスト及び世界各国の映像遺産リストがユネスコによって作成された。 
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（中 略） 
 
3 保存及び公開 
 
3.1 序論 
 
3.1.1 保存及び公開に関する原則及びストラテジーは、記録遺産の保護・促進の根幹を成

すものである。 
 
3.2 保存の定義 
 
3.2.1 世界記憶遺産の文脈において「保存」とは、記録遺産の永続的（永久的）な公開を

確保するために必要な措置を総称する。保存には、「保全」も含まれる。保全とは、最小限

の技術的介入を伴い、原資料の劣化の進行を防止するために必要な保全措置として定義さ

れる。 
 
3.2.2 世界記憶遺産事業では、様々な方法により保存を奨励する。例として、保存原則に

関する支援、普及啓発、教育訓練、技術協力のための取り決めのほか、限定的な特定プロ

ジェクトに対する直接的な支援などがある。保存への配慮は、管理計画の策定、及び世界

記憶遺産リストへの登録推薦書の作成において、極めて重要な要素である。特に重要なも

のとしては、保存環境、保存対象物の性質、保存／保全に関するストラテジー案、保存に

関する知識・ノウハウの利用可能性、文書・コレクション管理、及び公開に関する取り決

めなどが含まれる。 
 
3.2.3 保存技術に関する文献は、非常に多い。保存技術は常に進歩しており、その技術に

ついて研究することは、長期的な見返りが期待できる。世界記憶遺産事業が発行している

手引書1には、各種規格・推奨手法に関する重要な情報が記載されているほか、保存に関す

る専門文献に進む前の入門書としても最適である。 
 
3.2.4 記録遺産が置かれている自然環境は、当該記録遺産の長期的な存続に重大な影響を

及ぼす。洪水、火災、地震、サイクロンなどの発生はやむを得ないが、その影響を緩和す

るストラテジーを策定することは可能である。一般的に、記録遺産に関しては、温帯気候

よりも熱帯気候のほうが、危険性が高くなる。 
 
 
3.3 保存の原則 
 
                                                  
1 本書の発行時点では、冊子「記録遺産の保護」（編集：ジョージ・ボストン、UNESCO, 1998 年, ref. 
CII-98/WS/4）と、CD-ROM「私たちの記録遺産の保護」（UNESCO, 2000 年）がある。     
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3.3.1 適切な保存手法に関する主な原則を以下に要約する。 
 
3.3.2 綿密な文書化・コレクション管理：保存の前提となるのは、「適切な管理維持」を行

うことである。保存対象物に応じて、その管理手法は異なる。例えば、目録類又はその他

の方法でコレクションの形状・内容を記録して管理したり、個別の担体レベルで管理した

りする場合もある。手動形式でも、電子化形式（推奨）2でもよい。各担体の内容及び状態

を表示したり文書化したりすることで、確実な管理・検索を可能にすることは、「維持管理」

を行う上で重要な点である。保全措置を講ずる場合は、「何を」、「いつ」行い、その結果「ど

の」担体が影響を受けたのかを文書化することが重要である。適切な文書化及びコレクシ

ョン管理には時間と規律を要するが、不要な紛失及び作業重複の防止に役立つ。 
 
3.3.3 保管環境（温度、湿度、光、大気汚染物質、動物・昆虫、物理的安全性を含む）は、

可能な限り、保管する担体の寿命が最大となるような環境であること。「理想的な」要求事

項は、保管対象の資料の種類により大きく異なる。例えば、紙、フィルム、及びビデオテ

ープは、好ましいとされる温度・湿度レベルがそれぞれ異なる。残念ながら、資料保管団

体の大半は、理想的とは言えない条件下での管理を強いられている。そのため、現在利用

可能な手段を使ってできることを実施し、将来的に設備の改善を図っていく必要がある。

具体的には、屋根の雨漏り、壊れた窓、不安定な土台のほか、火災検出／消火システム、

災害への備え、及び環境モニタリングなどがすべて関係する。適切な管理・監視手法は、

理想的とは言えない条件下でも適用可能である。 
 
3.3.4 記録遺産に関する自明の理として、「予防に勝る治療なし」という古い格言が広く知

られている。劣化の進行を遅らせたり、取り扱い時の損傷を防止したりする予防対策・手

法は、事後に修復プロセスを行う方法に比べてはるかに良策であり、低コストでもある。

代表的な予防策としては、適切な保管・取り扱い・保管手順の遵守、安全性の確保、輸送

時の注意などがある。 
 
3.3.5 原資料を保全し、その完全性を保護するということは、原資料の情報を喪失させる

ことなく、かつ、保存・公開に関するすべての選択肢を将来に残すことを意味する。原資

料には、その複製物にはない内在的価値が存在する場合が多い。複製した後に原資料を破

棄したものの、複製物の価値が原本より劣ることが判明し、後悔するケースも多い。複製

する数に関わらず、原資料の破棄は安易に行ってはならない。 
 
3.3.6 コンテンツの移行又は書式変更（任意の記録資料を別の形式に複製すること）は、

                                                  
2 MARC 形式などの標準的なコンピュータ形式や、専門 NGO が奨励する他の形式を利用すれば、データ

の効率的な入力及び操作が可能となるほか、他団体とのデータ交換も可能となる。国際的なアクセス及び

データ交換を容易にするため、多言語でのデータ入力も推奨される。 
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有用であるとともに、公開確保の目的で必要となる場合が多い。実際、世界記憶遺産事業

では、広く一般に公開する手段として、デジタル化及びマイクロフィルム化を奨励してい

る。公開用の複製物を種類に関係なく確保することで、原資料に対する負担が軽減するた

め、原資料の保存がしやすくなる効果がある。しかし、コンテンツ移行を保存ストラテジ

ーの一部として実施する場合には、注意が必要である。（元の担体が不安定な状態になった

場合など、コンテンツを移行することが避けられないこともある。）しかし、コンテンツの

移行は常に、情報を喪失するリスクがあるだけでなく、将来的に利用できなくなる可能性

もある。さらに、現行の複製技術が将来陳腐化するなどの想定外のリスクにさらされる可

能性もある。この注意点は、従来の手法（写真による複製技術など）のみならず、最新の

手法（デジタル化技術など）にも該当する。 
 
3.3.7 長期的な保存面でリスクを冒しても、公開への要求に応じることで短期的な利益を

優先しようとする誘惑は常に存在する。また、時には様々なしがらみにより、公開しなけ

ればならない場合もある。しかし、可能な限り、当該リスクは回避するべきである。公開

用の複製がない場合は、要求に対して「ノー」と言うほうが、壊れやすい原資料を修復不

能な損傷の危険性にさらすより得策である場合が多い。 
 
3.3.8 「すべてに対応する方法はない」：担体の種類が異なると、保管環境が異なるだけで

なく、取り扱い、管理、保全の方法も異なる。紙面上の印刷物のような従来の「人間可読」

資料は、コンピュータディスクやビデオテープなどの「機械可読」資料による補完が進ん

でいる。「機械可読」資料の存続性・利用可能性は、各種技術に依拠するところが大きいが、

技術進歩に伴い、技術の陳腐化も非常に速い。従って、技術の種類に応じて注意を払う必

要がある。例えば、デジタルデータの転送に関する国際規格などの策定は、技術変革の速

度に追いついていないことが多い。しかし、ISO やその他の規格が存在する場合には、こ

れを遵守すべきである。 
 
3.3.9 不可欠な協力体制：益々複雑化する分野では、大規模な団体でも、ネットワークや、

設備・ノウハウを共有する必要性を感じる場合がある。一部の団体では、専門性を構築す

ることで、他の団体に対してコスト効率の高いサービスを提供するケースもある。この点

では、世界記憶遺産国内委員会、及び IAC の技術小委員会は、ネットワークなどに関して

助言を要請する最初の窓口として有用である。 
 
 
（以下 略） 
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