ࠡ䖥ҷ᮹ᴀ⸕ⷴⷻ⸵⸿⹈⹁⹗
㿬䤆᭭ ⸒⸇⸘ㅵ⧚
渡辺浩一*

1. はじめに
ᴀฅਞのᴀⱘ㽪⚍はҹϟの䗮りであるૡ
① ᮹ᴀのӱ㍅ⱘ(ࠡ䖥ҷ) ᭛ㅵ⧚の⡍䊾をૠ｢ᆊ｣ とᅬⱘࠊڮ㌘㐨のѠつのو

䴶から䂀ᯢするૡ
② Ự㿢のᇒ䈵をॳ᭛ㅵ⧚に䰤ᅮせずૠㄚߚݭ串㎼䲚やⅈ㎼㑖(ভ䗄) にま
でᑗげૠ䘢এᚙฅとしてϔᣀしてপりᡅうૡアーカイブズをᚙฅㅵ⧚のϔ

ᔶᜟとしてとらえようということであるૡこの㽪⚍は㜅ֱㅵpost-custodial
1)
ᰖҷのアーカイブズᄺからᄺんだૡ

③ ᚙฅㅵ⧚にଣ丠をととどめずૠ߽⫼のଣ丠に䏣み䖐むૡ
これはૠ᯼ᑈᑺまで4ᑈ䭧にわたっておこなってきた㽣プロジェクトの

៤ᵰのϔ䚼であるૡ2)

* Professor, PhD. National Institutes for the Humanities
1) 㿬䤆ㅵ⧚ᄺӮ, ᮹ᴀアーカイブズᄺӮ݅㎼ 뺷ܹ䭔․アーカイブズのϪ⬠: 㿬ដと㿬䤆をᴹ
に: 㗏䀇䂪᭛䲚뺸(᮹アソシエーツૠ2006ᑈ)ૡ

2) 뺷｢ⅈⱘアーカイブズの䭧↨䓗に䭶するⷨお｣ ⷨお៤ᵰᑈฅਞ뺸(ⷨおҷ㸼㗙⏵䖎⌽
ϔૠ2005~2008ᑈ)ૠおよび 뺷䖥Ϫアーカイブズの䭧↨䓗뺸(᭛ᄺⷨお䊛᭭仼ૠ2008ᑈ)ૡ
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2ૠসҷ․ЁϪにおける䘢এᚙฅㅵ⧚3)
᮹ᴀはᵅアジアの䖎๗にԡ㕂するためૠ7~8Ϫ㋔にかけてようやくᅬࠊڮがЁ
․ᳱ冂からᇢܹされૠᭈ✊としたЁ༂ᬓᑰのⳕᑕとഄᮍ㸠ᬓ㌘㐨がられたૡ
そこではૠ᭛៤․ㅵ⧚㽣ᅮもᄬしૠݭ㌠᠔というϔ䚼ሔのᒗẘ᭛も༛䎵

ⱘに䞣⧒ᄬしているૡ(ᵅᇎℷם䰶᭛㋘2ϛ⚍)ૡまたૠЁ․ᳱ冂をまねて
ℷ㎼㑖も8から9Ϫ㋔にかけて6ಲ㸠われた(݁)ૡҹϞのようにૠ᮹ᴀもこの
↉䱢ではЁ․ᳱ冂と݅䗮ᗻをᣕっていたૡつまりૠসҷⱘᅬࠊڮのもとでの䃌
㌘㐨が㽣ᅮにづいてᭈ✊と᭛を៤․ᒗẘしૠᆊのⅈの㎼㑖も㍭㍮ⱘ
に㸠っていたのであるૡ
しかしૠ᮹ᴀসҷのᅬࠊڮはᮻᴹの⇣ᮣをЁᖗとした֫ⱘな⾽ᑣに䜡ᝂした
ためૠᅬڮのⱏ⫼に⾥ᣭという䀺俧ࠊᑺを⫼しなかった4)ૡこのためૠ10Ϫ㋔
にはᮽくもᕟҸᅬࠊڮはにໝ䊾しૠᅬᑕやᅬ㙋は⡍ᅮの䊈ᮣのᆊによってϪ

㽆ⱘに䘟ஊされるようになったૡしたがってૠ䘢এのᚙฅ㪘〡はᆊによりᢙわれ
ることとなるのであるがૠॳ᭛のㅵ⧚だけでなくૠ՟えば۔ᓣなどのᅳࢭᚙฅ
はそのᢙᔧ㗙がҷ々᮹㿬に㿬䓝し㍮けることによりᕠのᰖҷにӱ䘨されておりૠ
そのようなᆊは ｢᮹㿬のᆊ｣ とばれているૡこの᮹㿬はᆊの㍅⊏″ᾟを㎁ᣕ
するための䞡㽕な㿬䤆であったૡ

ϔᮍૠ䊈ᮣᬓ´の℺㺙㕂をᢙっていた℺でもᆊが៤ゟしૠここでも᭛․
ᚙฅはᆊにより㍭ᡓされたૡ䊈ᮣᬓ´のݙ䚼ߚ㺖によるݙхの䘢で℺がৄ丁
しૠ12Ϫ㋔には䥠םᐩᑰという℺ᆊᬓ´が䁩⫳しૠ䊈ᮣᬓ´とϺゟするように
なったૡ℺ᆊᬓ´においてもᕍ㙋は℺のᆊがϪ㽆したためૠ䘢এᚙฅはᔧ✊ᆊ
に㪘〡されることとなったૡしかしૠ13Ϫ㋔ᕠञҹ䰡⣀ゟした᭛ㅵ⧚ᑿが៤ゟ
する ૡ もっとも ૠ᭛ㅵ⧚ܼԧ としてみれば ᭛ㅵ⧚ᑿ に 䲚Ё されることはな
くૠ㺕߸᭛の՟ではその㺕߸をᢙᔧしたৣڮのᆊのᕍࡆもϡৃであったこと
に⊼ᛣするᖙ㽕があるૡ

ᆊ の ℷ㎼㑖 は 䊈ᮣᬓ´ の ᮍ では 901ᑈҹᕠᅠܼ に 䗨㍊ した ૡ℺ᆊᬓ´ で
3) ᴀ䷙はЏとしてૠ催‟ϔ ｢᮹ᴀЁϪのᆊ″ᾟにおける᭛の៤․ֱᄬとᒗẘ｣(뺷｢ⅈ
ⱘアーカイブズの䭧↨䓗に䭶するⷨお｣ ⷨお៤ᵰᑈฅਞᑇ៤19ᑈᑺ뺸) によるૡ
4) Ԥ㮸ֵ｢ᕟҸᆊ｣(뺷ᮄ㋏᮹ᴀ1 ᆊ뺸G ቅᎱߎ⠜⼒ૠ2006ᑈ)ૡ
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はૠ䥠םᐩᑰによるⅈ㎼㑖が14Ϫ㋔߱丁に㸠われた(뺷ྏ䨥뺸) がૠݙᆍは䥠ם

ᐩᑰのⅈでありૠᆊのℷとは㿔えないૡѠ⬾Ⳃの℺ᆊᬓ´であるᅸ⬎ᐩᑰ
(1336~1573) ではૠⅈ㎼㑖џὁそれ㞾ԧが㸠われなかったのではないだろうかૡ
ҹϞのようにૠ᮹ᴀはᅬڮ㌘㐨をЁ․ᳱ冂からᄺびૠᅳ⧒させたにもかかわ
らずૠ⾥ᣭを⫼しなかったためにૠ① ᅬࠊڮがໝ䊾し㍅⊏″ᾟがᆊにձᄬする
ようになった ⚍ૠ② ഄ⼒Ӯ に ⾥ᣭを ḍᢴとした ࠊᑺⱘな ᭛Ҏሸがᔶ៤ されな
かった⚍にはૠᵅアジアの⭄ッᗻを㽟てপることができるૡそのϔᮍではЁ᭛

࣪ೣにあったのでૠܼᬓ´はⅈを㎼㑖するというᛣ䄬がᄬしたという⚍で
はᵅアジアに݅䗮するᗻḐをᣕっていたૡこのことは䘢এᚙฅの㪘〡ᮍ⊩がॳ᭛

ㅵ⧚だけではないという㋴ഄを⫳みߎしたものとᗱわれるૡ

3. ᮹ᴀ䖥Ϫの㍅⊏㌘㐨におけるᚙฅのㅵ⧚と߽⫼
᮹ᴀ䖥Ϫ(∳᠌ᰖҷ1603~1868) の㍅⊏㌘㐨はૠЁ༂ᬓ´であるᐩᑰとૠഄᮍ
ᬓ´である㮽から៤りゟっていたૡϵᮍともᇕᓎ䷬Џでありૠᐩᑰも㮽もそれ㞾
ԧがᫀࠊ㸔㏕ⱘ㌘㐨のᔶᜟをとっていたૡ՟えばᐩᑰの䭋はᇚ䒡でありૠこれは
Ϫ㽆であったૡᐩᑰのᾟ៤વ(℺) はᇚ䒡㙋のᆊ(ᖇᎱᆊ) のᆊ㞷であったૡさら
にૠᐩᑰのݙ䚼にある䒡џ㌘㐨․㸠ᬓ㌘㐨のᕍ㙋もᆊ㞷のᆊの䭋がህӏしたૡ

ᕍ㙋はᆊのϪ㽆ではないがૠᆊのḐᓣに✻ᖰするᕍ㙋のᐙはゆるやかに䰤ᅮさ
れていたૡこのようにૠ᮹ᴀ䖥Ϫの㍅⊏㌘㐨はᆊのܹれᄤᾟ䗴になっている⚍が

⡍ᖈⱘであるૡ
Ϟ㿬の⡍䊾に㽣ᅮされてૠᚙฅ․᭛ㅵ⧚にはいくつかのパターンがᄬす
るとૠ⾕はᛇᅮしているૡ

1. ᅬⱘࠊڮに㸠われるจড়(ᐩᑰࢬᅮ᠔；䉵ᬓとⳈ䔘䷬ᬃ䜡をᢙᔧ)
2. ᅬⱘࠊڮㅵ⧚を″䓌としながらもᆊが㺰ᅠするจড়(∳᠌⬎༝㸠(᠔)；佪䛑∳
᠌の⊏ᅝ․㺕߸․㸠ᬓをᢙᔧ)ૡ
3. ᆊが″㛑するจড়(ᐩᑰᇎ⼒༝㸠；ܼのᇎ䰶と⼲⼒のᬃ䜡をᢙᔧ)
(⊼)これらϝつのᕍ㙋は㗕Ё(ᆄⳌ) のもとでᐩᑰの᳔催ᛣᗱ≎ᅮ″䭶および
᳔催㺕߸᠔をᾟ៤するૡ
このパターンはそれぞれの㌘㐨の䭋のሟᭋとᕍ᠔の䭶֖ૠスタッフのᗻḐと✻
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ᖰしているૡすなわちૠࢬᅮ᠔は㋨㉟にᕍ᠔でありૠその䭋であるࢬᅮ༝㸠は㞾
ߚのሟᭋにሙԣしているૡまたૠࢬᅮ᠔のৣવ(℺) はࢬᅮ༝㸠とⳈのЏᕧ䭶
֖にはないૡѠ⬾Ⳃの⬎༝㸠᠔には⬎༝㸠の݀䚌がまれているのでህӏᳳ䭧Ё
はそこにሙԣするૡそのৣવ(℺) はϪ㽆で⬎༝㸠᠔にࢸめているのでここでも

⬎༝㸠とこのৣવとの䭧にはⳈのЏᕧ䭶֖にはないૡただしૠ⬎༝㸠ህӏ㗙の
ᆊ㞷᭄ৡが⬎༝㸠᠔のὁࢭにᕧџするૡϝ⬾Ⳃのᇎ⼒༝㸠にはᕍ᠔も݀䚌もない
のでૠ㞾ߚのሟᭋでὁࢭを㸠うૡそのὁࢭはᇖӏのスタッフではなくᇎ⼒༝㸠ህ

ӏ㗙のᆊ㞷がܼてのὁࢭをᢙう5)ૡ
ҹϞのようにૠЁ༂ᬓᑰのݙ䚼でもいくつかのタイプがᛇᅮできるがૠここで
は∳᠌⬎༝㸠᠔のᚙฅㅵ⧚について㽟する6)ૡᚙฅㅵ⧚は18Ϫ㋔ҹࠡには៤

ゟしていたᇖ䭔䚼ሔ(᪄㽕ᮍ) で㸠われていたがૠそのᮍ⊩はॳ᭛ㅵ⧚よりもㄚ
ߚݭ串㎼䲚に↨䞡があったૡこれがᴀであるૡそれにૠ⬎༝㸠㌠俧㗙のᆊのᮍ
でも ᚙฅ㪘〡 が 㸠 われており ૠ⬎༝㸠᠔ がその ᆊ の ᚙฅ を ߽⫼ することもあっ
たૡさらにスタッフがϪ㽆であったのでそのᆊのᚙฅもᖙ㽕ϡৃであったૡҹ

Ϟのϝつが㎣ԧとして佪䛑㸠ᬓにᖙ㽕なᚙฅをᦤկしていたのであるૡ
にᰖᳳⱘなໝ࣪としてはૠ1730ᑈҷと1790ᑈҷのѠᑺのきなᬓ⊏ᬍ䴽のな
かで ૠ それぞれの ᕍ㙋 ․ 䚼ሔ による ᚙฅㅵ⧚ ․ ᭛ㅵ⧚ の ড়⧚࣪ が 㿜 られてい
る7)ૡそのᴀはૠそれぞれの㙋ࢭに䭶するᚙฅをᆊに⾕㬉せずにのህӏ㗙が

䘽ߛにᓩき㍭げるようにするというものであった8)ૡ
䘢এᚙฅ㪘〡のѠつの㾇⚍ૠॳ᭛ㅵ⧚とㄚߚݭ串㎼䲚という⚍ではどうであ
ろうか ૡᐩᑰ や 㮽 の ᬓ⊏ は 18Ϫ㋔ҹ䰡㺕߸ も 㸠ᬓ も ܜ՟ に  づいて 㸠 われたた
めૠ㪘〡された䘢এᚙฅを߽⫼することがϡৃであったૡᐩᑰの䃌䚼ሔではૠ
もちろんॳ᭛ㅵ⧚も㸠われてはいたがૠᴀⱘにはㄚݭ㎼䲚されたものの߽⫼

5) ᇎ⼒༝㸠の᭛ㅵ⧚についてはૠটϔ䲘 뺷∳᠌ᐩᑰとᚙฅㅵ⧚뺸(㞼Ꮁᑫૠ2003ᑈ) に䁇
㌄なߚᵤがあるૡࢬᅮ᠔․⬎༝㸠᠔についての䁇㌄なߚᵤは⧒ᰖ⚍ではᄬしないがૠここ
ではᬶえてὖ⬹をᦤ⼎してみたૡ

6) 〓｢᮹ᴀ䖥Ϫの佪䛑㸠ᬓにおける㪘〡ᚙฅの䑿ߚ䭧ߚ᳝と߽⫼｣ (뺷｢ⅈⱘアーカイブズの
䭧↨䓗に䭶するⷨお｣ ⷨお៤ᵰᑈฅਞᑇ៤19ᑈᑺ뺸)ૡ
7) 催‟ᅳ｢䖥Ϫにおける᭛のㅵ⧚とֱᄬ｣ (ᅝ㮸ℷҎ․䴦ቅ㣅ᑌ㎼㨫뺷㿬䤆᭭のㅵ⧚と᭛
仼뺸G࣫⍋䘧ᄺೇߞ㸠Ӯૠ1996ᑈ)ૠᄺ｢᮹ᴀ䖥Ϫᆊにおける݀᭛ㅵ⧚―ѿֱのᬍ
䴽をЁᖗに―｣(ⅈҎ串ᄺӮ㎼뺷⇥ᆊとアーカイブズ뺸G ᮹ᴀೇセンターૠ1999ᑈ)ૡ
8) টϔ䲘뺷∳᠌ᐩᑰとᚙฅㅵ⧚뺸(⊼5ࠡᦆ)ૡ
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がЏ䓌であったૡそのためૠ1730ᑈҷҹ䰡ૠ⊩Ҹ䲚(ᕵ㾺䲚៤) の㎼䲚ૠ㸠ᬓܜ

՟䲚 (᪄㽕串䲚)の㎼䲚がૠ㌘㐨ⱘ㍭㍮ⱘにᐩᑰが⒙ѵする1868ᑈまで㸠われてい
たૡ
ただૠ㮽の᭛ㅵ⧚ⷨおではૠὁࢭが㐕ᖭな⇥ᬓ䚼ሔではㄚߚݭ串㎼䲚からỰ

㋶↉によるॳ᭛ㅵ⧚への⿏㸠がᣛᨬされるૡその⧚⬅は㸠ᬓの㻛䲥࣪にԈう
᭛(ᚙฅ) 䞣のであるૡまたૠᚙฅㅵ⧚のありᮍもᆊをЁᖗとした⾕ⱘなᗻ
Ḑからߎⱎしてૠᅬⱘࠊڮ᭛ㅵ⧚がにᑗがることがᣛᨬされている9)ૡ
ⅈ㎼㑖 に 䭶 しては ૠᐩᑰ でも 㮽 でも ∳᠌ᰖҷ を 䗮 じてさかんに 㸠 われてい
た ૡ その 䱯 には ૠᵅ アジアにおける ⅈ㎼㑖 の ӱ㍅ が ᐌ に ᗉ丁 にあった ૡᐩᑰ
はૠ901ᑈから䗨㍊していた᮹ᴀᆊのℷのᕽ⌏をᛣೇしてসҷから1617ᑈま
でのⅈを1670ᑈにᅠ៤させた(뺷ᴀᳱ䗮䨥뺸G ほんちょうつがん)10)ૡまたૠ19Ϫ

㋔にܹるとᖇᎱᇚ䒡ᆊのⅈ㎼㑖をᛣೇしᇖ䭔䚼ሔを䀁㕂して1843ᑈにᅠ៤させ
た(뺷ᖇᎱᅳ㋔뺸)11)ૡつまりⱒᑈबԡで㍭㍮する㎼㑖䚼ሔはᄬしなかったことૠ
またૠこのᴀが⧒ᇚ䒡ૠおよびᐩᑰのࡉྟ㗙を⼲Ḑ࣪して⼔る᮹ܝᵅ✻ᆂに⤂ਜ
されたことはૠᳱ冂⥟ᳱᅳ䤆の㎼㑖․ֱㅵシステム12) と↨べるとૠ݀ᑇなⅈの

㿬ដをҷに㍭ᡓさせようというᛣ䄬がⳌᇒⱘにԢかったことを⼎しているよう
にᗱわれるૡᅳ䤆がᴹᖫであるのにᇒしૠᅳ㋔はᯢらかに䘢এをいている
のであるૡ

4. ᮹ᴀ䖥Ϫの㹿㍅⊏㌘㐨におけるᚙฅのㅵ⧚と߽⫼
にૠ㍅⊏されるوについてもὖ㾇したいૡ

9) ᭛ⷨアーカイブズⷨお㋏㎼뺷㮽ᬓアーカイブズのⷨお뺸(ች⬄䰶ૠ2008ᑈ)ૡ
10) 㮸ᆺЙ㕢ᄤ ｢뺷ᴀᳱ䗮䨥뺸G㎼ׂと᭭ঢ䲚-ᇒᳱᓋ․℺ᆊのจড়｣(뺷᭭仼ⷨお㋔㽕뺸G30, 1999ᑈ)ૡ
11) 㮸ᆺЙ㕢ᄤ ｢ᖇᎱᅳ㋔の㎼㑖について(ᇣ⡍䲚 ⅈ㎼㑖の↨䓗)｣(뺷᭭仼ⷨお㋔㽕뺸G 32,
2001ᑈ)ૡ
12) የᡓ✩｢ᳱ冂⥟ᳱᅳ䤆の㎼㑖について(ᇣ⡍䲚ⅈ㎼㑖の↨䓗)｣(ৠϞ)ૠ⬇⚇਼｢⥟ᅸで
の㿬䤆の⫳⫷とֱᄬ―ᳱ冂⥟ᳱᅳ䤆ૠ۔䒠ૠᅳ䤆ᔶℶḜをЁᖗとして―｣ (뺷 ｢ⅈⱘアーカ
イブズの䭧↨䓗に䭶するⷨお｣ ⷨお៤ᵰᑈฅਞᑇ៤16ᑈᑺ뺸)ૠ䞥♿ᷘ ｢᭛と㿬䤆
そして‘ӥ㋭’：ᳱ冂ᰖҷにおける᭛⤂のӱᄬᾬⳌ｣뺷䖥Ϫアーカイブズの䭧↨䓗뺸(᭛ᄺ

ⷨお䊛᭭仼ૠ2008ᑈ)ૡ
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には᮹ᴀ߫ዊのЁᖗ䚼(Ҁ䛑․༜㡃․ഖ䖥䖎)

ではᴥ㨑Ϟሸでもᆊが៤ゟしたૡついでૠ䖥Ϫにܹり17Ϫ㋔ᕠञまでにはᆊの៤

ゟはϔ㠀䖆⇥․ଚҎ․㙋Ҏにもᑗがるૡഄඳⱘにも࣫⍋䘧を䰸く߫ዊܼඳでᆊが
៤ゟしたૡ
ᴥという䖆ᴥ䚼のഄ㏕ಷԧやૠ⬎(ちょう) という䛑Ꮦ䚼のഄ㏕ಷԧૠଚ㙋Ҏの
ৠὁ㌘㐨はૠܼてᆊ䭋がᾟ៤વであったૡしたがってૠ䖥Ϫ᭛はૠഄ㏕ಷԧ․
ৠ㙋ಷԧが⧒まで᭛をӱᴹさせる՟も⦡しくはないがૠくはᆊ᭛という
ᔶで⧒ᄬするૡ᳔もൟⱘな՟はૠᴥᕍҎが⡍ᅮのᆊにϪ㽆されているจড়でૠ
このようなケースではϔつのᆊに᭄ϛ⚍もの᭛が⧒ᄬする՟も⿔ではないૡま
たૠ䛑Ꮦのଚᆊも㌠ஊ㽣のᢵにԈってૠଚકপᓩや䞥㵡Ϟの䞣の䀐᭛をᥜ

ফ៤しૠⳂⱘড়⧚ⱘに㌘㐨࣪された。䞣の㌠ஊᐇ㈓㕸をᔶ៤したૡその᳔
㽣のものが䖥⧒ҷの䉵䭹に៤䭋したϝѩᆊでありૠ⧒ᄬ⚍᭄は1900ᑈまでで
6ϛ6ग⚍にঞぶ13)ૡこのように᮹ᴀ䖥Ϫの⇥䭧⼒Ӯはૠᬃ䜡ሸにࡷらぬ᭛䞣を
៤しֱㅵしていたことがϪ⬠ⱘにも⡍ᖈⱘであるૡ
ᴥૠ⬎ૠৠὁ㌘㐨ૠଚҎはそれぞれに᭛ㅵ⧚システムを៤䭋させていたとい
うⷨおがいくつかある14)ૡϔ՟として䖥Ϫ䛑Ꮦのഄ㏕䲚ಷについて䂀ᯢする15)ૡ

Ҁ䛑の݁㾦⬎(ろっかくちょう) という䛑Ꮦのഄ㏕ಷԧは19Ϫ㋔߱めにᇥなくとも
ѠಲⳂの᭛Ⳃ䤆を៤したૡそこには᭛⬾োૠ᭛ৡૠ⚍᭄が㿬ܹされૠॳ
᭛のᮍにも᭛⬾োᴁが䊐られૠᆍᯧにỰ㋶できるようになっていたૡ⧒ૠ
᭛は⼛೦⽁のቅ䒞の䚼કをঢ㋡する㬉の⠛䱙にֱᄬされているがૠ19Ϫ㋔ࠡञ
ではૠՓ⫼丏ᑺのԢい᭛のみがこの㬉にঢ㋡されていたૡこの㬉は⬎Ӯ᠔

13) 뺷ϝѩ᭛ᑿ―⊓䴽と߽⫼のᓩき―뺸(ϝѩ᭛ᑿૠ1991ᑈ)ૡ
14) ᆠϔᬣ ｢䖥Ϫᴥ㨑における᭛ᭈ⧚․ㅵ⧚について ― ֵᎲ催ዊ䷬Эџᴥのџ՟から―｣(뺷㿬
䤆と᭭뺸G2োૠ1991ᑈ)ૠֱഖ㺩㟜｢ᴥᮍ俦ࢩと᭛の៤․ㅵ⧚システム ― ℺㬉⾽⠊
䚵Ϟৡᷫᴥをџ՟として ―｣(뺷ᄺ㖦䰶ᄺ᭭仼㋔㽕뺸G 6োૠ1992ᑈ)ૠ〓 ｢䖥Ϫ䛑Ꮦ催
ቅにおける ｢⬎ᮍ｣ ᭛のֱㅵᾟ䗴｣(催֞䓨․⏵䖎⌽ϔ㎼뺷᮹ᴀ䖥Ϫ᭭ᄺⷨお ― ᭭ぎ
䭧䂪へのᮙゟち ―뺸G ࣫⍋䘧ᄺೇߞ㸠Ӯૠ2000ᑈ)ૠ䴦㺩ϔ ｢䖥Ϫ䛑Ꮦにおける᭛ㅵ
⧚について ― ｢俓ᑰ⬎Ӯ᠔᭛｣ をЁᖗに ―｣(뺷ग㨝ᄺ뺸G 39ૠ2001ᑈ)ૠ厈ትᅳᵱᄤ｢ଚᆊ
᭛のⳂ䤆㎼៤｣(᭭仼㎼뺷᭭のᭈ⧚とㅵ⧚뺸G ች⊶ᑫૠ1988ᑈ)ૠች⏉Ҹ⊏ ｢ଣሟӆ䭧の
″㛑․ᾟ䗴と᭛៤․ㅵ⧚｣(뺷ⅈ䀩䂪뺸G 561ૠ1997ᑈ) などૡ
15) 〓 ｢᮹ᴀ䖥Ϫ䛑Ꮦの⬎߹ןにおける᭛ֱㅵ―Ҁ䛑݁㾦⬎᭛の䂓᷏から―｣(뺷᭛ᄺⷨ
お䊛᭭仼㋔㽕アーカイブズⷨお㆛뺸G 3ૠ2007ᑈ).
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の༹にᓎっているૡつまりഄ㏕ಷԧの᳝݅᭛が݅ৠᮑ䀁にֱㅵされたというこ
とであるૡ

㹿㍅⊏㌘㐨のֱ᳝᭛はᮁ⠛ⱘなものではなくૠ䞣かつԧ㋏ⱘであるૡそれ
ぞれの᭛ㅵ⧚は⣀㞾のԧ㋏ᗻをᣕっていたのでૠ᮹ᴀ䖥Ϫはૠ㍅⊏㌘㐨のϞ䚼
からૠ㹿㍅⊏㌘㐨のッまでૠᑒሸにもわたってԧ㋏ⱘな䘢এᚙฅの㪘〡が㸠わ
れていたことになるૡ
それはૠ㍅⊏㌘㐨の㍅⊏がૠϔᮍⱘなᔋࠊではなくૠ｢㸠ᬓϞでᖙ㽕と߸ᮁし
たሔ䴶｣16) ではᔧџ㗙のᛣᖫをঢするというシステムのもとで㸠われていたこ
とのࠡᦤとなったૡᔧџ㗙のᛣᖫもԧ㋏ⱘに㪘〡された䘢এᚙฅにづくという

ϔᅮのড়⧚ᗻを᳝していたのである17)ૡ
ㅵ⧚していた᭛をḍᢴとしてૠᴥ․⬎․ӆ䭧㌘㐨․ଚҎは㞾Ꮕの´߽をЏᔉ
した ૡ そのため ૠ䀐ᢴ᭛ は ⡍ に 䞡㽕㽪 され ૠ⡍߹ な ֱㅵᑿ を ᓎ䀁 する จড় も
あったૡ᪁Ꮂϝ⬎は17Ϫ㋔に ｢ᅱ㬉｣ とばれる䀐ᢴ᭛ֱㅵᇖ⫼ᑿをᓎ䀁
したૡこれとࠡᕠして䖥Ϫにおいて䀐ᢴとなった䞡㽕᭛の㰿ᑆし㸠џが䭟ྟさ
れたૡこれはૠबなる㰿ᑆではなくૠ݅ৠԧのҎ々が䘢এをᛇ䍋する ｢㿬ដのจ
｣ でもあったૡ⼐۔㸠⚎を䗮じても᭛のֱܼがೇられたことがわかるૡ
しかしૠ´߽Џᔉのために䀐ᢴ᭛をᬍໝしたりૠ䀐ᢴ᭛にいていない´

߽をЏᔉして䀐ᢴ᭛を⼲Ḑ࣪して⾬ओしたりするという䴲ড়⧚ᗻも᮹ᴀ䖥Ϫの
Ҏ々はՉせᣕっていたૡそうした䴲ড়⧚ᗻのᮍでⅈভ䗄が㸠われるときૠ㤦
⛵】な⼲䁅が⫳まれૠᢵ⫷⫳ݡされるจড়もあった18)ૡ
᮹ᴀの䖥Ϫはૠᵅアジア㗗䀐ᄺが䖆ᴥのⶹ䄬ሸにも⍌䗣しૠড়⧚ⱘᅳ䀐ⱘᜟᑺ
が᱂ঞするϔᮍૠそれとは߹ןに䘢এにᇒする䈞かなᛇڣをষᡓではなく᭛ᄫ
のレベルでも༅うことのないϪ⬠でもあったૡ
このことはૠЁᖑᎲᴥ㨑におけるഄ䁠がૠおそらくは⥟ᳱにおけるℷ㎼㑖
のӱ㍅をফけてૠ㿬䗄џ䷙がᅮൟ࣪されॳ᭛のᓩ⫼をЁᖗとしておりૠ㤦⛵

】な⼲䁅がভ䗄されるԭഄがないらしいこと19)とᇒ✻ⱘであるૡこのᏂはૠ⾥ᣭ

16) 㮸⬄㽮｢ᐩᑰ㸠ᬓ䂪｣(ⅈᄺⷨおӮ․᮹ᴀⷨおӮ㎼뺷᮹ᴀ䃯ᑻ6 䖥Ϫ⼒Ӯ䂪뺸(ᵅҀᄺ
ߎ⠜Ӯૠ2005ᑈ)ૡ
17) 〓｢᮹ᴀ䖥Ϫの佪䛑㸠ᬓにおける㪘〡ᚙฅの䑿ߚ䭧ߚ᳝と߽⫼｣(⊼6ࠡᦆ)ૡ
18) 㨫뺷まちの㿬ដ―᪁Ꮂϝ⬎のⅈভ䗄―뺸(⏙᭛ූߎ⠜ૠ2004ᑈ)ૡ
19) ⥟ᤃᖴ｢ᴥ㨑᭛とᴥ㨑ᖫ―ᖑᎲℭⳠ㽓⏧फを՟として―｣(⊼12ࠡᦆ)ૡ
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の᳝⛵によるᴥⶹ䄬ҎのᗻḐの䘩いもϔであるのかもしれないૡともあれૠ
こうした⚍にも᮹ᴀのᵅアジアにおける⭄ッᗻすなわち䖎๗ᗻを㽟ることができ
るのかもしれないૡ

5. おわりに
᳔ᕠにૠࠡ䖥ҷ᮹ᴀにおける᭛の៤とㅵ⧚にᆊという㌘㐨が䞡㽕であった
ことのࠡᦤをҬけࡴえておきたいૡこのようなџᅳはૠब㋨なことではあるがૠ

ᆊが᭄ⱒᑈにわたって㍭㍮していることがࠡᦤとなるૡそうした䭋ᳳ㍭㍮がなぜ
ৃ㛑であったかという⧚⬅はૠ᮹ᴀのӱ㍅ⱘ⼒Ӯではᆊのᄬ㍮が᳔䞡㽕䂆丠であ
りૠその㍭ᡓに㸔㏕䭶֖を㍊ᇒⱘᴵӊとしなかったからであるૡもちろんૠܼく

⛵䭶֖な㗙を仞ᄤとして䗷れてくるわけではなくૠ䗮ᐌは⡍ᅮのᆊには႕পりၓ
পりをする䘴い㽾ㄟのᆊが㻛᭄あったૡὉッなจড়にはૠⳈ㋏㸔㏕Ⳍ㍮㗙がい
てもૠᆊのᄬ㍮のために㛑ある㗙を䘴い㽾ㄟのᆊから仞ᄤを䖢えるというこ
とすらあったૡ
こうしたᆊをबԡにૠ᮹ᴀのӱ㍅ⱘ⼒Ӯにおけるܼての㌘㐨はᾟ៤されૠᆊや

ᆊをबԡとした㌘㐨が᭛․ᚙฅをⱎֵ․㪘〡․߽⫼していたのであるૡ
ちなみにૠ䖥⧒ҷ᮹ᴀにアーカイブズ․システムがᄬしなかったにもかかわ
らずૠࠡ䖥ҷ᭛が䞣に⧒ᄬしているのはૠ1960ᑈҷの催ᑺ㌠⏜៤䭋ᳳまでは

ӱ㍅ⱘなᆊが⼒Ӯにߚ८くᄬしつづけたこともϔであるૡしかしૠもはやそ
のᆊも᳔㌖ⱘな᭛ֱㅵ″㛑ذℶ↉䱢を䖢えつつあるのではないかૡ

