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ラディカル・ヒストリ・アワァ
─療養所がある島を過ごす─

阿

部

安

成

W-atelier01■阿部安成，石居人也「あれからずっ

とが，わたしたちの〈話トリエ〉の目的である。

と，あれから，ずっと－国立療養所大島青松園在

〈話トリエ〉では，一般に歴史の調査者や研

住者の顕彰碑をめぐるその後」滋賀大学経済学部

究者がしばしばおこなう，フィールドに残され

Working Paper Series No.211，2014. 6 。

た文書や図書を史料としてその保存と公開と活

W-atelier02■阿部安成「サミシイオモイ－〈話ト

用を進めるだけでなく 1 ），わたしたちが島に

リエ〉のなりたちにさかのぼって」同前 No.213，

わたり，会って，話しを聞くことができる在園

2014. 6 。

者の声と話を記録するよう努めている。話者が

W-atelier03■ 同「 療 養 所 の 外 へ， 島 の 外 へ － キ

わたしたちに伝え，わたしたちが話者から聞く

リスト教霊交会創設者の墓前礼拝」同前 No.219，

内容は，わたしたちが過去を知るときの手がか

2014. 8 。

りとなるとともに，在園者と，対面で，生の声

W-atelier04■本稿。

をとおして，意思をつきあわせる時と場は，わ

なま

たしたちが過去にむきあうその構えを自省する
〈話トリエ〉のねらい

わたしたちが実施し

ている〈話トリエ〉と名づけた工房をとおし

機会となるととらえている。これが〈話トリエ〉
のねらいである。

た作業は，国立療養所大島青松園（香川県高松

さきに，わたしたちの〈話トリエ〉を工房と

市庵治町。以下，大島青松園，と略記する）

示したが，これはフィールドになにか特定の設

を調査と研究のフィールドとしている（上記

備をおいたわけではない。マイクやレコーダー

W-atelier01- 同03を参照）
。そこには，1909年に

の有無にかかわらず，わたしたちと在園者たち

施行された法律第11号「癩予防ニ関スル件」な

がともにいる場所が〈話トリエ〉となる。ひろ

どによって設置された療養所が，いまも，ある。

くいえば，〈話トリエ〉とは，わたしたちが療

在園者たちが「本病」と呼ぶその病を患ってい

養所のある島で過ごすときの，そこで過ごした

るものがいまも，そこにいるとは聞かない。だ

ときの，その過ごし方についての思索の場なの

が，
「本病」そのものが癒えたとしても，
いまも，

である。

数十名の男女がそこに暮らしている。

きっかけ

数十年振りで出席した東京歴史科

癩そしてハンセン病をめぐる療養所とそこに

学研究会2014年大会の会場で，大門正克の論考

生きた療養者たちの生を，歴史において考える

に接した。「歴史実践としての陸前高田フォー

こととあわせて，そのための手立てを整えるこ

ラム」と題された稿は 2 ），表題からもうかが

─────────────────────────────────
1 ） 文字史料の保存と公開にかんしては，そのデジタル撮影とそれをもとにしたリプリント版の刊行をおこなって
いる。リプリント国立療養所大島青松園史料シリーズとして，すでに，大島の療養所で編集発行されたいずれも
逐次刊行物の『報知大島』『藻汐草』『霊交』を公刊した（阿部の監修と解説で近現代資料刊行会から2012年と
2014年に発行。シリーズ刊行は継続中）。このシリーズの紹介に，松岡弘之「資料紹介『報知大島』リプリント版」
（『国立ハンセン病資料館研究紀要』第 4 号，2013年 3 月）と柴田「ほんの紹介」（『朋』第36号，2014年 7 月19日）
がある。
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えるとおり，「三・一一後に歴史学はどのよう

り，2004年から「 7 年を経たいま」との文言が

な役割を担うべきか」との「課題を考え，実践

本の帯にみえるので，2007年ののちは増刷され

するため」に設けられた「現場」とそこに展開

ないまま，しかしわたしの購入した本は2011年

する「サイクル」の記録である。
「現場」とは，

以後に，その装いがあたらしくあつらえられた

「東北地方の近現代史を研究する」研究者 5 名

商品とうかがえる。初刷から10年にわたって，

による歴史講座としての
「フォーラムにおいて，

確実に出版書としての意義を保ってきた作品と

私たち関係者，全国の参加者，現地の人たちの

いえよう。

三者がテーマと場所を得てできたもの」
を指し，

刊行当初にこれをきちんと読むことはなかっ

「フォーラムの現場」と，
「フォーラムの現場を

た。ただその当時，手にとってみた覚えがある。

ふまえて本を構想」
「現場をふまえた本を刊行」

本書に記された「歴史する（doing history）」

という経緯を経てつくられた「本」という 2 つ

の語を，奇妙な，しかしおもしろい用法だと感

によって「サイクル」がつくられたという。

じたことを，しっかりと覚えている。だが本書

この「フォーラムと本による取り組み」を大
門は，「歴史実践」と考え，その術語の典拠と
して，保苅実『ラディカル・オーラル・ヒスト

を読みとおしはしなかった。大門に導かれてあ
らためて，
『ラディカル・オーラル・ヒストリー』
（以下 Rohとする）を読むこととした。

リー─オーストラリア先住民アボリジニの歴史

それというのも，2013年秋に構想を固め，翌

実践』
（御茶の水書房，
2004年）をあげた─「保

2014年春に始動したわたしたちのプロジェク

苅氏は，日常的実践において歴史とかかわる諸

ト〈話トリエ〉でも，聞き取りという作業を軸

行為を歴史実践と呼び，オーストラリアのグリ

として，歴史事象（≒過去の出来事）と，それ

ンジ・カントリーでの長老たちの歴史実践をふ

にかかわる現在を生きる当事者と，そうしたあ

まえ，自らも長老たちとのかかわりを歴史実践

れやこれやを調べて書くわたしたちとの 3 者の

として示そうとした」と説く大門は，自分たち

関係を考えようとしていたので，大門が「三・

の活動を「三・一一後に歴史学の存在意義を問

一一後」という時世と社会において，「歴史学

い直す歴史実践」と示し，
「らせん階段をまわ

の存在意義を問い直す」ときの 1 つの指針とし

るように少しずつ移動（前進）している」よう

て示した「歴史実践」が，また大門が参照した

すを，「サイクルになった歴史実践」ととらえ

Rohで示された，とりわけ「ラディカル」とい

てみせた。

う姿勢が，気になったのだった。

ここに参照したかぎりでいえば，
「日常的実

わたしたちが実施する〈話トリエ〉の参考書

践において歴史とかかわる諸行為を歴史実践と

として Rohを読み，議論の端緒を開くためにこ

呼」ぶというのでは，それは日々の生活の多岐

の小文を書くこととした。

多様にわたり，
つねにとまでいわないにしても，

墓前礼拝

わたしたちが営む生活の諸相がそう呼べること

たとおり，「歴史実践」という術語には，日常

となり，これではなにもいわないに等しくなる

にあらわれる諸相の多くを対象としてしまい，

のではないかと感じた。

ひいては無概念となりかねない危うさを感じる。

参考書

さて，
大門が参照した『ラディカル・

わたしたちの〈話トリエ〉ではまず，わたした

オーラル・ヒストリー』という著書は，わたし

ちがフィールドとしている大島で，1914年に結

の手許にある本をみるとその版は2007年の第 1

成されたキリスト教信徒団体のキリスト教霊交

版第 6 刷で，第 1 版第 1 刷は2004年の発行とな

会（以下，霊交会，とする）が計画した墓前礼

ただ，さきにも留意点として示し

─────────────────────────────────
2 ） 大門正克「歴史実践としての陸前高田フォーラム」（『歴史評論』第769号，2014年 5 月）。
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拝をその 1 つの事案とした 3 ）。それは，会創

交会信徒が過去にこころをむける，そこに介在

設信徒のひとり三宅官之治（1877年─1943年）の

したと感じたときとなった。

生地に建てられた墓碑と顕彰碑に会員が詣で，

歴史への介在

そこで礼拝をおこなうという企画だった。わた

を実感したときがあった。2004年から大島にか

したち（宮本結佳，石居人也，阿部）は，墓参

よいはじめ，翌2005年，その翌々 2007年以降

に同行することとした。

も島で史料撮影と図書整理をおこなうなかで，

癩そしてハンセン病をめぐる療養所に生き，

墓前礼拝以前にも，この介在

わたしが長田穂波の 1 冊だけ残る日記を書棚か

そこで亡くなったひとの遺骨は，ほとんどのば

らひっぱりだしたり，著者の献辞がある『癩院

あい，園内にある納骨堂におさめられる。生地

創世』を机のひきだしにみつけたり，かつて代

や故郷に遺骨が帰る例は多くはない。療養所に

表をつとめた石本俊市の三文判が押してあるガ

隔離されたもののほとんどが，死後も郷里を

リ版刷りの『報知大島』に驚いたりすると，霊

失ったままなのだ。そうしたところで，彼の霊

交会信徒からも，図書台帳の簿冊や穂波の遺書

交会創設信徒の遺骨は，その生地で父母といっ

を写した写真などあれこれと古いものの提供が

しょの墓に埋葬された。霊交会では，2014年 5

あり，信徒もだんだんと自分たちの過去に眼を

月に会として初めて，その創設信徒の碑のまえ

耳をむけてゆき，ついには，1940年に廃刊となっ

に集い，そこで礼拝をおこなったのである。霊

た会の機関紙『霊交』の復刻版までつくるにい

交会信徒はそれを，
「霊交会の原点に立つ」
「霊

たったのである。霊交会信徒も忘れていたり知

交会の原点に帰る」と表現した。

らなかったりした過去の遺物をあらためて，わ

現在の霊交会代表は，創設信徒の墓碑につい

たしがいわば篋底からひきだしたことによって，

て，それがあることを知らなかった，あるいは，

彼ら自身の過去への関心を強め，それをいま知

知らされても信じられなかったとのべていた 4 ）。

ろう，知らせようとしていったのである。（癩

その所在は，古くは 2 つの書物によって 5 ），

そしてハンセン病をめぐる療養所は，人数から

近年では2006年に三宅官之治顕彰碑が建立され，

いっても男社会だった。いまでは高齢化し，在

その礼拝をつかさどった牧師のブログによって，

園者数が80人をわったところで，だんだんと男

直近では2014年になってから，わたしの問いあ

女比がおなじになっていると大島青松園在園者

わせに回答するための赤磐市郷土資料館学芸員

から聞いた 6 ）。すぐまえに書いた「彼ら自身

の調査によって，そして，わたしと石居の現地

の過去への関心を強め」というとき，当初はそ

行によって確認された。わたしたちは調査後す

う書いたものの，これは男だけのことなのかと

ぐに，霊交会代表にその 2 つの碑について伝え

あらためて自問した。関心を寄せる人数やその

た。霊交会による，初めての，創設信徒墓前礼

度合いに個々の違いがあるが，ここでは，彼ら

拝の端緒は，わたしたちがつくった。現在の霊

彼女たち，としてよいとおもう）

─────────────────────────────────
3 ） 阿部安成，石居人也「父母に抱かれた「聖者」のひと─国立療養所大島青松園在住者の顕彰」（滋賀大学経済学
部 Working Paper Series No.208，2014年 3 月），同「あれからずっと，あれから，ずっと─国立療養所大島青松
園在住者の顕彰碑をめぐるその後」（同前 No.211，2014年 6 月）を参照。
4 ） 前掲阿部，石居「あれからずっと，あれから，ずっと」を参照。
5 ） 土谷勉『癩院創世』（木村武彦，1949年）と笠居誠一ほか編集委員『霊交会 創立五十周年記念誌』（大島青松園
霊交会，1964年）。
6 ） 本稿執筆当初の時点での人数を記すと，在園者は男41人，女38人，平均年齢81. 9 歳（「大島青松園入所者数・
年齢別数等概況／平成26年 5 月 1 日現在」『青松』通巻第676号，2014年 6 月）
。執筆途中での人数は男37人，女
33人，平均年齢82. 6 歳（「大島青松園入所者数・年齢別数等概況／平成27年 3 月 1 日現在」同前通巻第681号，
2015年 4 月），最新の人数は男36人，女32人，平均年齢82. 6 歳（「大島青松園入所者数・年齢別数等概況／平成27
年 7 月 1 日現在」同前通巻第683号，2015年 8 月）。
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2004年から月の数日を島で過ごし，作業をし

主義の場所的倫理学─ジミー・マンガヤリの植

たり，いっしょに食事をしたり，話しをしたり

民地史分析」，第 5 章「ジャッキー・バンダマ

聞いたりしてきたなかで，わたし（たち）は彼

ラ─白人の起源を検討する」
，第 6 章「ミノの

ら彼女たちが過去から未来へとつないでゆく歴

オーラル・ヒストリー─ピーター・リード著『幽

史に介在していると感じるようになり，そのこ

霊の大地』より」
，第 7 章「歴史の限界とその

とをきちんと，部外者として自覚し，観察し，

向こう側の歴史─歴史の再魔術化へ」，第 8 章

記録し，自己点検しようと決めた。それが〈話

「賛否両論・喧々諤々─絶賛から出版拒否まで」，

トリエ〉と名づけたプロジェクトとなった。こ

「著者によるあとがき」（保苅実），「もうひとつ

のとき〈介在〉という観点や立場やかかわりぐ

のあとがき」（塩原良和），「ミノ・ホカリとの

あいが重要な論点になるとおもった。

対話」
（テッサ・モーリス =スズキ）
，
「開かれ

さきにあげた考察の対象とする関係となる
3 項─歴史事象（≒過去の出来事）と，それ

た歴史学へ向けて」（清水透）。
目次をみて，第 1 章を一読して，その構成，

にかかわる現在を生きる当事者と，そうした

文体，用語に著者の妙や才を強く感じ，精緻で

あれやこれやを調べて書くわたしたちとの 3

あり奔放でもある企てのもとで綿密に構想され

者─これらをここで簡潔にいいかえて，
歴史，

た記述だと，ひとまず，おもった。第 1 章は，
「幻

当事者，観察者としよう。観察者とは，フィー

のブック・ラウンチ」= 架空の「出版記念パー

ルドの島で，そこでの歴史の当事者である在住

ティ」の体裁で，しかしそこに出席した「架空

者に会い，話しをし，そこでみたこと聞いたこ

の人物」に実際にあったシンポジウムでの「発

と感じたこと考えたことを記録し，
歴史を書き，

言内容」を語らせ，そのシンポジウム報告に「大

そして自己省察するわたしたち自身である。
「日

幅に加筆修正のうえ再構成」したこの第 1 章が

常的実践において歴史とかかわる諸行為を歴史

重要な核となっている本書に寄せられるであろ

実践」というとき，わたしたち観察者はフィー

う意見や質問をあらかじめ，本書その内にふく

ルドとする大島で日常を過ごしつづけているわ

みこんでしまっていたり，著者の意図しないと

けではないので，わたしたちのあれこれの行為

ころとはいえ，著者以外の執筆者による「あと

は「歴史実践」とはいえないかもしれない。だ

がき」と解説までついていたりする Rohはやは

が，確かに，島に生きるひとたちの歴史という

り，
（出版社編集者からの信書もある！，博士

ものに介入している，関与しているとの実感が

論文査読報告も！）
，巧みで抜かりのない，み

ある。それを「歴史実践」といいはるのであれ，

ごとに計算されたと，（ひとまず），みえる著作

歴史に介入，関与している，介在する位置にあ

となっている。30歳台初めにこうした著作をま

るという意味で〈歴史介在〉という造語を用い

とめ得た眩しいほどの才気への嫉妬を告白して

るのであれ，ともかく，大島というフィールド

おこう。

で，歴史，当事者，観察者の 3 者の関係性につ

歴史実践

いて考えるとしよう。そのための導きの手引き

存在意義を問い直」そうとする大門によって参

として，Rohを選んだ。

照された「歴史実践」が，Rohでどのように説

用意周到

かれているかを第 1 章にみよう。

Rohの構成を示そう。第 1 章「ケ

まずは， 3 ・11以後に「歴史学の

ネディ大統領はアボリジニに出会ったか─幻の

Roh 第 1 章では，著者が「歴史学者です」と

ブック・ラウンチ会場より」
，第 2 章「歴史を

の強い自覚をもち，「僕自身は歴史学にこだわ

メンテナンスする─歴史する身体と場所」
，第

りをもって研究をしてい」ることが示され（「戦

3 章「キャプテン・クックについて─ホブルス・

略的歴史学者
（a strategic historian）
」
ともいう）
，

ダナイヤリの植民地史分析」
，第 4 章「植民地

一方で，
「誰が歴史家なのか？」と掲げられた

ラディカル・ヒストリ・アワァ ─療養所がある島を過ごす─（阿部安成）

問いのもとで，
「歴史実践」が説かれてゆく。
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をやったんですね」といいつつ，「参与観察」

文書を残さない「アボリジニの歴史にオー

という行為や手法には疑義を示し（参与と観察

ラル・ヒストリーの手法で接近する」なかで，

は同時におこなえないという），また，「人類学

「「歴史」を生産・維持しているのは，なにも歴

者のフィールドワークとほぼ同じことをやりつ

史学者だけではないということ，むしろ僕たち

つも，しかし歴史（学）にこだわったオーラル・

誰もが，ふだんから行っているはずの歴史実践

ヒストリー調査をしました」とまとめたとおり，

（historical practice）に注目し，それを大事に

これはなにか特別な，新規の，Rohの著者に固

していこう」との姿勢をとり，それを「本書の

有の調査方法ではない。 1 つ，強烈にはっきり

大雑把な目標」としたという 7 ）。

としている点は，著者の「歴史学にこだわりを

ついで，オーラル・ヒストリー研究に 3 つ

も」つようすなのだが，それがどういうことな

の方法があるといい，第 1 はオーラル・アー

のかは，じつはこのあたりの論述からはよくわ

カイブの活用，第 2 がインタビュー形式 8 ），

からない。

そ の 第 3 の 鍵 言 葉 と し て「 歴 史 す る（doing

「メンテナンス」

history）
」があげられた。これはなにか。

たちは，日々の生活のさまざまな場面で「歴

Rohを読んでゆくと，
「僕

史している」でしょう？」と呼びかけられる。
ある時間を決めて，その時間のあいだに，準備

自説を展開するためにまず，
「歴史学者たち

した質問に答えてもらうということをなるべく

は，通常歴史を探索しますよね。searching for

しないで，むしろアボリジニの人々が暮らす村

historyですよね」と参照させ，ついで，

（コミュニティー）に滞在させていただいて，一
緒に生活していく中でかれらが具体的に行って

それに対して，僕がアボリジニの人たちから

いる歴史実践を一緒に経験していく。つまり，

学んだことっていうのは，paying attention to

コミュニティーに暮らす人々と一緒になって「歴

history 歴史に注意を向けていく，つまり，僕た

史する（doing history）」ことを心がけました。
〔中

ちが主体になって歴史を探し求めていくのでは

略─引用者による。以下同〕かれらの生活の

ない，というか，もう歴史というのはそこらじゅ

なかで生きている歴史実践にそくして歴史を一

うにあるんですよ。歴史が僕らに語りかけてく

緒に体験してゆくという方法を重視しました。

る言葉に耳を傾ける。そういう歴史実践が行わ
れていた。

─こうした方法が「フィールドワーク形式」
と示されている。
「歴史実践」
「歴史する」
「歴

といい，それをまた，「歴史を本にする」「歴史

史を一緒に体験してゆく」
「フィールドワーク

を構築し，生産する」「歴史を紡ぎ出す」「歴史

形式」は，いずれもおなじ行為を指しているの

を書いていく」
「歴史を制作していく」という「歴

だろう。著者自身が，
「僕はたぶん人類学者の

史学者」のすることと区別して，「歴史をメン

方々のフィールドワークとほとんど同じこと

テナンスする」「歴史はそこに常にあって，そ

─────────────────────────────────
7 ） 第 2 章にも「日常的実践において歴史とのかかわりをもつ諸行為，それをここでは歴史実践（historical
practice）と呼びたい」と記されている。
8 ） これについて Roh では「もっともオーソドックスな方法」と評して「今後もインタビュー形式のオーラル・
ヒストリーの方法論めいた本がたくさん出版されそうな気がするので，本書ではとくに扱いません」と断ってい
る。Roh では「社会学の分野であるが」とかぎったうえでこの方法の「既刊のすぐれた参考文献」として，谷富
夫編『ライフ・ヒストリーを学ぶ人のために』（世界思想社，1996年），中野卓，桜井厚編『ライフヒストリーの
社会学』（弘文堂，1995年），桜井厚『インタビュー社会学－ライフストーリーの聞き方』（せりか書房，2002年）
があがっている。
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れを一緒に大切にしている」
「歴史にディップ

組みを説く知である。

する」
「歴史に浸る生き方」
「歴史に取り囲まれ

歴史のひと

て暮らす生き方」といくつもの表現を用いて，

が歴史家なのか？」と問うている。これはさし

さきにふれたとおり，Rohは「誰

Rohの核となる考え方にもとづいた著者の姿勢

あたり，「僕たち歴史学者がインフォーマント

が説かれてゆく。
「歴史実践」の 変 奏 が多様

（情報提供者）の話を聞くのではなくて，むしろ，

ヴァリエイション

な表現で唱えられる。

インフォーマント自身を歴史家とみなしたら，

その具体相も複数あげられてゆく─番茶を

かれらはどんな歴史実践をしているのだろう」

すすりながらの愚痴，昔話，温泉旅行と名所旧

「僕は僕で歴史学者ですけれども，かれらはか

跡，お盆のお墓参り，大河ドラマ，コミックス

れらで歴史家である」との問いや理解につなが

などなどなど─そして，
「歴史なんて，僕ら

る。歴史が遍在するのであれば，だれもが歴史

の日常生活のあちこちに溢れかえっているんで

家になり得る，というかぎりでは理解可能な主

すよ」とうったえられる。歴史の遍在とでもい

張ではある。

うべき様相は，なにもオーストラリアのアボリ

この論点のつぎが─，

ジニの周辺にだけみられるのではなく，わたし
たちのまわりにもあることとなる。

歴史学者が，歴史を探索する主体としての歴史

ここには，そのとおり，という確かさと，一

家であることを本当に上手に括弧で括っちゃえ

方で，これでは anything-goes，no limitsだと

ば，今度は「歴史」が僕たちに語りかけてきて

いう危うさがあるとおもう 9 ）。歴史が生活の

くれるかもしれない。
〔中略〕改めて歴史を探索

場のあちこちにある，という指摘はひとまず，

する主体としての歴史学者の特権的な地位を揺

そのとおり，といえる。だが，わたしたち研究

さぶってみる。歴史表象における歴史学者中心

者にかぎらず，ひとは，そうした厖大なといっ

主義っていいますかね，そういうものを一回括

てよい歴史といい得る諸相を適宜，適当に，好

弧で括ってみる

き好きに，選んだり選ばなかったりして生きて

ファイティング・ポーズ

いるのである。歴史はそこにつねにある，だろ

との 姿

うし，ひとは歴史にとりかこまれて暮らしてい

ち─「僕が思うところの（ラディカルな）オー

る，のだろうが，そうした周囲にある歴史なる

ラル・ヒストリー研究です」と，本書 Rohの企

ものを，ひとは選択し，必要なものを抽出し，

図が開示されたのである。Rohには，しばしば，

べつにいえば，不要なものは無視し，あるいは
廃棄して，生きているはずなのだ。

勢 をとるにいたる。これがすなわ

「学術的歴史学」の語がみえる（「アカデミック
な歴史学者」
「学術的歴史実践」の用語もある）。

maintenanceを整備，維持，管理，保守，点

「ラディカル・オーラル・ヒストリー」とは，

検といいかえてみると，ひとは，みずからにか

非（ないし反）「学術的歴史学」の謂である10）。

かわる歴史をめぐってそうした保守，点検，整

じつはわたしは，大島でのフィールドワーク

備などのあつかいをする対象と，その必要がな

において，不遜にもわたしこそがここの歴史を

いそれとを選り分けているのである。歴史学と

書くのだとの傲慢な看板を掲げていたことがあ

は，わたしの考えでは─わたしがこれまで学

る。といっても，そうした標榜はわたしの気

んできたことがらをふまえていうと─その仕

持ちのなかだけでではあるが。もう 1 回，「と

─────────────────────────────────
9 ） 著者が第 1 章「 4 僕たちの歴史実践」に仕掛けた「質問者 2（実証主義歴史学者 B）」は「歴史学が史実性を
無視してしまったら，なんでもありになってしまうのではないですかね。誰もが好き勝手に自分の都合のよい歴
史を捏造する。私は歴史学者として，そんなことを到底認めるわけにはいきませんな」と異議を唱える。この点
とわたしの感じた危うさは異なる。詳述しないが本書と本稿を読めばそれは明白。

ラディカル・ヒストリ・アワァ ─療養所がある島を過ごす─（阿部安成）
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いっても」，をつけると，大島の霊交会教会堂

ない。彼を（おそらく彼女ではない）歴史家や

図書室で，ひとり蔵書目録をつくっているとき

歴史研究者と呼ぶかどうかはともかく，過去や

は，わたしこそが，ここでの，歴史学研究者な

歴史といったものは，専門家や職歴（職革にな

のだとのはっきりとした自覚をもっていた。お

ぞらえてみた。著者も「職業的歴史家」との用

よそ2000冊の蔵書は，いまでは，島のひとたち

語を使用）の専有物ではない。あたりまえのこ

からも霊交会信徒からもほとんど利用されずに

とだ。

忘れられ，また，これまでここを訪れた研究者

最 高難度

もジャーナリストもボランティアも，蔵書のい

いう問いは，なにを議論するために提示された

く冊かを手にとったり，必要な記述を書き写し

のだろうか。この設問のすぐあとに，「そうす

たり写真撮影したりしたかもしれないが，だれ

ると，何が歴史なのかっていうことがあらため

ひとりとして蔵書の目録をつくりはしなかった，

て問題になっちゃうんですよ」と記してある。

だから，わたしが目録もつくれる歴史学研究者

そうなるとこれは，だれが歴史家か，歴史とは

なのだとの自負があった。

なにか，という歴史という知の始まりにかかわ

ウ ル ト ラ G

では，
「誰が歴史家なのか？」と

そうしたひとりよがりの傲岸さはかんたんに

るような（だがそれはどうにも容易には解きよ

崩された。さきにも書いたとおり，霊交会に手

うのない）根元の疑問が示されたにすぎないの

書きの図書台帳があったのだ。あるとき作業中

か。ここにあらためて，第 1 章の表題をみるこ

に霊交会代表からその簿冊をわたされ，これに

ととなる─それは，「ケネディ大統領はアボ

は驚いた。細かくみていないので，どの時点で

リジニに出会ったか」だった。

の台帳なのか，わたしのつくった蔵書目録との

著者はアボリジニへの聞き取りで，「アメリ

異同がどうなのかをまだ確認していない。わた

カのケネディ大統領が，グリンジ・カントリー

しの作業に先行して，当事者によって，蔵書目

に来たっていうんですよ」という，彼らにとっ

録がつくられていたのである。また，わたしの

ての過去を知った。しかし，
「僕たち歴史学者は，

作業中にあらためてでてきた，霊交会の機関紙

ケネディ大統領がグリンジ・カントリーを訪問

である『霊交』も，大島の自治組織の逐次刊行

したこともなければ，二〇世紀も後半になって

物である『報知大島』も，どちらもていねいに

米国がイギリス相手に戦争したことなんかない

紐や繃帯（！）で綴じられたり括られたりして

と「知っている」
」のだ。アボリジニには「か

保管されていて，後者にはしかも「石本」の印

れらの歴史の文脈がある」
，わたしたちは「そ

影のいわゆる三文判が押されていた。整理者，

れを「知ってしまった」
」
，それでは，
「こうし

保管者の痕跡である。

たグリンジの歴史分析を受け入れるかどうか」

サイン

いまとなってはもう，台帳記載者や機関紙整

という，「応答責任（responsibility）」が問われ

理者の歴史意識を，もっとかんたんにいえば，

ていると著者はとらえたのである。Rohには，

歴史に寄せる気持ちを知る術はない。当時とし

こう記されている。

ては，過去の記録をつくるというよりは，現在
のようすを記し，整え，残すことで，過去から

史実性という呪縛から完全に解放された歴史学

現在につづくつながりを継いで，それをさらに

の方法をまじめに模索する必要があるのかもし

未来へと送ろうとする気持ちだったのかもしれ

れない……。

─────────────────────────────────
10） 本書第 1 章の「質問者 1（実証主義歴史学者 A）」への返答で著者は，
「学術的歴史学」に馴染んだ「アカデミッ
クな歴史学者」による「素朴実証史学」を完全に否定してはいないこととなる。そこで反の語を（ ）にいれた
= 括弧で括った。だが論点は「学術的歴史学」の少なくとも緩和ないし解消にあるはずではないか。
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─ただし著者は，
その記述のすぐまえに，
「
「事

くのべた理由は，歴史の記し方の分岐がここに

実とは何か」っていう問いをちゃんと考えな

あるような気がしたからである。1 つの方向は，

きゃいけないんでしょうが，それだけで話が先

たとえば，オーストラリア・アボリジニの歴史

に進めなくなると嫌なので，とりあえず，こう

という型の歴史記述で，「世界の歴史」や「民

言っておきます」との留保をつけていた。

族の歴史」などと題されたシリーズの 1 巻にふ

これまでは，歴史を記すということは，
「学

さわしい，従来の，といってよい歴史の記し方

術的歴史学」の訓練をうけ，
その技術を修得し，

である。もう 1 つの方向は，オーストラリアの，

その職業界を闊歩する「アカデミックな歴史学

アボリジニの，歴史を記そうとするときに，そ

者」にだけ，ほぼ，許された専門技能だった。

の記し方やそれを記すものの思考法や立場や観

その特権性をいったん棚上げしようとの勧めに

点などと関連させながら，対象とする歴史の記

読める。

し方の考察もふくめた歴史の記し方となる。

ではどうするか。それが，
「ギャップごしの

Rohは，後者の型を選択した。そうした試み

コミュニケーションは可能なはずだって思う

の成否が問われる。ここでのべておくと，Roh

んですよ」との提案である。べつにいうと，

はその試みを充分な果実として提示していない

「排除でも包摂でもない歴史叙述やエスノグラ

とわたしは読んだ。そのかぎりで本書は，未完

フィーの方法はあるんだろうかっていう問い」

の，未決着の，いや，しかしそういってしまう

であり，「そこの問題を粘り強く考えていく」

と正当な完成や確実な決着があって当然とみと

との姿勢である。ここにいう「排除」や「包摂」

おすこととなるので，ひとまず，着手されたば

とはなにか。それは，たとえば，ケネディ大統

かりの投機なのである，ととらえておこう。

領がグリンジに来た，
というアボリジニの知を，

投機の中身

あらためて問おう ─ Rohは

「史実性の呪縛から解放されない」
「歴史学者」

読者になにをみせようというのか。第 1 章の「 6

は排除する，それを指し，一方で，
「記憶論」

もうひとつの経験主義」の末尾に，（これは第

や「神話論」にみられるという，それを排除し

1 章の掉尾ともなる），

たり否定したりせずに「包摂」する =「掬いあ
げる」が，しかし当事者の「経験を無毒化して

オーラル・ヒストリーという方法が，たんに今

しまう」
「巧妙な排除」をいっている。

まであった歴史学に新しいメソッドが増えたと

では，どのような歴史の記し方になるのか。

か，史料の量が増えたとかいう話に終わるんじゃ

わたしには Rohを読んでも，それがわからな

なくって，むしろ「歴史とは何か」っていう問

かった。ここであらかじめのべてしまうと，

題を，もう一回根源的に問いなおせるような，

Rohは，それを「粘り強く考えていく」という

そういうものとしてオーラル・ヒストリーを練

姿勢を提示する書なのだとおもう。
「ギャップ

りあげることができるとしたら，こんな面白い

ごしのコミュニケーション」というなすべき課

ことはないって思っています。

題の遂行は，もちろん，
「可能なはずだって思
う」ことはできなくはない。
「そこの問題を粘

とのいわば宣言がみえる。さきにわたしは本書

り強く考えていく」と掲げることも，当然のこ

について，歴史の始まりにかかわるような根元

と，できる。だが，そうした姿勢をみせる（に

の疑問が示された，と書いた。これは著者自身

とどまる）本書は歴史記述なのだろうか。

にも自覚のあったところで，やはり本書は，歴

いや，ていねいに書くならば─だが，本書

史の知り方や記し方の 1 つとしての既存の歴史

は，従来の意味での歴史記述なのだろうか，と

学を，その「根源」（根 元 ）において練りなお

したほうがよかったかもしれない。まわりくど

そうとする問いの著述なのである。その意味で，

ね もと

ラディカル・ヒストリ・アワァ ─療養所がある島を過ごす─（阿部安成）

またそのかぎりで，
本書は
「ラディカル」
なのだ。
著者がこうした問いを掲げるにいたったきっ

─ 44 ─

にふれた（本稿脚注 9 ）「質問者 2 」への応答
のくだりで，

かけはなにか？─それは第 1 章 5 の節題にあ
る「ジミー・マンガヤリとの出会い」
なのだろう。

グリンジの人々は，過去のできごとや経験を現
在に語りなおし，再現しなおし，それを倫理的，

僕はといえば，ジミーじいさんのオーストラリ

政治的，霊的，思想的にさまざまな分析をくわえ，

ア植民地史分析のユニークさと精緻さに衝撃を

歴史から何かを学び，
何かを伝えようとしている，

受け，彼を情報提供者としての「インフォーマ

という意味で歴史家なんです。

ント」というよりは，そこから政治思想や歴史
分析を学ぶべき，ひとりの「歴史家」であると

とのべている。「ジミー・マンガヤリという一

理解するようになりました。

人の傑出した歴史家の歴史分析を紹介する」と
も評してもいる。またべつな箇所では，
「ダグ

というわけだ。それは，
「自分だけが「現地の

ラグ村には，現在あるたくさんのアボリジニ・

人々」と特別に良好な関係を構築したなんて，

コミュニティーとは多少異なった設立の経緯が

思っていないんですよ」
「フィールドワークを

ある点，さらに言うと，そのことに，グリンジ

行う研究者であれば，多くの方が経験したはず

の人々が現在でも強いプライドを持っている」

のいくつかの深い出会い，
実現したラポール
（信

とも説明されている。

頼関係）の現実的ありよう」なのだとも説明さ

Rohが提示する論点の 1 つが，
「歴史学者と

れる「出会い」と「経験」で，
これが著者に，
「超

してのエージェンシーを相対化してみる」とい

自然的現象を信じてはいけない，という近代主

うことにある。そうであるならば，さらに，
「イ

義の，アカデミズムの，世俗主義の要請が，実

ンフォーマント」として，「歴史家」としての

際に現地で経験・実感した（はずの）
「ほんと

ジミーじいさんを「相対化」する手続きはどう

うらしさ」を無理やり否認してはいないでしょ

確保されるのだろうか。

うか」と気づかせた，との自覚をみせる。
ここにいう「ほんとうらしさ」とは，
「素朴

「グリンジ・カントリーには，職業的歴史家
はいませんでした。ですから，ジミーじいさん

実証史学のなかでは，こんな歴史は，まあ排除

をはじめ，僕が本書であつかう歴史家たちは，

されるわけです」と指摘される「ケネディ大

歴史語りを専門の生業とする人々ではない」と

統領がアボリジニの村に来たっていう歴史」

の断りがあり，「ジミーじいさんの歴史分析が，

「大蛇が洪水で牧場を流したっていう歴史」と

グリンジ社会全体を代表するわけではありませ

もかかわる。いうなれば，土地に馴染んだ歴

ん」との留保も示す。だが，ジミーじいさんは

史，それをわ（れら）がこととして保持するひ

というと，「実際，僕に一言も口を聞こうとし

とたちにどのようにむきあうのかと，著者は問

なかったアボリジニの長老だっていました」と

う─「本書において，僕は，ジミーじいさん

紹介された，無愛想な，あるいは無関心なその

をはじめとするグリンジの歴史家たちの歴史分

長老とは，はっきりと異なる（はずだ）。歴史

析を，どうしたらリアルに引き受けることがで

に関心を寄せないもの，過去から現在への時間

きるのかについて，さまざまな検討をしたいと

を重視しないもの，過去をあまり必要としない

思っています」
。

ものがいることを想定することは，そうおかし

では，ここにいう人びと，たとえばジミーじ

なことではない。そうしたものたちとくらべる

いさんとはだれか？，あるいは彼らはどういう

と，ジミー・マンガヤリもグリンジの人びとも，

「歴史家」なのか？─これについては，さき

いくらか，あるいはおおいに，ふつーとは異なっ
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叙述を「普遍化」しようとしてきた」という作

Rohは，自分が選びとった対象を，偶然が介

業は，「どこの誰がいつ検証しても，「実際そう

在したにせよ，その選択によってあらわれてし

だった」といえそうな歴史の叙述をめざ」すこ

まうなにかに対しての注意が弱かったり薄かっ

となのか？。この任意のものによる再検証可能

たりするようにおもう。既存の歴史学や歴史学

性ということはあくまで手続きなのであって，

者の再考ないし批判は明瞭だ─「修正主義者

それを経てどういう歴史像を描くかは個々の学

たちに限らないですが，これまで多くの歴史学

者や研究者によって違うはずだとおもう。ここ

者たちは，原則的に自分の歴史叙述を「普遍

に想定されている「普遍化」というのは，たと

化」しようとしてきたと，思うんですね。つま

えば世界史の基本法則だとか人類に普遍の精神

り，どこの誰がいつ検証しても，
「実際そうだっ

とか人間の本質とか国民のアイデンティティや

た」といえそうな歴史の叙述をめざしています

民族の誇りというところを説こうとしてきたひ

よね」というぐあいだ。これに対して Rohの著

とたちの歴史の記し方や歴史への姿勢といった

者は，

ものではないか。
経験と truthfulness

文章を切り貼りした批

僕は，グリンジの語る歴史をそういう意味で普

判だといわれかねないとの覚悟を自覚したうえ

遍化する意図はないんです。そうではなくて，

でいえば，著者自身が「僕はいつも，いろんな

歴史時空の多元性，個別性，瞬間性，地方性を

言葉を使い回して試しているんですけれども」

見出すためにこそ，グリンジの歴史を真摯に受

と記しているとおり，本書にはあれこれの術語

け止めるべきだと主張しているんです。

や用語が散りばめられている（正しくは，鏤め
られている）。本書の対抗姿勢はよくわかった。

という。ここで急ぎ疑念を示しておくと，たと

では，くりかえし引用すれば，「ジミーじいさ

えば，歴史教科書を執筆する能力と立場にめぐ

んをはじめとするグリンジの歴史家たちの歴史

まれた歴史学者や，なにかしらの野望を抱いて

分析を，どうしたらリアルに引き受けることが

いたり強い使命感を自覚していたりする野心家

できるのか」
「アボリジニの人たちの歴史分析を，

にとっては，自分が記す，または納得できたり

真摯に共有できる言葉がいったいあるんだろう

好んだりする歴史を「普遍化」しようとする欲

か」
「ケネディ大統領がグリンジの長老に出会っ

求があるかもしれない。そうではない歴史記述

たという歴史を真剣に考える歴史学」と記しは

者は，少し史料を読めば，歴史がいくつもあっ

するものの，本書の姿勢，あるいは課題に即し

て，しかもそれぞれに固有であると，いくらか

ていったい，それはどういった歴史の記し方や

賢しらな頭で，知る。歴史に関心を寄せるもの

記された歴史となるのだろうか─ケネディと

が，歴史の多元性，個別性，地方性に気づくこ

アボリジニの邂逅という知を「メタファーに還

ともそうむつかしくはない。わたし（たち）と，

元してしまっては〔中略〕これこそが，アボリ

彼（ら）や彼女（たち）とで，両者にかかわる過

ジニの信念体系の一方的で暴力的な領有です」

去の理解の仕方に違いがあることなどしばしば

とまで論断するのだから（さきにみた，尊重と

だから。普遍化というふるまいや，他方で，多

いう包摂は巧妙な排除だという議論もおなじ），

元性等々を唱えることは，歴史の利用や活用な

それではどうするのかと詰め寄りたくなるのが

のであって，過去のとらえ方にある本質ではな

筋というものだ。

い。

「僕は，ひとつのキーワードとして，経験

ここで少しだけ細かな点を議論しよう。これ

（experience）という語を使っています」─第

まで多くの歴史学者が泥んできた「自分の歴史

1 章を読んだかぎりでは，著者みずからが掲げ

ラディカル・ヒストリ・アワァ ─療養所がある島を過ごす─（阿部安成）
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た問いへの応答は，これしかみつからなかっ

かで初めて立ち上がってくる」と説明されても，

た。
「歴史学はもう一度経験に戻らなくてはい

いささか，あるいはおおいに困ってしまう。歴

けない─これは，僕のポストモダン史学批判

史とは，過去をめぐって自己と他者との関係の

です」
「やっぱり歴史学って経験の学なんじゃ

なかで造形される知なのだから，それはとても

ないかと僕は思っています。経験に真摯であ

当たりまえのことにすぎる。

るような歴史学」
「真摯っていう言葉で，僕は

「要するに」と語り始められる結語のような

今，faithful（誠実な）という意味と truthful（本

ところで，「「真実」という言葉に「誠実」って

当の）という意味を合わせて使っています」
「歴

いう意味が重なるわけです」と表明される姿勢

史経験に真摯であるような研究方法を考えてい

は，やはり，問いのポーズであって，それこそ

くべきなのではないか」
「歴史経験への真摯さ

が Rohの（少なくとも第 1 章においては）基本

（experiential historical truthfulness）とはつま

姿勢なのである。問いの書である Rohというこ

り，ケネディ大統領がグリンジの長老に出会っ

とだ。

たという歴史を真剣に考える歴史学のことで

歴史実践の手続き

す」と「真摯」の語をくりかえし使って示され

くと，つぎは Roh 第 2 章「歴史をメンテナン

る姿勢がそれである。

スする─歴史する身体と場所」となる。節の

さて，順序よく読んでゆ

ここでまた，急ぎ疑念を示しておくと，著者

題目をあげよう─「 1 歴史実践とは何か」

自身も「ジミー・マンガヤリという歴史家の植

「 2 歴史する身体と世界の歴史」「 3 移動の知

民地史分析」ととらえてみせているとおり，ア

識学」「 4 グリンジ社会の時間性」「 5 グリン

ボリジニの経験を，歴史学者であるという著者

ジ・カントリーの歴史実践」。

が，
植民地という歴史において理解
（しようと）

すでにみたとおり，「歴史実践」も「歴史を

しているのではないか。これはアボリジニの

メンテナンスする」も「歴史する」も同義とみ

語ったことをメタファーやレトリックととらえ

てよい。まずくりかえし引用すると，「日常的

る処理となにが，どれだけ違うのか。わたしに

実践において歴史とのかかわりをもつ諸行為，

はおなじにみえる。これは聖書をなにかの教え

それをここでは歴史実践（historical practice）

としてうけとめてもいけない，そこに記されて

と呼ぶ」ということだし，もう 2 つあらたに引

いる世界の始まりをそのままに，信じよ，でも

用すると，「歴史実践は，歴史学者におよそ限

いけないはずで，
そのままにありのままにせよ，

定された活動である歴史研究や，学校の授業な

としかいえない徹底した原理のままの読み方を

どよりもはるかに多様な，人々が歴史に触れる

もとめていることとおなじに感じる（ここで聖

広範な諸行為をさす術語である」
「歴史実践の

書を持ちだすのは唐突かもしれないが，大島に

様式は多様である」
。著者自身がいうとおり，

調査にいったとき霊交荘でしばしば聖書を手に

また第 2 章冒頭で著者自身がこまごまとその具

する。著者自身も Roh 第 2 章で「旧約聖書を

体例をあげたところにみえるとおり，著者のい

読むことも歴史実践である」と聖書にふれてい

う「歴史実践」は「広範な諸行為をさす術語」

る）。

であるだけに，これを軸とする論述はあまりに

なお，truthfulは「テッサ・モーリス =スズ
キから借用」とのこと。
「経験っていうのが，個人の人生の結果であ
ると考えられている限り，やはりまずいんじゃ

茫漠としてしまうはずだとおもう。著者の調査
もフィールドワークも観察も論述も，もっと限
定されているはずなのだ。
この第 2 章では，「グリンジ・カントリーで

ないか。個人主義リベラリズムの問題ですね。

行われていた歴史実践のありよう」をとりあげ

経験というのはやはり自己と他者の関係性のな

ると提示する。ついで，「もちろん」という，
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これはどういう意味での使用なのか明瞭ではな

その論点を提示し，ついで第 2 章で，その具体

いのだが，さきに「歴史実践の諸様式は，時代

相をのべるという展開を Rohはとっている。著

や地域，階級やジェンダー，信仰や趣味などに

者は第 1 章で，
「グリンジの歴史分析を受け入

よって多様でありうるだろう」と示してあった

れるかどうか」「ハイブリッド化を「かれらの

のだから，
そのすべてをとりあげるのではない，

実践」の問題ではなく，「われわれ研究者の実

というために前置きした副詞なのだろうか。

践」の課題として受け入れるかどうかです。歴
史の多元化を本気で推進するつもりがあるかど

もちろん，ここで報告するのは，筆者がそこ〔グ

うかです」との指針を掲げていた。そのとき，

リンジ・カントリー〕に滞在していた限定した

他者の経験を「尊重」するという態度もまずい

時期に，限定した人々と，限定した場所で共有

と退けられていたのだ。

0

0

された 歴史実践である。〔傍点は引用者による。
0

0

0

以下同〕

そうした課題が設定されていた第 1 章を経て，
グリンジ・カントリーにおける「歴史実践」の
具体相を論述する第 2 章の冒頭で，
「歴史実践」

というわけだ。 3 度も「限定した」という語が

を共有したのだ，とそれがすでに完了済みのこ

使われているのだから，さきにあげられていた

ととしてかたづけられたり，提示された「歴史

見通しのとおりということだ。ついで，

実践」が一般性をもつかどうかの判断が読者に
ゆだねられてしまったり，また現場の「歴史実

私は，自分が経験したグリンジ・カントリーに

践」をここでは翻訳し解釈したのだ，とあっけ

おける歴史実践のありようから，過去のできご

らかんと（わたしにはそうみえてしまった）披

とが現在にもたらされる手続きの，そのひとつ

露されてしまったりしたのでは，すくなくとも

のありようを示したいと思う。その一方で，こ
こで紹介するグリンジ・カントリーにおける歴
史実践の様式が，どの程度の一般性をもちうる
0

0

0

0

0

0

0

0

（べき）かについては，読者の判断にまかせたい
0

0

00

0

ように感じている。ローカルであることの意義
を強調しつつ，ローカルであることの越境性に
も関心をもつゆえんである。

といい，さらに「もう一点」をくわえる。

わたしという読者は困惑してしまう。これでは，
「歴史実践」という経験の手続きが，曖昧，未完，
不備，だとおもう。
もういちど，手続きを

Rohでは「学術的歴

史実践」という用語もあるので，「歴史実践」
それ自体は，なにもこの著者に固有の方法や概
念ではない
（言葉としては新規かもしれないが）
。
ここに著者自身が「キーワード」だという「経
験」の語を引きあわせてみると，「歴史実践」

私は，グリンジの長老たちが私に教えてくれた

とは，あるひと（びと）が（他者とかかわりのあ

歴史実践のありようを，かれらが私に示してく

る）自分（たち）の過去の経験の仕方やそのあら

れたように，そのままここに再現することはで

わし方であり，また，そのようすを調査し，観

きない。〔中略〕グリンジの長老たちは歴史書を
書かない。あなたは，不可避的に保苅が書いた日
本語の本を読んでいるのである。この避けがた
い翻訳と解釈の作業。〔中略〕つまり，避けがた
0

0

0

0

0

0

0

0

い翻訳と解釈の作業は，グリンジ・カントリー
内であっても，歴史の条件である。

察し，それをさらにあらわしたり，あるいはも
ういちどあらわし直したりする経験の謂であ
る。
あるひと（びと）の経験を，わたし（たち）が
また経験するのだから，それを共有というもい
うまいもそれぞれに勝手ではあるが，これを，
共有した，であれ，共有された，であれ，そう

─第 1 章で「歴史実践」という術語を説き，

いい切ってしまうところには，ある力，ある作
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用，ある横領が発現するのであり，それを政治

解したまとめの論述なのである。だから，「情

というも，あるいは，それをこそ歴史というも

報システム」「知識体系」「世界観」の用語が使

可能なのだとおもう。そこには，
わたし
（たち）

えるのだ。

の共有と，あるひと（びと）との共有がそれぞ

ある時代や社会に，固有の「世界観」をみつ

れにあらわれているはずなのである。
その検証，

けること，つかみだすことは，歴史学であれ人

吟味，思索はどうするのか。

類学であれ，
ごくふつーの作業である。
もちろん，

また，「一般化」というとき，なにを想定し

それとの対照によって，自分（たち）が馴染ん

ていたのだろうか。なにが，どうなったと判定

だ「世界観」や，自分（たち）には当たりまえだっ

されたときに，この「一般化」が議論できるの

たり固有だと自負していたりした「世界観」を

だろうか。これは第 1 章で著者が避けていた，

再考するかどうかは，べつのことではあるが。

「普遍化」とは違うのか。わたしには，ここで
の議論がよくわからなかった。
さらに，「翻訳と解釈」というとき，そうし

「だから」という前置きがあってのべられる，
「歴史実践は，感じることであり，知ることで
あり，教わることであり，思い出すことであり，

た用語を使うかどうかはべつとして，フィール

演じることである」との感慨も，けしてこの著

ドにあったなにかしらの現象や事態を，そこで

者にだけ許された，著者のみがみつけ得たとこ

のワーカー（worker）がそのままに提示するの

ろではないはずだ。研究者であれそうでないも

ではないこと，提示できないことは，とても当

のであれ，史料を読んだりフィールドワークを

たりまえのことではないのか。
「翻訳と解釈」

したりするなかで，そう感じたものは確実にい

の用語にかえて，理解，といってみれば，それ

る。それを論文に明記するかどうかの違いでは

はよくわかるようすではないだろうか。わたし

ないか。またさきの引用のすぐあとで，
「歴史は，

たちは，フィールドで調査したり観察したりし

生きられる経験なのである」とみるとき，この

たその現象や事態を，わたしたちによるなにか

観点や論点が，歴史をめぐる研究史という歴史

しらの理解として表現したり提示したりしてい

のなかで，どう実践されたのかを説いたほうが

るはずなのだ。Roh 第 2 章では著者自身が，
「私

よかった。

の理解では，移動と知識の関係についての考察

植民地史分析

は，グリンジ・カントリーにおける歴史実践の

について」は，後注で，Deborah Bird Roseの

ありようを理解するうえで決定的に重要であ

稿を「ローズ氏の許可を取り，ここでは，ロー

る」
と記している。
意図してのことなのかどうか，

ズの分析は掲載せず，ローズが記録したホブル

ここで「理解」の語を 2 度使っているところに，

ス・ダナイヤリの独白のみを収録した。私〔Roh

第 3 章「キャプテン・クック

「歴史実践」が，ある理解であること，なにか

著者〕自身は，対話型の聞き取り調査を重視し

しらの理解のあらわれであること，が明瞭にあ

たため，このような独白型の記録を録ったこと

らわれている。

はないが，これも重要な実践的記述形式である

Rohでの議論が，歴史をめぐる専門性，もっ

と考え，本書に再録する」と説明された，「ホ

といって特権性，べつにいいかえると奥儀や相

ブルス・ダナイヤリの植民地史分析」との副題

伝を避けようとしているようすはよくわかる。

がついた章である。

だが，そのための手立ては，とりたててめずら

ローズによって記録され，著者によって訳さ

しくはない，むしろ歴史研究としても当たりま

れて Rohに収録されたホブルス・ダナイヤリ

えの作業だとおもう。第 2 章は，
「身体」
「移動」

の「独白」に「植民地」の語も「植民地史」と

「時間性」という観点または概念で，著者がグ

いう術語も登場しない。フィールドワークをと

リンジ・カントリーにおける「歴史実践」を理

おした記録が，「植民地史分析」と翻訳，解釈，
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理解されたのである。くりかえせば，
ホブルス・

部から認識」とは，あくまで，アボリジニでは

ダナイヤリの「独白」を「植民地史分析」とと

ない学者が「内部」「から」「認識」したと示さ

らえたのは，ローズか本書著者であるはずだ。

れるなにかなのである。
0

0

0

第4章
「植民地主義の場所的倫理学─ジミー・

「グリンジの人々は，植民者であるヨーロッ

マンガヤリの植民地史分析」も同様。
「アボリ

パ人とかれらの法の，歴史的・存在論的起源

ジニの人々の倫理地理学にそくして回答を探求

の発見に成功したのである」
「グリンジの歴史

することが何より大切なの」だ，というが，ジ

家たちによるヨーロッパ史分析には，植民地的

ミー・マンガヤリは，図 4 - 1 に示されたとお

過去におけるかれら自身の経験も反映されてい

り「三本のドリーミングの道 跡」を記しただ

る」「「アボリジニ」が入植者たちの思想と実践

けなのだ。いやもっと厳密にいえば，
「彼はま

の構築物であったのと同じように，「白人」も

た，砂上に三本の線を西から東に引く」ととも

グリンジの思想と実践の構築物であった。これ

に，それになにかしらの説明をくわえただけな

らのアイデンティティは，オーストラリア植民

のだ。「ジミーじいさんの教えを理解」したの

地主義の二重の産物なのである」という学者の

は当然のこと，それを聞き，Rohに記した著者

分析も，「ドリーミングの宇宙観」や「アボリ

だし，それを「教え」と「理解」した学者が彼

ジニの世界観」をとらえてみせるふるまいとお

なのだ─「この倫理的かつ地理的な砂絵の技

なじである。

トラツク

法によって，オーストラリア植民地主義の歴史

こ の こ と に Rohの 著 者 は 自 覚 が あ っ た

分析がなされた」と「まとめ」たのも彼。この

か─「その〔探究の〕過程が，かぎりなく人

引用にある「倫理的」
「地理的」
「砂絵」
「技法」

類学的解釈学になりかねないことを懸念しなが

「オーストラリア植民地主義」
「歴史分析」も彼

らではあるが」との 1 文があるので，
「懸念」

の術語。
さらに，
「ジミーじいさんの分析が，
ロー

があった気配はある。それを詳述するところに

カルな視座に立ちながらも，いかに正確で洞察

「ラディカル」な姿勢があらわれたはずなのだ

力をもっているかがわかるだろう」
（下線は引

が。Rohにいう「ラディカル」とは，どうも，
「ア

用者による。以下同）という評価をおこなった

カデミックな歴史学者はいまや，あらたな方法

学者も彼。

論的問題に直面しているのではなかろうか。そ

第 1 章と第 2 章がなければ，第 3 章と第 4 章

れは，アボリジニの過去にたいして，西洋近代

は，聞き取りというフィールドワークをふまえ

的概念としての「歴史」
（のみ）を適用させる

た，よくできたオーストラリア植民地史誌と読

根拠は何か，というより根源的な問いである。

めた。いいかえれば，第 1 章，第 2 章と，第 3

実際，少なくともアボリジニ史学のあいだでは，

章，第 4 章とのあいだに，思索とその論述のう

アボリジニの過去に関する歴史分析の妥当性に

えでおおきな溝があるとわたしは読んだ。

たいしてさまざまな疑問が提出されている。そ

第 5 章「ジャッキー・バンダマラ─白人の起

して，サバルタン研究といった国際的・学際的

源を検討する」では，よりいっそう解釈学が展

場でもそれは同様ではなかろうか」というくら

開するとみえる。
「アボリジニのオーラル・ヒ

いなのである。

ストリーは，単に「学術的な歴史実践」を補完

リアリティ

する史料として用いられるべきではなく，アボ

トリー─ピーター・リード著『幽霊の大地』よ

リジニの歴史実践の内部から認識される必要が

り」は，章の副題にあらわれているとおり，こ

ある」という主張も，ひとまず当たりまえとう

れは Rohの著者ではないものが執筆した稿で，

けたうえで，そこにいう「内部から」が詳述さ

なぜこれがここにおかれたのか，Rohを読んで

れなくてはならないはずだった。
そしてその
「内

もよくわからない。章題につけられた後注をみ

第 6 章「ミノのオーラル・ヒス
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ても，出典の書誌情報とその著者についての紹

かな解釈だと思われていた，ただ一つのリアリ

介があるだけで，Roh 著者以外の文章をここに

ティや世界理解と共存することが可能であるよ

おくことで，Rohがどう読めるのか，どう読む

うだ」，そしてそのためには，「ローカリティが

こととなるのかは明らかにされていない。
ただ，

重要だ」というのである。この章は，「ローカ

1 点，「リアリティ」という論点の提示があっ

リティ」が賞揚されて終わる─「身体的，感

たことが重要だとおもう。本文わずか14頁だけ

情的，霊的に親しみをもったローカリティは，

の章に，
「リアリティ」の語が14回も使われ，
「リ

迫りくるグローバルな画一化と瓦解しつつある

アル」の語の使用も 2 回みえ，
「実在」の語は

国民国家という二つの極とは異なるオルターナ

1 頁の紙面に 7 回も一気に登場する。これらの

ティブなのである」。

語は，あだやおろそかに記されたわけではない

複数，共存

はずだ（Roh 著者によるのか，ピーター・リー

にはよくわからなかった，Rohにおけるこの第

ドによるのかは不明）
。これは，なにを意味す

6 章の位置づけは，あえてそれをいうと，ピー

るのか，あるいは，なにを考えることとなるの

ター・リードの記述を借用して，自己の議論の

か。

確からしさを示しているとみえてしまう。リー

0

0

0

0

0

0

さきにも書いたとおり，わたし

この章はどうもひとまずは，ピーター・リー

ドは，「オーストラリア国立大学教授，オース

ドによる Roh 著者の紹介となっている。リー

トラリアを代表するオーラル・ヒストリアンで

ドは Roh 著者がオーストラリアのグリンジの

ある」，「その〔「アボリジニ親子強制隔離政策

人びとに会いにいって数日したところで，
「霊

の被害者たちの」〕本格的なオーラル・ヒスト

性（スピリチュアリティ）に向きあわなければ，

リー調査をおこなった歴史学者でもある」とい

かれらの歴史を書くことはできない」
（原文に

うのだ。

ある傍点を引用にあたって略した）という「人

リードが価値をおく「ローカリティ」とは，

類学のあるテキストが彼に教えていたことを理

さきにわたしが書いた文言をくりかえせばそれ

解しはじめた」と伝える。
「霊的に生まれ変わ

は，土地に馴染んだ歴史，ということなのだろ

る（spiritually transformed）
」との表現もみえ

う。それは，たとえば，調査研究がおこなわれ

る。調査地で暮らしながら調査をつづけるなか

るオーストラリアの調査地に住んではいない調

で，
「ローカルな場所の力は，ミノ〔Roh 著者〕

査者にとって「オルターナティブ」なのだと評

のリアリティの知覚をゆがめはじめた」
という。

価されなければ意味を持たないなにかではな

この章で「リアリティ」の語が用いられた箇所

いはずだ。Rohに籠められた文脈はそうではな

はこの引用部分に始まる。調査地で
「
〔調査者〕

かったのか。ここでまた，さきにわたしが書い

自身の理解力を超える何かを，かれら〔調査さ

た疑義をくりかえすと，
「ジミーじいさんのオー

れるものたち〕が見たり経験したりしていたと

ストラリア植民地史分析」と Rohの著者はいう

確信する」ようになるようすや，
「神秘」とい

のだが，ジミーじいさんは「オーストラリア植

いあらわされる「ことを学んでいく（absorb）
」

民地史分析」をおこなったのだろうか。そうで

といった変化もあわせて示される。ちょっとみ

はないはずだ。

ると，この章では，フィールドワークをふまえ

オーストラリアの調査地をめぐる「ローカリ

た反「西洋的経験主義」が提唱され，
「非西洋

ティ」を「オルターナティブ」としたり，ジミー

的な思考」が推奨されているようである。

じいさんの所為を「オーストラリア植民地史分

だが，そう単純ではない。ピーター・リード
はこう記した─「異なるリアリティの数々，
異なる世界理解の諸様式は，これまでは唯一確

析」としたりする評価や意味づけは，「一方的
で暴力的な領有」とどこが違うのだろう。
だから─ここでリードのいう「異なるリア
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リティの数々，異なる世界理解の諸様式は，こ

き，気持ち悪いほどに鮮明に映像が浮かんだ夢

れまでは唯一確かな解釈だと思われていた，た

だった。

だ一つのリアリティや世界理解と共存すること

わたしの勤務する大学のキャンパスまえに，

が可能であるようだ」との推断が必要となった

そうした坂はない。夢をみたあと寝覚めの朝の

のか。
だが，
ここにいうのは，
「西洋的経験主義」

ニュースで，そうした船の沈没は報道されな

「西洋的な思考」と，
「ローカリティ」や「非西

かった。だからといって，わたしのみた夢がまっ

洋的な思考」との「共存」なのか，
「ただ一つの」

たくの絵空事だと，だれが，なぜ，いえるのだ

という，過去のものではあれ，ともかくも優位

ろう─といってしまっては，わたしの頭がお

性をあたえられたそれはなにか，
「数々」とい

かしいのだろうか。わたしが大学に勤めている

うとき，いったいその数はいくつまで想定でき

こと，ときどきは大島にゆくこと，大島にゆ

るのか，いずれもわたしにはよくわからなかっ

くには船に乗らなくてはならないこと，という

た。わたしの貧しい英語力から単語を引きだし

実在のことがらがこの夢には確かにあった。し

ても，
Rohの主張は，
localityや vernacularをヨー

かもその夢は，なかなかまとまらない大島での

ロッパなるものに対置するということではない

フィールドワークの論考を考えあぐねて寝たと

はずだ。それでは単純な二分法にすぎないのだ

きにみたのだった。では，せめて，実在のこと

から。

がらをふまえた夢は，なにをあらわしているの

心 性

第 6 章はともかくも，さきに引用し

か，と問うこともおかしいのか。

た 2 箇所の記述 ─「霊性（スピリチュアリ

ではつぎの卑近な例はどうか─21世紀を生

ティ）に向きあわなければ，かれらの歴史を

きるわたしたちにとって，携帯電話はみぢかに

書くことはできない」
，しかもフィールドでは

当たりまえにある，日常生活に欠かせない 1 つ

「ローカルな場所の力は，リアリティの知覚」

のアイテムとなっている。だがそれは，
「歩き

を変化，変形，変容した─にみえる論点を提

スマホ」と呼ばれる用法に馴染む使用者を死に

示したかったのだろう。ただここで，
「霊性」

到らせることもある。駅のホームや踏切で実際

だの「デビル -デビル」などを持ちだすから，

に起こっていることだ。こうした電話を携えて

ことが厄介になる。

死んだり怪我したりという出来事は，携帯電話

わたし自身の例をあげると，このあいだ，大

登場初期のあのでかい箱型のときにはなかった

学キャンパスのまえにある横幅の広い急な坂を

だろうし，多くの家庭に 1 台しかなかった固定

くだるときに，わたしは舟を携えていた。その

電話のときにもなかったはずだ。わたしたちが

坂のしたのこれまた幅の広い水路は，わたしの

暮らす時代と社会とは異なる時空に生きるもの

調査研究のフィールドである大島につづいてい

にとってみれば，ほぼひとにとっての必需品と

る。そこには，大島ゆきの船ともう一艘ゆき先

なっていながら，携帯しているものを傷つける

のわからない船が停まっていた。すると，どち

あの小さな機器が悪魔にみえるのではないか，

らがさきだったかよく覚えていないのだが，順

あるいはなにかしらの魔性をそれに観取するの

序はさておくと，その 2 隻の船が沈んでしまっ

ではないか。そうした感性があるとしたとき，

たのだ。呆然とするわたしは，自分の抱える舟

それに泥むものは愚かなのか。

の綱を手離してしまい，それも沈んだ。さきに

「ローカルな場所の力は，ミノのリアリティ

沈んだ船の乗客を救おうとしてわたしは水路

の知覚をゆがめはじめた」というとき，その変

に飛びこみ，凄まじい水流のなかで綱につか

化や変容は，なにか否定されるべきようすなの

まりつつ，ひとりの遭難者を助けることができ

か，歪むことは望ましくないことなのか。日本

た─という夢をみたのだった。目が覚めたと

語の，ゆがめる，歪む，には悪い意味あいが感
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じられるのだが。そうした是非をひとまずおけ

いがいまや，
「そもそも歴史研究は可能なのか」

ば，
「リアリティの知覚」が変わってしまう体

へと移ったと Rohの著者はいう。もっとも，
「歴

験は，その長短，遅速，深浅，濃淡を問わなけ

史とは何か」という問いは，だれか，特定の，

れば，そしてそれに気づくかどうかをべつとす

ひとりないし数人の提唱といえる質問なのでは

れば，それこそ日常生活に遍在しているのでは

なく，それは，だれにでも，つねに，問われて

ないか。「リアリティの知覚」がなにかしら変

いることがらだといってもよい。この問いは，

わるようすはむしろ，ものごとをきちんと考え

「歴史の相対性をめぐる議論」でもあり，「「よ

ようとするときに必要なこころ構えであって，

い歴史」を志向する歴史学の伝統」をゆるがす

それによって知ること，わかること，つかむこ

ものと想定されている。Rohのこうした問いは，

とは，なにも霊性などとことさらに神秘めかし

あらためていえば，「グリンジの歴史家たち」

ていうようななにかではなく，それは，こころ

が著者に語った「歴史物語り」が始まりとなっ

のありよう，
心世界，
マンタリテ，
コスモロジー，

ている。著者はいう─「グリンジの歴史家た

とこれまでにも（ただしおもに研究の業界で）

ちは，オーストラリア植民地史に関する歴史物

いわれてきたところなのではないか。

語りを熱心に筆者に語ってくれた。それは植民

わたしたちは，人びとがそれぞれにこころの

地史であって，いわゆるアボリジニの神話では

なかに思い描いてきた世界を，どのようにつか

なかった。さらに，過去を探索し分析するグリ

まえて考えるのかを問うている，問うてきた，

ンジの歴史実践を単なる記憶と呼ぶこともでき

はずなのだ。その具体例は，
「民衆思想史」
，あ

ないのは明らかだ」。ここにいう「植民地史」

るいは「民衆思想研究」と呼ばれてきた領域に

とは，「北部オーストラリアの多くのアボリジ

ある（あった）
。

ニの人々にとって」は，
「牧場開発」の歴史「を

歴 史

序章と終章をおくという構成をとら

意味する」。「開発」とは，「アボリジニの土地

ない Rohではあるが，内容からすれば，第 1 章

への侵入」
「追い出し」
「殺害」
「殺戮」
「捕獲」
「低

を序章に，第 7 章を終章としてもまちがいはな

コストな牧場労働力として利用」を内実とする。

いだろう。その第 7 章は，あらためて Rohが，

当初著者は，「文献検索によって得られるグ

歴史なるものを考察の対象にしているとの姿勢

リンジの植民地史に関する知識」として，そう

をみせる。ここには，
「よい歴史と悪い歴史」

した「開発」の中身があり，「こうした歴史理

「危険な歴史」
「歴史の限界」といった魅惑の，

解をグリンジの人々自身の語りで肉付けるよう

だがもしかすると議論を混乱させるだけにとど

な，いわば歴史学者にとって「便利」なオーラ

まってしまいかねない困惑の術語がならぶ。そ

ル・ヒストリーを収集することを期待して出か

れを乱暴に括ってしまうと，歴史には正統と非

けていった」とふりかえる。そのとき著者は，
「白

正統があり，それはこれまで「西洋出自の〈普

人がやってきてからのあなた方の歴史を学びた

遍的〉歴史学」
「西洋出自のアカデミックな歴

い」という「申し出」をした，
「グリンジの人々

史」が判断し，あるいは，それが正統な歴史そ

が語るに値すると考える歴史を，語りたいとき

のものであった。だが現実には，歴史なるもの

に語ってもらえばよいと考えていた」ともいう。

は 1 つではない。そこで，
「多元的な歴史時空

グリンジの人びとは「私〔Roh 著者〕が学ぶべ

におけるコミュニケーションを放棄しないため

きオーストラリア植民地史を聞かせてくれた」。

に必要な歴史叙述の方法を模索する必要を訴え

それは，「確かに植民地史であって，アボリジ

たい」とここでの課題が掲げられた。
「模索」

ニの創世神話ではなかった。にもかかわらず，

という語を覚えておこう。

グリンジの歴史物語りは，決してアカデミック

かつて唱えられた「歴史とは何か」という問

な歴史学者が歓迎するような「よい歴史」では
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なかったのである」と著者が掲げる問いの背景

ここから著者はつぎのとおり議論を展開す

や経緯が示されたといってよい。
なぜ，
「
「よい」

る─「学術的歴史学は，たしかに超自然的存

歴史ではなかったのか」
。その「歴史物語り」

在を記述する言語をもたない。しかしその一方

には，
「
「歴史の公共性」に照らし合わせて擁護

で，超自然的存在はグリンジやサンタルと同様

不可能な内容が多数含まれていた」から。もっ

に我々の生活世界にとって身近である」→「西

とかんたんにいえば，
「存在しない」
「史実」が

洋近代が要請する世俗的時間意識と，超自然的

語られていたからだ，という。

な時間意識は，我々のうちに同時に存在してい

歴史①②

グリンジで語られる「歴史物語

る」→「人々は，多元的世界を二重の意識によっ

り」を聞いて Roh 著者は，それを「全体を想

て実際に生きているのであり，両者は矛盾しつ

定しない断片，〈普遍的な〉歴史時空に還元不

つも相互に結びついてもいる」。「我々にとって

可能な歴史」ととらえ，
「普遍化を志向する歴

信じることはできなくとも」
，一方でわれわれ

史学者には「間違った歴史」にみえてしまう歴

もそれと「無縁に生活しているわけではない」

史といってもよい」とみせ，
「歴史学者が「そ

という「世界」があるという。そこが複数の「歴

の歴史は間違っている」と語るとき，そうした

史実践」が交差する「世界」で，その「世界」

発言がいかなる知識体系に条件づけられている

を，その「世界」で語られる「ギャップごしの

のかを見定めることが重要である」と思索を動

コミュニケーション（communication over the

かし，「このようなアボリジニの人々による歴

gap）」を Roh 著者は提唱する。それはまた，
「グ

史実践が我々に突きつけているのは，歴史時空

リンジの歴史をアカデミックに普遍化（＝世俗

の根源的多元性であり，西洋近代を普遍化する

化）せざるをえない意識と，こうした普遍化を

ことに取り憑かれてきたアカデミックな歴史の

拒んで歴史時空の多元性を引き受ける意識とを

限界である」と指摘した。
「自らの普遍性の限

同時に保ちながら歴史叙述をおこなう態度」で

界を認識」したのならば，
「その限界の向こう

もある。

側にひろがる多様な歴史群〔中略〕とのコミュ

さきにみた「学術的歴史実践に生きる歴史学

ニケーションの可能性を模索することではなか

者」も「アカデミックな歴史家」ももてあます

ろうか」との課題を掲げる。これを，Roh 著者

「「危険な歴史」を〈普遍化〉不可能な歴史とし

が提示した歴史①としよう。Rohでは「地方化

て，無毒化せずにそのまま引き受け（ようとす）

された歴史」の語であらわされている議論であ

る態度も同時に求められている」ともいう。「無

る。ここにも「模索」の語がみえる。

毒化」という術語もまた，読者を魅惑しつつ，

もう 1 つの議論は，
「複数」や「多元」といっ

だが困惑させもするだろう。さきの引用部分に

たたんに多数や多様というにとどまらず，ま

つづけて，「この二つの歴史叙述を矛盾しつつ

た「史実」などといったところからもっと超越

も同時に行なうこと。これこそが，ギャップを

した，「超自然的な現象や存在を基礎にした歴

承認しつつもコミュニケーションの可能性を放

史分析」または「歴史解釈」についてとなる。

棄しない態度ではなかろうか」との見通しが示

Roh 著者は，「超自然的な現象や存在」は，
「学

されている。これを Roh 著者が提示した歴史

術的歴史実践に生きる歴史学者を大いに戸惑わ

②としよう。Rohでは「ポスト世俗的な歴史叙

せるはず」だし，
「アカデミックな歴史家」は，

述」の語で著されている議論である。

それを「人類学的に解釈」してしまうだろうと

「 ク ロ ス・ カ ル チ ュ ラ ラ イ ジ ン グ・ ヒ ス ト

みなし，「学術的な人類学・歴史学は，自らの

リー」

普遍性，
公共性に固執せざるをえないがために，

たり超克したりしようとするとき，それにみ

その限界に直面する」と指摘する。

あったあたらしい言葉が記されることがある。

従来の議論を批評し，それを否定し
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なにかを参照したり借用したりしてつくりださ

「戦略」なのだから，それを「啓蒙主義的に脱

れるあたらしい言葉は，その含意とともに吟味

構築すること」を，ひとまずは，
「わざと忘れ去っ

され検証され，それが活かされたり無視された

てみ」ようというのである。

りしてゆく。

ここで注意すべき点は，Roh 著者が，
「グリ

なぜ，たとえばグリンジの人びとの「歴史物

ンジの長老たちの期待は，私〔著者〕が学んだ

語り」を「神話」や「記憶」としてすくいあげ

グリンジの歴史物語りを「反植民地主義的言説

てはうまくゆかないのか。それでは，調査し，

（counter-colonial discourse）」として（のみ）扱

観察し，研究するものと，観察され研究される

うのではなく，「実際にあった歴史」として物

ものとのあいだの「権力関係は無傷のまま温存

語ることであるはずだ」との記述である。これ

されてしまう」からだという。では，どう記す

までに本稿でわたしがのべたとおり，グリンジ

か─「多元的歴史時空を多元的に記述するた

の人びとの「歴史物語り」を「植民地史」など

めのアプローチ」と著者が「理解」する「歴史

とする解釈や理解は Roh 著者のものであって，

の詩学」を参照して，それとさきの「地方化さ

そこのことを自覚しているのかどうか，そして

れた歴史」にかかわる議論とが「交錯する地点

その「歴史物語り」はいったいなにか，Rohで

で営む歴史叙述」，これを「クロス・カルチュ

は不明瞭だったのだ。ここではそれをふりかっ

ラライジング・ヒストリー（cross-culturalizing

てみて，いくらか曖昧ながらも「実際にあった

history）の企てと呼びたい」と示された。それ

歴史」と受けつけよといっているのか。だが正

はまた，「アカデミックな歴史がそれ以外の歴

確にはこの文は，「「実際にあった歴史」として

史を〈普遍化〉しようとする際の限界に留意し，

物語ることであるはずだ」と記してある。この

多元的歴史時空において相互の交渉・接続・共

「物語る」の主語はなにか。文章をみわたせば，

奏をうながすような歴史叙述の方法」でもある

これはやはり Roh 著者が「「実際にあった」歴

ようだ。

史として物語る」でよいのだろうか。かならず

ここで用意周到にも「十分に予想される批

しも明瞭ではないものの，Roh 著者の目配りと

判」への反論が示される─それは，
「
〈グリン

して読めばよいのかもしれない。すると，聞き

ジの歴史実践〉なるもの〔これはまたグリンジ

手の解釈や理解よりも，そのままに「歴史物語

の人びとの「歴史物語り」でもあろう〕を本質

り」を聞くということとなる。

化し，アカデミックな歴史叙述との二項対立関

ついで，そのように聞いたグリンジの人びと

係をことさらに固定化していないか」との想定

の「歴史物語り」を，著者がたとえば Rohにど

批判への「二重の回答」として記されている（傍

のように記述するのかを問うているようにみえ

点原文）
。

る。それを著者は「特権化」「全体化・固定化」

0

0

0

0

0

「回答」は，
「第一に，戦略的本質主義につい

の言葉で表現している。さきの「二項対立関係」

て。コロニアルな権力構造を批判するエリート

をめぐる「戦略的本質主義」にかかわって，
「こ

知識人は，ときに言説分析という自ら学び知っ

うした態度は，私〔Roh 著者〕がダグラグ滞在

た方法を，「わざと忘れ去ってみる＝ときほぐ

中にもっとも親密なつきあいをしたグリンジの

す」必要があると訴えたい」
。

男性長老たちを特権化してしまう危険をはらん

ここで Roh 著者は，
「二項対立関係」はグリ

でいる」
「西洋型の学校教育を受けたことのな

ンジの人びとが採用した「戦略的本質主義」で

いアボリジニの男性長老を中心に教わった歴史

もあった，アボリジニとそうではない白人とい

物語りが，私〔Roh 著者〕のエスノグラフィッ

うこの図式は彼らがみずからを「本質化する」

クな記述のなかで「グリンジの歴史」として全

ことによって対立を明示して相手を批判する

体化・固定化され，例えばグリンジ・カントリー

─ 55 ─

滋賀大学経済学部研究年報 Vol．22

2015

に暮らす女性や若者の歴史の語りを抑圧してい

向にのみ進行していることの問題性である」と

る可能性はないか」といった危惧の表明となっ

の指摘，そしてここにいう「一方向」とは，も

ている。これを Roh 著者は，
「ハイブリッド性

ちろん，といってよいだろう，「西洋近代の絶

に関する第二の回答が不可欠となる」
と示した。

え間ない流入によって，グリンジをはじめアボ

それを Roh 著者は，
「私はまずグリンジの植

リジニの歴史実践がどんどんハイブリッド化し

民地史分析は，その定義上，既に／常にハイブ

ている」という方向で，ここにこそ留意すべき

リッドあることを強調したい」と応じてみせた

だ，という著者のとおりだとおもう。

0

0

0

0

0

0

（傍点原文）
。
グリンジの人びとの
「歴史物語り」

Rohの議論，ここにいう「クロス・カルチュ

を「植民地史」または「植民地史分析」といっ

ラライジング・ヒストリー」は，二重の意味で

たときからそれは「ハイブリッド」だったとい

「権力作用を問題」とするとの見通しが，おそ

うのだ。つづけて「西洋近代がもたらした知識

らく，のべられている。1 つが，さきの「一方向」

や事物の流入なくして，グリンジの歴史物語り

にかかわって，「アカデミックな知の産出構造，

に「キャプテン・クック」や「ウェーブヒル牧

そしてそれと共犯関係にあるグローバルかつナ

場」が登場する余地はない」とつけくわえる。

ショナルな政治経済構造が再生産し続けている

第 1 に「二項対立関係」はグリンジの人びと

権力作用を問題」とすること，もう 1 つが，こ

の「戦略」だった，そこで「批判」する相手を

れまたさきにあげた「神話」や「記憶」として

名指し得た時点で，第 2 にすでにそこに「ハイ

グリンジの人びとの「歴史物語り」を「包摂」

ブリッド」な「歴史」があったのだ，という反

してしまう，温存された「権力関係」を廃棄す

論で，なるほど「二重の回答」の表記にわざわ

ることである。

ざ著者が傍点をふったわけがわかった気になる。

「歴史経験への真摯さ」

では，指摘された

だがよくよく考えてみると，ここで「植民地史

「ハイブリッド化」の「一方向」性，この回避

分析」の 6 文字に傍点をふったのは Roh 著者

や解除の手立てをどうするのかが，なぜわたし

だし，そうとらえてみせたのもやはり同人で，

たちは，グリンジの人びとの「歴史物語り」に

さきの，
「
「反植民地主義的言説
（counter-colonial

ある「超自然的な現象や存在」を「
（信じるこ

discourse）
」として（のみ）扱うのではなく」

とができないとしても）一定の範囲で理解する

ととらえてみせたのも Roh 著者だったはずだ。

ことができるのか」との問いに継がれる。そ

どうにもこれでは堂々めぐりの議論のようだし，

こに提示された術語が，
「
〈歴史への真摯さ〉

「十分に予想される批判」だという「二項対立

（historical truthfulness）」である。これはすで

関係をことさらに固定化していないか」は，
「こ

に Rohでも説かれ，本稿でもみたところであ

とさらに固定化」をのぞけば，これは甘受すべ

る。この第 7 章での議論をあげると，たとえば，

き批判ではないのか。というよりも，
Rohは「多

「キャプテン・クックがグリンジ・カントリー

元的歴史時空を多元的に記述」しようとしてい

にやってきてアボリジニを撃ち殺した」という

るのだから，「二項対立関係」は，あるいはそ

「歴史物語り」には，「史実」ではないことがふ

うした表現がいやであれば，複数の歴史，複数

くまれている。たとえそうだとして，「オース

の歴史の記し方，Rohにもっともふさわしい表

トラリア侵略は起こり，アボリジニは殺された

現を用いると複数の歴史実践となろうか，それ

のである」から，「我々はグリンジの語る物語

は織りこみ済みのはずだとおもう。

に〈歴史への真摯さ〉をみいだすことができる。

Rohのつぎの議論 ─「むしろこのハイブ

これは，ひとえにグリンジの語る歴史が経験的

リッド性に関して注意を喚起したいのは，こう

（experiential）に紡ぎだされたからなのではな

した歴史実践のハイブリッド化が，かくも一方

かろうか？」という。ここにいう「真摯さ」と

ラディカル・ヒストリ・アワァ ─療養所がある島を過ごす─（阿部安成）
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はさきにみたとおり，
「誠実な」
「本当の」とい

んでよいとみえるところがあるが，そうではな

うことだろう。

く，ここではそれは，「全体性を想定しない断

こ こ で も や は り， テ ッ サ・ モ ー リ ス =ス

片」
「〈普遍的な〉歴史時空に還元不可能な歴史」

ズ キ が 参 照 さ れ，
「
「 歴 史 的 真 実（historical

「多元的歴史時空を多元的に記述するためのア

truth）
」との対比で「歴史への真摯さ（historical

プローチ」
「アカデミックに普遍化（＝世俗化）

truthfulness）
」への注目・シフトを訴えている」

せざるをえない意識と，こうした普遍化を拒ん

のが彼女で，また，
「歴史への真摯さは，歴史

で歴史時空の多元性を引き受ける意識とを同時

を探索する主体と探索される客体との関係性の

に保ちながら歴史叙述をおこなう態度」のどれ

うちにある。つまりここでは，歴史家が無尽蔵

もを備えた歴史実践にのみ許された評価なので

な歴史的真実に向かうさいのプロセスに重点が

ある。

シフトしているのであり，必然的に過去に接近

このあたりの Rohの議論をもっとかんたんに

しようとしている歴史家自身のポジション，歴

いうと，グリンジの人びとの「歴史物語り」は

史家がもっている偏見に最大の注意を払う必要

初めから「ハイブリッド」だった。それに対し

が生まれる」とその議論を受けている。ここで

て，「ホロコースト否定論者」「歴史修正主義者

ひとことだけいうと，
「歴史家自身のポジション，

の多く」が，「〈真摯さ〉を通じた多元的コミュ

歴史家がもっている偏見に最大の注意を払う必

ニーションを求めてはおらず，むしろ自分たち

要が生まれる」ということであれば，
なにも「歴

の〈歴史的真実（虚構）
〉を排除的に普遍化し

史への真摯さ」などをもちださずとも，わたし

ようとするコロニアルな欲望に基礎づけられて

が学部の 1 年生のときに受講した必修科目「歴

いる」11）ために，それはグリンジの人びとの

史学方法論」
（講義名は違ったかも）でも習っ

歴史実践とは異なるというのだろう。

バイアス

バイアス

ていた観点だった（テキストは良知力『向う岸
からの世界史』未来社，1978年，など）
。

Roh 著 者 は 第 7 章 の 末 尾 ち か く に，「 ク ロ
ス・カルチュラライジング・ヒストリーの企て

Rohにいう「真摯さ」とはなにか。さきにみ

は，〔中略〕ギャップごしのコミュニケーショ

たところでは，たとえば「アカデミックな知」

ン─をどこまでも粘り強く模索しつづける営

からすれば「史実」ではないと否定されること

みである」と説いていた。やはり「模索」なのだ。

がらをそのうちにふくんでいるとしても，
「歴

補 遺

史を真剣に考える歴史学のことです」と示され

拒否まで」と題された第 8 章は，その内容の一

ていた。ここではどうか。これまた，まえの

部が章題に記されているとおりで，Rohの構成

章での議論にあった「経験」の語がもちださ

の妙をあらわすところとなっている12）。だが

れ，
「
〈経験的な歴史への真摯さ〉
（experiential

そのおもしろさに親しむことはせずに，行論の

historical truthfulness）
」という。
「実証主義的

うえで参照すべきいくつかの論点をとりあげる

な学術的歴史実践」も「グリンジ・カントリー

としよう。

で行われている歴史実践」も，
「双方とも言説

「賛否両論・喧々諤々─絶賛から出版

1 つは，第 8 章「 1

草稿もってグリンジ・

ではなく「実際にあったこと」を問題にしてい

カントリー再訪，二〇〇七年七月」にみえる，

る点では一致している」との記述からすると，

Rohのもととなった著者の博士論文の草稿を

たんに，ともかくも，
「実際にあった」ことを

もって，グリンジを訪ね，そこの人びとからの

ふまえた歴史実践であればそれを「真摯」と呼

「コメント」
をどう引き受けるかという議論での，

─────────────────────────────────
11） 引用部分にある「〈歴史的真実（虚構）〉」とは，歴史修正主義者のいう「歴史的真実」は「虚構」だ，となる
のではなく，「歴史的真実」も「歴史的虚構」も，との謂だとおもう。
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「「現地の人々」との関係において，フィールド

的に記述する」とは，喩えれば，蝶をその目，

ワークを行う研究者たちがなすべきひとつの誠

科，属にしたがって分類し，それを展翅板にピ

意，それは，かれらのフィードバックがどのよ

ンでとめてゆく作業とは異なるはずである。だ

うなものであれ，それを自分の書く論文の中に

が，Rohの記述では，「多元的歴史時空」の 1

明確に示し，そこでなされた研究者とのあいだ

つひとつが，うまいぐあいに区分けされて，そ

の交渉をも，あからさまに記述することである

れぞれが記されてゆくようにうかがえたのだっ

ように思うのだが，どうだろう」という，問い，

た。
「学術的歴史実践」とグリンジの人びとの「歴

または呼びかけには，そのとおり，と応じよう。

史物語り」との両方にクックの名が登場すれば，

つけくわえれば，
「かれらのフィードバックが

そこにいわば多元性の交差をみるということな

どのようなものであれ」にいう「どのようなも

のか。これは観察者の「歴史実践」をこんどは

のであれ」とは，わたしにとっては，フィード

記述者としてどう記してゆくかを問うこととも

バックの有無にかかわらず，それが言葉として

なるだろう。その点で Rohは，やはり，
「模索」

あったかどうかにかかわらず，とのことだと示

の書なのだといえる。

しておこう13）。
2 つめは，
同章「 2

おそらくは，歴史をめぐる多元性が交差する
博士論文の査読報告（抄

位置にあるもの，多元性を媒介するものは，
「わ

訳）二〇〇一年六月」で，
「査読者 1 」が「こ

たし」なのだとおもう。歴史を観察し，その歴

れほど一貫した「クロス・カルチュラライジン

史を描こうとし，しかもそこに多元性を意識し，

グ・ヒストリー」の努力をほかに読んだことが

それを意図して歴史に介在しようとする，その

ないし，異なった歴史意識の様式へのこれほど

「わたし」を叙述に織りこむことが必要なのだ

までに誠実な介入も，目にしたことがない」と

ろう。Rohの著者はそれに気づいていながらも

のべたこと。Roh 著者の「歴史実践」を「異なっ

（
「経験」のとらえ方に）
，歴史の叙述にはそれ

た歴史意識の様式への〔中略〕介入」だととら

をうまく持ちこめなかったとおもう。

えていること，とりわけ「介入」と評したとこ

テッサ・モーリス =スズキ

ろがおもしろかった。

との対話」と題されたモーリス =スズキの稿は，

「ミノ・ホカリ

第 3 に，同章同節で「査読者 3 」が，
「私に

なんと呼べばよいのか。解題かコメントか追想

は，この論文が，大きな断絶として設定されて

か。その名はともかく，この稿は Rohにとって

いるもののあいだを絶えず知的に跳躍している

幸いだったとおもう。これがあることで Rohが

ように思える。その断絶とは，すなわち歴史学

動いた。喩えれば，水路が開かれ水が流れたよ

者のいうところの歴史と，過去についてのグリ

うな。あるいは，これがあることで Rohが， 1

ンジの語りのあいだの断絶である。この二つは

つにうまくまとまったと感じた。寄木細工に最

常に分かれたままなのだ」との指摘。これは，

後の 1 個を嵌めて球体が整ったような。彼女は

Roh 著者がいう「多元的歴史時空を多元的に記

Rohから学んだ「もっとも重要なことのひとつ

述する」ことともかかわっている。この「多元

は，
「聴くこと」あるいは「注意深くあること」

─────────────────────────────────
12） 本稿40ページにも記したこの妙については Roh 著者自身も自覚していたところで「著者によるあとがき」に「本
当に知を内破することに挑戦したのが本書である。内容そのものだけでなく，そのためにあちこちに仕掛けた，
構成，文体，字体その他の工夫」と記してある。
13） そしてわたしのフィールドワークにおけるいわば行儀については，阿部安成「島の書，書の園─国立療養所大
島青松園をフィールドとした書史論の試み」
『国立ハンセン病資料館研究紀要』第 2 号，2011年 3 月，同『島で─ハ
ンセン病療養所の百年』
（サンライズ出版，2015年）を参照。後者はまたわたしのフィールドワークをとおした「歴
史実践」ともいえる。フィールドワークの行儀をすでに前者で示していたところなのだが，後者執筆にさいして
は Roh の議論が念頭にあった。
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の重要性」
だと記した。それは
「近代社会」
が
「喪

からすれば，未熟な，未整理の，素人による，

失」した「能力」
，それが「自分の住んでいる

狭い範囲を対象として狭い範囲に流通する狭い

世界に欠如している，と意識せざるを得なかっ

範囲でしか通用しない歴史としてあつかわれて

た」ともいう。ここで彼女はきっと，とても大

きたとの観がある。彼ら彼女たちの記録を研究

切なことを記している。それは歴史を知るとか

史の始まりにおく，そのわずかな余地すら認め

歴史を書くとかにとどまらない，わたしたちが

られていなかったといえよう。

生きてゆくなかで忘れている，生と政治の様式
なのだろう。

療養者たちの声が，聞き取り集として研究者
によって編まれたばあいがある。それもまた，

彼女の言葉はこのくらいにとどめておいて，

研究者が使うための史料集となり，政府の圧

それと Rohとをとおしてあらためて考えるわた

政を糾弾するための証言集となり，そこに集め

しのフィールドを，書こう。

られた声たちが全体としてどういう世界をかた

「アカデミックな歴史」ではない

わたしが

フィールドとする癩そしてハンセン病をめぐる

ちづくっているかが問われることはほとんどな
かったとみえる。

療養所。その療養所とそこに生きる療養者は，

「わたしはここに生きた」と題された大島青

まず，だれによって記録されてきたか。大島

松園盲人会が1984年に発行した「国立療養所大

療養所では（そのまえの第四区療養所もふくめ

島青松園盲人会五十年史」
（副題）は，声がき

て）
はっきりとしている。
それは当事者によって，

ちんと聞きとられにくいようすが継続する事態

だった。当事者はおおきく 2 つに分かれる。療

をみはるかして告発した書だったといえよう。

養者と，そうでないものたち。大島の療養所に

わたしたちの声が届かない，それは聞かれない，

おいては，療養所の史料をみていない，みられ

だが「わたしたちはここに生きた」ということ

ない，こともあって，当事者のなかでも前者の

だ。

療養者たちがまず自分たちについての記録をつ

ていねいに聞き，大切にあつかう

くり，それを残してきたということとなる。

療養者を記述するものたちの多くは，「超自然

大島の療養所と療養者についての研究では，

療養所と

的な現象や存在」をべつとすれば（もっとも療

しかし，そうした記録の始まりが無視されてき

養所で療養者がそうしたたぐいを話す例は少な

たようすがある。研究史が記されるばあい，決

いようにおもう。わたしが知らないだけかもし

まってそこには「アカデミックな歴史」があげ

れないが）
，彼ら彼女たちの語る内容を尊重し

られてきた。おそらくほかの療養所と療養者の

てきたといってよい。ときにそれは，Rohに示

ばあいもおなじだろう。大島では療養者がつ

されていたとおり，すでに分析された「歴史理

くった記録がながいあいだみつけられていな

解」を当事者「自身の語りで肉付けるような，

かったこともある。それもまた研究者による調

いわば歴史学者にとって「便利な」オーラル・

査の不備となるが，それに重ねて研究者たち

ヒストリー」であったり14），当事者の語る内

は，療養所と療養者の研究は自分たちだけがお

容をそれこそ聖書に書いてあることのそのとお

こなっているものと思いこみ，療養者が残した

り読むように，そのままのものとしてあつかっ

記録はそれをかたちづくるための素材にすぎな

たりすることがあった15）。Rohを読み終えたい

いとみなしてきた。療養者自身が自分たちを対

ま，当事者が語るところ，彼ら彼女たちの声を

象としてつくった記録は，
「アカデミックな知」

聞くには，べつな構えをとらなくてはならない。

─────────────────────────────────
14） かつては文字史料の欠落部分の補強として聞き取りがあつかわれたり，あるいは，文字史料の確証を得て初め
てその価値や意義を聞き取りにあたえたりすることがあった。ここにその一例として中村政則『労働者と農民』
（小学館，1976年）をあげても誤りはないだろう。
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それがわたしたちの〈話トリエ〉のねらいでも

わたしたちも，この〈交響話〉の場を，聞き方

あった。

を，そしてその書き方を模索している。

いつも，いくつか

療養所と療養者をめぐる

大島を過ごす

大島に生きる人びとの，自分

多元性とはなにになるのだろうか。どのように

たちの歴史の知り方，接し方，発信の仕方など

すれば，それをあらわしたこととなるのだろう

などが，Rohにならっていえば，彼ら彼女たち

か。
療養所と療養所の歴史記述は，
大島にかぎっ

の「歴史実践」であり，わたしたちはその観察

てみても，そこそこの数がある。記述者は療養

者として，その記録者として，だんだんとそこ

者であり，療養所であり，新聞記者もいれば研

にわたしたち自身も介在していると感じるよう

究者もいる。地方自治体によって編纂発行され

になってきた。それはいわば歴史の現場にいる

た史誌にも療養所と療養者の記述がある。そう

との高揚感の一片ともなっていると喜びたい気

したなかで欠落している記述者が，療養所の職

分にもなり，しかしこのところはそれがいくら

員と，療養者のおんなたちである。

かの辛さともなっているように感じている。英

医師はみずから記述し，また記述されるもの

つら

にが

語の bitterから苦みといってもよいだろう。

でもある。療養所で働く医師以外のものたちの

大島に生きる人びとの信徒団体であるキリス

声が記録されることは少なく，また，そうした

ト教霊交会が初めておこなった，創設信徒の墓

職員がどういうひとたちだったかもよくわから

前礼拝から 1 年あまりが過ぎ，創立百周年記念

ない。大島青松園では退職職員の親睦会がある

礼拝から数えてももうすぐ 1 年になろうとし

と聞くし，退職したのちに懐かしがって島を訪

ている。どちらも会と会員にとって重要な行

うひともいる。だが職員についての記録はそう

事で，その歴史の 1 つの（ ２ つの）節目となっ

多くはない。療養者の男女比には偏りがあり，

た。2014年11月に催された後者の礼拝には，そ

おんなたちはその絶対数が少なかったのだが，

のときの信徒 6 名全員が出席をした。それから

それにしても過去のさかのぼるほど，おんなた

1 年に満たないきょうまでのあいだに，いくに

ちの声は記録されにくかった。

んもの信徒が亡くなった。療養所に生きるもの

記録をめぐる，記述者についての欠落を確か

にとって，そこがいずれなくなることは自明で

めることが必要であるものの，その空白域をう

あって，「終末期」とはかなり以前から使われ

めていって歴史をめぐる記述の均衡を整えれば

ていた覚悟と諦念の，また，笑いと怒りの，そ

それで済むのではなく，複数，多元，多様，と

して悔しさと名残との表現であったようにおも

あらわせる，療養所と療養者についてそれぞれ

う。在園者の平均年齢が80歳台となったいま，

にある加減をみわたしたうえで，横断する，橋

部外者にもその語が実感を押しつけるがごとき

渡しする，たがいに響きあう話し語りが模索さ

圧迫をもたらすようになりつつある。わたしが

れていたのである。Rohの姿勢をそう，わたし

その苦みを除けたくなってしまっている。他者

は受けとめた。たがいに響きあうといっても，

の歴史に介在するとは，居心地の悪さをともな

喩えれば，それはつねに協和なのではなく，当

い，苦く重い経験なのだと分かりつつある。

にが

然のこと不協和もある。たがいに響きあう機会

もとより面白半分ではなく，興味本位だった

は，特定の時と場にあるのではなく，日々の生

のではないといいたてたい気持ちを引きづりな

活のなかにもあるようにおもう。いまかりに，

がら，やはり知りたかったのだとの動機に始

この話し語りを〈交響話〉と名づけておこう。

まった仕事の現場 =フィールドが，わたしの性

─────────────────────────────────
15） この事例とそれへの批評は，阿部安成「だって，当事者がそう言うものですから─ハンセン病療養所における
聞き取りの手立て」（滋賀大学経済学部 Working Paper Series No.142，2010年12月）を参照。
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根を問いつつあるのだ。
THE BEATLESの『MAGICAL MYSTERY
TOUR』
（1967年 BBC 放送）は，たしかに不思
議な魅惑の，謎めいた，なんだかわからないと
ころもある映像だった。玖保キリコの『シニ
カル・ヒステリー・アワー』全13巻（
『LaLa』
1982年～ 1995年連載）もたしかに，斜に構えた
過激さが内に籠るコミックスだった。Rohはど
こが「ラディカル」なのか。くりかえせば，そ
の一斑は「歴史学者が，歴史を探索する主体と
しての歴史家であることを本当に上手に括弧で
括っちゃ」
う，
という姿勢にあったのだとおもう。
ただ著者は，
「僕が思うところの（ラディカル
な）オーラル・ヒストリー研究です」と肝心な
語を（

）で括っちゃっていたのだった。用意

周到な著者の茶目っ気なのか，大胆にして小心
ひと

さをもあわせもったそのいわば自画像の一筆な
のか，すこぶるおもしろい表記だった。
歴史する（
「Doing History !」
）わたしが過ご
す仕事場は，わたしの性根を審査する─だか
ら「ラディカル」
。
【付記】

本稿は，日本学術振興会2015年度科学研究費
基盤研究（C）
「20世紀日本の感染症管理と生を
めぐる文化研究」
（課題番号26370788，研究代
表者石居人也），2015年度滋賀大学環境総合研
究センタープロジェクト「療養所を交ぜる」
（研
究代表者阿部），2015年度滋賀大学経済学部学
術後援基金「歴史資料の保存と公開と活用の実
践論」よる，研究成果の一端である。
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