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飯島 渉 
 
はじめにはじめにはじめにはじめに    
横浜国立大学経済学部附属貿易文献資料センターは、1923 年に第 11 高等商業学校として開校した旧制

横浜高等商業学校（以下、横浜高商と略す）が第二次大戦以前に収集した大量の図書、地図、重要新聞切り

抜き資料等を保存・公開している。この資料のうち、図書については、すでに、「貿易文献資料センター所蔵目

録」（1）～（16）、横浜国立大学経済学部経済学会『エコノミア』第 75 号（1982 年 11 月）～第 92 号（1987 年 3
月）として、目録を作成し、利用者への便をはかってきた。この結果、こうした資料が内外の研究者に利用され

ることも多くなっている。しかし、この目録は、『エコノミア』に分散して公表されたものであり、また、貿易文献資

料センターが所蔵している横浜高商資料である太平洋文庫や重要新聞切り抜き資料等の整理がすんでいな

かったため、所蔵資料を系統的に把握しにくいという憾みがあった。 
そこで、太平洋文庫等の図書、重要新聞切り抜き資料、地図を含めた体系的な所蔵資料目録を作成すべく、

貿易文献資料センターでは、逐次、その作業を進めてきたが、このほど、その作業を終わり、『横浜国立大学経

済学部附属貿易文献資料センター所蔵 旧制横浜高等商業学校収集資料目録』を刊行することとなった。刊

行にあたって、『エコノミア』に公表した既刊の目録をもとに、書誌情報の点検・補充を行い、新たに太平洋文

庫の図書目録等をこれに加え、以下の分類による整理を行った。 
 
Ⅰ 国内官公庁・企業・民間団体等刊行物：約 3,400 点 
Ⅱ 営業報告書：約 3,700 点 
Ⅲ 年鑑・年報等：約 400 点 
Ⅳ 旧植民地等関係資料：約 600 点（含む、雑誌等） 
Ⅴ 和雑誌：約 500 点 
Ⅵ 太平洋文庫：約 1,400 点 
Ⅶ 関連資料：約 900 点 
Ⅷ 重要新聞切り抜き資料：約 220 点（バインド数） 
Ⅸ 地図：約 60 点 
 

本稿は、横浜高商における資料収集の経緯を簡単にふりかえり、現在、保存・公開している資料の性格を概

観しようとするものである。 
 
（１）横浜高等商業学校における資料収集（１）横浜高等商業学校における資料収集（１）横浜高等商業学校における資料収集（１）横浜高等商業学校における資料収集    
横浜国立大学経済学部の前身である横浜高商における資料収集の経緯をふりかえるために、横浜高商の

沿革に簡単にふれておくことにする。 
横浜高商が第 11 高等商業学校として開校したのは、関東大地震の発生した 1923 年のことであった。震災

後まもない 1923年 12月、長崎高等商業学校長であった田尻常雄を初代校長に迎え、1924年 4月に 初の

学生募集を行った。開校当初は、横浜高等工業学校（大岡町、現在の横浜国立大学工学部）の建物を借用し

て授業を行った。高商の修業年限は3年であり、横浜高商開校当時の学生数は135人、教員スタッフは、教授

10 人、助教授 4 人からスタートとしている。 
その後、1926 年 3 月、南太田町清水耕地（現在の南区清水ヶ丘）に新たに校舎を建設し、横浜高商として

の本格的な歩みを開始した。新校舎は、関東大地震の影響もあって、官立の高等専門学校の中では珍しく耐

震・耐火構造のコンクリート造りのものであった。以後、学生数、教員スタッフも増加し、1926 年には夜学部を、

1929 年には修業年限を 1 年とする貿易別科を附設した。 
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高等商業学校は、 初に、山口高等商業学校（1905 年開校、現在の山口大学経済学部、以下同）、長崎

高等商業学校（1905 年、長崎大学経済学部）が開校し、その後、小樽高等商業学校（1910 年、小樽商科大

学商学部）がこれに続いた。第一次大戦時期の好景気の中で、原内閣は、専門的人材の養成のための高等

諸学校の創設を計画し、こうして、大分高等商業学校（1921 年、大分大学経済学部）、福島高等商業学校

（1921 年、福島大学経済学部）、彦根高等商業学校（1922 年、滋賀大学経済学部）、和歌山高等商業学校

（1922 年、和歌山大学経済学部）が開校し、ついで、横浜高商及び高松高等商業学校（1923 年、香川大学

経済学部）、高岡高等商業学校（1924 年、富山大学経済学部）が開校した。 
高等商業学校が創設されたのは、日本国内だけではない。横浜高商の開校以前に、台湾には、日本人を

対象とする台北高等商業学校（1919 年）、台南には台湾人を対象とする台南高等商業学校（1919 年）が開校

しており、朝鮮には、京城商業高等学校（1907 年東洋協会専門学校京城分校として設立、1918 年独立、

1921 年に京城高等商業学校に改称し、1922 年から官立学校となる）が創設されていた。横浜高商が第 11 高

等商業学校とされたのは、台北高商、台南高商、京城高商をカウントしたからである。なお、創立記念として、

横浜高等商業学校『横浜高等商業学校開校記念論文集』（同文館、1927 年）を刊行した1。 
「横浜高等商業学校規程」（1924年文部省令第5号、以後、逐次改正）によれば、1930年代初頭の授業科

目は、必修科目として、経済学原論、商業政策、商業史、外国経済事情、財政学、統計学、法学通論、民法、

商法、保険論、金融論、交通論、会計学及び修身、体育、国語・作文・書法、英語、その他の外国語、数学、

高等数学、珠算等の約 40 科目が、選択科目として、国際法、憲法、経済学史、経済心理、社会学、社会政策

等の約 20 科目が規定されていた。 
横浜高商の教育の特徴は、ゼミナール（演習）にあったとされる。これは、第二学年に外書購読を中心とした

プロゼミナールを、第三学年に専門研究を中心としたゼミナールを行うものであり、いずれも 10 人程度の少人

数制であった。このゼミナール制度は、後に全国の高商に取り入れられることになった。また、当時の授業料は、

年額 80 円であった2。 
こうして、横浜高商は、高等商業学校として着実な歩みを続けるが、教育研究の体制を充実する目的から

1924 年に早くも研究所を設置した。貿易文献資料センターの所蔵する資料は、この研究所が収集・整理した

資料を引き継いだものである。収集資料の整理・公開を目的として、創立 10 周年にあたる 1935 年には、横浜

高等商業学校図書課『図書目録（和、漢、洋）』（同所、1935 年）、を刊行した。 
横浜高商の収集した図書及び資料は、当時の日本、さらには横浜高商のおかれた環境をよく示すものであ

る。1930 年代以後には、戦時体制の強化の中で、教育制度の改正も行われ、それは、授業科目の変遷にも

示されている。ゼミナール（演習）は引き続き重視されたが、外国語科目として、第一外国語を英語とし、第二

外国語は、中国語、マレー語、スペイン語、ドイツ語、フランス語の中から選択することとされた。マレー語の導

入は、戦時体制への対応の中で進められたものであった。 
横浜高商の資料収集が国内だけではなく、欧米、ソ連、南米、さらには台湾、朝鮮等の植民地、占領地及

び中国等に及んでいたことは、収集資料の中の植民地等関係資料のよく示すところである。そして、太平洋文

庫の収集の主体となった太平洋貿易研究所の設立も戦時体制の強化に対応したものであった。研究所に設

置された懇談会が基礎となって、1936 年 11 月貿易研究会が設立され、ブロック経済化のもとでの、各地域の

貿易動向に関する研究が進められた。そして、その一環として貿易文庫を設置し、1941 年 1 月には、太平洋

地域を中心とする資料の整理・研究を行うために太平洋貿易研究所が設置された。 
太平洋貿易研究所は、その後、『太平洋産業研究叢書』を刊行する。その内容は、 

第一輯 蘭領印度経済研究資料Ⅰ（1941 年） 
第二輯 蘭領印度経済研究資料Ⅱ（1941 年） 
第三輯 タイ国産業経済事情（1941 年） 
第四輯 英領馬来の主要産業について（1941 年） 
第五輯 世界的危局下に於ける蘭印財政（1942 年） 
第六輯 東亜共栄圏経済循環の基本図式（1942 年） 

                                                      
1 同書には、横浜正金銀行の頭取をつとめていた児玉謙次の「為替市場としての横浜」（講演記録）も収められている。 
2 以上の記述は、横浜高等商業学校『横浜高等商業学校二十年史』（同所、1943 年）、横浜高等商業学校『横浜高 

等商業学校一覧』昭和 14 年度、による。 
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第七輯 仏領印度支那（1943 年） 
第八輯 華僑研究（1942 年） 
第九輯 共栄圏資源統計（一 農産物）（1943 年） 
であった。太平洋貿易研究所の調査研究は、太平洋戦争にいたる日本の東南アジア進出を背景としたもので

あり、蘭領インド等の研究や華僑研究もその一環であった。また、創立 10 周年を記念して刊行された『図書目

録（和、漢、洋）』を補うものとして、横浜高等商業学校『南方共栄圏資料目録』（第一輯～第五輯、1941 年～

1943 年）を刊行し、同『南方共栄圏経済研究』（大東書館、1942 年）を刊行した。なお、創立 20 周年には、同

『横浜高等商業学校創立二十周年記念商学論文集』（同所、1943 年）を刊行した。 
 以上のように、横浜高商は、当時の状況の中で、太平洋貿易研究所等を中心に調査研究を行い、それに対

応した資料収集を行っていた。日中戦争から太平洋戦争にいたる時期には、多くの卒業生が戦地に赴いてい

る。戦局の暗転の中で、第三年次学生の繰り上げ卒業も行われ、彼らは、直ちに、戦地に赴く場合もあった。

敗戦後、横浜高商は、1949 年 5 月に新制横浜国立大学経済学部となり、現在のキャンパスのある保土ヶ谷区

常盤台に新校舎を建設して、逐次新校舎に移転した。こうした中で、1951 年 3 月、横浜高商 後の卒業式が

行われ、ここに、横浜高商は、その歴史を終えたのである3。 
 
（２）収集資料について（２）収集資料について（２）収集資料について（２）収集資料について    
 
以下、太平洋文庫を含め、横浜高商が第二次大戦以前に収集した資料について概観したい。 

 
ⅠⅠⅠⅠ....    国内官公庁・企業・民間団体等刊行物国内官公庁・企業・民間団体等刊行物国内官公庁・企業・民間団体等刊行物国内官公庁・企業・民間団体等刊行物    
本資料は、国内官公庁・企業・民間団体の刊行した調査報告書等、約 3400 点からなるコレクションである。

但し、府県統計書等の統計資料は、Ⅲ 年鑑・年報等、に収める。報告書の調査主体は、外務省・内務省等の

中央官庁や神奈川県・東京市・横浜市等の地方団体、企業の調査研究機関、国内商工会議所等である。 
調査対象は、横浜、神奈川及び東京に関連するものが多いが、国内のその他の地域に関する調査や外国

に関するものも含まれている。外国を対象としたものは、欧米、ソ連、さらには日本人の移民先として重要であ

ったブラジル等の南アメリカ、また、中国、東南アジア等に及んでいる。例えば、東京（商業）商工会議所は、

『支那外国貿易統計表』（後に、『中華民国外国貿易統計表』、『中華民国及満州国貿易統計表』に改称）等を

刊行していたため、東京（商業）商工会議所の調査対象は、国内に限定されるものではなかった。 
 
ⅡⅡⅡⅡ....    営業報告書営業報告書営業報告書営業報告書    
本資料は、大正末期から戦前昭和期の企業の営業報告書、約3700点のコレクションである。営業報告書は、

企業の活動を検討する際の基本資料のひとつであるが、このコレクションは、国内主要企業及び南満州鉄道、

朝鮮殖産銀行、樺太鉄道、京城電気等の旧植民地等に関係する企業の営業報告書を多く含んでいる。 
 
ⅢⅢⅢⅢ....    年鑑・年報等年鑑・年報等年鑑・年報等年鑑・年報等    

本資料は、中央官庁、地方団体、商工会議所、業界団体等が刊行した年報、年鑑等、約 400 点のコレクシ

ョンである。名称は、『～年鑑』、『～年報』の他、『～要覧』、『～一覧』、『～一斑』、『～概要』、『～統計』、『～

報告』等さまざまであるが、統計資料を中心とする図書であり、府県統計書もこのコレクションに含まれる。また、

定期的に刊行されたものの他に、『大阪市内主要商店街調査報告書』（昭和 11 年）等のように特定の調査研

究の成果も含まれている。 
 
ⅣⅣⅣⅣ....    旧植民地等関係資料旧植民地等関係資料旧植民地等関係資料旧植民地等関係資料    
第二次大戦以前の日本は、台湾、樺太（南樺太）、朝鮮を植民地とし、さらに、関東州を租借地とし、ミクロネ

シア地域（グァムを除く）のいわゆる南洋群島を国際連盟からの委任統治領として統治し、1930 年代には傀儡

政権として満州国を建設した。また、中国では、天津等に租界を設定していた。 
旧植民地等関係資料は、こうした統治地域における朝鮮総督府等の統治機構（地方機関、税関等を含む）、

                                                      
3 桂樹会文集刊行委員会『回想六十年―横浜高等商業学校六十周年記念文集』（同所、１９９９年）等も刊行されている。 
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植民地銀行である朝鮮銀行・台湾銀行、満鉄及びこうした地域に設立された日本人商工（商業）会議所等の

団体の刊行物を中心とする約 600点のコレクションである。現在、地域別の配架がなされており、本目録もそれ

にならった。日本語図書が大部分であるが、中国政府の刊行した中国語図書も含んでいる。横浜高商が設立

されたのが 1923 年であったことを反映して、1923 年以後の図書が中心である。また、中国の上海、青島等で

刊行されたものもこのコレクションに収めてある。 
 
ⅤⅤⅤⅤ....    和雑誌和雑誌和雑誌和雑誌    
本資料は、和雑誌約 500 点のコレクションであり、旧植民地等において刊行されたものを含んでいる。『東洋

経済』等の経済関係の一般雑誌及び各地の商工会議所等が定期的に刊行していた『～月報』、『～所報』、

『～会報』等も含まれている。当時の商工会議所は、現在の商工会議所が中小企業を中心とする団体であるの

とは異なり、大企業もその構成員として参加しており、旧植民地等も含めて、地域的な経済状況や業界別の企

業の動向を知ることの可能な資料である。 
 
ⅥⅥⅥⅥ....    太平洋文庫太平洋文庫太平洋文庫太平洋文庫    
太平洋文庫は、先に紹介した太平洋貿易研究所が収集した図書、約 1400 点のコレクションである。うち、日

本語・中国語 1150 点及び欧文資料 250 点からなる。資料収集の対象は、東アジアから東南アジア、インド、ロ

シアさらにはオーストラリア等を含む太平洋地域全域にあった。 
 
ⅦⅦⅦⅦ....    関連資料関連資料関連資料関連資料    

関連資料は、横浜高商の収集した資料のうち、太平洋文庫に含まれないもの、日本語・中国語図書：約 700
点、欧文図書：約 200 点からなるコレクションである。この中には、朝鮮総督府が刊行した英文報告書である、

Annual Report on Administration of Chosen 等も含んでいる。 
 
ⅧⅧⅧⅧ....    重要新聞切り抜き資料重要新聞切り抜き資料重要新聞切り抜き資料重要新聞切り抜き資料    
新聞のクリッピングは、戦前には、多くの機関で行われていた。例えば、神戸商科大学時期の収集資料を所

蔵している神戸大学経済経営研究所でも膨大な新聞切り抜き資料を所蔵しており、その一部は、同研究所の

HP によって公開されている。 
本資料は、横浜高商が行っていた新聞切り抜き約 220 バインドのコレクションである。バインドの項目を概観

すると、「貿易」、「国際経済」、「農林水産業」、「産業」、「商業」、「金融」、「財政」、「企業経営」、「労働・社会」

等の項目のもとで、より細分化されたクリッピングが行われていた。例えば、「産業」では、「産業政策」、「国家産

業統制」等のバインドがあり、このうち、大きなウエイトを占めていたのが、「蚕業技術」、「蚕業経済」であった。

このことは、横浜が対米貿易港として、主として生糸・絹製品の輸出を軸に発達してきたことを反映したものであ

り、横浜高商における調査研究の性格の一端を示すものとなっている。 
また、「国際経済」では、「外国経済事情」、「外交」、「国際連盟」等とならんで、「支那経済事情」、「支那関

税会議」、「対支問題」、「満州国事情」等の新聞のクリッピングが行われていた。 
 
ⅨⅨⅨⅨ....    地図地図地図地図    
本目録を刊行するに際して、所蔵する 60 点の地図も整理した。この中には、現在、保存状況が良好でない

ものもある。地図のコレクションから一般的な収集のあり方を見ることは困難であるが、地図は、写真、映像等と

ならんで重要な資料のひとつであると考えられる。20 世紀末において、数年のうちに、地図の更新が必要とな

った地域は少なくない。この点から見ると、第二次大戦以前の地図も、当時の世界観、地域観を示す資料のひ

とつと考えられる。 
 
（３）資料の研究史上の位置づけ（３）資料の研究史上の位置づけ（３）資料の研究史上の位置づけ（３）資料の研究史上の位置づけ    

ここでは、ひとつの事例として、筆者の専攻しているアジア経済史研究の観点から、所蔵資料の中の植民地

等関係資料の位置づけを考えてみたい。日本の植民地主義に関する研究は、政治・軍事、経済の面を中心と

して、これまで多くの成果をあげている。貿易文献資料センターが所蔵する横浜高商収集資料もこうした研究

においてしばしば利用される資料のひとつである。 
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この領域のレファレンス・ワークは、すでに一個の資料学としての蓄積を有する。このため、関連する文献目

録も多数刊行されており、本稿では、これを網羅的に紹介することは避けるが、アジア経済研究所は、関連資

料の目録として、アジア経済研究所図書資料部編『旧植民地関係機関刊行物総合目録―台湾編―』（アジア

経済研究所、1973 年）を刊行し、以後、同『旧植民地関係機関刊行物総合目録―朝鮮編―』（同、1974 年）、

同『旧植民地関係機関刊行物総合目録―満州国・関東州編―』（同、1975 年）、同『旧植民地関係機関刊行

物総合目録―南満州鉄道株式会社編―』（同、1979 年）、同『旧植民地関係機関刊行物総合目録―満州国・

関東州・南満州鉄道株式会社 索引編―』（同、1981 年）を刊行し、内外機関での旧植民地関係資料の所在

確認を行っている。こうした作業の結果、関連資料の整理は比較的進んでいる。 
また、北海道大学附属図書館『旧外地関係資料目録―朝鮮・台湾・満州（東北）―（明治～昭和 20 年）』

（同所、1975 年）、同『日本北辺関係旧記目録：北海道・樺太・千島・ロシア』（北海道大学図書刊行会、1990
年）、一橋大学経済研究所日本経済統計文献センター、高橋益代編『日本帝国領有期台湾関係統計資料目

録』（同所、1985 年）、同『日本帝国外地関係統計資料目録－関東州・樺太・南洋群島編―』（同所、1994 年）、

同『日本帝国外地関係統計資料目録－朝鮮編』（同所、1994 年）、同『日本帝国外地関係統計資料目録－索

引編』（同所、1995 年）等の専門的な文献目録の整理も行われている。 
以上のような文献目録を参照することにより、どのような刊行物があるのか、及びその所蔵状況を把握するこ

とが可能であるが、おおづかみに言って、旧制帝国大学よりも、旧制商科大学及び旧制高等商業学校で、植

民地等に関する体系的な資料の収集が行われていた。戦前の植民地研究は、東京帝国大学経済学部に新

渡戸稲造、矢内原忠雄等による植民政策学の講座が創設されたことによって開始され、他方、満鉄や東亜同

文会（後に、東亜同文書院大学、現在の愛知大学）等の研究機関や台湾総督府等の植民地統治機構も統治

を目的とした膨大な調査・研究を行っていた。こうした中で、以上のような機関が刊行した年鑑、調査報告書、

すなわち、旧植民地等関係資料として分類される図書の所蔵は、旧制帝国大学を前身とする大学よりも、旧制

商科大学及び旧制高等商業学校を前身とする大学に系統的に蓄積されている。これは、旧制商科大学及び

旧制高等商業学校が、こうした地域との関わりをもつ専門的な人材の養成を期待されていたからであった。 
この結果、旧制高等商業学校を前身とする大学では、関連する目録が整理されており、それらは、小樽商

科大学経済研究所『樺太・千島関係資料目録』（小樽商科大学経済研究所特殊文献目録 5、同所、1986 年）、

福島大学東北経済研究所『福島大学経済学部所蔵文献目録―旧植民地関係資料―』（同所、1986 年）、富

山大学日本海経済研究所『高岡高等商業学校蔵書分類目録 和書の部』（改訂版、同所、1984 年）、同『高

岡高等商業学校蔵書分類目録 洋書の部』（改訂版、同所、1984 年）、滋賀大学経済経営研究所『滋賀大学

経済学部備付満蒙資料目録』（同所、1982 年）、同『滋賀大学経済学部備付支那関係資料目録』（同所、

1983 年）、同『滋賀大学経済学部備付朝鮮関係資料目録』（同、1983 年）、同『滋賀大学経済学部備付台湾・

南方・樺太資料目録』（同所、1985 年）、同『滋賀大学経済学部備付旧植民地関係資料目録（補遺）』（同所、

1992 年）、山口大学経済学部『山口大学経済学部東亜経済研究所東亜関係蔵書目録 和漢書分類の部』

（同所、1988 年）、同『山口大学経済学部東亜経済研究所東亜関係蔵書目録 和漢書書名索引の部』（同所、

1989年）、同『山口大学経済学部東亜経済研究所東亜関係蔵書目録 洋書の部』（同所、1989年）、同『山口

大学経済学部東亜研究所東亜関係蔵書目録 和漢書著者名索引の部』（同所、1990 年）、松本睦樹・江頭紀

代美「長崎大学東南アジア研究所所蔵 旧植民地関係機関等刊行物について」（1）台湾編（『経営と経済』

73-2、1993 年 9 月）、（2）朝鮮編（『経営と経済』73-4、1994 年 3 月）、（3）満州国・関東州編（上）（『経営と経

済』74-3、1994 年 12 月、（4）満州国・関東州編（下）（『経営と経済』74-4、1995 年 3 月）、大分大学経済研究

所『大分大学経済研究所所蔵 戦前期文献目録Ⅰ．旧植民地・外国諸国編（自大正 10 年 至昭和 20 年）』

（大分大学経済学会、1986年）、同『大分大学経済研究所所蔵 戦前期文献目録 1986～1988年Ⅱ．本邦編

（自大正 10 年 至昭和 20 年）』（同所、1987 年）、同『大分大学経済研究所所蔵 戦前期文献目録Ⅲ．雑誌

編（自大正 10 年 至昭和 20 年）』（同所、1987 年）、同『大分大学経済研究所所蔵 戦前期文献目録 欧文

資料および補遺（自大正 10 年 至昭和 20 年）』（同所、1988 年）である。本目録に整理された横浜高商収集

資料の中の旧植民地等関係資料及び太平洋文庫は、こうした作業の系譜に位置づけることができよう。 
なお、旧植民地等関係資料に整理された商工（商業）会議所の刊行物に関しては、アジア経済研究所『在

外日本人経済団体刊行物目録』（地域研究部 No.8-1、1997 年）等の専門的な目録が作成されており、こうし

たレファレンス・ワークについて、満州国に関しては、井村哲郎「「満洲国」関係資料解題」（山本有造編『「満洲

国」の研究』京都大学人文科学研究所、1993 年所収）が も体系的な解題である。 
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しかし、以上のような資料が依然として体系的に把握されていないという問題点も残されており、植民地主義

を支えた大きな要素であるインフラの整備、医学等の実学的な領域に関する資料については、これまで体系

的な検討が行われてこなかった。すなわち、依然として、この面での資料の把握は課題として残されている4。 
 
（４）高商資料の利用について（４）高商資料の利用について（４）高商資料の利用について（４）高商資料の利用について    
 

横浜高商の収集した資料のうち、旧植民地等関係資料は、日本が植民地ないしはそれに準ずる地域の統

治のために、あるいはその結果として蓄積した膨大な資料の一つである。戦後の研究の中では、こうした地域

に関する研究は、しばしば、植民地史研究と地域史研究が相互の意見交換のないまま別個に進められてきた。

これには幾つかの原因があるが、日本の植民地史研究がこうした膨大な資料によりかかりながら、それを再解

釈することに力点を置いてきたこともその一つである。こうした中で、近年では、研究の進展の中で、刊行物の

ような二次資料ではなく、統治の結果として残された一次資料（例えば、台湾総督府の行政文書である『公文

類纂』等は、現在、台湾で保存、整理、公開されており、中京大学社会科学研究所台湾総督府文書目録編纂

委員会編『台湾総督府文書目録』ゆまに書房、1993 年～、等も刊行中である）等の利用が進められつつある。

また、統治行為の枠にはおさまらない資料（例えば、現地語資料はその一つである）やオーラルヒストリー等の

文書資料とは異なった資料の提起する問題も指摘されつつある。こうした研究の進展は、植民地史研究の方

法にも大きな影響を与えつつあると考えられるが、その意味では、本目録におさめられた旧植民地等関係資料

もその利用のあり方が方法的な問題も含めて、あらためて吟味されるべき段階に来ている。 
研究者は、往々にして、資料の消費者である。自らの観点からある問題の分析のために資料を利用し、一

定の解釈を加え、これを公表することをなりわいとしている。しかし、その際に、利用する資料の体系を顧慮する

ことは往々にして稀である。つまり、資料のつまみ食いを行うのである。しかし、貿易統計等の数字も含め、実

際にはそれを作成した側の論理を知ることなしには、資料としてこれを用いることはできないし、また、ある資料

がなぜある機関、例えば、横浜国立大学経済学部に残されているのかという問題を考慮することなしには、テ

キスト・クリティークを行うことはできない。横浜高商がどのような意図をもって資料を収集したのかという問題は、

研究者がライブラリアンとともに常に意識すべき問題の一つである。 
筆者の専門とするアジア経済史、特に中国経済史の領域において、戦前資料の蓄積なしには、今日の研

究は成り立たない5。日本では、地震や戦災での焼失、さらには資料の焼却等によって多くの資料が失われた

ことは事実である。しかし、依然としてあまり利用されることのなかった旧植民地等関係資料が数多くあることも

事実である。もちろん、こうした資料は、植民地統治等に直接かかわった資料であるがゆえに、多くのバイアス

がかかったものである。しかし、バイアスそのものを解釈し、研究を進めることが求められており、また、そのため

にも、資料目録の作成は、テキスト・クリティークの第一歩として、地道な作業であるが も必要な作業である。 
横浜高商収集資料は、第二次大戦時期までに横浜高商が進めた調査研究の結果として蓄積され、今日、

ライブラリアンの手によって整理されることによって、現在の研究者、すなわち、消費者が利用することの可能な

資料となった。今日、刊行される資料の数は膨大なものとなり、また、横浜高商が収集した文献資料とは異なっ

た多くの資料媒体も登場している。しかし、その資料をどのように保存、整理、公開していくかという手続きは比

較的忘れられがちである。資料は、そのままでは利用できる状態にはならない。むしろ、失われていくものも多

いと言えよう。その意味では、現在に生活する研究者は、消費者として資料を消費するだけではなく、後世の

研究者のために資料を体系的に残していく義務があるように思われる。 
（いいじま わたる 横浜国立大学国際社会科学研究科・アジア経済史・助教授） 

 

                                                      
4 拙稿「近代日本の「植民地医学（colonial medicine）」に関する覚書」『近代中国研究彙報』第 22 号、2000 年 
5 拙稿「在日本中国近代史研究的一百年」、中国社会科学院経済研究所編『20 世紀的中国経済史研究』近刊、所収。 


