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１、はじめに

本稿は、朝鮮時代に生産された古文書について、その伝来論的研究の現状を整理し、それを
ふまえて、今後とりくむべき課題を提示しようとするものである。古文書の伝来論的研究とは、
文書が生み出されて今日まで伝存するにいたった経緯や要因、あるいは過去の各時代における
文書の管理制度や保管実態（保管の方法、形態、場所）などについて考察する研究をいう。

こうした主題を本稿でとりあげようとするのは、朝鮮時代の古文書（以下、「朝鮮古文書」
と称する）にかかわる研究の歴史をかえりみて、その必要性を痛感したためにほかならない。
ただ、日本語をもちいて朝鮮古文書学の研究史を通覧した論考は、これまでほとんど発表され
ておらず1、朝鮮古文書学を専門としない読者にとっては、当該分野における伝来論的研究の位
置づけを把握しがたいものと思われる。したがって、まず次章において、朝鮮古文書学全般の
研究史をふりかえったうえで、伝来論的研究の重要性を確認することにしたい。つづく第３章
では、これまでに発表された伝来論的研究にかかわる論考を列挙してその問題点を指摘し、最
後に第４章で、今後の課題を提示することにしよう。

なお、本稿において「朝鮮時代」といった場合、甲午改革より前の時期をさすことにしたい。
1894年よりすすめられた甲午改革では、日本の多大な影響のもと、「近代」的な行政システム
が構築されていった2。したがって、甲午改革以後における文書管理の有り様は、それ以前のも
のとは大きく異なっており、両者を一括りに論じることはできないと考えるためである。

２、朝鮮古文書学の研究史

本章では、朝鮮古文書学の歴史を簡単に整理することにしたい3。
朝鮮古文書にかんする研究がはじまるのは、1910年、日本が韓国を併合する前後の時期のこ

とである。併合直前には法典調査局、併合後には朝鮮総督府を中心として、古文書の収集・整
理作業がおこなわれた。当時、古文書の史料的価値がもっとも注目されたのは、社会経済史と
法制史の分野であった。そのような研究の代表的なものとして、［周藤吉之 1937］［中枢院調
査課編 1936］［同 1940］［朝鮮総督府臨時土地調査局編 1920］などがあげられる4。これらの論
考は土地・相続・身分制度などの解明に貢献したが、この分野に古文書を利用した研究が集中

1 管見の限り、朝鮮古文書学の歴史について、ごく簡潔に整理した［金炫栄 2007］が唯一の論考であ
る。
2 関連史料が多数残っているため、甲午改革期、および大韓帝国期における官府の文書管理制度につ
いては、多数の研究蓄積がある。［権泰檍 1994］［金建佑 2008］［박성준 2009a］［시귀선 2003］［이경
용 2002］［이승희 2008］［이영학 2009］など参照。
3 朝鮮古文書学の歴史を概観した論考として、［金炫栄 2009］［梁晋碩 2009］［鄭求福 1992］などがあ
るが、ここではそれらを参考としつつ、新たな知見をくわえて叙述した。なお外交文書については、
日朝関係史研究者による豊富な研究蓄積があるため、ここではあつかわない。
4 いうまでもなく、こうした史料収集とそれにもとづく研究は、一部をのぞき、朝鮮統治政策の一環
としておこなわれたものであった。［李昇一 2008］［李英美 2005］など参照。
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したのは、関連文書が比較的多く残存しているという史料状況によるものと考えられる。朝鮮
では、帳簿や日記など、民間で作成された記録類があまり残っておらず、社会の実相を解明し
ようとすれば、必然的に古文書に強く依存することになる。現在の古文書学においても、朝鮮
時代（とくに後期）の社会経済史・法制史分野に関連する論考は、全体のうち非常に高い割合
を占めている。

1945年の植民地解放後、韓国では国史館（現国史編纂委員会）などの研究機関、国立図書館
（現国立中央図書館）やソウル大学校附属図書館をはじめとする各図書館で、史料の収集と整
理がすすめられた。個々の研究としては、やはり社会経済史と法制史に対する検討が研究の主
軸をなしており、分財記（相続関連文書）をもちいて士族家門の財産相続の実態を分析した［李
光奎 1976］［崔在錫 1972］や、宮廷・官府へ需要物資を納入する商人である貢人にかかわる
古文書を詳細に検討した［田川孝三 1975］などの論考が発表されている。なかでも［朴秉濠 
1974］は、多数の古文書を活用し、土地の所有・売買制、訴訟・裁判制、婚姻・養子制など、
各種の法制度の実態に対する理解を大きく前進させた。

この時期の研究の特徴として、古文書を体系的にとらえようとする論考が発表されはじめた
という点をあげることができる。まず［金東旭 1967・1968］は、形式と機能にもとづいて古
文書を細かく分類し、個々の文書式について簡略ながら説明をくわえている。現在の水準から
みれば改めるべき点も少なくないが、古文書の本格的な分類を試みた点は、研究史上はじめて
のものとして注目に値する。また［田川孝三 1976］は、朝鮮における古文書の歴史的展開を
述べたうえで、国王文書、および朝鮮王朝の基本法典『経国大典』（1485年施行）所載の文書
式について、比較的詳細に解説をおこなっている。

1980年代初頭、朝鮮古文書学は大きな画期を迎えるが、その契機のひとつとなったのは、現
在でも古文書学の概説として定評がある［崔承熙 1981］の刊行であろう。本書は、朝鮮古文
書を網羅的にとりあげてこれを分類し、個々の古文書の形式・機能について要領よく解説した
うえに、古文書特有の用語や吏読に対する注釈まで付しており、斯学の発展に大きく寄与した。
ただ、本書は多種多様な古文書をあつかっているため、いきおい個々の古文書に対する理解が
不十分となっており、その分類方法や形式・機能のとらえ方にやや疑問が残る部分もある5。そ
の補訂や修正は後進に残された大きな課題といえよう。

このころを境として、古文書の史料的価値が改めてみなおされ、ソウル大学校奎章閣（現ソ
ウル大学校奎章閣韓国学研究院）や韓国精神文化研究院（現韓国学中央研究院）をはじめとす
る史料館・研究機関により、古文書のマイクロフィルム化が大規模に推進され、『古文書』や

『古文書集成』など、影印・翻刻文を付した大部な史料集が刊行されるようになった。とくに、
古文書研究の中心的機関と位置づけられた韓国精神文化研究院では、所属研究員が韓国各地の
士族家門をたずねて史料収集につとめ、多大な成果をあげた。

こうした精力的な史料収集の結果、社会経済史研究は大きく進展した。古文書をもちいて、
士族家門の財産構築の過程や、郷吏の身分変動、奴婢の生活実態などについて考察した、［金

5 たとえば、古文書の分類において、官職任命・科挙合格・追贈・奴婢土田賜与・免役など、さまざ
まな機能をもつ古文書群を、「教旨」という項に一括して押しこんでいる点は問題である（［崔承熙 
1981］改正増補版、77～92頁）。確かに、これら古文書は「教旨」という頭辞を備えており、その形式
も非常によく似ている。しかし、朝鮮初期においては、個々の古文書はまったく異なる形式を有して
おり、『経国大典』成立を前後した時期に、はじめて形式が相似するようになったのである。このよう
な文書形式の変遷過程を念頭におけば、崔承熙の文書分類法には疑問をいだかざるをえない。
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容晩 1983］［同 1986］［金炯沢 1986］［李樹健 1980］［同 1987］［李栄薫 1987］［李在洙 1986］
［李海濬 1980］［鄭奭鍾 1983］［崔承熙 1983］［同 1985］といった、非常に多種多彩な研究が
あらわれた。朝鮮時代、なかでも後期の社会経済史研究は、古文書の利用が不可欠な段階にい
たったといえる。

また、個々の古文書に密着し、その性格を微細に分析する研究もあらわれるようになった。
たとえば、［梁泰鎮 1984］や［千恵鳳 1984］［同 1988］は、朝鮮初期の功臣に与えられた録券

（封爵文書）について詳細な検討をくわえている。従来、古文書の形式や機能それ自体につい
てはそれほど考察が深められてこなかったが、ここに来て改めて関心が寄せられはじめたので
ある。

1990年代に入ると、韓国古文書学会（学会誌『古文書研究』）が創設され、古文書学はさら
なる発展を遂げることになった。古文書の研究に特化した本会の登場が、古文書学を固有の研
究分野として確立させる契機となったことはうたがいなく、以後、韓国における斯学を牽引す
る役割をになった。

個々の研究成果をみわたせば、1990年以降、さまざまな分野において論考数の顕著な増加が
みられる。たとえば、古文書分類の理論や方法を論じた［尹炳泰・朴玉花・張舜範 1994］や、
特定の時代のさまざまな古文書を多角的に分析した［李樹健ほか 2004］など、これまでにな
いあらたな研究が登場している。また、社会経済史にかかわる論考の数は膨大であり、研究書
に限定してみても、［金建泰 2004］［金赫 2008］［金炫栄 2003］［文叔子 2004］［安承俊 2007］

［李在洙 2003］［全炅穆 2001］［鄭求福 2002］など、多数をあげることができる。
古文書の形式や機能を考察した研究も大幅に増加している。とくに、朝鮮初期に国王文書・

官府文書の形式がいかに変遷していったか、その経緯を詳細に究明した研究の進展はめざまし
く、［金赫 2002a］［魯仁煥 2011］［明京一 2011］［문보미 2010］［朴成鎬 2012a］［同 2012b］［朴
竣鎬 2009］［沈永煥 2009］［沈永煥・朴成鎬・魯仁煥 2011］［유지영 2007］［川西裕也 2007］［同 
2009］など、多数の成果が発表されている。

くわえて注目すべきは、古文書のもつ諸特徴に着目した論考があらわれるようになった点で
ある。古文書に付された署押（サイン）の様相を考究した［朴竣鎬 2002］［同 2004］、任命文
書に捺された印章を精緻に分析した［金恩美 2007］、料紙の種類と特徴を検討した［孫渓鍈 
2003］［同 2005］、多様な古文書の書体について考察した［沈永煥 2008］などはその一端である。

今日の朝鮮古文書学は、研究のさらなる深化にくわえ、関心の多様さをともなう、あらたな
段階に入ったと評することができよう。

朝鮮古文書学の研究史は以上に述べたとおりであるが、それでは、古文書学において必要不
可欠な史料である古文書それ自体は、いかなる歴史的な経緯を経たうえで、今日まで伝わって
きたのであろうか。この疑問は次のようにいいかえることができよう。すなわち、朝鮮時代に
おいて、文書はどのように生産・保存・廃棄されており、それがどのような意図・理念のもと
におこなわれていたのであろうか。また、甲午改革以降の「近代」化の過程で、朝鮮古文書は
どのように保管、あるいは廃棄されていったのであろうか。こうした問題にとりくむことは、
現在我々が利用している朝鮮古文書群の形成過程の解明という、重要な史料学的課題に密接に
つながるものにちがいない。

およそ古文書をもちいた研究をおこなおうとすれば、その前提として、上にあげたような朝
鮮古文書の基本的性格にかかわる問題を解決しておくことが、必須の作業として求められるで
あろう。この作業を抜きにして、古文書の適切な利用や厳密な史料批判は困難と思われる。し
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かしながら、次章で述べるように、こうした分野にかかわる研究、すなわち古文書の伝来論的
研究の論考数は限られており、いまだ解明されていない問題が山積しているのが現状である。
また、既往の関連論考では、先行研究があまり整理されないまま、研究がすすめられているた
め、論点の所在をつかみがたいという問題があるように思われる。

今後、朝鮮古文書学を深めていくためには、伝来論的研究に対する本格的な取り組みが必要
となることはうたがいない。その足がかりとして、本稿が「朝鮮時代古文書の伝来論的研究の
現状と課題」という主題を設定することは、一定の意義を有するものと思われる。

３、朝鮮古文書の伝来論的研究の現状

本章では、今日までに発表された朝鮮古文書の伝来論的研究にかかわる論考を整理し、その
問題点を指摘することにしたい。

伝来論的研究の関連論考は早くも1980年代に登場している。まず［金相淏 1986］は、朝鮮
時代の公文書（国王文書・官府文書）がいかなる方法で管理されていたのかについて包括的に
検討をくわえた。この論考では、公文書の作成過程や整理方法・保存場所、その担当人員など、
幅広い問題がとりあげられているが、提示する事例の数がきわめて少なく、個々の問題につい
てはごく簡単にふれるにとどまっている。また、朝鮮時代の文書管理にかんする研究であるに
もかかわらず、甲午改革以降の事例に多く頁を割いている点も問題があるといわざるをえな
い。本論考は、伝来論的研究の嚆矢として重要な意義を有するものの、問題提起の域を出るも
のではないといえる。

また［南権熙 1986］は、朝鮮初期、中央官府に設けられた文書保管庫である架閣庫の置廃
経緯と機能について、中国の架閣制度を参照しつつ考察している。架閣庫には、国王文書、機
密文書、奴婢案、戸籍・地図、儀軌など、さまざまな文書・記録類が保存されていたが、主と
して、すでに現用段階の終わった行移文書や謄録（文書の内容を謄写した記録）が収蔵されて
おり、また、架閣庫は官僚が典例や故実を調査するための文書館的機能を有していたという。
本論考は、文書保管の「場」を本格的にあつかった研究として重要であるが、架閣庫は早くも
世祖14年（1468）に廃止されるため、それ以後に、文書がどこでどのように保管されていたの
かという問題が今後の課題として残された。

この架閣庫については、本論考の発表から10年後に、［北村明美 1996］によっても考察され
ている。北村明美は、架閣庫制度の沿革とその機能について詳細に検討し、それをつうじて朝
鮮初期の政治情況を描き出したが、先行研究として南権熙の論考を参照していない点は大きな
問題である。

1980～90年代には、上にあげたわずか３篇をのぞき、伝来論的研究にかかわる論考は存在し
ない。この当時、当該分野にかんする研究が研究者の関心を惹くことはほとんどなかったよう
である。

その後、2000年代に入ってからは、関連論考がいくつか発表されるようになった。まず［金
泰雄 2000a］は、牧民書（地方官の行政指針書）や重記（物品記録帳簿）類をもちい、朝鮮後
期の地方官府における文書の管理方法や保存場所を具体的に検討した6。地方官府では、文書の
処理段階にしたがって、活用（現用）文書と非活用文書とを区分しており、活用文書を担当各

6 同年に［金泰雄 2000b］も発表されているが、内容はほぼ同一である。
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所や楼下庫に置いて参照に備え、非活用文書のうち、史料的価値が高い証憑文書や法規文書は
楼上庫に永久保存していたという傾向をみいだせるとする7。また、一般的な非活用文書の場
合、文書原本を残すことはなく、日記や随録などの記録類に内容を抜粋して書き写し、それら
記録類のみを保存していたという。本論考は、紙面の半数近くが甲午改革以後の事例に費やさ
れているため、朝鮮時代の文書管理の様相については深く掘り下げるにいたっていないが、こ
れまで利用されてこなかったさまざまな史料を活用し、地方官府の文書管理の実態に迫ろうと
した研究として注目に値する。

［尹薫杓 2000］は、『高麗史』や『朝鮮王朝実録』といった年代記史料にもとづき、高麗末
期から『経国大典』が成立するまでの時期において、中央官府の記録物管理規定がいかに改め
られていったのかを追跡した。ただ史料の制約上、きわめて大まかな概論にとどまり、規定の
詳細な点については、ほとんど不明のままに残された。

また［金赫 2002b］は、官府文書と謄録の関係性について考察している。謄録とは、「常設
官府において、記録保存を目的として、行政過程で産出された一次記録物を、官府の必要にし
たがって謄出して編纂した二次記録物」をいう8。本論考によれば、朝鮮前期には文書原本をそ
のまま保管する方式が主流をなしていたが、朝鮮後期にいたると、官僚機構の細分化によって
官府文書が増大し、文書管理が粗忽となったため、文書を謄写・編纂して作られる謄録の方式
が積極的に導入されていったと論じられている。推測にもとづく部分が多いものの、文書と記
録類の関係の変容過程を考えるうえで興味深い見解である。

［南権熙 2002］は、朝鮮後期に作成された80種余りの重記、および多数の古地図・邑誌を
もちいて、地方官府における記録物の管理状況を論じており、そのなかで文書を保存する場所
や容器についても簡単にふれている。それによれば、官府文書は書筒や櫝

はこ

に納められ、楼庫や
紙筒庫などに備置されていたという。個々の史料に対して詳細な検討はおこなわれておらず、
概括的な叙述にとどまっているとはいえ、重記を正面からとりあげた本論考は、官府における
文書保管の実態を研究する際、重記のもつ史料的価値がきわめて高いことを改めて認識させて
くれる。

ところで、古文書の伝来論的研究にかんして注目すべき出来事は、韓国古文書学会刊行の
『古文書研究』28（2006年）における特集「韓国と日本近世の組織と文書」であろう。この特
集では、日韓の研究者による、朝鮮時代と江戸時代における各種組織と記録物の関係性を論じ
た８篇の論考が掲載されているが、そのうち朝鮮古文書の伝来論的研究に深くかかわるものは
次の３篇である。

まず［金炫栄 2006］は、先行研究によりつつ、地方官府において文書がいかに生産・保存・
廃棄されたのかを簡潔に概観しており、［文叔子 2006］は、古文書の収集・整理にたずさわっ
た自身の経験をもとに、士族家門における古文書の保存形態・場所について言及している。ま
た［李海濬 2006］は、わずか１例であるが、朝鮮後期の伝与記（物品引継帳簿）を紹介し、
村落において洞任（事務管掌者）が交替する際、村落運営にかかわる文書の引継ぎが公式的に
おこなわれていた事実を指摘した。先行研究の絶対的不足から、いずれの論考も問題提起の水
準を越えるものではないが、地方官府・士族家門・村落という、さまざまな組織における文書

7 楼上庫・楼下庫ともに物品保管庫であるが、前者は二層、後者は一層の建築物ではないかと推測し
ている（［金泰雄 2000a］144頁）。
8 ［金赫 2002b］98頁。謄録の特徴については［金赫 2000］も参考となる。
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管理史が議論の対象とされたことは特記に値しよう。
その後に発表された論考についてみていけば、まず［이한희 2007］をあげることができる。

本論考は概略的ではあるものの、中央・地方官府における記録物の生産・保存・廃棄の過程を
論じるなど、官府文書の管理にかかわる広範囲な問題について言及しており、非常に意欲的な
研究といえる。また、多くの邑誌や古地図を利用し、官府文書の保管場所を検討している点は
注目に値する。しかし、研究史がよく整理されておらず、先行研究との重複箇所が多いため、
あらたに得られた知見が何であるのか判別しがたく、また当時の文書管理制度に対する評価
や、引用史料のあつかい方に首を傾げたくなる部分があるなど9、問題とすべき箇所が散見され
る。

そのほかにも［金炫栄 2008］は、『朝鮮王朝実録』の編纂過程において、各種の文書や記録
類（時政記・史草・各種謄録）が縮約・謄写・編纂される過程を追跡し、さまざまな文献史料
の階層・層序の有り様を検討した。多数生産された一次的な文書群のなかで選抜・縮約がおこ
なわれて記録類が作られ、その記録類からふたたび選抜・縮約の過程を経て、実録は完成する。
それゆえ、実録は文書と記録の神髄であり、実録の編纂体系は朝鮮王朝の記録管理の体系をよ
く反映したものと評価している。

また［山内民博 2007］は、朝鮮後期、地方官府と民との間でやりとりされた文書（伝令・
所志）をとりあげ、文書の作成・伝達、伝達された文書への対応という諸局面を検討している。
官が民へ意志を伝える際には、文書を各戸に輪示したり、交通の要地に掲示するなどし、とき
には漢字を解さない者のために文面を諺文（ハングル）に翻訳することもあったという。また
逆に、民が官に請願・提訴する場合、文書を提出することが通例であったが、文字を知らない
者がいるため、代書によって文書が作成されることもあり、口頭によって官に直接訴えること
もあったとする。口頭伝達にも注意を払いつつ、これまで看過されてきた文書の作成と伝達の
実態を追求した刺激的な論考である。

以上、今日までの時点における、朝鮮古文書の伝来論的研究にかかわる論考について概観し
てきた。論考の数が少なく、当該研究が活発におこなわれているとは、到底いいがたい現状が
明らかとなったものと思う。先行研究の問題点として次の３点が指摘される。

まず第一に、一部をのぞいて、概括的な論考が大半を占めている点である。史料の精緻な分
析にもとづく微視的研究が不足しており、朝鮮時代において文書の管理が実際にどのようにお
こなわれていたのか、解明されている事柄は非常に少ない。［金相淏 1986］や［이한희 2007］
のように、文書管理史のあらゆる側面を一挙にとりあげようとすることは、研究が蓄積されて
いない現況をかえりみれば、あまりに時期尚早といわざるをえない。

第二に、先行研究の関心が官府における文書管理史の問題に集中しており、士族家門や村落、
書院、郷校、寺院といった、官府以外の組織の文書管理史にかかわる研究が皆無に近いという
点である。唯一、士族家門と村落の文書管理史をとりあげた［文叔子 2006］と［李海濬 
2006］の場合、研究の重要性を指摘しつつも、本格的な検討をくわえるにいたっていない。関

9 朝鮮王朝政府の文書管理制度は、現代の韓国政府のそれに比肩するほどの水準であったと高く評価
するが、根拠に乏しく、到底賛同できない。現代の制度との安易な比較は、朝鮮時代の文書管理制度
の特質をつかむことをかえって困難にするだけであり、あまり意味が無いと思われる。また史料引用
にあたって、国史編纂委員会が提供するデジタルテキスト版『朝鮮王朝実録』（http://sillok.history.
go.kr/main/main.jsp）から、記事の訳文をそのまま引き写していることなどは、歴史学研究の作法上、
看過できない問題点であろう（［이한희 2007］305頁の註36など）。
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連史料がいちじるしく不足しているとはいえ、既往の研究の傾向が極端に偏っているという批
判はまぬがれないであろう。

第三に指摘したいのが、甲午改革以後から現在まで、朝鮮古文書がどのように伝来してきた
のか、その過程にかんする研究の欠如である。朝鮮古文書は、甲午改革以後の時期から、大韓
帝国期、植民地期、そして朝鮮戦争・南北分断の激動期を経て、今日まで伝わってきた。その
間、朝鮮古文書に対するあつかいが大きく変化したことが推測されるが、当時、古文書がどの
ように保管、あるいは廃棄され、そしてその結果として、今日みるような文書群が形成される
にいたったのか、ほとんど明らかとされていない10。甲午改革以後における朝鮮古文書の伝来
過程にかかわる問題は、未開拓な領域として残されているのである。

４、朝鮮古文書の伝来論的研究の課題

本章では、前章で指摘した既往研究の問題点をふまえ、今後とりくむべき課題について述べ
ることにしたい。

（１）文書管理史の微視的研究の推進
朝鮮時代における文書管理の様相を究明するためには、まず何より、文書管理の実態を史料

にもとづいて精確に明らかにしていく作業が必要であろう。朝鮮古文書がどのように作成・伝
達・保存、そして廃棄されたのか、その諸局面を綿密に検討することが求められる。確かに、
文書管理の有り様について詳細な情報を記した当該時期の目録や帳簿の類は、今日まで確認さ
れておらず、文書の管理がいかにおこなわれていたかを考察することは困難をともなう。しか
し、今後、さまざまな史料を多角的に活用することにより、新たな展望が開けていくものと思
われる。

ここでは手はじめに、関連史料が比較的豊富な朝鮮後期の官府文書を対象として、文書管理
史の微視的研究の方向性を探ってみることにしたい。

まず、官府文書の管理を定めた法規定について確認しておこう。成宗16年（1485）に施行さ
れた基本法典『経国大典』蔵文書条では、官府文書一般の管理について次のように定めており、
基本的にこの規定が朝鮮末期の法典まで継承された11。

10 たとえば、ソウル大学校奎章閣韓国学研究院は、韓国を代表する史料所蔵機関であり、相当量の典
籍・古文書・記録類を保有している。それらの史料にかんして、典籍群、および甲午改革以後に生産
された古文書・記録群の形成過程やその管理様相の問題をあつかった論考はいくつか発表されている
が（［金泰雄 1995］［同 2007］［同 2008］［박성준 2009b］［徐栄姫 1994］［慎鏞廈 1981］）、 朝 鮮 時 代
の古文書・記録群については、いまだ研究が及んでいない。わずかに［朴秉濠 1992a］が、京城帝国
大学による朝鮮古文書の収集・整理過程について述べているが、簡単な言及にとどまっており、詳細
な点は明らかでない。また植民地期において、『朝鮮史』編纂のため、朝鮮古文書・記録類の収集を大
規模におこなっていた朝鮮史編纂委員会（のち朝鮮史編修会）の活動に言及した論考もあるが（［中村
栄孝 1953］［金性玟 1989］［李昇一 2007］）、史料収集の事実経過を確認するにとどまり、それら古文
書・記録類がどこからどのように収集され、それが現在どこに所蔵されているのかについては、ほと
んど検討されていない。唯一、［長志珠絵 2010］が朝鮮史編纂委員会の調査員の復命書を分析するこ
とで、当時の史料調査と収集の実態をとらえようとしており、今後の研究の進展が注目される。
11 『大典通編』（1786年施行）以後の法典では、「備辺司の筆頭の郎庁は中央・地方からの上達文書をつ
かさどるが、後日に参考となりうるものについては、謹んで管理しなければ重罰に処す（備辺司首郎
庁、掌中外啓状、可憑後考者、不謹典守、則重勘）」という細則がつけくわえられたが、上達文書の管
理を厳重におこなうよう命じたものにすぎない。
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諸官府と諸邑の文書は、分類してまとめ、見出しを付け、それぞれこれを所蔵する。12

このきわめて簡略な条文が、朝鮮時代の法典にみえる、官府文書一般の管理方法を律した唯
一の規定である13。保存の対象となる文書の種類や期間、場所や容器などの細かな点について
は一切ふれられておらず、「分類してまとめ、見出しを付ける」という大まかな原則が記され
ているにすぎない。文書管理の具体的な方法は各官府に委ねられていたのであろう。

なお、上にあげた規定は永々と墨守されていたわけではなく、英祖代（1724～76年）には、
すでに中央官府の文書原本を保管活用するシステムが麻痺状態に陥っていたという14。朝鮮後
期に行政組織が改編され、とりあつかう文書量が増大するにしたがい、文書管理の方法もまた
変容していったものと考えられる。既往の研究では、上にあげた『経国大典』の条文にもとづ
いて、官府における文書管理の全体を論じようとする傾向にあるが、それは大きな危険をとも
なうことがわかる。

また、地方官の行政指針書である牧民書の類に、地方官府の文書管理にかかわる記述がみえ
ることもある。たとえば、丁若鏞（1762～1836年）の著した『牧民心書』には、

およそ上達・下達の文書は、これを記録して冊子を作り、考証・検査に備える。期限を設
けたものは別に小冊子を作る。上級官府に報告したものは一冊を作り、民に伝達したもの
は一冊を作る。字画は明瞭にする必要があり、常に机の上に置いておく。その月例のもの
や緊急でない文書は、必ずしも収録しなくてもよい。15

と述べられている。これによれば、一見、地方官府の文書管理には整然とした規則があったよ
うにみえるが、牧民書に記された事項は、あくまでその著者が提唱する心得・指針にすぎず、
何ら法的拘束力をもっていたわけではない。地方官府の文書管理の方法は、その時代や地域の
慣習にしたがっていた、あるいは各官僚の裁量に任せられていたのであり、法的に定められて
はいなかった可能性が高い16。牧民書の記述は参考に値するが、既往研究にしばしばみられる
ように、これを地方官府における普遍的な文書管理の方法ととらえ、一般化して論じようとす

12 「諸司・諸邑文書、分類作綜懸籤、各蔵之」（『経国大典』巻３、礼典、蔵文書条）。なお、「作綜」と
いう語が実際に何を意味するかについては議論があるが（［金赫 2002b］101頁）、ここではひとまず「ま
とめる」と解釈しておく。
13 『経国大典』蔵文書条には、このほか、「春秋館の時政記〈承政院日記、および各官府の緊密に関連
する文書を選び集め、年末ごとに冊数を報告する〉、承文院の文書は３年ごとに印刷し、担当官府・議
政府および史庫に所蔵する（春秋館時政記〈撰集承政院日記及各衙門緊関文書、毎歳季啓冊数〉・承文
院文書、毎三年印、蔵本衙門・議政府及史庫）」という規定もみえる（〈　〉内は双行註）。これは、朝
鮮王朝が王代ごとに作成した正史『朝鮮王朝実録』の編纂にかかわる規定である。実録は、史官の記
録（時政記）、政務日誌（承政院日記）、外交文書（承文院の文書）、そのほかの関連文書などを参考資
料として編纂された。上掲の規定では、それら資料の収集・保存の方法を記しており、文書について
も簡単に言及されている。実録編纂の参考資料として重要と認識された官府文書や外交文書は、一般
の官府文書とは異なった特殊なあつかいを受けていたことを示すものであるが、その詳細については
不明である。なお実録の編纂過程については、［金炫栄 2008］参照。
14 ［金赫 2002b］103～104頁。
15 「凡上下文牒、宜録之為冊、以備考検。其設期限者、別為小冊。其論報上司者、為一冊、其伝令下民
者、為一冊。字画要精、常置案上。其月例及閑漫文字、不必収録」（丁若鏞『与猶堂全書』第５集、第
18巻、牧民心書、巻３、奉公六条、文報）。
16 ［金泰雄 2000a］148頁。
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ることは無理がある。
上述のように、官府文書の管理方法を一元的に律した法的規定は、『経国大典』蔵文書条の

大まかな原則以外に存在せず、場合によってはその規定も遵守されていないことがあった。時
期ごと官府ごとに、文書を管理する具体的な方法はそれぞれ異なっていたと考えられる。結局、
文書管理が実際にどのようにおこなわれたのかを明らかにするためには、さまざまな史料にあ
らわれる断片的な関連記事を収集・蓄積し、個々の事例を精査することが必要となるのである。
そのためには、『朝鮮王朝実録』、『承政院日記』、『日省録』のような年代記はもとより、節目
や謄録・邑誌などの記録類、士大夫の日記や文集を網羅的に調査していくことが求められる。
牧民書の類についても、事例を多く集積することで、当時の官僚が地方官府における文書管理
をいかにおこなうべきと考えていたのか、その大よその傾向を探りだすことが可能となろう。
幸い、これらの史料はある程度デジタルテキスト化されており、関連記事を検索・抽出する作
業は、以前に比べてはるかに容易となっている。

また、微視的研究をおこなう場合、重記は非常に有用な史料といえる。重記は、地方官が交
替する際の引継ぎ、あるいは年次別の財物調査のために作成された帳簿であり、官府の保有す
るさまざまな物品が網羅的に記録されている17。そのなかには簡略ながら、文書の数量や保存
形態、異動（受入・廃棄・焼失）といった情報が記されている場合があり、当該時期における
文書保管の有り様をうかがおうとする際、重要な手がかりとなる。19世紀のものが大部分であ
り、記述の精粗に差が大きいとはいえ、重記は相当量が現存しており18、今後も新史料が発掘
される可能性が高い。重記をもちいた既往の研究では、数点の重記をとりあげ、文書の保存形
態や場所について簡単に言及するにとどまっているが19、今後、特定地域の重記を時系列に沿っ
てとりあげて分析することにより、その地域の官府における文書保管の形態の変遷過程を跡づ
けることもできるのではないかと期待される。

官府以外の組織、すなわち士族家門・村落・郷校・書院・寺院などの文書管理史については、
その実態を伝える史料の数がきわめて少ない。微視的研究をすすめるためには、各種の年代記
や日記、記録類を広く渉猟し、これを詳細に分析することが必須の作業となるであろう。なお
組織によっては、伝与記（あるいは伝掌記）という史料を作成・所持している場合がある。伝
与記は組織責任者の交替にともなう物品引継ぎの帳簿であるが、重記と同様、組織の有する文
書の数量や保存容器などが記されており、文書管理史の微視的研究に大いに有効なものと思わ
れる。伝与記は記載される内容が数十年分におよぶこともあり、文書保管の形態の変容過程を
うかがうのにあたっても好個の材料といえよう20。今後、新たな伝与記の発掘と、伝与記を活
用した研究の進展が俟たれる。

17 重記については、［金赫 2001］［南権熙・崔宇景 2009］［鄭求福 2012］［趙美恩 2012］参照。
18 ［南権熙・崔宇景 2009］によれば、現在、146点の重記が確認されているという（46～50頁）。なお、

［慶北大嶺南文化研究院編 2009］は、慶尚道地域の多数の重記を翻刻しており、参照するのに便利で
ある。
19 ［南権熙 2002］11～19、22～31頁、［金泰雄 2000a］142～148頁、［이한희 2007］311～314頁。
20 たとえば、全羅南道霊岩に位置する場岩洞の洞契（郷村の相互扶助を目的に作られた自治組織）で
作成された「場岩洞契開元録」という伝与記には、17世紀中期から約１世紀にわたって、有司（職務
担当者）が交替する際の物品引継ぎの状況が記されており、この間における文書の増減の様相をうか
がうことができる（［資料調査室編 1995］掲載史料）。また、慶尚北道慶州の龍山書院が所蔵する伝与
記は、院長・有司の交替時に作られたものであるが、18世紀初期・中期における文書引き継ぎの有り
様がみてとれる（［国学進行研究事業推進委員会編 2000］掲載史料）。
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（２）朝鮮古文書の現状記録の重要性
官府以外の組織、すなわち、士族家門や村落・郷校・書院・寺院の文書管理の有り様を伝え

る史料は非常に限定されており、その実態を把握しがたいことは先述したとおりである。その
限界を乗り越えるためには、古文書の「現状記録」に着目することが必要となる。現状記録と
は、古文書が現に保持されている組織において、古文書の保存場所や容器、配列の順序、古文
書の形態（折り方、綴じ方、包み方）などがどのようになっているのか、その現状をメモやス
ケッチ、写真、ビデオカメラによって詳細に記録したものをいう21。

現状記録を分析することは、朝鮮時代における文書保管の様相を検討する際、重要な手がか
りとなるものと思われる。たとえば、現在の士族家門の家屋において、任命文書や科挙合格証
など、祖先の事蹟にかかわる文書は、他の雑多な文書群とは別個の場所に置かれ、とくに大切
に保管されている場合がある。また、祖先が王から下賜された文書や、祖先が著名な文人と交
わした書簡が冊子体に改装されている例もしばしば見受けられる。こうした文書保管の現状
は、その士族家門の家族が、自分の祖先にかかわる文書に特別の意味と価値を認め、他の文書
とは異なる鄭重な取扱いをしてきたことを示すものであろう。

もちろん、今現在における文書保管のあり方が、朝鮮時代とまったく同じであったというわ
けではない。むしろ、後人の改変・移動の手が多分に入っていると考えた方が自然である。し
かし、程度の差はあれ、文書保管の現状に過去の痕跡が残っている可能性は否定できない。今
後、多数の現状記録を積み重ね、分析をおこなうことにより、朝鮮時代の文書保管の実態に近
づくことも可能になるものと思われる。考古学における遺蹟の発掘調査と同様、文書保管の現
状は、ひとたび破壊されれば元に戻すことが不可能である。この点を考慮すれば、古文書の調
査をおこなう場合、一見無秩序にみえる場合であれ、その現状を詳細な記録として残しておく
ことは必須の作業と思われる。

現在、朝鮮時代の中央・地方官府は、ほとんどの建物が失われてしまっており、そこに保存
されていた古文書も、すべて図書館や史料館に移管されてしまっている。そのため、今日、官
府文書の現状記録を得ることはほとんど不可能に近い22。しかし、士族家門や村落・郷校・書
院・寺院の場合は、今でも往時の建物が残っており、古文書を保有しつづけている場合が多い。
これら組織の文書保管の歴史を解明しようとすれば、現状記録を活用することが大いに有効で
あると思われる。

それでは、韓国の学界において、古文書の現状記録に対する取り組みはどうであろうか。残
念ながら、現状記録についてふれた古文書史料集・報告書はこれまで発表されていない。たと
えば、韓国学中央研究院が刊行を続けている『古文書集成』シリーズは、士族家門ごとにその
家が保有する古文書を網羅的に収録したものであり、質量ともに韓国を代表する古文書史料集
といえる。しかしながら、『古文書集成』には現状記録にかんする言及はまったくみえない。
そのほかの史料集・報告書の場合も同様である。

ただ、一部の研究者は現状記録に対して強い関心を示している。早くも1990年代に、［金炫
栄訳 1996］が、［芦田伸一 1992］と［吉田伸之 1990］を韓国語に翻訳し、日本古文書学にお

21 現状記録の理論と方法については、［芦田伸一 1992］［安藤正人 1998］［大藤修・安藤正人 1986］［大
藤修 1988］［高橋実 1993］［同 2000］［同 2003］［吉田伸之 1990］参照。
22 ただし、図書館や史料館に保管されている古文書であっても、その形態（折り方、綴じ方、包み方）
に限っては、過去の状態を維持している可能性があるため、現状を記録することは決して無意味では
ないと思われる。また、古文書の保管にあたっては、現状をできるだけ維持することが求められよう。
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ける現状記録の取り組みについて紹介している。また、［金炫栄 1998］が現状記録の方法と課
題を論じてその重要性を喚起しており、これを受けた［全炅穆 2006］が古文書調査における
現状記録の導入の必要性を指摘している。このように韓国において、朝鮮古文書の現状記録は
いまだ実行に移されていないとはいえ、今後とりくむべき課題として意識されていることがう
かがえる。

近年の日本では現状記録に対する関心は高く、現状記録の理論や方法を論じた多くの論考が
発表されている23。とくに［牛久市史編さん委員会編 1993］は、日本ではじめて古文書調査に
現状記録の方法を本格的に導入・実践した報告書として高い評価を得ている。日本古文書学に
おける現状記録の理論や方法を朝鮮古文書学にそのまま適用することは不可能であろうが、参
考とすべきところは少なくないものと思われる。

なお附言すれば、現状記録は、単に文書保管史の研究素材として有用なだけではない。単独
では性格が判然としない古文書や、発給・受給者が記されていなかったり、年代が不明な古文
書があった場合、それが他のどのような古文書と隣りあって保存されていたかが判明すれば、
その性格や発給・受給者、年代を明らかにするのに有力な手がかりとなる。このように古文書
研究において、現状記録が有する意義はきわめて大きいといえる。

（３）甲午改革以降の朝鮮古文書の伝来様相
最後に、甲午改革以降から今日まで、朝鮮古文書がいかに伝来してきたのか、あるいは伝来

しなかったのか、その過程にかんする研究の必要性があげられる。先述のとおり、このような
問題をとりあげた研究はほとんど存在しないため、ここではひとつの試みとして、大韓帝国
期・植民地期における、朝鮮時代の官府文書の保管・廃棄状況について簡単な検討をくわえ、
問題の提起をおこなうことにしたい。

朝鮮時代、中央・地方の諸官府では、その職務上の必要から文書を大量に生産していたと考
えられるが、現存するものは非常に数が限られている。また、研究機関など一部をのぞいて、
現在の韓国の一般的な官庁には、朝鮮時代の古文書や記録類は保管されていない。それではな
ぜ、今日、官府文書は失われてしまったのであろうか24。この点について、通説では、日韓併
合とともに官府文書の大部分が廃棄され、残存した少数のものが図書館や史料館に移管された
ためといわれている。たとえば、地方官府の文書がほとんど残っていない理由について、［朴
秉濠 1992b］は、

日帝の強占と同時に地方官府の文書はすべて廃棄された。とくに日帝が最初に裁判制度を
実施し、各邑官府の伝来裁判文案（すなわち官衙に配置しておいた訴訟関係文書の案）は
残らず廃棄され、部分的に私家に保存されているのが実情である。25

と述べ、［梁晋碩 2009］は、

23 註（21）所掲論考参照。
24 なお、官府文書の亡失の要因について、朝鮮時代には、文書の内容を謄録などの記録類に移録する
ため、文書原本は保管する必要がなく、現用期間が終わってまもなく廃棄されることが多かったとす
る説もある。一理ある見解であるが、朝鮮末期や大韓帝国期の官府文書であっても、それほど大量に
現存しているわけではない点を考慮すれば、それ以外の要因も視野に入れる必要があろう。
25 ［朴秉濠 1992b］５頁。［朴秉濠 2007］４頁にも同様の記述がみえる。
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（17世紀─引用者註）以後の文書は日帝侵略期まで保存されていたが、日帝の強占と同時
に地方官府の文書はすべて廃棄された。とくに裁判制度と関連した訴訟関係の記録はすべ
て廃棄され、中央官府の文書も同様の運命であったが、部分的に私家で保存されていたり、
あるいは幸運にも残ったものが伝わっている。26

と説明している。このように、日韓併合と同時に地方官府の文書がすべて廃棄されたというが、
両者ともいかなる史料に依拠したのか明示しておらず、にわかにはその説にしたがいがたい。

実際には、日韓併合に先立つ大韓帝国期に、すでに朝鮮時代の官府文書が大量に廃棄されて
いたことが、当時のいくつかの史料をつうじて推測される。たとえば、併合直前の1909年に朝
鮮を調査旅行した歴史学者・萩野由之がその旅行の顛末を語った講演の筆記録には、大韓帝国
官府内の文書保管状況について興味深い言及がみえる。

史料採集には非常な困難を感じましたが、併し私は現代の朝鮮を見やうと云ふ考でござい
ましたから、古い所は望が無いと思ひまして、むしろ近代のでも純朝鮮式の文書或は記録
を採り出すことに苦心致しました。そこで学部の手を以て宮内府、度支部、内部其他種々
の役所に照会して色々訪ねて見ましたが度支部の外はちつとも得ることが出来ませぬで、
却て民間から得たと云ふやうな訳でありまして、其書類も沢山とは得られませぬ。けれど
も二三百冊手に入れて参りました。（其一部分が参つて居りますから、あとで御覧を願ひ
ます。）元来史料の無いのみならず、政府に書類の極めて欠乏して居りますのは、今のや
うな保存の念の無いと云ふ外に太皇帝の時代に或日本人が朝鮮で反故の買〆をして数万円
儲ける積りで先づ太皇帝に一万円を上納して太皇帝から命を下して諸官省の本を悉く取寄
せてもらつて払下げたと云ふことがあります。朝鮮の戸籍帳などが今大学其他に来てゐる
のは其時の一部です。さう云ふことからして、諸官省には本が無くなつた。其後まだ少し
残つて居つたものをどう云ふ動機であつたか、是等は皆不用なものだから印刷局にやつて
漉き直すと云ふ事になつて牛車に幾台と積んで龍山に運んで、大部分はどうかして仕舞つ
たさうですが、併し中途で之を禁止したので漉返しは止んで其残部は今も龍山に存して居
ると云ふことです。さう云ふやうなことで屢々書類が災厄に罹つた為に、益々書類は欠乏
して居るのであります。是ももう少ししたら殆んど無くなつて仕舞うだらうと思ひます。27

萩野は、史料調査のために大韓帝国の各中央官府をおとずれ、「近代」のものであっても「純
朝鮮式」の文書や記録類を採集しようとしたが、ほとんど手に入れることができず、ようやく
度支部と民間から２・300冊ほど得ることができたという。当時すでに、中央官府の文書・記
録類のうち、かなりの部分が失われてしまっていたことがわかる。その原因として萩野は、太
皇帝の時代、すなわち高宗代（1863～1907年）に、ある日本人が反故紙を買い占めるために、
１万円を大韓帝国政府に上納し、その結果、彼に「諸官省の本」が大量に払い下げられたこと、
また、その後に少し政府内に残存していたものも、不用なものとして印刷局に引き渡され、大
部分漉き直されたということをあげている。この「諸官省の本」には、朝鮮時代の古文書や記

26 ［梁晋碩 2009］７頁。
27 ［萩野由之 1910］26頁。なお、読者の便宜を考え、史料引用にあたって読点を句点に改めた部分が
ある。
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録類も多く含まれていたと思われる。そのうち一部は売買の対象として民間に流出したかもし
れないが、大半は漉返されるにいたったものと推測される。

大韓帝国期にすでに官府文書が相当量失われていたという萩野の談話は、他の史料からも裏
付けられる。たとえば、『皇城新聞』には次のような記事がみえる。光武９年（1905）４月、
新設された造紙会社に紙の原料を提供するため、皇室の諸般業務をつかさどる宮内府から諸官
府に対し、毎月末に休紙（反故紙）や不用の冊子を集めて、宮内府に納めれば、宮内府がそれ
らをとりまとめて造紙会社に送るということが決定された28。その後、同年６月、ふたたび宮
内府から各部に対し、長期間使用していない冊子や休紙を集め、毎月末に宮内府に送付するよ
うに通達された29。ただ、これらの通達は履行されなかったようであり、翌年４月および10月
に、中央・地方官府の帳簿や戸籍を製紙会社に送り、大韓帝国皇室の公用紙などを製造するこ
とが改めて指示されている30。

また、隆熙２年（1909）６月、大韓帝国政府の顧問であった日本人官僚が統監府に上申した
報告書には、度支部に保管されていた不用の量案冊（土地関係記録）3,200貫（約12,000㎏）が
製紙原料として印刷局に引き渡されたという記述がみえる31。

このように、大韓帝国期にすでに、中央と地方とを問わず、官府所蔵の文書や記録類が大量
に廃棄され漉返されていたことが推測される。

その後、植民地期においては、わずかではあるが、朝鮮時代の古文書が総督府の地方官庁に
保管されていた。そのことは、国史編纂委員会が所蔵する『古記録文書蒐集ニ関スル件』32（1923
年）という冊子からわかる。本冊子は、『朝鮮史』編纂のための史料収集をすすめていた朝鮮
総督府中枢院が、各地の道知事に命じ、地方官庁や民間が所蔵する朝鮮時代と大韓帝国期の典
籍・古文書・記録類をリスト化して報告・提出させた書類を綴りあわせたものである。それに
よれば、謄録や節目、儀軌、量案など、多数の記録類にくわえ、数量は非常に少ないものの、
関文（官府間の行移文書）や立案・完文（官府が発給する証明文書）、分財文記・放売文記（民

28 「昨日 宮内府에셔 各府部院庁에 照会 概意를 聞 則有志者 幾人이 各出股金야 議定造紙会社
야 自該社로 造紙以納야 願助皇室費用之意로 請願本府이기 具由稟達야 特蒙許施処分이니 自今以
後로 各府部院庁所在 休紙 依例收聚고 年久冊子之不用件을 亦為搜取야 自本府로 都聚出給該社
야 使之興旺社業케라신 旨意를 奉有얏스니 貴部所在 休紙 毎於月終에 収聚連送고 冊子中 
無可考不可用者도 這這越送야 以為挙行케라얏더라」（『皇城新聞』光武９年４月28日、造紙会
社）。分かち書きは筆者による。註（29）（30）引用史料も同じ。
29 「宮内府에셔 各部에 照会되 貴部所在 年久不用冊子와 休紙를 毎月終에 聚送本府 意로 奉承旨意
와 業経照会이온바 尚無如何之望故로 茲更仰佈니 不用冊子及休紙를 毎月終에 収聚送交야 以為
実施케라얏더라」（『皇城新聞』光武９年６月７日、宮府照促）。
30 「昨年 宮内府에셔 各部에 照会하고 造紙次로 休紙를 毎朔一次式 収聚하야 新設造紙所로 輸送하라하
얏스나 各部에셔 休紙一片도 収送함이 無더니 近日内部에 又照하고 年復年積寘한 戸籍을 多数輸去
하며 存案件만 留寘하얏다더라」（『皇城新聞』光武10年４月５日、旧籍造紙）。「内部에셔 宮内府에 照
会되 獘部에 所儲 光武二年度로 至六年度帳籍一萬四千巻을 造紙所로 輸送얐기 茲以照会라
얏더라」（『皇城新聞』光武10年４月27日、内照宮府）。「内部에셔 宮内府照会를 因야 十三道観察府
로 訓令되 管下府郡에 転飭야 光武六年以上 帳簿를 一一収聚야 紙物用達 会社員에게 出給야 
皇室의 公用紙를 製造케라얏더라」（『皇城新聞』光武10年10月９日、休紙収用）。
31 「先年政府ニ於テ、地契用紙トシテ購入セシ、多数ノ模造九十斤紙ハ、従来不用ノ儘、各部ニ散在セ
シカ、其内、度支部保管中ノ分二千九百八十連ヲ、七月中ニ、学部保管中ノ分千四百四十連ヲ、十二
月中ニ、孰レモ印刷用トシテ本局ニ引継キヲ受ケ、又、従来度支部ニ於テ保管中ノ不用旧量案冊、此
数量約三千二百貫モ、八月中、製紙原料トシテ、本局ニ引継ヲ受ケタリ」（『韓国財務経過報告（第二
回）』第９章、施設事業、第３節、印刷局）。読点は筆者による。
32 請求記号：911.0091조53ㄱ。本史料については［李昇一 2007］よりその存在を知った。
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間の財産関連文書）などの文書を、総督府の地方官庁が所蔵していた事実を知ることができる。
この時点において、すでに朝鮮時代の官府文書のほとんどは失われていたようであるが、ごく
一部が残存していたことがわかる。この後、総督府の地方官庁が保管していた、これら文書・
記録類がどのように処分されたのかについては、現在のところ不明である。

上述した議論をもとに、大韓帝国期から植民地期における、朝鮮時代の官府文書の保管・廃
棄の様相について整理すれば、次のようになるであろう。甲午改革以後、為政者にとって不要
なものとなった朝鮮時代の官府文書は、統監府や日本人商人による関与もあり、製紙原料とし
て大量に廃棄されはじめた。おそらく日韓併合後にも、こうした官府文書の大量廃棄という流
れは継続したものと思われる。その後、植民地期にわずかながら総督府の官庁に残っていたも
のも、研究機関・図書館に移管されるか、あるいは廃棄されて民間に流出したり、動乱の中で
焼失したと推測されるが、その実状はいまのところ明らかでない。

本節に述べたところは、筆者が遇目したわずかな史料に依拠して論じたものにすぎない。た
だ、日韓併合と同時に、朝鮮時代の官府文書がすべて廃棄されたという通説にはしたがいがた
いことは、明確になったものと思われる。

今後、甲午改革以後の時期から現在まで、官府に所蔵されていた朝鮮古文書がいかなる保
管・廃棄、また移管・整理を経て、現在にみるような史料群が形作られたのか、文書群の構成
の分析や、大韓帝国政府や統監府・総督府の事務書類など、当時の各種史料に対する検討をつ
うじて、詳細に解明していく必要がある。また、当該時期の官府以外の組織における文書保管
の実態についても検討しなければならないであろう33。将来の本格的な研究が俟たれる。

５、おわりに

以上、朝鮮古文書の伝来論的研究の現況と課題について論じてきた。最後に、その大要を示
して本稿の結びとしたい。

近年、朝鮮古文書にかかわる研究は非常に活発であり、毎年、数多くの研究成果が発表され
ている。また、その関心の有り様も多様であり、古文書を活用して当時の社会経済・法制度の
実態を考察する論考や、古文書の形式や機能を精緻に検討する論考など、多種多様な研究が現
れている。一方、朝鮮古文書が今日までどのように伝来してきたかという問題にかかわる研究

（伝来論的研究）については、いまだ論考の数も少なく、研究者の関心も薄いというのが現状
である。しかし、朝鮮古文書を研究の素材として利用する前提として、古文書の伝来過程を精
確に把握しておくことは、決してなおざりにできない重要な作業と思われる。

今後、朝鮮古文書の伝来論的研究を深化させるための方途として、さしあたり次の３点を提
起したい。まず第１に、朝鮮時代における文書管理の実態について、従来型の概括的な研究で
はなく、微視的研究をすすめていく必要がある。そのためには、各種史料にもとづいて、文書
管理の諸局面を詳細に分析しなければならないが、その際、重記や伝与記といった物品引き継
ぎにあたって作成された帳簿が有用な材料となるものと思われる。第２に、古文書が現在どの

33 朝鮮戦争時における士族家門の文書保管について、［文叔子 2006］は、「海南尹氏家門（孤山尹善道
家門）の場合、朝鮮戦争で避難を余儀なくされるや、今の宗孫の祖母が壁の押し入れに文書を隠し、
その上に土を塗りつけて壁に偽装し、文書を保存することができた」（日本語訳版、148頁）という興
味ぶかい口述証言をとりあげている。官府以外の組織の文書保管について検討する場合、こうした聞
き取りも重要な意味をもつと思われる。
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ような状態で保管されているか詳細に記録をとり（現状記録）、それに対する分析を積み重ね
ることが重要である。とくに、史料が少なくその実態を把握しがたい、官府以外の組織（村落・
士族家門・郷校・書院・寺院）における文書保管史を考察するにあたって、現状記録は非常に
重要な手がかりとなるに違いない。第３に、甲午改革以降における朝鮮古文書の伝来過程に対
する検討が求められる。本稿で試論をおこなったように、甲午改革以後の各時期に朝鮮古文書
がいかに保管・廃棄されていたのか究明しなければならない。このような観点からの研究は、
これまできわめて手薄であったが、朝鮮古文書群の形成・伝来過程を解明するうえで、決して
欠かすことができないものと思われる。
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The Current Situation and Future Agenda for 
Theoretical Studies on How Ancient Documents during 

the Joseon Period Have Been Passed Down in Time 

KAWANISHI Yuya

This study on how Korean ancient documents from the Joseon period (before the 
Gabo reform)  were passed down in time, marshals the studies conducted on this 
subject up to now and also proposes issues that need to be addressed in the future.  
This study of ancient documents includes studies on the processes through which 
such ancient documents were passed down to date and the investigation and 
clarification of the intentions and ideas involved.  Chapter 2 reviews the history of 
studies on Korean ancient documents in general from the early 20th century up to 
now, acknowledging that an accurate understanding of the ancient document’s 
transition and process of formation is a prerequisite to use ancient documents 
appropriately and conduct strict source criticism.

Chapter 3 comprehensively marshals research studies released up to now on 
studies of how Korean ancient documents from the Joseon period were passed down 
in time.  As a result, it became clear that the number of studies conducted in this 
field was very limited and piles of issues were still left unresolved.  The problems 
with studies of the past were that most studies only conducted general examinations 
of the ancient documents, rarely were document management histories of 
organizations other than government organizations analyzed, and no research was 
done on how ancient documents were passed down after the Gabo reform. Based on 
this, Chapter 4 proposes the next three points as issues to address for the future.

First, in regards to the actual condition of how documents were stored during the 
Joseon period, it is necessary to conduct microscopic research based on a detailed 
analysis of historical material.  Second, one must record in detail the conditions in 
which the ancient documents are currently stored (current record) and conduct 
analysis.  Third, it is necessary to reveal the details of the process of how the ancient 
documents from the Joseon period were passed down after the Gabo reform. In this 
study, I have attempted to address a few issues on the third matter and have 
revealed that a substantial amount of government documents from the Joseon 
period have been destroyed during the Greater Korean empire and colonization 
period.
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