タンダンヤ‐アデレード宣言

我々、国際公文書館会議・先住民族問題専門家グループは、国際公文書館会議会長・デヴ
ィッド・フリッカー氏の招待により、2019 年 10 月 25 日金曜日、南オーストラリア州アデ
レードで開催された、ICA 先住民族問題に関する初のサミットに、世界各地から参集し、以
下に掲げるアデレード・サミット宣言をここに発表する。我々は世界の公文書館に対し、こ
の宣言の主題および責任を承認・採用した上で、迅速な対応を求めるものである。
前文
国際公文書館会議（ICA）は、アーカイブ遺産の理解と管理に専心する突出した国際組織
である。貴重な集合的記憶を保存しようとする要求は人間の条件の一部である、と ICA は
認識している。それは我々に共通する人間性の柱である。ICA「世界アーカイブ宣言」が述
べるように、
「アーカイブは世代から世代へ引き継がれる唯一無二にしてかけがえのない文
化遺産である。
（中略）アーカイブへの自由なアクセスは、人間社会の知識を豊かにし、民
主主義を促進し、市民の権利をまもり、生活の質を向上させる。
」1
数世紀にわたる帝国主義・植民地主義的な国家の拡大は、我々に共通する人間性のもうひ
とつの構成要素である。この動きは入植者による植民国家を地球上の多様な地域に移植し、
現地の先住民族社会との新しい関係を作り上げた。先住民族の追放、同化、虐殺がこの植民

1

国際公文書会議「世界アーカイブ宣言」2011 年 11 月 10 日

（https://www.ica.org/en/universal-declaration-archives）
。訳文は ICA
（https://www.ica.org/sites/default/files/ICA_2010_UDA_JA.pdf）に従った。

地的関係を特徴づけてきた。国民国家の植民地主義的法律学はこのような支配と強制の関
係を保全してきた。植民地主義的公文書館の制度はしばしば、テクストの兵器庫としての役
割を果たしてきた。それは入植定住の証拠を優越させ、セトラーの語りを特権化し保存する
ためのアイデンティティと知識のカテゴリーを創りあげ、先住民族の遺産については人目
につかない公的記憶の周縁に放置してきた。地球上の植民地的接触のいたるところで、公文
書館からの追放が、土地について起きたと同様に発生した。
独自の言語・文化を持つ 5000 以上の先住民族が、70 以上の国家に存在している。これら
のコミュニティは、公文書館的なモデルを持たず、もしくはその外部にあって、各自の伝統
的な知のモデルにおいて固有の文化、精神的・社会的アイデンティティを育んできた。多く
の先住民族社会は、固有の社会集団、かつ植民国家の国民として、存在し続けている。彼ら
とセトラー側権力との関係は未だ和解に至っていない。先住民族――その哲学と知のモデ
ル――は同化と虐殺といった植民地的制度に取り囲まれてもなお存続してきた。
国際組織は先住民族固有の諸権利を、人類共同体の一部として承認しはじめた。国際フォ
ーラムにおいて、人類の生存のため、文化多様性はますます擁護されるようになっている。
UNESCO「文化多様性に関する世界宣言」は次のように主張する。
「
（文化的多様性の保護）
は、人間の尊厳への敬意と不可分の倫理的急務である。文化的多様性の保護とは、特に少数
民族・先住民族の権利などの人権と、基本的自由を守る義務があることを意味している」2
先住民族は何世紀もの間、自らの生き方を決定するため格闘してきた。25 年に渡る先住
民族の外交努力によって、国連加盟国は、先住民族の固有かつ独特の権利を公式に認めた。
「先住民族の権利に関する国連宣言（UNDRIP）
」は先住民族の再生、外部権力からの制約
を受けることなく自らの運命を決定する自由のための枠組である。UNDRIP もまた、何世
代にも渡って先住民族社会を無力化してきた、広範な人権侵害への対応である。アーカイブ
ズ遺産のバランスを再調整し、脱植民地化することによって認識されるのは、植民地化に関
する、より民主的な社会的記憶は、人類の倫理的進歩にとって困難ではあるが不可欠のステ
ップであるということである。
「抑圧の歴史に関する民族の知識はその人々の遺産の一部で

2

UNESCO、
「文化多様性に関する世界宣言」第 4 条、2001 年。Erica-Irene A. Daes,

“Working Paper by the Chairperson-Rapporteur on the Concept of Indigenous People,” UN
Doc. E/CN. 4/ Sub. 2/AC. 4/1996/2 (10 June 1996)を参照。訳文は文部科学省 HP
（https://www.mext.go.jp/unesco/009/1386517.htm）に従った。
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あり、
（中略）国家による記憶の義務を実現する適切な基準に基づいて保存されなくてはな
らない。この基準は、集合的記憶を消滅から守ること、そしてとりわけ、修正主義的、否認
主義的議論の伸長を防ぐことを目的とすべきである」3
国際法は現在、
「世界の先住民族の生存、尊厳、および福利のため」先住民族特有の集団
的権利に関する最低基準を承認している4。これらの文書は、文化を媒介にした記憶保存の
権利、および公的文化保存施設やその他の公的な表象の場において自己表象を管理する権
利をも認めている。ICA は「基本的な信頼と責任を社会にもたらすこと」5を意図しつつ、
植民地的過去と向き合うための、これらの国際的な原則を実行しなければならない。我々の
植民地の歴史を認めることは我々の義務であり、正義、尊厳及び敬意に立脚した人間社会を
築くために不可欠である。それは、我々は我々が選択した記憶の結果であり、我々が選択し
た忘却の結果であると認めることである。
主題および迅速な対応を行う責任
ICA は、アーカイブの意義を、社会的記憶の魅力あるモデルとして再‐想像する責任、先
住民族の世界観および、貴重な知識を創造し、共有し、保存する先住民族の方法を受け入れ
る責任を有することを認める。我々のアーカイブの原則を、先住民族の知識・方法によって
脱植民地化すること、公文書の意味を先住民族的解釈へと開くこと、これらは精神性、エコ
ロジー、先住民族の哲学といった新しい活力をヨーロッパ的伝統に基づくアーカイブの記
憶にもたらす。それはまた、植民地的接触についての、公正で癒しをもたらす記憶の支えと
なる。ICA は、伝統的なアーカイブの原則を改造することを支持する。アーカイブの場にお
ける植民地主義的イデオロギーへの挑戦は、植民地化の過程と同様、世代を超えた努力とな
る。それは、遠まきに包囲する権力が支配したり裁定したりすることのない、出会い、敬意、
3

Joinet, “The Administration of Justice and the Human Rights of Detainees: Question of

the impunity of perpetrators of human rights violations (civil and political),” Commission on
Human Rights: Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of
Minorities, United Nations Economic and Social Council, 49th session,
E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1, 2 October 1997, p.5.
4

「先住民族の権利に関する国際連合宣言」（UN Declaration on the Rights of Indigenous

Peoples）、2007 年、Doc. A/61/L.67。
5

Jonathan Sisson, “A Conceptual Framework for Dealing with the Past.” Politorbis No. 50-

3/2010.
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交渉、そして協働の倫理的空間としての公文書館という新しいモデルに結実するだろう。
とりわけこれが意味するのは、
1．知の権威：歴史、記憶、遺産、および文化的アイデンティティといった概念を理解する
ための、先住民族的な認識枠組が存在することを認めること。これらは、しばしば気づかれ
ることなく、遺産と文化に関する植民地的制度における制度上の知の権威と共存している。
植民地主義的管理下にある公文書館は、その文書館としての実践に、双方向的敬意という観
点、帝国主義的世界観と先住民族的世界観の双方にまたがる丁寧な取り組みを取り入れな
ければならない。これらの知の権威を、敬意をもって組み入れることが、国家公認の記憶の
家を脱植民地化する作業の第一歩となる。
1 (a)

この宣言は、アーカイブ資料が表現する社会的意味および、それらを解釈するため
の知のモデルが多様であること認めるために、アーカイブ施設と先住民族コミュニ
ティとの敬意ある倫理的関係を促進する。

1 (b) この宣言は、公文書館代表と先住民族社会の、効果的で文化的な関わりは、敬意あ
る対面が行われる安全で倫理的な環境において生まれるものと認識する。それは、多
様な文化遺産の権威が、記憶資料の表す過去を読み解くための価値観や考え方につ
いて、自由に意見を述べ、協議できる環境である。儀式、文化伝承、社会的儀礼は、
知の管理者間のこのような社会的取り組みにとって有益だろう。
1 (c) この宣言は、先住民族の伝統的な知のモデルは、空間、コミュニティ、精神性、生態
系の概念の上に築かれていることを認識する。それらは帰属するコミュニティの表
象を通して最もよく理解される。
2．財産と所有権：先住民族の伝承知識、文化表現、知識および知的財産に対する、先住民
族の所有権を、国家公認のアーカイブ機関が認める必要のあることを理解すること。
2 (a) この宣言は、先住民族の文化および哲学が、口頭伝承、芸術作品、その他の形態をと
る集合的表現を通して表現され、生きられていることを認める。先住民族コミュニテ
ィの持続、発展、復興は、このようなアイデンティティの文化表現を先住民族が管理、
所有しているかどうかにかかっている。
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2 (b) この宣言は、無形文化遺産を守るプロセスは、その「実践、表象、表現、知識、およ
び技術」6を生んだコミュニティの古老、伝承者、先住民族代表の管理下に置かれる
べきであり、同化および文化の抹消を行った国民国家に委ねられるべきではないと
認識する。この認識には、コミュニティによる要請があった場合、アーカイブ資料を
元のコミュニティへ返還することも含まれる。
2 (c)

この宣言は、国家に基づく知的所有権は、個人所有という啓蒙主義的価値観の上に
築かれていると認識する。これらは、伝統的文化表現および先住民族の知に対する、
先住民族の集団的権利を守るためには不適当な法的構造である。

3. 承認とアイデンティティ：500 年におよぶ植民地的接触の歴史は、先住民族にとって承
認を求める格闘の歴史であったことを理解すること。植民地的アーカイブ施設における一
般的な先住民族表象は、強制的同化や、先住民族文化・アイデンティティの認識的抹消の産
物である。先住民族はアーカイブの表象制度（例えば、アーカイブの編成や解説など）にお
いて、独自の親族関係、アイデンティティ、文化を持つ別個の民族として認識される権利を
持つ。
3 (a) この宣言は、場所や社会的・精神的価値を表す先住民族語が、植民地の記録を説明す
る語彙と概念体系の重要な構成部分とならなければならないことを認める。
3 (b)

この宣言は、公的アーカイブ施設が保管する記録が、特定の先住民族コミュニティ
のアイデンティティに直接かかわっている場合は常に、先住民族社会の権威者が協
力者かつ共著者として、解説作成に参加しなければならないことを認める。

3 (c) この宣言は、記録の解説は、情報の作成者、コンテクスト、保有者の、動的で絶えず
変化する関係に配慮せねばならないことを認める。植民地のアーカイブの歴史が示
しているのは、証拠は静態的な事実ではなく、多様な生きた関係を生み出す基盤だと
いうことである。あらゆる関係と同様、それらは信頼と不信、誠実さとごまかしの両
方に開かれている。脱植民地化されたアーカイブの記憶においては、アーカイブ資料
に関する協働・参加型の解説表現を進めるなかで、植民地の記録の社会的起源が表現

6

UNESCO Declaration on Intangible Cultural Heritage, Paris: UNESCO, 2007.
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されなければならない。
3 (d) この宣言は、知の生産における政治（人種、ジェンダー、階級、統治など）が、記録
作成および、将来参照されることを想定した記録保存に対し、不可避的に影響を与え
ることを認める必要のあること、そして、そのことが解説で言及されなければならな
いことを認める。
4. 研究及びアクセス：アーカイブ資料の研究およびそれへのアクセスは社会的調停のプロ
セスであり、またヨーロッパ的知と先住民族的知が衝突する思想上の現場であることを認
識すること。
4 (a) この宣言は、植民国家が、学界や政府において、先住民族に関する膨大な記録を作り
上げてきたことを認める。これらの記録は、当該先住民族コミュニティに知らされる
ことなく広められ、保管されてきた。国家の監督下にある行政機関や文化的機関が生
産した情報へのアクセスに対し、当該先住民族が一定の管理を行う必要がある。
4 (b)

この宣言は、国家が生産した先住民族に関する情報の本質と特色が、知識に基づく
政策決定、実際の政策・制度、先住民族コミュニティに対する一般認識に甚大な影響
を及ぼしてきたことを認める。この宣言は、国民国家の記録保存に関する法律と実践
が、先住民族のデータに関する主権、応答し是正する権利に対する配慮を取り入れる
よう変化することを求める。

4 (c) この宣言は、先住民族の伝統的な文化表現、信仰、社会的・法的知識を含む記録への
アクセスに際しては、関係する先住民族コミュニティの社会的、法的、文化的慣例を
承認し、適用しなければいけないことを認める。これは当該コミュニティの助言のも
とに行われるべきである。
5. 自己決定：UNDRIP が述べるように、「先住民族は自己決定の権利を有する。この権利
に基づき、先住民族は、その政治的地位を自由に決定し、並びに経済的、社会的及び文化発
展を自由に追求する」7

7

UNDRIP、第 3 条。訳文は北海道大学アイヌ・先住民研究センターHP
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5 (a)

この宣言は、先住民族は先住民族として生きる権利を有することを認める。この権
利は彼らの政治的、精神的、社会的構造の歴史的証拠（伝承、集合的歴史および哲学）
に由来する。

5 (b) この宣言は、公的アーカイブの資料収集制度によって形成される記憶の構成要素が、
更なる植民地の等価物となっていることを認める。植民地的公的アーカイブはセト
ラーの視点に立つ情報で溢れており、先住民族の歴史経験と視点を取り入れて植民
地の物語をより完全なものにするのではなく、「帝国主義的アーカイブ」を作り上げ
ている。
5 (c)

この宣言は、植民地のアーカイブ記録が、被植民者を病理化するために使われてき
たことを認める。公的アーカイブ機関が公に行う先住民族コミュニティの描写は、そ
のコミュニティを実際に傷つけ、損害を与え得る。アーカイブは先住民族に対する人
権侵害を示す資料を提供することができ、そうすることで国家の植民地的権力と先
住民族コミュニティの間の新しい信頼関係を構築することができる。

5 (d)

この宣言は、先住民族の生存と復興を促進するため、先住民族が継承してきた記憶
を保護し、共有することは人権のひとつであることを認める。

5 (e) この宣言は、文化に関する自己決定権とアーカイブとに直接関係する UNDRIP の条
文を承認する。

content/uploads/2012/03/indigenous_people_rights.pdf) に従った。
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