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〔視察報告〕

ヨーロッパ博物館視察記 I 

はじめに

私は数年前， ヨーロッパ各国をさる新聞社に勤める友

人とともに一ヶ月程旅をして歩いた。その時フリーの時

間はできる限り博物館を見学して廻ったので，今そのと

きの手控えを基に私が視て感じたとおりをヨーロッパ博

物館視察記として数回に亘って連載して行乙うと思う。

最初にお断りして置かなければならないが，当時私は歴

史・美術系のコレクションを整理する仕事をしていたの

で美術系の博物館が主になっている乙とをと諒承願いた

~...o 

廻った国は九ヶ国，殆んど首都だけであるが例外とし

てドイツのフランクフルト イタリーのフィレンツェ等

もある。本誌は学術雑誌であるから，博物館に直接関係

あるもの以外の記述は差控える乙とにするが，一面私は

乙の旅行K際して， r視察旅行とは博物館的認識の実践

であるJ という命題の実験をするつもりで出かけ，十分

その目的を達したとも思っているので，その観点から，

博物館と直接関係ないものでも「博物館的認識」上面白

いと思うものは取り上げる乙とにした乙とをお赦し頂き

たい。と乙ろで， r博物館的認識」というのはどういう

乙とかというと，乙れは私の提唱している「博物館理論J

の一環をなすもので，その概要は「博物館学雑誌J 第11

巻第 1 号の拙稿「博物館特有の機能J として発表してあ
たび

るので乙乙では再説しないが，要するに私は，この度の

ヨーロッパ旅行全体を「ヨーロッパという大きな博物館」

を見に行ったと解釈して，観察を実施して来たわけであ

る。それを「博物館的認識」と名付けているのである。

従って旅行費用は「博物館・ヨーロッパJ の入館料に相

当し，成田空港はその博物館の第 1 ゲートに当るわけで

ある。それではいよいよ入館する乙とにしよう。時は 7

月27 日であった。

フランクフルト

第 1 ゲート 4 番から DC8機に搭乗した私は国内線で

ジャンボ機に乗りつけていたので，乙んな小さな機種で

9 時間も大丈夫かなといささか不安になったが，後で聞

いたと乙ろによるとモスクワ空港は舗装が不完全でジャ

ンボが使えないという乙とであった。さて，今度の旅行

の楽しみの一つは，シベリア経由で，人跡未踏の広野を

間 多 善 行

空から視られるということであった。と乙ろが思いもか

けぬ障害でとうとう乙の楽しみは実現せずに終ってしま

った。成田を飛び立ってから 1 時間半ばかり経って「只

今，ハバロフスクの上空を通過しております。乙れより

針路を西にとってシベリアを横断します」というアナウ

ンスがあった。時乙そ至れと，私はあのシベリア抑留者

の集合地として喧伝された街を一眼見てお乙うと窓際に

顔を寄せた。と乙ろがあいにく夏の陽が高くなったと乙

ろで上昇気流が盛んらしく，無数の棉ぎれを振り撒いた

ように積雲が対流圏に天井を張ったように浮かんでいる。

雲の聞から地上はちらちら見えるのであるが，とても一

つの景観にまとまると乙ろはない。ハバロフスクの街を

見る乙とはあきらめて，腰を落付けて本を読む乙とにし

た。 30分程経って窓外を見たらまだ先刻と同じ状態であ

る。なあーにまだあと 7 時間もあるんだからそのうち

晴れるだろうと強いて気を落付けたが，無知というもの

は恐ろしいもので，とうとう乙の状態を繰り返しながら

9 時聞を過ごしてしまった。後になって考えなおしてか

ら私は大陸気象上の一つの特徴K思い至った。すなわち，

極寒地の大陸は冬は氷雪で覆われるから大気は極度比乾

燥しているが，春が過ぎ，夏ともなると大地も漸ゃく暖

って，氷雪が融け初め，盛夏に至って日本のいわゆる f水

ぬるむ」といわれる早春の季節が到来するのであった。

さてこそ大気も湿気をたっぷり含んで暖った気団がかげ

ろうとなって盛んに立ち昇り，上昇とともに断熱膨張を

起して無数の積雲をばらまく乙とになるわけで，乙ん

なことも理屈では解っているが，実物に遭遇して見ない

と本当に自分の知識として頭に融け込まないんだなと，

とんだと乙ろで「博物館的認識」の重要さを再認識させ

られる羽田になったわけである。余談はさておき，わが

乗機は 9 時間という馬鹿長い時聞をかけて，積雲のとび

石の散乱する広野原のようなシベリア上空を飛び越え，

やっと「あと 30分でモスクワ空港民着陸しますJ とアナ

ウンスがあったときは正直いってほっとした。

モスクワ空港は給油と乗員交代のために着陸するだけ

で，乗客の乗降はない。乙乙での「博物館的観察J も面

白いのが相当あるが，長くなるので割愛して， フランク

フルトまで再び機中の人となる。モスクワ空港は中心街

からどのくらいの距離があるのかしらないが，夕闇迫る
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ヨーロッパ博物館視察記( 1 ) (間田善行)

うすもや

薄請の中 lζ クレムリン宮のであろう葱坊主のような尖塔

がシルエットになって見えたのと 成田空港周辺によく

似た地形らしく，畑の中に小さな正や森が点々と散在し

ていたのが印象iζ残っている。あとは暮れなずむ高緯度

地帯の夏の空を飛ぶ乙と 3 時聞にして漸ゃく第 1 日の行

程を終ってフランクフルト空港l乙降り立った。

フランクフルト空港は，モスクワ空港が閑散としてい

たのに比べて人車の往来頻繁な上1[，乙れはドイツのお

国柄かあるいは向か祭りでもあったのか分らないが，ゲ

ートの周辺のフェンスに伺百本という旗が林立していた

のには驚かされた。乙れは，その後どの空港でも余り見

かけなかった光景のように思う。さて，ヨーロッパ到着

第一夜はかくして，フランクフルトの余り上等でない，

小さいホテルで就寝した。乙のホテルで四泊したのであ

るが，大体ヨーロッパのホテルは伺処でも日本のホテル

のようにサーピスの行き届いたととろは一つもなく，不

愛想なのが普通であるが，乙乙のホテルはその中でも特

別lζ悪く， フロントには仏頂面のクラークが一人いるだ

けで，ボーイは一人もいないし，あとメイドが二，三人

溜り場にいて，ベルを押したらやって来るだけであった。

翌日は市内見物である。フランクフルトは首都ではな

いが，ちょうど西ドイツの中央に位置していて，人口70

万位の中都市で，経済活動が盛んなと乙ろから航空交通

の要点になっているようである。中世から商業都市とし

て栄えていたらしし街は第二次大戦で大破したが，現

在は戦火の跡を止めないほど復旧している。中世以来の

いわゆる旧跡に属する城門とか，教会，市庁舎などは当

時の面影を伝えるように復原保存されている。その街並

の真っただ中 l乙ゲーテハウスがあった。

1. ゲーテハウス・ゲーテ博物館

1749年，ゲーテが乙乙で生れて青年期まで過したと

いう家を，資料lζ基づいて忠実に復元したゲーテハウ

スと，ゲーテの原稿その他の資料を収集した博物館と

が隣合せに並んでいる。パンフレットには Goethe Haus 

und Goethe M useum とあるがハウスの方はとも

かく Museum の方は博物館といわれるような大袈裟な

ものではない。まあ資料館とでもいうべきであるが，

ドイツには日本の資料館に相等する呼称がないのかも

しれない。

ハウスは中世風の街並にふさわしい石造の四階建て

で，ゲーテの家庭が裕福な商家だった乙とを示してい

る。一階が事務所と食堂・台所で，二階は応接室と音

楽室，三階は両親の居間・寝室・書斉，四階がゲーテ

の書斉・寝室になっている占各室に据付用の大きな暖

炉を置いてあり，デザインが一つ一つ異なると乙ろを

見ると，アンティクで当時のものを集めたのかと思う

が，中氏磁器で出来た宮殿用と思われる費沢なものも

あった。

市内観光は午前中で終って 午後は日航の支店へ行っ

て旅程のアレンジをしているうちに時間が経って 4 時近

くになった。案内書を見るとマインJIIの畔りに美術館が

ある。あまり時間はないが，とにかく見て置乙うとタク

シーに乗って「ムーゼウム」と言ったのが間違いのもと

で，乙ちらが考えている方向と逆の方へどんどん定って

行くので，あわてて「ナイン，ナイン，プリュッケ，プ

リュッケ」と，とにかく橋のある方へ行けと指で指し示

して111端へ出させ， 111沿いの道を建物を見ながら流させ

て漸やくそれらしいのを見付けてタクシーを降りた。入

口へ近付いて看板を見ると，何んとそれは美術館ではな

くて民族博物館であった。勿論それも見たいが，時間が

ないのでどうしても美術館を見て置きたいと歩いて先へ

行く乙と 15分，漸ゃく見付け出して入口へ行ったときは

既に 4 時半になっていた。

2. フランクフルト市立美術館

さすがに公立美術館だけあってルネサンス式のちょ

っと見たと乙ろ上野の国立博物館と同じ位の間口があ

る。急ぎ足で飛び込んだと乙ろ 切符売場が見当らな

い。仕方がないので玄関に近いと乙ろへ机を置いた受

付けのようなと乙ろへ行って事務職員らしい人 Ir.，チ

ケットは伺処で買えばいいのかと，身振り手振りを交

えて片言のドイツ語で聞いたと乙ろ，いきなり流暢な

日本語で「あなたがたは絵画館と彫刻館とどちらをと

覧になりますか，彫刻館をと覧になるならば入場料は

3 マルクですが，絵画館だけならば入場無料です」と

やられたのにはびっくり仰天，聞いた口がふさがらな

いとはとういう乙とをいうのだと思った。勿論両方見

る余裕などはなく，無料の絵画館だけを見せて頂く乙

とにして，その人がどうしてそんなに日本語が旨いの

か聞く時間もなく，中へ進んだ。

一応，中世以来の有名作家の作品を一通り揃えであ

るが大作は一点もなく，中作が二，三点，あとは小品

ばかりである。中にクールベの海の波だけを描いた50

号位の作品が妙に頭の中に残っている。

右のような次第で「ヨーロッパ博物館J 入館第 2 日は

とんだ膝栗毛で終った。

3 日目はハイテ・ルベルクの街及び古城を見学する。「ア

ルト・ハイデルベルク」で有名なハイデルベルク大学も

今は新館が続々と建てられて 昔の面影はない。それよ
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りも永ツカーJl Iの対岸にある古城が素晴らしい。古城は

小高い山の中腹にあって，城門の下のと乙ろ迄パスが行

って，パスを降りてから 10分位歩いて城門を入る。城門

の右民中世武器の博物館があったが，小規模で日本の伺

々神社の宝物館といった体裁なので帰りに時間があった

ら入る乙とにして域の方へ先に入った。域内は山の道と

の聞に深い溝を堀って，門の入口まで十メートルばかり

が通り道になっている。従って城へ入るには崖の上の馬

の背のようになった一本道を通る以外にない乙とになる。

乙れはヨーロッパの城郭はみな似たような構造になって

いたらしし後民見たロンドン塔が平城にもかかわらず

入口が酷似した構造になっていた。日本の城の桝形が乙

れに相当するように思われるが 城郭研究家のと教示を

得たい。

さて，城門を入ると相当な平地があって，平地を囲む

ように種々の城館が建っている。日本のように天守閣は

なし物見のためには城館の匡根がバルコニーになって

いて，その用を果している。今，そのバルコニーに立っ

と素晴らしい景観をほしいままにする乙とができる。乙

のハイデルベルク域はライン河の支流ネツカーJl Iが山脈

K切り込んだV字状狭谷の中腹に位置している要害であ

る。その対岸は高級住宅地にでもなっているらしく，繁

みの中に点々とバンガロ一風の家が数百戸建っていて，

その配置の妙，配色の変化が実iζ芸術的にできていて，

眼も醒めるばかりの感動を覚えた。大体，人間というも

のは高いと乙ろから見る眺望には感動を覚えるものであ

るが，それにも高さや距離によって色々差があるらしし

飛行機のように余り高いと乙ろから人工物を見るときは，

好奇心は満たさせられるが美的感動は受けないように思

う。池袋のサンシャインピルの屋上から見ても私は飛行

機から街を見下しているのと同じ印象を受けた。と乙ろ

が飛行機からアルプス山脈を見たときと，アラスカのア

ンカレージを飛ひ'立って右前方にマッキンレーと大氷河

を見たときは腹の底から沸き上って来るような感動を覚

えた。乙れは美学でいう「崇高美」であろう。と乙ろが

ハイデルベルク城のバルコニーから眺めた景観はそれと

も違う，うっとりさせるような魅惑的な感動であった。

「優美j とでも名付けて置乙うか。

さて，道草を食っているうちに予定の紙数を突破して

しまった。乙の視察記も次の日程を急がなければならな

い。次回はウィーンを視察してできればローマまで足を

伸ばしたい。
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