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ヨーロッパ博物館視察記
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思いがするのは私だけであろうか。

フランクフルト滞在四日間のうち，ハイデ

余談はさておき，まず美術史博物館の方から視察する

ルベルクに一日，ライン下りに一日を費して，クュネー

乙と t乙しよう。

プに飛ぴ，ジュネーブで一泊してすぐウィーンに行き，
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ウィーンで二泊して -g ジュネーブへ引き返してからロ

ーマへ飛んだので，ジュネーブが拠点のようになったが，

国立美術史博物館
ルネサンス式四階建，正面中央に吹抜のドームを有

する堂々たる建物である。 1891 年の建築だというから，

実際上はジュネープでは時間がなくて博物館視察はでき

日本の明治24年に当る。収蔵品は絵画，彫刻，工芸，

なかった。

エジプト美術，楽器，貨幣，武器，武具 I C.及び，絵画

従って博物館視察記の本稿では

ジュネーブは割愛し

てフランクフルトからウィーンへ移る乙とになる。ウィ

はルえサンス以後のヨーロッパの代表的画家の作は網
羅されており，チチアーノ，チントレット，ヴェロネ

ーンは数世紀に亘って中部ヨーロッパを支配したハプス

ーズ，ラフ 7 エロは勿論，ルーペンスの大作が七，八

プルク・家の本拠地である。殊 l 乙ナポレオン戦争の跡始末

点壁面を埋めているのは圧巻であった。また地域的特

にはヨーロッパ中の各国代表がウィーンに集まって花や

徴としてドイツ，

かな外交戦を展開した様子は映画「会議は踊る」でも紹

プリューゲル，クラナッハ等が揃っているのも見逃す

フランドルの著名画家デューラー，

介されたとおりである。今，ウィーンのホーフブルグ宮

乙とはできない。彫刻その他の美術品にしても一流の

殿前付近にはその当時の雰囲気を残した建物が数多く残

品が揃っている。今度のヨーロッパ旅行をして，私は

り，特に我々博物館関係者に有難い乙とは，ホーフブル

旅行のガイドブックに

ホテル I 乙評点を付ける方法と

グ宮の中庭と環状道路を狭んで反対側にマリア・テレジ

して星の数で表わす乙とが行われていることを知った。

アの銅像を中心にした二百メートル四方位の庭園があり，

五階級に分れていて，超一流は星五つ，一流が星四つ，

その庭園は一方が環状道路に面しており，その反対側は

二流が星三つ，以下星二つ，ーっとなるが，それに因

もう一つの道路に面しているが，道路氏面しない二辺に

んで博物館にもガイドブックにそのような標示があれ

ちょうど向かい合って国立美術史博物館 (Ku
nst
h
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ば利用者には非常に有力な参考になると思った。今，

Museum) と国立自然史博物館.c N
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その方法で乙のウィーン国立美術史博物館に評点を付

Museum) とが建っていることである。ちょうど上野民

けるとしたら，大英博物館，ループル美術館，メトロ

国立博物館と国立科学博物館とが道路を狭んで建ってい

ポリタン美術館等を星五つの超一流博物館とすると，

るのと似ている。規模は国立博物館は美術史博物館にや

ウィーン国立美術史博物館は星四つ，上野の国立博物

や匹敵すると思われるが，日本の方は三段階に小間切れ

館も辛うじて星四つに達する程度，

に建て増しされているのに，向乙うは始めから庭園と二

市立美術館は星三つ，ゲーテハウスは博物館を含めて

つの博物館とを一体として設計されているので，その壮

星二つ，ハイデルベルクの武器・武具陳列館は星ーっ

フランクフルトの

麗さは上野の比でない。それに日本の国立博物館が所蔵

という乙とになる。乙れで一応の標準ができたので以

点数約十万点なのに対して

後の視察博物館に乙の方法を以って評価して行く乙と

乙乙の美術史博物館は四十

万点という乙とであるから，日本は経済的に世界一，二

にしようと思う。

を争っているが，文化的 lζ はいかに後進国であるかを思

さて美術史博物館の正面玄関から入った吹抜のホー

い知らされる。ヨーロッパの，かつては大国であったと

ルから弐階へ上る階段は正面に大階段があり，踊場か

はいうものの，現在では少くとも世界の政治・経済の舞

ら両側へ二つに分れた上部階段が手前 l 乙向って上って

台からは顧みられる乙との少ない小国でも乙れである。

いる。その設計が上野の国立博物館 K 似ている。ある

大英博物館，ループル美術館，メトロポリタン美術館，

いは上野の本館を改築するとき，乙乙のを真似たのか

エルミタージュ美術館等の所蔵品数百万点と比べたら，

もしれない。違うと乙ろは

博物館世界では日本がいかに小国であるか，冷汗の出る
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乙乙は踊り場にローマ彫

刻の巾四，五メートルはあろうかというのを据えてあ

n)(間田善行)

ヨーロッパ博物館視察記(

るが，上野には何もない乙とである。それから乙乙の

反映させたのであろう。余談はさておき，玄関ホール

博物館で印象に残っているのは二階の奥の回廊のよう

にはイグアノドン(確かにそうだと思ったが，違って

な部屋 I r.，巾十メートルはあろうと思われるタペスト

いるかもしれない)の骨格のレプリカが展示してあっ

リーが天井から壁一杯にいくつも用されていた乙とで

た。日本の科学博物館でも入口の近くに恐竜の骨格模

ある。とかくするうちに昼になったので，一階の隅に

形を展示してあった記憶があるので，今度調べて見た

確か食堂があったので，そ乙で食べる乙とにしてサンド

ら，日本のはタルボザウルスという種類で，ゴピ砂漠

ウィッチとサラダと飲物をセルフサーヴィスで買って，

から出土した物のレプリカという乙とであった。どち

備え付けのテーブルで‘食べたが，それから後の各国の

らも恐竜としては小形で肉食であると乙ろは似ている

博物館の食堂でとった昼食に比べて最高であった。

が，後者の方は前肢が極端に小さいように思う。

昼食休憩後，マリア・テレジアの銅像のある中庭，と

全館を一巡して感じる乙とは展示資料の数が移しい

いうよりも小公園を散策しながら向い側の自然史博物館

乙とである。乙とに軟体動物のアルコール漬の標本の

へ行く。

多い乙とは，正直いって我々専門外の者にはうんざり
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する程並んでいる。それだけに，その部門の研究者に

国立自然史博物館

美術史博物館と向い合って対をなす全く同じ外観の

とってはまさに天与の宝庫といってもいいだろう。そ

建物である。完成は美術館より 2.年早く 1889年だそう

れから，オーストリアは地形的 l 乙アルプスの氷河が東

である。もっとも，それは現在の建物が完成した年で，

へ向って切り拓いて行ったドナウ河の狭谷にあたる関

博物館そのものの創立はそれより遥かに古く， 1748年

係で，氷河期の古生物の化石が多数出土し，十九世紀

というから，日本の江戸中期で，寛延元年にあたり，

以来古生物学の先進国だったらしく，古生物部門の展

大岡越前守が寺社奉行に任ぜられた年である。日本で

示資料の豊富さも眼を瞥らせるものがある。次 l 乙変っ

始めて博物館的なものに興味を示した平賀源内が生れ

た乙とで記憶に残っているのは，鳥類の展示室で，乙

たのが，それより 52 年後の 1800 年であるから，改めて

乙は部屋のー側がずっと硝子窓になっていて，人工光

日本の博物館界の後進性を思い知らされる。もっとも，

線は殆んど使つてなく，自然光線で展示しであるが，

乙れは歴史的事実を回顧しているだけで，私は別に後

そのガラス窓の一部に，窓のガラスそのものに鳥の飛

進性にコンプレックスを感じて恐縮しているわけでは

んでいる姿を弗化水素で関蝕した絵姿で表わしである

のが眼を索いた。普通，鳥の展示は剥製を止まり木 l乙

ない。

それはさておき，乙の自然史博物館と上野の科学博

止まらせてあるので，その飛んでいる姿は想像が付か

物館との大きな違いは，乙乙は文字どおり自然史で，

ない。せいぜい絵に描いて壁に貼るくらいであるが，

日本である時期博物学と称された鉱物学，植物学，動

それでは迫力がない。それに比べて，乙の窓ガラスの

物学の三つを合せた範囲に限られているのに対し，上

宵飾絵は，われわれが窓を視上げた瞬間青空を背景に

野の科学博物館はそれ以外 1<:' ，理化学，工学から産業

鳥の飛んでいる姿が眼に飛び込んで来るのであるから，

までも含めた綜合科学になっている乙とである。従っ

実にダイナミックに

て大体同じくらいの空聞に，日本の方は科学全般が展

大したアイディアだと思うのだが，どうしたわけか，

生き生きと感じられる。乙れは

示されているのに対し，乙乙は博物部門だけで全体を

乙乙でも乙の室の一部民十羽ぐらい描かれているだけ

占めているから，展示品の精鍛さは数等勝っているよ

で，後はなく，外の博物館では勿論見たととはない。

うである。

もっとも，乙れから後行ったと乙ろは美術館が忙しく

て，自然史博物館は押a る暇はなかったが。

きて，現場を拝見するとしよう。玄関を入ってすぐ

さて，そろそろ日も傾きかかったので，乙乙を出て夏

気が付く乙とは，ホールから階段にかけての装飾が，

美術館と全く異なる乙とである。美術館の万は内装が

の夕方の花の都ウィーンの街をそぞろ歩きながらホテ Jレ

さながら宮殿のように柱の飾り彫刻から，階段の手摺

に帰るととにした。ウィーンは花の都であると同時に，

札天井画まで寸分の隙間もなく飾り立てられている

音楽の都としても有名である。従って，モーツアルト，

のに対し，乙の自然史館の方は，装飾が全くなくはな

ベートーヴェン，シューベルトを始め，ワルツ王ヨハン

いが極めて簡素である。外観が全く同じである，と書

・シュトラウス等有名作曲家の銅像が，あち乙ちに散在

いたのは，内部は全く違うという含みを持っていたか

する小公園に立っていて，まこと音楽の都だなと感じさ

らである。まあ，中 l 乙展示するものの違いをそのまま

せる。その音楽の実質的な中心である国立オペラ劇場は
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シーズン・オフで大修理中で，中を見る乙とはできなか
った。それにしても，私の泊ったインターコンチネンタ
ル・ホテルのすぐ前が公園になっており，その公園の中

に「ワルツ・ハウス」というレストランがあり，毎晩夕

方から楽団が演奏している。室の内外 l 乙丸テープルを囲
んでピールの杯を重ねた客が，野外のテープ Jレに固まれ

た広場でダンスを楽しんでいる図は日本では見られない
光景である。
ウィーンで二泊目を過して

三日目はまたヲュネーブ

へ帰る日である。その朝ホテルから空港へは，同行の毎

日新聞の友人が知り合いのウィーン在住の知人から差廻
してくれた車で行ったが，途中時聞に少し余裕があるか

らと，空港近くの国営墓地にモーツアルトその他の大音

楽家八人の墓を案内してくれたのは有難かった。紙数も
超過したので次号でローマを訪れる乙とにして本号は乙
れで終る乙とにする。

-32 ー

