
博物館学雑誌第26巻第 1 号(通巻33号) 23-36ページ 2000年12月

[論文]

木戸孝允の米欧における博物館理解の形成

Shaping of the Concept of the Museum by KIDO Takayoshi during his 

Vice -Ambassadorship in the Iwakura Mission to the West, 1871-73. 

岩本陽児*

Yohji rn改MOTO

Li仕le investigation has been done by museum historians into 出e first decade of the Meiji era because th巴

new regime was threatened by civi1 w紅s and coups unti1 1877 and was unab1e to inaugurate modem museum 

deve10pment prior to this. Only recently have historians called attentionω 仕le socio -cultural impact of the first 

Ambassadoria1 Mission to the Westem Countries in the making of modem Japanese soci巴ty. This article 

focuses on the process by which an e1ite 0伍cial absorbed the nove1 concept of Museums through his abundant 

encounter with them during his stay in the West as a Vice-Ambassador in the Iwakura Mission. KIDO, 

T出ayoshi (1833-1877) was also in a key position to supervise both mi1itary and education affairs. He had 

s廿onginfluence over the museum dev巴10pers in the Minis仕yof Education during 世le following years. 

百lÍs articl巴 analyses Kido' s joumal in detai1 to demonstrate that the 五rst decade of the Meiji era was not a 

b1ank period for J apanese museum deve10pment but in fact, a modemistic image the museums was being 

coup1ed with close links to imperia1istic exhibitions and was shared amongst the key individua1s in the 

govemment. Kido had an unwavering regret for the 10ss of cultural identity of ilie nation in his age of confusion 

and change and was high1y impressed by one of the functions of museums: to preserve and disp1ay to ilie 

general public 仕aditional artefacts al1eged1y constitutive of the National heritage. The findings of ilie article add 

weight ωthe view that early J apanes巴 museum deve10pment was not a direct successor to the events and 

attempts of previous ages but was a p訂t of the new wave of social influences deriving from the West. 

はじめに

岩倉使節団研究の基本史料『特命全権大使米敵国

覧実記j (初版刊行は1878年。以下『実記j) と報告

書「理事功程」シリーズ(l)に、近年、海外史料の

掘り起こしが加わったことで、従来からの日本中心

の史観を補正する可能性が開かれた。

海外の新聞報道には、逗留先のメンバーの氏名・

身分を詳細に記録したものが多く、その調査から、

大使随行のはずの副使がしばしば大使と別行動だっ

たことが明らかになった。だが、別行動先でいかな

る見聞が得られたのかは、岩倉大使の秘書が編集し

た『実記J からも現地史料からも判然とせず、事実

関係と異文化受容の内実を明らかにするには、参加

メンバー記録の検討が必要で、ある。政権の中枢で政

策をつくりだしていった人々は、外遊経験を通じて

どのような博物館理解を形成したのか。博物館概念
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の導入、またはその日本的再構築に関して、彼らの

経験がどのように生かされ、あるいは生かされなか

ったのだろうか。

個人的な記録の中でも、枢要の人々によるものが

重要である(佐々木、 1999-316) 。本稿で検討する

木戸孝允(1833-1877) (2)は、 4名いた副伎の筆頭

格であった。一時J席国をはさんだ大久保利通(1830-

1878、薩摩出身)および伊藤博文(1841-1904、同

周防)に比べて滞在期間が長く、政治力は今ひとり

の副使、山口尚芳(1842-1894、同肥前) • (3) の比で

はない。木戸は外遊中の明治 6 (1873) 年一月から

軍事行政とあわせて文部行政に関与するようになり

ω 文部省理事官田中不二麿(1845-1909)の直接の

上司となっているが、両者の関係は緊密であったへ

加えて木戸は、折から万国博覧会の聞かれていたウ

ィーンで、現地最高責任者である佐野常民(1822-

1902) とも意見を交わしている。このように木戸は、

草創期の博物館行政に直接関与してはいないが、担

当官たちに直接、間接の影響を及ぼす立場にあった。

さて、木戸は 1868 (慶庭、 4) 年 4 月 1 日以来、亡

くなる 1877 (明治 10) 年 5 月まで日記を残してい

る。記事はほとんど毎日に及んで、いる。この日記に

ついては、かつてその主観的なスタイルが指摘され

ているが(大江 1968、 4) 、外遊期間の記述は、若

表1

干を除いて比較的簡明である (ω。後日の公聞が意図

されていたのなら記載内容の政治的な意図まで考慮

しなくてはならないが、木戸日記には私的な事項も

そのまま書き留めており (7)、手控えとしての性格が

強かったようである。「実記』にない固有名詞を記

録しているなど、要を得た記述も少なくない刷。

それでは、木戸孝允の日記に拠りながら、欧米で

の博物館休験を以下に見ていこう。使節団の滞在先

と、博物館等の見学先を国別、日間|頂にまとめ、

『実記』と照合している(針。なお本稿でも、博物館

に動・植物園、関連施設を含めている。

1 .アメリカ

外交使節としての岩倉使節団の主たる目的は、政

権基盤を固めてまもない明治新政府 110) から各国元

首への国書贈呈、および条約改正のための予備交渉

であった。外交交渉のため大久保、伊藤両副使が急

速、帰国することになり、アメリカに足止めとなっ

た使節団は「意外之長留J (明治 5 年 2 月 11 日付河

瀬填孝宛書翰、木戸公侍記編纂所 (1930) 338) を

余儀なくされたが、結果的に、使節団にとって第三

の目的であった「文物視察」にはこれが好都合に働

いた。

日付 滞在先および 木戸『日記』の記事数字は日本史籍協会
久米[実記j の記事ー

巻数、ページ数は岩波 注、その他
(新暦、旧暦の順) 主要な出来事 議書本のページ数

文庫版に準拠している

1872年 1 月 18 サンフランシス 「同十日晴ママ分訴ママ局馬車細工所ママ織物場等に至り蹄 「禽獣園草木園博物 「字J は木戸の書
(明、治 4 年 12 コ動物園 途禽獣園に至り五字半蹄宿今日大使病気にて大久保山 館、及蔵童館ヲ兼タ き癖で「時」

月 9) 日(木) 口等同行」日記 124、 12 月 110 日 j の条 ル場J 1巻81- 83 

2 月 1 カリフォルニア 「又トクトルプラーイ之宅に至り鍛石を一見せり其種 言及なし。 趣味家の鉱物コレ

(12月 23) 日(木) 州サクラメント 類千を以て数ふJ (日記、 131) クションを見学 | 

2 月 6 ソ J/.，-トレーク 「蹄途博物店に至り種々の奇物又鳥獣等を見四字前蹄 l巻 144

(12月 28) 日ω 宿J (日記、 133)

2 月 27(明治 5 シカゴ大学 「大皐校に至り天文器等を見る未知此の大なるもの英 別の見学記事 大使とは別行動。

年 1 月 19) 日ω 図にも造製せずと云J (日記、 140) 大学付属博物館で
あろうか。

3 月 21 ワシントン、博 「晴十字頃より山田市彦太と博物官ママに至る二字頃隠 記事なし ー←ーは原文の自j注

( 2 月 13) 日(木) 物館(画廊、植 宿五洲鳥獣虫魚の類尤皮形或は干或は陶漆器 イン を示す。以下も同

物園を付設) ジヤ之器物又本朝の織物等 曾て使節来りし節持参 干草

せしもの欺列す楼上にインジヤ人漁猟其他風俗形様

等模局せし童数百枚あり且此隣地草木室あり諸邦より

様々の種類を集めり又ーの奇観也J (日記、 147)
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日付 滞在先および 木戸『日記』の記事数字は日本史籍協会
久米『実記j の記事ー

(新暦、旧暦の順) 主要な出来事 叢書本のページ数
巻数、ページ数は岩波 注、その他

文庫版に準拠している

4 月 23 ワシントン、 Jl:t i(上略)其よりアグリクルチュールに至り種々の草木 見学記は、 1巻 2330 夜には、市長の案

(3 月 16) 日ω 業会館(展示室、 を一見し又華盛頓モニユメントに至る J (日記、 163) 4 月 30(明治 5年 3 月 内で天文台を見学

植物閏付設) 23) 日の条 (日記、 163-64)

5 月 20 スミソニアン博 i(上略)スミソニヤに至り七字過蹄宿(下略)J (日記、 4 月 17(3 月 10) 日(ホ)

(4 月 14) 日間 物館 177) にスミソニアン見学

記

7 月 30 ブィラテソレフィ 「二字頃宿に腕り食後近港のミシュームに至る古断頭 博物館の記事なし

(6 月 25) 日ω アの博物館 器械の形等あり J (日記、 206)

滞在中11回の会談を重ねた外交交渉は失敗に終わ た。使節団は女王の公務復帰を待ちながら、最初の

り、一行は、 8 月 6 (明治 5 年 7 月 3) 日にボストン 約40日問、ロンドン周辺の官公庁、諸機関、施設を

を出航して、イギリスへと向かった。新しい国だけ 見学し、次の約40日間は北部産業諸都市を精力的に

に、滞在期間の長さに比べて名所旧跡や文化施設の 歴訪している。乙の聞の文物視察が、近年、岩倉使

見学が少ないのがアメリカ滞在の特色である。なお、 節団の外遊中最大の成果とされて評価が高いが、内

8 月 3(6 月 29) 日にはボストン近郊の木綿織物工場 実はビジネスセクターの招待による工場見学が主で

で併設の図書館を見学している。 あり、ごの聞の博物館・文化施設の見学は比較的少

ない(11)。

2. イギリス

当初の予定よりもはるかに遅れて使節団一行がイ

ギリスに到着した時、女王はすで、に休暇に入ってい

表2

日付 滞在先および 木戸『日記j の記事 数字は日本史籍協会

(新暦、旧暦の順) 主要な出来事 叢書本のページ数

8 月 19 国際展示場 i(上略)七字より外務卿の招にて其宅に至る食後卿の

(7 月 16) 日(月) 案内にて博物場に至り諸固有名の懸額を一見し十一宇

腕宿J (日記、 215)

8 月 20 ブライトン、博 i(上略)其より省地奉行ママ の案内にて博物所に

(7 月17)日ω 物館 (British 至り又一屋に至る折柄翠者先生集合日本東京地園の講

Association大 釈をなせりハークスも植に上り地図の大意を講し是日

会会場)、水族 本の近情を陳述せり二字過ー屋にて食事を認め其後海

館 治にガラスを張り海魚を容れ人をして海中の有様を想、

像せしむ余等未見の趣向なり(下略)J (日記、 216)

8 月 25 ロンドン動物園 i(上略)ニ字より禽獣困に南杉浦の案内にて大久保山

(7 月 22) 日(日) 口など〉至り見る七字過煽寓(下略)J (日記、 218)

8 月 29 ポーツマス海軍 i(上略)又他のー艦に至る艦名ビクトリー号と云子ル

(7 月 26) 日(木) 基地、戦艦ピク ソン戦死此艦甲板上子ルソン之弾丸を受けし庭等其跡

トリー号 を残せり子ルソン之語とてエンゲランド、エキスベク

ト、エヘリ一、メン、ウイル、ヅ一、ヒース、リユー

チ一、文字を識せり又子ルソン弾丸を受けし時アイ、

ハブ、ドン、マエ一、リユーチ一、サンキュー、ゴツ

ド、と云へりと賓に英図の忠臣也(下略)J (日記、 221)
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久米[実記j の記事ー

巻数、ページ数は岩波 注、その他

文庫版に準拠している

2巻64-69 に詳しい V&A博物館の前

身

2巻 69-71 に対応記 ハークスは、使節団

事あり の接待係、駐日英国

公使 Sir Harry Smith 

Parkes (1828 -1885) 

省地奉行は市長の J.

CordyBuπows 

翌週の日付で記事 2 南は南貞助。旧長

巻76-78 州藩士で高杉晋作

の従兄弟。杉浦は
杉浦弘蔵。

2 巻 74の記事が対応



日付 滞在先および 木戸『日記J の記事ー数字は日本史籍協会
久米 f実記J の記事ー

巻数、ページ数は岩波 注、その他
(新暦、旧暦の順) 主要な出来事 叢書本のページ数

文庫版に準拠している

8 月 31 ロンドン、マダ i(上略)夜大久保杉原(ママ)と蝋細工場に至る古今の 対応する記事なし 杉杉原は杉浦(弘

(7 月 28) 日ω ム・トゥッソー 豪傑蛍図の王族其他有名の人物初代ナホレヲン之馬車 蔵)の誤りか

蝋人形館 此馬車に乗り見るに卒中に種々趣向あり 古姦悪の

徒又々古の刑具等陳列せり (下略)J (日記、 222-23)

9 月 3 ロンドン、ノf ッ i(上略)二字過よりアレキサンドル、パークス、ア h 2巻80 退役海軍軍人 Rear

(8 月1)日(ぬ キンガム宮殿 ストン之案内にて大使始宮殿を見物せり内部の美麗眼 Admiral General 

を驚せり庭園の景色も亦甚雅(下略)J (日記、 225) Alexander と William

George Aston (1841-

19l1)も英側の接待

係

9 月 6 ロンドン、国際 i(上略)二字頃より三氏の案内にて博物堂に至り其よ 2巻90-91

(8 月 4) 日働 展示場、レデ りジョンフランクリンの家に至る其妻余等を遇しフラ

イ・フランクリ ンクリンの遺物などを見せしむフランクリンは曾て北

ンのガーデンパ 極を尋ね終に氷中に死す十四年後彼の遺物を尋ね出す

ーアイ と云宅中に日本の諸物而己を集めし一室あり今日の集

舎はガーデン、ハーチーと云(下略)J (日記、 227)

9 月 7 ウィンザ一城 「カツソル中を墨く一見せり外郭楼堂はウリヤムコン 2巻91-93

(8 月 5) 日ω ケロ一一ノルマンより来り王となりし人 の所築と云

去今八百年其間四五百年或は二百年に増築せし所あ

り古童珍器武器金銀器等其数を知らず珍器には各図

より得る所の名器あり又子ルソンの打れし弾丸其時打

貫かれし木木等もあり初代ナポレオン之万其他不能見

表ー諸室の美麗驚限(下略) (日記、 228)

9 月 10 ロンドン東郊ウ 「晴十字より三氏の案内にてウルヒツチ之大砲製造所 2巻 93-95 に同様の 日記「云J の一字

(8 月 8) 目。ね ーリッチの王立 に至るウスヌトフリヂより蒸気船に乗りテームスを下 記載 から、これが英側

造兵廠、ロタン る諸橋の虞太可驚ものあり(中略)支那魯図セハステ の説明だったこと

ダ火器博物館 ボル分捕の大砲数挺あり魯砲は敵弾の震に砲口皆破裂 が分かる。この点、

せり支砲は不受弾痕強弱自ら詮するに足ると云(下 『実記』では不祥

略)J (日記、 230) だった。

9 月 11 ロンドン、王厩 i(上略) (鐙頭)女帝の馬車井御様を一見す大穂の節 詳細を欠く (2 巻 95)

(8 月 9) 日附 白鳥八を用ゆ次は四次は二己上六車を見る厩乗馬所等

をも一見せり乗馬所屋中にて凡そ竪三十間横十悶位な

り地に木の紛末を敷けり J (日記、 232)

9 月 18 ロンドン、ロン 「図王即位其外大積の節所用の器具冠等を見る冠二つ 2巻 101-104 スナヒドルは後装

(8 月 16) 日(本) ドン塔 の内其一項に大シヤマントあり古イスパニヤより得る 式のライフル、ス

と云世界第一の大玉なり今一青紅数十の玉を飾る凡其 ナイドル Snider銃

値百高パウントと云此所は第六エツポルト占殺されし

所也又一所に至る此庭に先王諸代の其甲胃を着せし像

あり甲胃を用るゼームスセコンド則千六百八十八年を

終わりとす日本の甲胃ありチヤーレス第二の頃おくり

しものと云エリサベット馬上の像あり不用甲胃金玉を

飾りし嘗世の服と云湾弓其他千年前後の器械三百年前

の小銃等あり元込の趣向却て嘗時に似さるものを見る

ウリヤムコンゲル之建し寺あり去今八百二年と云楼檀

より曾て殺されし二王子の遺骸をほり出せしと云又別
楼にスナヒドル六蔦挺を用意せり(下略)J (日記、 235)

9 月 19 (8 月 ロンドン南郊、 i(上略)建築の趣向園中の景色又蛍闘の一大場也其中 2巻 108-112

17)日(木) 水晶宮 紀元前千七百十九年グリース之建物千分のーの雛形同

二百三十年前ローマ之建物古人獣戟わせし庭と云内

八商人を容る の雛形等尤可見ものなり(下略) J( 日記、

236) 
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久米[実記]の記事ー
日付 滞在先および 木戸『日記』の記事 数字は日本史籍協会

巻数、ページ数は岩波 注、その他
(新暦、旧暦の順) 主要な出来事 叢書本のページ数

文庫版に準拠している

9 月 27 ロンドン、大英 「曇又雨十字頃よりブリチシアンミジュームに至る先 2巻 112-115

(8 月 25) 日働 図書館・博物館 書庫を一見す其大未見ものなり 日本書支那書の貯蔵

あり 大概米図にて見るところと同しきと難色ヱジプ

ト之古物グリーキ之石刻人物其外獣類古物等は又

未見もの市己多し(中略) (臨頭)ヱジプト之石棺等

始て見るものにして其時代不可知J (日記、 239)

10月 2 リパプール、博 「晴十字半ミシユームに至る 米国己来未見のもの多 2巻 135

(8 月 30) 日体) 物館 しー(下略)J (日記、 242)

10月 6 ホックストン I(前略)十字過より一同寺に至り蹄途ハークを遊歩し 2 巻170には別の記 Bux白nか

(9 月 4) 日(日) ミシユーム屋に至る(下略)J (日記、 247) 事

10月 14 エーヂンブルー I(上略)フ。ロへツソル、ア h チヤ一首時有名なりと J;::; 2 巻209-215

(9 月 12) 日(月) フ、図書館博物 ーの案内にてミジュームに至り又大皐校に至るー是は

館大学 街を隔ミジユムと相接せり庭ありて互に往来す (中

略)ミジュームに至りし前文庫(ブイブラレー)に至る

(中略)(飽頭)日本物数品あり(下略)J( 日記、 254-255)

11月 21 ロンドン、イン I(上略)過日アレキサントルと有約彼の室にて中食を 記事なし 承「アレキサント

(10月 21) 日制 ド博物館、図書 認教師ビール来合杉浦連城皆同席なりビール頻に連城 ル印度事ー僚に付

館を付属 へ印度皐の事を談せり二字過より彼の案内にてインチ 来話(下略)J (日
ヤム、ミシユームに至る印度人の作物を一見す精工 記、 274。同月 14

可驚ものあり又書籍幾十高不知其数(下略)J (日記、 日の条)。連城は

278) 赤松迷城。西本願

寺の留学僧。

12月 l ブライトン桟 I(上略)近迭を諸子と散歩しヒヤを一見し其よりハビ 記事なし

(11 月1)日(日) 橋、パビリオン、 リヲンに至り(略)三字破璃の圏中へ海魚、を容れ海底

水族館 の趣透見せしむる所あり余曾て一見す(下略)J (日記、
281-82) 

12 月 7 ロンドン束郊グ Iß青十字頃よりアレキサンドルの案内にてウリンチ之 記事なし ウーリッチではな

01月7)日出 リニッチ天文台 天文塁に至り遠眼鏡其外の器械を一見すアステン、グ L 、

レーシイヤと申雨人巨細に指数せり(下略)J (日記、
286-87) 

北部旅行からロンドンに戻った一行は、女王への 断念し、文物視察に力を入れている。普仏戦争の敗

謁見をはさんでグランビル外相との外交交渉を三回 戦からまだ二年しか経っていないこの国では、産業

にわたって行っているが、成果は上がらなかった。 施設に比較して文化施設と名所・旧跡の見学が多か

った。ただし 18世紀末以来の伝統があるルーブル

3. フランス 博物館については、使節団が訪問したとの証拠が見

使節団は 1872年 12 月(明治5年 11 月) 16 日、フラ 出せない。

ンスに渡り、約二か月滞在した。外交交渉はもはや
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表3

日付 滞在先および 木戸『日記J の記事ー数字は日本史籍協会
久米 I実記j の記事一

巻数、ページ数は岩波 注、その他
(新暦、旧暦の順) 主要な出来事 議書本のページ数

文庫版に準拠している

1872年 12 月 ノ t リ、パノラマ、 「是は油絵を四方へ張り光線を引き字兵の巴里を園み 同日付の記事なし。

(明治 5 年 11 オベリス夕、宮 しときの景況を其ま沿寝せしものにし(ママ)其趣向賀 「パナラマ」の記事

月)mk) 殿跡等 に巧を極め迫畏いかばかり限を疑し其表にそ h くとも は 20 日の条。

給と見る不能固堂にして此景は楼上なり楼下に街戟ー

是は内面L-一之趣を潟せし油絵あり趣向左目前只其一部を

見る而己其より一世ナホレヲンのエシブトより取蹄り

し一大柱石の碑を一見し宮殿の焼失せし跡を見(下

略)J

12月 ナポレオン腐と 「石榔を一見す堂宇皆各種のマーブル石を用ゆ老兵院 記事なし

(1 1月 )23(月) 老兵院(武器博 此廟に接す1i)時六百人余此院にありと或一室に至り歴

物館) 代の帝王或は有名の将校巨ナボレヲンの重像等を一見

し又四百年前よりの甲胃武器等を陳列せし一室又古来

の大砲の幾革或はシーザーなとの用ひし橋梁等と雛形

陳列せし一室に至り謹く一見せり(下略)J (日記、 295)

12月 リュクサンブー i(上略)十一字頃より使節一同リクセンヒユルグ、ミ この日付の記事なし パリ市立クルーニー

(11 月) 24(~刈 ル庭図、博物館、 ジュームに至りパークの中を散歩し其よりマーブルの 歴史博物館Museede 

動物園 彫工額面等を一見し文禽獣固に至る此慮鏡石数十高を Clunyか?

陳列せし一大屋あり(下略) (日記、 295)

1873 (明治 6) 離宮、庭園 i(上略)又此地の離宮庭園に至り諸室珍器童額等をー いずれも記事なし

年正月l(ホ) 見す其中に初代ナボルヲン其外諸王の用ひし馬車数挺

を見る寅に其華美人目を驚かすに足る(下略)J (日記、
300 

1 月 9 休) スコットランド 「晴二字より何パーソンと 欠九字ーに至る此慮は 別の記事

女王メアリ旧居 英図スコットランドの女王マリの住みし庭にしてロー

?の古物数千品其他種々の古器を陳列し来観するもの
不少此側にローマ時代に築造せし古寺の跡とあり(下

略)J (日記、 304)

1 月 11 仕) セーブル磁器の 「サンクルーの陶器類古今数千種を陳列せり(下略)J 第 3 巻91 『実記J は irサン

展示場 (日記、 304) クルウ』ヨリ岡ヲ

隔テテ南J と記す

1 月 15(ホ) ベルサイユ宮殿 i(上略)蹄途ベルサエルにてルイ十四代の宮殿を一見 第 3巻 104-107

しE庭中を散歩す高壮嘗時を可思見ものあり一宮殿査

額等は世界に有名なりと云(下略)J (日記、 306)

1 月 19(日) フォンテンヌフや i(上略)宮殿に至る歴代の玉愛に住せしもの多し宮殿 第 3 巻 119-122

ロ一宮 内の美麗甚驚目有寺劇場蓋備る庭園も亦甚虞し(下

略)J (日記、 309)

1 月 22 (水) 天文台 「英図グリニツチより規模梢大ー此慮コンミユンの節 第 3 巻 140-141 リュクサンブール

病院となしコンミユン等の矯に砲撃せられ弾丸の跡不 の南の Observatoire

少ー此中の其器械を墨く一見す(下略)J (日記、 310) か?

4. その他のヨーロッパ諸国 を訪ねると速やかに国家元首を表敬訪問しており、

2 月 17 日にパリを出発した使節団はブリュッセル 滞在期間も短くなって、それぞれ一週間から二十日

に入り、約二か月ハーグ、ベルリン、セントペテル 足らずである。

スブルクと主要都市を歴訪した。この頃には目的地
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表4

日付 滞在先および 木戸『日記』の記事 数字は日本史籍協会
久米 f実記j の記事ー

巻数、ページ数は岩波 注、その他
(新暦、旧暦の服) 主要な出来事 叢書本のページ数

文庫版に準拠している

2 月 28幽 オランダ、ライ 「晴ホフマンー曾て本邦へ雇入し人なり の案内にて 3巻 247-249 に詳細 (2 月 25 日、ウィ

デン大学付属博 レーテンに至りミシユームを一見すーは本邦の品多し な記事 ーン万博に向けて

物館 ーは鳥獣虫ーはエジプト、ギリーキ、ローマの古物な 佐野常民らが日本

り エジプトの土中より出せしものに紀元前千六百年 発)

ヱジプトの土中より掘出せしスタチユーに紀元前四百

年のもの 此ミシユーム皆事校に属す(下略)J (日記、
324) 

3 月 2 伺) アムステルダ 「雨十字前よりアムステルダムに至り此地の王宮をー 3巻253-256

ム、王宮、博物 見す(笥j注略)其よりアルチミジュームに至り重額を

館 見(下略)J (日記、 325)

3 月 6 (i) アムステルダム 「曇西岡久米鈴木栗本等とアムステルダムに至り禽獣 詳細な記事。

動物園 園を一見す未米欧にて見さるもの多々又ミシユーム等 (3巻 261- 64) 

あり本邦の物も亦不少(下略)J (日記、 327)

3 月 10(付 ベルリン動物 i(上略)十二字より二人の案内にて禽獣園に至るまた 詳細な記事あり。

園、水族館 未見の種類也不少晩食後近方の鳥魚、蛇を畜せし庭に又 (3巻 311-14)

案内せり(下略)J (日記、 329-30)

3 月 14ω ベルリン、博物 i(上略)ニ字前より大博物館に至るスタチユー其外ロ 克明な記事あり

館 -7、ギリーキ、エジプトの古物多し 此中にライン (3巻324-25)

川より出し数千年の銅像或は地中より掘出せし数千年

前のスタチユーあり 又童閣も甚大なり謹く一見(下

略)J (日記、 332)

3 月 15(日) ベルリン、美術 「二字過より童或はスタチユ一等のー閣に至る四字前 「集童館」として記

館 蹄寓(下略)J (日記、 332-33) 裁がある。 (3巻328)

3 月 16(月) ベルリン、古城 「曇武庫に至る(中略)其より又モンビシユ一城に至 一行はこの後、蝋人

の展示 る歴代の車類即位の衣服其他古器物日本支那の陶器童 形展も見学。 (3 巻

類等あり(下略)J (日記、 333) 331-34) 

3 月 27ω ポツダム宮殿 「晴十一字よりホックムに至る一千七百七十年の頃フ (3巻 353 -60) 

レデレツキ第一世の築きし宮殿に至る中堂具等賓石を

以柱墜を装飾せり間数二百の中四十を経観せり雨庭に

スタチユ一四百余あり(下略)J (日記、 337)

4 月 7 (10 セントペテルス 「曇又雪十一字過より宮地健一郎江村二郎等とママミシ 記事なし エルミタージュ博

ブル夕、博物館、 ユームに至る鍍石鳥獣虫の形ママを陳列す他に見る所と 物館とは別のよう

エルミタージュ 凡異なるものなし 77 子或は不具の児 ママ子は双 である。

宮 て合するものあり或は封て合するものあり或は一頭に

して二飽なるものあり其他小異のもの不少又無目のも

のあり無鼻のものあり不具の児も種々の異なるものあ

り別に三の奇怪なる具を見る 其よりへリミタルに

至る室閣数千別室にベートル及カスリン其他の所持せ

し庭の器物を見る蛍時を想像するに器械に至りては本

邦首時と難不及もの不少ベートル自作せしものなどあ

り此中にゼンマイの仕懸けにて金の孔雀翼尾を開き啄

を張り舌を動しまた其下に金鶏あり翼を張た%き撃を

援す其製作精妙貫主日生また別室に欧州亜細亜米等の

金貨古今の種類を集めり蒙古髄組ママ等の金銀貨あり凡

五百年前のもの我が甲州金と無異トルコの金銀貨の如

きは輿欧州無異四字蹄寓夜散歩せり J (日記、 343)
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5. 帰国途中の木戸の博物館見学 たところで大使と別れ、万博開催中のウィーン、イ

岩倉大使の一行はその後、ロシアから北ドイツに タリアを経てマルセイユから帰国の途についてい

入り、北欧デンマー夕、スウェーデンから再びドイ る。公務から解放された木戸はそれまでの倍の頻度

ツを経由してイタリア、オーストリア、スイスと歴 で、時に連日のように博物館や名所・旧跡を訪ねて

訪している。しかし一足先に帰国命令の下った木戸 いる。観察記録も詳細である。

は、 4 月 16 日未明に列車がロシアからドイツに入っ

表5

日付 滞在先
木戸『日記』の記事 数字は日本史籍協会

注、その他
叢書本のページ数

4 月 17ω ベルリン、グナイゼナウ f(上略)蝋細工にて四美人偽領亜弗利加兵卒の主主弾撃たおれし有

ストテーセ少ミジューム 様を作製せしを見る此中二つの美-人と兵卒は呼吸するの模様恰如

生(下略)J (日記、 349)

4 月27(月) ドレステ守ン (上略)或はミシユームに至る此ミシユームは欧州中にて有名な

るものなり(下略)J (日記、 354)

4 月 28(:必 ドレスデン鉱山学校 「モルノルヒツテイ之鍍山に至る此庭の鎖山翠校も欧州中にて尤

有名なるものにして諸図の書生の多く此校に来れり種々ホンフ之

雛形井鏡石等を見其より鍍洞を概見しー深さ英半里ーまた鍔解所

に至る(下略)J (日記、 353)

4 月 290ホ) ウィーン万博会場等を 「博覧場壬宮内等へ車行J (日記、 354) 朝ウィーンに到着2

瞥見

5 月 1 (1封 ウィーン万博開会式 「曇微雨今日博覧場開場日なりシイホルトの弟迎に来れり依て小 大使一行の見学記

松山田などと同車行して場に至る路傍の看客車馬連続不絶固堂中 は、『実記j 4巻中、

の (f楼上楼下其」とルビあり)周囲に賞日の式を見るもの充満 6 月 6 目、 14 目、 16

せり十二字嘗帝皇后英太子字太子弁后其他王族場中に入り来る此 目、 17 日の条 (393、

時祝砲をま重し人民皆揚鷲登祖上祝辞を演説す(一行空)周園中へ 404 、 409) および5

匪別をなし各図ミニストルなども皆此中にあり此式終わりて各国 巻21-52 に詳しい。

より出すところの品物を一見す(下略)J (日記、 355)

5 月 2ω ウィーン、博物館 「岡本長井中牟田等と市中を車行し有名の寺院等を一見しまたミ

シユーム等に至り三字過蹄寓(下略)J (日記、 355)

5 月 3(日) シェーンブルン宮殿、 「晴十字より小松野案内にて山田狛とシユインブロウンの王宮に

動物園、廃兵院 至る此庭府外にして宮庭の景色遠澗なり傍に禽獣園あり一字頃王

宮前の一店にて食事を認め山田は公使官ママに至る余等ホスピクル

に至るベールンクラウー誘引して古武器及ひ武庫製造所等を見せ

しむー古器中に甲胃あり潟怨蔵金にして欧州中にて有名なる品と

云ママ銃弾を受けし弾底の皮衣あり又日本の大砲二あり其ーは慶長
十五季筑前ママという銘あり弾二百目他のー挺は只ル印と而己あり

一(中略) (鑑頭)二百目の砲は本込にして其形二百余前の物に
(以下欠)J (日記、 356-57)

5 月 4(月) 佐野常民と意見交換再 「雨今朝佐野公使内談に預り遇見を陳述す其所以は此博覧舎へ 博物館と博覧会の遠

び博覧会場 種々の雑物を持来れり未本邦の人博覧の主意とミシユームの主意 いを明らかにし、佐

を分別する不能ゆえに莫大の金銭を不厭東洋の未蚤精級之雑品 野常民(博覧会事務

を如山陳列せんとす是等却て図の品位を他へ蔑視せしむるに似た 局副総裁)に政府の

り(略)二字頃より博覧場に至り各国の列品其他新築の家屋等を 対応への批判的な怠

一見す未物品ことことく不備といへども其盛可駕千八百六十年巴 見を述べている

里に催せしとき三四倍すと云七字頃腕寓(下略)J( 日記、 357-58) 
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日付 滞在先
木戸『日記』の記事数字は日本史籍協会

注、その他
叢書本のページ数

5 月 6(ホ) イタリア、ペニスの図 i(上略)是より此市府に属する書庫に至る 此悶小舟にて海湾を
書館 往来す風光甚佳 数十寓の書加あり古きものは千余年のものもあ

ると云此中に曾て日本より来りし使節の書と云ものあり 曾て大

友使節をローマに送ると云必此者欺斗す斯巴爾亜の文字にして姓

名園字を用ゆ此書庫はサンアトニヨーと云寺の傍にあり(下略)J

(日記、 360)

5 月 7(木) イタリア、パドワの古 i(上略)中山二輪中井余等と七字半号室車九字パトノ、ーへ停車す此
寺、博物館、大学 慮は人口六蔦此庭ローマより四百年古き寺あり其堂中の一間欧州

稀なる庚きものと云一則イタリーにて尤古寺なりーナトにミジュー

ムありまた大皐校もイタリー中第一にて生徒二千人ありと(下

略)J (日記、 360-61)

5 月 9 出 ローマの名所旧跡めぐ i(上略)カツソルサントアンゼローを見セントへートルに至る 大使一行は、この日

り (略)其よりパンテヨンに至る(略)凱旋門なり(略)其よりコ フロレンス入り

ルシームを見る(略)其より数里外近来セシタルを堀出せし庭あ

り則其地に至る(略)其より蹄りてアンへテヤートルに至る(下

略)J (日記、 362-63)

5 月 10(日) バチカン博物館、図書 i(上略)二字よりミシユームに至るセントベートルの傍なり米欧

館 中にて見るところのフタチユ一等多くは此中のものを模せしもの

なり皆ホープに属す蹄途萱楼書林等に至る(下略)J (日記、 364)

5 月 11 伺) ナポリ、国立博物館 i(上略)十字過よりナショナル、ミシユームに至るボンヘ一等の 大使一行は、この目、

品物を匝別して陳列すホンベーは紀元前百年にして則千九百年前 ローマ入り

なり蛍時の童壁古陶器古銅器弗金具スタチユー 古銅器スタチユ

ーの中に奇なる品あり交合の形又は陰茎等の形あり 黒紙に文字

の見ゆるものあり巻たるものは凝て如石炭 其始土人皆石炭様の

ものと思ひしところこれをほとけば文字露る、を見送にほときて

人民に見せしめり またガラス器あり其品如青貝皆ポンペーより

堀出せしものにして青貝ガラスの如きはキリシヤにて笛時開けし

ものと云モザイク或は種々のスタチユー 赤黒の土を以て造る

あり別にエシプト等の古物あり一字向寓(下略)J (日記、 364-65)

5 月 13(ホ) ポンベイ遺跡、付属博 i(上略)八字半蒸気車にてホンヘーに至る塁数難不透此問費時を

物館 一字古ホンへーの府に入りしところに門あり則是堀出せし慮にし

て古代のま誌なり門車の通行するところと其左に人の通行すると

ごろと相分てり門の右側にミシユームを建てボンへーの人其の

ま h 化して如石になりしもの或は蛍時種々の器物等を陳列せり街

道は皆凡方一三尺三四尺の石を敷き多くは車を運送せしものと被

察車輪のあと其石に痕せり左右は人々の通行せしところと見へ凡

嘗今欧州各園市街の形様と不異只首時と乙なるママものは右側よ

り左側左側より々々へ中道を渡るために道の庚狭により或は一石

或は二三石を高く敷しものあり 本邦の庭に用ゆるところの如飛

石大概家屋狭小 八畳十塁又は十二三塁位-f高大なるものも其

間にあり皆練瓦石又は方石雑石にて築造せり間々マーブル石其他

同質の石を用ゆるところあり柱等も亦然り其の形嘗時のものと不

異エニスーを察ママりし慮あり其像はナーフルミシユームにあり

(下略)J (日記、 366-67)

5 月 16出 フロレンス、市庁舎、 i(上略)シチーホールを一見し其傍に書庫ミシユーム等あり(下

図書館、博物館 略)J (日記、 375)
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日付 滞在先
木戸『日記J の記事数字は日本史籍協会

注、その他
叢書本のページ数

6 月 6印 リヨン、市庁舎内の博 r(上略)平公小田坂田とミシユームに至る ヒチーホールの内に

物館 あり織物を主とし諸園の織物一日本支那印度其他西洋各閤←凡五

百年前のものより近似新造のものに至るー凡四百年頃指織にて尤

も精工のものあり近時のものに至りては其精工尤可鷲 また古
来ママの授還を示すの潟ママの雛形而巳を陳列するところあり紋柄

を織るママに至りては千四百年代イタリーより移せしと云尤拙に

して蛍時不及支那高々数度相愛し 十余謎々すると雄も其問ーママ

に四百年代は二人六百年代は三人別に側より縄をひくものありま

た器にてそれをはぶきまた器械を廃し種々工夫を墨せしものなり

首時用るところは一般ジヤカール之器械と云是は千八百四年に

ジヤカール此器械を務明し免許得しと云へり陶器の一場も其中に

あり 支那日本品もあり絹陶類は支那世界中にて尤古し (下

略)J (日記、 389-90)

木戸はその後、森有耀らと合流し、都合12人で 6

月 8 日「飛脚船フーグリー」の人となり、 7 月 23 日

に帰朝した。この問、 7 月 11 日に寄港、上陸したサ

イゴンでも、動物園を見学している。(日記、 402)

6. 考察

岩倉使節団の訪問先は、議会、宮殿、軍事施設、

中央銀行や郵便局・電信局などの政府諸機関にはじ

まって、民間企業の工場などの産業施設、そして文

化施設としての美術館・博物館や遺跡、景勝地とま

さに包括的であった。これをプログラムしたのはも

ちろん、受け入れ側の配慮と思惑である。かくて明

治政府首脳たちの異文化理解は深められていった

が、博物館も例外で、はなかった。ナショナリズムの

時代だった19世紀後半の欧米で、首都に置かれた大

型博物館は、一国の文化力を誇示し、国賓を接待す

る場でもあったのである。

はじめて米欧の地で西洋文明に対峠するにあた

り、木戸はどのような考えをもって臨んだのであろ

うか。若手官僚、とくに留学経験者への木戸の批判

は、かねてがら指摘されている(例えば森川 1987 、

94-5。ただし森川の「開明派j 理解は大江とは異

なっている)。

「アメリカ人の方が却って、我が国の事情を理解

し、我が国の風俗を知っている。しかし、近年留学

した若者たちは、我が国の本来あるべき姿への深い

理解をもたないで、いともたやすくアメリカ人の風

俗を慕い、自らのよって立つべき所在を知らぬまま

いたずらに自主であるとか共和であるとかの説を唱

えているにすぎず、その様子は、聞くに堪えぬもの

がある。(中略)昨今の官員の中には、わずかばか

り米国に留学し、その上っ面だけを学んで、我が国を

軽視するものが少なくない。(後略)J (日記、 157-

58。明治5 年 4 月 15 (1日暦 3 月 8) 日の条を現代語

訳した)

木戸は、封建制の解体によって図らずも引き起こ

された文化アイデンティティの混乱、すなわち森川

(1987 、 95) の「思想的障害」を危機的に認識して

いた。「日本も開化に日に月に赴候姿に御座候へと

も兎角皆偶然より出候事不少付而は此往買に開化之

弊もまた可恐と只濁不堪煩念事も不少J (明治5年2

月朔日、河北俊弼宛書翰、木戸公停記編纂所(1930)

337所収。下線は岩本)。

木戸は、外遊先でその思いをさらに強めている。

例えば 1872年11月 6 (明 年10月 6) 日に見学した

イギリスの王立製磁工場 Royal Porc巴lain Works で

は、日本製品のコピーが大量に生産されているのを

目の当たりにするが、そこでは「最近、日本の製品

がデザインを変えてしまいましたが、昔のが良かっ

たですな。悪くなったのが残念です」と聞かされ

「近頃、今ふうの安物を作ったり洋物をコピーした

りして、本来の風格を失ってしまった」と嘆く。さ

らに、その翌日、ミントン社 Mintonの磁器工場で

も、同趣旨の話を聞かされている。(日記、 271)

このような見解は、後年に出版された久米の『実

記』にもやはり繰り返し表明されている。鹿嶋館時

代よりもず、っと早く、明治一桁の日本では「朝威と

公之至誠と河をなせし紅血と山をなせし白骨J (明
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治 5 年 9 月 14 日弁上馨宛書翰、『木戸孝允文書.i 4-

397所収)によって達成された新政治体制の下で文

化アイデンティテイが混乱状態にあった。文化財を

収集、展示してその隠滅を防止し、伝統文化に社会

的な認証を与える機能を持った博物館が要請される

素地は、岩倉使節団における明治政府首脳の異文化

体験によって強化されたと考えられる。こうした

「開化之弊」の自覚は、明治の近代化の起点として

のみ見られがちであった岩倉使節団の、副作用のひ

とつである。

ところで「木戸日記」は、博物館(ミュージアム)

がいかなる施設かについては特記していない。「西

洋記聞J における福沢諭吉との距離を感じるのは、

こうした点である。もちろん、公開を意図していな

い日記に自分なりの博物館理解を記載する必要を認

めなかったのであろう。それでは、木戸の理解は、

1 年 7 か月に及んだ外遊を通じて、どのように深め

られていったのだろうか。日記に断片的に現れた記

載から考察してみよう。

まず穏当な所から始めるなら、日常目にしない珍

しい文物を展示している場という初歩的な認識があ

った。木戸日記には、「種々の奇物J (日記、 133) 、

「又一の奇観也J (日記、 147) 、「古童珍器武器金銀

器等其数を知らずJ (日記、 288) といった紋切り型

の表現が散見される。また、展示は大規模であるほ

ど喜ばしかったようで、「鍍石数十寓を陳列せし一

大屋J (日記、 295) であろうと、「又童聞も甚大」

(日記、 332) であろうと、木戸はボリュームの多さ

を厭うてはいない。「墨く一見」するばかりで、食

欲である。

さらに、展示品のなかで恐ろしげ(グロテスク)

なもの、珍奇なるものは木戸にとっては特記に値し

た。例えば「古断頭器械J (日記、 206) や奇形児の

医学標本(日記、 343) 、「呼吸するの模様恰如生」

という蝋人形(日記、 349) I奇なる品J (日記、 364)

などがその例である。

また、本邦の文物に注目しているのは、『実記』

の久米とも共通する。ガイドが日本人一行を意識し

て特に紹介したためと考えられなくもないが、異文

化環境の中で対象化されて陳列されている日本製品

に興味をそそられたので、あろう。アムステルダムで

は「本邦の物も亦不少」、モンビシユ一城では「其
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他古器物日本支那の隔器査類等あり J (日記、 333)

と言及するにとどまったが、ウィーンの宮殿で見た

日本の大砲(日記、 356 -57) や「曾て日本より来

りし使節の書J (日記、 360) には、克明な記録を残

している。

見学を重ねていくうちに、ほどなく、未見の文物

が展示されているかどうかが、博物館を評価する一

つの判断基準となっていった。例えば、大英博物館

で木戸がまず感じたのが「大概米国にて見るところ

と同しき」とのことだった。しかし「ヱジプト之古

物グリーキ之石刻」ゃ「ヱジプト之石棺等J はこれ

まで見たことがないということから、おもむろに目

が聞かれてゆく (日記、 239) 。リパプール博物館

(日記、 242) 、アムステルダムやプロイセンの動物

園(日記、 329-30) が高く評価されたのも、ロシ

アの博物館(日記、 343) への評価がいまひとつだ

ったというのも、そういうことであった。

更に、その施設や展示品が有名であるという評判

も、ハロー効果を与えた。 V&A博物館の前身だっ

た国際展示場の「諸国有名の懸額J (日記、 215) や、

ドレスデン博物館などがこの例である。ガイドがそ

う言ってアピールしたのかもしれないが、こうした

傾向は、今日、海外の博物館を訪れる一般的な日本

人観光客とそう変わらないようである。

しかし、政府高官である木戸の場合には、博物館

展示における自然系、歴史系の区別、結の管轄主体

等にも関心が及んで、いる。加えて、大西洋を渡って

からは、単に博物館見学の頻度が増したばかりでな

く、展示品の比較を通じて文明の消長まで論じるよ

うになっている。例えば、エジンパラでは書物の印

刷という事例から、ヨーロッパ文明と中国文明の栄

枯盛衰に思いをはせ(日記、 254-55) 、エルミター

ジュで、は、日本と引き比べた上でヨーロッパの器械

細工技術の先進性を認めているほか、およそ500年

前の中央アジアの金貨と江戸時代の日本で流通して

いた甲州金が同様であったことや、 トルコの金銀貨

が欧州、|のものと変化なかったことなど(日記、 343) 、

展示品を媒介とした文化比較の考察に及んで、いる。

リヨン市庁舎内の織物の博物館展示でも同様だった

(日記、 389-90) 。言葉のハンディを持ちながら、

これだけの認識を展示から汲み取ったことは注目し

てよいだろう。意図せざるものながら、博物館学習



の成立と呼んでよさそうである。しかし久米が『実 この点については佐野自身、かつて正院に提出し

記』に特記した博物館の社会的な学習の場としての た建議書の中で「御国天産人造物ヲ採集撰拝シ其図

役割については、木戸日記や書翰を見る限り明らか 説ヲ可要モノハ之ヲ述作シ諸列品可成精良ヲ謹シ固

ではない。 土之豊鏡ト人工之巧妙ヲ以テ御園ノ春栄ヲ海外ニ揚

ウィーンで木戸は、後に元老院議官となる佐野常 候様深ク注意可致事」を第一の目的に掲げ、しかも

民と会っている。旧佐賀藩出身の佐野は幕末に洋学 「渡航スベキ上下人員ハ能其任ニ堪候者精拝ノ事j

を修めた工部省の技術官僚であり、明治初期の博物 と特記していたことであった (12) 。

館建設に大きな影響を与えた。佐野は、前年1872

年 2 月に大蔵省の渋沢栄ーとともに博覧会御用掛を

命じられて、前月に任命されていた文部省の田中芳

男、町田久成らのチームに加わり、さらに同年10

月には総裁、大限重信のもとで博覧会事務局副総裁

となっていた。『日記J に佐野公使とあるのは、彼

がこの時、オーストリア・イタリア弁理公使を兼務

していたことによる(椎名、 1989-88) 。この時、

木戸が佐野に与えたアドバイスとは、どういうこと

だったのだろう。「木戸日記J 5 月 4 日の条(日記、

357-58) を現代語訳して見てみよう。

「ウィーン万博に『種々の雑物』を展示している

が、それは日本人が博覧会の趣旨と博物館の趣旨を

区別して理解していないためで、莫大なお金をかけ

て精織を尽していない雑品を山のように陳列しよう

というのは、却って国の品位を汚すものである。さ

らに『諸欝研究の局J としてわずか 5、 6 か月の日

程で6、 70人もの職員を派遣しているが、短期間で

成果が上がろうはずがない。ウィーンは非常に物価

の高いところでもあり、無用の人聞は即刻帰国させ

るべきである。」

この時佐野から聞かされた政府の意向は「経済的

な心配は無用、多数の職員にはぜひとも成果をあげ

てきて欲し Lリとのことであり、発言権のない木戸

としては、日本の「民力」の程を考えない政府の無

駄遣いを日記上で批判するのが精いっぱいであっ

た。

ひとつ考えなくてはならない問題は、佐野が木戸

らの政敵、大隈重信(1838-1922、肥前出身)の部

下だったことである。しかしこの万博については、

約ーか月後に同地を訪れたやはり肥前出身の久米

也、書き出しこそ「我日本国ノ出品ハ、此舎ニテ殊

ニ衆人ヨリ主主審ヲ得タリ J と好意的だが、すぐに一

転して出展品の未熟さを列挙、批判している (W実

記~ 5巻43-4) 。

おわりに

政治家、木戸の歴史的な役割を振り返ってみた時、

いわゆる「開明派」の総帥木戸の主たる業績とされ

ているのは、封建的地方分権を打ち破りながら近代

的中央集権体制に組み替えてゆく仕事であった(大

江、 1968) 。その最終的な決着が、明治 4 (1871) 

年の廃藩置県であった。すで、に木戸は明治に入った

あたりから高位への就任を固辞したり辞職したりす

ることが多く、帰国後は、大久保の「独裁」と、子

飼いの部下であった伊藤博文等、留学や洋行を経験

した若手官僚が着々と力を蓄えていく中で半端な存

在となってゆく。

「結局、木戸の役割は、明治天皇制のイデオロー

グというところに落ち着いていった。そして、この

イデオローグとしての機能ゆえに、木戸は次第に政

治の実務から遊離し、しばしば実務官僚の頂点に立

つ大久保とも対立し、孤立していったJ (大江 1968 、

187) 。

上に見た佐野へのコメントからも分かるように、

木戸は博物館と博覧会の違いを心得ておりながら、

それはネガティブな形でしか表明されなかった。ひ

とつの限界と言うべきであろう。

しかし、木戸の文化史的な役割の評価は、政治

家、木戸の命運とは違ったものになるかもしれない。

例えばウィーン万博終了後もヨーロッパにとどまっ

た佐野が、木戸や岩倉の足跡をたどるかのように各

地の文化施設やイタリアの古代遺跡を見学している

ことからも分かるように、田中や佐野らの博物館思

想と、それに由来する政策は、もはや個人の経験を

ベースに単独で形成されたというよりもむしろ、時

代の思潮なかんずく時の政府首脳に共有された経験

との相互作用の中で形成されたと見た方が妥当だろ

う。政府首脳がこのようにこぞって博物館と親しん

だ経験は、日本史上、他に例をみない。
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とすると、これに続く日本型の博物館思想と政策を、

その限界も含め、岩倉使節団の派遣が契機となって

得られた理解がどのように反映されたのか否かとい

う方法論的な視座から、すなわち、ポスト岩倉使節

団の社会・政治現象として再検討する課題性が提起

される。それによって、例えば後年の博覧会につい

て吉見(1992) が指摘した「文化装置のイデオロギ

ー性j についても、時代をさかのぼって検証するこ

とが可能になってくる (13) 歴史研究に期待される

のは、現在の歴史的な位相を明らかにする事であり、

それは私たちの博物館論を構築する基礎作業のひと

つである。

注

(1)外遊計画では博物館が文部省による研究対象

になっていたこと、しかし、文部省「理事功程」

が博物館への言及を欠いていたことは岩本

1998/99 を参照いただきたい。

( 2 )木戸孝允は、 1833 (天保 4) 年の生まれ。萩

の藩医和国家に生まれ、幕末動乱期を通じて常

に長州藩の第一線にあった。西郷隆盛および大

久保利通と並びいわゆる維新の三傑と称され、

初期の明治政権におけるトップクラスの実力者

である。草創期の新聞ジャーナリズムにも参画

している。

( 3) r佐賀県大百科事典J では「ますか」だが、

「なおよし」と読む説もある (r明治維新人名辞

典』 ・ 『日本人名大辞典j) 。生年についても、

『日本人名大辞典』は 1839年としている。

( 4 )木戸は、明治への改元 4 か丹後の明治 2 年 1

月に、普通教育の振興を急務とする建言書を政

府に提出している。田中理事官のチームが、予

定と異なり学制調査に専念したのも、木戸の差

配と考えられる。

( 5 )例えば明治 6 年 3 月、田中不二麿宛書翰、木

戸公傍記編纂所(1930b) 21-22所収。田中文

政と岩倉使節団に関しては森Jl I (1987) の第三

章に詳しい。

( 6 )例えば、明治 5年 2 月 18 日や、同 30 日、 4 月

17 日や 5 月 21 日、 26 日、明治5、 6年3 月 12 日

の条。

(7)例えば、明治 5 年 1 月 22 日の条や、明治5年

1 月 6 目、同 12 日の条。

( 8 )現地での説明が大使、副使に向かつて行われ、

久米にまでよく届かなかったのかもしれない。

( 9) r実記』に言及のある博物館等の一覧は、岩本

(1998) の表 1 を参照いただきたい。

(10) 明治維新の最大のメルクマールは、封建制を

撤廃した明治 4 (187l)年7 月 14 日の廃藩置県

ということが、新政府首脳の共通認識であった。

条約改正の協議期限が明治5年5 月 26 (1872年

7 月1)日に迫っていたことから、使節団の派

遣は 8 月の大隈重信の発議以来急に具体化する

が、 9 月には「岩倉」使節団としてのプランが

固まり、 10 月 8 日に大使、副使の正式発令、出

発が 11 月であった(~、ずれも旧暦)。つまり、

廃藩置県から使節団の出発までわずか四か月で

あった。

(11) リパプール商工会の招待による岡市訪問につ

いて、木戸は「買にむやみに引きまあされ候も

めて度迷惑に而御座候」と好意的ではない。

(明治 5年8 月 29 日森寺常徳宛書翰、『木戸孝允

文書j 4-381所収)

(12) 佐野の建議書のテキストは、明治 30年8 月発

行の『渓国博覧含準参同紀要j に収録されたも

のが椎名(1989-87)に写真収録されている。

引用はこれに準拠した。

(13) 一例として、近代日本に特徴的なアジア蔑視

がある。これは幕末の援夷運動と同根の国粋主

義の延長・拡大でなく、明治最初期の日本政府

首脳が直接に帝国主義時代の欧米列強のアジア

への態度をコピーしたものの下方拡散と考えら

れる。表 2 中に示したウーリッチの王立造兵廠

での見聞はひとつの証左となるだろう。この見

解を支持する記録は『木戸日記』のその他の部

分や海外ビジネス紙の記事(例えば、 The

London and China Express, November 8, 1872, 
1119-b, Japan and Korea) などにも見出すこと
がで、きる。
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