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 [音楽] 

 ご来席の皆様、こちらに来られてとても嬉しく、幸せに思います。この素晴らしい会場に、そし

てこの素晴らしい町に。この町は今日のテーマと直接関連しています。実際、今朝、旧東独時代の

切手を見てそのことを目で確認し、また実感できました。 

 こちらの切手は、１９７１年ごろのもので、片側にドイツ民主共和国と記してあり、左側です

ね、そして反対側にはライプツィヒ民族学博物館とあります。これはアフリカのブロンズの頭部で

す。そしてこの数ヶ月、あるいは数年、返還を巡る議論、いわゆる返還議論に向き合った全ての

方々にとって、この頭部はすぐに見分けがつくものでしょう。 

 これはいわゆるベニン・ブロンズとして、つまり、１８９７年に略奪によって、あるいは現在の

ナイジェリアのベニン・シティの占領によってヨーロッパへ持ち去られたものです。この頭部はこ

の町から持ち去られた数千点の美術工芸品のうちの一つです。そこでは１３世紀からブロンズの鋳

造品が素晴らしい完成度で製作されていました。それらを英国人が、英国軍が取り上げて１８９７

年にヨーロッパに持ってきました。 

 ベニン・ブロンズは、ヨーロッパで美術商によって取引されました。英国の美術館・博物館に入

らなかったものの多くがドイツに渡りました。ベルリンへ、そしてライプツィヒへも。おそらく旧

東ドイツ時代は、これらを誇りに思っていたのでしょう。何れにしても、ここにベニン頭部像が

あって、あまり上手な写しではないと思いますが、これについては、またお話ししましょう。切手

といえば、同時期の西ドイツ側では、例えば《ネフェルティティ》の切手があります。旧東ドイツ

は、未知なる価値を切手として見せることについては仲間だったわけです。 

 では、ベニン・ブロンズから私の講演の導入部分に繋げたいと思います。まずは２本の映画から

の短い抜粋で始めます。１本目は、私たちをまさしく１８９７年のベニン・シティに連れて行って

くれます。この映像はとても短い抜粋で、２０１４年の映画、世界的に有名なナイジェリアの映画

界「ノリウッド」のものです。映画のタイトルは《Invasion 1897、占領されたベニン王国》、まさ

しくこのテーマを扱っています。後ほど、なぜ私にとってこの映像で始めることが重要だったの

か、お分かりいただけるでしょう。この映画は、ナイジェリア出身の学生が、ロンドンで勉強して

いるときにある美術館でベニン・ブロンズを見つけるところから始まります。つまりこのような美

術工芸品です。彼はそのうちの一つを奪って、故郷に持って帰ろうとして、逮捕されます。すぐに

その場面をご覧いただきます。 （権利上の理由で映像はご覧いただけません） 「これらの美術

品は私のものだ、私の民族のものだ」。そこからカットバックで、これらの美術品が英国にやって

くるきっかけとなった出来事に戻ります。美術は誰のものか？文化財は誰のものか？工芸品は誰の

ものか？という問いかけ。特に現在の私たちの美術館・博物館におけるこのような戦争関連の文脈
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は、アフリカだけに関するものではなく、世界の他の多くの地域、エジプトからギリシャを経て南

洋へとおよびます。ですが、今日取り上げるのはアフリカだけです。皆さまにここにも特別な点が

あることをお見せします。このナイジェリアの映画は、このテーマがかなり前から、つまりこの

２、３年、ドイツで議論が起きてからではなく、ヨーロッパ以外ではもっと前から、かなり意識さ

れていたことを示しています。このテーマを扱ったジャッキー・チェンの映画がありますし、ある

いは２０１２年の大作もあります。これは２０１４年の映画です。つまり、美術品を失った人々は

ポップカルチャーレベルでもこのテーマに取り組んでいるのです。これは決して専門家や、学者だ

けのテーマではないし美術館・博物館の専門家だけのテーマでもありません。そうではなく、この

テーマはとうの昔にポピュラーなカルチャーに浸透しているのです。それは、このテーマがあらゆ

るところで存在感を放っていることを証明しています。 

 それを示すのがもう一つの映画、もっと最近の映画です。２０１８年に公開された《ブラックパ

ンサー》、もしかするとご覧になっているかもしれません。こちらの皆様の中にもご覧になった方

がいるかもしれません。この映画は、いわゆるアフロフューチャー映画です。これは、未来のアフ

リカが舞台の SF 映画です。架空の国「ワカンダ」で世界を救うことができる社会が誕生します。

この映画は、ある美術館の会場で幕を開けます。そこで、アフリカ系アメリカ人のならず者が美術

館からある展示品を盗みます。それが彼にとって、彼の見方、彼の知識の範疇においては、展示品

ではなく、巨大な力を持つもの、巨大なエネルギーを持つものだからです。すなわち「ヴィブラニ

ウム」というものです。鉱石です。この「ヴィブラニウム」によって世界を救うことができるので

す。短くまとめます。この映画を観てください。これから鍵となるシーンをお見せします。私たち

美術史家にとって非常に重要なシーンです。このシーンについては色々な方面から、コメントが出

ました。アキッレ・ムベンベのような偉大な思想家や、アフリカ出身の他の偉大な哲学者たちから

も。彼らは、このシーンについて、あるいは映画そのものについて、インタビューを受けたり、記

事を書いています。場所は架空の美術館の中です。 （権利上の理由から、映像はご覧いただけま

せん） という風に続きます。 

 このシーンがエキサイティングなのは、自信に満ちたキュレーターの白人女性が、すぐに死ぬか

らだけではありません。お気づきのように、彼女は腹痛を抱えています。コーヒーに毒を盛られた

からです。すぐに倒れてしまいます。つまりアクションとしてこの映画、あるいはこのシーンは興

味深いのですが、彼女の短い台詞の中に実はテーマそのものが、現在の返還の議論、あるいは美術

館・博物館を巡る議論そのものが含まれているからです。登場する若者は、とてもカッコよく、黒

い肌の人物なので、このシーンでは、警備員に目をつけられています。それは彼が、一般的な美術

館の来訪者らしくないからです。なんとなく怪しい。そして彼は自意識の高い若い女性、知識のあ

る女性に工芸品について尋ねます。彼女の知識は場所とデータで成り立っています。彼女は、展示

品の役割やパワーについては何も語りません。代わりに、常に年代と場所を述べます。これが、

ヨーロッパの美術館・博物館の知識である、とも言えるでしょう。あるいは、西洋の美術館・博物

館の知識。この若者は、別の知識を持っており、彼女に反論します。みなさん、お気づきでしょ

う、ある時点で彼が「いいや。それは違うな。」と言います。彼女はそもそも自分が反論されるこ

とにとてもショックを受けます。彼女が持つ知識は美術館・博物館の特権的解釈で、それがここで
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披露されているのです。彼は全く違う知識を持ってやってきて、「違う違う、あなたは間違ってい

る」と言います。「これはベニンのものではない、これはワカンダのものだ、でも心配しなくてい

い、俺がすぐに取っていくから」。これは取り返すということです。彼女は彼のことをおかしいと

思い、「これは売り物ではない」と言う。その直後に、もう一度短いやりとりがあります。そこ

で、若者が言います。「あなたはこれが当時、私の祖先から買い上げたものだと信じているのか？

違う、力づくで奪い取られたんだ」と言います。これこそが、私たちのテーマの核です。 

 この映画、１本はナイジェリア、１本はハリウッド、どちらもブロックバスター映画です。この

２本で私が見せたい、あるいは言いたかったことは、このテーマが、限られたグループのための

テーマではなく、専門家だけのテーマでもなく、すでに、少なくともヨーロッパ以外では、至ると

ころで非常に存在感を示しているということです。皆さんがアメリカに、あるいはアフリカに行け

ば議論について若い人たちが知っていること、それも脚注のような知識ではなく、こうした映画を

通じて知っていることに気づくでしょう。 

 今日、私がお話ししたいことを３つの章に分けました。１番目は事実、あるいは歴史的事実、と

てもハードな事実です、２番目が当事者、３番目がデジャヴュです。なぜ各章をこう名付けたかは

すぐに分かるでしょう。 

 まずは事実から始めます、そのままの事実、統計的データです。その理由は、この２年間の議論

の中で、しばしば植民地時代に固執しているという印象が生まれたからです。ですが、それは実際

にはあまりフェアではありません。こちらのインタビューは２０１７年夏のドイチュラント・フン

クのものです。学者仲間の、素晴らしい偉大な美術史家、フンボルト大学のホルスト・ブレーデカ

ンプが、ベルリンの蒐集品の歴史は、４６０年に及ぶのだと不満を述べています。そして、その長

い時間の中で、植民地支配は「わずか」３４年だったと述べています。つまりベルリン、そしてド

イツのコレクション全体の特徴を解明することが重要なのです。単に植民地時代のみを中心に据え

るのは軽はずみですが、実際には、そういうやり方が広く行われています。ホルスト・ブレーデカ

ンプが、この発言で言いたいのは、あるいは言っているのは、ベルリンの美術館・博物館の歴史は

非常に長く、この３４年だけに注目することは本来誤りである、フェアではないということです。

この３４年間の重要性は、長い歴史の中では些細なものです。もちろん、これはあくまで数字上の

ことです。しかし、知っておくべき重要なことは、こちらの事実、まさしくこの３４年間にアフリ

カ、そして南洋からベルリンへ、ロンドンへ、あるいはシュトゥットガルト、ライプツィヒ、ハン

ブルクへ、ドイツのほとんど全てのものは、まさしくこの３４年の間にやって来たのであり、その

前でもその後でもないのです。この３４年は、ドイツの民族学美術館・博物館の３４年です。英国

とフランスについては、もう少し長くかかっています。それについては後ほど話します。つまり、

この３４年だけに向き合うことは気まぐれでも軽はずみでもなく、これがドイツの民族学美術館・

博物館の学術的歴史なのです。 

 もちろんその前にも、すでに１８世紀からこの広大な地域の美術工芸品が何点か、コレクション

に入っていました。そのうち最も有名なものはもしかすると南洋でジェイムズ・クックが世界航行

中に集めたものかもしれません。これらはすでに１８世紀半ばに、一部がゲッティンゲン、一部は

ロンドンとウィーンへ行き、すでに当時、コレクションの秩序を多少乱していました。しかし、そ
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れは歴史の中の一瞬で、決してアフリカに関するものではありませんでした。この時点で、アフリ

カの品々はコレクション、大学のコレクションにもわずかながら存在していました。他にも１８世

紀からのコレクションに含まれていたのは、例えばロシアの品々です。ご覧いただいているのは、

シベリアのシャーマンの衣装、これも当時ゲッティンゲンへ来たもので、ゲッティンゲン大学の卒

業生が大学のコレクションに寄贈したものです。こういうものが１８世紀にはありました。ヨー

ロッパのコレクションの「エキゾチックな美術工芸品」、でも数は多くありませんでした。 

 全てが劇的に変わった転機は１８８４〜８５年です。この当時、ご存知のようにベルリンではい

わゆるコンゴ会議、ベルリン会議とも呼ばれる会議が開催され、ビスマルク主導で、ヨーロッパの

列強が、アフリカ分割の条件を決定しました。こちらのフランスの風刺画では、ビスマルクが丸

テーブルで他のヨーロッパの元首を前にケーキを切り分けています。ケーキには AFRIQUE の文字

が、つまり（フランス語で）アフリカ、とあります。ここで示唆されているのは、ヨーロッパの列

強がアフリカをまるで食べ物のように、つまりケーキのように分け合っていることです。この風刺

画は広く出回りました。ここから１０〜１５年でアフリカの植民地は徐々に占領されていきまし

た。主にフランスによって。ご覧いただいているのは、（フランス語で）フランス植民地３０年代

に学校で使っていた地図です。下の部分でアフリカが、アフリカの西部が、フランスによって占領

されていることが分かります。世界の他の占領地も。ここではアフリカのみに注目しましょう。同

じことが英国にも当てはまります。英国はどちらかといえばアフリカ大陸の東部と南部に進出し、

ドイツも植民地を持っていましたが、数は少なかったというより、英国やフランスに比べて、サハ

ラ以南のアフリカに持っていた大きい植民地は少なかったのです。西部に二国、カメルーンと南西

アフリカ、現在のナミビアです。さらに東部に当時「ドイツ東アフリカ」と呼ばれた現在のタンザ

ニア辺りです。この頃から、遅くとも１８９５年頃には、アフリカは、ヨーロッパ各国のモザイク

のようになります。 

 こちらのフランスの地図を見ると良く分かります。フランス、英国、イタリア、スペイン、ベル

ギー、ドイツ、そしてポルトガルが植民地を持っていました。主要三国は、先ほど述べた通りで

す。この時期からこれらの国々は、自国の民族学美術館・博物館の中を埋める場合、それぞれの植

民地で直接調達するようになります。それについてはこの後説明します。実際に、このときから、

非常に多くの、合計で数百万点、何十万点という品々が毎年のように複数の旅のルートを通って、

商人や植民地の役人などにより、ヨーロッパへと持ち込まれました。ご覧いただいているのは販売

カタログの抜粋です。「ウムラウフ」という会社で、ハンブルクで手広く、このような美術工芸品

を扱っていました。さらにこのウムラウフ社は多くの美術館・博物館のためにも品々を調達してい

ました。この写真で、突然出現したアフリカの美術がヨーロッパにおいてどのような意味を持って

いたのか、そのイメージを持っていただきたいのです。 

 １８８４〜８５年は、ヨーロッパの美術館・博物館の歴史という観点からも興味深いものです。

ベルリンに目を向けると、１８３０年、つまり１９世紀初頭から博物館島の開発が進んでおり、ま

さにこの年に、ベルリンでコンゴ会議が開催され、民族学的収蔵品が移されました。１８８６年に

新たに民族学博物館が別の場所、博物館島の外に開館します。これについてもお話したいことはた

くさんありますが、今日は短くしておきます。建物だけお見せします。現在のベルリンのシュト
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レーゼマン通り、つまり現在のマルティン・グロピウス・バウの近くです。とても立派な建物で、

当初はがらんとしていました。ベルリンにはすでに民族学博物館がありました。ここで、独立した

専門の民族学博物館が誕生し、中身が必要になりました。この博物館がルーツとなり、土台とな

り、そこからフンボルト・フォーラムが始まったのです。つまり、この民族学コレクションが近々

再建されたホーエンツォレルン宮に入るのです。このベルリンの例は、ヨーロッパのほとんど全て

の都市の民族学美術館・博物館と同じです。ご覧いただいているのは開館式、１９１１年、シュ

トゥットガルトのリンデン博物館です。帝国時代ということがピッケル・ヘルメットでよく分かり

ます。このリンデン博物館は当時「リンデン民族学博物館」として開館し、現在まで続いていま

す。こちらが現在のリンデン博物館、シュトゥットガルトです。同じようなことが他の都市でも相

次ぎました。ライプツィヒでもそうでした。 

 パリではトロカデロ民族誌博物館が、１８７８年に設立されました。それが、いくつもの変遷を

経て、ジャック・シラク・ケ・ブランリ美術館になり、つまり、２０年前に新しい美術館として、

エッフェル塔の麓に誕生しました。この美術館の名前はもはや民族学博物館ではなく、ケ・ブラン

リ美術館です。つまり自ら一種の仮面をつけており、ジャック・シラクとの強い結びつきを持つ美

術館です。フランスの元大統領ジャック・シラクはこの美術館を望みました。しかし、ケ・ブラン

リ美術館は新しい訳ではなく、１８７８年に設立された美術館の子どもなのです。同じような例は

いくらでもあります。 

 最後に紹介するのは、植民地博物館、ブリュッセル近郊のテルヴューレンにあります。植民地博

物館という名であったことは、こちらの絵葉書でも分かります。１８９７年に設立され、最近、５

年に及ぶ改修を経て、新たなコンセプトの下、実際には新たな条件下で再オープンしました。です

が、本当に上手くいっているようには見えません。いずれにしてもこちらの NY タイムズ紙の見出

しが示唆しているように、この博物館には依然として、差別主義のイメージがあります。ここで問

われている、「美術館・博物館はその負のイメージを変えることができるのか」、という問いは未解

決のままです。 

 私が言いたいのは、まさに節目の年、アフリカが分配された年に、ヨーロッパの至る所に美術

館・博物館が誕生しいずれも非常に熱心に、コレクションを拡大しようとしており、それは一つに

は自分たちのため、もう一つには、互いの競争のためだったということです。パリは常にベルリン

を意識し、「ベルリンには最大のアフリカとオセアニアのコレクションがある。我々は追いつかな

ければ、あるいはさらに多くの予算を確保しなければならない」と言っていました。ドイツはロン

ドンを意識し、ロンドンの方が収蔵品が多いことなどを不満に思っていました。これは、ヨーロッ

パ諸国の民族学博物館と、シュトゥットガルト、ハンブルク、ライプツィヒなどの小都市が、実は

それほど小さくもないのですが、それぞれのコレクションを競い合う競争でした。フランスではこ

れらの小都市が港町であることが目立ちます。ル・アーヴル、ラ・ロシェル、ルーアン、ここに船

が直接やって来るので、そこにコレクションが生まれるからです。こうした美術館・博物館の過

去、植民地時代の過去は、このところ徐々に、先ほどの NY タイムズ紙の見出しが示すように、美

術館・博物館におけるある種の居心地の悪さをもたらしています。来館者の多くが、とりわけ若い

世代が、「ここでは何かがおかしい」、あるいは「何を見せられているのだろうか？」、といった印
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象を持つことが多くなりました。「展示品にはどんな歴史があるのか？」確かに美しい仮面だし、

美しい「呪物」、かつてはそう言っていました、あるいは美的な価値を持つ品々だけど、何かが伏

せられている、それが分からない、というのです。 

 こうした様々な背景から、ドイツで一つの概念、「来歴研究」というものが生まれました。そこ

には世間の圧力もありました。ご覧いただいているのは初めての大規模な「来歴研究活動」の最終

報告書です。シュトゥットガルトのリンデン博物館のもので、執筆者はゲーザ・グリンメ氏、２０

１８年３月に公表されました。タイトルは《難しい遺産ー民族学博物館における植民地時代の美術

工芸品の扱いについて》この報告書で、この若手学者は、ナミビア、カメルーン、そしてビスマル

ク諸島からのコレクションのプロフィールを示しています。彼女は、これらの美術工芸品が、いつ

リンデン博物館にやってきたのかを調べました。１９００年以前はほとんど何もなく、１９２０年

以降もほとんどなくて、ほぼ全てが１９００年と１９２０年の間だったことが分かります。これ

は、この地域におけるドイツによる３４年間の植民地支配の時代です。さらに彼女は、これらの

品々が誰の手によってシュトゥットガルトにやってきたか調べました。色分けしてあります。青が

軍、濃い赤は植民地行政と政治、緑は植民地経済、明るい赤は宣教師、つまり聖職者で、現地で活

動していた人たちです。こちらで全体のコレクションプロフィールが分かります。シュトゥットガ

ルトの調査を、もしハンブルク、ライプツィヒ、パリ、ロンドンでもやったら、だいたい同じ結果

になったでしょう。 

 私はフェルヴィン・サールと一緒に、最初の挨拶でも名前が挙がったセネガル出身のサールです

ね、２０１８年に１年かけて、フランスのために調査を行いました。私たちはシュトゥットガルト

の調査については知りませんでしたが、結果は同じようなものでした。ご覧いただいている地域か

ら美術工芸品がケ・ブランリ美術館、パリの民族学博物館にやってきました。大きな円は、例えば

チャド辺りですが、１万点近くがチャドからこの地域からパリへ来たことを示し、小さな円は、例

えばタンザニアから、２０００点弱がパリへ来たことを示します。パリにはサハラ以南のアフリカ

から、合計６万９千点がやって来ました。ここではアルジェリア、モロッコ、チュニジアには触れ

ません。これらもフランスの植民地でした。このパリにある美術工芸品の来歴地図を見て、フラン

スが植民地を持っていた地域と比較すると、一番品数が多いのは、当然とも言いたくなりますが、

フランスが植民地を持っていた地域だったことが分かります。ナイジェリアが抜けているのは興味

深い点で、このようにナイジェリアのものはフランスにはほとんどありません。あるとしたら、か

なり後になってから、１９９０年代に市場で買い付けたものです。アフリカの特定の地域における

支配と、コレクションの規模との合致は、シュトゥットガルト、パリ、至るところで見られます。

７０年代まで、美術館・博物館は、そのことを隠すこともありませんでした。 

 これから紹介する序文は、ブラウンシュヴァイク市立博物館のアフリカ・コレクションに関する

ささやかなカタログのものです。１９６９年のカタログです。冒頭に次のように書いてあります。

「この部門の重点は、地理的には自ずとかつてのドイツの植民地であり、時代としてはドイツの植

民地化政策の黄金時代、つまり１８９０年から１９１４年である。現在のアフリカ・コレクション

の主な美術工芸品は、およそ２千点のカタログ・ナンバーにおよび、カメルーン、トーゴ、タンザ

ニアと南西サハラのものであることは不思議ではない」。この小さい博物館、２千点は数としては
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少ないので、「小さい」と言います。ベルリンにはサハラ以南のアフリカの品々が７万５千点、パ

リには、申し上げたように６万９千点あります。これが大きい博物館の収蔵点数なので、ここはど

ちらかといえば少ないのです。ですが、ここではオープンに向き合っています。品々は、ドイツが

植民地を持っていた地域から来ており、植民地化政策の時代です。かつてはベルリンでも同じ姿勢

でした。ベルリンでは７０年代までなんの問題もなく、このこととオープンに向き合っていまし

た。数年前とは違います。 

 こちらの１９７３年の《ベッスラー・アーカイヴ、民族学に関する寄稿》では、民族学博物館の

アフリカ部門の構成についての長い報告が載っています。ページを割いて、点数について、いつ、

何が来たのか説明しています。これらの数字を見ると、１８８４年、つまりアフリカにおけるドイ

ツの植民地時代の初期に、カタログ点数でいうと７千点強が、ベルリンにあったことが分かりま

す。１９１４年、つまりドイツが第一次世界大戦によって、あるいは第一次世界大戦後に、植民地

を失う直前、その時の数字は５万５千点に、数年後には６万点に増えています。これは、私が間

違っていなければ、８００％増、ということになります。この３４年が、ドイツの、あるいはヨー

ロッパのアフリカ・コレクションの歴史に取り組む際に向きあわなければならない年月です。もち

ろん、それ以前の年月と、それ以降の年月を見ることも他の側面が見えてくるので興味深いのです

が、コレクションにとっては、この年月こそが重要なのです。この前後にはそれほど色々起きてい

ません。 

 今ご覧いただいたのは、純粋に統計的な数字と地図です。これらの数字と関連する問題は、「誰

がこれらの美術工芸品をこれほど大量にヨーロッパに持って来たのか」、「どのようにやって来たの

か」、そして「どのような美術工芸品だったのか？」です。今日は、これら全ての問いにはお答え

できませんが、少なくとも最初の問い、「誰がアフリカの文化遺産の大規模な輸出に、大規模な着

服に参加していたのか？」には答えたいと思います。そこで少し時間をとってもいいかもしれませ

ん。 

 当事者達を類型的に整理してみると、初期はアフリカ旅行者、フランス語で言うところの

Explorateur、いわゆる「探検家」でした。こちらは、当時のアフリカ旅行者・研究者の中でも最も

有名だったピエール・サヴォルニャン・ド・ブラザです。彼はコンゴのブラザヴィルという町を建

設した人です。ここでの、ピエール・サヴォルニャン・ド・ブラザは自らを写真スタジオで冒険家

として演出しています。背景は書き割りです。手前の岩は布、あるいは紙製です。裸足でスタジオ

にいるわけです。これが最初期の世代、それぞれの国の政府からアフリカに派遣され、同時に各地

域で開拓のための準備をし、また各地の王と契約をしようとしていました。ここから最初のコレク

ションができました。美術館・博物館の収蔵品受入記録を見ると、初期の数年間、１８８０年から

１８９０年ごろは、主にこういうプロフィールの品々です。この人たち、正確にはこの男たちは、

自分たちの身に何も起きないよう、注意を払っていましたが数多くの武装した護衛がついていたわ

けではありませんでした。彼らの望みは契約すること。彼らが手に入れたものの大半は、何かと交

換したか、あるいは贈り物として入手したものでした。ピエール・サヴォルニャン・ド・ブラザが

書いた書簡も残っており、その中で彼は、何かの楽器、あるいは武器を手に入れられなかったこと

を後悔しています。それから兄弟に宛てた書簡では、これは手に入らなかったが、絵を描いたと記
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しています。つまり、ここではまだ暴力的だったとは言えません。また品々の数としてもそれほと

多くが持ち帰られたわけではありません。それは、彼らがあまりたくさんの物を持ち歩けなかった

からです。彼らは特定の地域を開拓し、少し品々を集めましたが、数は多くありません。詳細をお

話ししたいところですが、とりあえずここまでにしておきます。つまりまずは冒険家、アフリカ旅

行者、学問と外交の狭間にいた人たち、と言えるでしょう。一部の人はこの地域の地図も作成しま

した。 

 次の大きい集団、大きさを美術工芸品に比例した場合のはるかに大きい集団、それは兵士たち、

軍隊、司令官たちです。植民地化に伴って、町々を征服した人たちです。こちらは英国軍、ベニ

ン・シティを荒廃化しました。ちょうど彼らにとってのトロフィー、つまり象牙を見せています。

彫刻をしたゾウの牙やこの豹のようなブロンズの美術工芸品は現在、美術館・博物館で大変有名な

ものとして紹介されています。さらに他にも多くの美術工芸品がありました。軍は、美術工芸品を

持っていった２番目の大きい集団です。たいていそれは、これはまた後で説明しますが、戦利品で

した。必ずしもそうではないので、たいていは、と言いましたがそれは軍には時折活動しない休息

期間があったからです。それでも、任務の権限を利用して収集を続けた人たちもいますが、場所は

戦場ではありませんでした。それは英国、ドイツ、フランス、いずれも同じでした。 

 ３つ目の重要な集団は、宣教師です。つまり、プロテスタント、あるいはカトリックの聖職者、

修道女も一部いました。彼らはアフリカに最初に赴いた人々に含まれ、全く違う手法で、美術工芸

品にアプローチしました。これはとても複雑な分野です。彼らは、現地の人々を改宗させるために

長期間、現地の村に住んでいました。冒険家はさっと通り過ぎるだけです。聖職者は留まり、家族

を作り、言葉を身につけます。彼らはとても深く、時には家父長的な関係を人々と築くのです。も

し、この人たちの改宗に成功すれば、その証として、人々が「古い偶像」と呼んでいたもの、ある

いは「呪物」を手渡すのです。これは自発的に手渡すことと、脅し、それどころか、時には盗みと

の間のグレーゾーンです。これに関する報告には様々なものがあります。宣教師が重要な集団とさ

れる理由があります。これは、パリの聖霊派の宣教師が、その先住民の、異なる宗教の代表者と一

緒に写っている写真です。彼のことを（フランス語）で「呪術師」と写真の裏に記載してありま

す。ここで重要なのは、宣教師は特別な美術工芸品に近づけるということです。崇拝対象の品々に

接近できるのです。軍が近づけるのは武器が多く、冒険家は派手な彫刻を求めます。宣教師は、

「力（パワー）」を持つ像や魔術的な品々、聖なる特別な工芸品、手にすることが極めて難しいも

の、だからこそ美術館・博物館で好まれるものに近づきます。美術館・博物館は一部の品々を宣教

師から買い上げていました。これが３つ目の集団です。 

 ４つ目の集団は学者です。学者には、他の人たちに比べてメリットがあります。彼らは、行動の

全てについて、非常に優れた記録を残します。これについてはすぐに説明します。こちらの分類

カードは、現在パリのナンテール大学に保管されているものです。ご覧いただいているのは、ダ

カール・ジブチ調査団の分類カードです。この調査団の旅は大規模で、２年に及び、西アフリカか

ら東アフリカへ移動しました。およそ１０人の学者が２年間、大型自動車で旅をしました。１９３

０年代のことで、学者はいわゆる「学術捜索」を行いました。つまり彼らはある村を訪れ、車のド

アを開けて、詰め込めるだけ詰め込んで、全てを記録し、次の村に向かいました。後ほどまた、ダ
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カール・ジブチ調査団には言及します。ここで興味深いのは、タイトルからも分かるように、ここ

の、ちょっと見づらいのですが、私が説明するので、聞いてください。調査団リーダーのマルセ

ル・グリオールがハシゴに登っています。彼がツルハシで壁画を剥がしているところ、エチオピア

のゴンダの教会です。彼はチームのメンバーと一緒に６０平方メートル分の壁画を、キリスト教の

教会から剥がしました。現在、ケ・ブランリ美術館の一室に展示されています。学者についてはま

た後ほど説明します。ここでも住民の同意については、たいていの場合はっきりしています。住民

は、自分たちが、あるいは美術工芸品がそのように扱われることを望んでいません。これについて

もまた後ほど。 

 最後の大きい集団は、植民地行政官です。つまり、行政を担当する役人、現地で徐々に徴税を

し、一部では小領主のようになりました。こちらはドケ、悪名高いフランスの行政官で、自らを演

出した写真です。写真が自ずと物語っているわけです。ご覧いただいているように揺り椅子に座っ

て、隣にいる黒人の子どもは、比較するととても小さくて裸なのに、本人はブーツを履いて、まる

で玉座に座っているかのように椅子を揺らして、「王冠」をかぶっています。冒険家・アフリカ旅

行者、軍、宣教師、学者、そして植民地行政官が、現地でコレクションを調達することができた人

たちでした。その背後では、５千キロ離れたパリ、ロンドン、シュトゥットガルト、ベルリン、ラ

イプツィヒの美術館・博物館、その関係者が、言ってみれば遠隔操作をしていました。 

 ご説明した５つの集団は、時には思いつきで収集していました。ですが、１８９０年以降は、本

格的に駆り立てられていきます。それについて美術館・博物館のアーカイヴには書類がたくさん

残っています。彼らは本格的に美術館・博物館に駆り立てられて特定の品々を収集します。どのよ

うにやるのが正しいのか、手ほどきを受けます。美術館・博物館は、特定の美術工芸品を買うため

の費用も一部負担しました。つまり、美術館・博物館がこの活動のブレイン、「スーパーブレイ

ン」なのです。美術館・博物館は、それぞれパリなどヨーロッパの都市間でライバル関係にありま

した。現地で、最高の品々を遠隔で手に入れようとしていました。 

 こちらはフェリックス・フォン・ルシャン、ベルリンの美術館のアフリカ部長でした。ここでは

ルシャンの短い文章を紹介します。彼は何巻も、何ページもこうした活動について書き残していま

す。彼は偉大な戦略家でした。これは１９0０年ごろの書簡です。「外務省植民地局、帝国海軍庁、

保護地区の知事、さらに多数の医師、官僚、司令官は、民族学の学術的および実際的な意義に駆ら

れ、当局の強い要請のもと、我々の努力を支援する。」ここで植民地体制全体が、美術館・博物館

のために働き、調達し、あるいは手助けをし、支援していたことが分かります。少なくとも、ここ

にはそう描写してあります。別の箇所で、２つの小さい例ですが、フェリックス・フォン・ルシャ

ンは２人の学生が、軍に同行することを喜んでいます。ルシャンは「さらに私の聴講生の一人、

フォン・アルニム少尉が新たなンゴロ大征伐（超極秘！）に参加することは喜ばしい。つまり我々

は素晴らしいものを期待できる。フォン・アルニム氏は、我々が必要とするものを正確に把握し、

努力して、良い仕事をするだろう。おそらくかかる費用はゼロだろう」と書いています。フォン・

アルニム少尉は一例に過ぎません。このルシャンは、自分のために収集する人たちのネットワーク

を持っていたのです。ちなみに、頭蓋骨は彼にとって特別な分野でした。人間の遺骨です。これは

ドイツ特有のことではなく、ヨーロッパの都市、諸国でも頭蓋骨は民族学的美術工芸品と同様に収
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集されていました。 

 私が思うにルシャンは、パリやロンドンの同業者と比べても、最強のネットワークを持っていま

した。またドイツの美術館・博物館は、当時一番資金を持っており、投入することができました。

彼はこの件については、費用がゼロだと喜んでいます。他の件では、注文した美術工芸品に対し、

調達した人に対価を払っています。奪われた人に払うのではありません。例えば、ベルリンの民族

学博物館の書類を見ると、なんの問題もなく、略奪した美術工芸品のリストの記録が保管してある

ことが分かります。 

 こちらの書類は、典型的な青い表紙の「文書」、東アフリカの暴動を鎮圧した際の略奪品に関す

るものです。その下には「戦利品」と記してあります。これ以上明確には書けません。この件は、

戦利品行動のうちの一例です。実際には数多くあり、ベルリンだけではありません。何度でも強調

しますが、フランスでも同じでした。英国でも、オックスフォードのピット・リヴァース美術館に

行けば、同じような書類があります。ここではドイツの例だけを紹介しています。私たちにとって

分かりやすいので。シュトゥットガルトからもう一例、ゲーザ・グリンメが発表した、シュトゥッ

トガルトのリンデン博物館の収蔵品の目録です。冒頭に、ローマ数字の１、「Ⅰ戦利品」とありま

す。これもこの上なく明快ですね。この数年、美術館・博物館の同僚数人は、いずれも正確に、自

分の館のコレクションがどのように成立したのかを知っています。たとえ数人が「いや、全てに血

が付いているわけではない」とか「全てが盗んできたものではない」とか、「全てが略奪したもの

ではない」と言っても、全てが正しいわけではありませんが、多くは正しいのです。アーカイヴ

は、そういうものでいっぱいです。これは信じるか否か、という話ではなく、解釈の話でもなく、

歴史的なテーマであり、歴史的な素材なのです。 

 とりわけ印象的な例として、もう一度シュトゥットガルトの例を挙げます。ぜひ読み上げたいと

思います。これはドレスデン出身の中尉、フォン・ブットラー＝ブランデンフェルス男爵からの贈

り物についてのリストです。中尉、フォン・ブットラー男爵は、１９０７年９月２９日に数多くの

品々をシュトゥットガルトに寄贈しました。右の列にこれらの品々が、へレロ族のものだと書いて

あります。へレロ族とナマ族は、１９０７年の民族虐殺で、ドイツによってほとんど殲滅された民

族です。これを見ると、彼が何を寄贈したか分かります。１ページ目から１例だけ紹介します。そ

こには例えば「女性の首飾り、ダチョウの卵の殻を切り取って制作」とあります。「これはオティ

ヒナマパレロの戦いの最中、１９０４年２月２５日に手榴弾で死んだ女性から取り上げた。」ここ

から具体的に分かることは何でしょうか？第一次世界大戦で、あるいは第二次世界大戦で、「遺体

略奪」と呼ばれたことです。あるいは１８世紀に、あるいはもっと以前。つまり、一人の女性が、

ドイツの手榴弾で死んだ。アフリカ人は手榴弾を持っていませんでした。つまり、彼女は殺された

のです、そして兵士たちが、その装飾品を集めました。この文言は何度もリストに登場します。兵

士たちは、それを美術品としてあるいは美術工芸品としてシュトゥットガルトに送るのです。おそ

らくそこで倉庫に入るか、展示されるかでしょう。多くの品々には、このような物語があります。

最後の例、先ほど言ったように、全ての兵士、司令官が戦場で直接集めたわけではなく、戦場以外

でも集めていました。ですが、権威と権力を利用しました。 

 最後の例はベルリンから。ここから、美術館・博物館がどれほどこのような特別な美術工芸品を
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誇りに思っていたか、分かります。こちらは官報の表紙、王室美術コレクション、１９０８年１月

のものです。この官報で、ベルリンの美術館・博物館は素晴らしい品々の獲得を常に知らせていま

した。何か新しいものを購入したり、素晴らしい展覧会を開催するときの官報です。告知している

のです。告知は定期的に行われていました。最初のページにちょうど獲得したばかりのコンラー

ト・ヴィッツの絵が載っています。さらにめくってみると、この写真と、短いテキストがありま

す。「フェルスター大尉のおかげで南カメルーンから大規模なコレクションを入手。中でも特に注

目すべきは入手困難なントゥム族の髪型が数点含まれていることである。彼らは、髪を大きな、奇

妙な形に絡ませ、タカラガイ、ヨーロッパのボタン、釘などで飾り立てる。フェルスター大尉が、

こうした髪の装飾をいくつか、頭皮ギリギリから切り取り、まるでカツラのように運んできて、こ

ちらで本物のように彩色した石膏の頭部に乗せた」。もちろんこれは、おそらく生きていた人から

切り取ったものでしょう。現地の人々の髪の装飾は、研究する民族学者によると、死亡時以外は決

して切り取ることはないそうです。つまり、ビーズのついたこれらの髪の装飾、奇妙な形にも意味

があるのです。想像できるのは、髪の装飾を切り取り、こうしてカツラと称することがどういう行

為だったか。それは決して、自発的に行われたとは思えません。 

 付け加えたいのは、私たち歴史学者にとって、アフリカ人の視点、あるいはアフリカ人の視点の

原典となるものを見つけることが極めて難しいことです。いくつかは見つかります。現地の首領、

あるいは何かを取り戻そうとする村の長老の嘆願書です。こうしたものはアーカイヴにあります。

ですが、基本的に喪失の体験は、多くの原典作成に繋がる体験ではないのです。同じことは、ナポ

レオンがドイツから奪い尽くした時代コレクションを押収した時代からも分かっています。ドイツ

人は、それについてあまり言葉を残していません。人が何かを失ったときは、何かを手に入れたと

きよりも言葉数が少なくなるのです。原則的に、歴史を書くのは勝者です。だから私たちがこの原

典を目にするとき、もう一方の側がどのようであったか、はっきり分からない状態なのです。です

が、考えることはできます。 

 ここでもう一度、紹介した収集者の類型、軍、学者、そしてその他大勢に戻ります。軍について

少し詳しく見ていきましょう。そしてさらに、学術分野にも踏み込んでみます。そしてもう一度、

ダカール・ジブチ調査団について述べます。先ほど言ったように、ダカール・ジブチ調査団は、国

の財政支援を受けた最大の調査団でした。フランスが出資した、１９３０年から３２年にかけての

最大の研究旅行でした。学者たちは、ダカール、現在のセネガルから出発しました。当時はセネガ

ルではありませんでした。現在のセネガルからジブチ、東に向かって、複数の大型自動車で出発し

ました。２０年代頃からは道路もできて、車でアフリカを横断することができました。それ以前は

ほとんどが徒歩でした。想像してください、獲得した美術工芸品を背中に、頭の上に、肩に乗せて

現地の人々が運んだのです。ここには重要な意味があります。人々は、自分たちの文化遺産を奪わ

れただけではなく、それを自分たちで港まで運んだのです。ですが、これはまた別のテーマです。 

 このミッションの間、ミッションの秘書官に若い男性がいました。当時３０歳のミシェル・レリ

ス。後に著名な作家になりました。このミッションは、彼にとって最初の仕事の一つでした。全て

を記録することを求められました。帰国後すぐに報告書を書いています。彼はかなり詳しく、学者

が用いた方法について書いているので、私たちにとって興味深いのです。しかも彼は驚愕していま
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す。自分の仕事について驚愕しているのです。この原典が素晴らしいのは、彼の上司、マルセル・

グリオールも手法について色々書いていますが、誇らしげに書いているからです。つまり、上司は

誇らしげにどうやって素晴らしい美術工芸品を獲得したかを説明している。秘書の方は、同じ手法

を説明しながら、ぎょっとしている。ここから、説明されている手法が、実際にそういうもので

あったと考えられます。 

 ミシェル・レリスは帰国後すぐにこの報告を《幻のアフリカ》というタイトルで発表していま

す。近くドイツ語の新訳版が出ます。とても優れた新しいドイツ語訳です。この《幻のアフリカ》

で、ミシェル・レリスは次の場面を描写しています。この本により、彼はかなり批判されました。

あまりにもオープンに、あるいは批判的にこうした手法について書いたからです。この抜粋部分は

よく知られており、右側にフランス語を載せてあります。大まかな訳を用意してきました。ここで

は、学者たちが「コノ」と呼ばれる聖具、これぐらいの大きさ、「ボリ」とも呼ばれています。マ

リのバマコに行くと、あるいはパリでも、このようなものを見ることができます。動物の姿に似て

います。なんとなく動物の形をしています。後でお見せします。これは非常に重要な聖具で、村の

特定の人しか見ることが許されていませんでした。現在でもそうです。女性や子どもがこれを見る

と、死ぬと言われています。つまり、これらが人目に触れないことが極めて重要だったのです。学

者たちは特にそれを欲しがりました。だいたい彼らは隠されているものは全て欲しがったのです。

隠された知識、隠された美術工芸品など。ちょっと読んでみましょう。「グリオールは」、ミッショ

ンリーダーですね、「村の長に対して、彼」、村の長が、「我々を嘲笑している」、正確な訳としては

「バカにしていると知らしめた」。つまり、この村の人々は抵抗していたのです。我々がバカにさ

れたから「報復としてコノを１０フランと引き換えに渡さなければならない、そうしないと警察

が」おそらくトラックに隠れているのでしょう、「村の長と長老をサンに連れて行き、役所で申し

開きをしなければならない」。フランス語版では、さっき訳すのを忘れていましたが、Affreux 

chantage!「恐ろしい脅迫」とあります。つまり、１０フランと引き換えにコノを渡すか、トラッ

クに隠れている警察か。もちろん実際にはいません。大変なことになる、と。「グリオールと私は

彼らにコノを持ってくるよう頼んだ。全員が拒否した。だから自分たちで行って、聖なる品をシー

トに包んだ」。彼らは品物を隠すためのシートを見つけたのです。「そしてまるで泥棒のように出て

行き、長老はパニックに陥り、逃げて行き、少し離れたところで、小屋の中の妻と子どもたちを大

きな棒で叩いていた。我々は人けのなくなった村を通り、静まり返った中、自動車にたどり着い

た。１０フランを村の長に渡し、我々は急いで、全員が唖然とする中、大きな力を持ち、大胆な悪

魔、あるいは畜生の気配に包まれながら、立ち去った」。フランス語では、「Salauds」とは畜生、

あるいは下衆という意味です。つまり、彼はこの箇所で、自らを泥棒として、酷いことをした者と

して描写しているのです。彼はその時の驚愕、この行為がもたらした恐ろしさを説明しているので

す。これは、この報告書のほんの一部です。これがコノ、大きさはこれぐらい。もちろん、他の多

くの品々と同じく、レリスはこのコノについて自分が知り得たことを書き残しています。スケッチ

も残しています。これは彼が書いた何千枚ものメモの一部です。現在、パリのアーカイヴに保管さ

れています。テキストも非常に興味深いのですが、時間がないので、本格的に取り上げることはで

きません。ダカール・ジブチ調査団は３千点の美術工芸品をパリへ持ち帰り、それは人類博物館で
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展示されました。こんな形で。人類博物館はケ・ブランリ美術館の前身の一つです。つまり、これ

らの美術工芸品が学術的に呈示されたことがはっきりします。ですが、学者たちがどうやって美術

工芸品を手に入れたかも、そこに含まれるのです。 

 まとめに入ります。そして、私が現在、最も関心を持っていることをお話します。私たちのコレ

クションに関して、ある種の植民地恩赦を行なっているという事実。美術工芸品がどうやって私た

ちの元にやってきたのかを忘れていたということ。２年前まで、あるいは１年前まではそういう状

況でした。今では、少なくともドイツ語圏ではある程度は、これらの美術工芸品がある日突然ヘリ

コプターで運ばれたのではなく、先ほど説明した前史があることを皆が知っています。それは私た

ちにとって初めて知ったことでした。私たち皆が勉強して、今では、ドイツでテレビを見ている

人、ニュースを追っている人はだいたい知っています。 

 私にとって重要なのは、フェルヴィン・サールと仕事を進める中で、体験したことです。左に

写っているのがフェルヴィンです。これは、私たちがエマニュエル・マクロン大統領に報告書を渡

したときです。この報告書のために私たちが訪ねたのはフランスの美術館・博物館だけではありま

せん。これはベニン共和国の美術工芸品、ケ・ブランリ美術館です。私たちは、美術工芸品が持ち

去られたアフリカの現地だけではなく、他にもたくさんフランスのアーカイヴ、美術館・博物館の

アーカイヴ、省庁のアーカイヴ、外務省のアーカイヴなどを訪ねました。私たちがアーカイヴで関

心を持ったのは、あるいは探したのは、実際には返却要求申請でした。私たちは、多くの書簡が見

つかると確信していました。６０年代、７０年代のもの、一度も返答されなかったものです。それ

が私たちの仮説でした。それを探しました。私たちが最初に考えたのは、マクロン大統領に、最初

の姿勢として３０年を経てこれらの書簡にようやく返答することが望ましいと伝えることでした。

それでそういう書簡を探したのですが、あまり多くは見つかりませんでした。そして見つけたと

き、その瞬間は衝撃的でした。このテーブルの上に全てを並べてあります。私たちはケ・ブランリ

美術館でこの今の議論、返還の議論、マクロン大統領が言った美術工芸品を返還するプロジェク

ト、これは全てかつて一度あったことだったのです。７０年代のことでした。これは雑誌

「Museum」の表紙、タイトルは（フランス語で）「文化財の返却と返還」、１９７９年のもので

す。新聞記事、報告書、書簡、通信文、本当にたくさんあります！私は個人的に非常に打ちのめさ

れました。 

 一体なぜ、かつてこの議論がすでにあったことを２０１８年現在、全て忘れてしまっているの

か？フェルヴィンとの仕事が終わってから、私は熱心にドイツのアーカイヴも調べました。これは

どういう議論だったのか、なぜ忘れてしまっているのか。この議論のピーク、あるいは当時の政治

的運動のピークは、１９８１年に印刷された書式、返却申請の標準書式です。（フランス語で）

«Formulaire type pur des demandes de retour ou de restitution»これはユネスコが準備したもので

す。これぐらいの大きさで、A4 サイズ、蛇腹式でした。これにナイジェリアやセネガルなど各国

が、何を、なぜ返してほしいのかを書き込みます。つまり、私たちは当時ヨーロッパとして、返

却、返還直前まで行っていたのです。全て準備ができていました。ですが、私たちが見つけた書類

は全て空欄のものでした。つまり進まなかったということです。私は好奇心を抱き、つまり失敗し

たことに、このエピソードを丸ごと忘れてしまったことにも好奇心を抱いたのです。 
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 特にアーカイヴから、フランスでも英国でも議論はあったものの、メインはドイツだったことが

分かりました。これは、１９７６年の英語の記事で、議論がドイツで行われていたことが分かりま

す。１９７６年、つまり４０年以上前のことです。実際、新聞アーカイヴや他のアーカイヴを調べ

始めると、この１９７９年５月１８日の FAZ 紙のようなヒントが見つかります。冒頭、「６年ほど

前からヨーロッパの美術館・博物館を妖怪が徘徊している。返還と言う名の妖怪が」とあります。

カール・マルクスの「ヨーロッパを徘徊する妖怪」のもじりです。原文は共産主義でした。ここで

は返還になっています。１９７９年の時点で、この話がすでにその６年前からあったことが分かる

のです。つまり当時、かなり深い議論があったのです。この記事は FAZ の丸ごと１ページを占め

ています。これほど深い議論、今の私たちがやっている議論があったのです。マスコミや美術館・

博物館館長の執務室だけではなく、テレビ局でも、フランスでも西ドイツでも取り上げていまし

た。東ドイツについては後ほど触れます。テレビ番組もありました。これは ZDF の番組、１４人

のゲストを招いて、３時間の長さでした。パネルディスカッションです。少しだけ、番組のセッ

ティングを説明します。撮影地はブレーメン、海外博物館です。次のスライドで少し雰囲気が分か

ると思います。ゲスト７人と司会者２人が下の段に、上の段にさらに６人います。ゲストは法律

家、ユネスコの代表、植民地史学者、ヘルムート・ブライ、ご存命です、デンマークの美術館館

長、そして社会心理学者までいます。これらの分野の人は、社会心理学者を除いて、いずれも現在

ではもう呼ばれません。不思議なことに。ですが、今こそこの問題について議論したこの人たちは

必要です。 番組タイトルは「１０時５分前」、この番組はエンドレスでした。このときは、３時間

以上続きました。最後には全員あくびをしています。この専門家の意見はどれも非常に貴重です。

それは彼らが私たちが現在読んだり、述べたりしていること全てよりもずっと聡明だからです。私

たちにとって、あるいは少なくとも私にとっては、４０年前の方が議論が進んでおり、優れてい

て、成熟していたこと、そして非常にヨーロッパ的だったことはショックです。フランスのメディ

アでも似たようなことが見つかります。言ってみればメディアの公共性、あるいはこのテーマに関

する大きな世論が当時あったのです。 

 なぜ当時これほどの議論があったのか、アーカイヴを調べ、理解しようとすると、例えば、ベル

リンにある外務省の政治アーカイヴに、ありがたいことに全てが集められていることが分かりま

す。外務省は収集し、あるいは国連からの書簡を受け取っています。つまり国連やユネスコの重要

な見解や、例えば、こちらのナイジェリアのラゴスの担当局からの直接の問い合わせドイツ連邦共

和国に直接宛てた書簡やその他の書簡が、この赤い縁取りで書簡の束の中で見分けられるように

なっていて、連邦省から各美術館・博物館に送られました。当時の連邦共和国には BKM、文化省

はなく、担当は内務省でした。ここに全てが、美術館・博物館の返信や見解、ロビー活動も集めら

れています。こうした書類から、政治的議論全体を再現することが可能で、またどこで頓挫した

か、どの組織が、進展を阻んだのか分かります。 

 簡単に４つの年数を挙げて説明します。ヨーロッパの視点からすると、１９３０年に国連の最初

の見解で始まりました。それから、この記録の次のハイライトは、大量の書類の束ですが、１９７

３年、それから１９７６年、ヴェネツィアのユネスコ会議の年、そして、ユネスコ事務局長が公式

見解を発表した１９７９年です。原動力となった勢力が２つあって、一方はアマドゥ・マハター
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ル・ムボウ、セネガルの教授でユネスコの事務局長、もう一方がエクポ・エヨ、ナイジェリアの担

当局長でした。 つまり、この問題はアフリカ発だったのです。決して、ヨーロッパの各国が７０

年代、１９６８年以降、いい加減親切な態度で返却しよう、となったのではありません。アフリカ

から美術工芸品を返してほしいという強いプレッシャーがあったのです。 

 先ほど言ったように、１９８１年、８２年にあと少しで返還が行われるところまで行ったので

す。フランスでフェルヴィンと私は、私たちが作成したのと全く同じ報告書を見つけて、衝撃を受

けました。つまり、すでに８１年にピエール・クオニアム、ルーヴルの元館長、（フランス語で）

Inspecteur Général Musée de France 大変著名な人物で、 決して攻撃的なアナーキストではない

人物が、大学や美術館・博物館の同僚とともにこのような報告書を作成していたのです。その報告

書には、それをまとめたグループ、チームが、文化財の返却に賛同する、（フランス語で）sont 

favorables á la promotion du retour de biens culturels.その理由についても（フランス語で）なぜ

なら、なぜなら、なぜならと並べています。このワーキンググループの考えでは、文化財の返却

は、（フランス語で）la retour de biens culturels, acte de solidarité autant que equité アフリカの

国々に対する連帯と公正さの姿勢なのです。これがフランスで起きたことです。つまり、権威ある

美術館官僚が公的な報告書で返還を支持していたのです。 

 ドイツ、西ドイツ、連邦共和国では、ヒルデガルト・ハム＝ブリュッヒャー氏がいました。彼女

も攻撃的なアナーキストなどではありません。１９８２年に南ドイツ新聞で公的に、１９８４年に

ドイツの旧植民地、トーゴとカメルーンと締結した保護条約署名の１００周年を機に文化財を返却

することは十分に想定できるとハム＝ブリュッヒャー氏は述べています。つまり、ベルリン会議１

００周年、１８８４年を思い出してください、つまり１９８４年に美術工芸品を返却することは想

定できると、その２年前に述べているのです。このときも実現しませんでした。ヒルデガルト・ハ

ム＝ブリュッヒャーは、ヘルムート・コールが首相になったことで解任されました。当時、政権交

代があったのです。私たちにとってそれはあまり重要ではありません。いずれにしても、別の理由

でしたが、フランスでもドイツでもこのプロジェクトは頓挫しました。 

 旧東ドイツの状況も同じぐらいエキサイティングです。それは７０年代の西ドイツで起きたこと

より、さらに忘れられていたからです。旧東ドイツは、ブロックに属さない国の政治によってナイ

ジェリアと良好な関係を築いており、展覧会を開催していました。ナイジェリアから借りた品々を

ペルガモン博物館で展示していました。１９８５年のことです。こちらの記事や、他にもたくさん

「ナイジェリアの美術をペルガモン博物館で」と紹介されています。興味深いことにこれは、例え

ばフンボルト・フォーラムなどの美術館・博物館の責任者がいつも言っていること、同じ目線での

展覧会、そのものでした。この「同じ目線」は、８０年代のベルリンの博物館島ではすでに現実の

ものでした。それは、ナイジェリアが、あなた方のところで展覧会をする、とオファーしたからで

す。当時のベルリンの美術館担当の官僚は全力を尽くしました。関連する書類からも、良い結果に

なるよう尽力したことが分かります。ナイジェリア側からの要求がありました。例えば、書簡の中

には、我々、つまりナイジェリア人は、カタログが完成するまでこの展覧会は開会しないと述べて

います。そしてベルリンの博物館関係者の書簡もあります。その中で「どうすればいいのか、こん

な短期間でどうやって紙を入手すれば良いのか？」とあります。でも彼らは成し遂げました。つま
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り、ナイジェリアが、展示できる小さいコレクション、あるいは収蔵品を持っていたから、この協

力が可能になったのです。これは世界的にも知られていました。巡回展だったからです。ニュー

ヨーク、パリ、チューリヒを巡回し、その後、ザグレブに行きました。その間に、サンクト・ペテ

ルブルク、そして東ベルリンに来たのです。こちらは開会式の写真です。多分、こちらが文化大臣

だと思います。ちょっと自信がないのですが、裏の記載を覚えていないので。彼が持っているカタ

ログは、今でも良い状態で古美術商で購入できます。これがまさに、私たちが将来目指しているこ

とです。これを、私たちの報告書で、「新しい関係の倫理」と名づけています。公正な、同じ目線

でこのような展覧会を開催すること。それを８０年代の旧東ドイツではすでに実施していたので

す。展覧会関連でやりとりされた書簡を見ると、ナイジェリアの戦略として、先ほど紹介したエク

ポ・エヨが展覧会と並行して常に返還の話をしていたことが分かります。彼は７０年代初頭から、

旧植民地宗主国がラゴスへ品物をいくつか返却し、ラゴスの美術館をもう少し拡大しようと考えて

いました。基本となる収蔵品はありましたが、もっと増やしたかったのです。例えばこちらの書簡

で「エクポ・エヨが切り出した「返還」の問題についての共通の見解は、文化省、ライプツィヒの

ゲーベル氏」彼はここの民族学博物館にいました、「そして我々」つまりベルリン、「との間で検討

中」とあります。これもうやむやになります。現時点では、その後どうなったのか分かりません。 

 最後にもう一つの要素、あるいはささやかな仮定として、なぜ当時この話が頓挫したのか、ある

いはなぜ進まなかったのか、あるいは理由のほんの一部として、この記録文書から見えてくるの

は、美術館・博物館自身に原因があるということです。いくつかの美術館・博物館は８０年代のド

イツで一種の連合を組んで、返還を阻止しようとしたのです。この概念も当時使われていたもので

す。小さい例を３つだけ、それで終わります。この３つの例は、ドイツのユネスコ委員会が美術

館・博物館と共同で考えた手打ちのようなものです。美術館・博物館が自ら、どのような態度を取

るのか表明しています。 

 その提案は、返還、という言葉を使わないことです。読み上げます。「現行の法律によると、返

却の法的義務は存在しないため〈返還〉という概念は避けなければならない。そうしないと、法的

に問題のある獲得であったという印象が生じる。〈返還・返却〉という概念は、道徳的な義務が分

からないように広く解釈しなければならない。これが、今後の全ての解明の出発点である。新たな

概念を巡る議論に〈移転〉が持ち込まれた」。現在、「移転」はもう使われず、代わりに「協力」

「循環」が用いられます。「返還」は、長い間、完全に避けられていました。現在のフランスでは

今でも難しいです。ですがこれは、言葉の問題です。「返還」には、道徳的なバイアスがかかるの

で、使わない方が良いでしょう。 

 ２点目は「感情」です。「ドイツ連邦共和国の明確な法的状況にもかかわらず、〈文化財の返却〉

の問題においては、〈公的〉もしくは〈道徳的〉圧力が我々の美術館・博物館にかかることが想定

される。第三世界の国々は、それぞれの文化財を取り戻し、自国で披露すると固く決意している。

これはかなり感情的な動きでコントロールできない」。その後に、あらゆる「感情」を会話の中で

避けるものとし、代わりに常に法的レベルで何かが合法的、あるいは違法に（ドイツに）やってき

たか話をするよう助言しています。興味深いことに感情を持ち込んだのは世論、つまりここではい

わば敵として描写されている世論でした。 
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 最後に、私が特に興味を持っている点、それは美術工芸品目録欄にあります。美術工芸目録、２

点目。「このようなリストを作成する前に、我が国の民族学博物館および文化行政の側から警告す

る。これによってさらに欲望を生じさせる」。つまり、非透明性が原則なのです。それが今日、フ

ランス、英国、あるいは他のヨーロッパ諸国よりもドイツで公的にアクセス可能な美術館・博物館

の収蔵品リストがない理由です。先ほど言ったように、７０年代まで美術館・博物館における扱い

はもっとオープンでした。７０年代以降、先ほどのいきさつにより、美術館・博物館は何も語らな

くなりました。もしカタログを探したり、情報を探す場合、それは大抵、８０年代より前のカタロ

グです。今私が歴史学者として現在のための姿勢を将来に向けて考えるとき、あるいはこの問題に

向き合うとき、私たちが重要だと思うのは、まさにこの「返還」という概念を維持することです。

なぜなら、この概念が、歴史的広がり全てに関わっているからです。こうした、一連のテーマと関

連する感情を真摯に受け止めなければなりません。重要なのは、収蔵品と歴史的関連性の透明性を

要求することです。この点に関して美術館・博物館はあまり積極的ではありません。それぞれ情報

は独占しておきたいのです。おそらくこの戦術、あるいは防御策が時代遅れだと認めるまで、もう

少し時間がかかるでしょう。 

 みなさま、辛抱強くご静聴いただき、ありがとうございました。最後にもう一度、この切手を。

これもまだまだ研究の余地があります。ありがとうございました。[拍手] 


