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平成 24年度冬学期 ASNET講座「書き直される中国近現代史（その 5）」 

第 2回 2012年 10月 19日 家永真幸 准教授（東京医科歯科大学教養部） 

 

「宝物と国家の境界線」 

 

キーワード：故宮博物院、パンダ、ミュージアムの思想、中国のシンボル、中台関係 

 

 第 2 回の講義を担当された家永先生は、授業の冒頭でセンカクモグラとその保護を訴え

る活動について触れられた。先生が注目されたポイントは次の点である。動植物の種の保

存は本来国家の中だけで議論するよりも地球規模で取り組むべき課題であると考えられて

いる一方で、試みに東アジアを見渡してみるといたる所でナショナリスティックな問題と

結びつけられている。例えば、台湾では1980年代以降中国からのパンダ受け入れについて、

それが「国内移動」なのか「国際移動」なのかをめぐって論争が近年まで続いた。また、

もともとパンダの生息地はその多くがチベット人の居住区に分布していたので、そもそも

中国政府が「中国を象徴する動物」としてパンダを外国に送るのはおかしいのではないか

という主張も見られる。 

このような議論においては、動植物を絶滅から守るべきである、人間が適切に管理する

べきであるという話が、なぜか国境及び国民統合の象徴の問題にも結びついてくる。少な

くともいわゆる漢人たちがパンダを伝統的に自分たちの動物だと思っていた形跡はなく、

パンダが中国の動物だという話自体がかなり近代的な現象である。こうした現象は動物に

限られた話ではなく、「その宝物は誰のものなのか」をめぐる摩擦は美術品などについても

同様に起こっている。一例を挙げれば、中国では清末に海外に「流出」した美術品を取り

戻すために愛国的企業家が私財を投じ、彼らが英雄視されるという現象が見られ、また、

台北の故宮博物院の収蔵品を海外に出展する際には、その文物はどこのものなのかという

法的な位置づけをめぐる問題が発生している。 

 これらの問題を考える際に先生が着目されたのが、西洋史家松宮秀治の提唱する「ミュ

ージアムの思想」である。「ミュージアムの思想」とは、人間が世界中のありとあらゆる天

然物・人工物を「収集」して、経済の流通回路から外して売り買いができないようにし、

特別な「保護」の下において貴重品扱いし、さらにそれを国民（あるいは国家）の共用の

財産として「公開」するというアイデアである。この思想は西洋近代で生まれ、それが世
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界全体に遍く広まり、世界中を覆い尽くそうとしているイデオロギーである。「ミュージア

ムの思想」から見れば、博物館・美術館・動物園・植物園の開設も少数民族の文化の保護

も世界遺産の保護も、いずれも「収集」・「保護」・「公開」というプロセスで説明すること

が可能な、一つの西洋思想に基づく行為とされる。 

 上述の議論をふまえ、家永先生は、東アジア諸国は近代国家建設の過程で「ミュージア

ムの思想」を受け入れ、それがために前述の如き様々な問題が形作られてゆくことになっ

たのではないかと問題を提起された。先生は、そのような問題意識に基づいて、パンダや

故宮博物院の収蔵品がいったいどのように国家によって収集・展示され、宝物として扱わ

れてきたのかについて歴史学の立場から研究を進められている。イントロダクションの最

後に、先生はご自身の当面の研究課題について、中国はミュージアムの思想をどのように

受け入れたのか、また、その結果生まれた「中国の宝物」は「国民」や「国境」をめぐる

問題とどのように関わってきたのか（外交問題の中でどう扱われてきたのか）を検討する

ことであると二点に集約して提示された。 

 そのような問題設定に基づいて、本講義ではまず、中国が「博物館」という概念をどの

ように受容したかが考察された。「博物」という言葉は『春秋左史伝』の中で「博物君子也」

と用いられているように、もともと知識の該博さを称賛する文脈の中で使われた言葉であ

った。この「博物」に「館」あるいは「院」が結びついて、「博物館」、「博物院」という言

葉が現われるようになった起源を探ると、19 世紀中葉の魏源の『海国図志』の中にイギリ

スの大英博物館を「博物館」と表記する用例が見られる。しかしながら、当時清朝は「博

物館」という施設に全く意義を見出しておらず、国内に建設することもなかったため、

museum の訳語である「博物館」という言葉は中国での普及が遅れた。一方、中国から漢

籍を輸入していた幕末の日本において、『海国図志』を多くの人々が目にする中で「博物館」

という言葉を知る日本人が現われたと考えられる。その結果、日本では、1860 年代に訪米

使節が派遣されて実際に博物館を目撃した際に、実体験に基づいて「博物館」という言葉

が使われるようになり、国内でも福沢諭吉らの言論を通じて普及することとなった。 

 このような経緯をたどったため、中国側の先行研究では久しく「博物館」という言葉は

日本人が発明して中国が輸入した言葉であると考えられてきた。こうした誤解に対して、

2005 年ごろからようやく中国側でも訂正されるようになってきたものの、それが定説とな

るには至っていない。さらに「博物館」、「博物院」という言葉の初出についても、中国の

学者の中では王韜の『漫遊隨録』（1867～1870 年にかけて欧州を遊歴した時の見聞録）に
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見られる「博物院」という記述こそ中国人が museum を翻訳した用例の初出であるという

異論が依然として根強い。王韜について言えば、彼は 1849年から上海の墨海書館という出

版社に勤めており、その出版社からは「博物院」という言葉が出てくる書物がいくつか出

版されているので、王韜は『漫遊隨録』を著す前から「博物院」という言葉を知っていた

可能性があると考えられる。 

 ところで、中国は「博物館」、「博覧会」というものをせっかく翻訳したもののなかなか

導入しなかったが、なかには郭嵩燾のように肯定的な人物もいた。また、1890 年代になる

と康有為が博物院を中国に開設するべきだという建議を行っている。康の『大同書』の中

には、「猛獣はつがいを残して全部根絶やしにし、残したつがいを囲い込んでそこで育てて

観察して研究して増やせばよい。そのようにして人間に害が及ばないようにすればよい」

という趣旨の構想が見られる。これは松宮の指摘する「ミュージアムの思想」にも当ては

まる発想である。中国に中国人が作った博物館は、張謇の「南通博物苑」（1905年ごろ起工）

がその嚆矢と考えられる。張謇がこの博物苑に掲げた額には、自らの所有物を大切に思う

気持ちが博物館の収蔵品に対しても向けられるべきであるという価値観が提唱されている。

家永先生は、こうした価値観はのちに現れる「博物館の収蔵品は国民の宝である」という

発想の前兆ではないかと指摘された。 

 次に、故宮博物院という博物館がどうやってできたのかという問題について整理が行わ

れた。清朝の末期になると、文化財の「流出」が頻発するようになった。こうした状況を

憂えた清朝は、文化財の保護事業を行う新たな機関を設置するなどの対策を講じたが、結

局、有効な保護がなされないまま辛亥革命が起こり、清朝は滅亡した。その後、文化財の

「流出」に対する憂慮は中華民国にも引き継がれ、北京政府によって紫禁城の外朝区域に

「古物陳列所」が創設された。これは、清朝が熱河、奉天などの都市に保管していた文物

を集めて展示し、その「流出」を防ごうとしたものである。1924 年に馮玉祥がクーデター

を起こして溥儀が紫禁城からの退去を迫られることとなり、故宮の博物院化は加速した。

こうして、かつて清朝の皇族たちが生活していた紫禁城は、1925年 10月 10日、公式に中

華民国の博物館となり、故宮博物院としての門出を迎えた。そして、そこに収蔵されてい

る文物は国民の共有財産と位置づけられた。 

 その後、中国東北部で日本軍の影響力が強まると、収蔵品の散逸に対する危機感から文

物の南遷が行われた。これらの文物は上海、南京を経由して四川など西南奥地へと運ばれ

たが、この間に一部の美術品がロンドンで開かれた中国美術展に出展された。また、当時
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中華民国の首都であった南京に、国家を代表するような博物館を開設しようとする「中央

博物院」設立計画も持ち上がったがその実現には至らなかった。ただ、「中央博物院」設立

に向けて収集された文物は、その後故宮博物院の収蔵品の一部とともに台湾へ運ばれ、台

北に設立された故宮博物院の収蔵品の源流となった。こうしたプロセスを経て中国から台

湾に持ち込まれた文物は、現在の台湾における「中国的シンボル」問題の淵源でもあると

先生は指摘された。 

 ここで、上述の故宮博物院の収蔵品のロンドン出展に関連して、モノを通じた対外イメ

ージの問題が検討された。1893年のシカゴ万国博覧会の際に、「進歩的な日本人」と「怠惰

な中国人」というコントラストがアメリカ側の観察者の印象に残ったことは、つとに先行

研究によって論じられた対外イメージの一例である。日本では、1900 年前後から進められ

た法整備によって古物の保存に対する規制が厳格になったが、一方、当時の中国の文化財

保護制度は厳格ではなかった。そのため、当時欧米で持てはやされた日本美術が入手困難

となる中で、中国の文物に対するニーズが高まった。中国側はこれを好機と見て中国の国

家イメージの転換・改善を図ろうとした。当時、国際社会から見た中国のイメージは「東

亜病父」、「ドクター・フーマンチュー」などに表象され、芳しいとは言い難いものであっ

た。また、このころ中国では社会進化論が受容され、欧米との戦いの中で中国はより強く

ならなければ淘汰されて民族が絶滅してしまうという言論が現われた。一方、アメリカで

も世界中で台頭する中国人移民に対する恐怖感の発露が見られた。前述の如き、中国に対

する偏見に満ちたイメージは、そのような脅威に対する防衛反応として形作られたものと

いえる。家永先生によれば、当時の世界では、西洋から見られている中国側の意識も、ま

た中国から見られている西洋側の意識も、いずれも自分たちが絶滅するかもしれないとい

う恐怖感の中で互いのイメージを増幅させていったのではないかと考えられる。そういっ

た中で、中国は自らを文明国として位置づけるために美術品に結晶した高度な文明を対外

的にアピールするモチベーションが高かったと先生は指摘された。 

 美術品がどのように中国のシンボルになっていったかという話に続いて、パンダが中国

のシンボルになってゆく過程が明らかにされた。前述の如く、主にチベット人が居住する

地域の山岳地帯に生息していたパンダは、その肉を食用にするには不向きであり、その皮

革の利用価値も高くなかったため、狩猟の対象になっていなかったと考えられる。ところ

が、1869 年を画期として、パンダは全く別の角度から注目されるようになる。その年、フ

ランスのダヴィド神父がパンダの皮を目撃し、その「未知」の生物の情報を本国に報告し
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た。その結果、パンダは動物研究に携わる西洋人から注目を集めることとなった。その後、

いくつかの探検隊によってパンダの死骸や骨などが欧米に運ばれることはあったが、それ

らは入手が大変困難であり、また絶対数も少なかったためパンダの研究は進まなかった。 

 1929 年にアメリカのルーズベルト探検隊がパンダ狩りを行い成功した。このニュースに

触発されてイギリス人、アメリカ人を中心とする何組かの探検隊がパンダの狩猟を行い、

それによって少数の標本が国外に「流出」した。1936 年には、アメリカのルース・ハーク

ネスが初めてパンダを生け捕りにしてアメリカに連れ帰った。その結果、アメリカで世界

初のパンダ・ブームが起きた。これによってパンダはようやく社会的に認知され、かつそ

の経済効果の大きさも認識されることとなった。そのため、これ以降欧米人によるパンダ

狩りが過熱し、生け捕りにされたパンダの「流出」が続いた。1938 年には、ロンドン動物

園に 3 頭のパンダが入園した。当時イギリス留学中だった蔣彝は、中国画法でパンダを描

いて宣伝するなど、パンダを「中国のシンボル」と位置づけた先駆者と目される。 

 欧米人によるパンダ狩りの盛行に対し、中華民国南京国民政府はようやくパンダ乱獲の

規制に乗り出した。1938 年、西康建省委員会はパンダ禁猟を中央に提案した。この時中央

では、パンダは狩猟法で規制することができるのか、できないのか（撃ってもいいのか、

だめなのか）をめぐって関係部局間でやり取りが行われた。1937 年成立の狩猟法でパンダ

は害獣にリストアップされていたが、実際のところパンダがどのような動物であるか正確

に把握されていなかったため、パンダは狩猟法の規制対象ではないと誤認され、結局、狩

猟法の適用外とされてやむなく行政命令によってパンダの狩猟が禁止されることに決着し

た。それ以降も、政府内でパンダの禁猟強化に向けての議論が行われ、1939 年 11 月にシ

カゴへ渡ったパンダが最後の「流出」となり、それ以降パンダは海外に一切持ち出せなく

なった。こうしてパンダは世界的な市場から切り離され、いったん付けられたパンダの値

札は外されて、保護された貴重品となった。 

 その後、1941 年 11 月に宋美齢がアメリカへパンダを贈呈した。当時すでに日中戦争が

始まっており、抗日戦争における対外宣伝という文脈の中でパンダが中国からの特別なプ

レゼントとして送られた。これは、国民党の内部で立案された綿密な宣伝計画に基づくも

ので、宣伝戦の一環として行われたものである。パンダ贈呈の意図として、中国がパンダ

を保護している文明国であることをアピールすること、日本との戦争を遂行する関係上ア

メリカとの友好関係を確認することの二点が考えられる。博物館的な施設に囲い込まれた

宝物が外交問題や主権問題に関わり始めるのは、この頃からである。これ以降、パンダの
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外交利用は政府内で通常業務の一つとして取り扱われるようになった（ただし 1949年まで

に他国に贈呈されたのはロンドンへのもう 1頭のみ）。国民党政権は台湾撤退の際にパンダ

を持ち込まなかったため、「パンダ外交」はその後中華人民共和国に引き継がれた。 

以上の内容をふまえ、家永先生は、台湾に持ち込まれた中国のシンボルである故宮博物

院と持ち込まれなかったシンボルであるパンダの比較を戦後の中台関係の中で考えてみる

と、国民統合のシンボルと主権問題の関係を究明できるのではないかと研究の意義を述べ

られた。 

続いて、中華人民共和国のパンダ外交が検証された。中華人民共和国は当初ソ連と北朝

鮮だけにパンダを送った。だが、実は当時アメリカの動物園がパンダの誘致を行っていた

ことが史料から明らかとなった。アメリカ側の誘致活動に対して、中国側はアメリカにパ

ンダを送ることはアメリカの人民に対する宣伝として非常に効果的なので送るべきである

と考えていた。しかしながら、この時アメリカは対中禁輸措置をとっており、中国との直

接貿易を禁じていた。そのため、パンダを直接アメリカに送るのは不可能であった。中国

側は香港を経由してアメリカに送る方法であれば法的に問題がないと認識していたが、そ

の方法は絶対にとらないという結論に至った。そして、アメリカ側が北京と直接取引をし

てパンダを受け取るのであればパンダを送ってもよいと提案した。中国は、アメリカがパ

ンダを受け取ることができないのは、アメリカ自身が対中禁輸措置をとっているためであ

るという立場をとり、アメリカ政府が対中政策を改めない限りは交易ができないという状

況を作り出した。アメリカのパンダ誘致活動の不成功はそれを象徴する現象であったとい

える。 

1972 年にニクソンが訪中して米中が歴史的な和解を遂げた際に、パンダが中国とアメリ

カとの関係の和解の演出に使われたその背景には上述の如き経緯があった。1972 年以降に

なると、中国は西側諸国にもパンダを贈呈するようになった。西側諸国にパンダを送る際

には、中華民国と断交して中華人民共和国との国交を結んだ国に対して贈呈するという方

針がはっきりと見られる。北京の中国政府を承認するかしないかが、パンダをもらえるか

もらえないかということと対応していた。日本では 1950年代くらいから国内で徐々にパン

ダに対する関心が高まり、60 年代になるとパンダの誘致活動に取り組む動物園も出てきた

が、中国側は日本が親中華民国的な政策をとっている限りパンダは送らないという態度を

堅持した。1972 年に田中角栄が訪中して日中国交正常化が達成されると、すぐにパンダが

送られた。このように、中華民国と中華人民共和国がともに自らを合法的な「中国」国家
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であると主張している、いわゆる分裂国家問題と、外交の中でパンダをどのように利用す

るかという問題が意図的に結びつけられていった。 

 最後に、台北の故宮博物院を取り上げ、戦後台湾に持ち込まれた「中国的シンボル」が

検討された。台湾に持ち込まれた故宮博物院のコレクションは、当初台中に倉庫を建設し

て保管された。政府は、故宮博物院の宝物を台湾住民に公開することに対して原則として

消極的な態度をとった。その後、1957 年に小規模なギャラリーが設置され、公開が行われ

るようになった。ただ、このギャラリーは辺鄙な山奥に設けられ、一般人が参観するには

甚だ不便な施設であり、台湾を訪問した外国の要人らがまれに招待されるのみであった。

1950 年代の後半から、中華民国の大陸反攻は宣伝戦に比重が移った。その中で、台湾の中

華民国を対外的にアピールするために故宮博物院の美術品をアメリカに出展する計画が持

ち上がり、1961年にアメリカ出展が実現した。 

 実は、日本でも 1965年ごろから故宮博物院の収蔵品の日本出展を誘致していた。この誘

致活動を積極的に推進したのは、親台湾派議員や日本経済新聞社である。これに対し、台

湾側は日本の政界及び読売新聞などの主要メディアをも巻き込んで親中華民国的な日本の

世論を醸成することを企図し、日本出展に向けて前向きな姿勢を示した。ところが、この

日本出展計画は破談に終わった。その原因の一つには、美術品を軍艦で日本に運ぶという

台湾側の要求に日本側が応じなかったことが挙げられるが、最も決定的な破談の原因は、

日本政府が「出展品は中華民国の国家財産である」という趣旨の声明を出さなかったため

である。前述のアメリカ出展の際には、アメリカ政府は同様の声明を出していた。日本側

としては、中華民国との間に国交があるとはいえ、中華人民共和国との関係も考慮せざる

をえず、外務省などは声明を出すことに消極的であった。声明が出されていない状況の下

では、中華民国は日本に出展した美術品が中華人民共和国に差し押さえられる懸念を払拭

することができず、その結果、日本出展計画は頓挫した。国民党政権が故宮博物院のコレ

クション出展の際に最も重視していたのは、台湾から日本への美術品の移動が「中華民国

と日本の国境」を越える移動であることを日本側に声明させることであった。このように、

台湾の「中国的シンボル」は中華民国という国家の輪郭を明確にするために利用された。 

 台北の故宮博物院は 1965年に新設され、これによって中国から台湾に持ち込まれた美術

品は参観しやすいかたちで展示されるようになった。しかしながら、この博物館は「中山

博物院」という建物に「故宮博物院」という中華民国の組織が入って使用するという建前

で開設され、その文物はいつの日か北京の故宮に持ち帰るべきものと位置づけられていた。
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その後、ほどなくして中国で文化大革命が起こり、これに対して中華民国では「中華文化

復興運動」が発動された。その運動の中で、台湾の故宮文物は尭・舜・禹から孔子をたど

って孫文・蒋介石へと引き継がれた「道統文化」の象徴と位置づけられ、中華民国の正し

さを証明する役割を担わされることとなった。中国が清末に「ミュージアムの思想」を受

け入れたことによって宝物化することとなり、分裂国家における外交問題に結びつけられ

ていったモノたちは、「国民のシンボル」として扱われる以上に、政府が対外的に自らの理

念を可視化するために使われてきたといえる。 

 

質疑応答 

Q：戦後のパンダと日本人の関係について授業の中で取り上げられたが、戦前の日本人とパ

ンダはどのように関わっていたか。 

A：全体として、一般の人たちはほとんどパンダを認知していなかった。ただ、華族の探検

家蜂須賀正氏がパンダ狩猟を計画していたり、また、ジャーナリストだった黒柳徹子の

おじがアメリカで世界初のパンダ・ブームに遭遇し、パンダのぬいぐるみをお土産に買

ってきたりした事例は見られる。1941 年に宋美齢がアメリカにパンダを送って対米宣伝

をしたというニュースは日本の新聞でも報じられたが、それらの記事を見るとパンダに

対する不正確な知識に基づいた記述も見られる。 

Q：民国期の動物園はどのような状況だったか。 

A：中国の動物園の端緒は、清末の万牲園と考えられるが、この段階では清朝の皇族の私的

な施設という性格が強く、一般に公開された動物園ではなかった。民国期になると、動

物園としての運営はしばらく低調であったが、1930 年前後にフランスの援助を受けて園

内の動物の充実が図られたとされる。その後、日本軍が入ってきて、動物の殺処分が行

われ、中華人民共和国が引き継いだ時にはあまり動物がいなかったと言われている。 

Q：講義の中で言及された「ミュージアムの思想」には、「シンボル」を使った対外宣伝と

いうものが含まれているのか。パンダのような事例は中国に特有のものなのか、それと

も西洋諸国でも同様に行われていることなのか。 

A：西洋と中国とでは、発展の順序が異なっていたと考えられる。西洋の場合には、王侯貴

族が大航海時代に世界各地から集めてきたものが、共和制になる段階で国民の共用財産

として再編された。中国の場合は、そういった思想・概念の受容の際に、宝物を国民共

用の財産にするというところまでセットになった状態で受け入れた。中国は西洋に比べ
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ていろんな事態が同時に進行したという特色が見られる。 

  「シンボル」を対外宣伝に使うか使わないかという話は、松宮秀治が提唱しているも

ともとの「ミュージアムの思想」の中にはない。宝物が経済から切り離されて、国民の

共用財産に組み直されるという話を、自らの問題意識に基づいて中台関係の中で再考し

たものである。 

Q：中国では、ありとあらゆる天然物を集めて公開するという発想はなかったかもしれない

が、ありとあらゆる本を集めて編纂事業を行うなど、本を収集することに対して熱意が

傾けられていたと思われる。この点について、どのように考えるべきか。 

A：「ミュージアムの思想」を受容する以前から、中国にも、ものを集めて囲い込んで人に

公開する発想があったのではないかという問題提起は非常に重要なポイントであり、そ

の起源は確かにあったと考えられる。西洋史の文脈では、本・植物・動物などが一括り

にされて考察されているようだが、中国では、本か本ではないかというというところに

重大な区別がある。清末に「博物館」がなかなか導入されなかった理由の一つに、大切

なことは本を読めばわかるので、実物は見なくてもよいという発想が根強く存在してい

たことが挙げられる。本と本以外のものの違いは、引き続き検討すべき指摘と受け止め

たい。 

Q：「博物」という言葉の出典として『左伝』の記事に言及されたが、「国宝」という言葉も

また『左伝』の中に「親仁善隣国之宝也」という記述が見られる。伝統的な文脈の中で、

本来「国宝」はメンタルなものを意味し、マテリアルなものではなかったと思われる。「国

宝」は、近代に入ってから故宮の文物やパンダなどを指すようになったが、その転換点

はどのあたりにあると考えられるか。 

A：狩野直喜の辛亥革命前後の著述の中に、最近支那人が国粋だの国宝だの言い出すように

なったという話が見られる。これが、一つの目安ではないかと考えられる。モノを集め

て博物館に収蔵して国の宝にしていこうという主張は1900年代の後半以降見られるので、

狩野の同時代的観察は正しいと思われる。このころから、マテリアルなものを指す言葉

として「国宝」が使われるようになったのではないかと考えられる。この点については、

中国側の史料をふまえてさらに検証を進めたい。 

Q：博物館というものは文明の問題と深く関わっていると思われる。例えば、日本は台湾統

治期に海外の博覧会に台湾原住民を展示するなどして日本の文明の優位を強調した。中

国でも清末以来、文明が追求されたと考えられるが、博物館というコンセプトが受容さ
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れていく過程で、文明という要素はどのように関わっていたのか。 

A：博物館の展示の中で、文明的なものと野蛮なものをきちんと分けて展示し、その展示品

の価値を判断しうるということが文明性であるということをおそらく中国も日本も意識

していたと思われる。博物館に展示するものの中には文明的なものと野蛮なものが併存

し、また、それを分類することができる主体が文明的な存在となりうるという構造があ

り、博物館にものを展示するということは二重の意味で文明性のアピールになるのでは

ないか。 

Q：アメリカには、中国に対する政治的立場を表す言葉として、“Dragon Slayer”や“Panda 

Hugger”という表現があるが、そのような言葉と今回の授業で取り上げられた歴史的経緯

はどのように関わっているのか。 

A：中国は 1930年代末にパンダの禁輸措置をとり、それ以降中国と関係がよくない国の人々

はパンダを抱けなくなったので、“Panda Hugger”が中国の当局に対して親和的な人々を

指しているのは歴史的な経緯にも符合しているといえる。 

 

コメント 

 1930年代末のパンダ禁輸措置に至る中華民国の対応。そして、1940年代初めのアメリカ

へのパンダ贈呈とその背後にあった中華民国の綿密な対外宣伝計画との関わり。また、1950

年代にアメリカによって進められていた中華人民共和国に対するパンダ誘致活動。さらに、

台湾の故宮文物の日本出展が実現しなかった経緯などは、いずれも家永先生の研究によっ

て光を当てられた歴史の一面である。今回の講義では、それらの実証的に解明された知見

を関連づけながら、19世紀半ばから 20世紀後半に至る「宝物と国家の境界線」をめぐる近

現代史が躍動的に描写された。その一世紀半に及ぶ時間の中で、「宝物」の所有者はうつろ

い、その所在地は流転し、「国家の境界線」もまた変化を余儀なくされた。中国のシンボル

の座には、数千年にわたり龍が君臨していたはずであるが、龍そのものは「収集」も「保

護」も「公開」もできず、まして他国に「贈呈」することも不可能であるがゆえに、会い

に行けるシンボル、パンダにはかなわないということになるのだろうか。 

（TA 早丸一真） 


