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要旨

　1915年12月1日、植民地朝鮮の京城で「朝鮮総督府博物館」が開館した。朝鮮総

督府は「朝鮮の文化財」を持って朝鮮最初の「国立」博物館を設立したのである。

ところが、その館名からも分かるように、「朝鮮の文化財」は、朝鮮ではない朝鮮

総督府を代表するものとして位置づけている。

　一般に、芸術作品の価値は見る人によって異なるものである。しかし、その芸術

作品が文化財になると、国家と国民文化を表す「イデオロギー」が含まれることに

なる。要するに、文化財は見る人より見せる人、即ち選別者の判断基準によって、

その価値が大きく左右されるものだといえる。植民地期を通じて育まれた「朝鮮の

文化財」は、調査、研究、収集、展示にいたる全ての過程が、朝鮮総督府を中心と

する日本の人々によって行われた。その価値基準は、当然日本帝国の一・部として、

そして朝鮮総督府の「朝鮮を代表するもの」として位置づけられていくことになる。

　本稿は、朝鮮総督府博物館が誕生する契機となる「朝鮮物産共進会」を通して、

「朝鮮の文化財」がどのように収集・展示され、また朝鮮総督府博物館につながる

ことになるかを考察する。
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おわりに

はじめに

「朝鮮文化財」について

　韓国における「文化財」という用語が一般的に

使われ始めたのは1962年の「文化財保護法」の制

定後である。同法で韓国の文化財は有形、無形、

記念物、民俗資料に分けて定義されているが、と

くに有形文化財に関する説明には「わが国の歴史

上又は芸術上価値の高いものとこれに準ずる考古

資料（同法第2条）」とされている。ここから韓

国に於ける文化財は概念上、「わが国」を代表す

るものとして、その国柄を発散し始めたといえる。

　しかし、今日の文化財に該当する有形の「モ

ノ」は文化財保護i法の制定以前にも存在していた。

とくに韓国では植民地時代から宝物、古蹟、名勝、

天然記念物などの用語が使われていたのである。

本稿では今日の文化財概念をもって、植民地時代

の宝物、古蹟、名勝、天然記念物などに「朝鮮文

化財」という用語を用いることにする。また「朝

鮮文化財」は韓国の「文化財保護法」の「わが

国」のものから外された北朝鮮のものも含め、朝

鮮半島全域のものを示す。

　このような「朝鮮文化財」は、旧韓末と植民地

期を通じて生まれ、そして育てられてきた。一般

に、芸術作品の価値は見る人によって異なるもの

である。しかし、その芸術作品が文化財になると、

国家と国民文化を表す「イデオロギー」が含まれ

ることになる。要するに、文化財は見る人より見

せる人、即ち選別者の判断基準によって、その価

値が大きく左右されるものである。植民地期を通

じて育まれた「朝鮮文化財」は、調査、研究、収

集、展示にいたる全ての過程が朝鮮総督府を中心

に行われた。その価値基準は、当然日本帝国の一

部として、そして朝鮮総督府の「朝鮮」を代表す

る「モノ」として位置づけられていく。したがっ

て本稿では、現在の韓国における「わが国」の文

化財とは違った意味で「朝鮮文化財」という用語

を使いたい。

　1915年12月1日、植民地朝鮮の京城で「朝鮮総

督府博物館」が開館された。朝鮮総督府は「朝鮮

文化財」の展示を掲げ、植民地朝鮮最初の「国

立」博物館を設置したのである。そして、翌年に

は文化財に関する最初の法令といえる「古蹟及び

遺物保存規則1」が発布される。この「国立」博

物館の設置と文化財法令の整備により、「朝鮮文

化財」は以前のもっぱら好事家による美術的骨董

的な趣味の対象から脱皮し、本格的に朝鮮を代表

するものとして歩み始める。しかし、「朝鮮総督

府博物館」という館名からも分かるように、「朝

鮮文化財」は最初から、朝鮮ではない朝鮮総督府

の「朝鮮」を代表するものとして位置づけていた。

　朝鮮総督府博物館の設立は、同年9月に京城で

開かれた朝鮮物産共進会と不可分の関係を持つ。

朝鮮総督府は、朝鮮物産共進会のパビリオンの一

つに「朝鮮文化財」を展示し、終了後には「国

立」博物館として使う計画を立てたのである。こ

こでは、朝鮮物産共進会を中心に、のちの朝鮮総

督府博物館の主な展示品になる「朝鮮文化財」が

収集・展示される過程を追うことにする。どのよ

うな経緯を持って「朝鮮文化財」が集められ、朝

鮮総督府博物館に展示されるようになったのかを

考察することが、本稿の目的である。
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1朝鮮物産共進会

（1）開設背景

　18世紀後半から広まった西洋の博覧会は日本で

のブームを経て朝鮮にも伝わった。朝鮮に渡った

日本の人々は、内地での博覧会の経験を朝鮮に再

現しようとしたのである。朝鮮最初の博覧会とさ

れる京城博覧会は、1907年9月15日から2ヶ月間

にかけて京城で開設された。当時の統監府は自ら

発起し、韓国政府にも働きかけて日韓連合の博覧

会を実現させたのである2。しかし京城博覧会は

「その規模最も狭小で今日の一デパートに及ばず、

當時尚地方は騒擾中なりし為め、韓国側の出品充

分ならざる等遺憾の黒占が勘なかっ3」たという評

価からも分かるように、成功裡に終えたとは言い

がたい。さらに政局の混乱の最中であったため4、

京城博覧会は集客の面でも朝鮮民衆の動員に失敗

したのである。

　1907年の京城博覧会を記憶している朝鮮の在住

日本人の間には、日韓併合後、再び博覧会の開催

を求める声が上がってきた5。これを朝鮮総督府

が受け入れ、1913年7月には博覧会の開始のため

の調査を開始した6。さらに朝鮮総督府において

も併合5年目を節目にして、その成果を内外に

大々的に宣伝すると同時に朝鮮開発に拍車をかけ

る必要が生じたのである。

　ところが、博覧会の準備が本格化する前に、こ

の催しに「博覧会」の名称をつけることに待った

がかかった。京城の在朝日本人を中心に広まった

博覧会開設の動きに、当時の朝鮮総督寺内正毅は、

どうにも「博覧会」という名称が気に入らなかっ

たようだ。博覧会の開催の議論が進んでいた1912

年には、「施設五年目ノ博覧会ハ之ヲ止メ、全国

物産ノ競進会二止ムルヲ適当7」という考えを示

し、日本の「競進会」という言葉を当てはめよう

としたのである。結局、1915年の催しの名称は

「施政五年記念朝鮮物産共進会」という日本でも

おなじみの「共進会」に落ち着いたが、やはり寺

内の意見が強く反映された結果である。共進会の

開催のとき、寺内はその名称の経緯について次の

ように述べている。

　「其の後に於いて博覧会としたが宜いとの

議論が起こった。私は之には絶対に反対した。

全体世界を通じて博覧会なる名称は僅少の物

産を蒐集陳列するものに附すべきものではな

い。博覧会なるものは必ずしも陳列されたる

物品の品質迄も審査研究して将来の発達を促

すと云うことを趣旨とするものではない。之

を為すは共進会である。故に博覧会なる名称

は敢て当らぬのである。依て矢張之を共進会

と為したのである8。」

　寺内正毅なりの「博覧会」と「共進会」に対す

る認識は別にして、朝鮮物産共進会は一産業の展

示だけでなく政治、経済、社会、教育など朝鮮全

般に関する展示を行ったため「共進会」というよ

り明らかに「博覧会」に近い催しであった。しか

も当時日本で開かれた共進会と規模面で比較して

みてもその差は歴然としていた9。こうして本格

的に博覧会の開催に向けて動き出した朝鮮総督府

は、1914年3月第31回帝國議会における共進会経

費予算の協賛をへ、同年6月29日には訓令をもっ

て共進会事務章程を公布し、同8月6日には総督

府告示をもって会期と場所を発表した’°。

（2）朝鮮物産共進会の概要

　朝鮮物産共進会の会場には京城の真ん中に位置

し、朝鮮王朝の正宮でもある景福宮が選ばれた。

紆余曲折はあったものの、景福宮は朝鮮の建国以

来王朝の正宮として役割を果たし続けてきたとこ

ろである。しかし、1896年の俄館播遷11以来廃宮

となっていた景福宮は、二度と王宮として使われ

ることはなかった。翌年、高宗はロシア公館から

景福宮ではない慶運宮に居所を移したのである。

　日韓併合後、景福宮は朝鮮総督府が接収し、一

般に公開する傍ら大きな行事に会場として使用さ

れていた。1911年10月27日には京城日報社による

「菊花大品評会」が景福宮の勤政殿で開かれ、翌

年11月1日には明治天皇を追悼する「11月3日記
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念菊花観賞大会」に変えて同じ場所で開催され

た12。また1913年には京城神社の祭りの際に、京

城民団の要請により景福宮の無料観覧が許可され

たり、「官民連合大奉祝会」が開かれたりしてい

た13。敷地の広さや交通の便利さからみても、景

福宮は博覧会開催の最適地でもあった。しかも予

算上の問題で、朝鮮物産共進会の全ての施設を新

築することは不可能であった14。そこで、朝鮮総

督府は景福宮の旧建物を再利用する計画を立てた

のである。朝鮮物産共進会の会場として景福宮が

充てられたことは自然な流れであったのである。

　場所を決めた朝鮮総督府は、本格的に博覧会場

づくりに着手した。7万2千坪にいたる景福宮の

敷地は、共進会の会場に相応しくことごとく改造

された。総督府土木局営繕課の技師らによって設

計された会場に不要とされる在来建物は壊され、

一部は建物ごとに競売にかけられた15。こうして

景福宮における朝鮮王朝の面影は、すでに昔日の

ものになりつつあった。

　景福宮内の陳列館は第1号館、第2号館、審勢

館、美術館、機械館、博愛館、農業分館、水産館、

参考館に分かち、別に参考美術館、印刷写真館、

鉄道局館、営林廠特設館、観測館、東拓特設館、

牛舎、鶏舎、羊豚舎なども設けた。この陳列館名

からも窺えるが、陳列品は朝鮮の農業を中心とす

る諸産業は勿論、臨時恩賜金事業、教育、土木、

交通、経済、衛星、慈恵救済、刑務、司獄、美術

及び考古資料まで13部15種に上っている16。また、

朝鮮外の出品として、東京、京都、大阪、兵庫、

長崎などの24府県に対しても出品勧誘を行い、多

くの賛助を得ていた17。

　朝鮮物産共進会の雰囲気を盛り上げるのは、各

協賛会が担当した。共進会開催の前に、朝鮮の主

要地域では協賛会が次々組織されたが、特に大き

な役割を果たしたのは開催地京城の協賛会であっ

た。東洋拓殖会社の総裁である吉原を会長に立て

た京城協賛会は、観覧者への勧誘と通訳、見物の

斡旋などの便宜を図るとともに、来賓の接待や各

種余興の開催などが任された18。共進会場の余興

場として景福宮内の慶会楼付近が京城協賛会の管

理区域となり、夜間の開場も許可されていた19。

余興場では売店、飲食店などがあり、また余興設

備として建てられた演芸館では日本芸者と朝鮮妓

生の舞踊のほか、活動写真を上映したり2°、日本

の有名な魔術師を招いたりする公演21が行われ、

朝鮮物産共進会の雰囲気をいっそう高めた。

（3）朝鮮物産共進会の成果

　維新後、明治政府が国是で定めた「殖産興業」

の政策は、内国勧業博覧会の開催によって実行さ

れるが、同じく植民地朝鮮においても、朝鮮総督

府による殖産興業の政策が博覧会で求められた。

しかし明治日本と植民地朝鮮との違いは歴然とし

ていた。

　朝鮮総督府は共進会の開催目的について「此の

秋に當り、朝鮮現勢に縮図たるべき一の共進会を

開催して新政五年間の成果を展示し、朝鮮民衆を
マ　　マ

提醒して其の知識思想を啓発し、成るべく多くの

内地人を招待して具に朝鮮の實状を紹介するは、

朝鮮開発上緊要の施設たるを疑はず22」としてい

る。この共進会の開催目的は、明治日本のような

産業の開発にあるのではなく、朝鮮総督府の統治

成果を誇示すると同時に、日本人の朝鮮誘致に重

点が当てられている。また、そこでの朝鮮人は覚

醒させなければならない存在として位置づけられ、

多くの日本人に朝鮮開発の使命感を持つように呼

びかけている。要するに、朝鮮物産共進会を通し

た植民地朝鮮の殖産興業の主役は、常に朝鮮人で

はない日本人でなければならなかったのである。

　朝鮮人を覚醒させるためには、可能な限り多く

の朝鮮人を動員しなければならない問題があった。

しかも、それは朝鮮物産共進会の成敗を握るカギ

でもあった。京城協賛会長の吉原も「朝鮮物産共

進会の観覧をするためわざわざ日本から渡ってく

る日本人は多くはないだろうし、大体の観覧者は

朝鮮人が占めるだろう」と予測していた23。また

副会長の趙重雁は、「大体の朝鮮人は博覧会に関

する知識は勿論、財力や経験も足りないから、自

発的に参加することは無理だろう」とし、全道の

有力者が補佐するよう呼びかけている24。
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　こうした憂慮は朝鮮総督府の道長官会議を通じ

て、朝鮮全道をあげての対策が求められるように

なる。そして、次々各道の対応策、つまり朝鮮物

産共進会に朝鮮人を動員する方法が生み出された。

たとえば、檜垣京畿道長官は朝鮮物産共進会の

「観覧者が極めて少ない場合は実に甚だ遺憾なこ

と」であると言及した上で、京畿道は朝鮮人に対

して、観覧費用として毎月1円の貯蓄をさせると

ともに、各府郡には小規模の協賛会を組織させ、

観覧団体を作るような通牒を出したという25。こ

うした動きは、たちまち朝鮮全道に広まって朝鮮

物産共進会に朝鮮人を動員する様々な計画が出さ

れると同時に、各地で数多くの観覧団体が組織さ

れるに至った。

　朝鮮物産共進会の終了後に出された『始政五年

記念朝鮮物産共進会報告書』の集計によれば、50

日間にわたる入場者数は昼・夜を合わせて

1，164，383人に上っている。そのうち、朝鮮人が

727，173人を占めていた26。ところが、朝鮮総督府

は朝鮮物産共進会の最終三日間にかけて無料開放

をしたことも忘れてはならない。その3日間で観

覧した人は昼・夜を合わせて374，630人に上り、

そのうち朝鮮人は289，793人で、50日間全体の朝

鮮人総観覧者数の約40％にまで上っている27。日

本の内国勧業博覧会の例に倣った入場料は、平日

が5銭、日曜日及び祝日は10銭、夜間の場合には

3銭の別料金が必要だった28。朝鮮民衆にとって

はかなりの高価である。したがって、最終の3日

間で朝鮮、とくに京城に住む朝鮮人が大挙足を運

んだのであろう。それで観覧者数は一挙に膨らん

だのである。ともあれ、無料観覧者と数回にかけ

て足を運んだ人々がいたとしても、数十万人々が

一時京城に集まったことは史上初めてのことであ

った。朝鮮総督府の執拗な動員計画は、最終の3

日間を含めて、一応集客面では大きな成功を収め

たといえよう。

　そして、朝鮮総督府は朝鮮物産共進会の目的ど

おり、多数の朝鮮人を動員し覚醒させたという証

として、朝鮮人の感想文を各紙面に掲載させた。

『毎日申報』には京城の極貧者とのインタビュー

を掲載している。この「無料観覧と貧者の感想」

という見出しの記事には朝鮮物産共進会を通して

啓蒙された朝鮮人が、大きな恩恵を施した天皇と

寺内総督に心から感謝することが記されている29。

このような朝鮮人の感想文は大体一般民衆に与え

た感銘が非常に大きいことを強調している。とく

に地方民衆に対しては「頑迷古随たる思想を、一

學に啓発する啓蒙的役割は他の如何なる施設にも

見得ざる効果を挙げ」たとした上で、朝鮮地方民

衆の感想を見れば「是頃の民知の程度と如何に彼

等が啓発されたかの実情を知る事が出来る」と、

その成果を集約して誇示する3°。要するに、朝鮮

総督府の説明によれば、朝鮮物産共進会の第一目

的である「始政五年間の成果を展示し、朝鮮民衆

を覚醒」させることは大成功したということにな

る。

　この目的を達成するために、朝鮮総督府は比較

対照の方法を用いた。「ありのままの朝鮮」を見

せることでは合併の成果が浮き彫りにならないか

らである。併合前の落後した朝鮮産業と進歩した

日本産業の対照、つまり停滞性と近代性の対照を

克明に示すことで朝鮮経営の正当性を認めさせよ

うとしたのである。そこにプロパガンダとしての

「原始朝鮮と近代日本」というイデオロギーが生

まれる。この面では共進会の目的はある程度成功

したかのように見える。博覧会という経験自体が

朝鮮と朝鮮民衆に衝撃を与えたことは間違いない

からである。

　一方、植民地朝鮮の殖産興業のために「多くの

内地人を招待して具に朝鮮の實状を紹介する」す

ることが、朝鮮物産共進会におけるもう一つの目

的だった。まさに日本人主導による勧業政策が打

ち出されているのである。朝鮮人に対する言論統

制が厳しく強いられている中、日本人による批判

の声は朝鮮物産共進会の目的を理解するに大変役

に立つ。端的に、それは朝鮮物産共進会の最終承

認者である朝鮮総督、寺内正毅までに及んでいた。

　「此度の共進会は出品も設備も重に官営的

の者が大部分を占めて居て是れぢや朝鮮の共
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進会ではなくして恰で総督府の共進会ぢや更

に露骨に云ふと寺内伯の成績表を作るやうな

もので其成績表を作るに大枚五十万圓とは

少々採算に合はぬ31」

　実際に寺内正毅の成績表になってしまったのだ

ろうか。寺内は翌年1916年、第18代内閣総理大臣

に昇任して朝鮮を去った。

　また、多くの「内地人」を招く目的にもかかわ

らず、日本での反響は「頗る微弱32」だった。

1915年の『朝鮮及満州』には朝鮮総督府の日本内

広告について「官報式の如き貧弱なる広告を東京

新聞に掲載し、東京の要所に広告立札を建つる如

き緩慢なる形式的の手段方法にては、強烈なる刺

戟に馴れたる母国人の感情を唆る能はず33」と批

判の声が記してある。さらに朝鮮物産共進会に対

して、植民地朝鮮での賛美一色の言論とは対照的

に、日本では「寧ろ御手柄を吹聴するためだ34」

という声まで出ていた。

2　「朝鮮文化財」の誕生

（1）経緯

　政治的経済的な意図を持って開かれた朝鮮物産

共進会にはもう一つの重要な意図が含まれていた。

「朝鮮文化財」の展示である。植民地期を通じて

行われた博覧会及び共進会で「朝鮮文化財」が一

つのパビリオンをもって展示されたのは、唯一朝

鮮物産共進会だけだった。また、それは公の場で

展示された「朝鮮を代表する最初の文化財」でも

あった。

　朝鮮の「文化財」に関する関心は、19世紀の後

半日本人の渡航とともに広まっていく。さまざま

な宝物を求める日本人が増え続けるとともに、京

城には専門の骨董屋が急増した。特に高麗磁器は

日本でも空前のブームを起こし、朝鮮で富や権力

を握った日本人はその象徴として高麗磁器の蒐集

に熱を上げていたのである。

　この民間人における流行を追いかける形で日本

の学者たちも朝鮮の「文化財」に関心を持つこと

になる。最初に朝鮮の「文化財」を研究し始めた

人たちは、東京帝国大学を中心とする、いわば官

学者たちだった。彼らは朝鮮総督府の庇護の下で

日本では想像もできない発掘調査を朝鮮半島で行

った。

　日本では1882年の上野の山に博物館が出来て以

来、1890年の帝國博物館を経て1900年には帝室博

物館と改称され、皇室のための博物館として定着

していった。維新後、廃仏殿釈の反省から生まれ

た明治政府の文化財に関する関心は、次第に皇室

の力を強化する動きと絡み合っていく。1888年、

宮内省に臨時宝物取調局が設置されたことが皇室

と文化財の関係をよく表している。また、皇室の

文化財収集は、古墳を含む埋蔵物まで広まってい

た。ところが、埋蔵物が大変増えすぎたために、

1889年の内務省は訓令655号で「古墳関係品其ノ

他学術技芸若ハ考古ノ資料トナルヘキモノハ宮内

省」とし、「石器時代遺物ハ東京帝国大学」と、

埋蔵物について宮内省と東京帝国大学に分けて保

管することを決めたのである35。ようやく東京帝

国大学が文化財の調査機関として認められたが、

それはあくまでも皇室と関係のない石器時代の遺

物に限るものであった。既に日本に於けるすべて

の文化財は宮内省の管理下に置かれたといえる。

このような状況の中、1902年、東京帝国大学の建

築学者関野貞が朝鮮に渡った。朝鮮における最初

の本格的文化財調査とされる関野の「韓国建築調

査」は、こうした背景の下で行われたのである。

　その後、帝国大学を中心とする官学者たちは旺

盛な研究欲を植民地朝鮮で発揮する。彼らは日本

で制限されていた領域の文化財調査に加えて、自

分の専門領域以外でも好奇心のあるものなら自由

に研究することができた。たとえば、建築学者の

関野貞は、後に朝鮮全般に関する調査を通して、

はじめての『朝鮮美術史36』を著する。日本最初

の日本美術史とされる『稿本日本帝国美術史37』

が帝国博物館によって1901年に編纂されたことと

は対照的に、朝鮮における美術史はただ一人、そ

れも建築学者によってまとめられたのである。

　このような官学者たちの旺盛な調査活動は、朝
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鮮総督府の強力な支援があったからこそ可能なこ

とであった。それは植民地朝鮮の最高権力者であ

る朝鮮総督の許可さえ得れば自由に調査ができる

ことをも意味する。したがって、帝国大学の官学

者たちは朝鮮に渡ると、必ずともいえるほど朝鮮

総督との面談を要請し、自分の研究に対する理解

を求めた38。こうした朝鮮総督の支持を背負った

「朝鮮文化財」に関する調査は、必然的に膨大な

文化財の収集を伴う。

　時間が経つにつれ、官学者たちと朝鮮総督府の

集める「朝鮮文化財」は次第に増加していった。

一部は調査・研究のため日本に渡り、一部は朝鮮

総督府の一室及び景福宮の殿閣などに保管されて

いた。やがて増え続けている「朝鮮文化財」の保

管場所が問題になり、朝鮮総督府の直接運用する

博物館を建てようとする声が浮かび上がった。そ

こで、第2回内国勧業博覧会の終了後に上野の博

物館が誕生したことに倣って、植民地朝鮮におい

ても朝鮮物産共進会を契機に博物館の建立を推進

したのである。もちろん、最終的に博物館設立の

許可を下したのは、朝鮮総督の寺内正毅であっ
た39。

（2）朝鮮物産共進会の「美術館」

　朝鮮物産共進会を契機に博物館を設立する計画

は直ちに実行に移された。景福宮内に建てられる

博物館は、共進会の開催される1年前の1914年9

月2日、他のパビリオンより早い段階から起工さ

れたのである4°。この建物は朝鮮物産共進会の開

催中には「美術館」という名称で用いられた。

　朝鮮総督府土木局営繕課の技師、国枝博41の設

計と思われる「美術館」については、1916年の

『始政五年記念朝鮮物産共進会報告書』に、「本館

（美術館）は永久的建築物にして古美術品を陳列

すへき建物なれは其の建築様式は他の各館と大に

異り『アメリカンレネーサンス』とス然れは其内

部に於ても又材料及手法共に他の各館の夫れとは

異なり床は階下に於テハ『アスファルト』敷階上

に於ては『セメント』敷とし壁及天井は漆喰塗と

す而して装飾は左右両翼には之を施さす極めて簡

素ならしめたるも中央廣間の床は赤黒二色の浅野

『スレート』を識甲形に敷詰め階下及階段踊上の

壁間には新羅時代の建造に係る慶州石窟庵の内部

石壁に刻まれたる薄肉彫り仏像を石膏に写したる

ものを挿入し階上壁面は之を『パネル』に仕切り

て其の額縁には金箔を置き天井には高句麗時代の

建造に係る江西遇賢里の古墳中に書かれたる天女

に基き新に意匠せられたる天女の油絵を描写し其

の周囲の蛇腹には金箔を置きて特に壮麗ならしめ

たり」と記してある。

　そして、美術館の工事は、帝国奈良博物館、帝

国ホテル、東京帝国大学安田講堂、京都帝国大学

本館など、明治から現在に至るまで数多くの建物

を施工した清水組42によって行われた43。清水組は、

日本だけでなく、植民地朝鮮においても韓国元山

駐剤隊本部兵舎、韓国京城駐剤隊本部兵舎、韓国

龍山兵器廠、韓国宮内部庁舎、韓国議政府庁舎、

朝鮮ホテルなどや、さらには朝鮮総督府庁舎まで

施工した会社である“。清水組は伊藤博文や渋沢

栄一などの政財界の人物との人脈を利用し急成長

を遂げ45、西洋の近代建築様式を日本に拡めた会

社だった。こうして、当時日本で流行っていた建

築様式が植民地朝鮮にも波及し、「朝鮮文化財」

を展示する「博物館」の建立にまで及んだのであ

る。景福宮の東北部46の166坪の敷地に建てられた

煉瓦造り2階建ての西洋式「美術館」は、後の朝

鮮総督府庁舎とともに可視的な「日本帝国」と

「近代化」の象徴となった。この中に「朝鮮文化

財」は展示されたのである。

（3）眠っている「朝鮮文化財」の収集

　朝鮮物産共進会を契機に博物館を立てる計画は、

官学者と朝鮮総督府の調査による「朝鮮文化財」

が増え続けているためであった。ところが、朝鮮

総督府は、この機会を利用して寺院や埋蔵物では

ない、朝鮮人個人の家に眠っている「朝鮮文化

財」までを調査して収集しようとしたのである。

　まず、朝鮮総督府は各道に向けて朝鮮物産共進

会に出品する目録を提出するよう訓令を出した。

その結果、開会直前の総出品数は40，665点に達
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し47、その中で「朝鮮文化財」とされる「美術及

び考古資料」の点数は500点となっていた48。この

500という、あまりにも切りのよい数字にはどう

にも疑問が残る。他の出品目録は地方官庁が調査

して報告したとしても、「朝鮮文化財」は誰がど

うやって選定し報告をしたのだろうか。朝鮮総督

府が前もって数値目標を定めたのではないかとい

う疑問である。ここで、注目したいことは朝鮮物

産共進会の「美術館」に展示を促す「朝鮮文化

財」の蒐集方法にある。

　1915年1月、朝鮮物産共進会の「美術館」に展

示するものについては「地方両班及び富豪を勧誘

してその秘蔵品の出陣に努力49」するという方針

が定められた。要するに、今まで朝鮮総督府が収

集してきた「朝鮮文化財」ではない朝鮮人富豪の

所蔵物が新しく標的になったのである。そして、

その目標額を500点と想定して全国の官庁に通達

したのではなかろうか。

　しかし、朝鮮総督府の予想とは違って朝鮮人の

間には不信感が強く自分が所蔵している所蔵品を

気軽には出さなかった。「美術館」の実務を担当

している末松熊彦は、予想外に個人出品が集まら

ず、朝鮮人に向けて以下のような呼びかけもして

いた。

　「或者共進会を貢進会5°と誤解して深蔵した

書画、骨董物を隠匿する傾向があるという。

これは恐ろしい誤解である。貢進会ではなく

確実な共進会であるから、このような好機会

を利用して朝鮮古代の文明を自慢して衰退し

ていく朝鮮文明の復興を計画することが其祖

先と其大家たる作者に対する一大義務ではな

かろうか。（中略）永遠に朝鮮固有の美術が

消滅する虞があって、今回に特別に美術館に

全力を尽くすわけだから、絶対に貢進会にな

って当局がこれを自由に処分する理由がない

ので疑いを抱かずに出品を志願して…51」

　そして、自らが全国各地を回って「朝鮮文化

財」の鑑定を行う52と同時に、その所持者に書面

〔表1〕第13部46類（考古資料）の個人出品55

出品人 日本人 朝鮮人 合計

人員 116 100 216

点数 691 243 934

を発して共進会への出品を促した53。最終的には

目標を上回る「朝鮮文化財」が集まったが、〔表

1〕でわかるように、日本人が半数以上を占めて

あり、出品点数も朝鮮人に比べて約3倍になって

いる54。

　当初の目標どおり朝鮮の「地方両班及び富豪」

を対象にしたにもかかわらず、朝鮮人の反応から

するとやはり「貢進会」と受けとられたに違いな

い。朝鮮総督寺内正毅が共進会場を最終的に巡視

したとき、つまり開会わずか五日前にもまだ「美

術館」には展示物が出揃わなかった56。急いで在

朝日本人に呼びかけたためだろうか。結果的に日

本人の蒐集品691点が公の場に出され、むしろ彼

らの「朝鮮文化財」の蒐集熱を証明することにな

った。朝鮮人出品の243点では目標500点の半分に

も満たなかったため、仕方なかったのだろう。

（4）その他の「朝鮮文化財」

　〔表1〕を見ると、日本人と朝鮮人による個人

出品はあわせて216人で総934点にのぼっているが、

実際に「朝鮮文化財」を出品したのは個人だけで

はなかった。朝鮮総督府は各地方官庁に個人出品

者の勧誘とともに、所属官庁が蒐集した「朝鮮文

化財」も出品するよう指示したのである。たとえ

ば、1914（大正3）年11月の各道出品事務担当者

の会議では「第13部美術及び考古資料」に関して、

次のような質疑応答がなされた。

　「本部二属スル出品ハ成ルヘク廣ク之ヲ蒐

集スルノ方針ナリヤ荷造運搬費二多額ノ経費

ヲ要スルモノハ爲眞出品ニテモ差支ナキヤ

（慶南）

答　美術品及考古資料共二成ルヘク廣ク価値
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〔表2〕第13部46類（考古資料）の官庁出品表58

官庁

点数

総務局

19

忠南

8

全北

16

全南

3

慶南

13

黄海

18

平南

4

成南

16

成北

15

合計

112

多キ出品ヲ蒐集スル方針ナルモ陳列場所二

限リアリ申込非常二多キトキハ自ラ取捨選

択ヲ免レス又美術品及考古資料共二現品ノ

出品ヲ歓迎スルモ送致困難ナル物又ハ運搬

に多額ノ費用ヲ要スルモノハ爲眞出品ト為

スモ止ムヲ得ス57」

　これをみると、すでに「朝鮮文化財」の蒐集に

関して「成るべく広」く、さらに「現品の出品を

歓迎」する方針が決められており、各地方官庁に

指示が出されていたことがうかがえる。また、陳

列場所の美術館を念頭におき、申込みが非常に多

い場合を想定しての取捨選択を勧告している。し

かし、運搬費がかかるものが多かったためか、最

終的に地方官庁から出された「文化財」も以外に

少なかった。次の〔表2〕は朝鮮総督府及び地方

官庁による「朝鮮文化財」の出品数である。

　〔表2〕をみると、朝鮮総督府及び所属官署の

部局のうち、唯一総務局から出品されている59。

総務局以外、直接古蹟調査にかかわった部局から

は一つも出品されなかったのである。博物館を運

営し、直接発掘調査まで行っていた李王職はもち

ろん、関野貞に建築調査を依頼した度支部や直接

古蹟調査を担当した内務部地方局、さらに教科書

編纂のため鳥居龍蔵や黒板勝美等を嘱託として雇

用し、史料調査に着手した学務局など6°では一品

も出さなかったのである。内務部の嘱託を受けた

関野らの古蹟調査が全道にかけて行われたことは

上述したが、内務部も各道に古物調査の通牒を出

して報告を命じる61かたわら、直接古蹟の調査の

ため所属職員をも派遣していた62。また学務局の

嘱託を受けて人類学の調査をしていた鳥居龍蔵の

古墳や高麗磁器窯趾の発掘63などと同様、学務局

の嘱託を受けた黒板勝美も古墳の発掘調査を行い、

数多くの「朝鮮文化財」を発見したan。これらは

学務局の所管事業として行われたものである。し

かも朝鮮総督府所属官署のうち、土地調査局の土

地調査事業の測量途中に「朝鮮文化財」が発見さ

れる場合65や鉄道局の工事中に発見される場合66も

あった。しかし、これらの部局でも朝鮮物産共進

会には、「朝鮮文化財」を一切出さなかったので

ある。朝鮮総督府内部での力関係も作用している

と思われるが、明らかなことは、まだ「朝鮮文化

財」に関する統一的な行政が行われていないこと

を意味する。

　こうして、朝鮮物産共進会における「朝鮮文化

財」は、個人が934点、官庁が112点の総数1，046

点が集められ67、「美術館」に展示された。当初、

500点を想定したことからも伺えるように、美術

館にそれ以上の点数を陳列するには展示室の限界

があった。したがって、朝鮮総督府は朝鮮物産共

進会が開かれた50日間、美術館に時々陳列替えを

実施しながら、約1，000点以上の「朝鮮文化財」

を一般公開した68。

　もう一つ、朝鮮物産共進会の「朝鮮文化財」を

考えるとき、看過してはならないことがある。

「美術館」本館の外に展示された野外展示物であ

る。朝鮮総督府は美術館の正面に庭園を設け、朝

鮮各地から運んできた石塔や仏像なども展示した

のである。この庭園を仕掛けた者も工事監督であ

る國枝博であった69。彼は庭園の設計について次

のように述べている。

　「庭園は美術館参考館第二号館機械館など

に囲まれている広い敷地に西洋式庭園を設計

して、絵のような花園に晩夏から初秋まで美

しく咲く草花を植えて、その間には新羅高麗

朝に作られた仏像を配して、一度この庭園に

足を運ぶと陳列品を見るに疲れていた目が十

分慰労されるよう造った7°」
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　國枝博は美術館と同様、庭園も西洋式に仕上げ

た。この庭園に注目する理由は、やはり朝鮮の石

塔及び仏像という「朝鮮文化財」が配置されてい

るからである。この庭園について、1915年の『朝

鮮彙報』では次のように描写されている。

　「庭園ハ八角形ノ音楽堂ヲ中心トシテ、北

ハ美術館、南ハ審勢館東ハ第二号館ト参考館、

西ハ溝渠二至ルノ区域ニシテ、（中略）此一

庭ノ此庭彼庭ニハ新羅高麗時代ノ舎利塔石佛

鐵佛ヲ排置ス。音楽堂ヲ挟ンテ其ノ南北ニア

ルモノハ利川の三界供養塔ニシテ、其ノ南ニ

アル五重塔ヲ原州ノ普済尊者塔、七重塔ヲ開

城ノ奉経塔、五重塔ヲ原州ノ舎利塔トシ北ニ

アルヲ原州玄妙塔トシ、彫刻最モ精妙ヲ極ム、

之ヲ中心トシテ大日如来ノ石像二尊、文珠及

彌勒ノ鐵製座像二尊ヲ四方二排置ス。何レモ

皆古色蒼然トシテ千古ノ彫刻二成レルモノタ

ルヤ疑無シ71」

　この庭園に「朝鮮文化財」が飾られた背景には、

まず在朝日本人を中心とする好事家たちの「朝鮮

文化財」収集ブームがあった。当時京城では高麗

磁器だけでなく石燈や石塔などをも集めることが

流行していたため、官学者や朝鮮総督府の調査と

は別に個人蒐集家たちにより、墓地や廃寺趾など

に残された「朝鮮文化財」が蒐集の標的になって

いたのである72。庭園にも装飾されている玄妙塔

の場合、1911年に調査を行った関野貞は「既二個

人ノ所有二帰セシ者ニハ法泉寺智光國師玄妙塔

（文宗三十年、日本承保三年、遼太安三年）最卓

絶セリ、（中略）此ノ如キ貴重ノ遺物力如何ニシ

テ個人ノ手二帰シ由緒アル史蹟ヲ浬滅スルニ至リ

シカ吾人ノ甚遺憾トスル所ナリ73」という具合で

あった。

　そして、上のような「朝鮮文化財」収集ブーム

を扇いだのは、ほかならぬ官学者たちによる「朝

鮮文化財」調査であった。庭園に展示されていた

「朝鮮文化財」は、既に官学者たちによって、そ

の価値が高く評価され、世に知られたものである。

たとえば、関野は「朝鮮文化財」を調査するとき、

「甲」「乙」「丙」「丁」の四段階に分けて価値を定

めていたが74、庭園の「朝鮮文化財」のうち、奉

経塔、普済尊者塔、舎利塔は関野によって、すで

に「乙」という価値付けがなされていたものであ

る75。

　このような「美術館」の正面に飾られた「朝鮮

文化財」は石塔8基と仏像7体に上っている76。

これは「美術館」本館に展示する「朝鮮文化財」

とは違った方法で収集されたものではあるが、の

ちに「朝鮮総督府博物館」の所蔵品となる。庭園

の展示は朝鮮物産共進会を盛り上げるための「朝

鮮的」なものとして国枝博により企画されたが、

そこには在朝日本人の骨董的な趣味と官学者たち

の研究が見事に合体されて現れたのである。

おわりに

　1900年7月、上野の博物館は帝室博物館と改称

され、日本の皇室の博物館として役割を果たし、

戦後には現在の東京国立博物館へとつながってい

った。帝室博物館は「日本の国体の精華である

『美術』を展示する目的77」で位置づけられたとい

う。それから15年後、植民地朝鮮では「朝鮮総督

府博物館」が誕生した。「朝鮮総督府博物館」は

「一般朝鮮に対する歴史参考品及び美術品など78」

を展示することを決め、「当時（過去）芸術の精

華79」を示すことが求められたのである。要する

に、「現在」芸術の精華の展示は日本の帝室博物

館の役割であって、「朝鮮総督府博物館」は「当

時」芸術の精華を担当すればよいとされたのであ

る。それはまた、「現在」日本の国体の精華につ

ながる論理であった。

　朝鮮総督府は、日本の内国勧業博覧会と同様、

植民地朝鮮における殖産興業の政策を標榜し、朝

鮮物産共進会を企画するが、そこには総督政治の

精華を誇示するとともに、朝鮮人の覚醒と日本人

の誘致に焦点が当てられていたのである。この朝

鮮物産共進会を契機に、朝鮮総督府は「国立」博

物館の設立をもくろむが、そこにはまだ、「朝鮮
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文化財」の利用価値は定められていなかった。

　停滞性（原始朝鮮）と近代性（近代日本）を強

調することにより、併合の正当性を浮き彫りにす

る必要があった朝鮮物産共進会において、「朝鮮

文化財」はどうにもできないものであった。まだ

「朝鮮文化財」の理論的な背景が作られなかった

のである。連日、紙上をにぎわす朝鮮物産共進会

における展示の宣伝の中でも、「朝鮮文化財」は

程遠い存在であった。さらに徳富蘇峰が「美術館

は寧ろ目的以外であったかも知れぬ故に左程力を

尽くしていたものとも思われず。これは必ずしも

朝鮮美術の総てを代表し得たということはできま

い8°」ということからもわかるように、まだ「朝

鮮文化財」の展示の方向性すら定められていなか

ったのである。そのため、まず、のちの博物館に

展示する資料を幅広く収集することに重点がおか

れたのである。

　そして、朝鮮総督府は朝鮮人個人の所有物まで

収集対象にし、出品を呼びかけるが、予想外に朝

鮮人の出品は少なく、むしろ日本人個人の出品が

多く占める結果となった。ともあれ、1915年12月

1日から記録し始める博物館の『陳列物納付書』

には、個人からの「朝鮮文化財」の購…入内容が記

されている81。朝鮮物産共進会を通して浮き彫り

になった個人所有の「朝鮮文化財」は、次々に

「朝鮮総督府博物館」の展示品として所蔵される

ようになったのである。これは、官学者たちと朝

鮮総督府が収集した既存の「朝鮮文化財」ととも

に、植民地期を通して、「当時芸術の精華」とし

て朝鮮民衆に知らされるようになる。
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