「グローバル人材と岡倉覚三」要旨
木下 長宏
Ⅰ.

岡倉は、
19 世紀の終りに、
清
（現代の中国）の奥地まで弁髪をつけて探検調査に行き、20 世紀の初めにインドを訪れ、

宗主国イギリスと闘う若者へ共感を寄せ、そのあとアメリカボストンへ行き、10 年にわたって日本とアメリカを五回往
復し、ボストン美術館中国日本部の改革と発展に貢献した。みずから美術館の収集品（ビゲロー、フェノロサ等の寄贈品）
を整理する職に就いたばかりでなく、六角紫水という漆の専門家やいろんな専門家をスタッフに招んだり、また、ロンド
ンで画商の丁稚をしていた富田幸次郎を美術館のスタッフにするなど、人材登用の面でもグローバルな働きをした。イン
ドの女性詩人と恋文を交換しているのも、英文著作を三冊ロンドンとニューヨークで出版したことや、セントルイス万博
で講演をしたり、ボストン美術館で収集品の整理と拡大（買い付け）を進めながら、東アジアと日本の美術にまつわる講
義をしたことなども、グローバル活動の一面である。表①参照。
Ⅱ.

岡倉の活動と思想を考えるうえで、非常に大切なことが一つある。それは、岡倉は「岡倉覚三」と呼ぶべきであり、

彼の先に挙げた活動もすべて「カクゾー」の名においてやっていたということである。「天心」という通称は、没後、再
興日本美術院の人びとによって創られた呼び名で、その名前のもと、戦時下は大東亞共榮圏の先覚者として祀り上げられ
た。ほんらいなら、敗戦の後「天心」と呼ぶことは廃めるべきだったが、戦後の日本美術院（院展）は、「天心」という
称号を伝統として遺そうとし、その呼びかたを慣習化させた（院展の人びとの歴史批判意識の欠如）
。
「岡倉覺三」が遺し
たテクストは、「岡倉天心」という眼鏡のもとで、極めて恣意的に読まれて来た。表②参照。
（アメリカでは、ずっと「オ
カクラ・カクゾー」と呼ばれてきたが、最近日本でみんな「テンシン」と言っているので「テンシン」と呼ばなければい
けないという傾向が研究者のあいだでも拡がっている。問題である。）
「岡倉を」
「岡倉覺三」と呼ぶこと、これは、彼の思想をグローバルに考えるうえで不可欠の手続きである。
Ⅲ.

もう一つ、一般に岡倉といえば、
（
「天心」神話の中軸をなす思想として）
「アジアは一つ」と宣言した人物と受け

止められているが、これも、戦時下につくられた虚構である。岡倉は、The Ideals of the East ( 東洋の諸理想 ) という著
作の冒頭に、確かに ”Asia is one.” と書き付けた。しかし、その前にも、その後も、この言葉を言表したことはない。もち
ろん、日本語で「アジアは一つ」などとは言わなかったし、書きもしなかった。それどころか、この英文著述を翻訳して
日本で出版したいという申し出があったときには、あの本はインド滞在中に急いで書いたもので納得できないところがあ
るから、と断っている。
「アジアは一つ」を「岡倉天心」の中心思想としたのは、戦時下の日本帝国主義者（とそれに唱
和した人たち）だったのである。岡倉覺三が「アジア」をどう位置づけていたか、それは、彼の生涯にわたる著述と思索
から再検討する必要がある。
Ⅳ.

その一つを、ここで提起しておく。それは、彼の美術史の考えのなかに読みとれるものである。岡倉は、
「日本」

美術史は「アジア」美術史のなかで記述されなければならない、
「アジア」から分離した「日本美術史」は考えられない、
と考えていた。東京美術学校の講義でも「日本美術史」というタイトルは立てていない。このタイトルも、彼の没後、全
集を編纂するとき編集者が付けたタイトルで、
岡倉自身は「東洋美術史」という呼びかたをしていた。現在は「日本」をすっ
ぽり抜け落した「東洋美術史」が流通しているが、岡倉は、それはありえないと考えていた。「日本」の「美」の歴史を
考えれば、その源流の「アジア」とのつながりに目を配りそれを記述しなければいけない、その全体の流れのなかでこそ、
「美」の本質が見通せるという考えだった。これは、つねに「世界」の拡がりのなかで、
「自分」と自分に関わる情況を理
解して行こうとする態度（思想）であり、ナショナルなものを排他的に擁護するのとは正反対の姿勢である。彼は美術史
を考えるときこの姿勢を生涯貫いていた。表③参照。この考えかたが、彼の「グローバル」な活動の根拠になっている。
Ⅴ.

岡倉の最後の著作 The Book of Tea（茶の本）でも、西洋と東洋の文化の対立と相違をしばしば強調しているが、

よく読むと、彼自身は「西洋」にも「東洋」にも組みしていない。もちろん「日本」や「東洋」を「われわれ」と呼んで
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いるが、
国粋主義でも西洋崇拝一辺倒でもない位置から「世界」を観ようとしている。「茶」の根本精神は、禅と道教にあり、
それは、
「世界」を「相対化」することである、
と言い切っている。これは、やはり、幼いころから身につけていた英語力（そ
れを活かした欧文図書の読書）
、豊富な中国の書籍（漢籍）の読書経験と、じっさいに中国の土地を踏破し、またインド
で一年を暮した経験が、
「世界」を「相対化」して観る視点を、彼のなかで育てていたからだろう。
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ᩍࣥࢻ⨾⾡
㣕㫽௦㸦ࠥᖺ
ዉⰋ௦㸦ࠥᖺ
ᖹᏳ௦㸦ࠥᖺ
⸨ཎ௦㸦ࠥᖺ$'㸧
㙊௦㸦ࠥᖺ$'㸧
㊊௦㸦ࠥᖺ$'㸧
㇏⮧௦ᚨᕝ௦ึᮇ㸦ࠥᖺ$'㸧
ᚨᕝ௦ᚋᮇ㸦ࡽᖺ$'㸧
᫂௦㸦ᖺࡽ⌧ᅾ㸧

㹂ࠉࠗᅜᐆᖂ-DSDQHVH7HPSOHVDQGWKHLU7UHDVXUHV࠘ᖺ
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉᒸࡀ⪃࠼࡚࠸ࡓ௦༊ศࢪࡢ㛵ಀ

ࠉ༳ᗘἼ᪁
ࠉ༳ᗘ

₎
භᮅ
ᮅ㩭
ึ၈
୰၈

᥎ྂ௦
ⓑ㬅௦
ኳᖹ௦
㈆ほ௦
⸨ཎ௦๓ᮇ
⸨ཎ௦ᚋᮇ
㙊௦
㊊௦
᱈ᒣ௦
ᚨᕝ௦

ᬌ၈
Ᏽ
ඖ᫂
Ύ
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㹃ࠉࠕὈᮾᕦ⸤ྐࠖᖺࠊᒸࡀᬌᖺᵓࡋࡓ௦༊ศ
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࢪࡢ୰ࡢ᪥ᮏ⨾⾡ࡢ⨨࡙ࡅࢆࡵࡊࡋ࡚ࠋ
⥴ㄽ㸦ࠕᮾὒࠖࡣ␗࡞ࡿ⠊ᅖ㸻ࠕὈᮾࠖࠊࠕᕤⱁࠖࠕ⨾⾡ࠖࢆ༊ูࡋ
࡞࠸ࠉࠉࠉࠉࠉࠕᕦ⸤ࠖᴫᛕࡢᥦၐ㸧
ྂ௦⸤⾡

࿘࣭₎

භᮅࠊ୕㡑ࠊ㣕㫽ᮅ
၈ࠊዉⰋᮅ㸦ᩍⓗᕦ⸤๓ᮇ㸧ࠉ᪥ᮏࠊᮅ㩭
ᬌ၈ࠊ௦ࠊᏵ㸦ᩍⓗᕦ⸤ᚋᮇࡑࡢ୍㸧
ᖹᏳᮇ㸦ᩍⓗᕦ⸤ᚋᮇࡑࡢ㸧ࠉ㈆ほࠊ⸨ཎึᮇࠊ୰ᮇࠊᚋᮇ
၈ࠊዉⰋᮅ௨ᚋ㸦ୡ㛫ⓗᕦ⸤㸧
ࠉ၈ࠊᏵࠊඖࠊ㙊๓ᮇࠊ᫂ࠊΎࠊ㊊ࠊ᱈ᒣࠊᚨᕝ
⌧௦
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