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個別報告：吹田　　浩（関西大学文学部教授、国際文化財・文化研究センター長）
　　　　　 Hany Abo El-Azm（General Director of the Foreign Missions Aff airs & P. Committee, 

Ministry of Antiquities, Egypt）
　　　　　前田　耕作（和光大学名誉教授、アフガニスタン文化研究所長）
コメント：小田　淑子（関西大学文学部教授）
　　　　　井上　　敏（桃山学院大学経営学部准教授）
　　　　　香西　　茂（京都大学名誉教授）
開会挨拶：早川　　徹（関西大学法務研究科長）
閉会挨拶：佐藤やよひ（関西大学法学部教授）
座 長：位田　隆一（同志社大学特別客員教授、※現 滋賀大学学長）

早川　本日は「イスラームと国際社会」第 3 日目にお越しいただきましてありがとうございます。
本日は「世界遺産及び文化遺産の保護」のテーマでシンポジウムを開きます。最近、日本で世
界遺産に登録された状況を見ていますと果たして世界遺産ができた当時のものと今のあり方が
どの程度合致しているのか、若干、問題なきにしもあらずですが、今日、このような形で文化
遺産に関してイスラーム、アフガニスタンにおける世界遺産の破壊という、まさしく世界遺産
をつくろうとした当初の主旨に戻り、その意義を問い直していただく機会だと思っています。
皆さんの積極的なシンポジウムへのご発言とご意見をいただくことを期待しまして、私からの
挨拶に代えさせていただきます。

佐藤　ありがとうございました。それでは第 3 セッションを始めたいと思います。座長は同志社
大学特別客員教授の位田隆一先生にお願いいたします。

位田　このシンポジウムは「イスラームと国際社会」第 3 セッション「世界遺産及び文化遺産の
保護」というテーマです。統一テーマと本日のテーマとのかかわりについて香西茂先生から質
問をいただきました。その時にいただいた佐藤先生のお返事によりますと「最近のタリバンや

〔行事記録〕
国際シンポジウム「イスラームと国際社会」

世界遺産及び文化遺産の保護
The Preservation and Protection of World Heritage and Cultural Heritage

と　き：平成27年 9 月16日（水）13：00～18：00
ところ：千里山キャンパス尚文館 1階マルチメディアAV大教室

注）　肩書きはシンポジウム当時のものである。現在の肩書きは※で示してある。
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ISの世界遺産破壊に対して国際社会として、どうとらえればいいか」ということがライトモチ
ーフだということであります。過去、遺跡の盗掘とか文化財の略奪はしばしば行われています
が、タリバンやISによる遺跡、文化財そのものを廃墟にする、破壊することは、おそらく初め
ての状況であろうかと思われます。そういう状況を前にして国家でもない、ある種の個人の集
団であるテロリストたちが国際的に破壊行為を続けることに対して国際社会がどう対応するこ
とができるか、さらには国際法にどのような規定があり、その行為に対してどう対応していき、
また限界は何か、ということを中心に考えてみたいということです。今日は国際法の先生方も
おられますが、法的観点からだけではなく、広い観点から、最初に関西大学の吹田浩先生から

「エジプト遺跡の保存への政治状況の変化の影響」のお話をいただき、エジプトのハニ・アボエ
ル-アズム先生から「エジプト文明遺産に対する侵略とエジプト法」、さらに個別報告として和
光大学の前田耕作先生から「アフガニスタン・バーミヤン遺跡の破壊と保全」という順で、法
的な側面、政治、文化遺跡の側面から、このセッションを検討し、さらに関西大学の小田淑子
先生と桃山学院大学の井上敏先生のコメント、最後は京都大学の香西茂先生に特別コメントを
いただき、ディスカッションしたいと思います。広い視野で議論を始めて、佐藤先生のモチー
フである国際法はどうするのか、国際社会はどうするかを最後に議論できればと考えておりま
す。まず、関西大学文学部教授、国際文化財・文化研究センター所長の吹田浩先生に「エジプ
ト遺跡の保存への政治状況の変化の影響」という題でお話いただきます。

■個別報告
エジプト遺跡の保存への政治状況の変化の影響

(The Infl uences of the Change of Political Situation on the Preservation of Egyptian Monuments)

吹田　関西大学国際文化財・文化研究センターで今、プロジェクトを続けております。このプロ
ジェクトの前も 5 年間、さらにその前もしておりましたので、あわせると10年以上、古代の文
化財の修復にかかわっております。古代エジプトといいましても関西大学が研究対象としてい
るのは一番古い時期のもので紀元前2360年、エジプトの中でも最古の文化財になります。日本
人の場合、エジプトで調査をするというと夏休みしかありません。夏休みにエジプトに調査に
いくと気温が40℃を超える時があります。そういう中で作業しているのは日本隊ぐらいでしょ
う。日本人は夏が好きなんだなと思われているかもしれません。10年以上、エジプトで紀元前
数千年の文化財の修復をし、 1 、 2 カ月現地に住み込んで作業をしますが、ミッションを始め
る前から私にはひっかかっていることがありました。エジプトは革命が起こる前は「一生のう
ち一度は行ってみたい国」の必ず上位に上がりました。多くの人がエジプトを訪れました。ス
フィンクス、ピラミッド、ミイラ、王家の谷などを大きな観光バスでまわっていました。ただ、
彼らに見えていたのは古代エジプトでした。実際にはそこにはイスラームを信じる人たちが住
んでいます。たくさんの人が住んでいるわけですが、この間に何のコミュニケーションもない。
場合によっては敵対的ともいえるような感じすらありました。たとえばヨーロッパや日本から
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の観光客がきれいなバスできれいな服を着てお金をもっており、お店に入ると高くものを買わ
される。買わされる方はエジプト人は信用できないと疑い始める。不幸の始まりです。観光地
だけではなく村に入っても普通の人たちが寄ってくると身構えてしまう。これは大変不幸だと
思っていました。

　逆もまた同じです。関西大学が調査しているサッカラという遺跡でも、たくさんの観光客が
バスに乗ってやってきますが、遺跡だけに入ってそのまま帰っていく。これは村の人たちから
すると「別世界に住んでいて対等に話す仲間ではない」と見えてしまう。これに不幸な政治的
な事件やアクシデントがあると敵対的な雰囲気も出てくるかもしれません。エジプトで10年以
上調査をして 1 カ月、 2 カ月住み込んでいますと現地の人たちと話をします。そのギャップを
何とかしたいと思ってきました。プロジェクトは発掘だけしていればいいし、何かを発見すれ
ば新聞に出るし、補助金も出ます。これが一番賢い方法です。反対の方法は修復です。誰かが
すでに発見して発掘が終わった後で何も宝物は出てきません。そこを修復しても記事にはなり
ません。バジェットも出てきません。エジプトの考古省の職員のハニさんはよくご存じだと思
います。エジプトでは発掘ばかりで修復が大事だけど、あまり進んでいない。ところが実は、
修復が一番大事なのです。掘っただけではだめで保全し修復しないといけません。これは記事
にはならないし、バジェットも手に入りません。しかし関西大学は10年以上補助金を手にして
いますが、これはほんとにラッキーです。普通、修復にはお金は出ないものです。そしてさら
にもう一つ発掘隊がしないことを加えています。修復されたものを保存するためには地域の人
たちとの関係が大事であり、ローカルコミュニティの人たちの理解がなければ文化財は保存で
きないのではないかと考えています。彼らに何のメリットがあるのでしょうか。観光客は、き
れいな服を着てバスに乗って遺跡だけ見て、地域の人がペプシやナツメヤシを売りに近づいて
くると騙されるかのように心を閉ざしてしまう。これで文化財を守ろうという気が起こるでし
ょうか。エジプトの文化財を楽しませてもらうのですから、それに対する貢献も必要だと思っ
ています。文化財の修復そのものは注目されませんが、関西大学の調査は遺跡を守るために地
域の人たちの協力が必要だし、それに対して我々が地域の人たちに何ができるかも調査しなけ
ればいけないと考えていました。このような活動をしているのは世界でも関西大学は唯一だと
思います。サッカラの文化財の調査で隣接するサッカラ村の中に入りこんで、そこにどんな文
化財があるか、観光客にとってどんな魅力があるか、どうすれば観光客を呼びこめるか、どう
すれば外国人の旅行者と村人が face to faceで話ができる環境をつくれるか、商売を軸にして
つくれるかという研究も、こだわりがあってやっております。

　文化財の修復を研究していますが、イスラームの慣習、イスラーム法に以前から関心をもっ
ていました。法学部の佐藤先生から今回のシンポジウムのお話をいただき、お引き受けするこ
とになりました。地域とのかかわりで革命後のエジプトで我々がどうしてきたかということを
ご紹介させていただき、「エジプト遺跡の保存への政治状況の変化の影響」の話の切り口にさせ
ていただければと思います。

　2011年 1 月25日、エジプトでムバラク政権に対して大規模なデモが発生し、その後、 2 月11
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日にムバラク大統領が退陣を表明し、長期政権が倒れました。私はデモが始まる前日 1 月24日
に調査のためにカイロ入りしていました。おそらく30日に日本へ脱出していたと思います。お
そらくというのは、それこそ脱出しましたので最後の記録がありません。遡って 1 月25日朝、
タクシーに乗りすぐに革命の中心になるタハリール広場を通過しました。当日、デモがあると
聞いていて心配していましたが、特に異常はありませんでした。タクシーの運転手に「デモは
どうなったんだ？」と聞きましたが運転手は「シッタウアブリール」、 4 月 6 日運動という言葉
を口にしました。 4 月 6 日運動は革命を最初導いた若手の人々ですが、実は私は知りませんで
した。その時には何もありませんでしたので、デモは不発だなと思った記憶があります。そし
てサッカラでの調査の準備を始めました。実際にデモが始まったのは午後からでした。考えて
みますとエジプトでは大事な仕事は午後から決まります。次の金曜日、28日、状況が大きく変
わります。イスラームの世界では金曜日が休日でモスクにお祈りにいく日です。デモなど大規
模な大衆運動は金曜日に起こります。デモは不発であると思っていた私は友人の家に向かいま
した。ホテルでは早朝からインターネットが使えませんでした。エジプトではしばしばインタ
ーネット回線が切れますので気にしていませんでした。友人宅に近づくとケータイが使えなく
なりました。おかしいなと思いました。ケータイが切れることは、まずありません。さらに友
人の家でテレビを見ていると特別番組をやっている。それも不思議なことに日本の近代化をめ
ぐる自動車会社の番組を繰り返しやっている。ニュース番組ではタハリール広場が出ています
が、繰り返しです。平和なタハリール広場の風景。ニュースですから本来繰り返しはしないは
ずなのですが。午後には家庭電話も通じなくなりました。さすがにおかしいとなって冗談で「イ
ンターネットだめ、ケータイだめ、ホームテレホンだめ、次は電気が切れるのではないか」と
言っていました。

　ホテルに帰ることにしました。ザマレクという場所でエジプトでも裕福な場所で外国人がた
くさんいるところです。ここで本格的なデモに遭遇することになりました。ザマレクから橋を
渡るとタハリール広場やテレビ局があり、デモ隊は橋を渡ろうとしています。警官隊が催涙弾
を撃ってデモ隊を阻止していました。デモは日本ではまずありません。最近はありますが。私
はデモに参加したことはなくデモそのものも見たことがありません。まして催涙弾は見たこと
がありませんでした。200発以上、よくエジプト政府はお金があるなと感心しました。風が警官
隊の方に吹いていましたので若い学生が催涙弾を掴んでナイル川に捨てていました。催涙弾が
前をヒューと飛んできて頭の上にくると、そこから風に押し戻されて向こうへいく。風が後ろ
から吹いているので私は催涙弾の影響は受けておりません。もしガスを受けようものなら顔に
ガーンとあたったような経験をします。それを若い学生はナイル川に捨てていました。ザマレ
クの橋を渡ろうとしている人たちの前方で催涙弾の白煙なのか、警察車両が燃やされているの
か町のいたるところから煙が出ています。このデモは印象的で若い人だけでなく年配の人も学
生、高校生、さらには車椅子の障害者の方たちなど、催涙弾が飛ぶデモに想定できないような
人たちが参加していました。彼らは時間によって現れたり、いなくなったり、各自の都合で参
加していました。車椅子の人が 3 、 4 人はいました。女性、高校生の 2 、 3 人づれ、お母さん
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と娘さん。いろんな層の人たちが出てきていました。橋の上で催涙弾を川に投げ捨てており、
向こうからは警官隊が迫ってきて白煙がまっています。隣近所の橋でも同様であちこちで白い
煙がもうもうと上がっていました。町の中心部では、黒煙がのぼって明らかに警察車両、兵員
輸送車が焼き討ちされています。その後もデモはお祈りを挟んで続いていました。

　この革命は、私の印象では都市部では自由を求めて政府の不正、腐敗を弾劾するものでした。
農村では物価高への不満があったように思います。素人のエジプト学者としての感想ですが。
いずれにせよ、警察への不満が直接のきっかけになったように感じます。ただこの革命がこの
時期、2011年 1 月終わりに起こるということは全く予想できませんでした。この年の秋に大統
領選挙が予定されており、ムバラク大統領が再度立候補するか、息子が立候補するかが話題に
なっていました。秋がくれば無事ではすまないとは思っていました。明らかに前年の2010年あ
たりからエジプト人はこそこそ噂話をしていましたし、この時期、 3 、 4 人集まってはいけな
いという禁止令が出たと思いますがエジプト人がお構いなしにやっていたのは、外国人の私で
さえわかりました。政治的な話は外国人にはしないものですが、それでも聞こえてくる状態で
した。無事ではすまないと思っていましたが、まさかこの 1 月に起こるとは考えていませんで
した。しかも、現地での調査と重なってしまいました。

　革命が終わった後は、ムバラクさえいなくなればうまくいくと素朴に思っていました。エジ
プトの治安のよさは、どんな場所にいっても安全だったからです。イタリアとかアメリカにい
く方が怖かったくらいです。エジプトでは貧しい地区を歩こうが、問題ありませんでした。治
安のよさ、礼儀の正しさを知っている人間としてはムバラク政権さえ消えればすべてうまくい
くと楽天的に思っていた訳です。実際にはあれから 4 年以上たちますが、決して情勢は安定し
ません。年間で軍人が500名以上死亡する事態になっています。このような状態は選挙で選ば
れ、2012年 6 月に大統領になったモルシが2013年 7 月に軍部によって解任されて以降、顕著な
感じがします。そもそも2011年以降、中央の政権がしっかりしていないために全体として泥棒
が増えるなど治安が悪化していました。ここにリビアが内戦状態になって武器が流入して今で
は誰でも簡単に銃器が買え、誰でも銃をもっているといわれています。2013年軍部がモルシ政
権を倒し、多くの犠牲者を出すと、その基盤であるムスリム同砲団をテロ組織として弾劾し、
100名単位で死刑判決を出して深刻な対立を生んでいます。私は文化財の修復を研究する外国
人ですから政治的なことを述べるつもりはありませんが、ムスリム同胞団のメンバーに死刑判
決が529名や683名など出されており、モルシ元大統領にも死刑判決が出されています。それま
で、エジプトは一体感がありましたが、これを期にエジプトは二つに分裂しています。どちら
がいいとか悪いとかいいません。ただ悲しいだけです。エジプトが見事に二つに分かれて、ど
う収拾をつけていいのかわからない困った状態になっております。

　さらにシナイ半島で活動し、エジプトの軍人や警官の殺害の大半にかかわっている反政府組
織がイスラーム国の影響を受けてカイロでもテロの動きを出してきていることが事態を複雑に
しております。エジプトのイスラーム国は本来、シナイ半島で活動していましたが、カイロで
も活動を始めて今年 7 月11日早朝、イタリア領事館前では一人死亡、 4 名負傷と報道されまし
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た。 8 月20日早朝、ショブラ・エル・ケイマの爆発では29名が負傷しており、 7 月にはカイロ
近郊でクロアチア人を誘拐し、 8 月に殺害しています。エジプトにかかわる者にとって非イス
ラーム教徒に暴力的な敵意をもつイスラーム国を名乗るグループのテロは、それまでとは違う
緊張感をもたらしております。シリア、イラクの悪化した内戦状態やイスラーム国のイメージ
もエジプトの治安悪化のイメージと結びつけられています。今年 3 月、シリアで日本人が 2 名
殺害されていますが、本来、エジプトとは関係はありませんが、日本ではいっしょに見えてし
まい、エジプトのイメージを悪くしました。これによって日本の研究機関では北アフリカへの
渡航を禁止するところが出ています。幸いにして関西大学は行っていいのですが、毎日大学に

「本日、こういうことで大丈夫でした」と大学にメールで報告しています。エジプトとは関係な
いのですが、シリアのパルミラ遺跡の管理者、ハーリッド・アサド氏がイスラーム国によって
殺されたことも大きな影響を与えていると思います。このような状況の中で現在、日本からエ
ジプトに観光でいくことは事実上ありません。私が行きました時、日本人の観光客を久しぶり
に見て大変驚きました。事実上、ないといえるでしょう。革命前にギザやサッカラ遺跡に大型
バスが並んで駐車していた風景、多くの外国人観光客が楽しんでいた光景は今はなく、大変寂
しいと思います。観光地に一般のタクシーが数台いるだけで、個人旅行でしょう。大型観光バ
スを見ることはほとんどありません。

　エジプト革命が文化財の保存に与えた影響はマイナスの面で語られます。2011年 1 月の革命
の際にはエジプト博物館の収蔵品が略奪されたと報道されています。モルシ政権が排除された
直後の2013年 8 月に中部エジプトにあるマラウィ博物館が略奪されたことも大きいと思いま
す。その他多くの遺跡で盗掘がなされ、倉庫から発掘品が盗まれているともいわれています。
カイロのエジプト博物館の盗難は革命のどさくさに紛れたものであり、マラウィ博物館の場合
は軍部への反抗という政治的背景があってそのどさくさに紛れた盗難であったように思いま
す。エジプト博物館の盗難は 1 月28日、デモが進行中に博物館に勤務する警官、つまり内部の
人間が、もう一つは天井から侵入してきた泥棒がツタンカーメンの収蔵品80点を盗んだもので
す。この際、周囲のエジプト人が早々に気づいて博物館を守り、大規模な盗難にはなっており
ません。マラウィ博物館の略奪は2013年 8 月14日、治安部隊とデモ隊の大規模が衝突があった
際に襲撃を受けたもので警備員 1 名の犠牲に加えて1000点以上のものが破壊されたり、盗まれ
たりしています。なお盗難にあったものの多くは、その後、博物館に戻ってきています。エジ
プト博物館は略奪された54点のうち44点が戻り、マラウィ博物館では1989点中、950点が戻って
おります。盗難に関しては今年 4 月、アメリカからの報道ですが、16点の盗難品がワシントン
でエジプト当局に引き渡されております。この返還されたものは革命前に盗まれたものです。
この記事はエジプトの密売のネットワークがあることを明らかにしています。木棺等16点あり
ますが、密輸するためにいくつかのピースにカットして、ドバイ、エミレーツを通ってブルッ
クリンに運んでいったようです。革命前からエジプトの文化財が盗まれて外国に密輸されてい
ることも明らかです。このあたりの情報はフェイスブックではエジプト・ヘリテージ・タスク
フォースというホームページがあります。「いいね」だけでも9000人を超しています。エジプト
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文化財特別調査隊という訳になるでしょうか。いい情報が英語とアラビア語でアップされてい
ます。考古省で行っているものではなく、運営者が誰かわからないのですが、現場の人間でな
いとわからないことが出ていますし、すべての情報が正しいかわかりませんが、大変速くて詳
しい情報です。若い人たちが情報を出してくれるおかげで現地の雰囲気がわかってきます。

　関西大学は2003年からエジプトのサッカラで文化財の修復調査を行っているまれなミッショ
ンです。普通のミッションは考古学です。サッカラは世界遺産の「メンフィスとその墓地遺跡、
ダハシュールまでのピラミッド群」の中に含まれていまして、エジプトの最古のピラミッドで
ある階段ピラミッドをはじめ多くの遺跡が残っています。初期時代から原始キリスト教時代ま
で、つまり紀元前3000年から紀元 5 世紀まで多様な遺跡が残っており、エジプトで最大の遺跡
群になります。ギザとかルクソールの方が有名かもしれませんが、遺跡群として大きく、多様
性の観点からいうとサッカラが一番です。カイロ、ギザ、サッカラでひとまとまりです。サッ
カラへは車でカイロから40分ほどで行くことができます。観光客も必ずここはこられます。革
命前は我々が調査する横をたくさん観光客がお通りでした。ギザのピラミッド、スフィンクス、
3 大ピラミッド、ダハシュールの屈折ピラミッド、このあたりが世界遺産になっていましてス
ライドの中央にあるのがサッカラであり、そのサッカラのランドマークが階段ピラミッドにな
ります。この階段ピラミッドは紀元前2650年くらいに作られたといわれています。高さは60メ
ートルほどで大変すばらしいものです。

　関西大学が調査するのは古王国第 5 王朝最後の王の娘であるイドゥートという女性のお墓に
残る壁画です。地上部分はマスタバと呼ばれ、石灰岩のブロックでつくられ、壁画には日常の
豊かな生活がレリーフで残されております。一番奥に至聖所があり、お祀りが行われていまし
た。供物が死者のために捧げられ呪文が唱えられたはずです。西の壁には偽扉が取り付けられ
ていて、死者は地下の埋葬室と地上の至聖所を自由に行き来することができ、生きている親族、
友人と楽しい時間を過ごそうとしたものと思われます。マスタバも、中にいくつも部屋があり、
そこで供物を捧げるお祀りをしていました。

　主な調査対象は、地下10メートルほどに垂直にシャフトを掘り、その下に10メートル半、 3
メートル半くらいにある埋葬室です。ここには4000年以上前の壁画が残されており、その修復
を研究しております。パン、ビール、瓜、西瓜、パン、レタスなど食べ物の絵が描かれている
この地下室は母岩が弱く、手でさわれば石がぽろぽろ落ちてきます。そこで壁画を剥がし取り
ました。表打ち、日本の和紙を布海苔ではって表面を固めて後ろからはぎとり、後ろにサポー
トをつけて元に戻しました。日本の技術を使ってエジプトの文化財の修復をしました。現在は、
修復が終わって仮止めしている段階です。このような技術とあわせて天井のクラックダウンす
る恐れがある場所に土木工学でピンを打っています。日本人は岩盤にピンを打ち、ポーランド
人と合同で壁画をはぎ取る。こういう形でエジプトでの調査を10年くらいやっています。関西
大学の調査は夏に日本人が中心で 1 カ月程度行い、冬はポーランド人がきて作業するサイクル
で行ってきました。

　2011年 2 月の調査は、革命が起こった時であり、イドゥートの地下埋葬室を開けてポーラン
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ドの人が作業を開始しようというところでしたが、急遽、撤収となりました。外出禁止令が出
て警官隊が本気で撃つらしいと伝わってきたため大変怖かったことを憶えています。エジプト
人はみんな帰ってしまい、道路には車がいない。ポーランド人を車に載せて空港へ送り出して
私もカイロに帰る。ずい分と怖い思いで撤収することになりました。ホテルから空港へいく時
には、神風タクシーがおりまして帰れなかった人をつかまえており、それに乗り、空港にいき
ました。カイロ市内を通ると、催涙弾の刺激臭が残っており、炎上した警官の輸送車の横を走
りながら空港に向いました。

　2012年夏はサッカラで問題なく調査を実施しました。ただし冬の調査は治安上の問題があ
り、実施することができませんでした。2013年 3 月、暫定政権がモルシ派を強制排除し、たく
さんの人が亡くなっています。この夏は全く調査できませんでした。冬も同じでした。2014年
夏は短い調査を行いました。墓を開けて閉めるまでたった 4 日でした。こんな短い調査はふつ
うありえません。普通 1 、 2 カ月は行います。2015年夏に調査を行いましたが、革命以降、十
分な調査ができず、かわりにエジプトの研究者を日本に呼んで共同研究をしております。エジ
プトでの調査期間も短くならざるをえません。研究員の家族の反対もあり、エジプトにいくの
が難しいというのが現実です。大学の中には北アフリカや中近東へ飛ぶことを禁止するところ
もあります。かなりの痛手です。ポーランドも同じでエジプトへの渡航を禁止をしております。

　一方でエジプトは大変魅力があり、2011年以降、エジプトへの旅行は絶えていますが、エジ
プトの魔法とでも言えるでしょうか、日本ではエジプト展が多く開かれています。ツタンカー
メン展では、2012年に、160万人以上の人がきています。メトロポリタン美術館の展示や、「古
代エジプトの美術と世界展」が開催され、今年も「クレオパトラとエジプトの王妃展」、さらに
今年秋からカイロ博物館から「黄金のファラオと大ピラミッド展」があります。世界各国で多
くのエジプト展が開かれており、現地に行けないにもかかわらず展覧会でのエジプトへの関心
は薄れていません。また古代エジプトの遺物は高い値段で取引され、注目を浴びることがあり
ます。昨年 7 月、オークションにかけられたセケムカーの彫像です。イギリスの博物館が増改
築するため資金集めのため競売にかけられています。ここでの問題は、公共の博物館が人々に
見せるために寄付を受けたにもかかわらず、それを個人に売り、隠されてしまうことです。法
的に問題はないでしょうが、倫理上の問題が生じると議論され、値段が1576万ポンドで30億円
と言われています。エジプトに行けないにもかかわらず、展覧会、オークションなどエジプト
への関心は高いわけです。

　エジプトの考古省の財政は厳しいと思います。非常勤職員を正規化してほしい、給与を上げ
てほしいという要求が繰り返されております。エジプトは不思議なことに省単位に収支を調整
しているらしく、観光客が減り、考古省の収入が減ると財政を圧迫することになります。公共
部門のバスや病院の運営はもっと深刻です。バスの運転手、学校の先生、医者は給料が低すぎ
るとデモが起こしています。エジプト考古省はたくさんの博物館を建設していますが、これも
財政を圧迫していると思います。グランドミュージアムもつくっていまして、2015年 8 月完成
予定が完成していません。日本政府が円借款48億3800万を金利年1.5％、償還期間が30年、10年
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は据え置き期間というローンという形で援助しています。
　「ナイルのたまもの」という言葉は、かつてヘロドトスがいったと思いますが、違う意味で今

もエジプトにあてはまります。リビア、シリア、イラクでは一旦革命が起こった後は分裂状態
になっています。エジプトは、人々が往来し、生活するナイル川があるおかげでまとまってい
ます。今のエジプトが分裂することは想定できません。この意味でも、エジプトは「ナイルの
たまもの」といえるのではないでしょうか。エジプト人のあいだには一体感が強く、博物館は
確かに荒らされましたが、エジプト博物館で盗まれたものの多くは返ってきています。マラウ
ィでも同様です。イラクの博物館が2003年の戦争の時、15000点くらいが荒らされて戻ってきた
のは6000点で7000点は今も見つかっていません。このような略奪を防ぎ、文化財を守るには地
域住民との理解が必要です。私のミッションで働いてくれているワーカーは2011年革命の際、
略奪がサッカラでもあり、明け方暗いうちにそれを見にいったそうです。監視人が暗くてわか
らないから「撃つぞ」と叫び、あやうく撃たれそうになったそうですが、そうやって地域の人
間が文化財を守ろうとするところもあるわけです。略奪のニュースは出てきますが、地域の人
たちが守っているということもあります。エジプトらしい点ではないかと思います。外国隊も、
現地にいって修復して帰ればいいということではないでしょう。地域の人たちとのかかわりが
ないと文化財は十分には守れないはずです。エジプトにいった当初、「エジプトはなんと物価の
安い国だ」と思いました。トマト 1 キロが10円、20円で買える。ところが、エジプトの人に聞
いたら「物価が高い国だ」と言う訳です。エジプトにいってピラミッドを見てスフィンクスを
見て喜んでいるけど、実は現地の人たちのことを知らないと恥ずかしく思った記憶がありま
す。エジプトの公務員の給料を聞いてワーカーに賃金を渡すんですが、その常識はエジプトで
は通じませんでした。

　希望ということでは、革命後、それまで抑圧されたことから自分たちのことを話題にするよ
うになりました。大学でも学部長とか、学長を選挙で決めようという動きが出てきています。
残念ながら現在、それはなくなり指名制に戻りましたが。いずれにせよ、エジプトの人たちは
自分たちの意見をいうようになり、自分たちで行動するようになりました。サッカラの修復作
業者は自分たちで仲間を集めて研究会を開いて前に出ていこうとしています。それもエジプト
の希望ではないかと思っております。私どもは単に修復するだけではなく、どうすればイスラ
ームの人たち、イスラームの慣習、イスラームの法とうまくやっていけるか、その接点を求め
なければ文化財も守れないと思っています。以上、話のきっかけにしていただければと思いま
す。

位田　ありがとうございました。現場の状況、ご経験を大変ビビットにお話いただき、エジプト
の現在の状況がよくわかりました。

　次のスピーカーはハニ・アボエル-アズムさんです。エジプトの考古省外国ミッション事務
局の局長です。よろしくお願いいたします。
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The Egyptian Laws Face the Encroachment on the Heritage of Egyptian Civilization
（エジプト文明の遺産に対する侵奪とエジプト法）

Hany Abo El-Azm: Good afternoon. In the beginning I’d like to thank everybody for inviting 
me to talk about the law in Egypt and the relationship between the law and monuments.

In the speech of Dr. Suita, he said the words of Herodotus, “Egypt is the gift of the 
Nile.” This is true because Egyptian civilization is running all the time on the banks of the 
Nile, but without the Egyptian people there is no civilization, so our Arabic writer said that 
“Egypt is the gift of the Nile and the Egyptians.”

From the beginning the Egyptian civilization began with the concept of believing in their 
religion, and of believing in life after death. The Egyptians tried to build everything to 
survive all days for many decades. So we found that Egyptian people wanted to build big 
temples and tombs to have a life after death. So for the temples, they wanted them to be 
huge and the huge was a greeting for the dead, and if it is huge they would survive for many 
decades.

Because they wanted to live after death, so from the beginning they built the large tombs 
like pyramids. After that, they built their tombs inside the mountains. Inside these tombs they 
brought what they needed to live after death, and also they brought what they used in their 
life. They brought what they had in their life. But as they were afraid of thieves, so they 
drew on the walls everything they wanted to be with them during their life after death. Then 
you fi nd on the walls some scenes showing their life while playing with their people during 
their stay with their families, when they were in the houses, on the land. Anything they 
wanted after death they put it on the walls of the temples.

But they realized that there was something that happened to these monuments, to their 
temples, to their tombs. So they attempted to rebuild everything they needed. We found Kha-
em-was, one of the sons of king Ramses II as the fi rst restorer in Egyptian civilization. He 
was interested in rebuilding old monuments that were destroyed. So we found his name in 
many monuments he restored during his life.

But actually, in the past and in the modern era we found many monuments stolen. I will 
explain this picture later. We found the poor Egyptians, who thieved from the tombs. There 
were two reasons. One of them, they wanted to take the objects to put them in their tombs 
because they had nothing to put in their tombs. So they needed to steal some objects from 
the tombs of rich men, and put them in their tombs.

Another reason was they could steal these objects and sell them for everyone to put in 
their tombs. On this papyrus, Maya-B, you fi nd a description for what happened on the 
thieves. His name is Nis-amon. This papyrus is from the period of Ramses VI, but it was 
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written in the period of Ramses IX. They explained that one of the thieves entered the tomb 
during the period of Ramses VI and tried to take some objects from the tomb. When they 
described this man, they described him as a foreigner, although his name indicated that he 
was an Egyptian. Because he thieved things from the tomb, he was considered as a foreigner. 
They mentioned on this papyrus that Nis-amun stayed four days and broke into the tomb, 
and that he took fi ve days to take the objects from the tomb.

I want to tell you another story about thieves in ancient Egypt. The French mission  
found a tomb for an Egyptian worker who worked to build the tomb in Deir El-Madina. This 
man told a story for the God. He mentioned that he bought a mirror and shoes to put in his 
tomb, but someone stole this mirror and shoes. He asked the guard of the tombs to see where 
this mirror was and where these shoes were, and he referred to another worker and asked the 
guard if this man took my mirror and my shoes, I want this mirror and these shoes because I 
want to put them in my tomb.

The guard took this man and asked him, “What happened? Where is the mirror? Where 
are the shoes?” He never accepted these words and the guard searched in his house, and 
searched everywhere to ask about the mirror and shoes, but they didn’t fi nd anything. For 
this tomb the story was closed, but archaeologists began the story again when they 
discovered the tomb of the person who was investigated about that mirror, and when they 
discovered this tomb they found that mirror and those shoes in his tomb.

So the thieves were common from the past in ancient Egypt. Many kings from time to 
time made a decree to warn people to protect tombs and temples. And there is a decree that 
warned anybody who entered the tombs that the snakes would kill him, that some of the 
guards would harm him. There was a problem for the rich men to save their tombs from 
these thieves.

In modern times we found thieves of monuments. Poor men found their way to enter the 
tombs. Abdelrasol found his way to the Valley of the Kings, and he got into many tombs and 
got all the treasures in these tombs to sell in any way. Sometimes he took mummies and sold 
them for ship. You know, in the past there was no electricity. They brought something for fi re 
for the ships. So they sold the mummies to make a fi re for the ships.

The thief took things from the tombs because of his poor situation, we can understand. 
But for scientifi c work it was not acceptable. We found during the Napoleon period in Egypt 
that, the scientists with Napoleon searched for monuments. Anytime, everywhere they found 
them and they collected all the monuments from everywhere they found and took them back 
to France. You remember Rosetta monument. They discovered it and they took it to France. 
They changed the history when they translated the text on Rosetta monument. We know 
nowadays how we can read the hieroglyphs and how to understand the Egyptian language.
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This picture shows you the soldier of Napoleon with the Sphinx.
After Napoleon, Muhammad Ali Pasha, the founder of modern Egypt, issued a decree to 

preserve the monuments. Muhammad Ali didn’t care about the monuments, he didn’t care 
about history. He was interested in building the country with strong army, but he wasn’t 
interested in the monuments. Under the pressure of some people, like Sheikh El-Tahtawi, he 
made this decree in 1935 which stopped people from moving monuments outside Egypt and 
ordered to build a storeroom to put these monuments and he allowed the people to visit this 
storeroom. But this decree didn’t become true, it was on the paper only.

When Muhammad Ali wanted to make a good relationship with another king or 
somebody he gave him monuments. One gave Muhammad Ali a watch. He bought it in the 
citadel. Muhammad Ali gave him an obelisk. That’s what he did. Muhammad Ali, when he 
wanted to build Al-Aanater El-Khyria, he wanted to take the stones from the pyramids. 
When the engineers told “him taking stones from pyramids is more expensive than taking 
them from the Al-Muqatam mountain”, he changed his opinion and took stones from the 
mountain. So they preserved the pyramids.

Despite the fault of this decree, the scientifi c work was done after that. You fi nd on the 
picture, Lepsius. He was an archaeologist. He had many investigations in many sites in 
Egypt. This site is Abusir. Abusir is an archaeological site from the Old Kingdom period.

You fi nd in this picture how many workers worked with him, how many objects he 
found. And all the objects from his work were moved abroad. You fi nd Lepsius when he was 
happy with many objects he found. He went up the great pyramid and celebrated his work 
with his fl ag and with his team.

This group was archaeologists. You fi nd here, he used men and children for his 
investigations, and after his investigations he took all the objects abroad. This picture shows 
before that.

You fi nd here their work. After he found the object he could cut the stone. This stone 
was so big stone that he couldn’t move it without cutting. He brought it in boxes and moved 
the boxes by cow. He moved another thing by this train used in excavation work. He could 
move it by men. So many objects were moved from Egypt.

Many rulers of Egypt wanted to prevent moving the archaeological objects from Egypt. 
We found Said Pasha. He created the Antiquities Service, offi  cially the Service des 
Antiquities, to stem illicit trade for Egyptian artifacts, and appointed French scholar Auguste 
Mariette as its director.

This was the fi rst step to create a real museum to keep monuments.
This museum helped to make archeological and cultural understanding for the Egyptian 

people. You fi nd here a picture from the museum. This picture was taken, I think, in 1997. 
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You fi nd here a woman, and you fi nd a modern women and a traditional women. Traditional 
women used to stay at home, but here they were visiting the museum and learning about the 
Egyptian civilization. You fi nd the modern men and the traditional men. You fi nd rich men 
and poor men. How do we know? From their clothes.

So in the museum you fi nd in that time everybody from Egypt. They could go to the 
museum and learn about Egyptian civilization.

Under the reign of Khedive Ismail in 1874, a new regulation allowed the regime of 
sharing monuments in response to pressure from the foreign consuls in Egypt, and 
discovered monuments became under his regulation divided into two equals, 50 percent to 
each party. It’s not good but that was the fi rst step.

In the beginning they took everything they found, but now they wanted to divide 50 
percent for the discoverer and 50 percent for the government. So it was the fi rst step to share 
our monuments. Before that, everything was moved abroad but from Khedive Ismail, he took 
50 percent for the government and 50 for the discoverer.

In March 1974, a decree was issued concerning the monuments undiscovered yet to 
belong to the Egyptian government. So for anyone who did excavation at a site, all the 
monuments in the site belong to the government, not based on who discovered them. 
Because the foreigner, when he discovered something, he considerd it belonged to him, so he 
took it abroad. And in this decree he made all monuments on the earth belong to the 
Egyptian government.

Under the reign of Khedive Tawfi q in 1897, a new regulation was issued to punish illegal 
excavations. To explain this information, before that, anyone could do an excavation at any 
site to fi nd monuments or objects. From this time, to do an excavation at any time you must 
take an order from the government. So it is another step to save our antiquities.

In 1880, a decree was issued to prevent the removal of antiquities from the country, but 
it was not true, because this decree could not stop moving the monuments from the country. 
He stopped moving any monuments abroad, but many scholars moved all monuments they 
found abroad.

In 1883 another decree was issued to consider the contents of museums of Egyptian 
antiquities belong to the government.

In 1891 a decree was issued to prevent excavations without a license.
Under the reign of Abbas Hilmill, a new regulation was issued in 1897 to punish 

excavation in the land of the government without a license.
In 1912 he promulgated the fi rst antiquities protection Law No.14. That was the fi rst law 

for Egyptian antiquities.
In this law, there was a defi nition for the monuments. That was the fi rst time to make a 
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defi nition of the monuments: who was the owner of the monument, what was a monument 
and how this object considered as a monument or not. I’ll talk about it later. As for the 
control of illicit trading and punishment. For the contrary to its law, the legal avoided all 
Islamic monuments from overseas export.

Why Islamic monuments? Because Islamic monuments are on ground. You don’t need 
anything to fi nd the Islamic monuments, but because Pharaonic monuments are under ground 
so you must excavate. The Islamic monuments are anywhere, so it’s easy to take something 
abroad.

Under the reign of Sultan Ahmed Fouadin in 1918, he promulgated Law No.8 to protect 
Arab monuments. This law was especially for the Islamic and Arab monuments.

Under the reign of King Farouk in 1951, he decreed another law No.215, which 
prevented the illegal trade of antiquities. This law allowed some cases with offi  cial approval 
to divide the objects with the foreign mission to 100 percent. It meant he could take one 
object if he found two similar objects. He could take one and the government could take 
another. I don’t know if somebody knows the story of the head of Nefertiti. The head of 
Nefertiti was discovered in Al-Menya, and according to the law, because it was a special 
object, so we couldn’t move it abroad, the discoverer made a cast for another spare piece and 
put Nefertiti’s head inside this cast. We had two similar objects and the discoverer took one 
abroad. Inside this one they put the Nefertiti’s original statue.

And now we are asking the Berlin museum to bring back this statue and to put it in the 
Egyptian museum at opening of the Grand Museum. Berlin Museum refused to bring back 
our object, they said it’s not your object. I don’t know how they made it a German object. 
Anyway, a problem for this law was under the reign of King Farouk.

Finally in the reign of Hosni Mubarak, a law was made (No.117, in 1983) and it is 
applied in Egypt until now, and we made a change to this law in 2010. He had a defi nition 
for monuments. He had something to make a solution for all problems. But there were some 
gaps in this law. Now we have a committee to study these gaps in this law to change. The 
congress will be held in December, we will publish some changes in this law and we hope it 
will be good to cover all gaps in this law.

Now we fi nished the history of the law.
To protect the monuments we must put a defi nition for the monuments. In Egyptian law 

we have a defi nition for monuments: to be the product of Egyptian civilization or successive 
civilizations or the creation of art, sciences, literature, or religions that took place on 
Egyptian lands since the pre-historic ages and during the successive historic ages till 100 
years before. So everything before 100 years was considered as a monument, so nobody 
could sell, nobody could make anything about this object that’s before 100 years.
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But there are some objects which are interesting for us, maybe we are talking about the 
law from Ismail, Tawfi q, all the rulers of Egypt. But if we talk about King Farouk, it will not 
be before 100 years. What can we do with this object? So we put another defi nition: to be 
archaeological or artistic value or of historical importance as an aspect of the diff erent 
aspects of Egyptian civilization or any other civilization that took place on the Egyptian 
lands. This picture is for Jewelers for the wife of King Farouk. So we have a museum in 
Alexandria to put this Jewelers in.

But we have something to explain: to be produced and grown up on the Egyptian lands 
and of a historical relation thereto and also the mummies of human races and beings 
contemporary to them are considered like any antiquities which are being registered in 
accordance with this law. So many people, when they fi nd a skeleton, when they fi nd human 
remains, they don’t consider it as a monument, but according to Egyptian law, it should be 
considered as a monument.

This skeleton was discovered by an Israel mission in Sinai during the Occupation. When 
we returned our objects after they left Sinai, they returned all objects to us without this 
skeleton. To know, this skeleton goes back to the third millennium BC, so it is incredible to 
leave this skeleton for Israel to keep it in their museum and he is an Egyptian man. We must 
retain it.

We have another case with Belgium when they took a skeleton of Nazlat Chatir. I think 
we got this skeleton one month ago. I sent to the museum, informing them that skeleton 
belongs to the Egyptian civilization and you don’t have any right to keep it in your museum 
and you don’t have any papers from Egypt to keep the skeleton in the museum, so they 
agreed to return the skeleton to Egypt and we got it returned one month ago.

But what about the defi nition of the international law about monuments. The defi nition, 
according to the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Confl ict with 
Regulations for the Execution of the Convention 1954, the term “cultural property” shall 
cover, irrespective of origin or ownership: movable or immovable property of great 
importance to the cultural heritage of every people, such as monuments of architecture, art or 
history, whether religious or secular; archaeological sites; groups of buildings which, as a 
whole, are of historical or artistic interest; works of art; manuscripts, books and other objects 
of artistic, historical or archaeological interest; as well as scientifi c collections and important 
collections of books or archives or of reproductions of the property.

You will not fi nd a gap between the international law and the Egyptian law to defi ne 
monuments, but international law considers the buildings which have many objects, like 
museums, considered as monuments. So in our law we consider the international law to 
protect our monuments.
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After the defi nition we can talk about the owner of the object. Who owns the object in 
any place? I will not read all of that because it’s law, but in short, the government is the 
owner of all objects in the earth, under water, in museums. In any place you fi nd 
monuments, it must belong to the government. The Ministry of Antiquities in Egypt, and the 
Supreme Council of Antiquities have the authority to control all the monuments in all of 
Egypt, nobody can trade it, can move it abroad, can sell it, and just nobody can control 
monuments except for the Supreme Council of Antiquities under the Ministry of Antiquities.

But we have other cases. Some people already have antiquities before the law was 
issued. We talked about many antiquities with the people, when they discovered monuments, 
they divided these monuments with the government. Some of them don’t move these objects 
abroad but keep them in their houses. The law allows them to keep these objects in their 
houses, in their palace, any places, but they must dedicate where they preserves this object. 
They can take this object but they can not move it, they can not sell, they can not trade it, 
they can not do anything with this monument without returning to the Supreme Council of 
Antiquities. So they can’t do anything, just put it in the house as something good in the 
house and shows it to the visitors. So they have something from the past, but the right for 
this object is just to keep it. The Supreme Council of Antiquities can take it from them any 
time. If they fi nd something important, something good for the country, in this case the 
Supreme Council can give the owner some money and take this object from him. So there is 
nobody can be the owner of the object without permission from the government.

In this slide, I explain it in short term.
After I talked about the defi nition and the owner of the monuments, I talk about the 

problems of antiquities, when I talk about encroachment on the archaeological sites. To know 
what encroachment on an archaeological site is, I must explain the encroachment.

According to the law, encroachment is any works without a license in archaeological 
sites, archaeological areas, archaeological land, and existing installations, whether by digging 
or construction work or storing or by changing the nature of the land or building heights or 
channels or banks or by changing the borders or transfer sand or dust or compost them or by 
changing the facades of existing buildings, especially the Board and which provided for by 
law.

To talk about encroachment, I have one truth. Modern Egypt is living in the same area 
that ancient Egyptian lived. We are living on the river land, so all people now are settling in 
the same area where the ancient Egyptian were living.

So when you fi nd a temple, you may fi nd agricultural land beside this temple, so people 
made their life beside the temples. When Dr. Suita working in Saqqara, you fi nd him 
surrounded by people who are living in these areas. Sometimes in Luxor you fi nd houses 
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above tombs in the same site we are living now. So we fi nd much encroachment on the 
monuments because people are living in the same areas. This problem makes people to do 
something which is not good for the monuments. Some people took monuments as rooms for 
their houses, and some people took the land. I’m sorry, the pyramid, the Red Pyramid and 
Dahshur Pyramid, you can fi nd a cemetery beside the modern cemetery for the people, that’s 
natural.

So the law put some new articles to prevent this encroachment and brought some 
punishment for those who do encroachment against the monuments. But day after day we 
fi nd encroachment, and after moving this encroachment they are back to make another one, 
and we move them and they are back. We must make another reliable solution to overcome 
this problem.

The law brought some connection between people and the Supreme Council of 
Antiquities. They can inquire when they want to build something like that, they can make an 
application to us and we will make trenches, we will do excavations in this site. If we don’t 
fi nd anything on this land, they can take this land and make what they want to do, to make 
buildings, to make something, but they must have a license from the Supreme Council of 
Antiquities. So it’s easy, but some people don’t like that because they will pay money to 
excavate, to do trenches on the land, so they build without taking a permission from 
Supreme Council of Antiquities. That’s the problem of encroachment in Egypt.

So the government made a department to make a connection between the authority and 
people. If they want something from the Ministry of Antiquities, they can go to this 
department and this department can facilitate everything they ask, if we don’t fi nd any 
objects or monuments in this site.

This picture is showing you this archaeological site. This site is Abu Rawash near Giza. 
You fi nd here the site and the worker is working on the site. Besides that, there is a village 
in the midst of the archaeological site.

In this photo you fi nd a big project in Egypt now. it was conducted before the revolution 
and now we want to complete it. This is the road between the Temple of Luxor and the 
Temple of Karnak. In this road, you fi nd stone on the ground and on both sides you fi nd 
statues, a place for sphinx statues. The village was on this site. So the government asked 
people to move from this site to another site and gave them other houses to take this land to 
do excavations and by this way we had a good solution with residents. Now we fi nished 90 
percent of this project and I think in the next year we will fi nish the whole project and there 
will be a road from the Temple of Luxor to the Temple of Karnak as it was in the past, when 
the ancient Egyptians built those temples.

I’d like to talk about Osirian, I am sorry to make some archaeological defi nitions. I must 
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explain. Osirian is a place for the god Osiris. Osiris is a god for common people in Egypt, 
and he returned after death to the life, so all Egyptians wanted to be like Osiris to return 
after death. Everywhere you will fi nd Osirian; beside it you fi nd agricultural land, here the 
ground water reached to the temple and the tombs of Osiris.

Last year we had something funny in this area. Some people brought fi sh in this water to 
sell and eat it. But now we removed the water.

Another problem with the monuments – I am sorry for taking long time – is damage of 
antiquities. The damage of antiquities happens in Egypt for many reasons. The fi rst reason, 
because of terrorism. In this picture you fi nd the terrorist accident happened last year in front 
of the Islamic art museum. A bomb was exploded in front of the Islamic art museum and 
destroyed everything in the face of the museum and destroyed many objects inside the 
museum. The Egyptian government began to restore this building and restore the objects 
inside the museum. We are planning to reopen this museum on 6th of next October with the 
Festival of October in Egypt.

The second reason for damage of antiquities, that some people want to control some 
expensive lands as in Alexandria, but these people think if there is any monument found in 
this land, the authority will take it, so if they dig and fi nd monuments, they will damage 
them to take this land and build a big building and have much money, extra money, because 
if they fi nd any monuments they will not get anything.

So the Egyptian government got a solution for this. If someone fi nd similar monuments 
that we are keeping, we can draw, we can take all the information about this site, and we can 
move it from this site to another site. After that, they can take the land and take everything, 
and can do anything they want, but people don’t care about that and highly to destroy the 
monuments before we move them because movement of the monuments takes long time, and 
they want to fi nish the project soon, so we have a solution in the law but people don’t care 
about this solution.

In this case, the law brought some penalties to the people who destroy the monuments. It 
takes to pay the money or to be imprisoned.

Theft of antiquities. This is the third problem for antiquities in Egypt. Dr. Suita showed 
us a statue that was bought with 1 million dollar, so it’s very expensive and I know there are 
some objects that have reached 12 or 15 million dollars, so it’s very expensive. It’s easy way 
to be a millionaire as people think: if I dig under my house and fi nd something I will be a 
millionaire, and if I give it to the government, the government will give me 10,000 or 
20,000, so why would I give it to the government.

So some of them tried to steal these objects. We found this picture in someone’s house, 
he dug a trench to get into the tombs. We found many similar cases. You found here, from 
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1990 to 2002, we had 30,588 cases, they tried to steal the monuments. These cases we know, 
but what about the cases we don’t know, It’s very huge.

We found many monuments were shown in exhibitions in Europe and in USA and we 
don’t have any right to ask these galleries to return back to Egypt.

For thieves of antiquities, the law brought some penalties, it reached to a person seven 
years or in the new law it is reached to 25 years.

So after the theft of antiquities we talk about the recovery of antiquities. Dr. Suita talked 
about Sekhemka. I think most of you must have read about the problem of the resell. It was 
brought from Egypt by somebody who digged in Egypt according to the previous laws. It 
was given to Northampton Museum in England, but after many years, the museum wanted to 
sell it to repair something in the museum. And an individual paid 20 million dollars to 
collect this statue.

In this case it was very strange because the museum could sell it. They could keep the 
statue to allow the people to study from it, but to sell it. It is very dangerous. So many 
museums in Europe stopped making a connection with this museum. Egyptians had many 
protests in front of the museum to stop this sale. Finally they couldn’t stop this sale because 
according to international law we don’t have any right to retrun it back. Why? If the owner 
of the object has an agreement, he sells it to another one, so he has an agreement between 
him and this one, and this one has an agreement with another one, so according to 
international law, he has right. He bought it from another body, so we can’t get it back.

We made a department to recover these problems in Egypt since 2003. In 2012, we 
brought some new rules and asked UNESCO to change the international law to stop selling 
objects without a written paper from Egypt, not from individuals. Simply, whoever to keep 
any Egyptian object, he must has a written paper from us, that he has the right to keep this 
object with him. This object is bought with legal procedures, not illegal. If there is a written 
paper, he can keep and sell it and do everything, but without the paper, he doesn’t have any 
right to sell or to do anything with this object and we asked UNESCO to stop any objects 
being sold in museums without written papers from Egypt. And until now UNESCO is in 
discussion on how to change the international law.

Simply, if we found anything, any object registered in our registration book in Egypt, it’s 
easy to return it, but from the illegal excavations we found many monuments and objects 
abroad without registration. So many objects were in galleries and we couldn’t return them 
back to Egypt.

I’m sorry for your time. It’s a long time to me, but there are many things to talk about. 
Thank you for your attention. [applause]
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位田　次のセッションに移ります。個別報告とコメントをいただきます。前田耕作和光大学名誉
教授、アフガニスタン文化研究所所長から「アフガニスタン・バーミヤン遺跡の破壊と保全」
のテーマです。

アフガニスタン・バーミヤン遺跡の破壊と保全
（The Tragic Destruction and the Conservation of Bamiyan sites in Afghanistan）

前田　バーミヤンのことについて語る機会を設けていただきましたことを深く感謝申し上げたい
と思います。エジプトの話を吹田先生とエジプトの方から伺いました。エジプトはストーリー
とヒストリーの二つがあって語り出のあるもので文化の深さを、そのこと自身がよく私たちに
伝えてきてくれているなと思いました。エジプトの文化を集約的に表す言葉、ヨーロッパ側の
学識で勉強したものにとってはキャッチフレーズのようなものがあって、ヘロドトスの「ナイ
ルはエジプトのたまもの」という言葉があります。これはエジプトを語る時のキャッチフレー
ズになっていますが、ヘロドトスがその当時の流行語をうまくキャッチとして使ったんです
ね。もともとはヘカタイオスという歴史家が使ったのですが、それほどエジプトのキャッチフ
レーズにはなれなかったのを、ヘロドトスが使って「ナイルはエジプトのたまもの」という末
代まで残る名セリフとなったので、ヘカタイオスも、最初の発案者として栄誉もともに共有で
きたと思います。歴史の重さがエジプトの文化財について今日に至るまで世界の人々を引きつ
けていく要素になっていますが、言葉というものも文化財にかかわって、どういう言葉が使わ
れるかは大事だと痛感いたしました。

　もう一つは私の具体的な体験ですが、トロイの遺跡を訪れたことがあります。偶然ですが、
西ドイツのテレビのインタビューをトロイの遺跡で受けたんですね。なぜかというとシュリー
マンがトロイで発掘をして、ある文物をドイツにもってかえり、ドイツの民族博物館に「トロ
イアの秘宝」として飾られていたわけですが、ご存じのように第二次世界大戦の時、ソ連軍が
戦利品として接収した。したがって民族博物館には存在していない。たまたま私がトロイにい
た時にソビエトのプーシキン博物館にあることが発見したというニュースが入り、それについ
て「日本人としてどう思うか」という質問だった。「戦利品として文化財を取得してそれを既得
権として保有しつづけることは許されないことであって、当然返されるべきものだ」と答えま
した。インタビュアーは「どこへ返すんですか？」。もちろんドイツですから当然、「ベルリン
の民族博物館へ返すべきだ」という私の答えを期待したんでしょうが、私は、そう答えなかっ
た。「トロイアに返してほしい」と申し上げました。「トルコもトロイアにミュージアムをきち
んとつくって現地で迎える体制をつくる必要があるでしょう」とドイツのテレビに答えた記憶
がございます。そういう意味では文化財の現況をどういうふうに考えるのかということではさ
まざまな問題があって、超えがたい問題もあるけれども、私は今日、バーミヤンで体験してい
ることを皆さんに伝えることによって、法的にも、文化遺産そのものについてのとらえ方につ
いてのコンセプトを国際的に形成するという意味で、一つの参考になればと思いまして皆さん
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にご報告したいと思っています。
　アフガニスタン全体の景色です。見ていただきますとタジキスタンの山、パミールから山が

ずっとアフガニスタンのところに入ってきています。この山はヒンズークシという名前がつい
ています。アフガニスタンはダーリ語というペルシャ語の方言を使っているわけで、その方言
に基づけば「インド人殺し」ということで、インドがバーブル朝によって多くの領域をアフガ
ンから出立した王朝によって支配される時期があり、それでたくさんのインド人がアフガニス
タンにつれてこられました。その時の多くの人たちがこの山の近くでバタバタ倒れていること
があったのです。モンスーン地帯から高所乾燥地帯、最も乾燥した地域にくるわけですから当
然のことながら順応できず、たくさんの人が倒れたんですね。インドの考古学隊とここで仕事
をしましたが、インドの考古学隊といくと大体半数くらいベッドの中に寝ている。高山病で耐
えられない。毎年、インド人のカメラマンが変わる。本国に帰って亡くなった人や重症でこら
れないということで。それだけ変化が大きい。そのためにヒンズークシという名前がついたん
ですが、もともとここはバーミヤンではありませんが、バーミヤンの北方、ウズベキスタンと
の国境にアムダリア川が流れていて、古代名はオクソス川。アレキサンドロスの東征記の中に
も頻繁に出てくる名です。オクソス川の南北がバクトリアという歴史上有名な地域であってア
レキサンドロスとともにここがギリシア化し、それ以降のギリシア文明を受け入れていく。ヘ
レニズムを真正面から受けとめたということです。そこは有名ですが、バーミヤンの方は山の
真ん中です。ヒンズークシのまさに真ん中にあるんです。どちらを見ても山の中。日本人がな
ぜここに関心をもったのか、ご存じのように玄奘法師が629年に北方から、現在のウズベキスタ
ンからアムダリアを渡ってバルフを経てバーミヤンにやってくる。

　いったいどこがバクトリアの本拠であったかを考古学上、明らかにするのは考古学者の夢で
各国で競争したんですね。特に1923年、フランスはアフガニスタンと最初に文化協定を結んで
考古学的な発掘権を手に入れると、その独占権に基づいて発掘を続けるんですが、こここそま
さにヘレニズム文化の一つの拠点ということを裏づける遺跡になかなかぶつからなかった。そ
れで「バクトリア・アン・ミラージュ」、幻のバクトリアという有名な言葉がはかれます。「バ
クトリアよ、いずこ」というわけです。それから下って1964年、今度はクンドゥズの国境線近
く、アフガニスタン側のところでアイ・ハヌムという遺跡が見つかり、これこそまさに「ヘレ
ニズムの都市国家そのものである」とわかり、フランスは古代バクトリアを世界で最初に発見
する栄誉を手にすることになるわけであります。

　バーミヤンは仏教遺跡です。日本は戦後、東京大学と京都大学、東西の両大学が考古学のフ
ィールドをめぐって競争するわけですが、京都大学は現在のアフガニスタン、パキスタンを戦
後の考古学の主要なフィールドとして設定する。東京大学はイラン、イラクと、ある意味で再
分配をするわけです。当然のこと、大陸で多くの調査拠点をもっていた大学は戦後、すべてを
失うわけですから、どこか新しい場所をということで京都大学は仏教遺跡を追う。玄奘が649年
に書いた『大唐西域記』」に基づき、その遺跡をアフガニスタンで追って確認していく大きな作
業をすることになり、バーミヤンは当然その中に入れられた。それ以降、京都大学は考古学的
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遺跡を、私は名古屋大学のミッションに入って、そこに存在する壁画すべてを調査する仕事を
分担し現地に臨むということだった。そのおかげで日本の大学、名古屋大学と京都大学の二つ
でほぼバーミヤンに関するすべての資料が蓄積されている。2001年 3 月、東西の大仏は爆破さ
れてしまいましたが、しかし基本的な資料は全部両大学に存在しています。戦後復興をどうす
るか、何も手がかりがない時に両大学の学術調査が基礎になって具体的に遺跡保存の手がかり
を探り出したということになると思います。

　バーミヤンが早くから爆破対象になっているという話は出ていました。当時タリバン政府
は、まだ揺れていました。ユネスコを中心として「イスラームとは関係ない異教の文化だとし
ても、アフガニスタンにとってはかけがえのない継承すべき遺産なのだから守るべきだ」とい
うことで何度も繰り返し応答があった。その中で特にここで問題になったのは1954年締結のハ
ーグ条約第二議定書、1999年の議定書を持ち出して「国際的に守る体制をユネスコでもバック
アップしてつくるからアフガニスタンはどんな戦況の中でも文化遺産を守ってほしい」と繰り
返し行います。特にイスラームの法学者にも文化遺産を守るということについて発言を求めま
した。それはユネスコの方針で一生懸命やりました。ムバラク大統領の頃、エジプトから法学
者を送ることを求められるとムバラク大統領は「バーミヤン及びそこを中心とした仏教遺跡と
いえでも、人類が継承すべき共通の遺跡としてバーミヤンの保全にあたることを努力します」
と答えました。それに基づいてミッションが組まれることになり、いよいよという時、その少
し前に爆破を実施することが起こってしまい、残念ながら、すべての努力が無駄になりました
が、この時に事務局長が彼らに伝えた言葉があります。「他のいかなる宗教にもましてイスラー
ムが誇りとしてきた尊敬、寛容、英知のすべてに、あなたたちの行為は離反しています。理不
尽な論理に基づくものでユネスコとしては受入れ難い。したがって何とか妥協点を見つけてほ
しい」と。これはいろいろな政治的判断があり、タリバンのオマール氏は爆破取り消しを命ず
るんですね。この時タリバンに最後まで破壊中止を迫った女性がいます。ナンシー・ディプリ
ーというアメリカの女性です。ルイ・ディプリー、アフガニスタンで大きな民族学的調査と考
古学的な調査を総合した基本的な本をお書きになった人ですが、パートナーであったナンシー
さんが最後まで食い下がったのですが、残念ながらそれも聞き入れられず、爆破されてしまっ
たのです。

　ここに示すのは玄奘がおいでになった時の道筋。北方のサマルカンドからおりてきて、テル
メズ、バルフという、かつてのソグディアナとバクトリアの都の跡を通ってヒンズークシの真
ん中にのぼっていかれる。出たところがバーミヤンであります。そこにこられるルート、玄奘
さんの歩かれたルートはきちっと残っている。玄奘はここで左手に折れバーミヤンに至る。そ
の記録を残しておられる。

　バーミヤンの冬の風景。向って左手に見えるのが西の大仏、右手にみえるのが東の大仏。ナ
イルが「エジプトのたまもの」なら、アフガニスタンにとってたまものは山の雪です。アジア
高所乾燥地帯ですから山に雪が残るかどうかによってアフガニスタンは今年、食べていかれる
か、難しい時期を迎えるかという判断をするわけで「雪が積もった」と喜ぶわけです。これが
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全風景です。二つの摩崖とその岩壁があって、西の大仏は55メートル、東は38メートル。薬師
寺東塔の水炎と九輪も含めた高さです。55メーターは東寺の塔くらいの高さがある。玄奘は東
の大仏を釈迦の立像とお書きになっている。西の大仏は「石の大像」と書かれただけです。大
仏が爆破されて衣が飛び、衣の土の中に切り藁や羊・馬の毛などを入れて衣の下地をつくった
ことが判明しました。藁切れのC14の放射線測定によって東大仏の方が古いとわかりました。あ
る日、東大仏の上に動かない星があることに気づきました。それが北極星でカメラを開放にし
て撮ると大仏の上に星が舞う見事な写真が撮れました。昔の人は最初に宇宙的な動機をどこか
に求めるはずで「この下だ」と決めたということもわかってきて、二つの大仏建立の動機がみ
えてきました。

　ところが、玄奘はバーミヤンを去られる時、一つの謎の言葉を残された。「ここの谷に巨大な
涅槃の像があった」と書かれている。およそ千尺と。300メーターくらいの大きな涅槃像があっ
たというのです。戦後、涅槃の位置をまずきちんと位置を定め、そこを崩さないように保存修
復の作業に入る必要があるということで埋蔵文化財の発掘と調査をやったんですが、どこを掘
っても出てこない。理論的には釈迦仏は当世仏で、西の大仏は弥勒仏で未来仏であるといって
もいい。当世から来世へ、その間に大きなブリッジをかけるのは涅槃という時間しかないだろ
うと。この谷は2.5キロありますから当然、その中に収まるというストーリーを描く。夢かもし
れませんが。残念ながらここには痕跡も出てきておりません。

　これは大仏の反対側の風景です。バーミヤンは南の方が高く、4000～5000メートルあり、コ
ーエバーバ、「父なる山」といわれています。この盆地の中にバーミヤン遺跡はあるのです。い
かに恵まれた地勢の中に仏教の都が営まれたかがおわかりになっていただけると思います。

　これは発掘の様子です。発掘には80人くらい人を雇わないといけない。人をどうやって集め
るか。しかも発掘の場所は畑にかかっていたり、田んぼにかかっていたりする。山間ですから
生産物が少ないので必ず農閑期を選ぶ。人夫を雇う。平均賃金をどうやって算出するかは大き
な問題で徹底的にバーミヤンのバザールで働いている人たちの平均賃金をとることをして、こ
れならば平均賃金として大丈夫だと確認して「これでいきますよ」と人夫を募集する。農閑期
で現金収入がない時ですから、わんさと集まります。村単位でキャップを選んでいく。村で選
ばれた人が責任をもってつれてくる。定期的な労働についたことがない人たちですから契約し
たからといって同じ人数が明日くると思ってはなりません。しかしこの時に事件が起こる。 3
年目の折りにアメリカから人権向上委員会に属している若い人たちがやってきて「あなたたち
は不当な低賃金で働かされています」といったわけです。私たちと論争になった。「賃金を上げ
れば町全体の賃金を崩すことになる。町から賛同をえられない。だから平均賃金を算出した。
それでやっているんです。特別にお金を払えということと人権とどのようなかかわりがあるか
具体的に立証してください」と論争になった。そういうことがあらゆるところで生まれてくる
ので簡単なことではありません。もう一つはこの中の人たちはイスラームの人です。私たちが
やっているのは仏教遺跡の保存です。中には「こんなきたない仕事はできない」と率直に意思
表示する人もいる。「そうではない。これはバーミヤンの人たちが望んで求めている保存事業で
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あると理解してほしい」と繰り返し、応答しながらやる。最終的にその人は参加しませんでし
た。そういう問題が遺跡保存事業には必ずついて回ることを痛感させられました。

　これは今の大仏と南方の山の中間にあるシャル・イ・ゴルゴラというイスラーム時代の城砦
です。不思議なことにこれだけの大城砦があるのに、ここだけが玄奘三蔵が触れなかった唯一
の場所です。なぜかと現在も考えています。

　破壊される前の大仏。顔の削られ方にも論争があります。 8 世紀末から 9 世紀にバーミヤン
にイスラームの人たちがやってきてイスラーム化することは、ほぼ歴史的に事実であると裏づ
けられます。バーミヤンの人たちは改宗を迫られる。注目したのは顔の削られ方です。丁寧に
削っている。直角に。どうやって切るのか。水です。頭の上に縦に穴を掘り水をしませる。乾
燥地で水に弱い。下唇の上のところできちっと切り取る。これこそバーミヤンの人たちのイス
ラームへの改宗の証ではないか。仏教徒が切るのでなければ、このようなきちっとした切り方
はできないだろうというのが私たちの判断だったわけです。

　天井に壁画が描いてある。西大仏の壁画は法隆寺の壁画にみるようなタッチで見事なもので
す。東大仏の方には太陽神が描かれている。仏陀と太陽神は仏典の中で比べられていて密接な
関係があるのはわかりますが、この太陽神は全く違う。 4 頭の白馬が引く黄金の馬車に乘った
太陽神が描かれていた。聖典『アヴェスタ』のミスラに捧げる章の 1 章に符号する。歴史的に
異なった文化が釈尊の頭上で出会うという、まさに異文化融合の瞬間を示した図柄でした。残
念ながらこの壁画も破壊され失われてしまいました。現在は一片も残っておりません。

　バーミヤンの大仏が、あの時、一気に爆破されたわけではないようです。大仏の顔のところ
で最初にタイヤを燃やした。一種の聖像の辱めをやる。顔面が真っ黒になっていますね。そし
てこれだけのものを動員して膨大な爆薬を仕掛けていく。こうして2001年 3 月11日を迎える。
この作業を手伝わされた村人たちがいて「銃を突きつけられて作業をさせられた」といってい
ますが、それらの人たちの証言によると「最初、爆破したがだめだった」と。最終的には仏体
の中にドリルで穴をあけて入れていく。それで最も効果的に爆破を行ったと。この映像はアル
ジャジーラが撮った映像であります。この映像しかありませんから各社がこの映像を使う。戦
後の復興作業の折りにアルジャジーラが取材にきましたので、率直に聞きました。「あなたたち
はあの瞬間、なぜそこにいたんですか。あの映像のために予め通知を受けて立ち会いを命ぜら
れたんですか？」。「答えられません」ということでしたが、これがバーミヤン大仏破壊の最後
を証言する映像になりました。ある意味、アルジャジーラに感謝しないといけないのかもしれ
ません。21世紀の蛮行の直接の証言として。

　2002年、戦後すぐユネスコが日本と合同の調査団をつくる。具体的な資料は日本にしかない
と日本隊が加わっていきました。破壊されたのは二つの大仏だけかなと思ったらカクラク石窟
というところにあった7.5メーターの仏像も同じく破壊されていました。立仏も坐像もすべて
爆破している。両大仏だけを象徴的にやったというのではないことがわかりました。壁画の壁
面も剥いでいく。これが現場にあった剥ぐ時に使った道具。なまなましいもので、ちゃんと現
場においてあった。それも回収しました。歴史的証言の一つとして役立つだろうと思います。
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　やらないといけない最初のことがありました。大仏の破片を商売にする人が現れたからで
す。ベルリンの壁も売れたじゃないか、ならば大仏の破片も売れるだろうと。バーミヤンの人
が発想したわけではない。バーミヤンの人は1000年近く大仏とともに生活を送ってきました。
イスラーム教徒ですから大仏といいません。「大きいお父さん、お母さん」といってストーリー
を変えることによって文化財と共存してきたが故に、シルクロードブームの時、たくさんのお
客を呼ぶことができた。そのことを忘れていない。したがってバーミヤンの人ではないことが
わかります。外国から入ってきて大量に持ち出すだろうという情報があったので、持ち出させ
ないことが第一。網を張り、この看板を立て「遺跡で特別に重要な国の記念物はユネスコと日
本政府とアフガニスタン情報文化省によって保護修復されます。」と英語のダーリ語で記しまし
た。目的の意思表示をはっきりすべきであって、きちんと書くべきだと。なぜ日本政府と入れ
たのか、バーミヤンの事業が始まる前の2002年、カブールで大きな国際会議が開かれました。

「アフガニスタンの文化復興にかかわる国際シンポジウム」が開かれ、日本は「バーミヤンの保
存修復についてはユネスコの日本信託基金を通して寄付する。 1 年 1 億円」とサインをしてい
たからです。「日本政府が大きな力で修復に臨みます」という意志表示でもあります。というこ
とでバーミヤン修復事業が始まるわけです。

　さて一番大きいのは大仏を入れていた仏龕です。大仏はこの中にいる。仏龕は大仏爆破の時
の爆風であちこち亀裂が走っている。放置するとこのまま崩壊する。仏龕を補強するのは大作
業でした。国際会議を開いて、どこが適切に工事をできるか。最初に手を上げたのがアブシン
ベルの神殿を移動させたイタリアのグループです。彼らはピサの斜塔も止めてきた。アルプス
のトンネル工事もやってきた。イタリア隊に仏龕の保存を任せた。なかなか難工事で、とても
我々の手にはおえません。大きな重機をもちこまなければいけない、ヒンズークシの山の中に。
重機を運ぶ車両を日本はもちません。なぜなら日本だけが軍隊を送っていないからです。イタ
リアもドイツも軍隊を送っています。重量あるものを運搬する力をもつのはドイツとイタリア
だけ。イタリア隊はアンカー、12メーターのステンレスのパイプを摩崖に打ち込んで周辺にコ
ンクリートを注入してピン止めをしていく。難工事でしたが、すべて事故一つなくなしとげる
ことができました。

　この作業に入る前にバーミヤンではなすべき大きな仕事がありました。除雷です。内線中、
丘の上はタリバン政府が占領し、バーミヤンの遺跡側には反政府側がいた。にらみ合ってどち
らも地雷を埋めた。その除去がいかに大仕事か。またお金がかかることも改めて知らされまし
た。国際会議で、そのことが重要であることをユネスコが認識し、そこに資金を集中するとい
う合意を取り付けなければできません。 3 年間、除雷作業を徹底的にする。石窟の中でアプロ
ーチできるところは必ず除雷隊がついていって見て、埋まっているかどうか判断して石窟に入
る許可をもらう。どのチームにも先導して作業をする。後から私たちが立っていた所に大きな
対戦車地雷が埋まっていたと聞いてびっくりしたんですが、人間の体重くらいでは反応しない
ということでした。もう10年、バーミヤン保全作業をしていますが、大きな事故一つありませ
ん。ただし除雷隊が一人犠牲を出しました。一仕事終わったので、そこにあった石に腰をかけ
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たとき、その下に地雷が埋まっていて、その人が犠牲になったという悲しいことも起きました。
　日本隊による壁画保存。作業するのは半分は女性です。最初に壁画の除染をしました。エッ

ジングで壁画の剥離しているところをきちっとエリ止めしていく作業を徹底的にやっていま
す。一人はイタリアから参加してもらっています。バーミヤンの保存事業はドイツと日本とイ
タリア、そしてアフガニスタンがやっている。先の 3 国はいずれも第二次大戦の敗戦国です。
そしていずれも復興の経験があります。恣意的に選ばれたわけではありません。パリのユネス
コ本部の会議で議論して合意された結果です。最初に私たちが現場に網を張ったのはオリジナ
ルマテリアルを確保するためだったのです。言うは易し、でなかなか難しいことです。エッジ
ングの作業、下は断崖絶壁ですから命綱を使う。同時に壁画の保修をやっていく時、担当国だ
けがやるのではなく、現地の人が基本的には文化財の保存、維持にかかわらなければできない
ことは明らかですから必ずアフガニスタンの専門家が加わること。地元の人を採用していっし
ょに作業に加わることを決めました。専門家はカブールのミュージアムからきます。専門家た
ちは日本へきて奈良文化財研究所や東京文化財研究所などで技術研修して技術力をアップさ
せ、現地に赴き現地の人といっしょに仕事をすることによって、さらに技術の継承者をつくっ
ていくことを同時に進める必要があります。残念ながら今のところバーミヤンで技術研修をす
る拠点が、まだできていないのが現状です。ここでの経験を次にバーミヤンの人たちに渡して
いく作業を起こす時期だろうと思っております。カブールからくる人たちはカブールへ帰って
しまう。現地はカラということで、それでは継続性が失われます。

　保存可能の状態になった石窟を封鎖していく。レンガを積んで扉をつくってデータロガーを
入れて温度変化を測定できるようにして一つひとつ閉じていく。これが目下の大きな作業で
す。真ん中にみえる人は大工さんですが、戦後、アフガニスタンは戦後復興ブームで大工さん
をなかなか常雇いできない。日ごと、賃金が上がっていく。それでも我々の賃金はこの人だけ
上げることはできないので、何度も通ってお願いして「この意義を感じてほしい。レンガ積み
は我々がします。木扉はあなたがつくってくれ」と分業しながら一つひとつ石窟を止めていく
作業をしました。できあがりがこれです。これでわかったことがあります。データロガーによ
って窟内の平均温度が12℃くらいであることがわかりました。お坊さんたちが瞑想するなり、
お祈りを捧げるなり、居住をしても冬でも入口に布をかけると可能だなと。ずっと冬でも窟内
に居住できることがわかりました。これは冬期の作業。いかに大仏の後壁を固定しておくかが
重要な作業です。ここから入って大仏の頭をめぐって下りてこれるようになっている。仏さま
を礼拝する仕方に右遶というのがあります。メッカのカアバは左回りです。仏教は右回り。現
地の人たちは「仏教はこっちから回るのか」と改めて発見して驚いています。

　大仏の裾の部分。除雷隊が入っても60、70センチ下までしかきかない。そこから下は掘った
ところはもう一度やらないと下までは地雷が埋まっているかどうかわからない。不発弾がたく
ん埋もれていた。片っ端から採取して別のところで地雷とともに処理する。大仏の上の体がふ
っ飛ばされた後、これが後壁で、この壁を留めています。ここから大仏さんの足の部分をよう
やく見ることができます。横から見ると、ここが台座で足の部分。履物を履いておられると思
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いますか？　基本的には履いていない。履いているのではないかと思える箇所があったので丁
寧に調べましたが、大地の上に素足でどっかと立っておられることがわかりました。

　東の大仏、腰のところに帯状のものがみえます。玄奘はこれをごらんになって大仏は鋳造さ
れた金仏で、「分身別鋳」だと表現された。なぜかというので後でわかったんですが、足場で岩
屑を採取すると、ここだけシストといって岩層が違う。上塗りが乗っていないので、ここが分
かれている、玄奘は「金色に輝いて上下金仏であった。ここで接いだ」とおっしゃったのです
が、岩層の違いであることがわかりました。大きな発見でした。

　大仏の衣をつくる時に化粧土をぬりますが、職人さんたちが最初の地塗りを手でやったので
しょう、大きな手の跡が、いくつか残っていることも、爆破されて初めて発見されました。ま
た大仏の右手のところ、肘が出ていた部分に木材をさしこんだ穴があいていました。その穴の
奥から経典が出てきました。これはまさに仏さまが私たちに残してくれた新たなる遺品だと思
いましたが、「縁起経」もみつかりました。爆破を、改めて新しい遺産発見に変えるという感激
的な時期もありました。

　足が落ちて今の大仏さまの奥のところにある仏堂。爆破されてものすごい勢いで吹っ飛んだ
ので元へ戻し、天井の落下を防がないといけない。インド隊は大仏が爆破される前に元の足を
きれいにつくりました。これがインド隊が復旧する際につくった足です。元の足は崩れてしま
っている。レンガで補強している段階があり、インド隊はそれをさらに想像復元をした。これ
は復元するということに教訓を与えました。replica without origin、元型なきレプリカという
ものは存在するのか。インド隊がやったことはそういうことになる。戦後こんどはドイツ隊が
この足をつくりました。この足が大問題になりました。ドイツ隊の人たちで実際に仏陀の足に
さわった人たちはほとんどいない。上部が落下する可能性があるから支えが必要だと。仏足と
なればインド隊の足はそもそもその復元から問題があったのに、議論する手間を抜いた。彼ら
の報告書はピラー（柱）とのみ書いてある。ピラーの部分もあるが、前に足部を伸ばしている。
言い逃れはできません。修復の現場で文化財を保存するといっても何に基づいて何をしようと
しているのか、「明確に方法論の上でも、コンセプトの上からも議論されて同意に達しない限
り、手をつけてはならない」ということの一つのいい教訓を残したともいえる。ユネスコも驚
きました。僕らが最後にいった時、2012年に発見して「このままでは問題がありましょう」と
いうことでユネスコは仏足の作製にストップをかけました。今はもちろん中止されたままで
す。さらに壊すことは危険な行為ですから。この段階で「国際的な議論をもう一回しましょう」
ということになりました。改めて美学をやっている方も美術史をやっている方にもご意見をお
聞きしたいのですが、こういうものの再建は、どういうものを基準としてやるのか、そのこと
を明らかにする必要がある、理論的にも。レプリカなのかリプレゼンテーションなのかコピー
なのかをはっきりと私たちが議論しなければいけないと思います。

　これは気候観測装置。バーミヤンには気候観測装置はありませんでした。昔と比べると気候
変動が激しいということで、コンスタントなデータをとろうと。この屋上は日本人の民間資金
でできた部屋の上です。日本ユネスコ協会連盟が資金を公募して「バーミヤンの人たちに残し
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ていく教育の場所が必要でしょう」と建設したものです。政府に何度も交渉しました。その当
時政府機関ではハコものはだめだが決まり文句になっていました。そこで「公には頼らない。
民間でいこう」と民間の基金で我々がつくったということであります。いまも「バーミヤンに
は、平和博物館といったハコが必要なんです」と申し上げてるんですが、政策に反映していた
だくところまではいっておりません。

　私たちが作業を終えると村の手伝ってくれた人々を集めて、今年はここまでやりましたとい
う報告会をかならず開きます。そして「冬の保全はあなたたちでここをやってください」とお
願いする。初期は男性ばかり。だんだんと重ねていくうちにベールを被った女性が参加してく
るようになりました。女性が文化遺産保護の現場に参加するのはめづらしく私たちも驚きでし
た。バーミヤンはイスラームの戒律が厳しい所なので男と女が同席することはないんですが、
これも戦後教育の成果なのでしょう。バーミヤンの歴史を説明しました。イスラームの人たち
にとっては教育で習うのはアフター・イスラーム、イスラーム以降でイスラーム以前は歴史に
はないと。しかし「バーミヤンにあるものはイスラーム以前でプレ・イスラームとして文化と
してどう受け取らなければいけないのか、これこそバーミヤンである」と説明していくとだん
だん女性が増えてきて前の方で熱心に出てこられる。質問がある。「私たちは歴史を習いまし
た。歴史によるとバーミヤンにはかつて大きな地下宮殿があったといわれていますが、事実で
しょうか？」。寝耳に水で「誰がそんなことをいっていたんです？」「イスラームの神学者たち
はバーミヤンの地下に宮殿があると。教科書に書いてある」と。「私たちの経験ではそれはあり
ません。あるとすれば300メートルの大涅槃の可能性はあるが、地下宮殿があるのは経験上、な
い」。そうすると「イスラームの神学者は間違ったのかな」という話なんですね。ストレートに
話が出てくるのが、こういう場所なんですね。「イスラームの歴史はそうなのか」と何を教えて
いるのかもわかってくる。文化遺産を受け取り、共存し、遺産をこれから活用していかなけれ
ばならない。食い扶持にもなるわけですから、そのことを考えるとプレ・イスラームの歴史抜
きには活用できない。最近ですが、バーミヤン空港が日本の資金で整理されました。その入り
口に大きなモニュメントが造られましたが、そこにバーミヤンの歴史がきちんと書かれている
のです。私も感動しています。何度もこういうことを繰り返す必要があるのですね。

　これは現場です。石窟の中。講義を聴いていた女性が石窟を訪ねてくる。女性が一人ではこ
られないから同僚をつれてきた。説明を求める。「これは何を意味しているのですか？」と石窟
の現場で向き合うことが初めてできるようになった。大変うれしいことでしたが、継続してい
くためには絶えず現地にいって一生懸命働く姿を見せないといけないのですが、残念ながら、
ここ 3 年ほどいけていません。外務省から許可がでません。外務省がどういおうと「いきます」
といっていますが、つれていくメンバーのスタッフたちは大学に所属し、研究所に所属してい
ると上司で「いってこい」とハンを押す人がいません。残念ながらいまのところ日本の存在感
を示すことは難しい。それならば一つ方法があると。バーミヤンに小さいものでもいいから博
物館をつくってほしい。そうすれば彼らも集まる、私たちは情報を流すとはできる。そこで武
庫川女子大学に「バーミヤンミュージアムの基本プランをつくってください」とたのみました。
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一昨年、イタリアのオリビエイトでの国際会議で公表してもらいました。バーミヤンの人たち
は喜んだ。一つの拠点ができ、文化遺産を継承していくため、それをつくりあげる場所ができ
るのは大事なことだと。それが認められてつくろうと。すぐ日本に帰って関係者と交渉しまし
た。「いくらいるんだ？」「理想をいえば25億」「とても出せない」とやっているうちにだんだん
と「 5 億円くらいならば」。外務大臣に「 5 億円でやってくれますか？」とお願いしたんです
が。いっぽう、韓国は 7 億円ポンと出しました。今建設中の「文化センター」は韓国の資金に
よるものです。国際的な大きな事業をおこなう場合は透明なインターナショナル・ファンドを
設けるべきであって「どこの国がということではなく、それぞれが持ち分において寄付するフ
ァンドをつくるべきだ」と私たちは文書化しました。インターナショナル・ファンドをつくっ
て透明な運用をする。韓国が 7 億円出しても日本が 2 億円でもインターナショナなファンドと
して運用される。しかしここは難しいところです。韓国が出すなら日本は出さない。「韓国が出
したのですから日本も出してください」というのが私の説得でしたが、実りませんでした。

　アフガニスタンの文化遺産で戦争中、守り抜かれたものがある。 2 万点近い黄金製品がある
んですが、アムダリアに近いバクトリアの西方の遺跡から出土したのです。1978年末に発掘さ
れた。ソビエトとアフガニスタンの共同調査隊がやった。その時期、そこで考古学活動をでき
るのはソ連隊だからできる。外国隊は近寄ることもできない。フランスは78年に撤退を始めて
いた。我々もバーミヤンでの調査はひかえざるをえない情況であった。1979年12月、ソ連軍の
アフガニスタン侵攻がはじまる。出土品は、カブール博物館に全部入れましたが、だんだんと
政府が日替わりに変わっていく。どうも文化財も危ないという危機感を感じた。何とか保存す
るにはどうすればいいか。秘匿ですね。誰にもわからないうちに隠す。一種の緊急避難をやっ
た。戦後になるまでわからなかった。戦後になって初めて「遺品の行方は？」といわれて大騒
ぎになったんですが、大統領府の地下金庫におさめられていた。何重にも鍵が掛けられてあっ
たという。アフガニスタンの場合、鍵をもつ人と管理者は全く別の機能ですから、その人がず
っと守り抜いた。そして秘宝は残ったんですね。その秘宝を世界に展示する。内戦だけで明け
暮れたわけではないという意思表示になるだろうと。それを公開することになった。公開する
時に日本とフランスが手を上げました。「我々のところでやりましょう」と。ところが実は日本
には大きな障害があった。国外に出してはいけないと決議したにもかかわらず、カルザイ大統
領が出すと決したのですから、それぞれアフガニスタン駐在の大使が「うちでやりますとハン
を押してくれ」という条件がつけられました。

　フランスはシラク大統領が飛んでいって自らハンを押した。それでこの展覧会はパリから始
まったんですね。10数年間関係機関と交渉し続けました。こんにちまで実現できませんでした。
たまたまオーストラリアで展覧会があり、たまたま青柳文化庁長官がいかれて「なぜこの展覧
会が日本ではできないのか？」と指摘したのが大きな転機で、「じゃあ日本で何とかしましょ
う」と動いてくれて 1 月から九州の国立博物館で、 4 月には東京国立博物館でやることが可能
になりました。文化財を守る、どう多くの人に知ってもらうかというプロセスの中には国によ
ってさまざまな異なったドラマがあると思いますが、我々はそれをひとつひとつ超えていくほ
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かありません。
　私たちは遺跡保存を年間 1 億円かけてやっています。ところが遺跡にいく途中の学校、ユニ

セフから戦後、もらった古びたテントの中で現地の子どもたちは勉強している。しかもテント
一つしかないので男女共学。イスラームではあまりしません。包括的に文化遺産の保護をする
時、こういうプログラムを含みこんで全体のプログラミンブをしない限りは国際貢献と大きな
声ではいえません。これはバーミヤンの子どもたち。バーミヤンはカチャルー（じゃがいも）
の名産地でもあります。戦車も子どもの遊び場になったということで、ある意味で平和が定着
しつつある感じですが、ただバーミヤンに限ってです。バーミヤンはアフガニスタンの民族の
中でもハザラといって唯一のシーア派に属する民族です。大仏を爆破された時、バーミヤンの
人たちはシーア派ということで多く虐殺されました。そのことも念頭に入れてほしいことで
す。

　これはゼウスの左足で大理石でできたもの。フランス隊によるオクサス川の流域の発掘で発
見された神殿から出土したもの。これだけしかないというのは大理石が多くなかったんです
ね。泥で座像をつくって大理石の足の部分だけが残った。発掘されて以来、カブール博物館の
至宝として展示されていました。ある時、忽然と日本の骨董市場に現れた。徹底的な略奪にあ
って流れついてのでしょう。どうすればいいか。

　ユネスコと相談して「文化財といえども避難してくる難民と同じだろう、難民扱いにしまし
ょう」と流出文化財をカルチュラル・ディフィジーととらえ、文化財難民を保護することを公
然と行動の対象にすることにしたのです。すると骨董商から「実はこういうものが流れてきて
いる」という情報が入ってくる。品物として買い上げることはできませんので「ここまでもっ
てきた輸送費については面倒みましょう」と民間資金で交通費支払いにあて止めたのが102点あ
ります。この102点は今度、アフガニスタン展が東京博物館で開催されますので同時に展示して
祖国に返したいと思っています。

　いくつかの問題点を含みこみながら、最後にひとつだけ皆さんに申しあげたいのはカブール
博物館の廃墟になったところに掲げられた幕があって、そこに「The Culture is still alive the 
nation will be alive」と書かれていました。文化が生き残っていれば国も必ず生き延びるとい
うこのスローガンが戦後のアフガニスタンの文化遺産保護の原点になるものであったことを高
く評価したいと思っております。ありがとうございました。

位田　前田先生どうもありがとうございました。大変意義深いお仕事と大変なご苦労とで、感激
的なお話であったと思います。日本がバーミヤン遺跡の保存、修復に大きな力を入れているこ
とがわかりました。それでも十分ではないと思いますが。個人の経験ですが、私は、ユネスコ
の松浦事務局長の頃、ユネスコの委員会の委員長をしていまして同時に日本のユネスコ国内委
員会の委員でもありました。その時の委員長が平山郁夫先生で、バーミヤンの遺跡の保護と修
復に力強い熱弁をふるっておられたことを思い出します。同志社大学はアフガニスタン支援の
枠組で毎年、 4 、 5 人の留学生を受け入れていまして、私自身にも近いお話を伺ったと思って
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います。ありがとうございました。
　それでは次のコメントをいただきます。関西大学文学部教授の小田淑子先生。よろしくお願

いします。

■コメント
小田　私は法学とは関係なく、文学部で宗教学の立場からイスラーム、世界中の宗教も扱ってお

ります。宗教の問題が大きなトピックになっていながら宗教学の立場から十分に話がなかった
と思いますので。

　宗教と文化、ハムディ先生が「文化と宗教とは違う。クルアーンのテキストと解釈は違う」
と言われた。こういう問題を少し宗教学の立場から整理してみたい。市原先生のコメントに「宗
教主導が原理主義だ」とありましたが、原理主義としては少し偏った定義だと思います。また

「宗教は文化の一要素である」とも言われました。確かに宗教は文化、社会、政治とかかわって
いるし、政治学や社会学からみると宗教は一要素です。しかし宗教学は宗教をトータルでみよ
うとします。宗教学から見ると政治も文化も社会も宗教のファクターです。違う見方ができる。
宗教にとって大事なのは歴史を超えた超越という次元がある。そこで宗教はある意味、歴史、
文化を超えるからそれを否定することもあるわけです。たとえばイスラームの場合、終末論、
最後の日がくるという終末という考え方は現世的な価値や秩序を一切否定する立場、仏教の悟
りも同じで、この世の営みをある意味で徹底的に相対化してしまう。そういう視点を宗教はも
ちうるという、最後のところでは文化財を保護することが大事だという結論にいきますが、宗
教の歴史を見ていく時、偶像破壊もいくつか例があったこともお話しようと思います。

　偶像という言葉自体がただの画像、今日の文化財の考え方とは違って、神をアイドルという
時にはすでに批判の対象になっている。一神教の立場から拝んではいけない被造物を拝んでい
る、あるいは異教の神々、間違った神を拝んでいるということがアイドルという言葉の中に入
っています。仏像を拝む人はアイドルとは思っていません。仏を拝み、神と思って拝んでいる、
だけどイスラーム、キリスト教徒から見れば、偶像崇拝。すべて拝んではいけないものを拝ん
でいることになるという意味です。

　そこで神の像はどこにでもあるとは限りません。一神教に対して日本の神道もそうですが、
大半の先住民、ネイティブの人たちの宗教、アフリカ、アジアの宗教は多神教です。たくさん
神々はいますが、すべてに神の像があるとは限りません。自然そのものを拝んでいることもあ
ります。日本の神道も神の像はほとんどありません。一時期、仏教の影響で神の像がいくつか
つくられていますが。神々の物語、神話はあります。神をイメージすることはできますが、神
の画像や彫像はない。神の像がある宗教はある程度限られている。

　もう一つ、宗教には文化を否定する一面があります。神や聖なるものは、姿をときとして歴
史の中に表し、さらに聖典や教義、儀礼のように現象や形態にもなります。けれども、どこか
それを超えたものがある。ハムディ先生が「クルアーンのテキストそのものと解釈は違う」と
強調された時、解釈はあくまで歴史の中で行われていくが、ムスリムにとってクルアーンは、
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ある意味、神そのもの、歴史をこえたものです。文化と歴史が水平だとすると、宗教というの
は垂直なものといってもいいかもしれません。神という垂直、次元はある意味で文化と歴史を
否定する。それは悪いことばかりではなく、歴史的なものを相対化する視点にもなるというこ
とです。像の破壊はむろん現在の観点から言えば、犯罪です。しかし吹田先生のお話やバーミ
ヤンの話にもありましたが、文化財保護は近代的な価値です。古代エジプトを保護しようとす
る人たちが現地の貧しいムスリムを無視することがあるとすれば、それはムスリムにとって心
地よいことではない。

　神の像を実際に物理的に壊す例はそんなに多くありません。ムハンマドは630年にカアバ聖
殿へ入り、カアバ聖殿にあったジャーヒリーヤ時代の偶像を壊してイスラームの成立を宣言し
たという事例があります。ISにとっては、「イスラームの理想的な時代はムハンマドのあの時
代にあった。」その考え自体は間違っていないと思います。確かに初期イスラームはものすごい
エネルギーと創造力をもっていた時代で、「あの時代をもう一度」という考え方は間違ってはい
ない。間違ってはいないが、ISにすれば、ムハンマドもカアバ聖殿の偶像を壊したと言いたい
のかもしれない。昨日の女性論でリハム先生もハムディ先生も「ユニバーサルなものとヒスト
リカルなものがあり、クルアーンはある意味でユニバーサルだ。現代にも適応可能なユニバー
サルなメッセージがある」というのがムスリムの立場です。カアバ聖殿の偶像破壊も女性差別
も 7 世紀のアラビア半島という歴史的文脈の中で行われた。そこを切り分けないといけないの
に、IS及びファンダメンタリストはクルアーンのテキストをすべて字義どおりに従って行動す
れば、「今、理想の時代が起こってくる」という誤解があるのが非常に残念だと思います。

　文化財の像を壊すことは現代の価値観からすると、とんでもないことですが、歴史をみてい
った時、物理的に像を壊さなくても、アフリカやアジアの人たち、多神教の人たちがキリスト
教徒に変わっていった。バーミヤンの仏教徒がイスラームに変わっていった時、その時には、
一神教は「今までの神を捨てろ」と要求するわけです。その意味で文化的にみれば一神教が広
まったことは、逆にいうと「先住民の神々をすでに殺してきた」。「先住民の神々を偶像と見な
してきた」ともいえるわけです。そのような見方もできます。仏教はおだやかだといわれます
が、一つだけ仏教の仏像破壊のマイナーな例、これは仏像破壊をすることが悪い例ではなく、
よい例として伝えられてきているエピソードがあります。一人の禅僧が貧しくて、何も客をも
てなすものがない。小さな仏像を叩き割って薪にして火をおこしてもてなした。不信仰を示す
ものではなく、禅の精神を最もよく理解している僧が、今、この場で何が必要かを考え、仏像
を叩き割ってその人をあたためた。そういう宗教的な話として伝わっているものです。

　仏像破壊もISがやっている文化財批判とのずれを感じます。宗教という人類の歴史を宗教学
的にみた時、像の破壊も少し相対化してみることもできます。それに対して近代的な価値観と
して文化財保護が一般的に認められるようになっている。これはその通りだと思います。その
意味でISがやっていることは批判されても仕方がない。ムスリムの大半の人たちも近代的価値
を共有しているし、イスタンブールのアヤソフィアの聖堂も、もともとビザンツの教会だった
ものをモスクに変えた時、キリストの像を塗りかためたり、壊したりしましたが、現在は修復
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しています。ムスリムたちも近代的な価値観を、ある程度認めている。前田先生のお話にも吹
田先生のお話でも、一神教徒にとって偶像というものは決して心地よいものではない。この難
しさは残るような気がします。ただ今は共存の時代ですから、いかに他宗教、他文化、他民族
が共存できるかというのが、グローバル時代の大きな課題です。そのために「文化財難民」と
いう言葉、文化財として異質をものを共有する、いっしょに暮らすという考え方が、これから
大事になってくるだろうと思いました。

　そこで何よりもそういうことが可能になるためには平和であること、平和はただ人が我慢す
ればいいだけではなく、経済格差の問題、いろいろなアンフェアなことをどうやって是正して
いくか。それは先進国に大きな責任があると考えております。終わります。

位田　ありがとうございました。それでは引き続き桃山学院大学経営学部准教授の井上敏先生に
コメントをお願いします。

井上　現在、私は経営学部の教員ですが、学生時代、学部と修士では法学部で、博士課程は文学
部の考古学研究室で学んでおりました。そこで学んできたのは文化財及び博物館に関する法律
です。ですので、これから先生方のご発表についてのコメントは法律学の観点と文化財そのも
のに対する観点の両方からになります。また現在は博物館学芸員課程の教員として大学に勤務
しておりますので、博物館のコレクション・マネージメントの観点からもコメントさせていた
だきます。

　更にこれからのコメントの観点には具体的に 3 つあります。一つはハニ先生がお話されたこ
ととの関わりからエジプトと日本の考古学が対象にしている埋蔵文化財の保護について比較法
の観点からコメントができるのではないか。 2 つ目は博物館のコレクション・マネジメントの
観点からエジプトから流出してしまった文化財について。今回のシンポジウムで問題になって
いる最近のIS等のテロリストによるものや、それよりずっと以前の話、大英博物館のロゼッタ
ストーンやメトロポリタン美術館で展示されている作品等の返還問題、即ち国外に持ち出され
て売買され、それが博物館のコレクションになっていることの観点に関してのコメント。 3 つ
目が佐藤先生からのご依頼があった、法学部では国際私法のゼミにいましたので国際私法の観
点から。今日のシンポジウムは国際条約としてはハーグ条約が中心になるかと思いますので、
そこでは触れられないユネスコ条約について、国際私法といいますか民法の観点からお話させ
ていただきます。このような観点でお話をさせていただければ、と思います。

　日本では考古（学）遺産・遺跡というよりは「埋蔵文化財」という言葉が文化財保護法上の
用語になっていますが、ハニ先生はエジプトの法制度について話されました。それと比較して
日本ではどうか、ということですが、ハニ先生は「エジプトは遺跡の上に住んでいるといって
いい」と話されましたが、日本も同じです。日本には40数万箇所の遺跡（埋蔵文化財）が存在
していることがわかっています。日本の国土は37万7000平方キロメートルありますが、日本の
遺跡がどれくらいの密度で存在しているかといいますと日本の国土は山が多いので、多くの遺
跡は平野の部分である国土の 3 分の 1 程度の範囲の中から40数万箇所の多くが出てくることに
なります。ですので 1 平方キロメートルあたりに直せば 5 つ 6 つくらいの遺跡が存在している
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ことになります。ですから、その状態ではほとんど遺跡の上で日本人は生活していることにな
ります。つまり、開発すれば必ず遺跡が出てくるということです。そして日本の場合、40数万
箇所の遺跡のうち90％以上は史跡などに指定されず、ほとんど残っていません。そういう状況
の中で日本の文化財行政、文化庁や地方自治体は記録保存のための発掘調査はする形で（年間
1300億円かけてやっていたこともあります）今日まで来ています。その意味でも日本とエジプ
トは共通している部分もあり、日本ではそれだけの文化財を破壊しているということがありま
す。

　そして文化財保護法の研究者として、見つかっていない遺跡も含めてエジプト政府は遺跡、
そして文化財の所有は政府がやることになっている、という点に興味がわきました。日本の場
合、文化財は個人所有が前提になっています。それに対して国宝とか重要文化財等といった価
値（遺跡の場合は「特別史跡」や「史跡」に指定）を後からつけて、場合によっては買い取り
によって公有化するということをしています。エジプトと日本の法律を比較して考えると、そ
こが根本的に違っている。少なくとも遺跡に関しては違うのかなと思いました。特に政府が文
化財を所有する、という点でエジプトは政府の力が断然強いと思います。

　また文化財のことを好まない人も多くいることもあり、遺跡から文化財が出てきても見て見
ぬふりをすることもあります。エジプトの場合もあるということでしたが、遺跡の調査をしな
いままこっそり遺跡を破壊するという例は日本でもあります。そういう部分で文化財に関して
日本の制度がどうなっているかということについてのコメントをさせていただきました。

　2 つ目は博物館のコレクションについて。これに関しては色々な問題がありますが、今起き
ている問題と過去に博物館のコレクションになってしまった文化財をどう扱うかは難しい問題
があります。世界的に著名なのは大英博物館のエルギン・マーブルの返還問題が有名かと思い
ます。これに対してどう対処すべきか、簡単ではない。イギリス側は法的には問題ないと反論
していますが、たとえそうかもしれないとしても倫理的にはどうかと突きつけられています。
大英博物館のコレクションの問題では「過去と現在では別の価値観と文脈で判断すべきだ」と
いう彼らの言い分が出されています。これに対してどういう決着をつければいいのか。更に「文
化財を守るための技術をもっていた国が、保有していたからこそ残っている」という彼らの反
論、それも含めてどういう形で決着をつけるべきか、私たちも考えないといけないのですが、
単に返せばいいという問題ではすみませんし、返してどれだけちゃんと保護されていくのかを
含めて文化財保護の面から考える必要があると思います。

　今回、イスラームというテーマで、博物館の業界の人間として、エジプトの話だろうとイス
ラームであろうと、なかろうと、文化財の不法輸出入は全世界的に行われている。それを今後
どうやって文化財を守っていくか、流出させないか。流出させてしまった文化財をどうしてい
くのかも考えていかないといけない。ところが困ったことに流出したものを買うミュージアム
がある。大英博物館とか大きな博物館は買わない方向で現在、館の規則が整備されていますが、
それ以外の博物館、特にコレクションがそれほど充実していない博物館では文化財を求めてい
く方向があります。ユネスコ条約によってそれを抑えようということになっていますが、それ
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でも多くはコレクションの充実という名の下に買い込む状況はなかなか変わっていっていな
い。学芸員課程の学生に私が見せている映像の 1 本はスウエーデンに流入してくる文化財を買
うミュージアムの話、もう 1 本はタリバン等のテロ組織が文化財を盗掘しそれを不法に輸出し
てお金を儲け、その資金でテロを起こすような事例を見せています。そのため、博物館の専門
職の人間はたとえコレクションを充実させるためとはいえども買ってはならない、と分かって
もらうためにやっていますが、学生の率直なコメントは「博物館は文化財を守るために存在し
ていると思っていたのに、こういうことをやっていることを知ってショックです」という学生
が多い。倫理的に教育していくこともありますが、現実的に博物館のコレクションを充実させ
ていくために出所が分からない文化財を購入しているという現実は未だに変わっていないと思
います。そこをどうするか。ユネスコ条約の細部も含めて考えていかないといけないのですが、
そういった文化財を購入しないという実効性をどう担保していくのかを考えていかなければい
けないということが 2 つ目です。

　3 つ目についてはユネスコ条約と日本の民法の関係についてです。ユネスコ条約に日本は
2002年に加盟しています。条約ができて32年も経って（条約の発効は 2 年後の1972年）からよ
うやく入っています。西ヨーロッパ諸国も多くの国々は入っていませんでした。実効性として
も問題があったのですが、日本が2002年に入った時、なぜ32年間も入らなかったのが当時の国
会でも問題になっています。外務大臣も「日本の怠慢だ」とコメントを残していますが、言い
訳的には民法上の法的な問題としてどう整備して決着をつけるかが大きな問題になったという
ことになっています。民法上では盗まれてから 2 年間、善意で持っていれば、その人のものに
なってしまう。あまりにも時効になる期間が短すぎるということで、ユネスコ条約に加盟する
際、「文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律」を同時に制定し、「特定外国文化財」の
制度をつくることにより善意取得 2 年＋ 8 年間で10年に時効を延ばすことができるようにし
た。しかし文化庁のホームページでは2002年から13年経過していますが、特定外国文化財の件
数は非常に少ないまま変わりはありません。どれだけ日本政府が本気でやっているのか、実効
性については多くの疑問をもたざるをえないと思っています。

　エジプトでは文化財が盗まれても国内にとどまっているならば政府のものであることは変わ
らないので善意取得の問題ということは出てこないかもしれませんが、エジプトから出ていく
文化財があった場合、どう法的に取り戻すようにできるようにするのかを善意取得の部分も含
めて整備していかないといけない。特に日本では時効が 2 年と短いので、他国との整合性をど
う取るのか難しい。特定外国文化財は10年ですが、指定のない文化財は 2 年のままということ
で、エジプトのものが日本に入ってきたら、どう法的に処置するのかを含めて考えていかない
といけない部分があるということです。

　ユネスコ条約は盗まれたものしか効果はありません。また批准するより以前に起きた事件に
関しても適用することはありません。そういう問題を抱えている一方、ユネスコ条約の中身に
も大きな問題点もある。条約では税関で人やモノ、文化財が不法に輸出されていないかどうか
をチェックすることになっていますが、これだけ多くの人間やモノが出入りする現在のグロー
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バル化した社会の中で、どれだけ物理的にチェックすることが可能なのか、大きな問題になっ
てきます。更に税関の職員、人を充実させるという考え方もありますが、文化財に関する知識
をどれだけ税関の人がもっているかという実効性の問題がある。これだけの知識をつけた人を
雇うとなると養成にも時間がかかり、どれだけ多くのお金や時間がかかるか。ユネスコ条約が
生ぬるいという批判があり、規制を厳しくして、文化財の売買、骨董を売買していく時に過去
の所有者の履歴をつけて出すとなっていますが、これも偽造したらどれだけ見抜くことができ
るか。ウソをいってもどこまで追及できるのか、現実的にユネスコ条約でうたわれている理想
を実現することができるのか、大きな問題になってくるかと思います。モラル的な問題もあり
ますが、条約で規定されていることを、どう実行させていくかに関しては大きな問題を抱えて
いる条約であるといわせていただきたいと思います。今回の話ではユネスコ条約に触れられる
方がいらっしゃらないようなので、あえて補完して話をさせていただきました。

位田　どうもありがとうございました。
　続きまして、特別コメンテーターの香西茂先生にお願いいたします。
香西　私に与えられましたのは、「武力紛争の際の文化財の国際的保護」というテーマであります

が、これは、国際法の立場からいいますと歴史が古い問題でして、戦争の災害から文化財をい
かにして守るかという命題であります。人類がこの問題に取り組んだ古い歴史があるというこ
とでございます。文化財の被害というのは地震や火災などの自然現象に止まらず、戦争や略奪
という人為的行為によっても生じるわけであり、戦争や略奪で失われた事例は枚挙にいとまが
ありません。「文化遺産は戦争のものいわぬ犠牲者である」ということがいえるわけなのです
が、戦争の際に文化財を災害から守る交戦者の義務については、18世紀の頃の国際法学者の著
作の中でもそういうことは論じられております。たとえば、ヴァッテル（Emer de Vattel）と
いう学者、この人はスイスの外交官であると同時に国際法学者でもありましたが、ヴァッテル
のテキスト・ブックを見ると、こういうことがいわれています。「敵の都市を包囲したり、砲撃
する場合には、教会や公共建築物、芸術的な記念碑は本来、戦争と関係のない建物だから、そ
ういうものを破壊する行為は、戦争遂行にやむをえない場合を除いてはやってはならない」と
いっております。19世紀にハーグ陸戦法規というものができましたが、この中でも同じような
規定が盛り込まれています。20世紀に入り、第一次世界大戦後にできたのが国際連盟ですが、
国際連盟のもとで「戦時における文化財保護に関する条約草案」が起草され、1938年には国際
連盟のもとで「戦時における歴史的建造物や芸術作品の保護に関する条約」草案というものも
つくられたのです。ところが、第二次世界大戦が勃発したため、結局条約として実現をみるに
は至りませんでした。第二次大戦中に破壊された歴史的建造物や、略奪され国外に移送された
美術品の数は、第一世界大戦をはるかに凌駕したのであります。

　そこで文化財保護体制が無力であったということへの反省から、第二次大戦が終わり、国際
連合ができ、その専門機関のユネスコ（パリにある芸術文化の保護を専門とする機関）が、国
際連盟のもとで挫折した条約化の仕事を引き継ぐことになったわけです。1949年、国際連盟の
時代の草案を下敷きにした草案がユネスコの総会に提出されました。その結果、49年 5 月14日、
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「武力紛争の際の文化財保護に関するハーグ条約」というものができました。それに附属する
「実施規則」とか「議定書」も同時に採択されたのですが、これが1954年、「ハーグ条約」とな
りました。

　ハーグ条約につきましては、その特色として注目されるいくつかの点があります。それを見
ますと、第一番目に、その適用範囲を国家間の紛争、つまり、戦争だけではなく、一国の中で
の内戦にも適用されるということです。宗教や文化を基底とする国内紛争が多発する現状を踏
まえたもので、内戦への適用が一般的になったことが第一点でございます。二番目の特色とし
まして、保護の対象となる文化財の種類ですが、それには 3 つあり、第一は文化財として重要
な動産や不動産、考古学的遺跡や建造物などがあげられます。第二に博物館、図書館、つまり
ミュージアムということになりますが、そういった建物も対象となりうる。第三には文化財の
集中地を一つの地区として保護の対象とするということです。こういう 3 つのカテゴリーを設
けたわけです。第 3 番目の特色として、ハーグ条約は文化財の保護の仕方、どの程度の保護を
すればいいかということを 2 種の義務に分け、「保全義務」（セーフガード safeguard）と「尊
重義務」（リスペクト respect）、ちょっとわかりにくい言葉ですが、この 2 種類に分け、それ
ぞれの義務内容を詳しく定めています。第 4 番目は、保護の程度、すなわちどの程度の保護を
与えるかという義務の内容ですが、これは一律ではなく「一般的保護」と「特別保護」の 2 種
類に分けています。保護については皆様に配布しました図表の青の部分、一般的保護は、国際
赤十字のレッドクロスと比較する意味でブルーシールドを、これをいろいろなものに貼って

「こういうものを攻撃の対象にしてはいけない」と。一つは「一般的な保護」ですが、もう一つ
は 3 つ重ねた形の「特別保護」というものです。「特別保護」というのは事前にそのことを明示
しなければならないという面倒な要件が伴ない、実際には「一般的な保護」のシールが貼られ
るという実行が行われていました。

　1954年の「ハーグ条約」と1999年の「第二議定書」の二つの条約ができて、日本はこの二つ
の条約に同時に加盟することになりました。1954年のハーグ条約は加盟国126カ国中、日本は
118番目の加盟国です。非常に遅い加盟でした。1999年の第二議定書は68カ国の加盟国中、47番
目で加盟に及び腰の態度が見られます。なぜ日本が二つの条約の加盟を渋ったのか。1954年の
ハーグ条約では「文化財は放送局や幹線道路といった軍事目標になる施設との間に十分な距離
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を確保しなければならない」という規定がありました。つまり、放送局とか幹線道路は「軍事
目標」として攻撃の対象となりうるわけですが、京都や奈良のような文化財が集中していると
ころで、その近くに今述べたような施設があると紛らわしいわけで、そういうものに対しては
間を空けなければならない、十分な距離を確保しないといけない。これは事実上、難しいので
はないかというのが加盟を渋らせる理由となりました。そういう「接近」という問題は第二議
定書になりますと、両者と距離をもたさないといけないというのはあまり現実的でないとの考
えが強まり、十分な距離を確保しなければならない義務は必要ないというふうに条件が緩和さ
れることに第二議定書では変りましたので、日本の参加への道が開かれることになったわけで
す。そこで1954年と99年の二つの条約に同時に加盟することになりました。

　もう一つ日本が加盟を躊躇した理由として、そもそも「武力紛争に関する条約」というのが、
「平和憲法のもとで日本が武力紛争を前提とした条約に参加することはいかがなものか」といっ
たネガティブな態度の世論が強かった。これが加盟を渋る一つの原因でしたが、しかし日本は
国連には早くから加盟していたわけですし、国連憲章の規定では戦争状態を前提とした規定が
ある。国連平和維持活動（PKO）が事実上、制度化されましたけれども、それには日本は積極
的に参加して実績を上げていますが、PKOは武力紛争の存在を前提にしている。それに日本は
何の抵抗もなく加入しているのなら、わざわざこの問題にこだわる必要はないのではないか。
PKOは、アナン前事務総長が「平和維持軍」というものを前提とし、「国連軍による国際人道
法の遵守に関する告示」を出していることが注目されますが、ハーグ条約も第二議定書も、内
容はそのままその告示の中に盛りこまれているわけですから、そのことについて日本がこだわ
る必要はないと思います。

　「イスラーム教徒による文化財破壊の正当化」の理由につきましては、小田先生がその点を問
題にされましたが、「偶像崇拝を禁じているコーランの教えにしたがった措置である」とイスラ
ームの人たちはこれを正当化するのでありますが、タリバンにしろ、「イスラーム国」にしろ、
こういう主張はあるのですが、果たしてイスラームの教典、「コーラン」そのものが異教徒の偶
像を絶対に認めず、「破壊」を強制するという内容のものかということには疑問が生ずるわけで
す。先ほどの小田先生の説明によりますと、偶像を破壊する慣行は多神教よりも一神教、つま
りキリスト教やイスラーム教の方が多い傾向がある。しかしキリスト教にしてもイスラーム教
にせよ、その宗教がどんどん発展しつつある高揚期の段階では、そういう現象が見られたにせ
よ、イスラム教の安定期に入ると人の心も沈静化して、文化財を大事にする傾向があり、あま
り偶像破壊にこだわらなくなってくる現象が見られると、小田先生は考えておられれるのでは
ないかと思われます。そういう観点からハーグ条約の加盟国を見ますと、偶像崇拝を禁止する
イスラーム圏の国々も、いずれも加盟国になっている国がかなり多い。これをどう解釈するか。
イスラーム教徒といえども異教徒の遺跡や仏像、絵画に対してそれ自身は客観的に人類の文化
財として普遍的な価値があるのだということを、暗黙裡に認める傾向があるのではないか。そ
うであるからこそ、イスラム諸国もハーグ条約などに加盟していると、私は解釈せざるをえな
いわけです。
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　今まで申し上げましたのは、ハーグ条約にしろ、1999年の第二議定書にしろ、いずれも武力
紛争を前提に、それにどのような立場をとるかを見てきたわけです。先ほど、井上先生は、そ
れらの条約と違って、1972年発効のユネスコ条約について説明されました。ユネスコ条約は、
戦時、平時を問わず適用されるのですが、このユネスコ条約という「文化財の不法取引防止条
約」の眼目は、井上先生がその趣旨を説明されたように、博物館などから盗難にあった文化財
が海外に流出する、それをいかにしてくい止めるかということが一つ。さらに実際に流出して
しまったものを返還できるようにするといった形での文化財遺産保護を目的としてつくられて
いますが、日本は1972年のユネスコ条約に加盟するのに30年以上かかり、やっと重い腰を上げ
て批准しています。なぜこんなに遅れたかということですが、入国する際に空港で検査をする
検査官の能力、つまり文化財に詳しい知識が必要であることが日本の加盟を遅らせる一の理由
であった。もう一つは国内法を整備するために時間がかかった。たとえば民法の規定で時効が
成立する期間を 2 年から10年に延ばすかどうか、法改正が必要となります。また、刑事の問題
でも犯罪をおかした人をどう処罰するか、刑法の規定をいじらないといけない。その他国内法
の整備に時間をとられたというのが加盟を遅らせた理由だろうと思いますが、私個人の経験
で、こういうことがありました。

　1996年、フィンランドのヘルシンキで国際法、International Law Association（ILA）の学
会に出席しました。その中の文化遺産法（Cultural Heritage Law）の委員会に出ていました
が、そのとき、私自身、ユネスコ条約の適用に自ら巻き込まれるという経験をしたわけです。
ヘルシンキの会議の後、ILAの企画したエクスカーションがあり、ロシアのエルミタージュ美
術館を見学することになりました。私は家内と一緒に行っていたのですが、そのとき妻はバイ
オリンを携帯しておりました。帰ってからすぐ日本で演奏会がある、その準備をしなければな
らないとバイオリンを持ち歩いてていたわけです。無事に会議が終わってロシアには列車で行
ったのですが、国境のところで止まった時、警官の何人かが乗ってきて、妻のバイオリンケー
スが列車の棚においてあるのを見つけて「これは誰のものか」ということで隣の部屋につれて
いかれました。バイオリンの中、バイオリンには御存知のように穴がありますが、そこからの
ぞきますと「1725年」と書かれている。すると「1725年につくられたこれは文化財に該当する。
ドキュメントを見せろ」というわけです。「ドキュメントとは何か?」と尋ねますと、「バイオ
リンがいつ購入され、誰の手に渡ったかという履歴書がいる」ということです。「持ってない」
といいますと「それではこのバイオリンは我々がキープしておく。ふた月待ってもドキュメン
トが示されないと没収だ」ということなのです。日本に帰り、たまたま一緒に会議に出席して
いました友人が、妻がバイオリンのケースを日本から持ち歩いていたことを見ていたので、親
切にも目撃者として「ロシアで買って外に持ち出そうとしたものではなく、日本から持ってき
たものだと証明する」と向こうに電報を打ってくれ、モクスワの日本大使館もその交渉を援助
してくれました。当時日本はまだこの条約に入っていなかったのですが、やっと交渉がうまく
いきまして、大使館の人が国境までバイオリンを取りにいってくれ、一件落着となりました。
そういうことで、まさにカルチュラル・ヘリテージ・ローの委員会で話しあわれたユネスコ条
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約を現実に身をもって体験したということであります。最近でも同じような事件があり、日本
のバイオリニストがストラディバリウスを外国の空港で接収されたことが報道されていること
をみると、この問題が根本的に解決されていない。一連の事件の発生は、日本が当該条約への
加盟を遅らせ、法整備を欠いていることが、原因の一つといえます。こんな経験をお伝えして
お話しを終わらせていただきます。

位田　ありがとうございました。災いにお会いになったお話までつけていただきまして、ありが
とうございました。

■パネルディスカッション
位田　ご質問、ご意見がございますでしょうか。

I’m sorry, but I don’t know your name exactly. Please introduce yourself.
Riham Bahi: Hi. My name is Riham Bahi, and thanks for the opportunity to comment or ask 

questions. I enjoyed the presentation today and I want to make a couple of comments. I’ll 
speak slowly for the translation.

You mentioned from the comments the story of Muhammad and the destruction of the 
idols in the ka’aba or the House of God in Mecca and also how this is used to back the 
argument of the terrorists, to use the correct word because you said the Muslims, to destroy 
temples and other idols or other statues elsewhere. We want to understand this in a historical 
perspective because when Muhammad destroyed those idols he destroyed them in the House 
of God, so he cleared the House of God. He did not go into people’s houses and cities and 
destroy their statues.

Islam entered a lot of places, a lot of countries, a lot of cities, and as we see, temples in 
Egypt are intact, temples in India are intact, despite the fact that Islam entered those places 
many, many years ago.

Also, I remember that I visited Luxor this past winter and I have seen also when 
Christianity came to Egypt and how they tried to destroy parts of the temple in Luxor as also 
a sign of rejection of the religion before, so I think this is something done in all religions.

We need also to discuss two points. What is the role of the international community in 
protecting the world heritage, and I stress that these temples and statues are world heritage, 
so the international community must do something about it, and I was appalled by the mild 
reaction of the international community about the destruction of Palmyra in Syria. So I think 
that’s what…

Also you stressed about not destroying things during the war and this is part of the 
Islamic tradition as well. We have sayings by Prophet Muhammad that during wars we 
cannot destroy buildings, pollute rivers, cut trees, and things like that, so these rules do exist, 
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but I think it is the ignorance, lack of education, or religion being abused for specifi c 
purposes by terrorists and these purposes have nothing to do with religion at all. Thank you 
so much.
位田　ハムディ先生に。
Hamdy Hassan: I have only two points, if you allow me.
Ida（位田）: Please introduce yourself.
Hamdy Hassan: My name is Hamdy Hassan. I am a professor of political science at Cairo 

University. Islam itself paid the price of this kind of barbaric destruction of historical and 
cultural heritage. If we remember, when the Mongols entered Baghdad in the 13th century 
they destroyed the libraries and many cultural heritage in Baghdad, and some radicals, 
Hindu, destroyed the Babri Mosque in India, and the list is so long. So we need to do 
delinking of religion from these kinds of acts.

My point here, the main challenge is not these warring... If you have two organized 
armies you can make them comply with international law, but after the cold war, we have a 
new phenomenon. We have the fragility of the state, you have the non-state actors, so this is 
hard to control in the time of confl ict, like what has happened in Somalia, in Mali, where the 
treasures of ancient history were destroyed by radical and fanatic people.

So we need to do a lot of work in order, of focusing on the top-down approach, like 
what we have seen about laws. No, we need to do the opposite, by a grassroots approach to 
raise awareness of society on how to protect these humanity belongings, so it is not 
belonging to any singular culture. This is what we need to do is a grassroots approach in 
order to protect all this cultural heritage. Thank you very much.

位田　他にご質問があればお願いします。
Yes, please.

Ahmed Al-Dawoody: Thank you so much. My name is Ahmed Al-Dawoody. On the same note 
I am happy that Dr. Kozai address the issue of the protection of cultural heritage at the time 
of armed confl icts because on the one hand the Muslim countries are signatories to the old 
international conventions, including the Hague Convention for the Protection of Cultural 
Heritage and its additional protocol. And when I was reading the Hague Convention while 
doing my PhD on Islamic law of armed confl ict and addressing the subject of Islamic 
international humanitarian law, I found similarities between what second and third cencturies 
Muslim jurists, i.e., the 8th and 9th centuries’ classical Muslim jurists, their discussions about 
their own relations governing the actions of the Muslim soldiers during armed confl ict come 
to the same conclusion regarding the protection of non-combatants and the protection of 
enemy properties.

I was even shocked to fi nd that classical Muslim jurists, in addition to the protection of 
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property, unless in case of dire military necessary or as a collateral damage, they even were 
discussing the permissibility of the animals of the Muslim army to eat from the fodder of the 
enemy, which shows that there is a complete sanctity to the enemy’s property. Even they 
discussed whether it would be legitimate or possible for the Muslim army to destroy the 
books of the enemies. This was in the 8th and 9th centuries of Islamic history.

But as Dr. Hamdy is saying, there is some kind of distinction between Muslim societies 
and radical Islamists who are, as we said earlier, very much ignorant about the teachings of 
Islam.

So these issues, I would say that Muslims themselves need to be educated about it 
because the victims will be the common heritage of humanity, not only of the Muslims.

And by the way, whether Buddhist or magicians or other non-monotheistic religions, they 
have been living side by side within the Islamic civilization under the concept of what’s 
called ahl al-dhimmah. They have a contract of protection.

So for the sake of time I will stop here, but we would see this as a kind of phenomenon 
that needs to be addressed I would say by Muslims themselves fi rst. Thank you.
Ida（位田）: Thank you very much. Are there any other comments or questions? [Japanese]

位田　それでは小田先生から。ご意見を簡単に。
小田　イスラームに対して決して敵対的にいおうとしたわけではなく、確かにカアバ聖殿の偶像

を壊したのはカアバ聖殿がイスラームの家であるというコンテキストに基づいています。た
だ、宗教学の広い目からみると、偶像の物理的な破壊という面があるかなと思って、あえてい
いました。香西先生も強調してくださいましたが、平和な時、落ち着いた時には決してそうい
う態度をとってこなかったことは事実で、最初からイスラームは異教徒とコスモポリタンな対
等な関係を共存してきた事実は強調すべきだと思います。

位田　前田先生から一言。
前田　日本がPKOでイラクのサマワに自衛隊を派遣したことがあります。自衛隊に「ハーグ条約

をきちんと読んでから出発してください」と申し上げたことを記憶しています。私たちが具体
的に議論した中身が日本の文化政策に反映できるような方向が開かれてゆかないと議論しても
生きないことになっていまうのではないかと思います。

　香西先生が適切に指摘されましたが、ブルーシールド、特別保護が今回のシリアの問題では
必ずしも有効性を発揮できなかったように思えます。ブルーシールドによって特別保護を指定
したので改めて新たな軍事的なターゲットにさせられたという逆効果が起こりました。どのよ
うにして有効適切にブルーシールドをバンドリングしていくのかが課題であることを今回の事
件から学びました。

　3 つ目はユネスコ条約の文化財の不法取引防止条約ですか、実務の窓口は経済産業省です。
文化庁と実際にどのようなすり合わせがおこなわれているかがよく見えません。私たちは個別
に問い合わせねばなりません。この件については同じテーブルで議論できるという国内的なス
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キームを生み出していかないと議論しても有効ではないことが生じ続けることを痛切に感じて
います。

位田　吹田先生から。
吹田　私はエジプト学者ですのでエジプトという場所に縛られて考えてしまいます。そのため、

どうしても狭い世界になってしまいます。今日はいろんな地域で活躍されている方々の成果は
こんなに役立つものかと大変勉強になりました。イスラームの戦争法もしかり、アフガニスタ
ンでの多様な活動等を参考にして、まだまだエジプトでやるべきことは多いなと実感したとこ
ろです。こういうネットワークが重要だなと思います。法律や文化の研究、他の地域の研究、
もっともっと深めていきたいと思います。

位田　ハニーさんから。
So, Dr. Hany Abo El-Azm, please.

Hany Abo El-Azm: Thank you, everybody. I want to answer Dr. Satoshi. He asked me why we 
didn’t ask to return the objects in Metropolitan Museum, in many museums in Europe. They 
have many Egyptian objects. That’s why the international law was written by the Europeans. 
The Europeans have many objects in their museums for a long time, because they wrote 
international law to preserve these objects inside their museums and it is not possible for the 
countries they have many objects from to return back these objects. They have many objects 
from Iraq, from Syria, from Sudan, from anywhere they occupied and they moved them to 
their countries to keep in their museums. So this is the problem of the international law and 
we can’t do anything to return these objects to Egypt.

Secondly, he asked what we can do with illegal excavations and the objects from these 
excavations. I talked about our attempts to make something. In my report you fi nd seven 
items about that. I talked about the same original point that the international law must ask 
Egypt or the countries that have those objects to mention how we can tell our people these 
objects belong to us.

And these objects must be registered in our registration book. At present, we don’t have 
a registration book. So we want to change the international law for the owner of those 
objects, which must prove us how we collect them and how we can get the details from the 
countries they brought those objects to. That’s a symbol for how we can change the 
international law.

And I know our previous minister visited Japan in 2013 and visited France and he 
visited Germany to discuss this matter with them and he kept in touch with UNESCO to 
discuss this matter to keep the owner having the right to return those objects.

Finally, we have a mafi a who do this illegal work in the country and they can move the 
objects from our country to abroad. This is not easy work, to do an excavation on the site 
without anybody seeing them, to move the objects from the airport for taking them abroad 
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and trading them from one to one. Finally they can sell them in galleries. So it is not easy 
work. The mafi a controls this work. Thank you.

位田　最後に座長としてコメントを述べたいと思います。今日はキーワードが 3 つ出てきたと思
います。「文化」、「宗教」、「国家」です。

　「文化」については文化遺産の保護があります。文化多様性もいわれますが、主語は「人類」
なんですね。どこの国とか、コミュニティではなく、人類が主語になってきています。

　「宗教」を考えると現在のいろんな武力紛争は宗教を起源にするものが広まってきています。
法律家として、「国際法は宗教に対して何が限界か」、「“Rule of law”（法の支配）が宗教を超え
られるのか」という問題があるかと思います。国際法は本来、国際社会の基本的な価値である
安全を維持することが大目的ですが、戦争が入ってくると、そこでは平和ということの意味が
問題になります。単に戦争がないことではなく、人々の心の平和、精神的な平和を含めた平和
をもう一度考える必要があります。

　3 つ目は、いま「国家とは何なのか？」が大きな問題になってきています。今までは国家が
主役でしたが、もはや国家だけが主役だけではなくなってきている現状があろうかと思いま
す。

　最後に疑問文で終えて申しわけありませんが、以上を座長のコメントとしたいと思います。
　今日のご報告をいただいた 3 人の先生とコメントをいただいた 3 人の先生にもう一度拍手で

お礼を申し上げて、このセッションを終わりたいと思います。どうもありがとうございました。
佐藤　みなさま、ありがとうございました。これをもちまして 3 日間にわたる国際シンポジウム
「イスラームと国際社会」を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。
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