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論文】

美術館教 育 にお け る実物教 材
― 佐倉市 立 美術館での事例一

The teaching materials with a genuine works in the museum of
art education. - Example in sakura city museum of art.

前川

公秀

M:AEKAWVA M:asahide
は じめに
人々が美術館 に求める もの、 なぜ美術館 に行 くのか とい うア ンケー トを取 ると、必ず「美術
館 の雰囲気が好 き」「美術作品か ら感動 を得 ることがで きる」、次 いで「疲れた心 を いやす」
い
とい う答えが上位を しめる 。すなわち、美術館 とい う場 に行 くことによ り、 日常性 とは異 な
る雰囲気 の空間に身を置 き、社会か ら隔離 された限定 された特権的な気持ちに浸 ることであ り、
また美術が好 きで、作品を見ることによ り喜 びや安 らぎが得 られるとい う心持 を求めている。
そのような人 々の美術館へ の利用 目的を満足 させ るために、美術館サイ ドでは作品を展示 し、
静かに鑑賞で きる場 を提供 さえすれば、鑑賞する者がそれぞれの感性 において、それぞれの感
動 を得る ことがで きると考えられてきた。そのため展示には、余計な解説 は必要な く、鑑賞に
はア ドバ イスは必要ない とい う考え方が定着 していたように思われる。学芸員は、作家を調査
し、発掘 し、研究 し、その作品 を展示紹介す る ことが主たる職務 であ り、展覧会が始まれば、
学芸員 の姿が見えてはならない と言われていた。それは美術館が、歴史系博物館 の展示 と根本
的に違 っていたところであ った。
このように美術館 は、展示主導型 で出発 した。作品 を見るこ とによ り感動 を得 て、それを繰
り返す ことによ り「鑑賞力」が高 まる。 この考え方 は、今 で も美術館 の活動 に根強 く存在 して
い る。そのため、「美術鑑賞 は、美術館 にお いて しかで きない」 とい う考え方が強 く、美術館
には鑑 賞 したい人が来ればよい とい う受動型 の美術館 であった。 しか し、1980年 代か ら全 国各
地に公立美術館が設置 されるようにな り、美術館 は愛好者 の ものだけではな く、美術 に関心 の
ない人たちの利用 を促進するとい う普及活動が盛 んにな り、様 々な方策が図 られるようになっ
た。それは、行政機関 として県民、市民へ の「利用 の平等性」 とい う考えが重要な要因 となっ
ている ことは言 うまで もない。その方策 として、 日常的に美術館 を利用で きない遠隔地 の人 々
のために、美術館が出かけて他 の社会教育施設や学校 な どで展覧会を開催する コレクションの
移動美術展 や、1、

2点 の作品を持 ち出 し学校 の授業で レクチ ャーする出前授業などが行われ

②
た。さらに、作品の鑑賞だけではな く、創作のワー クショップなども盛 んになり、
「美術館教育」
として位置付け られ、教育活動が重視 された主要な活動 となった。
しか し、 このような活動 をしても、すべ の人が美術 に関心 を持つ訳 ではない。美術館教育 は、
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美術 の普及、振興 を目的とするが、その最終的な目標 は一人で も多 くの美術愛好家 を育てるこ
と、すなわち美術 に対 し全 く興味 のない人に関心 を抱かせ ることである。そのためには、子 ど
もの頃より美術 に触 れ、関心 を抱かせることが大事 である。それにより、子 どもたちは、美術
の愛好者 とな り、将来の美術館利用者やサポー ター となって くれ る。その考 えにより大半の美
術館 で、 各種 の子 ども向けのプ ログラム を設定 し、活動 してい る。
本稿 では、今 日に至るまでの公立美術館 の歩み と美術館教育の変遷 について振 り返 りなが ら、
佐倉市立美術館で小中学校 を対象 として実施 している実物教材 を活用 した活動について報告 し
たい。 ここで、実物教材 として活用 されてい るのは、明治期 に描かれた鉛筆画、水彩画であ り、
所謂 「本物」 と称せ られるものであるが、それを活用することによる効果、課題などを紹介す
る。

1

公立美術館 と教育普及
まず、公立美術館 の歩み と、美術館で行って きた教育普及活動 (美 術館教育)の 変遷につい

て、簡単 にふれてみたい と思 う。
日本の公的な美術館 の始 ま りは、大正 10年 (1921)の 東京府美術館 であ ろ う。その後、昭和

8年 (1933)大 礼記念京都美術館、昭和 11年 (1936)の 大阪市立美術館 と続 くが、 これ らの共
通す るところは明治期 か ら盛んに行 われた博 覧会 と同様 の展示会場 の設置 であった。次 に、博
物館法が施行 された後、昭和25年 (1950)に 高松市美術館、別府市美術館、昭和26年 (1951)
高岡市美術館 が次 々に設置 されるが、 これ らも博物館法で定める機能 を果 たす とい うよ りは、
地場産業 の振興 とい う面が強 く、 まだ博覧会的な傾向を拭 い去ることはで きない。その意味で、
公立の本格的な美術館 は、昭和26年 の神奈川県立美術館 と思 われる。この美術館 は、当初は収
蔵品 も保有せず、展覧会 の開催を目的 としたものであ り、オープ ン記念 として「セザ ンヌ・ ル
ノアール展」を開催 してい る。 このような展覧会重視 の活動 について、「常時陳列 の収集品 は
もたないが、現代 の美術品ばか りでな く、古美術品をも近代 の眼で見直そうとい う方針 のよう
だか ら、有益 な展覧会が今後頻繁 に開かれて現代美術 の成長に大 い に寄与することと思 う」

(3)

とい う期待 もあった。た しかに、その後 の神奈川県立近代美術館 は、独 自の視点 による企 画の
展覧会を通 して、美術館 にお ける企画展 の重要性、美術館が選定 した作品を展示紹介す るとい
う重要性 を認識 させた点 にお いて、今 日の美術館 のひとつのモデ ル となったことは間違 い ない。
私立ではあるが、昭和 5年 (1930)の 大原美術館、昭和27年 (1952)の ブリヂス トン美術館は、
コ レクシ ョンの公 開 とい う点にお いて、展示活動におけるコ レクションの重要性 を示 した。 こ
れ らは、前述 したように展覧会重視、すなわち優れた作品を展示 し、それを鑑賞 し、情操 を高
めるとい う美術館 の理念の ようなものが根底 にあ り、展示活動 をすれば使命 を果 た してい ると
考え られてお り、鑑賞者へ の取 り組 み方が重視 されることはなかった。
人々が美術 と触 れ合 うには、大別 して「鑑賞」 と「創作」 とい う二つの方法があ る。「鑑賞」
は、言 うまで もな く作品 を見て、美 しさを感 じ、心豊かになる ことである。「創作」 は、 自ら
が作品 を作 り、新 たなもの を生み出す喜 びである。 1960年 代 にな り、各地で県立の美術館が建
設 されるようになると、昭和45年 (1970)の 兵庫県立近代美術館 の ように教育活動 を担当す る

‑2‑

美術 館 教 育 にお け る実 物教材

普及課が設置 され、事業広報紙 の刊行、講演会、講座などを実施するようになる。 さらに、昭
和49年 (1974)に 開館 した千葉県立美術館 にお いては、「教育普及棟」を展示室 とは別棟 の独
立 した建物 として設置する構想が掲げられた。ハー ド面 での先駆的な構想であ った (開 設 され
たの は昭和55年 で、「県民 ア トリエ」 と名付け られた)。 次に、昭和56年 (1981)の 宮城県美術
館 の教育 プログラムの充実があ る。教育の専門職員を置 き、地域 の人 々が いつで も創作活動 を
行 うことので きる施設、設備が整備 され、 さらに演劇ワー クシ ョップの手法 を応用 した鑑賞プ
ログラム を提示 した。 これを契機 に、新たに建設 される公立美術館 には、ア トリエ (創 作室)
が設置す ることが一般的 となった。
以上のような流れ とともに、鑑賞 にも新たな方策が試み られるようになる。たとえば、北海
道立近代美術館 の「子供 と親の美術館」 は、 <遠 い もの近い もの >や <明 るい 。暗 い >・ <か
く 。ぬ る >な どをテーマ に、美術 の基礎的な ことが らを楽 しく、分か りやす く展示 し、美術ヘ
の興味 を誘 うような、展示 に教育的な志向を取 り入れた館が現れる。 さらに前述 した移動美術
展 も盛んに行われた。 また岐阜県美術館が取 り組 んだハ イビジョンは、当時の最新 の映像 シス
テムを利用 した鑑賞教育 をめざしたもの と位置付ける ことがで きる。特 に、マルチメデイアを
使用 した手法は、平成11年 (1999)の シンポジウム「博物館 ・美術館 にお けるマルチメデ ィア
活用」か らさらなる発展 をとげ、バーチャル・ ミュー ジアムなどの推進が盛 んになった。 これ
らの活動 は、公立美術館 の教育普及活動 の新 たな方向を示す もの となった。
美術館教育 の活動 は、博物館法 に規定 される教育機関 としての役割 を明 らかにするもの とし
て、公立美術館 の主要な活動 となった。それまでの普及の概念 は、美術作品を紹介す ること、
すなわち展示 であ り、その イベ ン トを広 く広報す ることであ り、展示の付属的な活字化 された
解説

(刊

行物 、パ ネルな ど)な どを行 うことであ った。 しか し、公立美術館 の設置ブームによ

り、新たな コ レクションを充実することに支障が生 じは じめ、従来の展示重視型の運営が難 し
くなった。 さらに、前述 した行政機関 としての県民、市民 たちの「利用の平等性」が重要な課
題 とな り、新 たな活動 を模索す る必要 に迫われた。美術館 の運営が、受動型か ら能動型 に移行
す ることが使命 となっていった。 しか し、美術 に関心 の ない人たちを、美術館 に誘致 し、美術
に親 しませ、鑑賞力を付けることは簡単なことではない。そのため、 まずは美術 を「体感 して
楽 しむ」 とい う傾向が強 く打 ち出された。宮城 のプログラムや、北海道の展覧会などは、その
象徴的なもの と言える。
しか し、美術館 にお ける作品鑑賞 の考え方が根本的に変化 した訳ではな く、東京か ら遠隔地
に設置 された美術館 では、地方で もより良い作品が鑑賞 で きるために、東京な どで開催 された
展覧会が巡回され、あるい は独 自の展覧会企画 に力 が注がれた。そ して、それ まで馴染のな
かった鑑賞 の手助けとして、 ワー クシー ト、ギヤラリー トー クなどが試み られた。 また創作活
動 にお いて も、 ワー クシ ョップな どの創作 プログラムが充実 し、ゲーム感覚 で美術 に触れ る
アー トカー ドな ども作 られるようになった。特 に、地方公共団体 の財政難にともない、展覧会
の回数が減 り、内容 も縮小 されることによ り、普及活動、特 に創作 プ ログラムなどが美術館運
営 の主流 となっていった。それ らの活動 は、大半の公立美術館において実施 されるようになる
が、反面他 の社 会教育機関 (公 民館 など)、 あるい はカルチ ャーセ ンター などで開催す る もの
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との 目的、内容などと対比 され、美術館 としての意義が問われることになった。 これにより美
術館 では、子 どもを対象 とす るプ ログラムに重点が置かれる傾向が強 くなってい く。そのプ ロ
グラムは、美術館 の特性 を生か した鑑賞 と創作 の傾向が強 く打 ち出されてい る。すなわち、
「美
しい作品を見る 目 (鑑 賞力)と 創作す る意欲・技能 (表 現力)」 "'で あるが、子 どもの情緒 の育
成を目指そ うとしてい る傾向が認め られる。 しか し、それ らについて も「各地の美術館では、
児童・生徒向けの教育普及事業が新たに企画 されるなど、ここ数年 は目にみえる改善が進 んで
いる。ただ、その多 くはイベ ン ト色の強い ものであ り、継続性 ・汎用性が求め られる教 育活動
としては不十分 といわざるをえない」6)と 指摘 されている。

2

美術鑑賞教育
子 どもの美術教育 は、創作に重点が置かれていた。小中学校 の図工、 あるいは美術の授業で

は、創作することで大半の時間が使用 されてい る。それは、学校内では鑑賞をする機会はな く、
とは言 え学校 を出て美術館 に行 くには様 々な課題があ り、実現す ることが難 しい とい う要因も
ある。 しか し、平成20年 (2008)の 新学習指導要領 (小 学校平成23年 4月 、中学校平成24年 4
月実施)の 小学校図画工作 の 目標 に、「表現及 び鑑賞 の活動 を通 じて、感性 を働かせなが ら、
つ くりだす喜びを味わ うようにする とともに、造形的な創造活動 の基礎的な能力を培 い、豊か
な情操 を養 う」 とあ り、中学校美術 の 目標には「表現及び鑑賞の幅広 い活動 を通 して、美術 の
創造活動の喜 びを味 わい美術 を愛好する心情 を育てるとともに、感性 を豊かに し、美術 の基礎
的な能力を伸 ばし、美術文化についての理解 を深め、豊かな情操 を養 う」 とある。依然 として
創作 にウエ イ トを置 きなが らも、鑑賞の必要性が明記 されてい る。 さらに、小学校 の指導 にあ
たっては、「各学年 の「B鑑 賞」 の指導 に当たっては、児童や学校 の実態 に応 じて、地域 の美
術館な どを利用 した り、連携 を図 った りする こと」 とあ り、中学校 の指導 においては、
「各学
年の「B鑑 賞」の題材 については、 (略 )美 術館・博物館等 の施設や文化財な どを積極的に活用
す るようにすること」 とある。 これを受けて、小 中学校 での美術館 を利用 した鑑賞教育へ の取
り組 みが始 まっている。
鑑賞教育 については、諸説語 られてい るが、その論理的な考え方 はともか く、大別 してふた
つ の方法があ ると考 えられる。すなわち、知的鑑賞 と美的鑑賞 で ある。「鑑賞教育 の根本 は、
感性的、情緒的な面 と智識的、理論的 な面の両者が、 うまくかみ合 い、助け合 い、溶け合 って
(6)と
ぃ ぅ。前述 した美術館での展示室内の解説パ
こそ、ほんとうの鑑賞能力 になるのである」
ネルや解説 シー ト、列品解説などに よる鑑賞の手助けは、この知 的鑑賞 を促そ うとするもので
あった。 しか し、子 どもたちには、美的鑑賞 を主 とすべ きで、知的鑑賞を行 うこ とに疑問視す
る声 もある。子 どもたちに とって、「見 るとい う行為」 が大事 であ り、それが 「学 びの根幹」
(7)。
を支 えている
そのためには、子 どもたちが 自分 の感情 で見 ることが重要 である。 この考え
方 は、多 くの美術館が支持す るところとな り、1995年 以降ア レナスの対話型鑑賞法が、盛 んに
なってきてい る。 ニューヨー ク近代美術館 の教育部に勤務 していたアメリア・ アレナ スが、小
学校 の教師75名 と児童3500名 を対象 に、 5年 にわた り調査 した結果生 まれた Visual Thinking
Curriculum(視 覚 を用 いて考 えるためのカリキュラム)と 呼 ばれるカリキュラムである。 これ
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は、最初 に作 品 を じっ くり見せ 、ナ ビゲ ー ター と称す る指導 員が 「作 品 に何 が起 きて い るの か
(作 品か ら何 を感 じたか )」 、 そ して「 なぜ そ の よ うに思 ったの か」 とい う二つ の 質 問 に よ り、

作 品 と鑑賞者 との対話 を成立 させ る。 結論や 目標 はな く、作 品 に対す る必 要 な情報 は、対話 の
なかで必要 に応 じて提 示 され るが、必 要 が なければ提示 され る ことな く終了す る。 これ に よ り、
ナ ビケ ー ター を仲介 として、作 品 と鑑賞者、 また鑑 賞者 同士 の対話が行 われ、互 いの価値観 の
相違や 一 致 を知 り、新 たな発見 に導かれ る手法 であ る

(8)。

この対話型鑑賞法 は、美 術 に興味 を

持 たせ 、美術鑑賞 には正解 が な い こ とを体験 させ るには、 有効 な手段 である。 この ほか、 国立
美術館 で行 われて い る鑑賞 プ ロ グラム

('や

{10'な
どが 紹介 されて い る。
、テ ー トギ ャラ リー の活動

いず れ に して も、鑑 賞 の 最 も大事 な こ とは、実物 と対峙す る こ とで あ る。「人が美術展 に魅
せ られ るのは 本物 "が 鑑賞 で きるた めで、 複製物 や再現 図 で も概念や事実 を伝 え られ る歴 史
学 や 科学 の場合 とは違 う。 い わば 物 "に 語 らせ、 作 品 が 秘 め るオ ー ラを引 き出 して美 しく見
(H)と

せ る演 出が不可 欠であ る」

い う指摘 には異 論 はない 。 しか し、前述 した よ うに美術館教育

の 目標 は、美 術 に関心 が ない 人た ちが美術館 に来 る よ うにす る とい う美術 の普 及、振興 である。
人は、美術 と関 わ らな くて も何 ら問題 はな く生 活 して い る。 そ の よ うな人 たちに、 いか に美術
に関心 を抱 かせ るのか。 それが、美術館 の最大 の 命題 である。美術 へ の 関心 は、子 ど も時代 に
家庭環境 に よ り養成 され る もの とい われ る。 親 が美術 に興 味 があ り、子 ど もの 頃 に連 れ られ美
術鑑賞 を した。 あ るい は、何 らかの美術 に 関 わる体験 が ある等 々、子 どもの うち に美術 と触 れ
る機会 が重 要 であ る

(12)。

そ の ため に、 子 ど も時代 に美術 と触 れ る機会、場 を提供 す る こ とが

重要であ る。 しか し、現状 は、 子 どもたちの美術鑑賞が難 しくなって来て い る。 学校単位 での

美術館利用が減少 している。最近 では、金沢21世 紀美術館 のように成果 を挙げてい る所 もある
が、全体的には十分 といえない。その最大 の理 由は、学校 カリキュラムの なかに美術館 を取 り
組む難 しさであ り、子 どもたちが学校か ら美術館に移動す る問題 である。そのため、美術館で
は、学校 に出向いて行 く「出前授業」な どを積極的 に進 めてい る所 も数多 く認 める ことがで き
る。 しか し、それにも持ちだせ る作品、美術館学芸員の人数など制約 されることが多 い。 また、
展示回数が増 える ことにより作品が損傷す る ことも課題 となる。そ こで、複製品や画像 デー タ
などを活用 した鑑賞 も検討 されるようになる。最新 の印刷、あ るいはマルチメディアを利用 し
た作品の再生は、実物 と同様 の成果を十分期待で きるとい うものの、あ くまで虚像 であ り、実
物 を見た とい う錯覚 を生みかねない。確かに、マルチメデ イアを活用 によ り、作品 を細分化 し、
分析 した画像が展開で き、知的鑑賞をするにも有意義であるが、作品を持 つか らこそ美術館で
あ り、で きる限 り作品 による実物鑑賞 を行 うべ きである と思われる。

3 美術館 と学校 との連携一佐 倉市 立美術館 の実践例
(1)美 術館 での現状
現在 、美術館 は、 前述 して きた よ うに学校 と連携 を図 りなが ら事 業運営 をす る必 要性 が 求 め
られて い る。そ の ひ とつ は、子 どもの頃 よ り美術 へ の 関心 を抱 かせ るこ とは言 うまで もな い。
それ と共 に公立 美術館 にお い ては、 学校 との連携 、子 どもたちへ の働 きかけ をす る ことに重 要
な意味 を持 って い る。 バ ブル崩壊 後、地方 自治体 の 財政難 によ り、金 のか か る施設、事業 は切
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り捨て られ、美術館 の存在自体 が危 うくな りつつ ある。いわゆる「美術館 の冬 の時代」 である。
そ こで学校、言い換 えれば子 どもたちへ の活動 をす ることによ り、その存在意義 と価値 を明 ら
かにしようとする。一方、学校サイ ドにお いて も、新学習要領 の改訂 によ り、博物館 の利用、
美術 におけ る鑑賞 の必要性が打 ち出されてお り、それに対応する必要が生 じている。にもかか
わ らず、
美術科の授業時間は減少 し、
小学校にお いては美術 を担 当す る教諭が居ない状況 となっ
ている。双方 の思惑が一致 し、公立美術館では、教育普及活動が活発化 して きているが、その
内容 は、 どの館 で も似か よったものを行 っている。そのなかで、佐倉市立美術館 における学校
との連携 を例に、特徴的な活動 を紹介する。
佐倉市立美術館 は、平成 6年 (1994)に 開館 した。佐倉市 は、千葉県北部、北総台地の中心
に位置 し、市 の北部 には印藩沼が広が り、都心か ら40km、 成田国際空港へ は東へ 15km、 県都
千葉市へ は南西20kmに ある人口約 17万 人の首都圏 にあ る中規模 な都市 である。ベ ッ トタウ ン
化す る一方、老後 の居住地 として移住 した市民 も多 く、印藩沼をは じめ とし豊かな田園も残 さ
れている。
その環境 に位置す る美術館 として、都会的な嗜好 に答 えるとともに郷土美術 の紹介が運営 の
視点 となっている。それをふ まえ運営 の柱 として、美術 の専門機関 としての活動、教育機関 と
しての活動、市民 との協働、観光 の拠点の 4つ を掲げ活動 している。そのなかで、他 の美術館
と同様に「学校 との連携」に取 り組 んでい る。「美術館 ・学校連携 プログラム」 を作成 し、学
校 と連携 して子 どもた ちの美術へ の関心 と美術館 の利用促進を図 ってい る。 同プログラムによ
る具体的な事業 には、美術館 の展示室で、作品について学芸員 と小、中学校 の児童 。生徒が作
品の印象な どを語 り合 う「鑑賞教室」や、学芸員が小、中学校 に出向き、作品や作家 について
解説をす る「出前授業」な どを実施 している。 また、学校か ら美術館へ移動 のためのバ スを年
間 5台 民間バ ス会社 に委託 してい る。 また有料の展覧会 においては、市内の小、中学校 の児童、
生徒全員 に対 し、展覧会期間中 に何度 も無料で鑑賞 で きるパスポー トを配布 している。そのパ
スポー トには、持参 の子 ども一人に付 き、同伴 の親が一名無料 で入れる親子券を付 し、親子 で
の美術鑑賞 を促進 してお り、最近 では多 くの来館が見 られるよ うになった。そのほか展覧会 ご
とに、その内容 に則 したワー クショップなどを実施 している。
しか し、佐倉市 において も、学校単位での子 どもたちの美術館へ の来館 は難 しい状況 にある。
それは、全国で見 られる状 況ではあるが、美術館へ の移動時間を含 めた時間数の確保、学校全
体あ るい はクラス単位 での学外学習が難 しい などが原因である。そのため、美術館か ら学校へ
アプローチする必要が生 じていた。

(2)美 術館か ら学校へ の新 たなアプローチ ー教材 としての実物作品
平成20年 度 に日本画家芝千秋 の展覧会 を開催 し、終了後、その主要な作 品約 120点 が、佐倉
市立美術館 をは じめ関係す る千葉県立美術館、京都国立近代美術館に所蔵 された。 しか し、そ
の後 も多 くの作品が遺族の もとに残 されていた。各美術館 では、 これ以上の収蔵をす ることは
難 しく、その処置 は遺族に委ね られた。その結果、遺族か ら作品を子 どもたちのために活用 で
きないか とい う申 し出があ った。
芝千秋 (1877年 〜1956年 )は 京都 に生 まれ、 日本画家 として活躍 した。若 い頃に新 しい 日本
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画をめざし、洋画 の技法を学ぶため、浅井忠 に師事 してい る。浅井の
弟子 の なかでも鉛筆画 に優れた才能を発揮 し評価の高 い作家 であった。
晩年は、着物 の模様制作 に従事 し図案家 として活躍 した。残 されてい
た芝の作品 は、浅井に師事 していた頃を中心 とした鉛筆 スケ ッチ と水
:F:

彩画であ り、大半 は風景を描 いた ものであ った。佐倉市教育委員会の

」
′
I I
̀
′
′

,

￨

図 1 芝 千秋

なかで協議 した結果、遺族 の意を受け小中学校 の児童生徒 の教材 とし
て活用す る こととし、教育委員会指導課が受入れ窓口 とな り、美術館
が作品 を保管す ることになった。 さらに学校 での活用 を促進するため
のアプローチ とその方策が検討 され、教育委員会指導課 と美術館 との

役割分担が、次のとお り決め られた。
指導課】
【
○各学校 の美術教育における教育資料 としての活用 について広 く市内学校 に知 らしめる。
○市内の美術教育の資質向上に寄与 してい く。
○教員 の実践発表会・研修会等 で美術教育の普及 に努 める。
○美術館 と連携 をはか り、作品の活用 と運用 についての実践 を進めてい く。
美術館】
【
○印藩郡教育研究会第一部会図工美術研究部 との協議 によ り資料の活用 についてモデル を
作成 し、教育現場 に提供す る
○佐倉ゆか りの作家等 との効用 に努 める。
○現場教員 との個別協議に よって、作品の効率的運用 について支援 を行 う。
教材 の活用については、基本的 に学校 に貸 し出す こととし、その輸送は学校 が行 うことと し
た。

(3)学 校教諭 との連携
佐倉市内の小、中学校 の美術教諭並 びに美術 を担当す る教諭 は、 印格郡教育研究会第一部会
図工美術研究部 (以 下、印教研 一部会)に 所属 している。そ こで、
その教諭 の方 々 と指導課 、教 育 セ ンター (指 導課 の機 関)、 美術

■■
甲 甲 噸 理 軍 目‐ =● ■
藤 癬 奪 ・ 濃 確 量嶽 碩

館 の各担 当者 による検討会 を 6回 開催 した。現場である 市内小 6̲ヽ

̲■

中学校 の教 諭 か ら率 直 な意見 を 聞 き、 活用 方法 を模 索 した い と

=∵

t鑢 識 ̲鑢 田1櫨 ]壼

‐´
二.

考 えた。

こ

,的

まず、学校 にお いて「芝千秋 の作 品が美術鑑賞 ・美術教材 と
な り得 るか」 とい う内容 について印教研 一部会で検討 された。児
童 ・生徒が本物 を手 に取 る ことで、教 科書 や 資料集 では味 わえ
ない鑑賞 の素晴 らしさや作家 の技法 の巧み さを実感 して もらい
た い とい う意見 が出 されたが、校 内での破損、汚損、紛失 に対
す る不安視す る声 が高かった。美術館 としては、作 品 の保存 よ
りも活用 を優先 してお り、故意 でない作品へ の破損等 は学校側
の責任 を問わない 旨を説明 し、 教諭 の不安 を取 り除 くこ とか ら
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始 まった。次 に、教諭 の代 表 に試 行 的 に授業 を して もらうこ とにな り、作 品 の貸 し出 しを行 い、
同時 に美術館 職 員が授業 を参観 し、作 家 につ い ての 説明 を して、「 出前授業」 を実施 した。 そ
の 結果 、 作 品 を置 く場 所 や学習形 態 な どの 環境 、貸借 時 の 輸 送手段 な ど、 学校 で の 活用 にあ
たっての前提条件 が提示 された。 そ こで 、提示 された内容 は、次の とお りである。
小 、 中学校 で 共通 した意見

① 生徒の作品な どの掲示物が多 く、空いている壁面が少ない。
② 教材の輸送 は、担当す る者 1名 が行わねばならず、負担が大 きい。
小学校からの意見
① 学校 に美術を専門す る教員がほとんどいない。
② 授業 は各学級 の教室で行 い、個別机 (幅 600× 奥行40mm程 度)で の学習 となるが、
狭 くて教材が置けない。
③

また作品を置 くためのイーゼルなど自立するもの もない。

中学校か らの意見
① 学校 に美術を専門 とす る教員が 1名 もしくは 2名 いる。
② 美術専門の教員が配置 されているが、単年勤務 (臨 時教諭など)の 場合がある。
③ 学習場所 は、美術室へ移動 して行う。
④ 6人 程度が向かい合い となる作業机 での学習。
⑤

イーゼルを備えているが、人数分に満 たない場合 もある。数量不明。

⑥ 作業机が教室の大半を占めてお り、イーゼルを設置する場所 を確保す ることが難 しい。
これらの事情 とともに、やは り実物の作品を取 り扱 うことに躊躇す る傾向が強 く認められた。
そ こで、小、中学校の校長会、教頭会 において、教材 として保管 している芝千秋作品102点 の
すべ ての画像DVDを 市内小中学校 に各 1枚 配布 し、活用の促進を図るともに、作品の損傷等
につ い ては学校側 に一 切 の 責任 を問わ な い 旨を説 明 した。
一 方、作 品を取扱 いやす くす るため に、 すべ ての作 品
を額装す る ことに した。 しか し、少数 グルー プでの鑑賞

̀

や模写 をす るための教材 として使用す る学校 が増 え、 一

ヨ

回の 貸 出が20点 以上 となるこ とが 多 くな ったため、作 品
を額装 の 他、大半 を個 別ケ ー スで保管 し、活用 しやす い

ようにした。個別ケースは、利便性 と保存性 を考慮 し、
作品を中性 マ ッ ト紙 で挟 み、カー ドケースに入れること
とし軽量化 を図った。 カー ドケースに入れた ことにより、
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作品の表裏 を鑑 賞で きるこ ととな り、 さらにケースの裏
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面 にマ グネットテー プを貼 って黒板な どに密着 させ掲示
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して展覧で きるようにした。

(4)活 動状況
以上の ような経過 をふ まえ、教材 の活用が行 われた。
実際に、 この教材 を活用 したのは、美術 を専門とする中

8

図3

教羽 と して使用 されて い る水彩 画

美術 館 教育 にお け る実物 教材

実物教材 と しての芝 千秋 の鉛 筆画
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図 5《 樹木》1907年
鉛筆淡彩

図 4《 風景》制作年不詳
28.6× 38.3cm、 鉛筆
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図 7《 傘を干す民家》1∞4年
29.0× 38.2cm、 鉛筆

図 6《 民家》1∞4年
29.1× 38.lcm、 鉛筆

̲ン

T

、

,
躙

午

・I

P

ヽ
.

田

E

図 8《 民家 と大樹〉1904年 頃
33.5× 24.lcm、

鉛筆

図 9《 大樹》1∞ 7年
38.1× 29.lcm、 鉛筆
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図10〈 奈良二 月堂畔)制 作
年不詳、38.0× 29.lcm、 鈴筆
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学校 の教諭であ り、主に実践発表会 ・研修会等 で利用 された。授業においては、鑑賞 だけでは
な く、創作 の手本 として使用 される ことが多 く、 しか も限定 された作品が活用 されてい る。特
に、利用率の高 い作品は、芝千秋が得意 とした樹木を克明 に描 いた作品であるが、これは指導
要領 の授業課題 として「樹木 を描 く」 ことが入 っているのが要因 になっていると思われる。
その反面、小学校 には美術 を専門 とす る教諭が少な く、具体的な活用 の方法が解 らない とい
う意見が出された。そのため、活用 された教諭や印教研一部会の役員の方 々にモデ ル授業や、
活用想定案 を作成 して提案 をして もらうことに した。
しか し、 これにより教材 の貸出が活発化 した訳ではない。その要因 は、やは り実物 の作品を
教材 にす ることへ の学校 サイ ドの躊躇 である。 もし借用中に作品が損傷 した ら、子 どもが不注
意に傷 をつ けた ら、心配する声 は絶 えない。そ こで、実際に教材について知 って もらうため、
美術館 の収蔵作品展 の一隅に教材作品による模写 コーナー を設けた。そ して会期中に来館 した
小学校 の児童 たちに対 し、美術館学芸員が鑑賞教育 を行 うとともに、作品の部分模写を15分 程
度体験 してもらった。児童たちは大変興味を示 し、集中 して取 り組み、引率の教諭か らは「実
物作品を鑑賞 し、模写で きる素晴 らしさ」、「生徒 にとって教室 ではない特殊な場所 での体験」
に好感 は示 されたが、積極的 に校内で実施するまでには至 らなかった。一方、入場 された大人
の方 々か ら、直接手に取 ることがで きない実物 を触れることがで きた、間近で作品を じっ くり
鑑賞で きたなど大変な反響があ り、模写す る人が多 く現れた。

(5)教 材 としての実物作品の効果 と課題
実物作品を教材 として使用す ることに、 さまざまな不安や戸惑 いがある一方、実施す るこ と
による効果 も大 きい。
○作品の鑑賞

実践例】「芸術家の心にふれて」 (井 野小学校 6年 )
【
グループで作品を見て、感 じたことを発言 し、情報を共有 しなが ら新 たな発見 をす る。
・作品を見て感 じること

(作 品の好 きなところ、気 になるところなど)

○作品の模写
実践例】「作家の心 と語 り合お う〜芝千秋〜」 (臼 井南中学校 2年 )
【
作品を手元 に置き、その模写を行い、鉛筆の運筆や表現方法を学ぶ。
・鑑賞 として、作品の題名を付ける、感想を述べ る、 ス トー リー展開を考えた後、模写 を
行い、最終的には仲間 と語 り合 う。
○作品の鑑賞か ら写生画まで
実践例】「樹木の○○○を描 こう」 (志 津中学校 2年 )
【
・樹木の捉え方の違 う作品を鑑賞 し、作品の感想や作品の題名を書 きとめる。樹木の生 を
最終 日標 とし、鉛筆によるスケッチの効果 を生かしなが ら彩色する。
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実物 を触れる ことによる感動、 日の前 で じっ くり直視 で きる ことによる発見、そ してその後
の知識の学 びによ り、深 く美術 と関わることがで きたとい う。特に大事 なことは、子 どもたち
が作品 を見て感 じた ことを語 り合 い、「対話」 をす ることで あ り、前述 した対話型鑑賞 を行 う
ことが有効であ ったようである。そのためには、実物で しか味 わ
うことので きない感動がある ことは間違 い ない。
しか し、美術館サ イ ドに立って考えれば、実物 を教材 とす るこ
とに大 きな問題 を手 んでいる。それは、博物館 の使命のひとつで
ある保存、継承へ の疑間であ る。教材 とす ることは、保存 と裏腹
ひと りの作家が、美術館で展覧会が 開催 され、作品の主たる部分

⁚
﹂

であ り、それが許 される ことなのか とい う問いか けである。ただ、

b̀

が所蔵 され、後世に継承 されることは、ある意味稀なことであ り、
数多 くの作家の中で もご く少数の幸せ な作家 と言 わ ざるをえない。
しか し美術館 での所蔵 にも限界がある。その作家の現存す る作品
が、すべ て美術館 で所蔵 されるこ とは、美術館 の収蔵容量 で も不

図11 カー ドケースに
入 った実物教材。
(表 )画 面

可能な ことであ り、それは他 の多 くの作家 の作品を保存、継承す
ることを妨げる ことにな りかねない。
そのように考 えれば、代表すべ き作品が美術館 に収蔵 され、残

磁気テー プで黒板 に貼 り
付け られる

りを未来の美術愛好者 を育成する教材 として使用す ることも許 さ
れるのでは、 と言 い訳 をして しまう。 まして、教材 として使用 さ
れなか った ら、遺族の手により散逸 し、あるいは処分 されること
にもな りかねない。正直、美術館 として も、正解が出る こ とでは
ない。ただ、言 い訳 として、教材 としての貸出 し期間を限定 し、
あるいは子 どもたちに作品 に触 れる際 の注意を教 え、温湿度や光
が作品 に及ぼす影響 な どを学 ばすな ど、美術品の保存 を考 え、文
化財保護 の啓蒙を行 うための教材 にするこ とよって、この作品は
生 か されて い るので はな い か と・・・.そ こで 、 当初 の 考 え通 り、
損傷 等があ って も学校 へ の 責任 は 間 わない とい う前提 の上 で、 取
り扱 う教諭 に、次の取 り扱 い方法 を説明す る こ とと した。

1
2

作 品 は、 額 や カー ドケ ー ス か ら取 り出 さない で くだ さい 。

￨
図12 カー ドケースに入っ
た実物教材 (下 )裏 面
に 書 か れ た サ イ ンも
見る こ とが で きる。

額や カー ドケ ー スに付 い て い るテ ー プや シール は故意 に
剥 が さな い で くだ さい。

3

額 を展示 す る場合 は、額 の 重 さに耐 え られ る壁 に付属 の
紐 で掛 け て くだ さい。

4

額や カー ドケ ー スに水 な どがかか らな い よ うに気 をつ け
て くだ さい。

5

カー ドケ ー スは、 二つ に折 れや す いの で、対角 の 角 二 箇
所 を持 って取 り扱 って くだ さい。
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6

水彩画 や鉛 筆画 は褪 色 しや す い ので 、作 品 を使用 しな い時 は、 で きるだけ光が 当 た ら
ない ように保管 して くだ さい。

7

額や カー ドケー スは 、ア ク リル板 を使用 して い ます。汚れた時 は、 ほ こ りを払 い 、 柔
らか な布 で 乾拭 き して くだ さい。 ク リー ナ ー な どの 使用 は、 成分 に よ り変色 します の
で行 わ ない で くだ さい。

美術館 で収蔵す る鉛筆画や水彩 画 の展示期 間 は、 年 間 1か 月か ら長 くて も 3か 月以 内 と して
い る。 それ を基 準 に、教 材 の 貸 出期 間 の調整 をす るこ とも可 能 であ る。 また、子 どもたちが触
れ るこ とも、 額や カー ドケ ー ス を入 れた状態 であ る こ とで、作 品 の保護が で きる もの と思 われ
る。

さらに、子 どもたちに対 しては、次のような説明を していただ くようにお願 いする文章 を添
える ことに した。
○「作品」は、 かけがえのない もの"で す。
作品は、ただひとつ のだけであるこ とを、子 どもたちに理解 させて ください。
作家が紙 に描 いた画面 だけではな く、鉛筆 で描 いた際 にで きたへ こみ、手あ とな どの痕
跡が、長 い時を経て も目のあた りにで きる感動 を考えさせて ください。すなわち、作品を
制作 した人の存在 を感 じさせて ください。

0100年 後へ の思 い
100年 前 の作品が、 日の前 に残 って い るす ば らしさを考 えさせて ください。身 の 回 りに、
100年 前 の ものが どれ くらい残 って い るかを同時 に考えさせて ください。そ して、次 の100

年 に引 き継 ぐ重要さを理解 させて ください。
○作品 は、眠 らせてお くのが、一番の長生 き
作品は、温度 と湿度が一定の ところで、光のあたらない真 っ暗な部屋 で過 ごす ことが、
一番長生 きすることを話 して ください。そ して、作品をダメにす るのは、光、温度、湿度
であることを説明 して ください。 しか し、作品が眠っていては、鑑賞 で きず、人 々に感動
を与えないこ とを話 し、作品を鑑賞する意味を考えるようにして ください。

(6)新 たな可能性
実物作品を教材 とすることにより、教科書 や資料集 では得 られない鑑賞 の素晴 らしさを実体
験 し、さらなるイメー ジヘ の展開が期待 で きる。それは美術 の授業 だけではな く、作品に描か
れたモチー フ、題材 を通 して国語や社会、理科な どの導入 として授業にも活用 で きるのではな
いか と思 われる。それについて、学芸員や美術館での博物館実習生、イ ンター ンシップ生 など
に課題 として提起 し検討 した結果、次のようなものが提案 された。
・創作 のための動機づ け
①国語 の授業・・・・
○絵 の中の物語
ね らい】 物語 の筋書 きを考える。
【
ながれ】 4枚 の作品を無作為 に選定 し、 グループで作品を観察 して、絵 の中の情景か ら
【
起承転結 のある物語を作 る。その後、 モニ ター画面で四 コマ漫画のように作品
を映 しなが ら物語 を発表する。
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○絵か ら詩ヘ
ね らい】 定型詩や自由詩をつ くる。
【
ながれ】 作品をい くつかに分割 し、それぞれを部分的に観察す
【
る。気づいたことや感想 を箇条書 きにする。そのなか
から作品の印象を強 く表 している文を選び、詩の形に

1■

して表現する。
・
・
・
・図像か ら考察
②社会の授業・
○村の様子 と生活
aら い】 村 につ い て 考 える。
図13家 の様子を描いた
オ
【
シ
ロ
‐幽
ながれ】 村 の神社、庄屋 の 家、農民 の家、灌水、畑 な ど村 の光
【
景 が描 かれた作 品 を 5枚 選定 し、 一つの 「村 」 の イ メー ジを作 り、 どの よ うな
l

村 で、 どの よ うな生 活 を して い るか な ど思 いつ くこ とを発 表す る。

○村の家
ねらい】 昔 の 家 を考 える。
【
ながれ】 家 を描 い た 1枚 を選 び、その家 につい て考 えてみ
【
る。 どの よ うな人 が 住 む家 か、今 の 家 との違 い な
ど、 社会科 の 資料集 な どを参考 に風 俗 につ い て調
べ る。

O歴 史の授業

図14村 の家を描いた鉛筆画

○私たちの宝物
ねらい】 古いものへの愛情。
【

ながれ】 実物作品を通して、古いものをより身近なものと考え、古いもの
【

(文 化財)ヘ

の愛情を持ち、その取扱や保存す ることの大事 さを
学ぶ。
④地理の授業
○ 日本的なものとは ?

ねらい】 国や風土の違いを考える。
【
ながれ】 グループで「日本」をイメージする作品を数点選び、
【
絵の中の建造物などから日本的と思われるものをあ
げ、その理由について発表する。
⑤理科の授業
図15樹 木の鉛筆画
○樹木の調査
ねらい】 校庭の植物を観察 しよう。
【
ながれ】 樹木を描いた 1枚 の作品を選び、その樹木について図鑑などで調べる。学校の
【
近くでみられる木との共通点や相違点について話し合う。
￨

○理科的スケッチの導入として
ねらい】 理科のスケッチと美術のスケッチの違いを学ぶ。
【

-
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ながれ】 線の引 き方や陰影の有無など作品 と理科の図版を見比べ、 目的に よる描 き方の
【
違 いを体感す る。
・・
・
・郷土について考察
⑥佐倉学の授業・
○浅井忠の弟子・芝千秋
ねらい】 佐倉ゆか りの洋画家浅井忠 を通 じて明治を考 える。
【
ながれ】 日本画家芝千秋の師が洋画家浅井忠であることを説明 し、作品か ら二人の相違
【
点や共通点をみつけ、明治 とい う時代背景な どを話 し合 う。
教材 として使用 した作品は、大半が明治36年 か ら大正 6年 頃の作品である。子 どもたちの祖
父母よりも遥かに遠い昔の ものである。そこに描かれた家や林や村落の風景は、まさに子供た
ちにとって見たことのない光景である。その紙 に描がれた古 ぼけた作品に感動 し、大事に取 り
扱 う心 を育むとともに、その光景か ら今 を考え、昔を思 う心 を抱 くことにも活用で きるのでは
ないか と思われる。上記の活用例 は、案 として提示 されたものであ り、実際に授業 として展開
してい くには、改善 しなければならない点 も多い と思われる。そのため、佐倉市立美術館では、
この新 たな可能性 を求め、近隣の初等教育課程を持つ大学 との共同研究 に取 り組み ことにして
いる。
終 りにかえて
美術館 とは、「美術資料 を展示 して、主 として視覚的な鑑賞 を通 じて、人 々 (市 民 )の 情操
を高めるところにその特色があ る。 (略 )利 用者 の側か ら見れば、美術館 とい う「美」が集約 さ
れた空 間の中で、優 れた美術作品に直 に触 れ、深 い感動 を覚えることにより、豊かな感性 を育
03)。
これは、美術
てる場 であるとともに、知的欲求 を充足する場であるとい うことがで きる」

館 の根本的で、基本的な概念 である。それによ り当初 の展示理念 においては、良い作品を提示
し、鑑賞す る人の感性 に委ね る方法が主流であった。 しか し、その結果、美術 に触れ る機会 の
なか った人たちに、美術は解 らない とい う意識 を生む ことにな り、美術館か ら遠 ざかる要 因 と
もなっていった。その改善策 は、幼少 の頃 よ り美術 に触れ ることが重要 である と言 われて きた。
その人の生 まれた環境、たとえば親が美術好 きで、連 れ られ展覧会に行ったとい う経験 が、将
来の美術好 きを生むと考えられている。そ こで多 くの美術館では、対話型鑑賞法、ワー クショッ
プ、創作 プログラムなど様 々な子 どもたちへ の取 り組 みが行 われてい る。 しか し、学校 、教諭
が子 どもたちを美術館 に連れて くることは、年間行事、 カ リキュラムなど難 しい問題 を含んで
い る。に もかかわらず、1998年 の「ゆ と り教育」による完全週 5日 制の実施、総合学習の導入
によ り、そのフィール ドは学校外 に求め られ、その受け皿 として美術館が注 目され、 さらに新
学習指導要領 にお いて「鑑賞」「表現」が指導 の項 目として明記 されたため、 ます ます美術館
へ の期待が高 まってい る。その ような学校 サイ ドの事情 のなかで、佐倉市 立美術館での実物を
教材 とする試 みは、子 どもたちが学校 において直接実物 に触れ、間近に、 しか も手に取 って鑑
賞で きるとい う利点 を持 っている。
近年、美術 に関する番組やデー タは、デジタル放送の普及、 イ ンターネ ッ トの発達 とともに
高解像度のメディアを利用 して全国どこで も高画質の画面で視る こ とがで きようになった。 こ
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れによって却 って実物 に触 れる機会が少な くな り、画面上 の虚像 を実物 として錯覚する傾向が
生 じるようになった。それだけに、実物 を鑑賞す るとい う機会 は重要である。 さらに実物 に触
れることので きる機会はない。昭和59年 (1984)4月 に GALLERY TOM主 催 の「 開館記念
展― ロダ ンか ら現代 まで一」 とい う展覧会は、鑑賞者が作品に触れることので きる、 いわゆる
ハ ンズ・ オ ン展示 として、わが国での美術 における初めての試みであった。その後、1988年 に
有楽町朝 日ホールでの国際 シンポジウム「美 と触覚― 触覚教育 と造形活動"を 考える」 によ
(H)。
『能
しか し、本来のハ ンズ 。オ ンは、
り注 目された
「視覚障害者に対する鑑賞法だけではな く、
動的

(ア

クテ イヴ)』 、あるいは、 F対 話的

(イ

ンタラクテイヴ)』 と評価 されるように、利用者

が資料 と触 れ合 うことによって、解説文以上の理解 とメデ ィアか ら得 られる以上の実感を獲得
で きる効果があるとされてい る。 さらに、ハ ンズ・オ ンでは、試行錯誤 しなが ら、利用者が資
料 との関わ り方をあれ これ と選択 した くなる気持 ちを涌 き立たせる ことで、多様な道筋で解答
に辿 り着 くことがで きるようになる」
。そ して「単 に「見る こと」以上 の感動 に繋げ ることが
で きる利用者 と資料 の新 しいコミュニケー ション手法 であ り、 (略 )直 接触れるこ とが難 しい資
料 を多 く抱 える歴史博物館 ・美術館 では、資料 の鑑賞、観察を通 じてイ ンスパ イアされた創作
(15)と

表現活動が含 まれる ことになる」

言われている。佐倉市立美術館 での実施例 の報告か らも、

「100年 以上前 に描かれた もの を手に取 ることの効果 は大 きく、生徒たちは興味、関心 をもって
取 り組 んだ」 (臼 井南中学校 )「 教科書や資料集では味わえない鑑賞 の素晴 らしさを体験で きた。
その思 いは、制作意欲 に直結 し、制作における自分の テーマの絞 り込み、深 ま り、興味関心、
意欲 を引 き出す源 となる」 (志 津中学校 )な ど、は じめて実物 に接 触 した子 どもたちへ の効果
が報告 されている。確 かに、美術館サイ ドには、作品の保存 とい う問題 を抱 えてはい るが、そ
れ も文化財保護 の精神 を教 える絶好の機会 と考 えれば、意義 のある ことになる。 さらに、 100
年前 の作品 を教材 とした試みは、美術 の教科 だけではな く、他 の国語、社会、理科な どで も活
用 される可能性 を含 んでお り、多様な実施によってさらに多 くの子 どもたちを対象 とする こと
になるとい う期待 もある。 このような実物作品を間近に鑑賞 し、直接手で触れ ることので きる
とい う子 どもたちへ のアプローチは、子 どもた ちの美術へ の関心、興味を育む こととな り、将
来の美術館 サポー ターの育成 となると考 えてい る。ひと りで も多 くの美術愛好家をつ くる こと、
それが美術館教育の 目標である。
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追記〕
〔
平成25年 5月 6日 、國學院大學大学院生 で あ った秋 山陽平君が、不慮 の交通事故 によ り死去 した。
秋山君は、平成24年 8月 か ら佐倉 市 立美術館 でイ ンター ンシ ップ生 として、 数 々の教育活動 に参加 さ
れた。そ の成果 は、修士論文 で まとめ られると期待 して いたが、それを叶 うことはで きなか った。本
稿 は、彼 の活動 にささげたい。
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学 校 教 育 の 総 合 化 と博 学 連 携 の 視 点

Comprehensivization of tlle school education and
viewpoint of a cooperation of nluseurn and sch001
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はじめに
我が国の児童生徒 は「暗記 は得意だが、思考や判断は苦手」 とい う。なぜか。学校 では暗記
中心 の授業が多 いか らである。教員が「知識・理解」 の観点を軸 とした暗記中心の授業や考査
を行えば、児童生徒は暗記するしかない。児童生徒は教員の言 うとお りには育 たない。教員の
す るとお りに育つので ある。例えば、社会科や地理歴史科 の授業 は、概ね「習熟場面」「揺 さ
ぶ り場面」「探究場面」「表現場面」の四つの場面 か ら構成 されるが、「習熟場面」 だけの単調
で平板な授業 では、児童生徒 は暗記するしかないのである。
一方、博物館 における学 びには実に様 々な形態が見 られる。実物教材 を軸 とした講義、講演、
実験、調査、観察、採集、体験、見学、 ワー クシー ト、 ワー クシ ョップなど、恐 らく博物館 は、
今 日の他 の教育機関の なかで最 も多様な学 びを提供す る施設 である。 さらに、研究 コーナー、
情報 コーナー、図書室、イ ンター ネッ ト、 ビデオルーム、 ミュー ジアムショップなどの設備 も
充実 してい るなど、その学 びの在 り方 と多様性、教材 の具体性 は学校や他 の教育施設の比では
ない。 この博物館 の「人」「実物教材」「情報」 を活用 した博学連携 の在 り方 について模索す る。

1 学校教育 の総合化
(1)社 会の多様化 と教科教育 の限界
近年、学校教育の総合化や横断化が急速に進 め られてい る。 これは社会の多様化 とグローバ
ル化 によ り、社会全体 を 9教 科 (小 学校 :国 語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、
家庭、体育)だ けでは説明で きな くなって きた ことに起因 している。つ まり、社会 の高度な国
際化、機械化、情報化 の進展 に伴 ない、環境 、自然、福祉、健康等 の新 しい課題が続 々 と登場
してきた。 これ らの課題 は、学校教育 における 9教 科 の枠組 の 中だけでは捉え られな くな り、
このことは各教科 の内容を常 に他教科 との関連付けで指導す る必要性 を生み出 し、教科指導の
総合化、横断化、具体化の傾向を進展 させた。 このことが、平成12年 (2000)か ら段階的に始
め られてきた総合的な学習 の時間の背景の一つ となった。
また、生涯学習社会における教科教育 の課題 として、社会 のニー ズと教科内容 との問題があ
る。児童生徒 の興味や関心、社会 のニーズは多種多様 であ り、教科内容 を個 々の興味や ニーズ
に対応す るには、学習指導要領で整然 と整理 されている内容では限界がある。つ まり、決め ら
れた教科指導は、我が国の近代化 の中では一定の大 きな成果 をもた らして きたが、教員による
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構造化、形式化 された授業に陥 りがちであ った。逆 の視点か ら見れば、 このような授業 は、児
童生徒 にとっては一方通行 の知識注入型 の受身的な授業 とな り、 このような授業の形態 は、生
涯学習社会の学 びの在 り方 と相反す る結果を生み出 している。

(2)学 びの場 と機会 の変化
生涯学習社会における学校 の社会的な位置 を考える場合、現在 の児童生徒 は、学校以外 に多
くの学 びの場 をもっているこ とが重要な示唆 を示 して くれる。つ まり、現代社会は、学校以外
の学 びの場や学 びの機会 を無限 に生み出 して きた。例 えば、博物館 に限 らず、児童館、公民館、
図書館や スポー ツ施設などの公営 の施設に加 え、民営 の施設 も高度 に発達 し、それ らは双方向
の参加型の活動 を伴 うな ど、多様な学 びの機会 と内容を提供 して くれる。 さらに、テ レビ、イ
ンター ネッ ト、雑誌などを通 して も多 くのことを学ぶ ことがで きる。つ まり、現代社会の空間
的広が りの中で学 びを考えた場合、学校 だけが学 びの場 ではな くなったのである。逆な言 い方
をすれば、かつて教育施設が今 ほ ど発達 していなか ったころ、学校はその地域社会に君臨 し、
学校 に地域社会が追尾 していた。 しか し、近年の生涯学習社会においては、学校 は地域社会の
一つの構成要素 とな り、学校が地域社会を追尾す る傾向さえ生 まれた。 この変化 こそが、学校
教育 におけ る総合的な学習の時間の背景の一つ ともいえる。学びの場 と機会の空間的に広がっ
た世界では、 自らの意思で 自らの興味・関心 に対 して積極的に取 り組む姿勢が重要な価値 をも
つ ことにな り、単発的な知識やその知識量 よりも、
「何 をいかに学 ぶか」 とい う学 びの質が大
きな価値 をもつ ようになった。
また、時間的広が りとい う視点の 中で現在 の学校 の位置 を考えた場合、社会全体 の生涯学習
体系へ の移行 とその動 きが重要な示唆を与えて くれる。かつ て、学 ぶ とい うことは、人生にお
ける青年期 とい う一定の期間、つ まり、幼稚園や小学校 に入学 してか ら中学校 を事業す るまで、
あるいは高等学校や大学を卒業す るまで とい う人生の特定期間に行 うもの とい う考え方が一般
的であった。 しか し、生涯学習の体系 においては、人 としてのライフスタイルや ライフステー
ジ全体 の中に、学ぶ とい う行為 を設定するようになった。簡単に言えば、人 として生 きている
限 り学 び続けることが求め られてい る。学ぶ とい うことが、人生における少年期 や青年期 とい
う限定 された一定期間だけのこ とではな くなったのである。 したがって、学校 は生涯にわた り
学 び続ける一通過点に過 ぎない と捉 えられる。学 びの時間的 に広がった世界では、空 間的広が
りと同様 に、 自らの意思で、 自らの興味や関心 に対 して積極的 に取 り組 む姿勢が重要 になって
「何 をいかに学ぶか」
くる。ここで も単発的、断片的な知識 よりも、自らの人生設計の次元か ら、
とい う学 びの質が大 きな価値 をもって くるのである。

(3)学 びの総合化 と博学連携 の視点
総合的な学習の時間は、変化 の激 しい社会に対応 して、 自ら課題 を見付け、 自ら学 び、 自ら
考 え、主体的 に判断 し、 よ りよ く問題 を解決す る資質や能力 を育てることをね らい とし、平成
12年 か ら段階的 に実施 されて きた。学習指導要領では、そ の内容 は示 されず、学習活動 の実際

的な側面は、各学校 の創意 と工夫 に任 されてい る。 したがって、総合的な学習の時間における
学習 は、各学校、児童生徒、地域等が創 り出す ものであ り、場所・ 人材 。時間の三つの視点か
ら各教科 の学 びとは異なる とい える。つ まり、場所 とは学校 だけが学 びの場 ではない とい う視
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点、人材 とは地域 の 人 々 に学校 にかかわ って もらうとい う視点、時間 とは、学校 の在学期 間だ
けが学 びの期 間で はな い とい う視点 であ る。 この ことは、生涯 学習社 会 にお ける新 しい学 び観
や学校観 と して次の よ うに整理で きる。

① 地域や社会その ものが 『もう一つの学校』 とい う視点
② 地域や社会の人材が 『もう一人の先生』 とい う視点

C. 地域や社会その ものが 『もう一つの教科書』 とい う視点
したがって、上記① 〜③の視点は、地域や社会における学 びと同じ学びが教室で展開される
ことを意味する。逆の視点から見れば、地域や社会における学びが学校の学びにクロス してい
くことを意味する。 このことは、博物館 と学校の連携を考える視点 として重要で、従来の各教
科が求めてきた児童生徒像 とは、明 らかに異なる児童生徒像が求められている。各教科の学習
においては、学問の研究成果や研究結果 を中心 に学んで きたが、総合的な学習の時間において
は、研究成果や研究結果 を学ぶのではなく、研究方法や研究過程を学ぶ といえる。 このことが
博学連携 の視点でもある。

2 実物教材 の意義
(1)実 物教材 の在 り方
授業で実物教材 を提示すると児童生徒 の 目が輝 くことが多 い。実物教材の もつ魅力 はここに
ある。なぜ 児童生徒 の 目が輝 き、集中するのか。多 くの事例研究 を見て も実物教材 の効果が述
べ られているが、その一方で、実物教材 と授業 目標が どう関連 してい るのか、実物教材な どは
小手先 の技術 ではないのか、 といった否定的な意見や疑 間 も多 く見 られる。 しか し、多 くの事
例報告 では、児童生徒 の集中力が高まるとい うこ とだけは共通 している。児童生徒 の 目が輝 き、
主体的な意見が発表 されるのにどうして疑 間点が出されるのか。 この理由については次の 4点
が考 えられる。
①

実物教材 と授業 目標 の関係及び達成度が不明確である。

②

実物教材 の本質その ものが不明確 で、普遍性 に欠ける。

③

実物教材が授業 の どの部分 と関連す るか不明確 である。

④

実物教材 を収集す ることが経済的にも負担 で難 しい。

実物教材 を教室に持ってい くと、 どう して児童生徒は集中力 を高めるのか。 この点の解明が、
従来か らあまりなされて こなかったのではないか。 この解明 こそが、学校教育 と博物館 の連携
の在 り方 とも関連す るだろ う。 さらに、知識注入型 の暗記中心 の学 びを打破す ることにつ なが
るのではないだろ うか。そ こで、実物教材 としての仮説 を設定 し、実物教材が もつ教材 の質 と
量及び児童生徒 の側か ら見 た授業効果 の 3点 について考えてみたい。
ア 実物教材 としての仮説 の設定
授業 に関す る方法論や技術 論 には多 くの研究があ る。教材論・発問論・板書論等 であるが、
実物教材 を授業に取 り入れ ることの研究 についての事例研究 は多 くはない。そ こで、教材論や
発問論 と同 じように実物教材論を提案 してもよいので はないか。博学連携 の一つ の在 り方 とし
ても、実物教材 を使用 した授業の構築が重要 である。そ もそ も殆 どの教員は、多少 な りとも実
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物教材 を授 業 に持 ち込 んだ経験 はあるだろ う。持 ち込 んだ実物教材 を、あ くまで も補助 資料 と
考 える場 合 もあれば、児童生徒 の動機付 け と捉 える場 合 もあ るだろ う。世 界的 に映像化 。電子
化 が進行す る中 で、 学校教育 にお い て実物 や本物 を見せ るこ との重 要性 と必 要性 を再認識 しな
ければな らない。昭和 5年

(1930)、

棚橋 源次郎 は、「小学校か ら中学校 、専 門学校 及 び大学 に

至 るまで実 物教育施 設 は極 めて重 要 な一つ であ る。」 と述 べ た

(1)。

そ の 先学 の 声 に耳 を傾 ける

時代 が 訪 れた よ うな気 がす る。 これか らの学校教育 では、授業 の 中 に実物教材 の導入 を図 るこ
との重 要性 は ます ます高 まるだ ろ う。
実物教材 の 意義 につ い て整理 した の が図 1で
ある。 三 角形 の頭 の 部分 が児童生徒 に示 され る

【
実物教材】

【
実物以外 の教材】
教材 A

部分である。実物教材 ほ ど氷山の一角のように
水面下 に多 くの情報 を含 んでいること示 してい
る。逆に実物以外 の教材は水面下の情報量が少
ないことを示 している。つ ま り、実物教材 ほど児
童生徒に強 い衝撃 を与 えるとともに、情報量が
多 い分、深 い想像力を高めさせると考 えられる。
そ こで下記の実物教材 の授業効果を整理 した。

教材 Aの 情報量

図

1

実物 教 材 の 意義

実物教材 の授業効果】
【
図 1の よ うに、教材 Aを 児童 生 徒 に提示 した場合 、教材 Aが 実物教材か、二 次元的資料 (図
表 ・ ビデ オ・ 写真等 )か では、児童 生 徒 の教材 Aに 対す る反応 は ど う異 なるのか。

I]… 児童生徒 の想像 の深度 は、教材 Aが もつ情報量 で決定され る。
[授 業効果 Ⅱ]… 教材 Aが もつ情報量 は、その教材が実物 に近づ くほ ど多 くなる。
[授 業効果 Ⅲ]… 教材 Aの 情報量が多いほど児童生徒 の集中力 と想像力 を高める。
[授 業効果 Ⅳ]… 教材 Aが 実物教材 に近づ くほど児童生徒 はその実物教材の本質を真 に理解す る。
[授 業効果 V]… 教材 Aが 実物教材 であれば、授業が進むほど児童生徒 の集中力 は増幅す る。

[授 業効果

イ 身近な実物教材
料理の世界 に『素材七分 に腕三分』 とい う言葉があるとい う。 これは教育の世界 にも通用す
ると考 えられる。児童生徒 の学 びの意欲 を高めるためには、よい素材 を使 うと効果的である。
料理 で も、教育で も、その素材 を選ぶのは料理人自身であ り、指導者 自身である。その意味か
らで も「 よい素材 を見分ける眼力」をもつこ とが大切になる。教育 では教材 としての素材 が授
業 に大 きく影響す る。学習指導要領の精神か ら見て も、素材 を見抜 く力 とその素材 を料理 して
よい教材 に仕上 げ るこ とが求 め られる。
今 日、多 くの児童生徒 は生活や社会 に無関心 にな り、身の回 りの世界が見えな くなってい る。
児童生徒 にとって身近な ヒン トや具体的な素材 ・事例 を取 り上げるこ とが大切 であ る。そ して、
それを真 の教材 に練 り上げ、児童生徒 の興味・ 関心 を引 き出す こ とが求め られてい る。そこで、
真 の教材 にどう練 り上 げてい くか とい う教材 の開発 に関する段階 について考えてみたい。
まず、教材 とは何 か、 とい う基本的な ことを考えてお く必要があ る。一般的に何 で も教材 に
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なると言われることがあるが、教材 と素材 は根本的 に異なると認識する必要がある。そ もそ も
教材 とは、多 くの素材 の調査 と研究 の積 み重ねによ り成立するが、一つの教材が開発 される段
階 は次の ように整理で きる。
・第 1段 階…素材 の収集
・第 2段 階…素材 の分析
。第 3段 階…実物教材へ の教材化
・第 4段 階…教材 として成立
特 に第 3段 階の素材 の分析 か ら実物教材へ の教材化 の段階が重要 と考 えられる。例えば、幕
末か ら明治初期の授業 で、珈琲文化 との接触過程を一つの教材 として作成す るため下記資料 を
作成 したとする。
安永 5年 (1776)

長崎蘭館 医 ツ ンベ ルグ、「 日本人で珈琲 の 味 を知 る者、二 、 三の通詞 のみ」 と
日本紀行 に書 く。外国人が残 した 日本 の珈琲 の最古 の文献c

天明 2年 (1782)

林蘭 「紅毛本草」 に古闘比伊 として紹介。珈琲紹介 の最古 の文献。

寛政 8年 (1796)

稲川三伯「江戸ハルマ」に珈琲の漢字を初めて使用。

̲11禾

日31:(1803)

広川解 「蘭療法」 に カラヒ イと記述 し、そ の薬効 を記述。

文化元年 (1804)

太田南畝「紅毛船にて珈琲を勧められしも焦臭 くして味ふるに堪ず」と記述。

文化 4年 (1807)

大槻玄沢、 ロ シアに漂着 した漁師 よ り珈琲 の風習 を詳細 に聞 き記録。

文化 8年 (1811)

幕府 天文方蛮書和解御用、
「厚 生 新編」 を編纂。そ の 中 で珈琲 を紹介。 日本初
の珈琲 の正確 な文献。

文政 9年 (1826)

シーボル ト「江戸参府紀行」に日本への珈琲売 り込み策を記述.

安政 3年 (1856)

シー ボ ル ト再来 日、ハ ワイの珈琲 豆 を持参。

安政 5年 (1858)

日米修好通商条約調印、 これに基づ き珈琲 を 1[式 に初めて輸入。

慶應 2年 (1866)

初 めて珈琲 に輸入関税 を設 定。

明治 3年 (1870)

牛乳 広告「牛乳、日に慣れ ざるは コ ッヒー に混和 して用ふれば味甚 だ香 し」

明治 11年 (1878)

勧農局三 田育種場 (農 業試験場 )、 珈琲 な ど外来植物 の試験栽培 を開始.

明治 14年 (1881)

小笠原 の珈琲 園で 日本で初めて珈琲が開花 .

明治 19年 (1886)

東京 で 日本初 のカフェーで ある洗愁亭が開業。

明治22年 (1889)

琲 のための角砂糖 を販売。
東京 の砂糖屋 の福 田助次郎、勁‖

11喝

治30年 (1897)

農相 ・榎本武揚、珈琲農同労働者 として メキ ンコに移民 を送る。

異文化 との接触過程の探究 は、その当時の社会や 日本文化 を考察するうえで重要であるが、
この資料 だけでは児童生徒 の興味や関心 を引かないだろ う。 いかに児童生徒 の身近な実物教材
として教材化 させ るかが重要 である。例 えば、幕末か ら明治 にかけての珈琲 に関す る広告等 の
実物教材 と現在 の珈琲文化 に関す る実物教材 を合わせて使用すれば、児童生徒 の想像 を駆 り立
てることがで きる。 これを一つの切 り口に幕末か ら明治初期 の社会 と文化 の在 り方が身近 に理
解 される。
ウ 児童生徒 の側か ら見た実物教材 の授業効果
実物教材 の授業効果 については 2つ の視点が考え られる。指導者 の側 の視点 と児童生徒 の側
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の視点 である。多 くの教育論や授業論においては前者 の側か らの発言が多 い。 しか し、実物教
材 を使用 した場合、なぜ、児童生徒が集中するのか、なぜ、児童生徒が夢中になるのか とい う
学 ぶ側か ら見た授業効果を考える ことは重要である。実物教材に対 して児童生徒 の興味・ 関心
が高まる理由については、次の 3点 が考え られる。
①

児童生徒 は実物教材が もつ属性 を総合的に理解 しようとする。

②

児童生徒 は 自らの発想 と思考 を総動員 して考 えようとす る。
実物が有す る迫力が児童生徒 の興味・関心 を高める。

③

上記① に関 して、例えば、江戸期の著作物 を考えてみる。教科書には多 くの著作物 とその作
者が登場す る。江戸期 における版木 による印刷技術 とその出版に対す る情熱 はす さまじい。 し
か も、江戸期 の政治や文化を考える場合に出版物 は無視で きない。木版技術 の精巧 さ と出版そ
の ものに対す るエ ネルギー を児童生徒 に伝 えることが重要になる。葛飾北斎 ・柳亭種彦・本居
宣長・ シーボル ト・伊藤仁斎・関孝和 ・貝原益軒・吉田松蔭・林子平 …。合巻などの細か い文
字や絵 が梨や桜の版木に彫 ったこと自体が児童生徒 に大 きな衝撃 を与 える。和紙の味 わい もさ
ることなが ら、原作者・彫師・刷師 ・綴師の四位一体 を知ることか ら、江戸期の一面を暗記で
はな く肌で感 じることがで きる。肌 で感 じるとは、例えば、葛飾北斎 の「絵本庭訓往来」か ら、
和紙 の触感、200年 前 の臭 い、精緻極 まる本版技術、寸分の誤差 の ない刷 り上 り、デザ イ ンの
新鮮 さ、書物 に対す る江戸期 のエ ネルギー等 々、児童生徒 自身が江戸期 の一面を真 の意味で理
解す ることがで きる。
上記② に関 しては、実物教材 を通 して 自分 自身の考えを自由に巡 らせるとい う視点である。
例 えば、各時代 の武器類 を用意する。鋼矛・火縄銃 ・大砲・太平洋戦争時 の陶器製手溜弾等 々。
これ らの実物教材 が一つの動機付け とな り、実物教材に関する具体的な疑間が児童生徒 の内部
か ら湧 き出 して くる。歴史の中で、攻撃用・防御用 を問わず多 くの武器類が出現 しては消 え去っ
ていったが、弥生時代 の農耕の開始が人 々に宿命を与えた とい う視点が大切である。縄文期以
前 の狩猟採集社会では存在 しなか った人を殺害することを第一の 目的 とした道具が、農耕 の開
始 によ り出現 した ことに児童生徒は気が付 く。 また、幕末 の黒船 の際、幕府 は御固図 に見 られ
るように安房か ら伊豆にかけての防衛体制 のため、大砲 。鉄砲等を動員 した。明治維新以降の
時代 の うね りを、花火 と原理的 には同 じ大砲で幕府は くい止めようとした。逆に鎖国が可能で
あった背景が、当時の世界の中で 日本が最大 の軍事大国であ った結果 であることにも児童生徒
は気が付 く。
上記③ に関 しては、実物教材 には実物 としての迫力があ るとい う視点であ る。教科書や資料
集 の写真や ビデオにはない迫力である。例 えば、大 きさである。写真や ビデオでは数cmの サ
イズである教材が、実物 を通 して正確 な情報を児童生徒に与えることがで きる。例えば、漆器
類 を考えてみる。漆 は世界で最 も美 しい塗料 とされる。 ヨーロ ッパ 人が japanと 呼 んだの も
納得 で きる。その ヨーロ ッパ人が17世 紀頃、 日本の漆 に憧 れニスに黒色顔料 を混ぜ、漆塗 りも
どきをつ くった。 これに黄銅を削った粉で絵 を描 き蒔絵風 とした。それほ ど漆 は西洋人を魅了
していた。 当時、 ヨーロ ッパでは本場 日本 の ものを ,apanと 呼 んだのに対 し、 ヨーロ ッパ で
つ くった黒 ニス ものを japaningと 呼ぶほ どで あった。 このmm単 位 の精緻 な芸術性 の高 い文
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化 は実物 でなければ語れない。 また、中世以降、急速 に発展 した大工道具がある。職人気質や
職人技 とい う表現 があるが、これを支えたのが道具である。職人は、道具にこだわ り大切 に扱 っ
た とい う。使 い捨 て文化 の時代 だか らこそ手垢 で飴色 に輝 く道具か らの示唆 は多 い。室町期か
ら江戸期 の大工道具 の大 きさには驚か される。

(2)実 物教材の意義
実物教材には、その時代や社会を感 じさせる温 もりや時代 を経て きた厚みががある。そのこ
とが児童生徒 に何 かを感 じさせ興味 を喚起 させる。 これ を具体化すると下 の 2点 に集約 で きる。
①

実物教材が もつ情報 の質 は映像や紙ベースの資料の質を上 回る。

②

実物教材が もつ情報 の量は映像や紙ベースの資料の量 を上回る。

実物が もつ情報 の特徴 は、その質 と量の深 さである。実物教材が本質的に内蔵 している質 と
量 の性格 によって、その実物教材 に内蔵 された多 くの情報が児童生徒 に伝 わ り、探究心 を高め
てい くのである。

3 博学連携の前提
(1)学 習指導要領の共有 と課題の設定
博物館 と学校 の連携 を考 える前提 は、学習指導要領 で求め られてい る児童生徒 に付けたい力
とはどの ような力なのかを、博物館 と学校 の双方が共有する ことである。 この共有な くして博
物館 と学校 の連携 は基本的 には考え られない。例えば、小学校学習指導要領における総合的な
学習の時間の 目標 には、「横断的・総合的な学習や探究的な学習 を通 して、 自ら課題 を見付け、
自 ら学 び、 自ら考え、主体的 に判断 し、 よ りよ く問題を解決す る資質や能力 を育成す るととも
に学 び方や ものの考え方を身に付け、問題 の解決や探究活動 に主体的、創造的、協同的に取 り
組 む態度を育 て、 自己の生 き方を考えることがで きるようにする。」 とある

(2)。

っ ま り、学 び

における主体性、課題 を見付 ける力、学び方、 ものの見方や考え方、問題解決的な学習な どが
重視 されてい る。 このことは、従来の教科学習における当該教科 の親学問分野の研究成果や研
究結果 を中心 に学 んで きた こ とと異なる。総合的な学習 の時間においては、 自ら課題 を見付け
た り、主体的に判断す るために研究方法や研究過程 を中心 に学ぶことが重要 になって くる。
総合的な学習の時間で、近隣の博物館 で観察や調査 などの学習活動 に参加 した り、学芸員の
講義 を受けた りする場合 には、 まず博物館側 も学校側 も上記 目標についての充分な協議 に基づ
く学習指導計画を立てることが重要である。例えば、学芸員が講義を行 う場合、単に研究成果
や研究結果 だけの内容 であれば、それは博学連携以前 の問題 となる。学習指導要領に示 された
目標 を達成す るためには、学芸員の講義 の基本 スタンスは、 自らの研究方法や研究 の過程を軸
に展開す る ことが重要である。なぜ なら、研究成果や研究結果を最初か ら講義 して しまえば、
児童生徒 は、探究的な学習 を通 して自ら課題 を見付 けた り、 自ら学 んだ り、 自ら考えた り、主
体的 に判断 した りで きな くなるか らである。つ まり、総合的な学習の時間においては教えるの
ではな く、児童生徒 が学習の課題 を見付けられるような水面下での指導の工 夫が重要であ る。
課題 の設定については、その タイ トルが「○○について」型ではな く、「 どうして○○ は□□
なのか」 の疑問型 の方がユ ニー クな探究活動 に発展す る場合が多い。例 えば、奈良時代 の和同
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開称についての探究 の場合 だと、「和同開称について」 とい うタイ トルではな く、「 どうして和
同開称には中央に丸ではな く四角 の孔があるのか」 とい うタイ トルの方が課題 の設定段階での
見方や捉 え方に深 まりがあると考えられる。

(2)博 学連携の前提
児童生徒 に何かを学 んで欲 しい場合、その方法 は二つ しかない。それは「教える」か「児童
生徒 の 中か ら導 き出す」かである。総合的な学習の時間における学 びの スタンスは後者 に近い。
なぜ なら児童生徒が 自らの学習課題 を自分で気付 き、その課題についての探究活動 を深 めるこ
とが総合的な学習 の時間の学 びであるか らだ。したがって、学芸員な どの「 もう一人の先生」は、
研究成果や研究結果な どを教えるのではな く、児童生徒がそれぞれの学習課題 を見付 けられる
ような手法 をとることが必要 となる。博物館 と学校 の連携 の前提 は、下記 4点 を踏 まえ、両者
がこのことを理解す ることか ら始 まるだろう。
①

学校が効果的 に博物館 を活用するためには、学校 と博物館が相互 に連絡 を密 にして教
員が博物館 の役割 と特性 について十分 に理解す る。

②

博物館 自体が学校 を受け入れる施設や設備 を整備 した り、教育的に利用で きるような
見学手順や学習方法及 び教材を開発する。

③

教育普及活動 の内容について学校 に対 して広報する。

④

教員 のための見学 の手引や児童生徒 のための見学 の資料な どを作成す る。

つ ま り、学校 と博物館 がお互い に連絡 を密に し、教員が博物館 の役割 について十分に理解す
ることが重要 である。
おわりに
博物館 の見学等については、天候面や事故な どの安全面か らの問題 は少な く、児童生徒 の動
向も把握 し易 い とい うことか ら、以前か ら特別活動 の一つ として実施 されて きた。特別活動 と
しての利用 のため、一般的には学年全体あるいは学級全体 とい うよ うに、 団体活動 として計画
されることが多かった。校外学習 (遠 足)な どがその典型であ る。 しか し、博物館 に連れて行
きさえすれば教育効果が得 られるとい うわけではない。それは、学校 と博物館 における学 びの
ス タンスが異なっていることに起因するか らだ。学校 での学 びは教員の指導 の もとに実施 され
るが、博物館 での学 びはすべ て入館者の 自由意志 に任 されてい る。 したがって、博物館 の展示
は、ただ何気 なく見ているだけでは興味や関心な どは湧 いてこない。 まず 、学校側 は博物館 の
見学や学習を計画する場合、 このことを理解す る必要があるだろ う。逆に、博物館側 は、学校
の総合的な学習の時間の学 びは、児童生徒が 自ら課題を見付け、 自ら学 び、 自ら考えるとい う学
びである ことを理解す る必要がある。この相 互の理解 を深める ことが、今求 め られてい る。
=+
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「風 土 記 の丘 」構想 の再検討か ら学 ぶ
Learning from review of

FUDOKI― NO‑OKA"conceptiOn

関

俊明

SEKI Toshiaki

は じめに
平成13年 (2001)4月 の史跡等整備 の在 り方に関する調査研究会による報告書「 史跡等 の保
°)に
よれば、 史跡等 の整備 の要点が 4つ の視点 で扱 われてい る。
存 ・整備 ・活用事業 の在 り方」
「理念 の明確化 と事業内容・手法 の充実 。向上の必 要性」「総合的で多面的な個別事業 の展開
の必要性」「 史跡等 の周辺環境 を視野に入れた事業展開の必要性」「実施体制 の整備 の必要性」
である。 史跡等整備 において、現在その どれ もが求め られなければ ならない要素 となっている
が、すでに出されて半世紀近 くが経過 しよ うとする「風土記の丘」構想 は、 史跡 をどう保存す
るか とい う点 でターニ ングポイ ン トになった事業 とみて とることがで きる。
昭和30〜 40年 代 の高度経済成長期には全 国各地で開発事業が増大 し、それに伴 う発掘調査で
みつかった埋蔵文化財 の 史跡指定数が増加する とともに、史跡等の保存や整備事業が推 し進め
られるようになった。昭和41年 (1966)に は じまった「風土記 の丘」構想 の事業 は、史跡等の
環境整備 の考え方の一つ として遺跡保存や地域 の文化的な遺
産の継承 に対 して多 くの示唆 を含んでい る。史跡 を広 い 自然
環境 と一体的 に整備保存 し、考古資料・歴史資料 を収蔵・保
管 ・公開・展示す るために資料館 の併設 を含めた整備構想で
あった。
国庫補助 によ り全国に13か 所設置 され (図

1)、

平成 6年

(1994)を もって事業 は終了 してい るが、 同構想 をた ど り、

」 ヽ

′ノ

開始か ら半世紀、終了か ら20年 が経過 しようとす るなかで改
めて見直 し、歴史を伝 える事物 を後世に残すべ き方法や要領、
手順 な ど、そ こか ら学 んで い く点 を明 らか に して い きた いo

1

図 1 国庫補助による風t記 の■の
位置

評価 を扱 う研 究
事業 が 終了 して い る「風 上記 の 丘 」構 想 に対す る見 方 は、 時 間 の経過やそ の系譜 をひ い た以

降 の展 開が ど うな されて い るかで、 評価 が大 きく分かれ るこ とが予 想 され る。 まず 、 13の 事業
の うちの ほぼ半数 の設置が な されて、設置が 一段 落 した時期 に出 された 3つ の 論考が ある。

保存修景計画の立場 から、中心的な遺跡を中心に広範にわたる史跡公園をネットワー ク (網
の 目)で 結びつけ ようとい う構想の提示②、面 としての遺跡の保存を評価 しつつ も、行政主導
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か らなる事業推進による弊害などを危惧す る意見 として、「重要 なのは、地域住民 の 自主 的な
(3)と

保存 へ の努力 と、学問 の成果 と研究者 の意志 を尊重す る ことで あ る」

ぃ う見解があ る。

1980年 台 に入ると宇佐風土記 の丘 (大 分県)な どの設置がなされるが、地価高騰 の問題が外的

な条件 とな り、面的な拡大が望めな くなって くる。歴 史地理学 の見地か らは、面的な拡大が望
めな くなったとして も地誌的な側面か らより地域像 を鮮明にするこ とで進展 が図れるのではな
いか とも述べ られてい る(4)。
事業が終了 してか ら出された研究では、地域文化財 を主体 とした歴史的環境 の保存 とそれを
生か したまちづ くりによ り「アメニテイ (快 適環境)」 とい う文化的環境づ くりを論考す るな
かで、「
「風土記 の丘」整備事業 は、それ までの遺跡保存 の在 り方 を転換 し、遺跡 の広域的保存
と環境整備へ の道 を開 き、「ふるさとの歴 史の広場」以下の事業 につ なが っていったこと、こ
れが契機 となって文化財 を活用 したまちづ くりの一つ の方向が示 された こと、資料館 の付置 に
(5)と

よる博物館広域化 の端緒 をつ くったこと等、その持 つ意義 は極 めて大 きい」

ぃぃ、国庫補

助事業 として史跡等整備 に関す る変遷の なかで も新たな展開を示 した事業 としている。
一方、事業が終了 し、10年 以上が経過 して述べ られた評価 では、「史跡や歴史的景観を破壊
する とい う危機感 に対す る次善の策 としての役割があった ことを忘れてはならないだろ う」 と
いった うえで、
「風土記の丘」構想 と資料館 の意義 とつ なが りに対 して、
「その土地の歴史的「風
土」を凝縮 させて展開を図るものであったと考えるに して も、それ らの有機的なつ なが りを勢
い達成 で きるとは思えず、やは り非常 に困難な計画 だったのではいか と言 わざるを得 ない」 と
され、また、
「各地 で さまざまな形 をとる「風 土記 の丘」 の存在 と、そこで保存 されてい る史
跡・ 遺跡群 に特化す る面が各博物館 で強調 され、それに沿った各種 の活動 が展開されることが
°
あ って もよいのではないか」 と述べ られてい る。
また、
「 これ までの文化財保護行政が特定 の遺跡や建物 などを、点的に指定 し保存措置 を講
じてきたのに対 し、各地 で大規模 な乱開発が顕著に進展 しは じめた時期 に、広 く自然環境 と史
跡、遺跡 を一体保存 し、活用す ることを目的 とした点 で画期的なもの としてだされた」 といい、
風土記 の丘構想 には、複数の 史跡 を有機的・系統的 につ ないでい く新 たな理念が含 まれてお り、
それまでになかった「サイ ト・ ミュー ジアム」 の初現 とも評価 され、広域保護 の効用が とらえ
られてい る

(7)。

2

構想 のあらまし
(8)。

「風土記 の丘」の構想 の概要は、諸文献か ら概ね次のようにまとめ られる

古墳 や城跡 (す べ て国指定史跡 )な どその地域 の歴 史や風 土の特性 をよく表す遺跡が多 くあ
る地域 を広域 にわたって指定 して、保存 と環境整備 をし、 さらに資料館を設けてその地域 の歴
史、考古、民俗等 の資料 を収蔵・展示 して、遺跡や資料 の一体的な保存 と普及活用 を図るため
に設けられた遺跡地域 をい う。
昭和41年 度より、その地方を代表する史跡等 を中心 に、周辺の未指定遺跡等を含む広域 な歴
史的、 自然的景観全体 を積極的 に保護 し活用す るために、文化財保護委員会 (現 文化庁)の 補
助事業 として実施 して きた史跡等保存活用事業 の一つである。60年 代後半か ら急進 した 日本経
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済の高度成長に伴 う国土 開発 による遺跡や歴史的景観の破壊防止 をね らった ものであ り、昭和
36年 (1961)に 起 った平城宮跡 の保存問題 を契機に、 開発諸事業 よ り遺跡 を積極的 に守 り、遺

跡 を点か ら線へ、線か ら面へ広げて保護 しようとい う考えか ら発想 された。
事業主体 は各都道府県、当面、各都道府県に一か所 とし、一風土記 の丘の面積 は 5万 坪 (約
16万 50001lf)以 上、 国庫補助事業 としての総経費50∞ 万円、史跡等指定地 の土地買上げ費は こ

の枠外

(用

地取得は都道府県負担)で 、実額 の 5割 (昭 和48年 か らは 8割 )を 国が補助。史跡

指定地の整備費 も枠外で、 5割 を国が補助 した場合 もある。事業計画は、用地確保、環境整備、
資料館設置 を中心 とす る。
博物館 ・資料館施設 を備えるほか、その地方の特色あ る民家等 を移築 した り、歴史植物園を
造成 した りし、都市計画 と連動 して、公園・道路 ・駐車場 ・休養施設等 も整えた史跡 セ ンター
が計画 されてい る。 しか し国庫補助事業 の総経費の制約、土地高騰 による未指定地取得難によ
り、当初の 目論見 どお りには進 んでお らず、最近、都道府県 の単独事業等 として、形 を変えて
事業 を実施 ・計画中の もの もある。
昭和41年 度の宮崎県西都原風 土記 の丘建設事業 (西 都原風土記 の丘開設は昭和43年 (1968))
を皮切 りに、全国に13か 所が設置 され、平成 6年 に事業 は終了 している。なお、この国庫補助
事業 に関わらない「風土記の丘」 を称する施設・機関が 6か 所存在す る。 これ らは、風土記の
丘構想 を ヒン トに設立・運営 されてい る場合が多 い。本来の風土記 の丘構想 により設け られて
い るものには、西都原 (宮 崎)、 さきたま (埼 玉)、 紀伊 (和 歌山)、 近江 (滋 賀)、 立山 (富 山)、
吉備路 (岡 山)、 八雲立つ (島 根)、 房総 (千 葉)、 み よし (広 島)、 宇佐 (大 分 )な どがあ り、
近江 (特 別史跡安土城跡 と古墳群)と 立山 (立 山信仰 の中心地)の ほかはすべ て古墳群の整備
が中心 となっている。 これ らは遺跡 の所在す る都道府県が設けて、地域 の教育委員会が管理に
あたってい る。
具体的な事業設置内容の例 で、風土記の丘第一号 として昭和43年 に資料館がオー プ ンした西
都原風土記 の丘 の場合

(9)を

みてお くと、 国費5.8千 万円、県費10.5千 万円 (昭 和40〜 42 土地

買上77千 万円 主管社会教 育課、昭和41〜 43 環境整備 1.3千 万円 観光課、昭和41〜 43 資
料館建設・古代住居復元

57千 万

社会教育課、昭和41 巡回路整備0.2千 万円 観光課、昭

和42 駐車場整備0.3千 万円 観光課)の 内訳 となってお り、関係機関 として、西都原協議会
は事務局 を西都市商工観光課 に置 き、県環境保全課・西都土木事務所、県教育委員会文化課、
市商工観光課・土木課、市教育委員会社会教育課、西都原 を守 る会が構成 メンバー とされ、維
持管理 は県公園協会に委託がなされている。

3

史跡保存 の背景

「史跡等」 とは「 史跡名勝 天然記念物」 をいい、「史跡 の本質的価値」 とは 「遺跡が、土地 と
一体 となって有す る我 が国の歴 史上又は学術 上 の価値」 と示 されてい る(10)。 したが って、
「史
「遺跡」にその土地が もつ、効果を付加する要素が組み合わさった もの と考え られる。
跡」 とは、
「遺跡保存」とは、遺跡その ものの現状保存に加え、発掘調査 に関わる規制に大 別される。
また、
今 日では、37万 kniの 国土に46万 か所 以上の遺跡

(・
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とい う膨大な遺跡が部分的な破壊 を含め消滅 してい くとい う現状 がある。史跡等整備 の前提 と
なる、遺跡保存 の流れ として、「史蹟名勝天然紀念物保存法」が出されてか らの 4つ の枠 を概
観 してか ら、「風 土記 の丘」構想 をみてい くことにす る。
①

大正 8年

(1919)、

「史蹟名勝天然紀念物保存法」の制定…簡潔 に全 6条 で構成 され、指定

された史蹟名勝天然紀念物 を保存するための管理が必要 と記す。指定物件 の保存 を中心 に
据 え、保存施設 の設置な ど、現状 を維持する ことを目的に した管理が必要 とした。
②

昭和25年

戦後 の「文化財保護法」…国が遺跡単体 を史跡に指定 し範囲境 界 を示 し、

(1950)、

史跡 の標示が保存 のためには必要で、管理 とともに復旧が必要 であることを定めた。 しか
し、戦後 まもな くの静岡県登 呂遺跡 のように、発掘調査 された遺構が史跡内に復元 される
のは例外的だった。 史蹟名勝 天然紀念物保存法 による「史蹟名勝天然紀念物」 は、「史跡
名勝天然記念物」 (=「 史跡等」)と して継承 され、総称 して「記念物」 と定義。
③

昭和30年 代末以降…「現状凍結保存」 (史 跡指定地 を積極的 に買収)が 進め られる。

④

昭和40年 (1965)以 降… 史跡 の整備活用 の開始 (史 跡等 の指定地を「環境整備事業」 とし、
国庫補助事業 として保存活用をめざす保存策)… 大阪府百済寺跡、宮城県多賀城廃寺 など
が着手 された。
高度経済成長期 の昭和30〜 40年 代 にお こなわれた開発事業の展開 と、それに伴 い発掘調査で

みつかった遺跡 の 史跡指定、あるいは、歴 史的、学術的価値 を有す る文化財 を保存 しようとい
う背景が「風土記の丘」構想 にはあった。「住宅地開発、道路開発、その他 土地利用改良計画
等の諸開発 に対処 して、多数 の史跡等 (未 指定物件 も含む)を 含 む地 区においては、指定物件
の個 々の買 い上げ、環境整備 では保護 しきれない。特 に未調査・未確認 の故 に指定 されていな
い埋 蔵文化財包含推定地、寺域推定地等 を含 んでいる場合 にはなお さらのこ とである。ここか
ら広域保護がで きない ものか とい う考えが浮か び上がって きた」 といい、同時に「民俗資料、
(12)と

考古学的遺物 、その他歴史資料 の散逸 をいかに して防 ぐか とい う点」が動機になった

ぃ

われてお り、文化財 の広域環境整備 としての「風土記 の丘」構想の 出発点が記 されてい る。
また、文化財保護法 の遺跡 についての保存対策の一つ は、指定 された遺跡に原状変更規制が
0000
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「風 ̲L記 の丘 」構 想 の 再検 討 か ら学 ぶ

かけられることである。土地所有者が この規制 に従 って くれる間は、遺跡保存 自体 は充分 とさ
れたが、土地利用の多様化が規制 の代償を求 めるようにな り、つ きつ めてい くと、その土地を
地方公共団体が時価で購入す るこ とが、 もっとも手厚 い代償策 となっていった。 しか し、公有
化が進むと、今度 は多額 の税金を投 じて確保 した土地を地域や一般 の人たちに活用 して もらえ
る方策が求め られるようになる。 この背景か ら、熱心 な数人の市町村長の肝煎 りで「全 国史跡
整備市町村協議会」(以 下、全史協 )が 結成 された。 この会の活動が、遺跡 の保存 と整備事業
が文化庁 の中で も、ゼロの段階か ら最重要施策 となった

(13)と

述べ られ、「風土記の丘」構想 と

その成 り立ちにおいて「全 史協」 の組織 と存在が大 きく関係 した ことがわかる。
『全史協20年 のあゆみ』̀口 'の 関係者 の文言の なかには、史跡 にまつ わる保存や開発に関する
当時の状況が事細か く記 されてい る。
「開発 か保存 か」 の全国的な文化財問題に直面 した市町
村長 により、協議会 は昭和41年 1月 に発足 し、史跡等 の所在す る市町村 をもって組織 され、発
足20年 後 の昭和60年 には、全445市 町村 (222市 191町32村 )が 加盟 してい る (平 成25年 現在537
市町村 )。 発足 10年 後 の昭和50年 度の史跡関係 の国予算 は7.6倍 の52.8億 円に至 り、史跡等買 い
上 げ費 に対す る補助率80%の 獲得 や保存制度のバ ックア ップなどに、協議会が成果を上げて き
た、 と当時の会長が序文の なかで述べ てい る。史跡等購 入費補助金80%は 昭和48年 度か ら昭和
60年 度 まで維持 された。

めま ぐるしい開発 の波 とその中でいかに文化財 を保護 してい くか とい う、両立する行政 の対
応 に苦慮す るなかで、各市町村 の対応 にも限度があることか ら、有志 の市町村長が協議 し呼び
かけをお こない、国に対 して働 きかけをしてい くことを確認 し、協議会の発足がなされたとい
い、国による強力な財政措置 を得 ることを急務 として、協議会では、史跡等民有地の買い上げ
費へ の補助、環境整備費へ の補助、埋 蔵文化財緊急調査等へ の補助 の大幅増額、国、地方公共
団体の文化財保護 に対す る組織充実強化等が決議 されている。重要史跡 を抱 え、保護対策に悩
む市町村が文化財保護委員会 (文 化庁 )と の交渉を重ねるも経過 は好 ましか らず悲観論が多い
なかで、関係市町村 の足 なみが揃 い互 いに陳情活動な どが続け られ、団結 の気運が高 まり、協
議会の結成へ と繋がったとも述べ られている。 また、協議会 の誕生 を画策 し巧 みな指導助言 を
もって軌道に乗せた敏腕 の影武者 と記 された第 5代 記念物課長の柳川覚治 は、「平城京跡 の国
有化が進んでい る。 この地方版 を全国に広げることだ。そ して、史跡公園的な、 さらにオー プ
ンミュージアム的な風土記 の丘構想 に整備 し、地域住民にたいせつ にされ、国民 に親 しまれる
ものにす ることが必要である」 ともいってい る。
国の 史跡保存整備費のゼロに近 い状況か ら、協議会 の結成 による財政措置の進展 を背景に史
跡等保存 の構想が進め られてきた ことの背景 とともに、関係予算 の獲得 とい う政治的働 きに負
うべ きところが大 きか った。「風土記の丘」構想 をは じめ とす る史跡等整備 の礎 は こ うい った
時代背景 の もとに、遺跡 の「開発」 と「保存」、関係予算の確保 のバ ラ ンスの もとになされた
とい う経緯 も確認 してお くべ きであろう。熱意や努力 を惜 しまなかった時 の文化財 に対す る理
解者及 び関係者 の労苦 をも重ねて捉 えてお く必要があ るだろ う。
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4

風土記 の丘設置 の経過 と理念

今 日、人雲立つ風土記の丘の展示学習館 で 『出雲国風土記」(写 本)を 展示資料 として大切 に
扱 う例があ り、「風土記の丘」 の名称 の由来は、一見、713年 の元明天皇 の詔 によって諸国で編
纂 された地誌「風土記」 と密接 に関連 してい るかの ような印象 を受ける。 しか し、文化財保護
委員会 の談話 で「いろいろな案が出されたが結局「風上記 の丘」 とい うこ とに落ちついたので
(15)と
ある。むろん当初か ら「風土記」な り「丘」 とい う言葉 にこだわった ものではなか った」

いい、必ず しも「風土記」に根拠 をもつ ものではなか った。
表 1 風土記の丘情報一覧 儘
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風土記 の丘構想 は、設置要項にもとづ き史跡整備 をお こない、資料館等 を併設 して構想 の進
展がはか られて きた。広大な面積 の土地を公有化す る ことが前提 となるこの事業 は、一方 で、
地価 の高騰 を理由にその まま進めてい くことが困難な状況 を迎え、やがて事業は終了 してい く
ことになる。既存施設の利用や整備 の前後関係 もあるようだが、各風土記の丘の設置 (関 連事
項 を *で 示す)の 概略 は以下のような経過 を追っている (表 1は 国庫補助開始、開設年度順)。
昭和41年 …文化財保護委員会 (現 在 の文化庁 )に よ り史跡整備構想が出される。
昭和43年 …西都原風土記 の丘 (宮 崎県 )で 、資料館 開館

(「

風土記 の丘」 として昭和44年 4

月 1日 オー プ ン)。 それ以降、昭和47年 までに順次、 さきたま風上記 の丘 (埼 玉県)、 近江
風 土記 の丘 (滋 賀県 )、 紀伊風 土記 の丘 (和 歌山県)、 立山風土記 の丘 (富 山県)、 人雲立
つ風土記の丘 (島 根県)に お ける資料館 ・博物館等が開館す る。

*昭 和44年 (1969)… 第二次全国総合開発計画
の急激な高騰を招 く)が 策定 される。
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(大 規模 工業基地を各地に置 く構想 は、地価
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昭和51年 (1976)… 吉備路風 土記の丘 (岡 山県)、 房総風土記の丘 (千 葉県)、 みよし風土記
の丘 (広 島県)、 甲斐風 土記 の丘 (山 梨県)、 字佐風 土記 の丘 (大 分県)は 、 1982年 までに
開館 。

*1980年 代 …風土記 の丘開設は困難 となる。
昭和61年 (1986)… 近つ飛鳥風土記の丘 (大 阪府)整 備完了、1994年 に博物館が開館。

*平 成 3年 (1991)… 立山風土記 の丘は、施設を大幅 に改変。施設名の改称 とともに、「風
土記の丘」 は返上 される。
平成 4年 (1992)… 1966年 よ り着手 されていた菊地川流域風土記の丘 (熊 本県)の 整備事業
では、1992年 4月 装飾古墳館 は全 国13番 目 (装 飾古墳館展示パ ネル)に 開館す るが、「風
土記の丘」を維持せず、
「肥後古代の森」 として開設。

*平 成 6年 …風土記 の丘事業 の終了。
全国で最初に設置 された西都原風土記 の丘の場合、補助年度は、昭和41〜 42年 度で完成が昭
和43年 とい う短期間 により整備 ・開設 されている。 この ような傾向 は、昭和58年 の字佐風土記
の丘の開設 まで共通 している。一方、肥後古代 の森や近つ飛鳥風土記 の丘などの例で、補助年
度 に対 して開設 までにかな り長期 の時間 を要 している例 もある。
1960年 代 の設置 に関 しては、史跡整備 に対す る経験が乏 しい なかで計画がす す め られた弊害

へ の評価が出されてい る。整備により景観 が大 きく変化 して しまった例・館運営 と職員配置の
問題 ・行政主導の事業推進が招 いた学問成果 の切 り捨てなどの指摘

(16)も

なされてい る。

史跡等整備 の活用面 に関する理念 として、風土記の丘構想の原点をたどってみると、保存 さ
れ来訪者に関係する情報 を伝 えようとす る整備の手法 は、遺跡 をそれまでの廃棄 された状態か
「環境整備」 とい う用語 の表現 に変 わってきている。
らもとの状態 に復す るとい う「復旧」か ら、
つ まり、来訪者が よ り正確な情報 を受け取る こ とがで き、快適に、有意義 に史跡等を見学 で き
るようにするためにお こなう整備 とされる。 つ まり、「復旧」 では包括 しきれない要素 を加味
した史跡等整備 の在 り方 として「環境整備」 とい う用語が用 い られるようにな り、史跡等 の保
(r)と
い うのである。「環境整備」 とい う用語 の使
存や整備事業 が推 し進め られるようになった
用 は、来訪者へ の正確 な情報提供や、快適、有意義な史跡等の見学 を視野に入れた整備 の在 り

方が追求 された こととして、 この事業 の評価へ とつ ながるべ きものである。
当初 の設置要項 では、「各地方の特色あ る風土 と一体化 して、 これ らの文化財を系統的 に整
備 し、その保存 と活用をはかる必要がある。そのため、貝塚、古墳 、住居跡等の遺跡 を包含す
る丘陵や 島嶼の 自然環境 の中に、 これ らの文化財 を保存する総合収蔵庫や民家集落等を点在 さ
せて整備す る風土記 の丘 (仮 称)を 県単位 に設置 してそれぞれの地域 の歴史と文化 を永 く保存
し広 く一般国民 の利用 に供す る」 としてい るが、昭和44年 度 には、「各地方 における伝統あ る
歴 史的・風土的特性 をあ らわす、古墳 、城跡などの遺跡等が多 く存在す る地域の広域保存 と環
境整備 を図 り、あわせて この地域 に地方文化 の所産 として歴史資料、考古資料、民俗資料 を収
蔵・展示す るための資料館 の設置等を行 い、 もって、 これ らの遺跡 および資料等の一体的な保
(13)と
変更がなされてい る。 ここに、「環境整備」事業 として、
存 および普及活用 を図る こと」
・「維持」す る保存事業 ではな く、史跡等の有効的な活用 を視野に入れる整備
消極的 に「残 し」
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の在 り方や資料館設置が、事業が動 き出すなかで検討 された もの と考 えられる。「風土記の丘」
事業 は、進行 しなが らも、 よ り有用性 を追求 しなが らすす め られたのである。 このことを小笠
(19)、
「個別の 開設 された風土記 の丘が もつ課題 の他 に、風土記の丘構想が出 された1960
原氏 は
年代後半では、史跡整備その もの に対する理念的な側面が不十分で、 しか も史跡整備 に対す る
経験 も乏 しかった ことか ら、模索 しなが ら史跡整備 を計画 し、実施せ ざるをえなか ったことに
起因する点 も少な くなかったように思われる」 と述べ ている。
一方、平成 にはい ると、新 たな整備事業が展開され、個別の事業 においても見直 しがなされ
ふ るさと歴 史の広場事業〕(平 成 14
ることにな り、平成元年 (1989)に 史跡等活用特別事業 〔
年 まで)・ 平成 5年 (1993)に 地域中核史跡等整備特別事業 (平 成 8年 まで)、 平成 7年 (1995)
に大規模遺跡総合整備事業 (平 成 8年 まで)が 始 まってい る (図 3)。 広域 の 自然環境 を公有
化す ることを前提 とす るこの構想 は、その後、地価 の高騰が課題 とな り、大阪府 の「近つ飛鳥
風土記 の丘」が設置 された昭和61年 以降、事業は困難な状況にさしかかる。そ して、今 日の 史
跡等整備 の先駆 となった風土記 の丘の整備事業 の流れは、「史跡等整備事業」 に変遷 してい く
ことになる。
平成 6年 に風土記の丘構想 の事業 は終了するが、それ以前 の平成 3年 に立山風土記の丘は、
立山博物館〕 と改称 され、風上記の丘は返上 されるとい
施設 を大幅 に改変 し施設名 も富山県 〔
う動 きもある。また、昭和41、 42年 度の補助 によ り進 め られて きた、菊地川流域風土記の丘 (熊
本県)の 整備事業 は、平成 4年 「肥後古代 の森」 として、風土記の丘の名称 を維持す る ことな
く開設 されている。
田 和 25年

(19")昭 和 41年 (1903)田 和

:1風 土 記の丘 1整 備事 笙

修 種 (マ ,1,,。 〜

キ (197,)平 成 元 年 09m)卒 咸8年 (1,

)平 咸 8年 (19 ,平 成 11年 〈1000)

平 咸 17年 ●∞ 5)

:

史 ■￨● 保 存
蜃 備 (― 餃 )

,

平 成 14年 (2∞ 2)

:=念 物 保 存 修 理

●,,,● ￨〜 H̀
の丘 整備 事 桑 、
●

風土
=こ

-rat

(ふ るきと文化の体験広■■察〕

(H15 2003〜

)

史 跡 等 の 防 災・修 理・保 存

史 跡 等 の 環 境 整 備 事 業 と管 理 .展 テ を含 め た面 的 な総 合 整 備 の 展 開
史 跡 等 整備 事 業の 充 実

.歴 史 の 道 の 保 存 整 備 の 推 進

史 跡 等 に お ける活 用 面 の 重 視 と工 夫 の 充 実 .発 見・調 査・保 存・整 備・活 用 の 連 携

ftEE!/JEfi.EH E>

◎ 史跡 等整 備 にお け る 事業 の 考 え 方 ・ ,法 の 発 展

図3

史跡等整備 に関する国庫補助事業 の変遷図 (註 (1)に よ り作成)
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5.国 庫補助 に拠 らない風土記の丘
国庫補助対 象の事業 としてではな く、 自治体等で設置 された「風土記の丘」の例がある。 こ
(20)。

れ らを小笠原氏は「 第二期 の風土記 の丘」 と呼 んでい る

広大 な土地取得 とい う要件 が困

難 とな り、構想が終了に向か うなかでの動 きに対 して、文化庁 の補助金によらずに地方 自治体
が独 自の構想 の もとに開設 してい る、と類別 し、
「各地 で実施 されてい る発掘調査 の成果を示 し、
…広 く史跡 の記念物 に接 しうる施設 として、埋 蔵文化財 の普及の拠点」 として、今 日で も重要
な役割 を果た し、風上記 の丘構想 の趣 旨に沿 って開設 されてい ることに注 目している。
これ らの 6か 所 の例 は、 うきたむ風土記 の丘
木県 ・同栃木県)、

形県・ 開設山形県 )、 なす風土記 の丘 (栃
しもつ け風土記の丘 (栃 木県・同栃木県)、 常陸風土記の丘 (茨 城県・ 同財
(山

団法人石岡開発公社 )、 風土記 の丘 史跡公園・古代集落の里 (岐 阜県・ 同高山市 )、 壱岐風土記
の丘 (長 崎県・ 同勝本町)で あ り、 いずれ も文化庁 の国庫補助事業 の終了する平成 6年 以前 に
開設 されている (表

1)。

なす風土記 の丘 としもつ け風 土記 の丘の 2か 所が設置 されてい る栃木県 の例 では、昭和51年
に策定 された「栃木県新長期総合計画」でその整備が うたわれ、その検討過程 で問題 となった
点があったことがわかる。「他県 の風土記 の丘にみるような、一定範囲に史跡 の集中す る地域
がな く、 い くつかの包括する範囲を設定すると広大にな り過 ぎて、面的な保護が困難になるこ
と。 また、栃木県にお いては、県南地方 と県北地方 に独 自の文化 の流れがあることな どか ら、
(2い

文化庁 の設置要項 の基準 を満たす ことが困難」 といい、その後、昭和57年 (1982)に 「風土
記 の丘整備基本構想」が と りまとめ られていて、栃木県 の実状 に即 して、①設置 目的 は文化庁
の「風土記の丘設置要項」 に準ず る、②県南地方、県北地方のそれぞれに設置す る、③環境保
全 のための特別な法的規制 をお こなわない、などの要点が示 されてい る。栃木県 の律令体制下
は、北 東部那珂 川流域 に「那須国造」、県央 ・県南部 の関東平野 を流れる複数河川流域 に「下
毛野国造」が置かれた。その二つ の領域 で歴 史 と文化が展開 してきたとい う文化圏の形成を「な
「当面 、各
す風土記 の丘」、「 しもつ け風土記 の丘」の 2か 所 の設置 とい うことで収 めてい る。
都道府県 に一か所」 とす る文化庁 の設置要項 とは異なってはい るものの、「風土記 の丘」構想
に則 り、固有 な地域性 に適 った設置 の方針 とみることがで きる。
これ らの風 土記の丘をみた ときに、た とえ国庫補助 の要件 を満たさず とも、文化庁 の設置要
い えれば、
べ
ろ
項 が史跡等 の整備事業 のモデルとなっていたとい う現実 に留意す きであ う。言 換
の要
「風 土記 の丘」の構想が、多 くの重要な文化 財 の所在す る地域で認知 された結果、文化 庁
い
で、歴史文化財 を保存整備 、活
項 に則 り設置 されて きたとい う現実 を確認 してお きた 。地域
ことが うかがわれ る。その時代背景
用 していこうとい う動 きのモデルとなって進め られて きた
される「バ ブル
に
と
には、昭和61年 か ら平成 3年 にかけて起 こった資産価格 の上昇 好景気 代表
景気」が後押 ししているとも考 えられ る。
に平成 3年
ほかにも、東 日本大震 災以 降現状 では休館 となっているものの、山形県尾花沢市
は、築200年 以上経過 した民家 を資料
開館 した「みちの く風上記 の丘資料館」が所在す る。館
る地域農産文化振興会 で建設 され、「風
館 として使用 した もので、地域 の農家 と企業 で組織す
土記 の丘」 を名称 に冠 した資料館 となっている。
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6.風 土記の丘構想の現況

て、「史跡・遺跡群 に特化 す る面
す でに、事業 としての終了 を迎えてい る風上記 の丘に対 し
(22)さ
れるべ きとの指摘 がある。風 土
が各博 物館 で強調 され、それ に沿 った各種 の活動 が展開」
を含 めい くつかの風土記 の丘の現況
記の丘を訪ね る一来訪者 としての 日線で、付置 された施設
をみてお きたい。
(1)な す風土記の丘
なす風 土記 の丘には、 日本三古碑 のひとつである
ヽ
.,
那須国造碑があ り、現在 の大田原市湯津上の笠石神
,、 l l
社 に残 されている。永昌元年 とい う唐 の年号 を刻 ん
1.

ヽ・

だ類 い希な資料 とされてい る。延宝 4年 (1676)に
発見 され た当時、 この碑文全体が解明 されたわけで
はないが、発見の報告 を受けた徳川光囲 は、その貴
重な碑文 であることを理解 し、笠石神社 を創建 し碑

写真 1 那須国造碑がlEら れる笠石神社

の発掘調査 を家
の保護 を命 じる。 さらに、近 くにあ る上侍塚 と下侍塚 とい う 2つ の前方後円墳
は、保存 のための我が国
臣の佐 々宗淳 に命 じてい る。碑文解明のためにお こなわれた発掘調査
によりお こなわれた発掘調
最初の学術調査 として展開 されたのであ る。それ は、学問的な動機
ーマ ンの トロ イ遺跡 の発掘調査 よ りも約200
査 として極 めて古 い実践例 となっていて、 シュ リ
(23)の

である。
年 も先 に行 われていた
と 文 の解明 に
ら
なす風土記 の丘の県立なす風土記 の丘資料館湯津上館は、江戸時代か 古墳 碑
い
2012年 大田原市 に移譲 されて
取 り組 まれていた那須国造碑 な どに特化す る展示 となって て、
大田原市 なす風土記 の丘湯津上資料館 として現在 に至る。

(2)さ

きたま風土記 の丘

さきたま風上記 の丘は、埼 玉県行田市 に所在す る。 ローム台地につ くられた埼玉古墳群 は古
で
墳時代 後期 の古墳群 で、かつ ては40基 以上があ った といわれる。現在は、「辛亥」鉄剣出上
知 られる稲荷山古墳 のほか、 7基 の前方後円墳 と 1基 の円墳 の計 9基 が残ってい る。昭和43年
の発掘調査 により、稲荷 山古墳か ら副葬品 として出土 した鉄剣 は、 10年 後 の保存処理 の際、
115文 字 の 刻 まれ た

解 く資料 と して、 国
宝 に指定 されて い る。
料 で我 が国の歴 史 の
解 明 に多大 な価値 を
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こ とが 判 明 した 。

古代 史研 究 の一 級 資
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金錯銘鉄剣 であった

ニー´

::

有す る発 見は、今 日、 写真 2 F詳 説 11本 史改訂阿 2010山 川出版社・鉄剣発見後の見学者 同館展示
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歴 史教科書 の 中 で 誰 もが 目にす る ところで あ るが、 この端緒 は風 土 記 の丘 史跡整備 に伴 うもの
であるこ とを忘 れてはな らな い だろ う。
昭和 10〜 12年 頃 に耕作 目的 で 削平 された稲 荷 山古墳 の前方部 は、復 原 されて現在 に至 ってい
る。 展示施設 の さきた ま史跡 の博物館 で は、 古墳群 や稲 荷 山の 金錯銘鉄剣 の展示 に加 え、昭和
40年 代 当時 の 耕作風 景 や 見学風 景 や ク ロ ップ マー ク (航 空写 真 でみ る墳 丘 ・ 濠 の 影 )、 当時 の
スナ ップ写真 な どに、 ボ ラ ンテ ィア解説員 の 説明 も加 わ り、保存整備 の経過 を来館者 に伝 えて
い る。
古墳公 園整備 の歴 史 をた どる取 り組 みが 示 されて い て、1960年 代 の 遠足や レク、学習 の場 と
しての風土 記 の 丘 の「保存 の歴 史」 をた どる ことがで きる点 か らは、風 土記 の 丘構想が大切 に
扱 われて い る印象 を受 け取 る ことがで きる。

(3)立 山風土記の丘
風土記 の丘構想 のなかでは、立山信仰を中心 に取 り上げた とい う点 で個性的なものであ った
立山博物館〕が建設 され、風上記 の丘は返上 されてい る。昭和47年 (1972)
が、平成 3年 富山県立 〔
にで きた立山風土記 の丘 資料館及 び立山風土記の丘をベースに「 立山地域 まる ごと博物館」 の
「立 山の 自然 と人間かか わ り」
地域分散型展示 の博物館 として再構築 された。
構想 によ り、3館 。
をテーマ に、立山の 自然その もの と明治維新直後の廃仏毀釈 によって姿 を消 して しまった立山
信仰 を、信仰 の拠点集落である立山町声暁寺地区13haの エ リアで構成 してい る。 〔
教界一学習
エ リア〕 にある展示館は、立山の 自然・歴史・文化を人と自然 のかかわ りを通 して紹介 してい
る。雪の大谷 (標 高2390m、 室堂平 にある豪雪地帯)の 、10mを 超す高さになる雪 の壁 をイメー
「立 山信仰の舞台」を取 り上 げ、
ジした 白塗 りの回廊壁 と階段 で、来館者 を展示室へ 導 いている。
立山の造山運動・火山活動・立山の生成について紹介 し、13万 年前か らつづ く火山活動が弥陀 ケ
原 の火砕流台地を形成 した こと、さらに立山信仰 と結 びつ け、火山活動 としての地形「地獄 谷」
「立 山信仰の世界」をテーマ に、立山は神 の山、修験 の 山、
などの成 り立ちを扱 っている。また、
地獄 のある山、亡 き人に会える山 として知 られ、信仰の対象 として崇 め られてきた こと、曼茶
羅 の絵解 きを通 して立山信仰 の広が りを見せたことなど、立山信仰 の精神世界 を展示 している。
聖界一体験 エ リア〕 では、 閻魔堂 と布橋 な どが
〔
残 され、中心施設 の邊望館 では、立山曼荼羅 の世
界や立山の 自然 を 4m× 15mの 3面 スク リー ンで
遊界一 レクリエー シ ョンエ リア〕 は、
紹介す る。 〔
「まんだ ら遊苑」と呼 び、立山地獄 に見立てた地界、
麓か ら山頂へ の登拝を想起 させ る陽の道、立山浄
上の理想郷 をイメー ジした天界、 さらに現世 の再

Ш

Ⅷ

″

生へ と導 かれる間の道な どの疑似体験 を狙 い とす
・展示館
立山博物館〕
写真 3 富山県 〔

るエ リアで構成 されてい る。

火山 としての 自然系 の展示 を含 め、立山信仰 と
い う人文系の展示 と重なる博物館展示 を立山信仰 の拠点 となった旧宿坊 として唯一の「善道坊」、
。
い
立山町 のかつ ての豪農「有馬家」、飛騨街道 にあった町屋風 の「嶋家」が移築 現存 して る
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のは、風土記 の丘構想 による名残 とい える。風土記 の丘の発展的解消 として、「立山信仰」 を
扱 うなかで地域 の風土を色濃 く反映 させつつ、地域分散型の展示な どに改編 し、新たな コンセ
プ トで博物館 の建設に至 ってい る経緯 を確認 してお きたい。

(4)紀 伊風 土記の丘
紀伊風上記 の丘は、古墳時代後期 の群集墳 である国特別史跡 「岩橋千塚古墳群」及 びその保
全 と公 開 を目的 とした昭和46年 (1971)開 館 した紀伊風上記 の丘 資料館 で構成 されてい る。標
高150mの 丘陵か らその北斜面 。ふ もとまで約65haの 広 さがあ り、園内 には430基 以上 の古墳
が点在 してい る。資料館 は、弥生時代 の高床倉庫 をモデル とした建物 で、岩橋千塚古墳群 をは
じめ、県内の考古 と民俗資料 の展示をお こなってい る。 ボラ ンテ イアガイ ドとめ ぐることも可
能な約 3kmの 園内散策 コース は、約80分 の設定がなされてい る。建物の高床 の庇部を会場 と
す るモノづ くり体験学習な どが実施 される様子を横 目に、資料館 の展示室へ 入館す る動線 と
なっている。建設か ら40年 以上経過 して も、「風土記 の丘」構想 に則 った展示 や公 開がなされ
ている。 しか しそ こに、時にあ りがちな「古 めか しさや閑散」 といった雰囲気が感 じられない
のは、地域 と融合 している雰囲気があるのか らなのだろ うか。
バ ス停のあ る駐車場 か ら館 に向か う並 木道 は、散歩やジ ョギ ングを楽 しむ人たちが殊 の外多
いこ とに気づ く。それが来館の折 りに偶然 に出会す風景ではないこ とが、館 のイベ ン トになっ
てい る「古墳 クリー ンア ップ作戦」か らも理解す る こ とがで きる。それ は、「風土記 の丘の美
化 と公 開古墳 の清掃 お よび古墳 の保護 を目的 とし、 日常的に歩 いている方 に清掃 ボラ ンテ ィア
を呼 びかける」 とい う地域住民 の参加が見込 まれてい ることで納得 で きる。
加えて、門前 の並 木道沿い に平成15年 (2003)に 開所 したグルー プホームには、
「風土記 の丘」
が標示 されて い る

(「

さ くら園紀伊風上記 の丘」)

「紀伊風土記の丘 カー
姿がある。また、近 くには、
ス クール」 とい う平成 2年 (1990)開 校 の 自動車
教習所が所在 してい る。 この よ うに、「風土記 の
丘」 を冠 した施設 の存在 などか ら も、「風土記 の

きく

1目

日

,

丘」が地域社会で どう受け とめ られてい るかを見
据えることがで きる。風土記の丘の設置の趣 旨を
踏襲 し、地域 住民が憩 い集 う雰囲気 を感 じ取 るこ
とがで きる現状や ミュー ジアムの仕掛けづ くりを

写真 4

さくら園紀伊風土記 の 丘

来館者の一 人 として感 じ取 ることがで きるのは筆
者のみではないだろ う。

(5)八 雲立つ風土記の丘
出雲国国分寺跡、出雲国庁跡、 岡田山古墳群などを構成要素 とする八雲立つ風土記の丘は、
昭和47年 に全 国 6番 目の風土記 の丘 として誕生 し、現在、公益財団法人 しまね文化振興財 団が
指定管理者 として運営 してい る。平成24年 11月 には、風土記 の丘 開所40周 年記念式典が開催 さ
れている。
八雲立つ風土記の丘一帯は、奈良時代 に編纂 された 『出雲国風土記』 の くにび き神話 を起源
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とす る意字郡 の中心 にあたる地域で、周辺 には縄文、弥生時代 の遺跡 をは じめ、多 くの古墳が
分布 し、国庁、国分寺 といった奈良時代 の政治、経済、文化 の中心地であったことを伝える出
雲国造家にゆか りのある神社や寺が所在する地域 となっていて、 島根 の古代文化紹介 と保護 を
目途 とした運営がなされている。
現在写本 として、
「出雲」「播磨」「肥前」「豊後」「常陸」の 5つ の国の風土記が残 されてい
るが、ほぼ完全な形で残ってい るのが奈良時代に出雲国でまとめ られた 『出雲 国風土記』で、
八雲立つ風土記の丘の中心 となる展示学習館 には、展示 の なかで も特徴 的 に取 り扱 われている。
『出雲国風土記』 に記 されている植物 の うち、現在の何 にあたるかが推定で きる 100種
約

(当

初

は93種 )が 風土記植物園に植えられていて、全国で唯一の風土記植物園 となっている。
40周 年記念式典 では、 F出 雲国風土記』 に も掲載 されて い る、里 い もを使った「風土記鍋 (い

も煮)」 がふ るまわれた。 また、40周 年 を迎えるにあた って制作 された「風土記 の丘 イメー ジ
ソング」 は式典で披露 され、悠久の流れ をイメー ジさせている。写真 パ ネル展「風土記の丘40
年間の歩み とあなたの宝物」では、昭和 の時代か
ら現代 までの昔懐か しい風景や出来事 を取 り扱 っ
た。

吟
…….ヽ
ず籠i 苗事輌k)¨ ma

革■

サイクリングコース・無料の貸 し自転車によ り来

´

館者の便 をはかろ うとい うアイデアをは じめ、風

●

̀」

土記 の丘 略年表が公開されてい るなど、「風上記
の丘」構想 の趣 旨を大切 に、新 た な来館者のニー

写真 5 開所40周 年記念イメージソングCD

ズ を呼 び起 こそ うとい う館 の印象が伝わってい る。

(6)肥 後古代 の森
熊本県 には、全 国の装飾古墳 の 3割 がある。その中の装飾古墳が集中 してい る山鹿市・鹿央
町・菊水町の三地区は「肥後古代 の森」 として、 史跡 の保存 と活用 を目的に熊本県 によ り古墳
公園 として整備 されて きた。現在、菊池・菊鹿地区を加えた 5地 区がその範囲で、熊本県・ 山
鹿市・菊池市 ・和水町で構成 される「肥後古代 の森協議会」 によ り肥後古代 の森 は運営 されて
いる。鹿央地区には肥後古代 の森 の中心 となる施設 の熊本県立装飾古墳館、菊鹿地区の 7世 紀
後半 に大和朝廷が築 いた古代山城 である鞠智城跡 のガイダ ンス施設 として温故創世館、国指定
の装飾古墳 チブサ ン古墳 のあ る山鹿地区の 山鹿市立博物館、歴史教科書 にも登場す る江田船山
古墳 のある菊水地区にあ る和水町 (旧 菊水)歴 史民俗資料館等 は、肥後古代 の森 のガイダ ンス
施設であ り、風上記の丘 の資料館 としての機能を果 た している。
装飾古墳館 の建物 は、建築家安藤忠雄氏 による設計 で、「 くまもとアー トポ リス」作品の一
つ で、県内の主要な13基 の古墳 の レプ リカや古代 の歴史を立体映像で解説するイマ ジネー ショ
ンホールなどを備 えてい る。 ここでは、
「風 土記の丘」 を解説す るパ ネルが、風土記 の丘構想
を説明するのみ となってい るかの ように感 じられるが、当初、「菊池川流域風土記 の丘」 とし
てすす め られた風土記 の丘構想 の枠が さら広域化 し、 2市 1町 に広 げられた風土記 の丘構想 と
して「肥後古代 の森」 は展開されてい る。
国史跡 チブサ ン古墳 では、昭和47年 に石室の一部積 みなお しの修復、48〜 50年 に保存施設 の
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建設整備がお こなわれ、石室に幾何学模

￨￨￨

様の施 された装飾古墳 の恒常的 な温湿度
管理 にあたる措置が とられてい る。平成

■￨

4年 の発掘調査ののち、現在、 山鹿市立
博物館受付 により、1日 2回 の装飾古墳

全11風

I:記

の 11

●

L額

H

麟 諸 騰 建 下

石室 の一般 公開が なされ て い て、年 間
25∞ 〜3∞0人 見学者 の対応 に追われると

写真 6

い う。連携す る館同士 の負担 の大小があ

崎 .綸

装飾古墳館 の展示パ ネル

エ
るにせ よ、来訪者 の満足に繋げていけるような館施設の連携活動 を感 じ取る ことがで きる リ
アとなってい る。
当初、「菊池川流域風 土記 の丘」 として菊池 川流域 の装飾古墳 を中心 とした風土記 の丘建設
「肥
の展開は、平成 4年 の熊本県立装飾古墳館 の開館 により構想 の まとま りを見せた。しか し、
ー
後古代 の森」の名称 の示す ように、現在 の 山鹿市 ・菊池市・和水町 とい う自治体の ネ ットワ
クで結 びつ き、 さらに包括的な地域 のエ リア設定がなされている。博物館 ・資料館 、古墳、史
跡、建造物 な どを軸 に、装飾古墳館内 に置かれた肥後古代 の森協議会事務局を中心 に、観光振
興 と結 びついた「文化財散策」を展開 しようとす る動 きの なかで、風土記の丘の構想が発展形
として広が りをもって動 き出 してい る姿 をみてとることがで きよう。

(7)西 都原風土記 の丘
風土記 の丘整備事業 の第一号 として特別史跡西都原古墳群 の整備がお こなわれた西都原風土
記 の丘では、その後、文化庁 の「大規模遺跡総合整備」事業 を活用 した再整備が進 め られてい
(24)を

る。基本的な考えは「遺跡 を読 める整備」

お こなう とい う点 である。男狭穂塚 は全国で一

番大 きな帆立貝形古墳 、女狭穂塚 は九州で一番大 きい前方後円墳 で、大小合わせて311基 の古
墳 がある。
整備 の実態 として、風土記 の丘事業 による整備後は、「散策の古墳群」「草原 の古墳群」「森
の中の古墳群」 とい った閑散 とした景観 となっていた といい、結果、放置状態 で古墳 の樹木 も
繁茂 し放題 とな りどこに古墳 があるのか も分か らない状態 になって しまい、それをもう一度改
めようとい うのが平成 7年 (1995)か らの「大規模遺跡総合整備」事業 だった とい う。西都原
風上記 の丘の整備範囲 は52万 111で 、東京 ドームの11個 分 とい う広大な古墳群 であ り、春はナ ノ
ハ ナ と桜、秋の コスモスと季節の織 りなす景観が、県内第 2位 の観光地 とされる。 しか し、花
による景観が主役 になって しまって本来の史跡が借景 となってい るかの状 況が再整備 の振 り出
しだった とい うのである。史跡 を主役 に取 り戻す とい う目的の設定がなされた。
西都原風土記の丘は、昭和27年 に国の特別史跡 に指定 された「西都原古墳群」を中心に整備
され、西都原古墳群理解 のために建設 された西都原資料館 は、昭和41年 度 に管理棟 と考古資料
室、昭和42年 の民俗資料展示室、昭和43年 の収蔵庫 と 3年 がか りで建設 された。 ここには元 の
西都原史蹟研究所保管 の大正年間発掘品などが収蔵 されていて、大正元年 (1912)か ら大正 6
年 (1917)に かけて、発掘調査 か らの「皇国史観」 の提出 を目途に我が 国初 とい える本格的な
学術調査が進め られた ことで知 られてい る。史跡の保護 とともに、記紀 に記 された神話世界 の
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史実性 の実証、歴史 と神話 の接点を発掘調査 でたどるとい うテーマ、特別史跡 としての歴 史的
な価値が伝 えられる。資料館 か ら引 き継がれた宮崎県立西都原考古博物館 は、平成16年 (2∞ 4)
開館 し、現在 「みや ざき発掘 100年 」 とするテーマで、整備事業 ・観光資源 としての埋 蔵文化
(25)。

財な どの展望 を情報発信 しようとしてい る

来訪者 にとって、常 に更新 されてい くコーナー ごとの展示、ハ ンズオ ン展示 な どをは じめ、
来訪者 の興味関心 を広げる工夫が なされてい る。加 えて、NPO法 人の運営支援 による博物館
ボラ ンティアスタッフ等 の充実がある。展示案内では精選 されたボラ ンティアによる解説な ど
が うまくなされているのが印象的で、専門的な質問には学芸員が余裕を持って対処 し、学芸員
の多忙 さが来館者に伝 わる風 景 はそこにはない。
「考古学研究 の軌跡」 と題 される コーナー には、西都原資料館や発掘調査 の経過・ 関連す る
考古学者 の展示などがあ り、風土記 の丘構想 による史跡整備 の経過 を含 めた100年 の発掘調査
の学史的な展示 もあ り、史跡保存 が どう展開されて きたか も大切 に扱 われてい る。実に好印象
の展示には何度 も繰 り返 し訪れてみた くなる博物館構成であ り、風土記 の丘設置の第一号 であ
ると同時に、それが系譜 とな り今 日的に進展 させている現状 も、 また先駆的な存在 となってい
るとい えるだろ う。

7 20年 経過 した現況 から学ぶ こと
第 6代 文化庁記念物課長中西貞夫 は、「かつ て破壊か保存 かを賭けてギ リギ リの交渉 を行 っ
た史跡等が、何事 もなか ったように静かに美 しく存在 している様子 を見る機会がたまにあ りま
す。そ うい うときに、関係者 のお顔 とご苦労 を思 い出 しなが ら、 しみ じみ と満足感 にひたって
(26)に
歴代記念物課長 として
お ります。同時 に、 もし、安易な妥協 などに よって…」 と回顧録
の思い出を寄せている。
広域保存 とも一括 される風土記 の丘構想 の 目指 したところには、乱開発が進む中で、面的に
広範な史跡が保存 された とい う評価 をまず念頭 に置かねばならない。史跡 の保存措置 と現代社
会 との急激な軋探 の中で、文化財 を保護 しな くてはならない とい う強い指針 によ り打ち出 され
た構想 であった ことを忘れてはならないだろ う。事業が終了 して20年 が経過 しようとしている
なかで、なされた環境整備や付置 してい る展示施設 としての資料館 ・博物館 の現況か ら得 られ
る ことをまとめてお きたい。

(1)展 示・ 運営 の特化
各県 で計画 された風土記 の丘では、遺跡が広域的 に広がるといった性格 などか ら、国分寺や
国分尼寺 などの古代寺院、国府 の などの官衛が加わった もの、あるい は、安土城跡 ・観音寺跡
の中世城郭、立山信仰 を扱 うな どとい った以外 は、古墳 や古墳 群 を扱 うものが大半 とい う性格
がある。多岐にわたる時代 による構成 は、来訪者 にとって、必ず しも分か りやす い展示構成 と
(27)と
ぃ う問題 も指摘 されて い る。
はい えない。「保存 されてい る史跡・ 遺跡群 に特化す る面」
そのなかにあ って、安土城跡 と観音寺城跡 を中心 として整備 された城郭 を扱 う風土記 の丘 とし
てのテーマ を再整備 により打 ち立てている例 もあ る。 また、立山風土記 の丘では、平成 3年 に
立山博物館〕建設に より、名称 と
開館 し、現在は13haの 公園施設 をもって展開する富山県 〔
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ともに「風 土記の丘」か らの発展的解消がはか られている。風土記 の丘構想で得 られた資産を
もとに理念 の特化 ・転身がなされ、人文・ 自然 の両分野 を総合的 に調査研究・展示す る博物館
となっている。
なす風土記 の丘の県立なす風土記の丘 資料館湯津上館 は、大田原市なす風土記の丘湯津上資
料館 として、平成24年 に大田原市 に移譲 され開館 してい る。新 たな運営 によ り、企画 されてい
る展示 には、地域に残 された類稀 な資料 を前面 に押 しだそ うとい う熱意が うかがわれる。

「歴史
房総風 土記の丘は、「千葉県立房総 の むら」 と統合 し、
と自然を学ぶ風土記 の丘エ リア」 と「ふるさとの技体験エ リア」
の棲 み分けがなされた博物館 としての運営がなされてい る。前
者 は、風土記の丘資料館であ り、後者の商家の再現 された街並み、

L

上総・下総 ・安房 の復元 された農家 では工芸や農業な どの伝統
的な技 の体験ができるメニューが用意されている。魅力あるテー
マご との体験 プログラムや資料館 ツアーな どが用意 されていて、

L
￢

0●

『体験 の しお り』 は、76頁 にわたって、500項 目に近 い年間の演
「体験博物館房総のむら」 は平成16年
目案内が紹介 されている。

E

の開館以来600万 人の来館者 を越 えようとしているといい、風土

CH13∩

記 の丘構想 の設置要項 でい う「民俗資料 としての資料館 の普及
活用」部分 を体験型の野外博物館 として特化 させた例 として、多

t〕

L
写真 7

」

」饉

房総 の む ら 『体験 の

しおり』

くの リピー ター を生み地域 に根 ざした新展 開がなされてい る。
事業 の終了か ら時間が経過す る今 日、引 き継 いだ資産をそれぞれの課題 の なかで どう扱 って
い くか、そ して、理念を常 に再確認す る ことが求め られているとい えよう。各風土記の丘での
資産 を継承・展開・発展 させてい く視点が求め られてい ることになるだろう。広域的な「保存」
がなされた史跡 をどう活用 してい くか は、風上記の丘にだけに課せ られた課題 でない にしても、
市民的な関心 を呼 び起 こ して、つ よい共感をえるようにするとい う新 たな展開の具現化 とい う
意味で も、「特化」 の検討を確認 してお きたい。

(2)保 存整備の系譜
風土記 の丘構想による保存整備がお こなわれたことで、稲荷山の鉄剣などの刷新的な考古学
の進展がなされた。今 日、歴史教科書 でだれ もが学ぶ「稲荷山古墳 出土鉄剣 と銘文」 はその最
たる例 であ る。 さきたま風土記 の丘では、昭和43年 、稲荷山古墳が発掘調査 された。礫榔 に副
葬 されていた鉄剣 の金象嵌 で115文 字か らなる「辛亥年」(471年

)の 銘文が発見か ら10年 後 の

錆落 としで確認 された。象嵌 の文字記録をもって、熊本県の江田船 山古墳 と我が国の古代国家
の東西 のつ なが りが、解明で きる資料 の発見 となったのは、 この事業 に伴 い発掘調査 された成
果 で もあったのである。
宮崎県立西都原考古博物館 の「考古学研究の軌跡」 コーナーの展示にも同 じように構想 の成
果が大切 に扱われていることを感 じる。学史や史跡等 の保存 されてきた時間軸が展示にも色濃
く反映 されてい る。史跡整備の歴史をたどる取 り組み とい う視点 は、時間経過がなされた風土
記 の丘構想 の新 たなる課題 となってい くとい う点 とみてお きたい。
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(3)ど う活か してい くのか
風土記 の丘構想 の第一号 として出発 した西都原風土記の丘では、花 による景観か ら県内有数
の観光地 となったことで、本来の史跡を主役 に取 り戻そ うとい う再整備が進 め られ、平成 16年
に宮崎県立西都原考古博物館 が開館する。 これは、風土記 の丘構想 に対 しての否定的な側面で
はな く、風土記の丘構想により史跡整備 された景観、いわば地域の資産 としての風土記の丘が
確保 され「観光」 とい う面 で成功 をおさめ、歴史的な史跡 としての整備 に対す るさらなる展開
が試み られるとい う、いわば有機的な展開がなされてい る例 と考え られる。 もっとも、当初の
開設 に向けての事業の展開で「環境整備」 は市 の観光課が主管 となって取 り組 まれた ことか ら
す れば、風土記 の丘整備事業 をもととして、「遺跡 を読める整備」 を目指す「大規模遺跡総合
整備事業」、「地方拠点史跡等総合整備事業」 を活用 した再整備が進め られたとい う構図は、結
果的に望 ましい今 日的な風土記 の丘の発展的な再建 とい う考え方 だといえるであろう。
(28)
勿論、「特別史跡 ・県立都市公園・県立 自然公園 とい う二重 の保護 の網」 による放置状態
か らの脱出にかかわる苦心があった末でのことであろ うが、時間経過の なかで、地域 の文化 と
観光資源の合意形成がなされたとい う評価 がなされた上での再整備 とい う形 は、風土記の丘構
想が観光 と結 びつ き発展 し、改めて歴 史的文化財 の史跡 としての価値 を来訪者 とともに創 りだ
していこ うとい う流れを感 じ取ることがで きるc「 これまで」と「これか ら」を常 に捉 えなが ら、
「託 された今」 を営んでい くとい うことを考 えさせ られる。一方 で、風土記 の丘構想 が「現状
では考える ことの難 しい史跡保存形態」 と評 されはするものの、その結果残 された史跡 とい う
資源 をどう活か してい くのかを、西都原風 土記 の丘では見せて くれている。
また、 岡山県立吉備路郷土館 の平成22年 (2010)の 閉館、平成24年 の栃木県立なす風土記の
丘 資料館湯津上館 の大田原市へ の移譲 (大 田原市なす風土記の丘湯津上 資料館 )な どもお こな
われてい る。館 の運営 に関 して も、 リニ ューアルの必要性や経費、予算 といった深刻な問題 も
付 きまとっているのである。常 に計画的な運営や自治体間の運営確認が不可欠であるのはい う
まで もない。現在、風土記の丘には、15か 所 の風土記 の丘が参加す る「全国風上記の丘協議会」
が運営 されている。連携 をもとに新 たな展望を築いてい くことも望 まれ る。
まるで役 目を終 えたかのように設置名か ら姿を消 してい る風土記 の丘 もあ るが、新 たな展開
がなされてい る。遺跡 の広域的保存 と環境整備へ の道を開 くとい う端緒 をつ くった ことの意義
め
を確認 しつつ、 これまでの遺跡保存 の在 り方 を転換 し、新たな展開や進展 を求める動 きも認
られ とい うことを確認 してお きたい。

(4)観 光 との接点

を生む場」 とし
遺跡 としての学術価値 と観光 との接点 とい う見方においても「歴史 との対話
の西
い
て、風土記 の丘の構想が生かされていることには着 目しておかねばな らな だろう。前述
め られている史跡整
都原風土記 の丘の例では、定め られた再整備 の 目的設定 な ど、今 日的に進
備 の姿 にもその評価 が求め られる ところであ る。
の策定 によ り、「風
の
都市開発区域か らの除外 や 自然公園の組 み込み による保存区域 設置等
土木、公園、
土記 の丘」 の建設 には、担当す る教育委 員会 だけで進めることは難 しく、観光、
「文化政策について、行政各部
林野 な ど他 の行政部局 との協調が講 じられて きた。 これ らは、
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(29)と
ぃ う視点か らは、学術研
門の領域 を横断す る総 合政策性 についての認識を育 んでいった」
究を専 らとす る研究者にとっては、遺跡本来の価値 を整備に よってどう復元 し、 どう伝 えるべ

きかを議論 した上で、構想 の評価 に務めなければならないの だろう。「史跡」を仲立ち として、
各領域 が緩やかに繋が り、市民に とっての「快適環境」 として認知 されるべ き姿が、「風上記
の丘」構想 にも求め られているはずであ る。

(5)利 用者 にとっての価値
「 パ ブ リック・ アーケオロジー」 では、人を中心 に文化財 の活用 を考 える視点が求め られて
い る。遺跡 が利用 されるとい うこ とよりも、利用者にとって どのような価値があ るかが 問われ
(30)。
この考え方 は、今 日の 史跡 の保存 について も大 い に尊重 されるべ きで、地
る とい うのだ
元 の創意を反映させ、地元住民 との連携 や管理運営へ の地域住民 の参加 な ど、地域 に溶け込む

「風土記 の丘」 を目指すべ きであろ う。その点 で、NPO法 人による運営支援 による博物館ポラ
ンティアスタッフの充実が見 られる再整備成 った西都原考古博物館 の展開をは じめ として、地
域 での博物館 類似施設、或 い は周辺施設 やかかわる市民活動 との連携 な どを好意的 に受け とめ
て、半世紀が経過 しようとしている風上記 の丘の構想 を引 き継 ぎ、進展 させてい く必要がある
と思 われる。
風土記 の丘が活 か された雰囲気 は、遺跡 と付置 された資料館 などの施設が まちづ くりと連
携 。一体化す る動 きの なかに感 じられる。遺跡を整備 し周辺 の環境か ら孤立 させ ることは、史
跡等整備 の観点か らすれ ば、効果 は大 きく減退する。その意味で、周辺 の 自然環境 との調和 を
図 るとい う「風土記 の丘」構想の趣 旨は勿論、地域 の文化景観に対 して、地域住民が どう近接
してい るのか とい う点が重要になって くる。その意味で、40周 年記念式典 で市民を巻 き込 もう
とい うイベ ン トで盛 り上げ ようとした八雲立つ風上記の丘の例や地域に「風土記の丘」 を冠 し
た民間施設 の所在す る紀伊風上記 の丘の例など、市民 。地域 とのかかわ りを参考 にしてい くべ
きであろう。
「面」の結 びつ き
(6)「 点」。
「線」。
文化庁 の前身である文化財保護委員会が風上記 の丘の構想を審議 してい る頃、「奈良でわれ
われに一つ の提案があるのは、奈良か ら天理のほ うを回って、そのちょうど中途の ところに古
墳群がず っとあるわけです。ですか らそれを一 回廻るとい う観光 ルー トにして人を歩かせろと
い うことをい って、保存 させ ようとしてい るのですけれ ども、そ うい うスケールの大 きい構想
(31)と

もあるわけです。」

ぃ う話題 が記 されて い る。 ここには、す でにこの 頃、来訪者 に点在す

る地域の史跡 を観光 と結 びつ けて、活用・展開 していこうとす る構想が現れていることがわか
る。「点」 を「線」でつ ないで保護 し、観光に結 びつ けて保存 していこ うとする手法が、すで
に提唱 されていたわけでぁる。
風土記の丘 開設の要件 と しての 自然環境が残 された地域 とい う条件か ら、都市化のお よばな
い周辺地域が対象 にな り、交通の便が悪 い ところが多 く、市民 の恒常的な利用の
便に適 してい
るとはい えない状況がある。 また、「点」の保存措置に対 して「一体的」な保存、
「線」でつ な
ぐ、「面」に発展 させ るとい う発想が求め られている。
これに対 しての例 をみてみると、八雲立つ風土記の丘では、展示学習館が窓口に
な り、史跡
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め ぐリコースで無料 の レンタサイクル を利用で きるような工夫がある。 また、複数の市町村 に
所在す る吉備路風土記 の丘のある岡山県では、「駅か ら観 タクン」 とするふれ込みで、JR西 日
本 との連携 によ り手頃な観光 タクシー を準備 し、10の コースを設定・予約不要・定額料金 で人
気観光 スポ ッ トを巡るプランを用意 し、来訪者 の便 を図ろ うとしてい る。紀伊風土記 の丘 には、
国内の見所 とポス トを組み合 わせたJOA公 認 の オ リエ ンテー リングパーマ ネ ン トコースが健
在 してい る。利用者 の利便 の向上が、市民にとっての活用につ ながるとい う点 も広域保存 され
た施設の魅力を増加 させ る手 だてだ とい うことを忘れてはならないだろ う。
おわりに
「風土記 の丘 」の構想 は、わが 国の文化財保護事業 の歴 史の うえで も、環境保全 の広域性、
市民生活へ の定着 と積極的な活用 を目指 した こ とで遺跡保存 と活用 を目指 した史跡整備 と して
画期的 ともい うべ き事業であった。風土記 の丘構想 の活用面 に関す る理念 は、来訪者が よ り正
確 な情報を受け取 ることがで き、快適に、有意義に史跡等を見学 で きる整備 をする ことであ っ
た。急激な国土 開発の なかで、広域保存 されその活用を模索 した「風上記 の丘構想」 の 目指 し
た ところには、今 日の史跡保存、あるいは、たとえ指定物件にあげ られてはいな くとも、地域
に遺残す る歴 史的な意義や価値 を有 した事物 を語 り継 ぐために、参考 とするべ き点を抽出する
ことがで きる。
社会 のなかでバ ラ ンス を求めなが ら実現 に向けて誠意を尽 くそうとするリー ダーの姿、 よ り
探求の眼差 しをもってかかわろうとする研究者 の姿、粘 り強 く市民 の利便性 を求め ようとする
行政者 の姿、そ して、遺跡に興味関心 をもち活用 をはか りつつ地域 の未来創造 の当事者 として
利益を享受す る市民 の姿が存在す ることを見渡 しなが らたどることができた。そ こか ら学 ぶベ
き点 として、「史跡」 を仲立ち として、各領域 が緩やかに繋が り、市民に とっての「快適環境」
として認知 される場所にすべ き目標があるように感 じられた。
時代 の趨勢 のなかで、 同 じような保存 の形態を望む ことはで きない にせ よ、史跡 を「より魅
力的 に保存 し表現」する とい う言葉、構想 によって保存整備 された資産 としての遺跡 を どう進
展 させるか とい う課題 を「風土記の丘」構想 にか ら改めて受け取 ってい きたい。
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博物館 にお け る学習環境 の構築
The construction of the learning environment in museums

山口

加 奈子

YANIAGUCHI Kanako
は じめに
展示 は博物館 の核 であ り、また博物館教育その ものである。現在、各博物館 の展示では、利
用者が楽 しみなが ら学 び、そ して新たな知識の発見を促 し得るような様 々な取 り組みが行われ
ている。 しか しなが ら、個 々の展示開発がなされる一方、展示室全体を一つの学習環境 として
捉える研究 はあま り進 んでいない。 さらにいえば、従来の展示手法に捉われす ぎて、 どこの博
物館 も同 じような展示構成 になってはい ないだろ うか。博物館 では、 もっと自由で、学校 とは
違った博物館独 自の学習環境 を生み出す ことがで きるのではないだろ うか。
そ こで筆者 は博物館利用者の学習 の場 ともなる展示空間に焦点 を当て、学習環境 の構築 を試
みたい。現在 の博物館 の学習環境 を捉え直 し、利用者が もっと主体的に展示に参加 してい くた
めにはどうすればよいのか、 また、そのためには何が必要なのか とい う点 について考えてみた
い。本研究 では全 国の博物館 の半数以上を占める人文系、特に歴史博物館 (歴 史展示 )を 対象
に考察 を行 うこととする。
なお、本論 を述べ るに当た り、 教育"と 学習"の 用語 の使 い分けについて定義 してお きたい。
教育 とい う用語 は 教 え育てる こと"と 定義 される。伊藤寿郎 は 教育"を 「学習 をよ り良 く
ω
達成す るための指導であ り、それは目的 と計画 とをもった組織化 (編 成)の 作用」 としている。
本論 ではこの伊藤 の考えを基に、博物館 の側か ら一般 の利用者 に向けた「指導」の場合 は 教
育"と い う言葉 を用 い、一般 の利用者 が博物館 にお いて主体的に学 びに参加す る場合 は 学
習"と い う言葉を用 い るこ ととする。

1 教育施設 としての博物館
(1)博 物館 に求め られる学習施設 としてのあ り方
社会教育施設の一つ として位置づ け られる博物館 での教育 は、学校教育 とは区別 される。学
校教育が特定 のカリキュラムに基づいた公教育、 フォーマルな教育であるとすれば、博物館教
育 は教育関連法規 や形式にとらわれない イ ンフォーマルな教育 と位置付けることがで きるだろ
う。 また、欧米の博物館教育が学校 の補足的要素 を含むのに対 して、 日本の博物館 の場合 は生
涯学習の場 としての役割 を担 うもの として捉 えられている

(2)。

これは倉田公裕が博物館学習に

ついて、「年齢、学歴 を問わず、 自分 の 日で学習が で き、その学習意欲 によっては、高度の知
{3)と

識 も習得 で きる、民衆 の 自由大学 で あ り、あ らゆる機会 を通 じて学習で きる」
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ことか らも推察で きよう。 さらに、学校 と博物館 の違 い を決定付けるのが、資料 を見せる こと
を中心 とした展示 による教育 の方法であ る。学校 が教科書 を中心 とした教育 であ るのに対 して、
博物館 は資料を中心 に体系付 け られた展示教育の場 とい える。 また、博物館 は楽 しみなが ら学
習がで きる場所 であ り、それが理想 で もあ る。
このような背景 を踏 まえた場合、利用者 の 自発的な学習が望 まれる博物館 では、 どの ような
学習環境 が求め られるのだろ うか。

1.学 習環境 の造 り方
まずは、学習環境 に求め られる要件について考 えてみたい。実践的な学習環境について言及
しているのは、実際に学習環境 の構築 にも携 わった経験 を持 つ美馬のゆ り、山内祐平 である。
彼 らは学習環境 をデザ インする上で、「空 間 space」 「活動 activity」 「共同体 community」 の
い
3要 素 を基点 として環境 をデザイ ンするとい う 。 この内、一般公衆 に広 く働 きかける博物館
では「空 間」 と「活動」 について参考 となる意見が見 られる。 まず、美馬 らが い う「活動」 と
は博物館 に当てはめると、「展示」 と捉 えることがで きる。「活動」 に対す る目標 の明快 さと、
活動その もののお もしろさとい う点 を指摘する。 また、 この「活動」 には 葛藤"の 要素が含
まれてい ることが重要であるとしている。美馬 は、「『困った状態 を何 とか したい』 と思 ったと
きに、学習が発生する可能性が高 く」なるとしてお り、 これは伊藤 の指摘す る生活課題 の改善
へ の欲求 (5)と 捉 えることがで きるだろ う。次 に、「空 間」 では「居心地 の よい空間」 の重要性
を指摘す る。「人 間は 自分が受け入れ られてい ると感 じ、落ち着 いてい られる空 間でない と、
安心 して考えた り、 自分を表現 した りす ることがで きませ ん」 とし、安心 で きる空間デザ イ ン
が学習には効果的であることを示 してい る。
また、企業内の人材育成を手掛 ける中原淳は、学習者を学習活動に参加 しやす くさせ ること
が学習環境 デザイ ンの 目標であるとい う。そのため には、「学 び手 の視点に立ち、学習を成立
(6)が

させ る場 を、意識的に一貫 した考えによってデザイ ンしてい くこと」

重要であるとしてい る。

学習環境 デザ インは学習者や周囲の状況に合わせて学習 目標や学習内容 を変えてい く「学習者
中心主義」 の考え方 に立って環境 を構成 してい くものであるとし、学習者を中心に環境デザイ
ンを構築 してい くことを説 いてい る。
博物館 の場合、 これまでは資料 を中心 とした展示構成が成 されて きた。 もちろん、資料 は博
物館 を構成す る重要な要素であ り、資料があるか らこそ博物館 として成立する。だが、資料 に
偏 りす ぎたために、学習者つ まり利用者 を置 いてけぼ りに して きた きらいがある。学習環境 の
構築を試みるとき、博物館は利用者 を中心 とした展示構成へ の転換 を迫 られているといえるだ
ろ う。

2.展 示 と学習効果
博物館 の展示 は、博物館での直接的な学習の場 であ り、時間的拘束を受けず、個人で も団体
で も利用可能であるが、利用者 の学習を促す展示 空間"は 如何にあるべ きなのだろ うか。
鶴田総一郎 は、博物館 の教育が展開される場 として、展示室 を位置づ けてお り、展示室にお
ける心理的教育的配慮 の必要性 について説 いている。
外部か ら建物 に入ったとき、直接 またはす ぐにたやす く出入 りで きる便利 な位置でなけ
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ればならない。 ……人の流れが円滑 に行 くこ と……床 は平滑 で入場者がつ まずかず、 また
滑 らない ような考慮 を必要 とし、足音 はで きるだけ吸収す る装置があること、明るさにつ
いては特 に考慮 を入れ、直接照明はで きるだけさけ、間接照 明 を主用するこ と、……部屋
の排列が……知 らず知 らずの うちに全部がみれるようになってい ること、……音響効果が
十分に考 えられているこ と……室内の配色にも、色彩調節 の見地か ら、展示資料 との調和
を考慮 しつつ、明るい、楽 しい、おちついた雰囲気 となるような色彩で塗 られていること
が望 ましい……。 (一 部省略)(7)
単 に博物館 の利用 を促す のではな く、利用者が博物館 に気兼ねな く入っていけるよう、 また、
進 んで学習が行えるような博物館側 の利用者に対する配慮 を求めてい る。
ティム・ コール トンは、博物館 にお けるふ さわ しい学習環境 を提供するために留意すべ き項
目を挙げてお り、その中の展示 (室 )に ついては、以下の 6点 を挙げてい る。
・展示 は幅広 い年齢 の子 どもや大人が利用で きるか。
・展示 は家族がみんなで交流 しなが ら利用で きるように作 られてい るか。
・展示 は車いすや、そのほかの障害のある人 々が使 えるようにつ くられてい るか。
・展示 はすべ て、子 どもが読めるように書かれてい るか。
・展示 ラベ ルは子 どもが読 めるように書かれているか。
・興味をもった子 どもや大人に対 して、 さらに詳 しい情報 の用意があるか③。
コール トンは、イギ リスの子 ども向け博物館 において教育普及部長を務 めた人物 であるため、
家族での利用 を念頭 に置 いた展示空間を提示 しているが、誰 もが学べ るとい う前提 に立てば、
これ らの提言 はどの博物館 にとって も重要な要素 とな り得 る。利用者 に配慮す るといった姿勢
を読み取 ることがで きるだろ う。
さらに、博物館 における展示の理論 と実践について、展示工学の面か ら述べ ているデ ビッ ド・
デ ィー ンは、「最 も劇的に学習効果 に影響 を与えるのは、来館者 の注意を引 き付 ける展示 の能
(9)と
してお り、展示 に注意が向け られれば学習意欲が起 こる可能性 が大 きい として
力 である」
いる。利用者 の好奇心 を引 き寄せるためには、明るい色彩、大 きな文字や絵、変化 に富んだ形、
といった視覚上の強い刺激 を用 いて利用者 の注意 を引 くようにする必要がある点を指摘す る。
展示 とそれを取 り巻 く展示環境 には、利用者が快適に過 ごせ るよう注意 を払 う必要や、興味
を引 き付ける効果、 さらには興味 を持った事柄 に対す るフォローがで きるように環境 を整えて
い く必要があ りそうである。
以上、博物館 に必要な学習環境 について見て きた。 これ らを踏 まえて博物館 に求め られる学
へ
習環境 の要件 についてまとめると、①興味・ 関心 を引 くための配慮、②利用者 の生活課題 の
提言 と解決のための補助 、③ 利用者 にとって快適 で居心地 の良い空間、 と認識で きる。
(2)博 物館 に対す るイメー ジ
では実際 に、利用す る側である一般 の人たちは博物館 に対 して、 どのようなイメー ジを抱 い
ているのだろ うか。
倉田公裕、失島國雄 らは博物館 について「人文系であれ、 自然系 であれ、概 して静的な展示
つい
が中心 であ り、その雰囲気 は何 とな く堅苦 しく、「変・古・珍」なる ものが 難 しい説明が
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て並んで い るとい ったイメー ジ」 と指摘す る。「 よほど閑の ある人か物好 きな人の見に行 くと
ころ」、 としてお り、 日で見て楽 しんだ り、あ るいは参加体験型展示 に見 られる楽 しい遊 び場
とい った動物園、水族館 、植物園や科学館 は、博物館 の イメー ジには含 まれない とい う。 さら
に、「大多数の博物館 は、現代 生活 とは直接 つ なが らない、あるい はまた自分たちの生活 には
役 立たない、関係 の ない場所 としてイ メージ付け られていると言 えそうである」 と述べ 、博物
(1° )。

館 と一般 の人たち との距離 を指摘する

これ らは朴燦 一 らや野村東大 らが行 った博物館 のイメー ジ調査

(・

)・ 2'か

らも窺 い知 ることが

で きる。両者に共通 してい る歴 史博物館 のイメー ジは、「堅苦 しい」「古 い」「静的な」 と捉 え
03'か
らは、性別や博物館 の利用頻度 によって イメー ジ
られる。その一 方、手塚薫 による調査
が異 なることが明 らか となってい る。利用頻度の少ない人 々のイメー ジが「保管」や「疎遠」
とい った保守的で堅 い イ メー ジを想起 させ る一方、頻繁 に利用 してい る人にとっては「体験」
や「興味」 といった活動的なイ メージを連想 させている。すなわち、頻繁 に利用 している人 々
にとってはイメー ジの改善 に成功 してい るこ とが読み取れる。それ とは逆に、あまり博物館 に
訪れることがない人 々にとっては、既存 の博物館 のイメー ジか らの脱却を試 みる必要があると
い えよう。
とはいえ、一度固定化 されたイメー ジは少 々のこ とでは改善 されず、 この形成 されたイメー
(14)。

ジによってその後 の知覚や判断が左右 されて しまうと倉田公裕 らは指摘す る

これ らの イ

メー ジを払拭するためには、博物館 のこれ までのあ り方 をもう一度見直す時が きてい るといえ
るだろ う。

(3)学 習環境 の見直 しヘ
博物館 による努力 は、様 々なところで行 われてきている。利用者 を主体 とした教育普及に目
が向けられるようになって きてい るの もその表れであろ う。 これには予算削減による方向転換
とい う事情 もあるものの、博物館本来の機能が見直 されてきてい るとも考えられる。その上で、
本章 では望 ましい博物館教育 と実際 の博物館 に対す る利用者 の認識 の差が改めて浮 き彫 りに
なった。
まず、第 1節 では博物館 に求め られる学習環境 として、先行研究を基に、①興味 。関心 を引
くための配慮、②利用者の生活課題へ の提言 と解決のための補助、③利用者にとって快適で居
心地の良い空間、 の 3要 素 を確認 した。 これに対 し、 第 2節 では博物館 の イメー ジについて検
討 を行 い、「堅苦 しい」「古 い」「静的な」 といったマ イナスなイメー ジで捉 えられてい る事実
が浮か び上がって きた。博物館 は強制的な施設ではな く、あ くまで も利用者の主体性 を尊重 し、
余暇活動 の場所 として機能するこ とが求 め られてい る。 しか しなが ら、マ イナスなイメー ジの
ままでは、市民 の 日常的利用 は益 々難 し くなるばか りである。余暇の増大 は我 々に、 どのよう
に 自らの時間を充実 させるか とい う選択肢 を与えた。博物館は他 の レジャー施設 と競合 してい
かなければな らず、 よ り魅力のある博物館づ くりが急務 となっている。
博物館 は、社会教育施設であ る。 ならば、市民が学習で きるような環境 を構 築 していかな く
てはならない。博物館 の資料 を用 いて、 あらゆる人 々がその興味に応 じて自由に、そ して楽 し
く学ぶことがで きる、利用者主体 の博物館 を築 いてい く必要があるだろ う。布谷知夫 は、利用
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者が主体 的 に参加す る博物館 につい て以下 の よ うに指摘 して い る。
人は学 ぶ 楽 しさを求 めて博物館 に来 るので あ り、そ の楽 しさの 中心 は 自分が主体 となっ
て、 自分 か らも情 報 を発 信 し、 人 と交流す る とい う こ とで あ る。 (中 略 )1専 物館 とい う場
を利用 して主体 的 に考 え、 博物館 の情報 を受 け取 る こ とで好奇心 を伸 ば し、 活動 に参加 し
(15)。
て い くこ とで 自分 の 世界 を広 げて い く

布 谷 は、「 学 ぶ 楽 しさ」 が基 本 で あ る こ とを説 い て い る。 この 「 学 ぶ 楽 しさ」 を博物 館 で は
伝 えて い か なければ な らない。 そ の ため に も、 まず は教 育施設 と して の博物館 の 学習環境 を見
直 して い く必要があ るだろ う。

2 博物館 における学習環境構築 の試み
(1)展 示空間へ の興味付け
博物館 の利用を促すために、 まずは何 とい って も利用者へ の興味付 けが肝心 となる。そ こで
本節 では、学習の場 となる展示空間において、如何 にして利用者の関心 を引 き付けるのか、そ
の提言 を試みたい。

1.色 彩を取 り入れた展示構成
第 1章 第 2節 で も見たように、博物館 に対す るイメー ジは大方、マ イナ スに捉 えられてい る
といえる。その中で も「重 々 しい」「沈滞 した」「さび しい」 とい った イメー ジは、心理的要素
が関係 してい ると考え られる。そこで、色彩計画を取 り入れた展示構成 によって、利用者 の心
理的負担 の軽減 につ なげられるとともに、興味 を引 き付けることがで きるのではないか と考 え
た。
色 には心理作用をもた らす効果がある。人が色を見て何 らかの感情 を抱 くことを色彩感情 と
い う。 この色彩感情には 3つ のスタイルがあ り、1つ めは出来事的色彩感情、 2つ めは文化風
土的色彩感情、3つ めが生理 的色彩感情 である。 この内、 3つ めの生理的色彩感情 は、「本能
い6)と ぃ
的な生理 に結びついた色は、その人のみならず ほとん どの人に感情 をもた らす」
ぅょぅ
にある色か ら関連 したイメージを連想させることがで きる。
また色 は、「見えやす さ」や「 目立ちやす さ」 とい った視覚的効果 をもた らす。 この 目を引
きつ ける力 のことを「誘 目性」、見つ けやす さを「視認性」、色 の組み合 わせによる見やす さを
い
「可読性」 とい う 。誘 目性 については、主に注意喚起 などの際 に利用 されるが、デザ イ ンと
して利用 される場合 には「誘引性」 とい う呼 び方をす る。 アイキャッチ ャー"と 呼 ばれる こ
(18,。

ともあ り、美的な効果 を含んだ ものと して使われてい る

色には以上の様な効果があ り、 これ らを上手 く使 い分ける ことで利用者へ の興味付けが可能
となると考 えられる。色彩について木下周一 は以下 のように述べ ている。
展示 のテーマ に添 った色彩計画 は展示 とその情報 のメッセー ジを明快 に伝 え、理解 の手
助け となる。展示のテーマ に固有の、そ して社会認知 された色の共感覚を使 って、テーマ
をよリー層印象付けることが行われる。
(中 略 )

テーマ とそれを学ぶ楽 しさの演出 に色彩 の役割 は欠かす ことがで きず、 この楽 しさの演
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(19)。
出は ミュー ジアムの学 びにとってたいへ ん貴重な要素である

展示のテーマ に添った色彩計画 の必要性 を説 くと共 に、色 による演出が学 びの楽 しさを促進
するこ とを指摘 してい る。
ここで、 日本 の博物館 との比較事例 としてオラ ンダの博物館 についてみてい きたい。筆者 は、
(20,後

平成24年 度國學院大學大学院「高度博物館学教育 プログラム」

継事業 である学生の研究遂

行能力向上費補助 を受けて、オラ ングの博物館 の調査 を行 う機会 を得 た。オラ ンダは、九州 と
同 じ面積であ りなが らも国内には約 1000館 といわれる博物館 を有 してお り、「国民 一 人あた り
の博物館密度が一番高 い」 といわれてい る。その背景 には、様 々な文化的背景を持 つ移民 に対
(21'。

して も平等な博物館体験が行 えるようにとのオラ ンダ政府の積極的な支援 がある

博物館

「博物館 の魅力を周知 させ るための積極政策 (展
側 も多彩 で複雑 な来館者にも対処する ように、
(22)。

示な ど)」 が採 られてい るとい う

オラ ンダにお いてい くつかの博物館調査 を行ったが、多

くの博物館 において色彩計画 による展示構成がなされていることが見て取れた。
オラ ンダの博物館 では高彩度、 もしくは高明度の色彩 を取 り入れた展示空間を創造 してお り、
比較的明る く、色鮮 やかな展示空間が非常 に多 く感 じられた。例えば、アムステル ダム歴史博
物館 の

AMSTERDAM DNA展 の基本は赤である。 これは展示 のテーマ になってい るDNAと

人間の体 に流れる血液を連想 して赤をテーマ カラー とした と考え られる。一見すると、強烈な
印象を与えるように感 じられるが、片側 の壁 のみに赤 を用いている ことと、赤色の壁面に描か
れる解説 には黒・ グ レー・ 白 といった無彩色 しか使 わないこ とで、色の しつ こさを軽減 してい
る (写 真

1)。

これにより、 メッセー ジ性 を伝 えやす く、さらに非常に強い イ ンパ ク トを与え

ることが可能 となっていた。
オラ ンダ海洋博物館 では、オラ ンダの黄金時代 ともい える大航海時代 の展示室 において、オ
ラ ングの代名詞 ともい えるオ レンジを基調 とした照明や壁紙が施 されていた (写 真 2)。 貴重
な歴史資料を展示 してい るとい うこともあって、照度が抑えられてい るに もかかわ らず、照明
や壁 紙 をオ レンジで統 一する こ とで「暗 い」 とい った印象 を与 えに くくしてお り、 さらには
テーマ を捉 えやす くしている工夫が読み取れた。
国立古代博物館では、白を基調 とした色彩計画によって統 一感を生み 出 していた (写 真 3)。
白か ら連想するイメー ジは様 々であるが、 ここでは 無限"や 、あるい は 清潔"を 表 してい
ると考え られる。 さらに、白とい う高明度を用 いることで、展示室内を明る くさせる効果が期
待 できる。 白一色 とい うのは、下手をすると平面的で退屈な印象 を与えかねないが、ディスプ
レイ自体 に動 きをだす ことで、飽 きさせない展示工夫が されていた。
色 の心理的作用 を用 いてい る例 としては、オランダ国立 自然博物館 の展示 を取 り上 げたい。
この博物館 の展示 には研究室がそのまま展示室 となったような部屋がある (写 真 4)。 部屋の
一角では実際に調査 ・研究を行 っている人 々の姿や、またその一方 で剥製の実演 を行 うな ど、
研究の公開を目的 とした展示が行 われていた。展示室内の壁は青一色に統一 されていたのだが、
青 には集中力を高める効果や、精神 を鎮静化 させ る作用があるといわれている。展示室内で研
究を行っている職員の、常 に見 られているとい う緊張感を和 らげ、作業に集中させる効果があ
ると考え られる。 また、利用者が落ち着 いて見学に集中で きる効果 も期待 で きる。
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このように、色 を取 り入れることによって、個性的な雰囲気 を作 り出す とともに、利用者 の
興味 を引 き付け、 テーマの理解に役立てているとい った様子が伺えた。
一方、 日本 の博物館 の展示 は、色彩 を取 り入れた構成になっているとはいえ、オラ ンダに比
べ ると、依然 として色彩計画 とい う点 にお いてはまだまだ課題 の残 る内容 とい えるだろ う。川
畑秀明、北園香織 らは、無機質な印象 を持 つ 医療施設 にお いて、「清潔な印象 の 白を基調 とし
なが らも、有彩色 も取 り入れてい くことで、患者の心が落ち着 き、安心で きるといった効果 も
(23)と

期待 で きる」

してい る。ならば これを博物館 とい う学習 の場 に活 か してい くことも十分可

能 である。オランダの博物館 のように大胆な色彩構成はす ぐには無理であろうが、利用者に こ
れ までの博物館 の イメー ジと ち ょっと違 う"と 感 じさせ、興味 を引 き付けられるような色彩
を取 り入れた展示構成が必要ではないだろ うか。
さらに、色彩計画を行 うことによって、色覚特性 にも対応す ることが可能 となる。木下 は色
覚特性 に配慮 したデザ インとして、色覚障害者が見分けやすい ように配慮する必要があるとい
う。その上で 「白黒で コピー して も内容が識別 で きるデザイ ンにす る。識別方法を色相 の差に
頼 るのではな く、明度差 に求 める」、あるいは「薄 く淡 い色 の配色 は白内障で も識別が難 しい
ので避 ける」 よう求めてい る

(24)。

色覚特性 は 3つ の タイプに分け られるが、そのいずれにも

対応で きるものと して明度差 をつ けた色彩計画が有効的であると考えられる。明度は色の明る
さの度合 い を表す指標 であるが、この明度を上手 く利用す ることで利用者の誘引性や可読性 に
効果があるだけでな く、色覚特性 にも対応す ることがで きる。色彩計画は、今後 の博物館運営
において欠かせない要素 となって くることは間違 いないだろ う。

2.イ ンタラクテ イブな展示環境
近年、参加体験型展示 の導入が進み、利用者は展示を眺めるばか りではな く、能動的 に参加
で きるようになって きてい る。利用者が展示 に触れた り、実際に展示を動か してその仕組みを
理解することがで きるようにす るなど、体験 を通 して様 々な理解 を深め られるような取 り組 み
が行われてい る。中で もイ ンタラクテイブ型 の展示 は、今後の博物館展示 にお いて重要 となっ
て くると考える。
「相 互作用 の、相互に作用する、双方向性 の」 を意
イ ンタラクテイブ (Interactive)と は、
味 し、2つ 以上の ものがお互 いに影響 を及ぼ し合 うことを意味する。 これを博物館 の展示 と利
用者 とに置 き換 える とす ると、展示 と利用者 とが相互 に影響 を与 え合 うことを意味 してい る。
いい換 える と、 インタラクテイブ型 の展示 では利用者が展示に働 きかけることによって展示 も
それに呼応す る、 いわば「や りと り」 を可能にす る展示手法であるとい えるだろう。つ まり展
示 と利用者 との コ ミュニケー ンヨンの一つ と捉 える ことがで きる。これにより、従来の展示 に
はなかった、利用者の主体的展示参加 を可能にする。
K・ マ ックリー ンは、参加型展示が 「人 々が何 らか のかたちで展示環境に参加す ることを目

指 してい る」 のに対 して、イ ンタラクテイブ型展示 の場合 は「利用者か らの刺激 に展示要素が
反応す る力、つ ま り利用者 とのや りと りがあるか どうかに重 きを置 く」 としてい る 。 この
125す

言葉か らも分か るように、参加・体験型展示の中で も資料 と利用者 をよ り密接 に結 びつ けるこ
とが可能な展示形態 と捉 えることがで きる。
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鶴 田総 一 郎 は、 博物館 にお け る「教 育普及」 の 目的 と して、「 もの 」 と「 ひ と」 とを効果 的
に結 びつ け る こ とだ と して い た

(26)。

この 条件 に照 ら し合 わせ る と、 イ ンタ ラ クテ イブ型 の 展

示 は鶴 田 の 考 える「 もの 」 と「 ひ と」 との 効果 的 な結 びつ けに適 して い る と考 え られ、教育普
及 とい う面 にお い て も非常 に有効 であ る と考 え られ る。
イ ン タラクテ イブ型 の展示 で は、利用者 が展示 に対 して進 んで働 きか ける ことによ り、何 か
しらの変化 が発生す る こ とが 求 め られ る。 これ に よ り、利用者 は何 が変 化 したのか、何故変化
した の か (何 が起 こっ た の か )と 考 える きっか けを与 え られ るはず であ る。 つ ま リイ ン タラク

ティブ型展示による「 もの」 と「ひと」 との相互作用 は、「教育普及」 とい う点 にお いて効果
的であ り、 さらに利用者の展示参加へ の きっかけを与 えるとい う点において もその効果 を発揮
する。 これにより展示へ の理解 をより深 めることがで きると考え られる。 また仮 に、利用者 と
展示 とのや り取 りを見ていた人が いた とすれば、その展示 に対 して「お もしろそ うだ」 と興味
を引 きつ けられ、展示 に参加 してい くことも十分 に起 こ り得 る。 このようにして、利用者同士
の相互作用 とい う点 で も効果が期待で きる。
さらに畑中清博 らの研究では、 インタラクテイブ型展示における人の介在 の必要性 を指摘 し
てい る。畑中らは、「現在 の参加・体験型展示 は、「学 び」が成立す る状態であるとは必ず しも
言 い難 い」 とし、「学 び」へ と向かわせ るためには、「子 ども (展 示物 を見る側)と 展示物 との
間に、つ な ぐ役割 であるナ ビゲー ター (案 内役、 カルチ ュラルプローカー)と しての「人」が
(27)。

ナ ビゲー ター は、利用者が操作
介在す るなどの きめ細かな手立 て」が必要 だ としてい る
に戸惑 っていた り、あるい は展示装置 に起 こった変化へ の理解が不十分だった場合に利用者を
正 しい認識へ と導 く役割 を担 う人物 であ り、 これによ り利用者を学びへ と向か わせることがで
きる と考 えられる。 これには、畑中 らのい うナ ビー ター としての展示解説員だけではな く、同
伴者、特 に親子である場合は親にも当てはめることがで きるだろう。 この点 については三木美
裕 も指摘 してお り、「こどもは親 (お とな)と 一緒 に展示 を共有で きた ときに もっとも良 く学
べ る」② とし、展示 をともに分かちあ う人、楽 しむ人の存在が重 要であ ることを示唆 している。
イ ンタラクテイブ型 の展示 は展示 と人だけではな く、人 と人 との間において も相互作用を発生
させて相乗効果を生み出 し、それによって一層 の学習効果が生み出せると期待で きる。

(2)教 育専門担当者 とその必要性
利用者 の興味を展示へ と引 き付けた上で、次に重要 となって くるのが、展示 と利用者 を つ
なげる"こ とであると考える。単 に興味を引 き付けただけでは学習 につ なが らない。利用者の
学習 につ なげるためには、布谷が指摘す るように、「展示 との対話 を通 して 自分 の知識や経験
(29,こ

を振 り返 る」

とがで きるようにしていかなければ ならない。その経験 を通 して、展示 と利

用者 とのつ なが りを作 り上 げてい くことが可能 となるだろう。そのための一つの手段 に解説が
挙げ られる。 この方法 にはキャプンヨンやパ ネル、電子機器を介 した展示解説が博物館ではよ
く見受け られるが、博物館か らのよ り積極的な介入 として、人的支援 とい う面 に焦点をあてた
い。

1.展 示解説員、イ ンタープリターの導入

これ までの博物館では、展示 されてい る資料 とそれに添えられる解説 を眺め、資料について
知 るとい うことが大半であった。 しか しなが ら布谷 も「博物館 で提供で きる程度の情報 は、す
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(30,と

で に大 部分 の 来館 者 は知 って い る」

指摘 す る ように、1専 物館 資料 の持 つ 情報 の 大半 は これ

まで我 々が 学校 等 で知 り得 た知識 と大差 はない 。資料 に添 え られ る個 々の キ ャプ シ ョンを見 て
も、字数が 限 られて い る こと もあ り、基本 的な情報 に止 まって い る。 仮 に、 文字情報 に よって
新 たな知見 を得 られた と して も、 それは一 回限 りの 発見 で終 わって しま う。博物館 の 中 での特
徴 的 な学習 として 印象付 け るため には、 他 とは違 う、 一 歩進 んだ学習 の機 会 を提供す る必 要 が
あ る。 特 に、減 多 に博物館 を訪れ る機会 の ない 利用者 に とっては、博物館 の利用 の仕方 に不慣
れであ る。 そ のため 、資料 と利用者 を媒介 す る展示解説 員 の配置が、今後 さらに重要 になって
くる と考 え られ る。
展示解説員 とは名称 の 通 り、展示 を解説す る人物 を指す言葉であ るが、それ は単 なる説明 に
終 わるのではな く、利用 者 と展示 とをつ な ぐ役割 を果 た す人 でなけれ ばな らな い。海外 では こ
ういっ た解 説員 の こ とを、通訳 ・ 解説 とい った 意味 の Interpretationか ら派 生 した イ ン ター プ
リター (Interpreter)と 呼 ぶ 。 本来 イ ン ター プ リター とは、 自然 や フ ィー ル ドの 素晴 らしさ
を伝 える環境教 育 を行 う人 々 を指す語 として使用 されて い るが、展示や文化財 を扱 う1;事 物館 に
お い て仲介的 な役割 を果 たす 人 々 も同様 に、 イ ンター プ リター と呼 ばれ るこ とが あ る

(31す

。

イ ン ター プ リテ ー シ ョン協 会 に よる と、 イ ンター プ リター とは「単 なる情報 の提供 で な く直
接体験 や教材 を通 し、事物や事象 の背後 にあ る意 味や関係 を明 らか にす る ことを 目的 と した教
育活動」 の 従事 者 で あ り、「解 説者 の 感性 を媒介 に して情 報 を提供 し、来訪者 に今 まで とは異
(32)。
なった次元 を開い てみせ る」役割 を担 う人物 であ るとい う
藤田茂は、 イ ンター プリター

は博物館 のメッセー ジを利用者 と対話す ることで理解 して もらうよう努 める人であると捉え、
「将来型 の博物館教育 におけるホ リステ ィ ックな役割 を持つ博物館教育専門職員」で あ るとし
て いる。その上で、「博物館 にはイ ンター プリターが居て、彼 らが来館者 と対話 して、来館者
(33)。

の理解 を深める」 としてい る

畑中らも展示ナ ビゲー ターの必要性 について説 いてお り、利用者を正 しい理解へ と導 き、学
(m。
粕谷崇 もこの点について触れ、「受け身の学習
びへ と向か わせ ることがで きる としてい る
に慣 れ、 また自分 の考えを人に伝 える、 自分か ら調べ る、人 との会話・対話か ら学 ぶことが少
な くなって きた現在、博物館 でのイ ンタープ リターの役 目はその意味で も重要 となると考 えら
135)と

れる。」

述べ、博物館が 目指す主体的な学習 に不慣 れな現代 人にとって、イ ンタープ リター

による学習支援 の必要性 を説 いている。
さて、イ ンター プリターや解説員に よる支援 の際、一般利用者 との対話 には注意 しなければ
ならない点がある。それは並木美砂子が指摘す るように、一般利用者 とイ ンタープリター との
(36)。

博
対話場面 では「対等 な人間関係」 を形成 していかなければならない とい うことである
物館では学校 とは異な り、主体的な学習 を支援 していかねばならない。その ような場面では教
師のように一方的 に知識を与えるのではな く、供 に課題 に取 り組 み、利用者 自らの力で解決 し
てぃ くことがで きる環境づ くりが求 め られる。それ こそが博物館 における学習の本質であると
い えるのではないだろ うか。
この点 について、美術館教育 において定評 のあるアメリア・ アレナ スは「対話型鑑賞法」 と
い う観衆 との対話を通 した交流形成 を提唱 してい る。ア レナ スは 「知識の伝達 に終始す るよう
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な授業 や トー クで は 自ら学 び 自 ら考 え る力 つ ま り「生 きる力」」 が 育 た な い とし、 観衆 一 人ひ
と りの 感性 を引 き出 し、大切 にす るこ とが重 要 であ る として い る

(37)。

この「生 きる力」 には、

相手 の立 場 になって 考 える こ とで、 共 感す る ことがで きた り、豊か な人 間性 の形成 に役 立 つ と
して い る。上 田行― は、 ア レナ スの鑑賞法 には「受容 ・ 交流 ・統合」 の 3点 に基礎 が置かれ、
と りわ け 「 受容 (観 衆 の 意見 を受容す る)」 がそれ らの基盤 に当た る として い る。 この「 受容」
を成 り立 たせ る要素 と して以下 の 5つ の視 点 を捉 えて分析 を行 って い る。

①

受け入れる

②

観衆の意見か ら始める

③

良さを見付ける

④

ほめる

(5)と もに喜 び、 ともに楽 しむ(38,
上田は、観衆の意見を否定す ることな く受け入れ ることで、劣等感をぬ ぐい さり、観客 の視
点に立 ってその意見を大切 に しなが ら観衆 の良 さを引 き出 し、新 たな発見をともに喜 び合 う重
要性 をア レナスの鑑賞法か ら導 き出 してい る。「大切 なことは、美術の何 を学 んだかではな く、
(39,と

美術 を通 して彼 らが何 を学んだか」

ぃ う言葉か らも分か るように、美術その ものではな く、

美術 を通 して物 の捉 え方、考え方を学ぶ ことが狙 いであるとしてい る。アレナスが提唱す る対
話型鑑賞法 は美術館に限ったことではな く、 どの博物館 において もいえることである。利用者
と接する上で、展示解説員 に必要な能力 として捉 える ことがで きるだろう。解説員は、単なる
歴史知識を豊富に兼ね備えた人員 とい うだけではな く、利用者か ら対話 を引 き出 し、彼 らの博
物館学習 をよりよい体験へ と導 いてい くことが求め られているのである。
その上で、イ ンタープリター を活用するための必要条件 として粕谷崇 は、「 (1)博 物館 の基本
理念」「 (2)組 織」「 (3)マ ニ ュアル」「 (4)ボ ラ ンテ ィア」 の 4つ を挙げてい る

(40)。

粕谷 も指摘

するように、学芸員ではな く、臨時職員や ボラ ンテ ィアといった非正規の職員が この業務 に従
事す る場合 には、博物館 の基本理念 の徹底やマニ ュアル作成が重要事項 となることは間違 いな
い。 これ らを怠れば 主体的学習"と い う方向性 を見失 いかねない。
そ こで次に課題 となって くるのが、ボランテ ィアに対する教育である。解説員 の導入 は、最
近では多 くの博物館 で進め られてい るが、
彼 らの多 くは有志 のボ ラ ンティアである。ボラ ンティ
アによる解説 は、予算削減 とい う厳 しい状況に立たされてい る博物館 にとっては、非常 に大 き
な役割 を占めている。それだけではな く、ボラ ンティア 自身の生涯学習 とい う面において も、
博物館 として貢献で きる側面 を持 ってい る。ボランティアによる博物館へ の協力は、今後 ます
ます比重 を占めてい くだろう。 しか しなが ら、安易な人員戦力 としてボランテ ィアを導入 して
い くことは、避けな くてはならない。ボラ ンテ ィアに対 して、博物館 の理念や展示解説員 とし
てのあ り方をきちんと示 してお くことがで きなければ、 い ざ展示室に立った時に来館者に対 し
て 自らの知識 を一方的に与えるだけの教化にな りかねない。それを避 けるためにも、ボランテ ィ
アに対する教育が必要 であるとい えよう。
学芸部門か ら独立 して教育部門を組織的に持つ欧米では、DOcent(博 物館講師)や イ ンター
プ リターが展示解説を担 うことがあるが、 どちらもボラ ンティアが配置 されることが一
般的で

‑ 54 ‑

博物 館 にお け る学 習環境 の構築

1)。

・
ある

そ の 養成 に 関 して新 田秀樹 に よれ ば、 メ トロポ リタ ン美術館 の 場 合、 コ レク ン ヨン

に関 して の 実地学習 のほか、 参考 図書 リス トに基 づ く読書課題、 自主研 究 な どが要求 され、結
果 は館 のス タッフに よってチ ェ ック、 評価 を受 け、 さらに通常 1年 にわたる トレー ニ ング後 も
継続 して教育 プ ロ グラムヘ の 参加 が 求 め られ、1年 ご との再審査 を受 け、次年へ の継続 の可否
(12,。

あ くまで もこれ は メ トロポ リタ ン美術 館 で の 例 であ り、必ず しも欧
米 で共通 した規定ではな い だろ うが、三 木美裕 も指摘す る よ うに、展 覧会 のギ ャラ リー・ツア ー
が決 め られ る とい う

や展示解説員 の選 出 の際 にはボ ラ ンテ ィア同士が競 い合 うこ とか らも、 ボ ラ ンテ イアの 高 い 意
識 とそ の レベ ルが求 め られ る ことが伺 い で きよう

3)。

この よ うな高 い意識 を持 つ ボ ラ ンテ イアの養成 はす ぐには難 しい であろ う。 しか しなが ら、
菅井薫 も指摘 して い る よ うに、 ボ ラ ンテ ィアをす る人 々が博物館 職員 と して の 意識 を強 く持 ち、
博物館 の 理念 を理解す るため に も、事前研 修 に時 間 をか け る必 要が あ る

1)。

無償 で 行 われ る

ボ ラ ンテ ィアに対 して モチ ベ ー シ ョンを保 った まま、 どの よ うに指導 を行 って い くの かが今後
の課題 とい えるだろ う。

2.ミ

ュー ジア ムエ デ ュ ケ ー ター の役割

そ の ため に も、博物館教育 を専 門 とす る担 当職 員 の 配置が急務 となって くる こ とは疑 い よ う
も無 い。博物館教 育 の 先駆 と もい われ るア メ リカで は、教 育 を専 門 に扱 うエ デ ュ ケ ー ター を配
置 して、1専 物館教育 の調査研 究 と企 画実施 を行 って い る。
エ デ ュ ケ ー ター の役割 は、以下 の よ うに位置 づ け られて い る。
博物館教育 の 全 プ ロ グラム を用意す る最 も重要 な人であ る。そ して、言葉 で 美術作 品 (資
料 )を 通訳す る者 であ り、彼 の責任 は、列品解説 、展示講話 、Docent(講 師 )、 ボ ラ ンテ ィ
ア案 内者 の養成、指導。教員 の実習、定期購座 シリーズ、映画会、討論会、 セ ミナ ー 、 シ
ンポ ジウム 、博 物館 クラブ活動、見学 旅行 、屋外 活動、 ラジオ、TVプ ロ グラ ム、学校 へ
の 巡 回展、 そ の他 の教育 的諸活動 の研 究 と、その実践 の指導者

(45)

彼 らは、博 物館 の 教育全般 を取 り仕切 るこ ととな り、先述 した展示解説 員や ボラ ンテ ィアの
育成 もエ デ ュ ケ ー ター の 責務 で あ る。 エ デ ュ ケ ー ター の 資質 につ い て は、 ア メ リカで エ デ ュ
ケ ー ター として勤務 した経験 を持 つ 三 木 は、次の よ うに指摘 す る。

美術や歴史の教育者 とい うよ り、様 々な背景を持ったお客様 が展覧会 と自分 をどうつ な
げ ようとしているか、その気持ちを代弁 して展示に活かす とい う意味で、情報収集 と企画
●6)
力 に優 れた人
展覧会に付随するプログラム作 りや、来館者の足を博物館 に運ばせるア イデ ィアを広報や ビ
ジター・サ ービス担当 と協議 してい くの も彼 らの役割 であるとしている。さらに三木 は、エ デュ
ケー ターが活躍 してい くには、「博物館 の最前線 で来館者の声 に耳 を傾け、それを活動 に反映
■7)と
させるには接客が大切な原動力になる」
して、利用者 と直接触れ合 い、利用者の声 を吸 い
上げてい く 接客"が 必要であるとしてい る。
また、元 ジェフリー博物館 の館長で もあるモ リー・ハ リソ ンによれば、エデュケー ター は利
用者 と展示 との間に立 って 橋渡 し"を 行 う存在であるとい う。
知識欲 のない人 々にも教えることを刺激 し、疑間を起 こ させ、ひらめ きを感 じさせ るこ

DЭ
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とで あ り、 また興 味 を沸かせ てそれ まで固 く閉 ざされて い た知識 の 窓 を開かせ る

148,

この ように博物館 にお い てエ デ ュ ケ ー ターの 果 たす 役割 は大 きい。 しか しなが ら、 日本 にお
い て教 育普及 に力 を入 れ る館が 年 々増 えて い なが らも、博物館教 育 を専 門 に扱 う部署 の 設置 は
まだ まだ十分 とは い え な い。博 物館 の 資料 だ け で はな く、 ひ ど 'に も目を向 け る時 が きて い

るだろ う。 また、博物館教育 を専門とする人材 の養成 にも目を向けな くてはならない。学芸員
資格 を取得 した上で、 さらに専門に特化 した博物館教育専門者 の育成 について、大学院 レベ ル
で考 えてい く必要があるのではないだろ うか。

(3)人 々を魅了する展示空間の創出
博物館学習の基本 となるのは展示 である。利用者 は展示 を見て、 もしくは触れて、そ こか ら
何 かを学 び取 ってい くことを期待 されてい る。逆にいえば、博物館は展示 を見せ るだけではな
く、利用者 に何かを学び取って もらえるように展示 しな くてはならない。 これ までのようにた
だ資料 を見せ るだけの展示の ままでは、何 も変 わらない。利用者が展示を見て、何 かを感 じる
ような展示 を作 り上げていかなければならない。そのために筆者 は、これか ら目指すべ き博物
館 のあ り方 として、い くつかの提言 を試みた。
まずは、利用者 の興味 を引 くような展示設計である。利用者 の興味を引 き付けるための試み
はい くつか考えられるが、本論 では色彩 の「誘引性」 に注 目し、オラ ンダの博物館 を例に、そ
の効果 について論 じた。オラ ングの博物館 は、かな り大胆な色使 い を施 している例ではあるが、
色に よってイ ンパ ク トを与えた り、注 目してほ しい点を強調で きるといった活用 の仕方があ る
ことが分 かった。色彩 を取 り入れた展示設計 は、例えばキヤプシ ョンに色 を取 り入れてみた り、
壁 の色や敷物 の色、 または照明の色 を変えるとい った一工夫で、だいぶ印象 は変 わる。予算が
限 られていて も、少 しずつで も取 り組 んでいける試みではないだろ うか。 また、展示室内の暗
さ とい う点 について も、色彩 を工夫すれば「視認性」 を挙げるこ とがで き、 さらにはテーマ に
合 った空 間演出を試みる ことも可能である。展示 を見せるだけではな く、利用者 が展示に魅せ
られるような工夫が必要である。
次に、イ ンタラクテイブ型の展示について も取 り上げた。これ までのような静止展示 だけで
はな く、利用者が主体的に展示に参加 していけ るような展示の仕掛 けも試み られるべ きであろ
う。参加・体験型 の展示が近年増 えているの も、資料 にもっと興味 を持って もらい、学習につ
なげていけるように との配慮か らである。資料 とひととを効果的に結 び付 けてい くことが博物
館 の役割 であるともい えるのである。
しか しなが ら、イ ンタラクテイブ型の展示や体験型 の展示 において触 れるとい った行為 は、
あ くまで も、 もの を考 え始める きっか けにす ぎない と三 木 は指摘 す る。「触 れてみて、「あ
「触 った」だけで終 わっ
れっ ?!」 と思った瞬間を捕え、何かを伝 える工夫がそ こになければ、
9'と
い う。この気 づ きか ら展示が意図す るところを伝 えてい くためには、展示解説
て しまう。」
員やボラ ンテ イアによる博物館体験 に対するサポー トが重要な役割 を果たす と考 えられる。彼
らは単なる解説者ではない。展示 の魅力を伝 え、利用者 と展示 をつ なげる通訳者 としての役割
も求め られているのである。それ と同時 に、解説員や ボラ ンテ ィアとの交流 によって、人 との
つ なが りの大切 さを伝 え、さらには人が持つ魅力 によって博物館体験 を有意義 なものに変えて
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い くことがで きると考えられる。
とはいえ、魅力ある博物館 を作 り上 げてい くには、ボランテイアを含めた博物館 の職員が同
じ目標 に向かってい るとい うことが前提である。そのためには、展示解説員や ボラ ンテイアの
育成 に力 を入れてい く必要があ り、 また、それ ら博物館教育全般 を取 り仕切 る専門職員の配置
が急務 となるだろ う。博物館 において、教育を専門 とする人物 の必要性 については以前 か ら述
べ られて きてはいる ものの、その導入 にあたっては未 だ十分 とはい えない状況である。1専 物館
教育が見直 されてきてい る今、教育専門職員の採用 も検討 されるべ きであろう。人 々を魅了す
る博物館 にするためには、資料の持 つ力 だけではな く、 どうした らその資料 の魅力を伝 えられ
るか とい う点に心を配 る必要があるので ないだろ うか。
おわりに
博物館 は、楽 しみなが ら学べ る教育施設である。それを実現 させてい くには、展示開発 ばか
りではな く、学習環境 も見直 してい く必要があるだろ う。博物館 に求め られる学習環境につい
ては、①興味・ 関心 を引 くための配慮、②利用者の生活課題へ の提言 と解決のための補助、C
利用者 にとって快適で居心地 の良い空間、であることが第 1章 で確認す ることがで きた。続 く
第 2章 ではこれ らの点 を踏 まえて、筆者 か らの学習環境 の提言を試みた。
求 め られる学習環境 の内、① については色彩計画やイ ンタラクテ イブ型 の展示 を導入するこ
とによって興味付けが可能 となるこ とを指摘 した。② については展示解説員やボラ ンティアに
よるサポー トによって、利用者 の展示理解 や課題解決 につ なげられるのではないか と考 え、そ
のために も博物館教育専門の職員を配置す る必要性 を説 いた。3)に ついては具体的な提言 を示
す ことはで きなかったが、青木豊が述べ ている、快適空 間の創出には「利用者 の 自主性」と「娯
(50)を

とれば、 第 2章 で述べ
楽性」 が鍵 とな り、そ の最 たる手段が参加型展示であるとい う説
た人 々を魅了する展示空間の創出が利用者 の快適空間 ともつ ながると捉 えられよう。
そ して これ ら上記 の点を達成 してい くためには、何 よ りもまず、利用者の視点 に立って学習
環境 を考えてい く必要があるといえるだろう。利用者はどういった展示工夫に興味を示す のか、
どのようなサポー トが利用者に とって効果的 に働 くのかなど、利用者の視点 を捉 え、展示に活
か してい くことが求め られている。
教育施設 には、学習環境 の構築が必要不可欠である。学校教育 において も、学習環境 を考え
て整備が行われ るはず である。ならば、博物館 では何故 この点 について語 られることが少ない
のであ ろ うか。それは博物館側が教育施設 として未 だ十分に認識 してい ない とい う証拠 ではな
いだろうか。利用者 は博物館 での学習を望 んでい る。博物館 はそれに応え、博物館独 自の教育
を提供 してい く必要があ るだろ う。 その上で、いかに実 りあ る学習体験 が行 えるかが、今後 の
博物館 の命運 を握ってい るといえるだろう。
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近世 にお け る遺跡保存思想
Preservation thought of site in early modern period

中島

金太郎

NAKAJIMA Kintaro
はじめに
日本国内では、毎年7,700件 ほ どの発掘調査が実施 されてい る。その調査には、学術的な調
査 と土木 1:事 によ りやむをえず行 う調査 の二種類があ り、その割合 を見ると圧倒的に後者が多
い中。発掘調査は、地面を掘削する ことか ら、元 の埋 蔵状態 に回帰 させることはで きず、土木
工事 に伴 う調査の多 くは、調査後 に破壊 される。 また、その際 に出土 した遺物 も、不適切な取
り扱 い によって劣化 ・損壊す る危険性がある。遺跡 の消失や遺物 の劣化・破損 に対 し、現物 の
現状維持 またはより良い状態 に保つ ための概念 として「保存」 とい う考え方があ る。埋 蔵文化
財行政における遺跡 の「保存」 は、「現状保存」 と「記録保存」 とに大別する ことがで きる。
現状保存 とは、発見された遺跡 ・遺構 を発見された状態 で保存する ことを指す。記録保存 は、
発掘調査 を実施 し、調査時 に詳細 な図面作成や写真撮影等 を行 うことで、遺跡 自体 の保存 の代
替 とす るものである。 日本では、工事 に伴 う調査が多い とい う性格上、圧倒的 に後者が多 い。
我が国では、遺跡 の保護・顕彰事例が多数あ り、その中には近代以前 に実施 された保存対策
によ り、現在 までその遺跡が保存 されてい る例 も存在 してい る。特 に近世以 降は、保護・顕彰
の事例 が多数確認 されてお り、徳川光囲の上・下侍塚調査 は考 占学・保存科学 ・景観学 などの
観点か らも重要な事例であることは間違 い ない。そ こで筆者 は、近世の遺跡保存 に注 目し、中
で も近世 の保護・顕彰事例に関連する人 々の考 え方を知ることで、その時代 の遺跡保存思想 の
傾向を見出 したい。本論では具体的な事例ではな く、保護・顕彰 に至るための考えを「理論史」
として纏 める ものである。

1 遺跡保存 とは
(1)遺 跡保存の概念
そ もそ も「遺跡」 とは、過去 の 人間の生活・行動 の痕跡 であ り、一定の空間を持 ち、物質的
資料 を残 した場所 その ものである。遺跡には、集落跡、貝塚 、都城跡、城館跡、古墳 、寺院跡、
遺跡 の保存 とは、かつ ての人
港湾跡 など人間活動 の痕跡に応 じ多数の種類が存在 してい る
類が開発 を行 った痕跡 を残す とい う行為 である。田中哲雄は、「遺構 の保存 を図 りつつ遺跡 の
(2)。

形態 を明 らかにし、国民全 てに理解 され、かつ親 しめるもの として活用す ることである」 と定
°
「 (遺 跡)
義付け 、また仲田茂司 は、アメリカ合衆国の歴史的遺産の保存事業 の用語を引用 し、
￨・
々
整備の理 念 とは地域 Identityを 顕在化 させ ること」 とした 。遺跡 の保存 には、様 な方法
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がある。総合的な見地か ら、遺跡 の保存 を大 きく現状保存 と復元保存 に三分す る例や、三石工
―・溝 口勝の提言 した静的保存・活用保存 に分ける方法

15)、

Cherln E Windelが 紹介 した①現

状保存(211111修 復再生③復原④復元の 4種 類 に分類す るアメリカの保存基準な どゝ 大項 目として
「遺跡 の保存」があ り、その中で種 々の方法 に基づ き細分 される ことが多 い。 また、保存 に特
化 した もの と活用 を意図 した保存 とい う分割 は低調 であ り、遺跡 を保存するための整備 を主体
とし、 その内部で方法 を細 分化 して考 える方法が主流である。

(2)遺 跡保存の研究動向
遺跡保存 に関す る研究 は、個別 の遺跡 の保存 に関す る事例研究が大半 である。「遺跡保存」
と銘打 った文献 は、土地開発に伴 う遺跡保存運動 の歴史 を纏める事例がほとんどであ り、過去
(7)。
か ら現在 までの遺跡保存 史を通 史 として扱 う研究 に乏 しい現状があ る

遺跡保存を考える上で、近年その研究分野 の細分化 の傾向が看取 される。例えば、遺跡保存
の方法 を検討す る「遺跡保存論」、それに付随 して遺跡整備や景観復元を考 える「整備論」、遺
跡保存 の歴 史をまとめる「保存史」、本論 のように保存概念・思想 の研究を行 う「保存理論史 (保
存思想史)」 、遺跡 を含む文化財保護 の法令 。制度を研究す る「保護法令論」、遺跡に関連 した
資料 の保存・活用 を、博物館 を通 して行 う「遺跡博物館論」な ど、現在では多角的 に遺跡 の保
存 を捉 える研究動向が見て取れる。 また遺跡保存は、遺跡 自体を考える考古学、遺構 。遺物 の
保存 を実際に行 う保存科学、復元・整備に関わる建築学や造園学、遺跡 と博物館 を考 える博物
館学な ど、多種多様な学問領域 が連携 し合って成 り立ってい る。 このことか ら、遺跡 を保存す
ることは単なる考古学や文化財学 の一分野ではな く、「遺跡学・ 遺跡保存学」 として もはや独
立 したカテゴ リを形成 してい ると言って も過言ではない。

2

近世 の遺跡保存理論史
ここで扱 う語句 としての「遺跡保存 の理論史」とは、今 日まで残 されてい る先人たちの論・

考えを集成 し、その特徴 や年代 ご との傾 向 を明 らかに してい くことを目的 としてい る。そのた
め、具体的に○○遺跡 の保存 を行 ったとい う例 を集成するのではな く、遺跡 の保存に対 しての
提案、方法検討などを行った歴史を主に扱 ってお り、その中で実際 に保存 された事例 を紹介す
ることとした。
また、題 として「遺跡」の保存史 とい う語句 を使用 してい るが、 この事柄 を扱 うにあたって
は「 史跡」
「古跡」「旧 (奮 )跡 」な ど類似 の単語 が登場 して くる。共通 していえる定義 として
は、「歴 史上有名な出来事や建物 のあ った場所」であ り、移築等 の特別な行動がない限 り不動
産であるとい うこ とである。本論では、「史跡」「古跡」「旧 (奮 )跡 」 も広義 の遺跡 に属す る
ものと し、論の名称 として古跡や史跡 と出て きた場合にも遺跡の保存 として扱 うもの とする。
本論 では、近世 を「中期以前」「後期」「幕末期」に分類 した。 中期以前は凡そ18世 紀中 ごろ
まで、後期 はベ リーの来航する嘉永 6年 (1853)ま で、幕末 は明治維新 まで とい う区分を採用
している。

(1)中 期以前
近世中期以前 に遺跡の保存 と整備 を具体的に意識 した人物 としては、紀伊家 の租 である徳川
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頼宣や、『大 日本史』 の編纂 で有名な徳川光囲が特筆で きる。 この 2者 の例 は、 と りもなお さ
ず意図 して行 われた調査・保存 ・整備 であ り、 日本における計画的な遺跡保存の濫腸 であると
い える。
徳川頼宣 は、『万葉集』以来様 々な歌人に詠 まれた景勝地和歌 の浦の開墾 をめ ぐり、 わずか
な利益のために名所 を廃絶 させ ることを非難 し、樹 木 を植えて保存す るこ とを命 じた。寛文 3
年 (1663)に は、国内の名所旧跡 を 3年 に亘 り調査 させ、古墳 旧址 を探求、廃減を危惧 して植
樹 をするなどの保護 を敢行 してい る

(8)。

また、徳川頼宣が紀伊藩主であった時代 には、熊野権
現 を祭祀す る「 九十九王子社」 (以 下、王子社 )の 保護・整備 を命 じてい る。王子社 とは、熊
野 占道沿 いに存在する神社 の うち、主に12世 紀 か ら13世 紀 にかけて、皇族・貴人の熊野詣に際
して先達をつ とめた熊野修験 の手で組織 された一群の神社 を指 し、参詣者の守護が祈願 された。
王子社 は、大阪の起点である淀川河回の渡辺津か ら熊野三 山にかけての紀伊路・ 中辺路 の沿道
に100社 余 りが所在 していた

￨。 )。

当時 は、伊勢詣 とならんで熊野詣が流行 してお り、その参詣

者 の守護祈願 のため、荒廃 していた王子社 の主要なものに紀伊藩 よ り保護が加 えられた

tl

。

徳川頼宣が命 じた王子社の保護 ・整備は、王子社 を調査 してその記録 を作成 し、過去 の文化的
遺産を名所 として顕彰す る意図が看取 で きる。 これは、 と りもなお さず遺跡 の保存・活用 に係
る思想であると看取 され、近世中期以前における遺跡保存思想 として好例 であるc
徳川光囲が実施 した遺跡 の調査及 び保存 としては、下野国 (現 、栃木県大田原市)に 所在す
る那須国造 に関連す る碑 の調査 と、それに係る上侍塚・下侍塚 の発掘調査が学 史 上有名である。
徳川光囲 は、天和 3年 (1683)に 北領を巡見 した際、那須郡小 日村 の庄屋である大金重貞か ら
『那須記』 を献上 された。そ こには、下野国那須郡湯津上村 に所在す るとい う古碑 の事 が記載
されていた。徳川光囲 は、北方巡検中の貞享 4年

(1687)、

馬頭村 を訪れた際 に佐 々宗淳 に命

じてその碑 の拓本を取 らせてい る。結果、徳川光囲 はこれを那須国造碑 と確信 し、佐 々宗淳 に
碑 の修理を命 じている。その後、元禄 4年 (1691)に は石碑 を安置す る覆堂を建設 し、 さらに
碑下の塚 を発掘するなどして那須国造 の存在 を明 らかにしようとした

(11)。

覆堂の設置 の他 にも、

土地の買い上 げによる公有地化や、植樹 による環境づ くり、中国の僧心越禅師 による石碑 の拓
本作成な どを行 い、調査だけで な く保護・顕彰 にも力を入 れていたことが窺える。
元禄 5年 (1692)に は、伝承 を基に那須国造が埋葬 された とされた上・下侍塚 の発掘 を開始
した。 この調査 は、那須国造が葬 られた証拠 となる墓誌の発見 を日的 とした ものであ る。 さら
(12)。
に、墓誌が発見 で きない場合 には、元 の ように復旧 して保存する とい う記述 が残 ってい る
また、調査内容 として墳 丘の測量を実施 し、絵師を呼 び出土 した遺物 を図化 させるな ど、近代
的な記録保存 の方法を試行 している。 さらには、図化 した出土遺物 を厚 い松板の箱 に入れて埋
め戻す ことで、可能な限 り発掘前 の状態へ 回帰 させ ようと考 えていたことがわかる。徳川光囲
(13)、
遺跡保存 の思想が看取 で き
の調査 は、 日本初 の学術 目的を持 つ 発掘調査 であ る と同時に
る ことで重要である。
また、陸奥国 (現 、宮城県多賀城市)に 所在す る「壺 の碑 (多 賀城碑)」 の存在 を知 り、伊達網
村 に拓本 を要求 し、元禄 4年 には彰 考館員 の丸山可澄 を現地 に派遣するな ど積極的 に研究 を
べ
の建
行 った。 さらに元禄 7年 (1694)に は、伊達綱村 に対 し、碑 を後世 に残す く修復 と碑亭
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(14)、

設 を説 き

この 進 言 に よ り覆堂が建 設 され る等 、多賀城碑 の 保存 に 関 して も一 助 を加 えて

い る。
民 間にお い て は、 岩手県 にお ける正徳 5年 (1715)の 「炭焼藤太夫婦 の 墓」 の保存 ・ 顕彰事
例が挙 げ られ る。 奥州 にお ける炭焼藤太 につ い ては、平泉藤 原氏 隆盛 の 頃 の伝承が残 り、後 に
柳 田國男 もそ の 伝承 につ い ての 記 載 を して い る

(15)。

炭焼 長者 の伝 承 には様 々 な例が あ るが、

概説する と山奥 に住む青年が砂 金の発見・金売 りに よって資産 を得 て長者 になった とい う話で
ある。藤太夫妻は、平安末期 の仁安年間 (1166〜 1168)に 亡 くな り、寺場 山 (現 在の岩手県一
関市花泉町付近)に 墓石が建 て られた とい う。 しか し、約550年 後の近世期 には、塔 の石 は傾
き文字 は磨滅す るといった風化が進んでいた。時の大肝入佐 々木左内は、その状況 をいたみ、
(16)。
佐々
郷 土の偉人藤大 を讃 えて碑文 を刻み、現在 の地に移 して双石 の石塔 と共 に建立 した
木左内は、明確 な保存意識 を持 って墓 の修理および保護・顕彰を行 ってお り、近世期 の遺跡保
存思想 の発露 であ ると断言で きるものであ る。

(2)後 期
近世後期における遺跡保存 は、主なもの として勤王思想 に基づいた山陵の保護が実施 されて
いた こ とが挙げ られる。山陵 とは、一般的に神代 の人物や歴代天皇・皇后・皇子 を被葬者に比
定 してい る墳墓 を指 してい るが、広義 には高塚式 の墳墓全般 の古称 として「山陵」 の字 を使 う
場合 もあ る。元禄10年 (1697)に は幕府 によって山陵が治定 され、山陵 と伝承があるものには
周囲を竹垣で囲み、高札を建て、陵墓 の周知 を行 ってい る。 (元 禄 の修陵)宝 永 8年 (1796)、
享保年間 (2〜

4、

10、

17年 )に も竹垣 を結 い直 し、高札の建て直 しを実施 してい る。 また、

本居宣長の記 した 『菅笠 日記』 には、元禄 以来20年 に一度 ほどの頻度で山陵に関す る調査・修
lr)。

理が行われてい る とい う記述があ る

これは、遺跡保存 のための簡易的な整備 に比定 で き、

設備の更新 を行 っている点 である程度の管理意識があった もの と推察 される。
著名な保存思想以外にも、近世 に多 く発刊 された名所図会にも、遺跡 の保護・顕彰の記録が
看取 で きる。史跡・ 名勝等 の周知 は、安永 9年 (1780)刊 行 の秋里籠島著 『都名所園會』 の出
版に端 を発する。 また、寛政 9年 (1797)に 刊行 された 『東海道名所回會』 などは、名所 の図
と解説文 によって史跡 ・名勝 を平易に解説 した ことか ら、一般民衆にも史跡・名勝が周知 され
ることとな り、そ こか ら学者等知識人以外 の人 々へ も保護思想が萌芽 した と考え られる。
遺跡保護 としては、路頭に存在する仏像や五輪塔 に覆屋 を掛 ける例が全国に見 られる。名所
図会に見 られる遺跡保護の一例 としては、新宮城主水野氏による宝塔 の保護・整備が挙げ られ
る。 この宝塔 は紀伊国熊野 の伏拝村付近 (現 在 の和歌山県田辺市本宮町伏拝)に 所在す る もの
である。伝承によると、和泉式部が熊野へ 詣でた際 に月の障 りにな り、「晴 れや らぬ 身の浮
雲のたなび きて

月の障 りとなるぞかなしき」 と詠み落胆 したが、その夜 の夢枕 に現われた熊

野権現 の「 もろともに 塵 に まじわる神 なれば

月の障 りも何か苦 しき」 とのお告げで、無事、

参 ることがで きたとい う。そのため、後年 に供養 の 目的で建立 したと伝承があるが、実際 には
徳川頼宣が寄進 した もの とされている。紀伊國名所圃會 には、水野氏に よって宝塔付近の整備
と修復が行 われていることが記載 されている(18)。
近世中期 〜後期には、名所図会以外にも地域 ご との名所旧跡 を集成 した書籍が多数発刊 され
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てい る。佐久間義和 は、享保 4年 (1719)に 仙台藩の領地内の名所旧跡 を集成 した 『奥羽観蹟
聞老志』 を著 してい る。本書では、藩域内各地域 の名所旧跡を集成 し、それぞれの伝承や歌集
に残 る記述 を纏めてい る。『奥羽観蹟聞老志』 には、伊達正宗時代 の中尊寺金色堂 の覆屋修補
事業 の記述や、先述 の炭焼藤太夫婦 の墓 の保存 に関する記載があるなど、名所旧跡 の紹介 だけ
でない近世の記録 として遺跡保存上 も価値がある。
井出道貞の 『信濃奇勝録』 は、天保 5年 (1834)ま での十数年間に信濃国を実地調査 した記
録 である。 当書 は、信濃 の歴史・名所・ 旧跡 だけでな く、珍 しい生物 ・植物 や出土 した遺物な
どを、多 くの イラス トを用 いて掲載 してい る。『信濃奇勝録』 で特筆 で きる ことは、精緻 に描
かれた図 と対象 の詳細 な記録がなされてお り、 ■つ歴 史や地域 の伝承 を交えて紹介 を行ってい
る点である。井出道貞の記録 した中には、現在 の穂高古墳群D‑1号 墳 (通 称、魏石鬼窟)な ど、
現在 も保護 されている遺跡 の記載がある。 また、現在では所在が不明の遺物 についての詳細な
記録が遺存 していることか ら、記録保存 資料 としての価値 も持ち合わせていると考察 で きる。
現在の愛知県名 占屋市 に所在す る白鳥古墳 は、天保期 に実施 された遺構復 旧・記録保存の例
として特徴的である。 白鳥古墳 は、 日本武尊 の陵 との伝承が残 る前方後円墳 で、墳丘 の復 旧に
関す る記述 は 『尾張志』や『尾張名所固會』に見ることができる。同書 には、天保 8年 (1837)
の大雨暴風によって古墳 上の本が倒 れ、 中か ら長持形 の石棺が発見され、隣接する法持寺 の住
職に よって石棺内の器物が取 り上 げ られ、 このこ とを寺社官 に言上 したところ、器物 を石棺 に
(19)。

戻 して土を盛 り、木を植 えて旧状 に戻す との公裁があった とい う

同書 で特筆で きることは、

器物 の取 り上 げをした際 に遺構 ・遺物 の記録 を作成 していた点 と、寺社官 とい う公の立場か ら
遺跡 の保護・整備について言及があった点である。器物 の記録作成 は、現在 の発掘調査報告書
にも通 じる記録保存である と考 えられる。そ して、寺社官が遺跡 の保護・整備 を命 じたとい う
ことは、公 の機関が遺跡 の価値 を認めて保存 を行った先駆けであると考えられ、遺跡保存史上
重要な事例であ ることは間違 いない。
「建碑」に関 しては特に多数の事例が存在 してい る。その多 くは、
近世の保存・顕彰 の方法で、
その地に何が所在す るかを示す のみであるが、山梨県に所在する丸山塚古墳 には近世期の保存
思想が窺 える例がある。丸山塚古墳 は、「 国指定史跡銚子塚附丸山塚古墳」 として国 よ り史跡
指定 を受けてお り、その碑 は史跡公国内に所在 してい る。石碑 は 3点 が現存 してお り、その左
端 の ものが天保11年 (1840)に 当時の代官 によって建碑 された もの として伝世 してい る。当碑
文 には、古墳 を神聖視 して崇める者には福が来て、蔑にする者には祟 りがある としてその保護
(20)。
を命 じてい る
具体的な建碑者 は特定 されてい ないが、遺跡 の保護思想 が刻 まれた一例 と
して重要 である。
また具体的な保存思想 とは異なるが、遺跡 の消失 に対する危機感を表 した同時期 の思想 とし
て、朝岡宇朝 の随筆が例示で きる。朝岡宇朝 は、天保 9年 (1838)の 『袂草』巻之二十三にお
いて、かつ て城郭があ り栄えていた場所 で も100年 も経 たない内 に荒廃 して忘れ去 られて しま
121'。
これは具体的 な保存思想 の発露 ではないが、 このよ うな遺跡 の消失
うことを嘆 いてい る
を憂 う考 えが、遺跡 の保存・顕彰へ影響 したと考察で きるものである。
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(3)幕 末期
幕末期 には、勤 王思想 の拡散 と共に、山陵の修復 (修 陵)の 事例が多数確認で きるようにな
る。修陵が活発化す る以前 にも、陵墓の荒廃 を憂 いた人物は少なか らずお り、そ こに散見で き
る思想は、 と りもなおさず近世 の遺跡保存思想 であろ う。
近世後期末〜幕末期 にかけての遺跡保存、特 に陵墓 の保存 としては、川路聖誤 の考え と活動
が特筆で きる。川路聖誤 は、佐渡奉行 であった天保 11年

(1840)、

佐渡島の島内巡見 に出かけ

た際に順徳天皇火葬塚 を参拝 し、松林内の火葬塚 と思 しき場所 に「下馬」 と書かれた立札が た
(22)。

だ一 本立つ状況 を目の 当た りに し、その現状 を憂 いてい る

その後奈良へ 赴任 とな り、墳

丘に草木が好 き放題に生 い茂る状況や、 わずかに玉垣 を巡 らせたのみの後醍醐・神武天皇陵な
ど山陵の荒廃 しきった状況を目の 当た りにし、 これ らへ の対策 として未確定の 山陵の探索 と山
陵修補が急務であると考察 してい る。川路聖誤は、 まず神武天皇陵に関する資料・伝承 を渉猟
し、その所在 を考定 した 『神武御陵考』 を執筆 してい る。 この書の脱稿後、川路聖誤 は数冊の
写本 を作成 し、幕府老中阿部正弘や前水戸藩主徳川斉昭などに贈 ってい る。 これは、『神武御
陵考』は神武天皇陵の所在 を考察す ることのみを目的 とした ものではな く、山陵の現状 と対策
の必要性 を権力者 ・有識者に伝 えるとい う意図があった もの と考察 で きる。 また、嘉永 4年

(1851)に 起 きた山陵盗掘事件 とその犯人逮捕 を機に、山陵の保護対策 の実態や過去 の 山陵侵
犯 の有無な どを界奉行 と京都町奉行 に照会 してい る。 これは山陵保護対策のための事例研究の
(23)。

実施 も見倣す ことがで き、川路聖誤の 山陵に対する強い保存意識を感 じ取 ることがで きる

宇都宮藩では、幕末期 に修陵事業 を行った ことが確認 されてい る。字都宮藩による修陵事業
は文久 2年 (1862)よ り開始 され、一般的 に「文久の修陵」 と称 されてい る。幕府側 の総括者
として、宇都宮藩の家老戸田忠至を山陵奉行 に任 じ、朝廷側か らは権大納言正親町三条実愛、
参議柳原光愛、同野官定功、権大納言中山忠能な どの諸卿が山陵御用掛 に任ぜ られ、 これにか
つ てよ り山陵の考証、探索 に従 っていた谷森義臣な どの 山陵研究家 を加えて事業を開始 した。
山陵奉行は、修陵の実施 に際 して絵図・仕様書な どを朝廷・ 幕府 に提出 し、朝廷 か らは修陵の
方針 について、幕府か らは修陵の経費 について監督 を受けた。修陵の方針 としては、営建当初
の古制 に遵って修補す ることを基本的な態度 としたが、周溝 の埋 没 した ものはすべ て復旧す る
な ど、陵域 を営建当時の規模 に設定 し、陵前 に拝所 を設けて鳥居、燈篭、石標を配 し新たに祭
祀施設を設けることとされた。 しか し、修陵前 の巡検 において、陵墓 と考え られた墳 丘上に田
畑が造営 されていた り、個人の墓所が造 られていた りす ることが判明 し、その代替案 の検討や
替地の用意などによって修陵事業 は停滞 しがちだった。全面的な修陵の着工は、元治元年 (1864)
になってか らである。宇都宮藩が行った修陵事業 は、文久 3年 (1863)の 神武天皇陵、天智天
皇陵、垂仁 天皇陵などの奈良周辺 の修陵な どが挙げ られ、宇都宮藩以外では館林藩による雄略
天皇陵 (河 内国丹北郡)の 修陵、津藩 の光仁天皇陵・春 日宮 天皇 陵・崇道天皇陵の三陵の修補
なども宇都宮藩に習 って実施 された。 また、間接的な修陵協力 として、柳本藩の崇神天皇陵修
陵に関する援助や、郡山藩、高取藩な どは木材 を献納 して修陵事業 をサポー トした。修陵事業
では、山城 ・大和 ・河内・和泉 ・摂津・丹波に所在する天皇陵墓76基 や、皇后以下陵墓10基 を
中心 としたlo9ヶ 所 の修陵を行 い、慶応元年 (1865)に すべ ての事業 を終了 した。山陵奉行戸
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田忠至は修陵後に、陵 ごとに修陵前 と後 の有様 を比較対照 して示 した「山陵図」上下 2帖 を作
らせ、 これに谷森義臣の著 した考証書「山陵考」 4冊 を加え、慶応 3年 (1867)朝 廷 に報告 し
た。 この修陵事業 は、 当初か ら資金難や代替地提供 の問題な ど難点が多い事業 であった。 しか
し、修陵後 の管理 のために、律令 の制度 に倣 って中央には諸陵寮を再興 し、諸陵には長守戸 の
制 を立てるなど、国家 による山陵管理 の制度が整えられた。宇都宮藩の修陵 は、あ らゆる面で
明治以降の陵制 の基準 とな り、遺跡保存 だけでな く陵墓制度史上 も重要である。
さらに この時期 には、現在 の愛知県に所在する清州城跡 の保護・顕彰に関す る記録が残 って
いる。清州城 は織田信長が居城 としていた城郭で、徳川家康 の遷府 の命 によって名古屋に城下
町が移 され、慶長18年 (1613)に 廃城 となった。廃城後、城郭跡は新田として開発がなされ、
19世 紀中 ごろの 『尾張名所国會』 には田畑 に囲 まれるよ うにわず かに城郭 の痕跡が認 め られる

ほど荒廃 していた。清州城跡 の保護 に関心 を抱 いたのは、在地の文人層であ り、興味深 い。最
初 に保護へ の関心 を持ったのは、清州代官の荒尾善蔵であったと伝 えられている。城域 の耕作
地化だけでな く、天保・弘化年間には城址 の辺縁が崩壊 を始めてお り、荒尾善残はその崩壊対
(2●

策 のため に松 を植樹 して城域 の整備 を行 った とされてい る

。 また、弘化 4年 (1847)頃 に

は俳人の竹田何笛が発起人 となって「織田信長公古城跡」 と刻 んだ碑が、文久 2年 (1862)に
は林悟によって「清州城墟碑」がそれぞれ建立 されてい る。前者 は、織田信長を尊信 してその
居城 であ った清州城 を顕彰するために建立 された。後者 は、織田信長の業績 と清州の歴 史な ど
について触れ、 と りもなおさず信長を顕彰す ることを意図 していた。 これ らの保護・顕彰事例
か らは、地域 の偉人の旧跡が荒廃 してい くことを嘆 き、その痕跡 を後世に伝 えてい くために偉
人の功績 を顕彰するといった保存思想が読み取 れる。明治期以降は清州城保存会が結成 され、
大正11年 (1922)に は清州公園 として城域が保存 されるなど、幕末期 の活動がそれ以降の遺跡
保護へ影響 を与えた ことを示す とい う点で重要な事例であ ると言える。

3

近世 における遺跡保存思想の傾向

近世 に於ける遺跡保存思想 は、 4種 類に大別す ることができる。具体的には、① 自らの関心
や探究の一環 として遺跡をとらえ、その調査、保護・整備を実施す る もの、l② 伝承 されてきた
遺跡 を保護 し、顕彰す ることで次代へ継承 してい くことを目的 とす るもの、O遺 跡・名勝など
が周知 され、民間が主体的にその保存・整備を意識するもの、④偶然発見された遺跡 を、原状
復帰または移設・移築 して保存 しようとするものとい う4種 である。本章は、遺跡保存思想の
傾向を把握す ることで、当時だけでな くその後の遺跡保存 に如何 なる影響を与えたかを考察す
るものである。
「① 自らの関心や探究の一環 として遺跡 をとらえ、その調査、保護・整備 を実
第一 として、
施する もの」である。該当す る例 としては、徳川光囲の調査・整備が この思想を顕著 に表 して
いるといえる。徳川光囲以外にも、歴史に興味を持つ人物が存在 していたことは容易に想像で
きるが、実際に遺跡の調査や保存整備を実施できたのは、一部の権力者だけであったと考え ら
れる。幕府の事業 となった山陵修補な どと違い、① の考 え方では保存へ と思い立つ きっかけが
自らの興味関心であ り、それゆえに独立的かつ手厚い保護 を実施 しようとしたと考 えられる。
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「②伝承 されて きた遺跡 を保護 し、顕彰するこ とで次代へ継承 してい くことを目的 とするも
の」 は、山陵の保護・整備 の面でその傾 向が顕著 に見 られる。元禄期 の山陵治定に始 まり、幕
末期 にか けて大事業 となってい った山陵修補事業 は、当時の役人や権力者が発起 した ものであ
る。近世 に至るまでの 山陵 は、民衆 による盗掘や戦国期 の築城

(25'な

どによ り荒廃 してい たと

いえる。 これを憂 い、実際に保護対策を実行 してい ることが山陵政策の遺跡保存上の意義であ
ると考 えられる。 また、徳川頼倫 による和歌 の浦保護や王子社復興 も、② の思想に基づ くもの
と解釈 で きる。幕府や藩に よる遺跡 の保護・顕彰 は、 と りもなお さず② の思想に起因する と考
えられ、山陵修補 の事例 を主 として実際の保護件数 も多 い。
第三の「③遺跡・名勝 などが周知 され、民間が主体的にその保存・整備 を意識するもの」 と
い う点 は、名所図会等広報媒体 の発行に起因する とい える。 この タイプの遺跡保存 は、遺跡・
名勝な どの周知 に起 因 し、保存意識が芽生えたと考 えられ、幕府か らの命令 ではな く民衆が 自
らの意思で遺跡 を保存 しようとする点で重要である。民間による保存思想 の発露 は、佐 々木左
内による炭焼 き藤太夫妻墓 の移築 ・保存や、幕末期 の清州城 の保護・顕彰な ど、少数なが らも
確認す る ことがで きる。
第四として挙げた「④偶 然発見 された遺跡 を、原状復帰 または移設・移築 して保存 しようと
す るもの」 は、近世 の遺跡保存例 としては件数が多 い傾向にある。遺跡 の発見 された経緯・状
況 は各 々違 うが、ただ保存するのではな く碑や祠 を造営 して遺跡 の顕彰 を行 っていることが こ
の分類 では多 く見 られる。偶然発見された遺跡を保存する場合には、二種類 の意図が介在 して
いると考 えられる。第一 としては、開発 で遺構が発見 されたの ち、「かつ てその場所 に○ (往
時の建物)が あ り、 これ以 降はむやみにその場 を侵 さない ように」 して、今後 の開発 を制限す
るとい う意図である。特に社寺の境内開発に よって遺跡が発見されたものや、災害によって偶
然遺構が発見された事例が この意図 に該当す る。境内に古墳 を見つ けた際には、計画を変更 し
て古墳 を残 し、碑 を建てて顕彰す るとい う例が各地で確認 される。 また災害関連 の もの として
は、先述 の愛知県白鳥古墳 のケースが例示 で きる。
第二の保存意図 としては、神罰・祟 りを恐 れて行 う保存・復旧である。「信濃奇勝録』の「松
島王墳」 の項 には、農民が開墾中に古墳 を棄損 し、掘削部位か ら埴輪が出土 したことが記載 さ
れている。 同書 によると、周溝 の一部を棄損 した後、祟 りを恐れた農民によって墳 丘の復 旧が
なされ、触れることを禁 じたとされる。 また先述の丸山塚古墳保存碑は、 シチュエー ションは
異なるが、祟 りを引 き合い に出 して遺跡 の保存 を指示 している。 さらに、幕末期に編纂 された
『新編武蔵風上記稿』 には、現在 の東京都か ら神奈川県横浜市 にかけての遺跡 の記載を確認す
ることがで きる。その中の多 くの古墳 の記述 には、遺跡へ の接近、毀損 によ り祟 りを受ける と
ある。 これ以外 にも、古墳 を発 いて崇 りを受 けた とい う記載 は数多 く見る こ とがで きる(26)。
この事由は消極的であるに しろ、近世 にお ける遺跡保存 には神罰・崇 りとい う霊験的な考えに
起因するものが少なか らず存在 していたことが看取 される。
近世期の遺跡保存思想の傾向 としては、公的なレベ ルでは山陵修補など② に関する保存意識
が強い とみ られ、民間 レベ ルでは偶然に発見 された遺跡 を残す④ の傾向が強い。
公的 レベ ルで② が多い理由としては、先人の痕跡が荒廃 していることに危機感を覚え、後世
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に残 して い こ う とす る意 図が見 て取 れ る。 山陵政策 を例 とす る と、「か つ て よ り続 い て きた 山
陵 の 崩壊 を防 ぐ」 こ とや、「盗掘 や偶発 的 な破壊 に対 処す る為」 に山 陵 の保 護 ・ 整備 を実施 し
た と考 え られ る。 また、宇都官藩 の修陵政策 の よ うに朝廷 の 意向 を汲んだ政策 は、 幕末期 に弱
体化 して い た幕府 の権力体制 の 高揚 を図 り、朝廷 か ら信任 され政 権 を担 って い る とい うア ピー
ル をす るために計画 された とい う意図 も見 出せ る もので ある。

民間に於いて、④の偶発的な発見に基づ く保存が数多 く存在することは、単純 に開発が増加
しただけではない と考 えられる。特 に第二の保存意図に関 しては、盗掘を防 ぐための手段 とし
て「祟 り」 とい うものを活用 したのではないかと推察できる。遺跡を破壊することで崇 りがあ
『続 日本紀』の宝亀元年 (710)の 記事に初見でき(a)、 その後 も長承 2年 (1133)
るとい う記載 は、
の 『長秋記』 に記載があるなど(¨ 、様 々な書物 に散見で きる。先述 の通 り、近世には この保
存意図に基づいた遺跡保存の事例が多数確認で きる。 しか し、実際にこれらの記載を紐解いて
みると荒唐無稽なものが大半であ り、
「遺跡を荒 らさせないための戒め」 として「祟 り」 を用
いたのである と考える。 また、近世には祟 りをはじめとす る霊験的な言い伝 えが浸透 していた
ことから、対策としてある程度効果 を持っていたと推察できる。
近世遺跡保存思想の傾向を 4種 に大別 して検討 したが、これらは一部を除いて近代以降にも
受け継がれているといえる。現在 の遺跡保存思想 に充当して換言すれば、② の思想をすべ ての
基盤 とし、0は 現在の学術調査、③ は一般市民による遺跡保存運動、④ は行政発掘か らの遺跡
保存 と見倣せるのである。 これは、近代以降の遺跡保存思想が、近世に醸成 されたことを顕著
に示 していると考察できるのである。
まとめ
本論では、近世における遺跡保存思想 の傾向 について検討を行 った。近世に保存処置が施 さ
れ、現在まで連綿 と受け継がれている遺跡 は少な くない。 また、現在 の遺跡保存 の基礎 となっ
た思想 は、近世に醸成 された と判断で きる。逆に、近代考古学が海外 より流入 した明治期以降
「崇 り」を理 由 とした盗掘防止・遺跡保存 の方法 は、消滅 してい く傾向にある。明治に至 っ
には、
て も、古墳 をは じめ とす る遺跡 の盗掘 自体 は後を絶 たなかった ことは周知のことである。 しか
し、明治期以降には「古墳発見 ノ節届出方」や「人民私有地内古墳等発見 ノ節届出方」、「古社
寺保存法」な どの法規 が整備 され、「祟 り」 といった不確実 なものに頼 らな くて も盗掘 を縛 る
方法が確立 されていった ことがその原因の一つ と考え られる。 また、近代考古学 をは じめ、欧
米か ら科学思想が流入 した ことによ り、古典的な「祟 り」 の荒唐無稽 さを把握 して しまった こ
とも、盗掘防止・遺跡保存の方法 としての「祟 り」が消滅 してい った原因である。 これ らの こ
。
とか ら、我 が国の遺跡保存思想 の濫腸 は近世にあ りつつ も、明治 大正・昭和 と時代 を経 るこ
とでより現代的 に精査 されていった と考察 で きるのである。
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(後 略 )」
(20)

山梨県

丸山塚古墳

石碑文

「郷民擁護 の神霊 の/ま します所 うや まヘハ/則 福 を済 し
(21)

1838『 袂草』

朝 岡宇朝

をかせ ハ /す なわち崇 りあ らん」

巻之 二十 三に記載あ り。

「鳴呼 一城 の主 、又 ハ平 公の御 妹 な ど、やん ごとな き人跡す ら、人知 らぬ野原 と成 りし世侍 る。
況や数な らぬ 身の な きが らを納め し地、百年 を待 たず して田 とすかれ、畑 とな り、忍 ぶ 人な く
侍 るな らひぞ、品 々 に多 かるべ けれ。」
(22) 「拝 し奉 る もの、誰かは落涙 にお よばざらん。か しこ さ、 い うべ くもあ らず候」

1997『 川路聖誤』

内の「 二一

山陵へ の 関心」 に記載あ り。

(23)

川田貞夫

(24)

林良泰 の F清 州但談未定稿』 に記載あ り。

(25)

応永年間 に築城 された畠山基国 の高屋城 は、大 阪府 に所在す る安閑陵に築かれて いる。 また、
継体天皇陵 とされて い る大阪府 の今城塚古墳 も、織田信長 が三好氏 を攻めた際 の城砦 が 築 かれ
ていたな ど、古墳 を利用 した城郭は畿内を中心 に 日本各地 に見 られる。

(26)

享保年 間の伊藤東涯 「轄軒小録』 や、文化 4年 の小宮 山楓軒 『楓軒偶記』、文政 8年 の 「耽奇
漫録』 (第 十集)を は じめ として様 々な書籍に古墳 に関す る祟 りの記録が見 られる。

(27)

『続 日本紀』 宝亀元年 (770)の 記載
「丙辰 、破
i数 千 人

:却 西大寺東塔 心礎 一、其石大方 一丈餘、厚 九尺、東大寺以東、飯盛 山之石也、初以

―
引之 、 日去数歩、時復或鳴 、於 レ是、益
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:人 夫̲、

、築 レ基 巳畢、
九 日乃至、即加 二削刻 ―

近 世にお け る遺 跡保存 思想

時巫現之徒、動 以二石崇 ―為 レ言、於 レ是、積 レ柴焼 レ之、灌以二廿餘鮮 一酒、片片破却、棄 二於道
路 一、後月餘 日、天皇不念、 トレ之、破石為 レ崇 、即 復拾置二浄地 、 不 レ令 二人馬践 ̲之 、今其
寺内東南隅数十片破石 是也」

(28)「 長秋記』 長承 2年 (1133)で は、仁和寺 の覚行親 王が小松 山陵を掘削 した ことの祟 りによっ
て死んだこ とな ど崇 りの事例 を記載 し、「か くの如 く山陵 の辺 にお いて無礼 を致 さしめ 自今以
後懲 止すべ きことな り」 とい う戒 めを綴 って い る。

参考・引用文献
青木豊編 2(X)6「 史跡整備 と博物館』 雄山閣

1973「 本居宣長全集』 第十八巻 筑摩書房
1997『 川路聖護 人物叢書新装版』 吉川弘文館
2012「 日本における近世以前の修理・修復 の歴史について」 F保 存科学』

大久保正編
川田貞夫
朽津信明

第51号
朽津信明

東京文化財研究所

2013「 日本 の「遺跡保存」 の歴史 と「保存科学」の役割」『保存科学』第52号
東京文化財研究所

2000「 郷土の好古家・考古学者 たち 東 日本編』 雄山閣
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1998『 史蹟論‑19世 紀 日本 の地域社会 と歴史意識―』名古屋大学出版会

柳 田國男 20∞ 「炭焼長者諄」『柳 田國男全集』第二十五巻 筑摩書房
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論文】
【

室町文化 と掛軸
一愛玩 と展示意識 の 出現一

-

Mulomachi culture and the hanging scroll
Appreciation and beginning of exhibition action

河合

奈 々瀬

KAWVAI Nanase
はじめに
我が国の先人たちが掛軸の存在 を知ったのは、平安時代初期 のことだとい う。確かに密教 を
通 じて伝来 した仏画や曼茶羅は、法要の際に寺院や貴族 の邸宅 に しば しば掛 けられていたよう
であ り、 この時代 に掛軸 はあ る程度 日本人に認知 された と考 えて良 いだろ う。だが、「掛絵 」
と呼ばれたそれ らの仏画 は濃厚 な仏教色に彩 られていたため、 日本人 は礼拝す る用途以外 をま
だ見出す こ とがで きなか った。掛軸が本格的に日本文化 の なかに溶け込むの は、14世 紀 に起
こった室町文化 の隆盛 を待 たなければならない。
従 って本稿 では、室町時代における掛軸の在 り方 を分析す る。それまで 日本文化 の なかで確
固たる地位 を築 いてい なかった掛軸 は、「禅宗」「茶 の湯」「会所」「座敷飾 り」「東 山御物」 と
いったキー ワー ドに揉 まれ、同時代には座敷飾 りの中核 を担 う日本美術品 に昇華 された。故に
上記 に挙げたキー ワー ドが、掛軸 の在 り方 に如何 なる影響 を与 えたのか を検証するこ とで、掛
軸が我が国において敬愛 されるに至 った経緯 の一端 を明 らかにす る。

1 茶 の湯 と掛軸
(1)禅 宗の発展 と喫茶の風習の流行
大陸か ら伝来 した仏画を拝むところか ら始 まった、我が国の掛軸の享受史が大 きな変化を迎
えたのは、鎌倉時代 も後半 になった頃のことである。仁安 3年 (1168)か ら2度 にわた り入宋
した栄西が建仁 2年 (1191)に 帰回 した際、臨済宗 の教 えと共にその手 には茶の実が握 られて
いたと伝 えられてい る。 この出来事 は仏教界 のみ ならず、やがて 日本文化全体 をも変革 させ る
萌芽であったといえよう。
栄西がまず、九州 の禅林 の庭 で持ち帰 った実をもとに茶の栽培 をは じめ、茶 の薬効 と抹茶 の
飲 み方 を 『喫茶養生記』 にまとめた ことは周知 の通 りであ る。 さらに京都に建仁寺 を開山 した
際 には、高山寺の明恵上人へ 陶器に入れて茶 の実 を送 ったと伝 えられてい る。 このことで高山
寺が所在する栂野 は じめ、宇治や各地へ の喫茶の風習が広まったのである。茶 は禅宗 の僧侶 た
ちを中心 として眠気覚 ましに愛飲 され、曹洞宗 の道元 (1200‑1253)は 修行者が 日常的に行 う
。
儀式の一部に、喫茶・行茶 大座茶湯 などの茶礼 を取 り入れた。臨済宗 で も大応国師 (1236‑
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い

1308)が 茶 の作 法 を教 え 、鎌倉 時代 末期一 南北 朝時代 にか けて は、「 一 丁 や るか

!」

の 語源

ともなった とい われ る闘茶 と呼 ばれる茶寄合 が流行 した ことで 、茶 は新奇 の 嗜好飲料 として地
域・ 身分 を問わず い よい よ飲 まれ る よ うになって い ったので あ る。
そ して、 この 茶 の歴 史の俄 か な発展 は、やがて掛軸 の享受 史 に大 きな変化 を与 えて い く。鎌
倉時代以降 になる と、 日本 人は茶 の湯 を嗜 む空 間 の なか に、掛 軸 を鑑 賞す る場 を しつ らえるよ

うになった。その きっか け となったのが喫茶 の風習の流行 であ り、建仁寺な どの禅宗 の寺 で茶
(2,。

礼 の際に掛け られた、師僧 の 肖像画つ まり頂相や法語な どの墨蹟 である

これ らは、仏像 に

代 わる新 たな礼拝 の対象 として崇 め られた。開山忌 には祖師 の頂相 を達 磨忌 には達 磨 の絵 を
③
飾 った と推定 され 、その習慣 もまた各階層 で催 された闘茶会に取 り入れ られてい ったもの と
考え られる。なかで も佐 々木道誉 (1295‑1373)ら 守護大名 と、その上級家臣たちが参加 した
闘茶会 は、非常に盛大な催 しだったことで名高い。闘茶 自体 はもともと何服 かの茶 を飲み、そ
の異同を言い当てて賞品 を得 る、ある種ゲーム じみた茶寄合のこと指 してお り、一般的な形態
(4)。
だが道誉 の催 した闘茶会は、単なる茶寄合 の レベ ル
は簡素なものだったとする意見 もある
を越 えた一大芸術 イベ ン トだった と捉 えられる。 まず午前中は豪勢 な食事に庭園散策をした後、

午後か らは掛軸 を掛け回した り唐物 で飾 り立てた楼 閣で闘茶を行 った りした上、夜 は酒宴 の席
まで設け られていたそ うである。
なお当時の道誉 の闘茶会での道楽ぶ りを窺 い知 る逸話 として、 しば しば 『太平記』巻36の 場
面が引用 される ことがある。 この場面 では都落ちす ることになった道誉が、「我 が宿所へ は、
定めて然 りぬべ き大将ぞ入 り替 らんず らん」 と、会所 の室礼を整える様子が描写 されてい る。
会所 の畳 を刺 し立てて、その上に配虎 の皮 を布 き、張僧孫が観音に、王楊元が山水、紫
檀 の卓 に古鋼 の三具足、鍮石 の鍵子 に銀の水桶、堆紅の盆に建蓋取 り双べ 、書院には朝夕
信仰 と思 しくて、金法師が阿弥陀、門無関が布袋、君台仁が楼閣に張漢宏が江山の絵、几
板 には王義之が草書 の掲、張即之が金剛経、眼床 には段子の宿直物 に沈の枕 をそへ 、十二
間の遠侍 には鳥・兎・雁・ 白鳥、堅田の鮒、淀 の鯉、竿 を双べ て掛け連ね、銀 の瓶をそヘ
⑤
たる大筒 に酒を湛えて昇 き居えて 、
引用文冒頭 にある「会所」 とは簡単に言えば、闘茶や連歌 ・香合・花会・猿楽な ど、文芸的
な寄合に華やかな室内装飾を伴 わせた場 のことをさし、 と くにこの時道誉が行 った室礼 は「書
院の七所飾」 と称 された。なお後年能阿弥 は、この七所飾を下地 に、禅林 の茶礼 で使用 してい
た台子 を持 ち込んで、「書院の台子飾」を制定 した とい う16)。 この会所 につ いては、後章 で詳
しく言及 してい きたい。そ して朝夕信仰 していた とされる掛軸 は、
「金法師が阿弥陀、門無 関
が布袋、君台仁が楼閣に張漢宏が江山の絵、几板 には王義之が草書 の掲」 と本文 にあ るように、
唐物趣味へ の傾倒が著 しい。 どうや らこの頃か らすでに時の権力者 たちは、唐物収集 に熱中 し
ていた こ とが窺 い知れるのである。
例えば、室町時代初期 の茶会及 び喫茶の風習を、贈答消息の形式 で示 した 『喫茶往来』 には、
南北朝時代 の模範的な茶寄合 の様相が紹介 されているが、その なかで「是則喫茶之亭」 と評 さ
れた一節 には、掛軸の配置について次の ような記述がある。 まず奥正面の左 に張思恭筆 の釈迦
説法図、右両幅には牧籍筆の墨絵観音 を掛け、その脇絵 に普賢 と文殊を飾る。 さらに寒山と拾
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得・朝陽 と対月を飾 り、各障子 には商山四皓・竹林七賢・ 竜虎 。白鷺 ・鴛喬な どの唐絵 ほか、
中国か らの舶載画を掛 けた とい う室礼 である

(7)。

なお これ らの掛軸なかには、少 し遅れて成立

した 『遊学往来』で も、茶寄合 にふ さわ しい新渡の画軸 として挙げられているもの もある

(8)。

唐絵 とも呼ばれた これ らの画軸 は、喫茶の風習がそうであるように、中国の禅宗に関連 した
舶載品であ る。南宋が元に減 ぼされたことで、元を代表す る禅僧が来 日した ことや、我が国か
らも多数の禅僧が中国に留学 した ことで、莫大な宋元画が 日本にもた らされた。その多 くは上
記 にあるように仏画が中心 であ ったが、取 り分け禅的思想 と合致 した水墨画 は、簡潔直裁な表
現 であ るため禅僧 の余技 として嗜 まれ、禅機画 の発展 を促す ことになる

(9)。

その一方 で趣味的

鑑賞 に向 く花鳥画 も伝来 していたことが、 円覚寺 の什宝 目録一 『仏 日庵公物 目録』(1320)の 記
録 か ら明 らかになってい る。 これ らの花鳥画 は公家や武士の贈答 に用 い られてお り、中国絵画
の収蔵 と鑑賞が上流武士社会に拡充する契機 となった もの と看取 されるのである110)。

(2)茶 寄合に掛け られる掛軸
禅宗を介 して広 まった喫茶 の風習 は、 日本人に茶 を飲 む習慣 を定着 させたのみでな く、掛軸
の用途 は礼拝す る以外 にもあるとい うことを広 く啓発 した。 当初禅僧 たちが墨蹟 や頂相 を茶礼
の席 に飾 った理 由は、これ らを礼拝 の対象にせん とするためであ り、あ くまで掛軸 は「鑑賞物
に もで きる礼拝物」で しかなかった。 しか し現代に遺 る伝統行事 の多 くにみ られるように、飲
食 と結 びついた儀式 は受容 されやす い上に継承 もたやす い。従 ってむ しろ共同飲食す ることが、
儀式の 中心 になっている茶 の湯 は、その典型的な事例 であった。禅僧以外 の人 々なかには、や
がて これを娯楽 とみ なす ようになる人 も増加 した。故に茶寄合はまたた く間に各階層に普及 し、
闘茶 とい う形 で遊興化す るの も容易 だったようである。
そ して茶の湯の持つ集客力 の恩恵を、最 も受けたのが掛軸 だったと考 えられる。確 かに一方
では禅僧 たちが祥的思想の追求 をせんがため、依然 として水墨画を礼拝 の対象 として尊ぶ考 え
は根強 く遺 った。 しか しその禅僧 たち も、禅機画 の制作 とい う形 で仏画の楽 しみ方の幅を広げ、
また多 くの 中国絵画をもた らして上流武士たち唐物至上主義を誘引 したのであ った。 この流れ
が茶の湯の遊興化 に拍車 をかけ、やがて佐 々木道誉の催 した闘茶会 のような一大芸術 イベ ン ト
「仏画」であることよ り「唐
を生み出す原動力 となったと推定する。この時点 になると掛軸は、
物」であることが重要視 されて くるようになる。『徒然草」第120段 には、唐物至上主義 に走る
世間の流行に、次 のような冷ややかな一文 を遺 している。
唐 の物 は、薬の外 は、な くとも事欠 くまじ。書 どもは、この国に多 くひろま りぬれば、
書 きも写 してん。唐土舟のたやすか らぬ道に、無用 の物 どものみ取 り積 みて、所狭 く渡 し
(11)。

もて来 る、 い と愚かな り

外国から入ってきた文物 を、珍重する日本人の性癖 に反感を抱 く人は、すでにこの頃か らい
たようである。吉田兼好 は、危険を冒してた くさんの唐物が舶載 されている現状を、愚かであ
ると断 じたのであった。だが このような兼好の思い とは裏腹 に、室町時代に入 ると唐物至上主
義 はい よい よ加熱 してい くことになる。取 り分け派手好 きだった南北朝時代の守護大名たちの
系譜 を引 く、上流武士たちの茶寄合 は会所 の規模 も大 きくな り、 もはや掛け られる掛軸 は仏画
だけに止まらなくなっていった。むしろ俗体 の武士たちは、より華やかな花鳥画の収集 に情熱
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を燃や し、掛軸 を純粋 な趣 味的鑑賞物 として愛好す る よ うになった ので あ る。
小結

室町時代 に入る以前か ら、掛軸はその在 り方 を革新す る準備 を自ず と整えていた。 まず鎌倉
時代初期か ら仏像 に代 わる新 たな礼拝物 として、禅宗 の僧侶 たちは茶礼 の場 に掛軸 を飾ると共
に、 自らも禅機画 の制作 を行 い仏画の楽 しみ方 の幅 を広 げた。 また禅僧たちの茶礼 に端 を発 し
た喫茶 の風習の流行 は、茶 の湯の遊興化 に拍車 をかけ闘茶会 とい う一大芸術 イベ ン トヘ と発展
してい く。 この闘茶会を催 した上流武士たちは唐物至上主義へ と傾倒 し、禅宗僧侶たちが もた
らした莫大な宋元画の収集 にのめ り込 んだ。その結果会所 では華やかな書院の台子飾 りが行 わ
れるようにな り、掛け られる掛軸 も礼拝物 の仏画 よ り鑑賞物 の花鳥画が増加 してい くようにな
るのである。

2 「会所」―足利将軍家の美術館―
(1)唐 物を会所 に飾る目的
佐 々木道誉 ら南北朝時代 の守護大名が行った闘茶会が、大変派手な趣向で記録 にも遺 るほど
の規模 だったことは、例外 の事例 である と 1章 で も述べ た。 当時の一般的な闘茶会 の形態 は、
香炉や茶碗 ・蝋燭一挺 ・檀紙一帖あ るいは扇一本 など、 ささやかな賞品はあるものの豪勢 な料
理は振 る舞 われず、寺院の僧房や公家屋敷 の一部屋 で行 われる地味な催 しだった ことが、『師
守記」 の記述か ら窺 えるそ うである。だが、 これは日本美術品全体 に も該当す ることか もしれ
ないが、 と くに掛軸 に限っていえば、佐 々木 らの闘茶会が起源 となる茶寄合の「文化」性 が、
(12)。

その後 の掛軸 の在 り方 を革新す る大 きな要因 とな ったの もまた事実 であ ろ う

茶 の湯 を嗜

む ことを口実に、唐物趣味で彩 られた会所 を整えた こ とが、掛軸 を礼拝物か ら鑑賞物へ と昇華
させ るきっかけ となった。なぜ なら古来 より大方 の美術品が、富裕層に愛好 されるこ とで「文
化」性 を備 えるようになったことは一般的である。掛軸 もまた「文化」性が備わっていた とい
う、守護大名たちの一大芸術 イベ ン ト闘茶会に掛 けられるようになったか らこそ、鑑賞すべ き
美術品 として珍重 されるようになった ことは言 うまで もないだろ う。従 って、掛軸 の享受史 と
茶 の湯の歴 史 との関係性 を論ずる場合、やは り参考 にすべ きは富裕層たちの豪奢な茶寄合 の記
録なのである。
そ もそ も上流武士たちはそれほどまでに唐物、つ まり舶載画の収蔵 に情熱をかけたのか。そ
れは異国へ の憧憬 もさりなが ら、 自分の権力を誇示せんがための行動 で もあ る。乱世に生 きた
南北朝時代―室町初期 の守護大名にとって、文化 の最先端 を行 く宋 ・元の文物 はいわばステー
タスシンボルであ り、闘茶会にお いては主催者の富力や教養を象徴するにふ さわ しいアイテム
となった。確かに美術作品を制作 させた り使用 した りすることは、 自分にはそれがで きるだけ
「力」があることを、「平和的」にア ピールで きる格好 の方法である。 また、同時 にその権力者
本人は美術作品を所有す ることで、それを理解 で きる程の洗練 された趣 味を持 っていることを、
他者だけでな く自分 自身にも誇示す ることがで きるのであったのだろ う。 このように考えると、
南北朝時代の守護大名が唐物至上主義に走ったことは、 いかにも自然な流れであるとい えよう。
純粋 な武力 は他者を慄かせ るこ とはで きて も、懐 柔す ることはで きない。その点財力でつ くり
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出 した唐物 による美の空 間 =会 所 は間接的ではあるが、良い もの・優 れたものを求める人間の
本能を惹 きつ け丸め込む形 で、権力誇示 をするこ とがで きたのである。
このように南北朝時代 には、会所 を新たな権力誇示 を行 う場 として活用す ることが守護大名
たちの常 とされていたが、当該方法は室町幕府 の会所にも継承 され、人代将軍義政 の頃 には、
書院造 りの座敷飾 りを以て最盛期を迎 える ことになったのであ る。 この生活空 間は室町幕府 の
足利将軍家が唐物へ の愛好を深 めるなかで、それ らを鑑賞す るにふ さわ しい場 が求め られたこ
とで案出 されたものであった。なかでも会所 は茶の湯を始 めとする文芸的な寄合を行 うため設
け られた空 間である と推測 される。だが実は この「会所」 とい う言葉、具体的に何 を指す のか
明確 な定義が現在 の ところされていない。 島尾新 の「3 会所 と唐物―室町時代前期 の権力表
象装置 とその機能」 のなかでは、建物や部屋 の名前 であ リイベ ン トが 開催 される場 を示す もの、
あ るいはその際の空間の変容 を語 る ものである と述べ られてい るが、「これ」 と断定 で きる程
狭 い意味で語れ る言葉 ではないのである。
ただ島尾 は、将軍家 の人々が如何なる目的をもって「会所」を運営 していたかについては、
以下のように論 じている。
義満 は、会所 と唐物そ してそ こで行 われる能・連歌 な どを、 自らが所有・ あるいはパ ト
ロ不― ジす るアイテム としてハ イカルチ ャー化 し、それを天皇を頂点 とする貴族社会にも
否応 な く認知 させた。会所 は このハ イカルチャー化 のための装置であ り、「新 たな文化 の
構図」 を示すための空間を提供するものだった。会所 自体が変容 した権力者の邸宅 の主要
な構成要素 とな りなが ら。北山殿 の会所 はこのダイナ ミズ ム、変容の刹那 を表象 している。
唐物 のほ うか ら見れば、会所はモノたちをいわば「美術品化」す る装 置 だった。そこには
一皮 むけた唐物 の姿があった。 (中 略)(13)
比喩的にい えば、唐物にとっての会所 は「将軍邸付属美術館」 であ り、行幸 は将軍家 コ
レクンヨンの大 々的な「特別展」だった。
「あの北山殿行幸 に飾 られた唐物」は、そ こにあっ
(M)。

たことによって価値 を高め られ、それは参加者 の語 りによって広 まってゆ く
つ まり会所 とは、唐物・唐絵をハ イカルチャー化す るための装置であ り、「新たな文化 の構図」
を示すための空間だった とい うことになる。 さらに島尾は会所 を「将軍家邸付属美術館」 と称
し、唐物にとっての会所 がモノを「美術品化」するための装置 だったと論 じた。確かに足利幕
府 の歴代将軍たちは、会所 と思 しき建築物 をい くつか所有 していたようであ り、様 々な芸術 イ
ベ ン トを催 した ことが窺える。 ここに招 かれたのは堂上公家や高徳 の僧 に限 られ、 ときには明
の国使 を接待する場 にも使われ た。唐物 で飾 り立て られた会所 を見学 した公家たちは、「 目を
「極楽世界の荘厳 もか くのごとくか」と驚嘆 を露わにしたとい うか ら、「自
驚か し言語に絶す る」
らが所有 。あるいはパ トロネー ジす るアイテム としてハ イカルチ ャー化 し、それを天皇 を頂点
とする貴族社会にも否応 な く認知 させ」たか った とい う、三代将軍義満 のね らいは見事成功 し
たとい えるであろ う。そ して この成功 は、掛軸が礼拝物か ら鑑賞物へ昇華す る大 きな原動力 に
なった ことは言 うまで もない。

(2)東 山殿 の会所 とその室礼
へ
義満以後 も会所 と思 しき建築物 はつ くられ続け、唐物 を権力誇示 活用す るこのや り方 は、
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将軍職 と共 に継承 された と観て間違 い なかろう。なかで も頂点を極 めたのは義政の頃で、東山
文化 を象徴す る建築物 として東山殿 は、現在で も多 くの観光客 を引 きつ けてい る。銀閣を有す
ることで名高いこの山荘は、同朋衆相阿弥が遺 した『君台観左右帳記』(以 下『君台記』と称す)
『御飾記』 にも細か く記録が遺 っているため、 これ まで各建築物 の配置 を復元 しよ うとい う試
みが何回かなされて きた。それ らの先行研

=

究の なかで も谷晃 は、東山殿 には会所 を行
うことがで きる建築物が 5棟 もあ ったこと
を明 らかに して い る

(15)。

また宮上茂隆は
′

F御 飾書」 の記述 と発 掘調査 をもとに、東

￨

山殿 の主要建築の復元 を試みている。宮上

ク

●■●

￨

①

の作成 した復元配置 をみると、図の中央右
「常
にある「会所」の名付け られた建築物 は、
御殿」 と並んで広大なスペースが取 られて

・B

いる。なお 『御飾記』 では東山殿 の各建築

I

Jiざ

物 について、それ らの間取 りや展示 された

n● ●

唐物 につ いて も言及 されてお り、「 会所」
図 1 東山殿復元配置r16)

の内部構造の具体 を推 し量 ることがで きる
のであ る。

一、東山殿御会所九間嵯峨 の間。北東二 間押板、御絵・三具足・脇花瓶以下常 ことしc
一、人景 の八 幅、四幅一対 の横絵、東西 の小壁 にか ゝるな り。
一、西 の六間、御置物な し。夏ハか り小壁 に四幅一対 の絵、西東 に二幅つ ゝかけ らる ゝ。
一、東の狩 りの間、南に三帖敷 の御床あ り。一 間 ″中の御書院有。御飾常 こと く。同東方、
一 間の御違棚有。御飾ハ、小川の御所 のことし。夏ハ これ も四幅の御絵 か ゝる。東面の
小壁 にか ゝる。狩の体か き申候。李安忠の御絵四幅一対か ゝる也。
同北か きつ くしの御間。西北 の一 間に、此違棚 をかる ヽ。紫檀也。其上の小壁に、小
絵 二幅・小横絵 二幅か ヽる也。御棚 の置物如レ此。御障子 の絵、秋 の草花 ませが きを書
申候

(17)。

この ように「会所」内部はお びただ しい唐物が飾 られ、その有様 は島尾が述べ るようにまさ
に「将軍邸付属美術館」であった と推定 される。 ことに掛軸 は「西六間」「九間」「塔尽 の間」
「狩の間」の 4部 屋 に掛け られ、「美術館」 の主要な展示物 となっている。すなわち栄西が茶 の
実 を持 ち帰って約300年 経た この 頃、掛軸 は日本の生活空間 にようや く定位置 を見つ けたのだ
といえよう。 もっとも「美術館」 と称 されてい ることか らも察せ られるように、東山殿は時の
権力者足利将軍家の邸宅 であ り、当時我が国随一の豪邸 だった。従 って生活空間 とは述べ たが、
庶民はおろかその他 の富裕層たちでさえ創 り出す こ とのか なわない、贅を尽 くした空間が彼の
邸宅 には広がっていた と推量す る。 しか し、東山殿 は、現代 の和室 の基礎 となった書院造 りの
完成形 で もある。そのため書院造 り並びにそこで成立 した座敷飾 りは、掛軸だけでな く日本美
術品全体 の享受史、 と くに鑑賞法へ重大な影響 を与えているのである。
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小結
南北朝時代 の守護大名たちや足利将軍家で行 った茶寄合 は、派手な趣 向で例外的な規模で
あ った ものの、その「文化」性 は掛軸 の在 り方を革新する大 きな要 因 となった。上流武士たち
は主催者 の富力や教養を象徴する宋・元の文物 を、他者を懐柔 し自分の権力を「平和的」に誇
示せんがために所有 した。 ことに足利将軍家の会所 は唐物 ・唐絵 を「美術品化」す るための装
置 として、代 々邸宅 に建 てた会所 を「将軍邸付属美術館」 として活用 した。そ の代表格が、義
政の造営 した東山殿 であ り、建築物のなかで最 も広大なスペースを有 した「会所」の内部は 『御
飾記』 の記述か ら明 らか となってい る。 これによると掛軸 は、「会所」の 4部 屋で主要な展示
物 として掛 けられてお り、書院造 りで完成 した座敷飾 りが、掛軸の鑑賞法 に重大な影響 を与え
たことがわかるのである。

3 東山御物 と掛軸
(1)高 め られてい く東山御物 の権威
同朋衆能阿弥が記 したとい う 『御物御画 目録』 には、義満以来 の90点 280幅 の宋元画が列挙
されてい るが

(18)、

これ らを代表 とす る唐物 コ レクシ ョンか ら厳選 された品 々が、やがて「東

山御物」 と称 され世 の人々か ら憧憬 を抱かれることとなる。東山御物 の代表的な絵師 は牧籍 で、
『御物御画 目録』 には103幅 もの牧鉛 の作品が、一時足利将軍家 の もとにあったことを伝 えてい
{lり

る

。牧籍は本国よ りむ しろ我が国で評価 された絵師であ り、14世 紀 以 降 日本人は尊崇 の念

を抱 いて止 まなか った。その思 い をよく表 しているのが第 1章 で紹介 した『喫茶往来』 の記述
で、
「是則喫茶之亭」 で挙げ られた掛軸 の なかには牧始の墨絵観音 もきちんと入 っている。
無論茶 の湯の世界で も最高 の格付けを与えられてお り、山下裕二 は「東山御物 の絵画」と「 日
本で もっとも高い評価が与 えられてい る中国絵画」、 さらに「茶の絵画」 はほぼ同義語 であ る
(20)。
とい う価値体系 が、我 が 国 に根深 くあ ることを指摘 してい る
そ して 史観 の再編 の なかで、

近代 の茶道史が東山御物 の権威 を過大に増幅 させたの だと主張 した。確 かに16世 紀以後千利休
が確立 した佗び茶 と、14世 紀 の守護大名 らが催 した闘茶会 の系譜を引 く足利将軍家 の会所 は、
同 じ日本 の茶の湯 とは思えない程思想や理念に隔た りがある。む しろ千利休 らが草庵の俺 び茶
を成立 させた背景には、室町時代 の流れをくむ豪勢 な書院の茶の湯へ の反発がはたらいていた
と考 える方が 自然である。
なお義満 は東山御物 の権威 を高めようとしたのか、収集 した唐絵 は一文字か ら風帯・中廻 し・
上下に至 るまで、全て総金襴表装に仕立 て直す ことを好んだ。掛軸の装演に金を用 いた表装は、
中国の明時代 の告身表具 にも見 られるため、明皇帝か ら日本国王に封ぜ られた義満が、彼 の国
の政治文化 を参考にした とす る説がある。つ まり金 を宗教や政治の儀礼 に荘厳す る視覚装置、
あ るいは権威 を視覚化する重要な手段 として認識 し、その機能性 を東山御物へ も活かそ うとし
(21)。
また義満 は、収集 させた唐物 の なかで も、牧籍 の「観音猿
たのではないか と考え られる
鶴図」「瀞湘人景図」 ほか、徽宗皇帝 の「桃鳩図」・梁楷 の「六祖裁竹図」 のような名品中の名
(22)。
品には、「天山」「道有」「雑華室」 とい う鑑蔵印 をつ けていたとい う
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(2)贈 与・ 贈答の流通か ら隔離 された東山御物 の掛軸
しか し、16世 紀 の茶人たちか ら成金趣味 と反発 されるこの中国美術 コ レクションも、足利将
軍家 の御倉 に収蔵 されるまでには、一応ある程度の選 り分けがなされていた。具体的 には寺院
か ら引出物が献上 された場合、その まま御物 として収蔵 される ことはなかったのであ る。 引出
物 は銭貨 に変えられる こともな く、現物 の まま修理 を必要 としている寺院に寄付 された。つ ま
り贈与者 に返却 されたのである。一見奇妙なや り取 りだが、これ もまた将軍家の寄付行為 であ
るとみなさていた。 この ような形式的な贈与・寄付行為 は、将軍家が政治的パ フォーマ ンスを
狙 って頻繁 に寺社へ 「御成」―外出をす ることもあ り、常態化 していた。そのため毎回受け入
れる側の寺社 には相当な負担があった と思われるが、献上 された引出物なかには時折返却 され
ることな く、将軍 の希望で受納 されるもの もあ った。要するにこれ ら受納 された品 々が、やが
て東山御物 と称 されてい くようになる訳である。名品の中か ら、さらにまた将軍の好 みで選ば
れた名品が東山御物だったのであ った。そのためいつ しか寺社 は、引出物が返却 されることな
(23)。

く受献 された ことに、ある種 の栄誉 まで感 じるようになった

このように室町幕府 は、独特 の贈答品市場 を創 り出 し東山御物 を収集 したが、またその一方
でせっか く手に入れた唐物 を、行幸の折 に気前 よ く献上す るこ とも多かったとい う。その動機
を、島尾 は以下のように述べ ている。
会所 の唐物飾 は、将軍家 によって創 出された新 た な価値 の提示である。その価値観 は、
ただ「見 られ」「感 じられる」だけではな く、モノが移動する ことによって、被贈与者 も
共有するもの となる。将軍 の権力 を背景 に、 自らの生成 した価値観― やや大げさに言えば
支配のシンボルー を、象徴的な 日本の支配者 である天皇をは じめ とす る被贈与者 に強制的
に貼 り付けてい るのだ

(24)。

つ まり 1章 に挙げた佐 々木道誉 の事例 のごと く、足利将軍家に とって唐物 は将軍 の権威 を背
景 にした自分の価値観 であ り、支配のシンボルだった とい うことである。 さらに島尾によると、
足利将軍家 は行幸 の際新たな「文化的・美的価値」 を会所 で提示するこ とで、 自分 の持つ唐物
の値段 を吊 り上 げ、その高値 を金券 として使 っていた とい う。他方「贈 られるもの」 と「留 め
置かれるもの」 は事前 に分類 され、 この うち「留 め置かれるもの」が東山御物 となってい った
と示唆 した。そ して東山御物の周囲 には、「贈 られる」「金券 として使 われる もの」な ど、「動
くもの」があったことが、足利将軍家の中国美術 コレクションの特徴 だった と論 じてい る。上
記 の「御成」に よる贈答市場 の収集法 と連動 して考えると、足利将軍家 のこの「文化政策」 は
実に巧妙 と言 わざるを得ない。将軍たちはまず引出物 の唐物 の なかか ら好 きなもの を選び取 り、
それ らを御倉 に収蔵す る。その後行幸 の折などに、それ ら貰 い ものの唐物 の中か ら手放 して も
惜 しくはない もの を、 さも気前が良い ように献上すればよい訳である。加 えて引出物 を返却 さ
れなかった寺社 は、受納 されたことに栄誉 を感 じ、被贈与者である天皇たち貴族 には、支配の
シンボルを貼 り付けていた とい うのだ。 まさに室町幕府 にとって、一石二鳥の文化政策であ る。
そ して、そのように納得すると、 日本美術品における掛軸 の地位 向上 にも、東山御物へ の賞
賛が何 らかの影響 を与えたと思われてならない。無論佐 々木道誉 らが 闘茶会を行っていた頃か
ら、唐物 の掛軸が愛好 された こ とは、1章 で引用 した 『太平記』 の記述か ら窺える。だが、同
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朋衆能阿弥が 『御物御画 目録』 を編纂 して、足利将軍家の唐絵 コ レクションについて紹介 した
ことや、山下が 「東山御物 の絵画」 =「 茶 の絵画」 =「 日本で もっとも高い評価が与えられて
い る中国絵画」 と述べ たことか らも察せ られるように、同時代おろか後世の人 々でさえ、東山
御物 と聞いてまず連想するのは掛軸 である。従 って東山御物へ の賞賛 は、掛軸 を礼拝物か ら鑑
賞物へ と昇華 させた と同時に、掛軸その ものが ある種 の高級品であるとい うイメージを、人々
へ定着 させ る働 きがあ ったと考える。
加 えて足利将軍家お抱 えの芸術 コーデ イネー ター 同朋衆 は、『君台記』『御飾記』 において掛
軸 の展示法について初 めて体系的 な教えを示 した。これによって掛軸 の室礼 の対象は、押板・
書院・違棚 の三か所 に特定されるよ うになったので ある。実際 『君台記』『御飾記』 の なかで
は座敷飾 りを、押板飾 り・書院飾 り 。違棚飾 りの三項 目に分けてお り、掛軸 の展示法 に関 して
は押板飾 りの部分 に詳 しい。押板飾 りの「押板」 とは現代 の床 の間に相当する部分を指 してお
り、その室礼では掛軸 を壁面に飾るのが常である。現代 で も和室に足 を踏み入れると、 まず床
の間に飾 られた掛軸 に目がい くことが多 いが、 これはつ まり押板が掛軸を最 も良い形 で展示で
きる、計算 され尽 くした飾 り場所 であるこ とを意味 してい るのだろ う。掛軸 は押板 に飾 られた
ことで、座敷飾 りの中核 をなす までに昇格 したのである。
小結
牧籍 の作品 を筆頭 に、東山御物 は 日本にある中国美術 の最高峰 として、茶 の湯 の世界で も
「東山御物 の絵画」 =「 茶 の絵画」 と認識 されて きた。無論 16世 紀 の茶人たちの ようにその価
値観 に反発 した人々 もいたが、足利将軍家は総金襴表装 や鑑蔵 印 を施 し、東山御物 の権威 を高
める工夫をした。だが、 このように成金趣味 と椰楡 される東山御物 は、将軍家が「御成」 の贈
答 と行幸 の贈与 の システムを活用 して行 った 「文化政策」 によって、「留 め置かれるもの」 と
分類 された名品中の名品で もあった。そ してその「文化政策」によって集まった東山御物へ の
賞賛が、掛軸 を高級な鑑賞物へ昇華 させたと考 える。加えて同朋衆が押板飾 りにおいて展示法
を明文化 した ことで、掛軸 は座敷飾 りの中核 を担 う日本美術品 として、その享受史は全盛の時
代 を迎えることとなったのである。

4

座敷飾 りとその規定書

(1)『 君台観左右帳記』 の記述
具体的 に掛軸が どの ように展示 されていたのか、『君台記』『御飾記』 の記述 を参考 に しなが
ら明 らかにしてい きたい。 まず 『君台観左右帳記』 は、(1)画 人録(2)座 敷飾 り(3)器 物 の説明の三
部で分かれてお り、座敷飾 りについてふれているのは(2)の 部分 となっている。 もっとも内容 の
大半 は、(1)で 占め られてい るため、(2)は それほ ど分量がない。 だが結局の ところ、(1)で 紹介さ
れている画人たちの作品や(3)で 図説 されてい る漆工 品・茶碗等 も、座敷飾 りの構成要素 である
(25)。
そ して(2)部 分が またさらに、
ことを鑑 みれば、本書 の 中核 は(2)に あ るとい う言 う人 もい る
り(b)書 院飾 り(C)違 棚飾 りの三項 目に分かれてい るとい う構 成であ る。 3章 で も述べ た
ように、 この うち掛軸 の展示法 に関 しては(a)押 板飾 りの部分 に詳 しく、その 冒頭 は以下 のよう

(a)押 板飾

な記述 で始 まる。
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お しいたに三幅一対 ・五幅一ついか ゝる時ハ、かならす三具足 をくへ し。折卓 をを
きて、絵 によりて、立つふせつすへ し。燭台・花瓶・香炉・香匙台・香合 、同脇花瓶、盆・
一

卓 いつ れにて も、封 したる物にすわるへ し。
ここでは三幅対 ・五幅対 を掛け る際に、その まわ りに置 く折卓や花瓶 についての留意事項が
記 されている。 いず れ も中央に掛けられる作品は本尊 と称 され、その通称 に呼応す るように必
「三具足」とは もともと仏前 に飾 りとして置かれた香炉・
ず三具足 を置 くよう指示 されてい る。
燭台一対・花瓶一対 の総称 ことで、 ときには両脇 の燭台・花瓶のセ ッ トをひとつ とカウ ン トし
て「五 具足」「五飾」 とも称 した。 さらに香匙台・香合 も数 に加えた場合 は、「七飾」 と呼 び習
わされた

(26)。

っ ま り上記 は典型的な七飾 であ り、 三幅対 ・五幅対 の掛軸 ともども奇数 で統一

された飾 りつ けに よる様式 であ る。室町時代 に入 り、生活空間を彩 るイ ンテリアのひとつ とし
て当該様式が一般化 されるようになると、掛軸 は同 じ空間で複数掛け られることが常 となった。
一 四幅一対 の絵 か ゝる時ハ、三具足 をハ取 の けて、中二花瓶 にて も、香炉にて も、 一
をくへ し。わ きの花 ひんハ、そのま ヽをかるへ し。
一 一 けんお しいたにハ、二ふ く一ついのゑか ヽるへ し。中に花ひん―にて もくるか らす。
一ついの花瓶 もしか るへ し。 よこゑなとハ か ヽらす。独幅 とてよこゑ よリハ、たけなか
くて、本そんなとのこと くなる絵あ り。 これはか ゝるへ く候。
先 に引用 した通 り三幅対・五幅対 は、 中央 を本尊 としその前 には三具足 も置かれていること
か ら、一応は礼拝物 としての体裁 は繕われているようである。だが、四幅対 の掛軸 の場合 は本
尊 に相当す るものはな く、三具足 の代 わ りに花瓶 もしくは香炉 を飾 るよう指示 してい る。 また
後者の対幅 の場合 は押板が小規模であるため、掛ける数は二幅 にすべ しとしなが らも、独 幅の
横絵ならば本尊 として掛けて も良い と明示 してい る。 これ らの記述か ら掛物 の礼拝物か ら鑑賞
物へ の意義変更の推移 を把握で きるのである。掛軸は座敷飾 りの中核 を担 う存在 として、掛け
る数やそれに伴 い変化する周囲の室礼によって、押板 とい う空間を変幻 自在 に演出 した。だが、
それは押板飾 りの多様性 を広げるだけでな く、掛軸 の存在意義 を曖味化 してい く結果 となった
と看取 される。

(2)『 御飾記』 の記述
『御飾記』 は、大永 3年 (1523)11月 に相阿弥が 10代 将軍義植 のために作成 した座敷飾 りの
書 を、万治 3年 (1660)7月 に序文 を加 えて板行 した ものであると、奥書に記 されてい る。内
容 は概ね二部構成 になってお り、その特徴 は 2章 で も引用 したように、義政が居を構 えた小川
御所 と東山殿 で実際に行われた座敷飾 りの具体例 を示 しなが らも、合間に一般的な座敷飾 りの
規式 を、『君台記』 の例 に倣 い押板 ・書院・違棚 の三か所 に分けて解説 してい るこ とにある。
そ して一般的な座敷飾 りについて述べ た部分 では、掛軸 の展示法に関 して 『君台記』 と類似 し
た記述が認め られる。
一 、絵 一幅か けて三具足置事不レ苦。 三幅一対掛 て三具足 なるよリハ然へ か らず候。何 も
略義也。
一、二幅一対の時、中に花瓶然へ か らず。香炉、絵 の前 に一つ宛置 くへ し。其時ハ、 中に
花瓶あるへ か らす。
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上記 の如 く『君台記』 と同様飾 る掛軸 の数に合 わせて、その他 の道具類が決め られてい る。
前者 では三幅対 に三具足 とい う組 み合 わせが本来の望 ましい飾 り方 であ り、一幅 に三具足 を組
み合わせるのは略式 であると述べ られている。上記 した 『君台記』 の引用文で も、三幅対 は必
ず三具足 を置 くべ きであると記 されていたが、前者は言外 にその組み合わせが、掛軸 の正式な
飾 り方であると考えられていたことを教えて くれる。 もっとも三幅対 は日本で生 まれた形式で
あ り、中国では四幅 または二幅 のいずれかが正式な形式だ ったよ うである

(27)。

後者 では、な

ぜか対幅 を掛 けるときは中央に花瓶 を置 くことを良 しとせず、香炉 をそれぞれ絵の前 に並べ る
べ きだとしている。 いかなる理 由があってそのような教えを記 したのかは定 かではないが、 こ
れ もまた相阿弥を始 め とする同朋衆 の長年の経験か ら得 た考えなのであろ う。
このように同朋衆 は、掛ける数によって掛軸 の展示法をその都度変化 させる術 を心得ていた
のであ った。 これ らの慣習の結果、いつの 間にか「掛軸 は三幅対 で飾 るのが正式な形式」 とす
る、我が国特有 の作法が定着す るようになる。上記 したように中国では、四幅 または二幅が掛
軸 の正式 な形式であったのに対 し、『君台記』 では中央 を本尊 と称 し周囲 に七飾 を伴 った三幅
対 が、我 が 国ではなかば礼拝物 のように敬われている。 と くこの時代は足利将軍家を中心 に、
もとは別 々に制作 された掛軸 を三幅対 として鑑賞する、異種配合 と呼 ばれる形式が頻繁に行わ
れるようになったとい う事実 もある。
異種配合説 は、提唱者 である田中豊蔵 こそ以下 のような見解 を述べ 、我が国の芸術 に対す る
感受性 を賞賛 しているが、福井利吉郎 は田中の意見に強 く異 を唱えた。
…如何 なる方面か ら考 えて も余 は此本尊 に此脇絵 を選むだ古人の鑑賞心 に深 き敬意を表
すると共に、それが巳に東山以前 よ り萌す邦人の特殊 な鑑賞的態度の絶好 の一例 として、
重ねて ここに挙揚 して置 きたい。由来邦人は芸術 に対す る鋭 き感受性 を持つ民族 に属 し、
外国の優秀なる芸術 を評価すること極 めて高 く、又之を保存す ることに深 き努力を払った
のであ るが、時 に熱愛 の余 り、贔員 の引倒 しで、原作者 の心理を無視するような取扱 をし
い
て、情然 たる場合が 多 く、殊 にそれが茶家者流 に甚 だしかった 。
福井 は、田中が室町時代 に異種配合が当然の ように行 われていた と考 える姿勢に疑間を抱 き、
田中が この説 の根拠 として例に挙げた牧籍 による「観音猿鶴図」 は、つ くられた当初 か ら三幅
対であった と伝来や法量・題材 などの観点 か ら詳説 した。 しか し一方で、福井 は異種配合形式
その ものが存在 した ことは否定せず、要 は異種配合が「室町時代 の連歌趣味にも通ず る、特異
の)る い
と う考察が誤 りである と
の鑑賞的態度か ら初めて生れた、謂 わば 日本的な創作であ…」
指摘 している。従って三幅対 の なかには、異種配合 と看取 される資料が混在 しているの もまた
事実 であ る。具体的 には梁楷筆 の「中出山釈迦図」 と「左右雪景山水図」のように同一絵師の
作品 を組み合わせた もの もあれば、中伝胡直夫筆「布袋図」 と左右無住子筆「朝陽対月図」の
ように別の絵師の作品 を組み合 わせたもの も存在 してい る。 いずれにせ よ山下が述べ たように、
足利将軍家 は 自由な発想 で異種配合 をすることで複数幅対 を鑑賞 したのである。そ して当該行
為 の定着 には、柔軟な姿勢 で掛軸の鑑賞法を追究 した、歴代 の同朋衆 の姿 を窺 うことがで きる。
また、先 に 2章 で引用 した東山殿 の建築物 を紹介する記述 では、掛軸が飾 られた「西六間」
「九間」「培尽 の 間」「狩の 間」 の 4部 屋 の うち、「西六 間」「狩の 間」 は夏期 の間だけ とい う前
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置 きで、東西の壁 に二幅ずつ 四幅対 を掛け るとある。その場その時 どの ような掛軸 を掛 けるの
が適切 か、 これには人によって様 々な判断基準があ ると思われるが、季節感 を尊重す るとい う
考え方 は、長 い問我が国で好 まれてきた ようである。
実業家にして茶道美術評論家 であった高橋筆庵 (1861‑1937)は 、その著書 で「季節 で 申せ
ばそろ´ヽ其時候が近づいて来 た所 を、一足先に掛物 で見せるのが一番人の感興を唆 るや うで
あ ります。」 と述べ てい る。 ただ、高橋 によると逆 に夏は冬 の景色 を選び、冬は夏 の図柄 を用
い るとい う捻 った趣向を好む人 もいたそ うである。 しか し、高橋が言 うように「余 り反対過 ぎ
(30)、

るのは却て気乗 りの薄 い者」 で あ り

また四季折 々の変化 を楽 しむ ことを至上 の もの とす

る日本人の感性 を鑑みれば、臨機応変に季節感を表現 で きるか らこそ、掛軸 を床 の間の主役 に
据えたのだ と考え られる。
なお この他 にも 『御飾記』 では、掛軸 を合めた道具類を飾る順番について も言及 してお り、
これは『君台記』 にはない配慮 である。
一、書院の飾や う、一番 に硯屏。二 ヽに硯 を置て、あひの寸 をとりて筆荷 を置。次に水入、
次に軸、次に卦算、次に水瓶、いづ れ も堅横共 に押板 の中にを く。硯屏を置間、前へ よ
るべ し。
一、絵か くる次第、先本尊、次に左、次に右。四幅一対 の時ハ、左 よ り初て、一、二、三、
四 とか くる也。
まず前者では、座敷飾 りを彩 る道具類全体 の なかで、掛軸は何番 目に飾るべ きなのかが述べ
られている。 これを見ると、 まず始めに文房具を一式並べ た後、掛軸 は巻緒 を解 かれていたよ
うであ る。飾 る順番 自体 に根拠があ るか どうかは不明 だが、硯屏か ら始 まり水瓶で終 わるこれ
(31)。
らの室礼 は、「文房具 の七飾」 と呼 ばれてい る
また後者では三幅対 ・四幅対 を飾 る際 に、
どの位置の掛軸か ら掛 けてい くべ きなのかを指示 している。やは り三尊仏 に連なる礼拝物 とし
て発展 した三幅対は、本尊つ まり中央 の掛軸 か ら掛 けることをならい としてい るようだが、残
りの二幅 は四幅対 と同様に左か ら右 の順 に掛けるべ しとある。従 って後者 の記述 だけをみると、
複数一緒に飾 られる掛軸 とい うは、左か ら右 に掛けるのが原則 だったようである。
小結
掛軸 は掛ける数や季節感に応 じ、様 々な組み合わせが可能 である ことが明 らか となったので
ある。元来掛軸は臨機応変 に季節感を出す こ とが可能であるため、四季 の変化 を楽 しみ とす る
日本人の感性 に合った美術品 として愛 される要素があった。
加 えて掛 ける数によって周囲の室礼 も変えるようになっていったため、結果的に押板飾 り全
体 の多様性 を広めることとなった。 また中央を本尊 と称 し、周囲を三具足 で固めた三幅対 の室
礼 は、意義 目的に於 いては礼拝物 とも鑑賞物 ともいえず曖味なが ら、我が国における掛軸 の正
式な形式 として、異種配合 とい う亜種 をも生み出 した。 この異種配合は足利将軍家の 自由な発
想 の もと、 さらなる掛軸の鑑賞法を追究す ることに役立った。以上の推移 の なかで鑑賞物 とし
ての展示法 の確 立過程 で、対幅 。四幅対 は左か ら掛けてい くといったような原則 も生 まれたも
の と考 えられる。
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結論
以上 の よ うに、掛 軸 の 享受 史 の なかで鎌倉 時代― 室 町時代 は大 きな転換期 で あ った。 きっか
け は禅宗 の僧侶 たちが、 茶礼 の場 にお い て掛軸 を礼拝物 と拝 んだ こ とであ る。禅僧 たちは喫茶
の風俗 を広 め る と共 に、 莫大 な宋元画 を我が 国へ もた らし、上流 武士 たちの唐物至 上主 義 を誘
引 した。 そ の 結果、 闘茶会 の 台子飾 りでは、礼 拝物 の仏 画 よ り鑑賞物 である花鳥画 が 好 んで掛
られ る よ うになる。

このように茶寄合で宋・元の文物を飾 り立てることで、上流武士たちは 自らの権力を「平和
的」に誇示 したのである。派手な趣向で例外的な規模 ではあった ものの、その「文化」性 は掛
軸の在 り方 を革新す る大 きな要因となる。 ことに足利将軍家が唐物の「美術品化」を図ろ うと、
東山殿 を始めとした代 々の邸宅 に「将軍邸付属美術館」― 「会所」を建てたことは、座敷飾 り
の完成を促 し掛軸の鑑賞法に重大な影響 を与えた。
また、「御成」の贈答 と行幸 の贈与のシステムを活用 して収集 された東山御物が、 日本に所
在す る中国美術の最高峰 と賞賛されたことは、掛軸を高級な鑑賞物へ と昇華させる一助 になっ
た。足利将軍は、総金欄表装や鑑蔵印を施 し、東山御物の権威 を高めようとしただけでな く、
押板飾 りにおいて掛軸の展示法を明文化 し、座敷飾 りの中核 を担 う日本美術品にしたのである。
掛ける数や季節感 に応 じて様 々な組み合わせが可能である掛軸 は、元来四季 の変化を楽 しみ
とする日本人の感性 に合 った美術品 として愛 される要素があった。その長所 に目をつけた足利
将軍家は、意義 目的が曖味な三幅対の形式や異種配合 とい う亜種 を生み出し、掛軸の鑑賞法を
追究 した。そ してこれ を機に「中国から伝来 した礼拝物」 とい うイメー ジを脱却 し、 日本文化
のなかに溶け込んだ掛軸は、以後 も茶道の歴史に内包 される形で、我が国独 自の享受史 を発達
させてい くのである。
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民族音楽資料 の展示 と活用
一 ガムラン楽器の1「 例 よ リー

An Exhibition and Utilization of Ethnic Music Materials
:

A

Case Study of Gamelan Music

井上

裕太

INOUE Yuta
Abstract

In this paper, it is shown the way of the exhibition of ethnic music materials,

especially

Gamelan music materials.

In

1939, Takatomo Kurosawa

went to Southeast Asia to investigate music and make use

of the experience when the music museum is built in Japan. In Southeast Asian countries,
he went to museums and sketched a lot of musical instruments. In addition, he listened to
traditional music in these areas. He didn't belittle their cultures. and he associated with their

people on equal terms, and therefore he could study music from the multilateral
perspectives, and he had the idea of exhibition that various people can understand about
Southeast Asia. His report about this

trip is one of the few literature that the way of the

exhibition of ethnic music materials is written.
Now, Gamelan music materials are exhibited with masks and dolls which are used with
Gamelan music in museums in Indonesia. And, we have a lot of chance that we can listen to

with the traditional entertainment in Indonesia. On the other hand. museums
in Japan, we can listen to Gamelan music by audio. In addition, Indonesian traditional masks
and dolls are not exhibited with the Gamelan music instruments in Japanese museums. So, it
is difficult to understand the culture from the exhibition of the Gamelan music materials in
Japan. The best way of the exhibition of the Gamelan music materials is to exhibition
lndonesian masks and dolls with the instruments and to make a chance to play the Gamelan
music instruments. People who saw the exhibition will understand not only Gamelan music
but also Indonesian culture.
Gamelan music

はじめに
民族音楽 とは、各地域 で 自然環境、社会環境、宗教、その他あ らゆる要因が重な り合 い形成
された ものであ り、音楽 のみの独 立 した文化 として存在す るのではな く、人間やその集団を取
り巻 く様 々な環境や諸条件 と深 く関わって存在 している

(1)。
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居住 してい るとい う特殊性か ら、伝統音楽であるガム ラ ンに使用 される楽器や演奏形態は、地
域毎 に異 なってい る。ガム ラ ンの語源 は、
「叩 く」・「操 る」 を意味す るジャワ語 であ り、使用
される楽器は打楽器を中心に多種類 にわたる。その特徴 として、金属片や木片等、様 々な材料
か ら作 られてい るため、一度製作 された ものは、経年に よる酸化や乾湿度等 でその形に変化が
12,。
加えられるとい う点が挙げ られる

̲般 に、複数 の異なる材質の もの を組み合わせた資料を

展示す る場合、資料 の損傷 を防 ぐため、細心 の注意を払 う必要がある。 しか し、 ガム ラ ン楽器
は、残響が少なく協和音 を楽 しむこともないため、綿密な音調整が不必要であ り、経年 による劣
13)。

化 によ り音律が狂 って も、多少のことは妥協 して演奏 されるとい う特殊性 を有するのである

また、 ガムランは単独 で演奏 されるのみ ならず、影絵による人形劇であるワヤ ン・ クリッ ト
やラーマーヤナ舞踊等の伝統芸能 と共 に奏 で られ、イ ン ド不シアの芸能の中で欠 くべ か らざる
もの として位置 してい る。現在では現代劇 と共 に奏 で られることもあ り、イ ン ドネシアの大衆
文化 の中 にガム ラ ン音楽が溶け込 んでい るのである。
一方我 が国では、ガムラ ンの演奏 を日常的に鑑賞する ことは困難であ り、博物館 におけるガ
ム ラ ン楽器 の展示 か ら、地域 毎の楽器構成、演奏形態等 の差異 を認 めることはで きない。それ
故に、 ガム ラ ン楽器 の性格 を看取す ることは困難であ る。 これはガム ラ ン楽器 に限ったことで
はな く、民族音楽全般 について も同様のことが言える。民族音楽は、各地域で演劇をは じめ と
す る芸能 と密接 に結 びついてい る。そのため、音楽を理解す るためには、楽器 のみに焦点を当
てるのではな く、民族音楽が形成 される文化的背景 と関連付けることが肝要なのである。
本稿 では、民族音楽資料 の展示 と活用について明 らかにす るために、ガム ラ ン楽器 に焦点を
当て、我が国におけ るガム ラ ン楽器展示研究や、その背景 にある、多民族国家・ イ ン ドネシア
の独 自性、その特有 の土壌 の もとに根付 いた伝統音楽・ ガム ラ ンの特徴 について概説す る。筆
者 は平成24年 (2012)9月 〜10月 にイン ドネシアの博物館調査 を行 ったため、その調査結果を
踏 まえ、 日本・ イ ン ドネシア両国の展示 と活用 の差異 を明 らかに し、ガム ラ ン楽器の展示 と活
用 のあ り方について考察 を行 う。我が国におけるガム ラ ン楽器の研究は、大東亜共栄圏建設 と
い う政治的背景 もあ り、戦前か ら音楽学者により行 われていたが、それ らの展示や活用 に関す
る研究 はほとんど行 われてこなかった現状があ る。そこで、本稿 はガムラ ン楽器 について現地
での活用事例 を踏 まえ、展示 と活用の指針 を示す ものであ る。

1 黒澤隆朝によるガムラン楽器 の展示調査記録
(1)黒 澤隆朝の東南 アジア音楽調査
我が国では、昭和 15年 (1940)前 後に南方地域 に関する音楽研究が隆盛 を迎え、音楽学者 の
田邊尚雄、桝源次郎、松原晩香等が調査 を行 った。 当時、大東亜共栄圏建設 とい う目的の もと、
統治下の地域 に関する研究があ らゆる分野で進め られてお り、音楽分野 もその例外 ではなか っ
たのである。ガム ラ ンについて も、音楽学者 である黒澤隆朝に よる調査が、民族音楽調査 の一
環 で行 われた。我が国において、ガムラ ン楽器の展示 と活用 に関する記述 は、当時の黒澤 の文
献か ら確認す ることができ、 これが ガム ラ ン楽器 に関する展示研究 の晴矢である。 しか しそれ
以後、現在 に至るまでガムラ ン楽器 の展示・活用 に関す る研究 はほとんど行 われていないのが
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現状 であ り、黒澤 の調査 は、今後 の民族音楽資料の展示 を考える上で も大 きな役割を果たす と
考えられる。以上 を踏 まえ、本項では我が国におけるガム ラ ン楽器展示研究 の原点 と言える黒
澤の記述 を確認 し、黒澤 の考え方 とその意義 について検討を行 う。
昭和 15年 当時、 日本は東南アジアにお ける支配を強め、世界における東洋地域 の独 自性 を文
化政策 として各分野 において示す動 きが活発であった。音楽分野について も例外 ではな く、東
洋音楽 の優位性 と西洋音楽の劣位性 を論ず る音楽学者 が増加 した。その動 きの中で、東洋音楽
の研究、教育の場 として音楽博物館 を建設する計画が浮上 し、音楽博物館建設の機運が高 まり
具体的 に計画が進行する中で、その事前準備 として東南 アジアの音楽調査に派遣 された人物が
黒澤 だったのである。黒澤 は、西洋楽器 の研究成果 をまとめた 『楽器大図鑑 西洋篇』 を昭和
13年 (1938)に 上 梓 した際、
「 日本には (中 略)未 だ東洋楽器の博物館す らない。 これは古楽

器 の模造、民族楽器の交換その他 の方法で、一 日も早 く音楽博物館を実現せ じめたい ものであ
る。本書 はやがて音楽博物館 が出現するまで、その任務 を侃 びる使命 を賦与せ られてゐるもの
の
である と信 じてゐる。」 と述べ ている。 この時期、大田太郎 による欧米の音楽博物館 の現地視
察

15,も

行 われてお り、大田はこの視察の 中で、欧米の音楽博物館 における資料 の豊富 さを目の

当た りにす ると共 に、 日本には音楽博物館が皆無であ り、東洋音楽 の研究をするには 日本では
16)。
このような考え方が
な く西洋 の音楽博物館へ行 く方が適 してい るとい う現実 を嘆 いてい る
音楽学者 の間に広 まり、西洋へ の対抗意識 と、東洋地域支配の誇示 とい う社会的背景 の影響 も
あ り、東洋音楽 の研究 にスポ ッ トが当て られるようになったのである。更に 『楽器 大図鑑 西
洋篇』編纂時 の状況について、黒澤 は後年、「ち ようど私 は当時「楽器大図鑑」西洋篇を数年
がか りで出版 したが、東洋篇の写真資料 ははなはだ少ない。 これは現地採集するしか方法がな
(7)と
ぃ とぃ ぅことがゎかった。
」 述懐 している。黒澤 は、西洋楽器を調査 し成果をまとめた著書

を出版する中で、東洋楽器の写真資料が僅少 である ことに気付 き、資料収集のために現地調査
へ 向か うことを決意 したのである。黒澤は東南アジアの音楽調査 の中で様 々な音楽に触れ、 ガ
ム ラ ン楽器 に関 して も記述 を残 している。我 が国で博物館におけるガムラン楽器の展示状況 に
言及 した例は、黒澤隆朝 の音楽調査 の他に見出す ことがで きない。黒澤の調査 は、我が国 にお
けるガム ラ ン楽器 に限 らず民族音楽資料の展示に言及 した晴矢 であるため、本項 では、黒澤 の
東南 アジア音楽調査 に関す る記述 を確認 し、そ こか ら黒澤の民族音楽資料展示 に関す る考 え方
を考察す る。

(2)調 査概要
黒澤 は昭和14年 (1939)2月 か ら6月 にかけて、音楽博物館建設準備 とい う名 日で東南アジ
アの音楽調査を行 った。調査工程 は以下に示す とお りである

18)。

2月 13日

神戸発

2月 27日

台湾 を経由 し、バ ンコク着。主 としてバ ンコク国立博物館に展示 された楽器の
調査開始 (4月 18日 まで)。 また現地 の演奏家 などと会 い、音楽 や楽器 に関す
るさまざまな情報 を得 る。 なお、バ ンコク滞在中、 アユ タヤ遺蹟 (3月 5日
アンコール遺蹟 (3月 22日 〜24日 )を 訪 れてい る。

4月 19日

バ ンコク発
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表
重り」
不

1

黒澤 の東南 アジアにおける調査場所 と調査内容

月 II
2月 24日

〜

2月

,

イ ゴン)

￨1物 館 (タ イ ビ ン)

楽器のスケッチ。多様な展示から「日本の科学博物館
のや うな感 じ」 と評す

4月 23日
4月 24日

博物館 (ク アラルンプー ル)
ラッフル ズ博物館

楽器 の スケ ッチ

バ タビア 博物館

楽器 のスケ ッチ、 写真撮影

lH〜

楽器 の ス ケ ッチ

5月
5月
5月

14日

博物館 (ジ ョグジャカルタ)

14日

動 物 園 (ジ ョグ ジ ャカ ル タ)

19日

3月
3月
3月
5月
2月
3月
3月
3月
3月
4月
2月

5日
5日

リ島・デ ンパサール)
博物館
旧 日本 人村 (ア ユ タヤ)
l:宮 寺院跡 (ア ユ タヤ
(バ

ワヤ ンの上 演 とガム ラ ンの演 奏 を覗 く
楽器 の スケ ッチ

)

ア ンコー ル ・ ワ ッ ト
ボ ロ ブ ドゥー ル
シルバ コ ン劇場 (バ ンコ ク)
活 動 写 真館 (バ ンコ ク

壁画 に描かれた楽器 のス ケ ッチ

ドロ市 (バ ンコク)
ムエ タイ会場 (バ ンコ ク)

胡弓、蛇皮線等購 入
音楽入 りで選 手が神 を拝 し踊 るのを見る

人仏塔 (ナ コ ンパ ー トム )
蛇 寺 ・極 楽寺 (ペ ナ ン島 )

塔 に は登 れ なか ったが境 内 にて石 の磐 を見つ け る

21日
24Π

サ イゴ ンの院 文雅氏 の 自宅で琴、月琴、胡弓等 の演奏 を鑑 賞

23日
12日
28日

5日
7日
11日

26日

)

奏 楽 の レ リー フの 写 真撮 影
少女 歌 劇鑑 賞
仏教 劇鑑 賞

3月 1日

バ ンコ クにて タ イ随 一 の 音 楽教 授 の 自宅 で 楽 山 を数 曲鑑 賞

3月 4日
3月 12日
3月 22日
3月 23日

7日

バ ンコ クの王宮 にて、寺院見学 のほか 、音楽 を奏でる大道芸人を撮影
バ ンコ クの放送局にて、 シャム音楽放送や軽 青楽 の練習 を見学
ア ンコール・ ヮ ッ トヘ 向か う途中、 ケー ンを演奏す る人に出 くわ し鑑賞
ア ンコール・ ヮ ッ ト境内 にて、日琴 を演奏する子 どもに出 くわ し鑑 賞
バ ンコクにて仏暦 の正
事を見学。劇や陸海軍の音楽隊、ハーモニカバ ン ド等を鑑賞
バ ンコ クにて寺院の火葬を見学。葬儀中音楽
の流れる様子 を聴 く
'l行
ペ ナ ン島の印度人の デ
1宅 で、 太鼓 とオ ルガンの演奏 を聴 く
バ タビアにて ジャワ芝居、 マ ライの音楽 を鑑賞
バ タビアの舞踊学校 にて、ジャワ舞踊 の練習 を見学

10日

バ ン ドゥ ンの 湖 畔 にて、 子 どもた ち に よるア ンク ル ンの演 奏 を鑑 賞

4月 1日
4月
4月
4月
聞 き取 り 5月
調査
5月

5月

2日
21日
30日

ll日

5月 19日
5月 20日
5サ

123日

5月 27日
5り

127H

5月 28日
5月 29日
5月 30日
2り

その他

もとに作成

4月 22日

8日

その他
施設

￨を

楽 器 の スケ ッチ、 写 真撮 影

5月

遺跡

1997｀

タ イ国 立 博物 館 (バ ンコ ク)

"日
4月
14日

博物 館

(サ

,■

調査 内容 ・備 考

場所

博物館

(黒

124日

ジョグジャカル タの舞踊学校 にて、 ジャワ楽器 の説明を受 ける

バ リ島・デンパサールのバ リホテルにて、バ リ舞踊を見学。翌日この舞踊の続 きを観
に近郊の村へ向かい鑑賞
バ リ島・ ブ ドゥル にて、ケチ ャ (舞 踊 の 1つ )を 鑑賞
バ リ島 にて、祭 りの行列、踊 り、音楽等を見学
バ リ島 にて、 舞踊 とガム ラ ン演奏 を鑑 賞
バ リ島・ ブ レー レンにて、少 女の踊 りと演奏 を鑑 賞
パ リ島・ クシマ ンにて、火葬儀礼 とガム ラ ン演奏 を見学
バ リ島 ・ ア ビア ンテ ィ ンブ ル にて、 ア ンク ル ンの演 奏 を鑑 賞

バ リ島 にて、ガ ム ラ ンの演奏 を鑑 賞
サ イ ゴンにて安南 ・ カ ンボジア・ トンキ ン・ ラオス 各地方 の レコー ド購入

3月 19日

パ ック ラ ッ トにて モ ン族 部落 見学

4月 23日

クアラル ンプールにて、通行人を観察 し風俗研究 を行 う
バ リ島 にて、ア ンクルンを土産に貰 う

5月 31日

※調査 に関係 ない と思われる場 所 は省略 し、調査内容について不明の ものは空欄 とした。 なお、 この 表 に掲
載 した ものは 日記に記 された ものに限ってお り、他 にも調査 に訪れた場所がある可能性 も考え られる。
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レーシア)の 博物館 で楽器をスケ ッチ

4月 22日

タイビン

4月 23日

クアラル ンプールの博物館 で楽器 をスケ ッチ

4月 24日

シンガポール着。ラ ッフルズ博物館 で楽器をスケ ッチ (29日 まで)

4月 29日

シンガポール発

4月 30日

バ タビア (現 ジャカル タ)着 。バ タビア国立博物館 で楽器のスケ ッチ、写真撮

(マ

影 を行 う。 また、ジャワ舞踊や ガムラン演奏 に触 れる。

5月 11日

ジヨグジャカル タ着。 ボ ロブ ドゥール遺蹟見学後、 ソロ (現 ス ラカルタ)に 滞

5月 18日

在 (14日 まで)
バ リ島着。様 々な芸能の鑑賞や楽器調査を行 う

6月 3日

出航 し、12日 帰国。

また、調査中に訪れた場所 と調査内容 は表 1の とお りである。この表 は黒澤 の 日記に記 され
たものをもとに作成 したため、 この他 に訪 れた個所が存在す る可能性 もあるが、 ここか ら看取
で きるように黒澤 は博物館 における楽器のスケ ッチ、写真撮影、現地での聞 き取 りを中心 に調
査 を行 ってい る。更に中には娯楽の 1つ として訪れた場所 もあると考えられるが、そ こで得 た
{10'、

経験 が黒澤 の音楽観 を変容 させ る こととなるcま た、黒澤 は この調査 を自費で行 ったが
東南 アジアヘ 向か うに当た り、外務省文化事業部か ら各地の領事宛 の紹介状 を持参 してい る。
(H)。

紹介状 の内容 は以下の とお りである
拝啓

陣者本書持参人黒澤隆朝氏ハ東京音楽学校出身者 ニテ乗杉東京音楽学校長、国際

文化振興会事務理事黒田清伯等 ノ後援 ヲ得 テ田邊尚雄、牛山充等 卜共 二本邦 二於 テ音楽博
物館 ラ創設セ ン トシロ下種 々準備中ナル庭今般各国 ノ楽器蒐集調査 ノ為 メ本月十三 日神戸
「ジャバ」、比律賓 ノ各地ヲ巡歴 スル豫定二有之
発大阪商船西貢丸ニテ印度支那二赴キ退羅、
候 二付同氏貴地参向 ノ節 ハ御差支無キ限 り便宜御供興相成度此段御依頼芳得貴意候

敬具

ここか ら、黒澤 の調査には国か らの支援があったことが窺 える。殊 に、調査 の 目的 として音
楽博物館建設 のための事前準備 であることが明確 に記 されている点は意義深 い。単なる個人的
な調査ではな く、有力者の支援 を得 て明確 な目的の もと調査を行 っていることが外務省に認め
られ、紹介状が発行 されたのである。その他、 この調査 にあた り伊藤夫妻

02)、

三井物産、写真

組合中央会等か らも、各地の 日本人宛の紹介状が発行 された。 しか しなが ら、実際はこの調査旅
(13)。
行 で調査資金が欠乏 していた ことを民族音楽学者の梅田英春 は以下の ように指摘 してい る

予定 では1000円 を持参するはずだったが、神戸税関でその所持 金をチ ェックされ、全額
の海外持ち出 しが許可 されず、やむな く台湾か ら所持金の一部を自宅宛に送金 し、再度バ
ンコクで受け取 ろ うとした。 しか し結局、 日本か らバ ンコクヘ の送金許可が下 りず、すで
にバ ンコクで調査 資金が欠乏 し、現地 で旅費を調達せ ざるを得な くなるのである。
それ故に、黒澤 の音楽調査 は計画通 りに行われた ものではないこ とが看取 で き、 この ような
不便 な状況下 で黒澤は各国で楽器 のスケ ッチや音楽鑑賞 を行った ことも窺えるのである。 また、
ア ンコール・ ワッ トやボロブ ドゥール等 の遺蹟 では、楽器 を演奏す る姿が描かれた壁画 も見学
してお り、本物 の楽器 に留 まらず、文化 の一部 として音楽が存在するとい う考 え方 を念頭 に置
き、音楽に関係するもの について調査 を行 っていたことが分かる。次に、黒澤の調査 した場所
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の うち タイとイン ドネシアにお ける調査 を例 として挙げ、そ こか ら黒澤の音楽に対する捉 え方
について博物館学視点か ら検討す る。

(3)タ

イ国立博物館における音楽調査

黒澤 の調査は、楽器 のスケ ッチを行 うとい うものが主であ り、 タイにおいてはタイ国立博物
館収蔵 の楽器調
査 を行 い 、その
成 果 を纏 め た

16

『 タ イ に於 け る
築器の調査研
●4)を
究』
著 した。

:4

16

17

13

な お 、『 タ イ に
於 ける薬器 の調
査研 究」は、
「調
査 の ための 旅費

:0

:̀

工 面 の ため にバ
ンコ クで準備 さ
(15,も

::

12

ので

バ ンコ クには50
日以上 滞在 した

１
２

が、その 間 タイ
国立 博物館 へ は
足繁 く通 い 入念
に楽器 の ス ケ ッ

成器
器 器編楽
楽楽易 の
器 器＞
′
のの簡 ア器 器楽 ＞
′楽 ル
笙 イ イ楽 ジ楽 楽 のう の 期

こ とがで きず、

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ ０
１ １ １ １ １ １ １ １ ２

イか ら移 動す る

疇
励励
器器
式
楽楽
式嗽
儀
方 方 鼓 器 旧錫
；
葬 器地 地 類太楽楽 辣 報
火 楽 ン ン器 ワ弦 音 違 増
イ 銀 那 レ レ 楽 ャイ イ ィ 隊
ア
夕銅支 タ タ 打ジ タタお胡

金 不足 の ため タ

１．２．３．４．５．６．７．８．９．０ ﹁
１

あ る。黒 澤 は 資

イタタ音ボ管管ワ．ワ朽
′
鼓夕境境インイイ ヤた ヤハ
木東北北タカタタジけジけ

れ た」

図 1 1939年 当時 の タイ国立博物館楽器室見取 り図
(黒 澤 1941a(18,を

もとに作成 )

チ を行 ったので
あ る。

タイ国立博物館 について黒澤 は、「殊 に羨 しく思つ たのは桑器室 であ った。 こ ゝにはタイを
中心 に近隣諸邦 の諸薬器が所狭 きまでに集め られてゐた。顧みて 日本に此 の種 の施設の皆無 で
(b)と

あることを思つ て深 く恥 ぢざるを得 なか った」

述べ てい る。「 日本 の博物館 には、全 く音

mと 日本 の博
楽 が消 されてい る。 (中 略)い うなれば 日本 の 国立博物館 は美術館 で しかない」

物館 について黒澤 は酷評 しているが、それ とは対照的 にタイ国立博物館 における楽器展示 につ
いて評価 してい るので ある。 タイ国立博物館楽器室 の展示 は、 図 1の ように「支那」「 タレン
地方」「カムボジャ」「ジャワ」「東 タイ」「北境 タイ」等、地域別に分類 された展示が行われて
い る。黒澤が調査 した楽器の うち平成25年 (2013)6月 現在、展示形態に変化 は見 られるもの
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の、大部分が未 だに展示 されている。その一例 として、ガムラ ン楽器のセ ッ トが挙げ られる。
黒澤が訪問 した当時、如何なるキャプションが設置 されていたのか不明であるが、平成25年 6
月現在、以下の説明がガムラ ン楽器のセ ッ トには記 されてい る。
THE PI― PHAT

JAVA ENSEM:BLE OR・ GAMIELAN't HAS MANY PIECES OF I
NSTRUlvIENTS,RANGING FROヽ 413‑75.MOST OF THEIvI ARE PERCUSS10N
INSTRUMENTS,SUCH AS THE‖ CHING‖ AND THE''MONG・ WHICH ARE SIMILAR
TO THE PI‐ PHAT OF THE THAI ENSE

IBLE.

THE FIRST CONTACT BETWEEN THAI AND JAVANESE IMUSICAL
TRADITIONS HAPPENED IN THE AYUTHAYA PERIOD.WHEN KING
BOROMAKOT'S DAUGHTER CREATED A STAGE PLAY')I― NAO''WHICH
UTILIZED JAVANESE DANCE AND MUSICAL INSTRUMENTS SUCH AS THE PI‐

JAVA AND KLONG KHAEK.THE FIRST MODERN DAY PI‐ PHAT JAVA
ENSElVIBLEヽ VAS PLAYED IN THAILAND N THE REIGN OF KING RAlvl:A V AND

BECAIVIE WELL KNOWN IN 1929 AFTER KING RAM:A VII CAIVIE BACK FROM A
VISIT TO JAVA.THE KING OF JAVA,SUSUHUNAN PHRA― KUPUWANO X(19'
PRESENTED Tヽ VO SETS OF PI― PHAT JAVA,OF BOTH THE GRAND AND THE
STRINGED INSTRUIvIENTS TO KING RAMA VII WHO GAVE ONE SET TO THE
ROYAL MUSICAL ORCHESTRA DEPARTlvIENTヽ VHICH IS NOW IN THE IVIUSIC

AND DRAMA DIVIS10N.FINE ARTS DEPARTMENT:THE OTHER SET IS
DISPLAYED HERE.(ハ

)

ここでは、 タイ王国 とジヤワ島 との音楽 の歴 史が明示 されてい る。単 に近隣地域 の楽器 を展
示す るのではな く、王室 との関連性 を明示 した うえで、二室所縁 の資料 として楽器が展示 され
てい るのである。 この キャプシ ョンは、 タイとジャワとの交流や ボーロマ コー ト王の娘が舞台
を制作する際、 ジャワの舞踊や音楽 を取 り入れた話 を明記す る等、 ジャワの楽器の説明であ り
なが ら、 タイとジャワの交流史を知 ることがで きるのである。更に、ラーマ 5世 が ジヤワの王
か ら 2つ のガム ラ ン楽器のセ ッ トを寄贈 され、その うちの 1つ が この楽器室に展示 されている
セ ットであることを説明す る等、単 に楽器 を鑑賞す るだけでは得 られない情報 を掲載 している
のである。その情報 も、音楽学的観点に よる楽器 の説明 に留 まらず、歴 史や文化に触れた もの
であることは特筆すべ きである。 このように、単に近隣諸国の楽器 としてガム ラ ン楽器を取 り
上 げるのではな く、王室 と近隣 との関係 を示す等、王室 とい う 1つ の キー ワー ドをもとに地域
別 に楽器が分類、展示 されてい るのである。 このような説明板が、黒澤が訪 れた昭和 14年 当時
設置 されていたかは知ることがで きない。黒澤が展示 されていたガム ラ ン楽器 について、その
所以や王室 との関係 について認識 していたかは不明である。 しか し、 この ように単 に陳列す る
のではな く、王室所縁 の資料 を整理 し地域別 に展示 されてい る状 況を見学 し、黒澤は 「 タイを
la)と

中心 に近隣諸邦 の諸榮器が所狭 きまでに集 め られてゐる」

(4)イ

(221。

この博物館 を評 したのである

ン ドネシアにおける音楽調査

イ ン ドネシアにお いて黒澤 は、バ タビア、 ジョグジャカルタ、 ソロ、 ス ラバヤ、バ リ島等を
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訪 れた。 と りわ け、

■

電 ワ硼口

バ タ ビア国立 博物
館 (現 ジ ャ カル タ
国立博物館 )で は
黒澤 はイ ン ドネ シ
ア各 島 々 の楽器約

300点 の ス ケ ッチ
を行 い、 そ の展示

￨:●
'l̲一
●

・―

につ い て「 楽器 の
ほか に ダ ンスの コ

■
・・ ―

̲

口繭

田

ス テ ュー ム、面、
手 に持 つ もの まで
そ ろってお り、 そ

の上感心 したのは、
採 集 した 地 域 を

図2 平成24年 9月 現在のジャカルタ国立博物館におけるジャワの
ガムラン楽器とワヤンの展示状況 (筆 者撮影
)

一々赤 く地図の上に示 していて くれた こ とである。その後、 日本の民俗博物館 など見てい るが、
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平成24年 9月 現在 のジャカルタ国立博物館 にお け るバ リの
ガムラン楽器 とバ ロンの展示状況 (筆 者撮影 )

地域性 を認識 しなが ら資料 を見学で きる空間が創出されていた ことが看取 で きるのである。現
在 のジャカル タ国立博物館 では、地 図上に採集地点 を示 した展示は窺えないが、芸能を構成す
る要素 の 1つ として楽器 を捉 えるとい う姿勢 は垣 間見 ることがで きる。特 にガム ラ ン楽器 の展
示 では、楽器 のみ ならず様 々な道具 も配置 されてい る。 ジヤワのガムラン楽器 の展示 では、図
2の ようにワヤ ンと呼 ばれる影絵 に使 う人形 も共に展示 されているのである。 また、バ リのガ
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ム ラ ン楽器 の展示では図 3の ようにバロ ンと呼 ばれる獅子の姿 をした面に胴体 の付 いた資料 も
展示 されてい る。バ ロンは人 々の信仰 の対象 として古 くか ら根付 いていた ものである。 ワヤ ン
やバロ ンはガム ラ ンの演奏 と共 に上演 される性格 を有 してお り、 この ような展示 こそが、芸能
は音楽 のみ ならず様 々な要素か ら構成 されてい るとい う点を観 た者 に知 らしめる一助 となるの
である。それ故、展示資料 と採集 された土地 との繋が りを理解 で きる展示 とい う意味 にお いて
は、今 も昔 も変わらず、黒澤の指摘 した音楽 のみ ならず様 々な文化的要素 を揃 えた展示が現在
のジャカルタ国立博物館 において も行われていると言えるのである。
また、黒澤 はバ リ島を訪れその特有の文化性 について「音業 の数 々、舞踊 の敷 々、お祭 り、
行列、火葬、闘鶏その他一千年 の印度文化 の残香 をと ゞめる諸 々の行事 の連績はた しかに 『こ
(24)と

の世 の怪奇』 であった。」

驚嘆 した様子 を後に述べ てい る。デ ンパサ ール所在 の博物館 に

ついては「博物館 には見るものがない。 (中 略)も っと地方的に、又 は伝説的 に整備 されてゐ
25)と
、
るとで もいふ ならば面白いか もしれない」
酷評 してい るが、一方で楽器室 の展示にお いて
はガム ラ ン楽器の四方 にワヤ ンや仮面が展示 されてい る様子 を記録 してお り、バ タビア国立博
物館同様、楽器 を演奏 と共 に用 い る道具 と共に展示 してい る様子 を窺 うことがで きる。一方で、
多様な文化 に接触 した経験か ら「 この島全橙 を 『南方土俗文化博物館』た らしめて、 これ ら一
切 の もの をその ま ゝに永久保存せ しめ、その他太平洋諸民族 の土俗文化 の調査研究機関 をも附
属せ しめて綜合研究にあて、大東亜共榮圏の文化振興 の一端 に寄典せ しめては…… と思ふので
(詢

ある。」 と述べ 、音楽 を含めた島の民俗 を展示す る構想 を掲 げてい る。 この構想 は、 バ リ島
に対する驚嘆の言葉に示 されてい るように島の様 々な文化、風俗 と音楽が密接 に関わ り合 って
い ることを明確 に意識するようになったことが影響 した と推認 で きる。だか らこそ、『南方土
俗文化博物館』構想 について詳細 は述べ られていないが、あ らゆる要素が重なって 1つ の文化
が形成 されるとい うことを黒澤 は理解 していたが故 に、この ような構想が立て られたと考 える
のが妥当なのである。
表2

(5)帰 国後の黒澤の動静 と博物館学的意義
黒澤 は東南 アジア各地 を巡った後、6月 12日 に帰国 し、同月音
楽博物館建設運動準備委員会 の常任委員 とな った 。 6日 後 の18
日には、東亜音楽文化展覧会が開催 され、黒澤は表 2の ように 6
点 の楽器 を出品 し、その他にも東南 アジアにて黒澤の撮影 した写
真 資料 も提供 した。黒澤の出品 した楽器 は東南 アジアか ら持 ち

東亜音楽文化展覧会
1澤 の出品 した楽
三
黒 量
(林 、田日、瀬 9391′ 'を
もとに作成
)

種別

打楽器

帰 った もの と考 えられるが、 この展覧会 において展示 された楽器
は計277点 であ り、その中 に占める黒澤 の出品資料 の割合 は僅か

2%程 度である。 しか し、 この展覧会において東南 アジア音楽調
査 の成果 を公 表す る最初 の場 として南方地域特有 の楽器 を公衆
に知 らしめた こと、将来建設 の予定 されていた音楽博物館 の中核

楽器

地方

カスタ不 ツ ト 安 南

絃楽器

ア ンコロ ン

バ リ

牛鈴
絃

バ リ

低 占胡 弓

タイ

高音胡弓

タイ

南支

※表作成 に当た り、原文通
りの表記を用いた

をなす楽器を出品 した ことは注 目すべ きである。 また、黒澤は展覧会初 日には音楽博物館 の必
要性 について講演 を行 い、以下の内容を語 ってい る

128)(29)。

日本に東洋音柴博物館が建設 され、その一面の仕事 として東洋の槃器 を網羅蒐集するこ
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とは、其丈で も日本を訪れ る東洋諸国の国民をして彼 らの祖国の葉器が 日本に於 て斯 くも
豊富に集 め られ、斯 くも鄭重に保存 され、又彼等 の音架がか くして 日本に理解 されつ ゝあ
るかを彼等 に理解せ しめることにな り、彼等 の 日本に対する信頼 と感謝 と敬意の念 を著 し
く強か らしめるに非常 に数がある。そ して是は惹 いて我国の海外贅展 に力強 い基礎 となる。
東洋地域 の 中心 に日本が位置す るためにも、東洋楽器 を収集す ることが重要であるとし、そ
のことで東洋 の人 々が 日本に対 し恭順 を示す ことを期待 したのである。 この言葉は、 日本 の植
民地政策の観点 に立った上での ものである と考 えられる。 第二次世界大戦中、黒澤の他 にも東
南ア ジアの人 々の 日本へ の理解 を深 めさせ ようとする考えは広 まっていた。中で も今闘六也は
以下のように述べ てい る

(30)。

我 々が知 らねばならぬこ とは何 か。それは地国 に文字 となつて表 はされた土地の名、物
産の名 だけではない。大東亜共榮圏各地 の 自然、文化、住民 にたいする深 い知識 と理解 で
なければならない。 これ無 くしては到底東亜の盟主たる重責 をも果た し得ないか らである。
それがためには速かに我國各大都市 に大規模 な博物館が建設 されそれ と同時 に占領地 に
お いては占領 した建築物 の一つ を以て盟主 日本を住民に認識 させるべ き日本博物館が建設
されんことを心か ら願ふ ものである。
数箇月前 までは博物館は必要で不急 の事業 とされてゐた。 しか し今 日では聖戦完遂のた
めに最 も緊急 を要す る国策的施設 となつ たことを銘記 しなければならない。
このように、国策 として 占領地 の文化 を知るための施設 としての博物館建設を今開は訴えて
い る。 国内 に占領地 に関す る博物館 を、占領地には日本に関する博物館 を建設することで、大
東亜 を一つの文化圏 として各地域 の人 々が認識す るような体制 を今開は理想 としていた ことが
確認で きるのである。黒澤の言葉 もそのような立場 に立った発言であるが、軍事的な行動 によ
るものではな く、文化政策を通 して 日本に対する理解 を促進 させ ようとする意図が感 じられる。
この ような黒澤 の姿勢 について、梅 田は「資源 のある軍事拠点に対する政策に偏 り、積極的 に
文化 に関心 を払わない政府 に対す る批判」 であると述べ てい る。
(3●

一方 で、黒澤 は「恨 りに司政長官が原住民 の歌つ た り踊 を踊つ た りす るのを見て、あれ は野
蛮人の踊 か と、簡単 に片付け るや うな ら落 第である。 これは個人的の落第であるばか りで な く、

mと の考えも持 ってお り、東京に タイ・ ジャワ・バ リ・
恐 るべ き民族政策の破壊行為 であ る。」

朝鮮 ・北支・南支・ イ ン ド・ フィリピン等 の音楽舞踊団を作 り、年一度 はこれ らの芸術 を一通
り聞けるようになることも希望 した。東南アジア地域 の文化 を卑下す ることな く民族音楽 を研
究す る姿勢 を有 していたため、このような音楽その ものを伝 えるための様 々な構想を持 ってい
たのである。 この姿勢 が背景にあったか らこそ、黒澤は東南ア ジアの音楽 と対等 に向 き合 い、
音楽博物館建設運動にお いて もその観点か ら影響 を与えた と推察 で きるのである。黒澤 の帰国
直後 に東亜音楽文化展覧会が開催 されたため、黒澤は楽器 を出品 してい るものの、東南 アジア
音楽調査 は展示 にあた り殆 ど反映 されてい ない と考 えられる。しか し、黒澤はア ンコール・ワッ
トやボ ロブ ドゥール等 では、壁 画 に描 かれた楽器のスケ ッチや写真撮影 を行 ってお り、 この調
査か ら古代 の人々の利用 していた楽器 を調べ るだけでな く儀式 での使用方法、信仰等 もそ こか
ら表出させ ようい う意図 も確認で きる。バ リ島 における島全体 を南方土俗文化博物館 とす る構
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想等、音楽 を音響学的ではな く、文化的背景 も重視 し、多角的 に研究す る姿勢が窺えるのであ
る。 タイ国立博物館 における楽器の展示やバ タビア博物館 の地図上に採集地点を示 したパ ネル
の展示等、黒澤 は展示室や展示形態 に関 して も言及 してお り、東南ア ジアの博物館 にお ける展
示実態 を明 らかにした点 において も、黒澤 の調査 は意義深 い と言える。以 Lの ように、黒澤 は
音楽 を多様な視点 か ら捉 え、隣接する諸分野の視点 を取 り入れた理解を促す展示構想を考 えて
いた と推察で きるのである。 これが結果 として、東南 アジア地域 の音楽、芸能、文化 の理解ヘ
と繋が り、南方 の 占領地 に対する一般公衆 の理解 を深 めるとい う国策 と合致 し、人 々に普 く南
方地域 を理解 させる音楽博物館建設構想が よ り明瞭 になっていった と考え られるのである。
昭和 17年 (1942)4月 か ら5月 にか け音楽博物館建設準備委員会が中心 とな り

(33)、

物館 にて 開催 された南方文化展覧会

(34)ゃ

帝室博

、同年11月 に早稲 田大学坪内博士記念演劇博物館 に

て開催 された大東亜芸能文化展覧会は南方の文化 を紹介する内容であったが、それ らでは大東
亜共栄圏内の文化 について音楽 を含 め網羅的に展示が行 われた。 と りわけ大東亜芸能文化展覧
会は、東洋地域 の「演劇、映画、音楽、舞踊等諸芸能 による民族相互の理解融和」 を目的 と
して開催 された ものである。音楽に留 まらず、東洋民族 の文化その もの に対する一般人へ の理
3。

解 を促進 させるとい う黒澤 の理想 とした考え方が、 開催 目的に反映 されてい ると言える。 この
ように、黒澤 の文化的側面か ら音 楽 を見つ めるとい う考え方が、当時の南方を紹介する展覧会
では主流 となっていったのである。
音楽博物館建設準備委員会の活動 は、南方文化展覧会以降確認 で きず、計画 は立ち消えて し
まったが、黒澤 はその後 も音楽を文化性か ら研究する姿勢を持ち続けていた。昭和 17年 に南方
音楽研究所が 開設 されると、黒澤はその構成員 となった。この研究所 は南方民族音楽文化政策
の調査研究 と南方音楽文化政策の確立を目的 として開設 され、南方音楽文化調査研究 (南 方諸
地域既製 レコー ド複製・整理並びに採譜翻訳、南方諸地域音楽文献の調査、演劇・舞踊 と音楽
の関係、音楽教育 の概況 と対策)、 南方音楽文化綜合調査班編成 と現地派遣 (楽 器 の研究、楽
律 の綜合研究、民族音楽史の確 立、南 方音楽美学 の確 立)、 南方音楽文化年鑑 の編纂、南方音
楽文化展覧会・講演会 ・研究会等 の開設、機関誌「南方音楽」を季刊発行 し研究 ・業務報告等
をなす ことが、事業 として計画 された

136)。

事業範囲が多岐にわたる ことはここか らも看取 で

きるが、楽器に留 まらず演劇や舞踊等人 々の生活 との関連性 に関す る調査、音楽科 の教科書編
纂 にも携 わった黒澤 の教育者 としての側面が活か された音楽教育 に関する研究、音楽展覧会 の
07● 38)。

開催等、黒澤 のそれ までの研究姿勢が反映 された活動内容 であると言える

この活動 が、

如何程進める ことがで きたかは不明であるが、東南アジア音楽調査 を含めた黒澤のそれまでの
活動が、こ うした形 で活か されることとなったのである。更に昭和 18年 (1943)に は、南方音
楽研究所が母体 とな り、音楽学者 の桝源次郎を団長に、黒澤 も調査団の一員 に加 わ り台湾音楽
調査が行 われた。 この調査内容 は「教育、宗教、道徳等 と音楽 との関係や、邦楽や洋楽に対す
(39,幅

る感受性等」

広 く、黒澤の研究 に対する視座が色濃 く反映 されてい る もの となっているの

である。桝 は戦後、楽器 のみ ならず風俗や地域性等 にも焦点を当てた民族音楽博物館 の設立を
提言す るが、 この音楽に対する思想には台湾音楽調査にお ける文化性 を重視 した調査内容 が影
響 を及 ぼ していると考 えられる。 この ように、黒澤 は東南 アジア音楽調査を通 じ、音楽 のみな
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らず地域 の文化的側面か ら研究することの重要性 を学 び、その考えが音楽博物館建設運動や南
方文化 に関す る展覧会、南方音楽研究所や台湾音楽調査 における活動 に多大 なる影響 を与 えた
のである。更に、戦後 の桝 による民族音楽博物館建設構想 に も黒澤 の音楽に対す る姿勢が大 き
く反映 された可能性 も指摘 で きるのである。
以上のように、黒澤はガムラン楽器 について タイや イン ドネンアの博物館 を調査 した際の記
録 で言及 してお り、民族音楽資料 の展示・活用 に関 して、各民族 の文化的背景 を重視 した考 え
方を有 していたと言えるのである。

2

我が国 におけるガムラン楽器 の展示 と活用
我が国では、先述 の とお り昭和 15年 前後、東南 アジアの音楽研究が隆盛を迎え、 ガムランに

ついて も調査が行 われた。本項 ではまず、我が国にお けるガム ラ ン楽器展示の例 として、先述
の東亜音楽文化展覧会、南方文化展覧会の展示形態 について詳述する。その上で、現在 の我が
国の音楽博物館 におけるガム ラ ン楽器展示 の形態について言及す る ものである。
東亜音楽文化展覧会では、打楽器、鼓、

表 3ガ

覧会にて出品された
蚕晋亨棄薫1曇
(林 、「l‖ 瀧1939申 をもとに作成

絃楽器、管楽器、参考品 (奏 楽舞踊備・雷
神像等 )、 写真 ・拓本・表等 を展示 し'押 ヽ

)

I、

楽器 は種類別 に分類 されていた と考え られ

展示場所

る。鼓 は本来打楽器 に分類 されるが、点数
が多かったため、鼓 を一つの部門 として独
立 させたと推測で きる。その うち、展示 さ

打楽器之 部

れたガム ラ ン楽器 をまとめた ものが表 3で
ある。 ガム ラ ン楽器 は、打楽器之部に11点 、
鼓之部 に 1点 展示 されていたことが分かる。

鼓之部

楽器名

採集地

ア ンコロン

バ リ

ア ンコ ロ ン

ジャヮ

鉄琴

ジャワ

ガ ンサ

バ リ

グ ンデ ル

ジャワ

釦鉱

ジ ャヮ

牛鈴
クンダン

バ リ

点数

ジャヮ

一方、昭和 17年 4月 に開催 された南方文化
「建
展 覧会 では、大東亜共栄圏内の 文化 を、

表4

南方文化展覧会第六室において展示 された
ガ ム ラ ン楽器 と関連 す る芸 能資料 一 覧

築装飾、家屋模型 を中心 とし、木偶、貨幣

(帝 卒博物館編 1942■

等を陳列 した第一室」、「船 を主 とし、櫂、
種別

航海図を添えた第二室」、「衣服、装身具、
調度品、機織具等 を主 とした第三室」、「調
度品 と染織品 を陳列 した第四室」、「第四室

演奏 と共に用
い られる芸 能

に続 き染織品、陶盗、仏像な どを展示 した
第五室」、「演劇舞踊具、楽器、神像 を並べ

資料

た第六室」、「武器、猟具、漁紛具 を陳列 し
(12)、
た 第七室 ・ 第八室 」 に分 け
展示が 行

ガムラン楽器

31を

もとに作成

)

採集地

点数

仮面

ジャワ

30

11月

1

仮面

バ リ

獅 子頭

バ〕
リ

木彫

バ リ

影絵 人形

ジャヮ

操 人形

ジ ャヮ

竹琴

ジャワ

鉄琴

ジャワ

われた。楽器 は第六室に展示 されたが、楽
器 と共に、演劇や舞踊 の道具 も展示 されてお り、芸能 の一部 として楽器 を理解 させる試みが窺
える。 この展覧会では、ガム ラ ン楽器のほか、 タイの生、 フイジーの鼻笛、 ニ ューギニ アの鼓
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等、多地域 ・多種類 の楽器が同室内で展示 されてお り、南方地域 の類似性 を際立たせ、それ ら
を理解す るための展示が行 われたと言える。 第六室に展示 されていた資料 の うち、 ガム ラ ン楽
器 と関連す る資料 を抽出 した ものが表 4で ある。 ガム ラ ン楽器 は、 ジャワの竹琴、鉄琴のみで
あ るが、楽器の演奏 と共 に用 い られる、仮面や獅子頭 、影絵 人形等、バ ロンやワヤ ン・ クリッ
トの道具 も展示 されていた ことが看取で きる。
以上について、表 3・ 4を もとに展示 されたガム ラ ン楽器 に焦点 を当てると、東亜音楽文化
展覧会 では種類別に展示 されたために、全体 の編成 を窺 うことは不可能 であ ったことが分か る。
一方、南方文化展覧会で展示 された ガム ラ ン楽器 はジャワ島の打楽器 2種 類 に過 ぎず乏 しい も
のであ ったが、同時 にバ リ島 とジャワ島の仮面 をそれぞれ多数展示 されたため、島 々の芸能の
違 いは看取 で きる展示が行 われていたと言える。 また、 ワヤ ン・ クリッ トに用 い られる人形の
展示 も行 われてお り、南方文化展覧会 の楽器展示 は、ガム ラ ン楽器 とそれに伴 う伝統芸能 を 1
つ の展示 スペ ースで行 う画期的なものであったと言えるのである。
現在 の 日本の音楽博物館 におけるガム ラ ン楽器展示 は、地域 毎の差異 を確認で きるような工
夫 はなされて いない。武蔵野音楽大学付属楽器博物館

￨・

)や

大阪音楽大学音楽博物館

￨15)で

は、

展示 されているガム ラ ンは 1種 類 のみであ り、詳細 な説明 もなされていない。 しか し、大阪音
楽大学音楽博物館 では、楽器 によっては展示 されているもの を直接触 れて音 を鳴 らす ことがで
(46)で
は、ジャワ島 とバ リ島の 2種 類 のガムランを展示 してお り、
きる。また、浜松市楽器博物館
演奏 は音声 ガイ ドで聴 くことがで きる。音声 ガイ ドでは説明 も流 され、 ジャワ島中部のガムラ
ンについては、16種 類50個 以上 の楽器で編成 されてい る点、バ リ島のガムランよ りも大 きいゴ
ングを有 してい る点、10〜 30人 で演奏を行 い、ゆっ くりと壮大な曲調である点 を指摘 している。
一方、バ リ島のガムランについては、14種 類以上20個 以上の楽器 で編成 されてい る点、10〜 20
人で演奏 され、テ ンポの速い 曲調が特徴 である点が説明 されている。この ように、浜松市楽器
博物館 の楽器展示 はジャワ島 とバ リ島それぞれの相違点 を明示す るものではあるが、生で演奏
を鑑賞す る ことはで きず、 この 2地 域以外 のガム ラ ンに関す る情報 は一切得 ることはで きない
とい う現状 がある。
以上の ように、我が国のガムラン楽器展示の特徴 として、大阪音楽大学音楽博物館や浜松市
楽器博物館 の事例 か ら、直接楽器 に触れて試奏で きる仕組みやオーデ ィオの活用等、音色 を鑑
賞 し、楽器 をより直接的 に理解す る試みが行 われてい る点が挙げ られる。更 に、楽器のみの展
示 であ り、演奏 と共 に用 い られる仮面や芸能 に使 う道具 は展示 されてい ない。つ まり、 ガムラ
ン楽器の展示か ら、文化 を表出させるのではな く、音楽学的観点か ら、楽器を分析展示 してい
ると言えるのである。故 に、ガム ラ ン楽器 の演奏会等 も我が国では行われる機会が乏 しく、結
果 としてその文化的背景を探 ることは困難 となって しまうのであ る。

3

多民族国家・ イン ドネシアの特殊性
イ ン ドネンアは1万 3000以 上の島々か ら成 り立つ世界最大 の群島国家である。約250の 通用原

語 と各地 の少数民族に加え、中国、 イ ン ド等周辺各国か らの移住者 も含め、300以 上の民族 を
(f)、

有 してお り

多民族国家 をな している。
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イ ン ドネシア国内の博物館 にお いて も、民族 の多様性 を示す展示は行 われてい る。黒澤が東
南 アジアの音楽調査 で訪問 したジャカルタ所在 のバ タビア博物館 は、現在 ジャカルタ国立博物
●8,。 ここで
は、民族分布を示 した大規模 な地図
館 (Museum Nasional)と 名称 を変えて い る
が廊下に配置 されてお り、来館者が地図に目を向ける仕組みが とられている。 また、民族衣装
の展示 コーナーでは、民族衣装分布 を示す地図 も設置 されてい る。 ここでは、衣装の種別が色
で分け られてお り、その分布が一 日で分かるような工夫がなされてい るのである。なお、現在
のジャカル タ国立博物館 では、黒澤が指摘 したような地図上に採集地点を示 した展示は確認で
きない。
タマ ン・ ミニ・ イ ン ドネシア・ イ ンダー (Taman Mini lndonesia lndah)(49)は 、イ ン ドネシ
ア各地 の文化 を、 100haを 超す敷地に再現 した野外博物館 であ り、 イン ドネシアを構成す る全
州 のパ ビリオ ンが林立 してい る。パ ビリオ ンの家屋 は、少数民族 の 人々が、実際 に伝統家屋 を
その場 に建設 した ものであ り、内部には衣装や生活用具、パ ネル等が展示 され、各民族の生活
様式を看取 で きる。 ここは現地建設型の野外博物館 であるが、 これは東南ア ジアの中で も特異
で あ り、 ベ トナ ムの野外博物館 で あ るベ トナ ム国立民族学博物館 (Vietnam Museum Of
Ethnology)60)で は、現地か ら移築 された建物が大 部分 を占めて い た。 タマ ン・ ミニ・ イ ン ド

ネンア・ イ ンダーでは、住居のみならず、寺院等、各民族の宗教施設 も建設 されてお り、実際
にそ こで祈 りを捧げる人 々が散見で きる。 イ ン ドネシアは人口の大部分をイス ラム教徒が占め
るが、仏教徒、 ヒンズー教徒 も多数居住 してい る。特 にバ リ島では現在で もヒンズー教が根強
く残 っているため、多 くの宗教が混在す る風土であるが故 に、 自らの信仰宗教 に対す る思 い入
れ もより強い ものになっているのである。それ故、 タマ ン・ ミニ・ イン ドネシア・イ ンダーは
来館者向けの野外博物館 である一方、現地の信仰する人 々が祈 りを捧げる施設で もあるとい う
特殊性 を有 してい るのである。ベ トナム国立民族学博物館には、館内に宗教施設は設立 されて
お らず、宗教施設 を博物館内 に設置す るとい う点は、イ ン ドネシアの独 自性 を象徴す るもので
あ る。 このように、首都であるジャカルタ所在 の博物館 では、イン ドネ シアの民族多様性 を示
す展示が行 われていることが確認で きる。 これは、観光客 に対す るアピールであると同時 に、
首都 ジャカルタにイン ド不シア各地か ら人 々が流入 してい るとい う事情か ら、市民 に対す るア
ピールで もある と考 えられる。
一方、 ジャワ島中部 の地方都市であるジ ョグジャカル タ所在の博物館 においては、民族多様
性 に関する展示は行われてお らず、 ジョグジャカルタの町に焦点を当てた郷土博物館的要素の
強 い展示が多数行 われてい る。 ソノブ ドヨ博物館 (Museum Sonobudoyo)(51)で は、町の歴史
や文化 を紹介する展示、 クラ トン (王 宮 )(Kraton)152)の 展示 スペ ースでは、王宮 の歴史を紹介
す る展示や実際 に王宮内で使 われていた資料の展示が行 われてい るのである。
イ ン ドネシアの生活様式 は、現在ではオラ ンダ統治下の影響 を確認で きるが、芸能の面では、
ガム ラ ンを含む伝統芸能が未 だに人々の生活 に根強 く残 っている。つ まり、生活様式 の面では
外部の文化 を受容 し新 たな文化 を形成 しなが らも、伝統芸能 については長期間受け継 がれてき
た土着文化 を引 き続 き継承 してい るのであ る。 このように特殊な事情が イ ン ドネシアの文化 を
形成 しているのである。
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4

イン ドネシアにおけるガムラ ン楽器 の展示 と活用
631し

た もの
ヽ
4、
が一般化 し、イ ン ドシナ半島や フィリピンをは じめ とする東南 アジア各地 に広が ったため
ガムラン楽器 は、王朝時代 にジャワ島中部の王宮 を中心 に宮廷音楽 として発展

使用 される楽器や形態、様式は多様であ り、地域 によって異 なる点が特徴である。イ ン ドネシ
ア国内で も地域 によってガム ラ ンの形態 に大 きな違 い を見出す ことがで きる。 ジャワ島では、
宮廷行事や儀礼 でガムランは演奏 され、伝統的な地域民謡 と共 に奏 されるこ ともある。 一方、
バ リ島では踊 りと共 に演奏す る形式が一般的である。 この音楽や踊 りを伴 う芸術は、宗教行事
1551の

や儀式 に欠かせ ない もの として、人 々の 日常生活に組み込 まれ、息づいて い る

である。

このように宮廷 を中心 として発達 したジャワ島中部 のガムラ ンと、一般 の島民 に浸透 したバ リ
島のガム ラ ンでは、その形態が全 く異 なるのである。
現在 のイ ン ドネシアの展示施設 におけるガム ラ ン楽器 は、雑然 と陳列 されてい るものが 多い。
ジ ョグジ ャカルタのソノブ ドヨ博物館 のガムラン楽器展示 は、入日付近 に配置 されてい るのみ
であ り、説明 もないため、楽器 について理解す ることは難 しい。 また、 ジョグジャカルタ同様
王 宮 を 中心 に栄 えた都 市 で あ る ス ラカ ル タの ラ ジャプス タカ博物館

(Museum Radya

Pustaka)mで は、ガム ラ ン楽器 が隙間な く敷 き詰 め られるように して展示 されてお り、一部
の弦楽器 は他の楽器に立てかけられてい る。 このような展示 のため、楽器展示か ら演奏形態を
想像す る ことは困難であ る。更 に、楽器 を含 め、館内は埃 を被った展示物が多 く、資料 の管理
形態が疎かになっている現状がある。一方で、ジャカル タの国立博物館 では、 カリマ ンタン島
南部の都市 であるバ ンジ ャルマ シン、ジャワ島中部、バ リ島の計 3種 類 のガム ラ ン楽器展示が
行 われてい る。 バ ンジャルマ シ ンのガム ラ ン楽器展示 では、楽器の他 に小規模 の編成が特徴的
であ る点がパ ネルで説明されてい る。 また、 ジャワ島中部のガム ラ ン楽器展示 では、 ジヤワ島
中部のジ ョグジャカルタやスラカル タではワヤ ン・ クリット呼 ばれる影絵が有名であ り、影絵
の上演 にガム ラ ンの演奏 は欠 くことがで きない存在 であることか ら、楽器だけではな く、影絵
に用 い られる人形 も共に展示 されてい る。更 に、バ リ島のガム ラ ン楽器展示 では、バ リ島が独
自の文化 を有する島であ り、 ガム ラ ンも同様に独 自の編成 となっている点、 リズムが速 いのが
特徴 である点 をキャプシ ョンで明記 してい る。 ジャカル タ国立博物館ではイン ドネシア国内各
地の民族資料が普 く収集 されてお り、各地 の差異 を比較 できる場 となってい る。 しか しなが ら、
その展示形態 は、オーデ イオ機能 を用 い実際の演奏 を耳 にす ることも、楽器 に触れ ることも不
可能であ り、楽器 を視覚のみで しか理解 で きないのが現状である。展示 されてい る楽器 も、一
部 に埃 を被 った もの もあ り、保管方法 に疑間を抱かざるを得 ない個所 も散見された。 しか し、
その一方 でジヤワ島のガムランと共 にワヤ ン・ クリッ トを展示する工夫や、バ リ島のガムラン
と共に仮面や芸能 に使 う道具を展示す る工 夫を確認す ることがで きた。 このような展示は、楽
器単体 ではな く、一つの芸能を構成する要素 としてガムラン楽器を捉 えているか らこそ、なさ
れているものであると考 えられるのである。
一方、活用 に関 しては多 くの施設 でガム ラ ン楽器の演奏がなされてお り、頻繁に行われてい
ると言える。ガムラ ン楽器活用の一例 として、 ソノブ ドヨ博物館 における演奏が挙げ られる。
先述 の とお り、 この博物館 の楽器展示 は乏 しいが、夜間にはワヤ ン・ クリッ トが上演 され、影
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絵 と共にガムラ ン楽器の演奏 を鑑賞す る ことがで きる。 ソノブ ドヨ博物館 におけるワヤ ン・ ク
リットの特徴 として、前後左右 の どの角度か らで も自由に見学 で きるため、表側 か ら影絵 を楽
しむことも、裏か ら影絵 を動かす人の動作や ガムラ ン楽器の演奏、歌 い手 の様子 を見るこ とも
可能である点が挙げ られる。表側 に映 し出される影絵 の物語 を来館者 に追わせ るのみならず、
影絵 やガム ラ ンといった伝統芸能その もの を直接味わえる工夫がなされてお り、来館者 は 自分
に合った鑑賞方法 を取 ることがで きる。 この ように、 イ ン ドネ シアの文化 に疎 い観光客等 も理
解 で きる上演形態 となってい るのである。また、博物館 ではない ものの、ガム ラ ンの演奏 を行っ
てい る施設 としてジヨグジャカル タのクラ トンが挙げ られる。ガム ラ ンは先述 のとお り、王宮
を中心に宮廷音楽 として発展 した背景があ り、 クラ トンはまさにガム ラ ン音楽が脈 々 と受け継
がれて きた中心地 と言えるのであ る。クラ トンでは王宮 の歴史を示す展示が行われているが、
それ とは別 に、現在で も広大な王宮内各地にガムラン楽器が置かれている。これ らの楽器 は展
示を目的 とした ものではな く、演奏 を目的 とした ものである。その うち、毎 日決 まった時間に
演奏 の行 われる箇所があ り、そ こではガム ラ ン演奏 と共に伝統的な歌が歌われる。 ここでは、
演奏を実際 に日にす ることがで きるため、演奏者 の編成や動 きも確認す る ことがで きるのであ
る。 しか し、演奏時以外 は楽器が 陳列 されてい るだけで説明 もなされてい ないため、見学者が
楽器 について学ぶことは不可能である。 この他 にも、演奏会はジャワ島中部のジョグジャカル
タ、スラカル タを中心 に頻繁 に行 われてい る。
これまでイ ン ドネシアにおけるガムラン楽器の展示 と活用 についてそれぞれ説明 したが、展
示す る施設 と演奏 を行 う施設 とに大別 されることが分かる。各地 のガムラン楽器 に詳細な説明
の記 されたキャプションを付 しているジャカル タ国立博物館において も、展示資料 と文章の視
覚 のみ を使 う展示が行 われてお り、実際 に楽器 の音色を楽 しむ聴覚 を使 う展示 は行 われていな
いのが現状 である。 また、 ガム ラ ン楽器 の演奏 を行ってい るソノブ ドヨ博物館 において も、楽
器展示 は入日付近 でわずかに行 われているのみである。更 に、楽器 の演奏 は、1専 物館 の閉館後、
同 じ敷地内の別の建物内で行 われてお り、展示 と活用を同時に感 じることは難 しい。それ故、
活用 と展示を一体化 した施設はイ ン ド不シアにはほとんどない と言えるのであ る。

5

まとめ
以上の ような展示形態 の差異が、イ ン ドネ シアと日本では確認で きる。 イ ン ドネシアと日本

のガム ラ ン楽器展示 を比較す ると、イ ン ドネシアの展示 は雑然 とした ものが多 く見受け られる
ことが分かる。一 方、 日本 の展示 では雑然 とした配置 はあ ま り見 られない ものの、バ リ島、
ジャワ島の計 1〜 2種 類 の展示 が行 われるに留 まってお り、 ジャカル タ国立博物館 で見 られ
たバ ンジャルマ シ ンのガムラ ン展示等、他 の島 々の民族音楽楽器の紹介 はなされていない現状
がある。
しか し、 イン ドネシアは野外博物館内 に宗教施設 を複数有 してい るタマ ン・ ミニ・ イ ン ドネ
シア・ イ ンダーの例 に象徴 されるように、生 まれた時点か ら人 々は厚 い信仰の中 に身 を置いて
お り、 ガムラ ンを含めた伝統文化 もイン ドネシア人のア イデ ンテイテイの根本を形成する一部
として、幼少期か ら心に根付 いてい るのである。故に、雑然 とした展示 であっても、イ ン ドネ
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シア人はそ こか らガム ラ ンの本質を感 じ取る ことは困難ではないのではないだろ うか。 工官 に
ガムラ ンを配置するとい う発想に関 して も同様 であ り、現地の人 々にとってそれ らは見せるた
めの ものではな く、王宮文化に根付 く彼 らのアイデ ンティテ ィの証明であ り、装飾 としての意
味合い もそ こには含 まれているのではないだろ うか。 ガム ラ ン楽器 はメ ンテナ ンスを必要 とし
ないため、雑然 と配置す るこ とは、音 の変化 を楽 しむとい う本来の特徴 を活か してい ると言え
るのか もしれない。
しか し、それは一方で大 きな弊害を生 じさせることになる。 ジャカルタ国立博物館 やジ ョグ
ジャカル タの クラ トン等が観光名所 として確立 されている現在、 イ ン ドネシア文化に関する知
識 を有 さない来館者へ 向けた展示 を行わなければ、来館者 はい くらイン ドネシア文化 を象徴す
る資料 であ って も、理解す る ことは困難である。博物館 は本来、如何なる知識層 の来館者 であっ
て も理解 で きる展示を目指すべ きであ り、イ ン ドネシアではその手法 に関する研究が遅れてい
(5つ

る現状があ る

のである。その一 方で、 イ ン ドネシア人のアイデ ンティティを形成す る文化

を理解せずに、彼 らのガム ラ ン展示手法 を一方的に批判することは大 きな危険を伴 う点 も、心
に留 める必要があ る。つ まり、その地域 の人 々の文化を理解 した上で、その展示を評価 しなけ
れば、真 に理解 したと言えない とい う点 も留意すべ きなのである。
一方 、我が国で展示 されてい るガムラ ン楽器 は種類が僅少 であ り、イ ン ドネシア国内の地域
間差異 を窺 うことは難 しい。 また、 ガム ラ ン楽器の生演奏を鑑賞する機会はほとんど得 ること
がで きない。 ガムラン楽器の本格的演奏 を行 うには少な くとも10人 程度の奏者 を編成 しなけれ
ばならず、我が国でそれを行 うのは困難 と言える。 しか し、黒澤 の考えていた東洋各地域 の音
楽舞踊団 を作 り、年一度 はこれ らの芸術 を一通 り聞けるようにす る構想のように、頻繁 でな く
とも定期的に民族音楽が公衆の耳 に触れ られるような仕組 みを構築す ることは必要なのではな
いだろうか。それにより、展示 のみでは不十分であった箇所 を補 い、 ガムラ ン楽器 についてよ
り具体的に理解す ることが可能 となるのである。
我が国 における理想 の展示 は、イ ン ドネシアのように頻繁にガム ラ ン演奏 を行 うことは不可
能であ るが、定期的 に演奏会を開催 し、その上で、 ガムラン楽器 を展示す る手法 であ る。今 日、
映像や音声 を使用 した音楽資料の展示 も多 くの博物館 で行 われてい る。 しか し、民族音楽資料
はその性 質上、宗教性、文化性等多様 な側面が背景に隠されてい る。それ らを読み解 くために
は、映像 や音声のみに頼 るのではな く、来館者が生演奏 を聞 き、音 のみ ならず奏者 の動 きや服
装等、地域文化 にも触れることので きるような、臨場性 のある学際的視点 による演奏会 の実施
が求め られるのである。展示 に関 しても、楽器 のみ ならず、影絵 に用い る人形や仮面等、 ガム
ラ ンと密接 に関係する資料 も配置す ることが肝要である。更に、イ ン ドネシア各地域 の楽器 を
展示 し、そ こか らイ ン ドネシアの民族多様性 を感 じ取る ことので きる展示 も求 め られる。それ
こそが、音楽 を切 り日として、 イ ン ドネ シアの文化その もの を学ぶ ことので きる理想の展示形
態 と言 えるのであ る。
本稿 ではガム ラン楽器 に対象 を絞 り、考察 を行 ったが、 これは他 の民族楽器 に関 して も同様
に言 える ことであ る。1つ の展示か ら、あ る地域の文化芸能、生活形態 まで もが表出す るよう
な展示 を行 うことで、その文化 の特殊性 、あるい は 自 らの文化 との類似性 を発見で きるのであ
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る。 この考 え方 は、 昭和 17年 に今開が提案 した「博物館 で 占領地 に 関す る展示 を行 い 、 同 じ東
158)と

洋 の 文化 圏 として、 日本 との類似性 を見出そ う」

ぃ う思考 に通 ず る点 が あ る。 軍国 主 義 的

背 景 が排 除 された現在 だか らこそ、 この 考 え方 の うち参考 にで きる点 を抽 出 し、1つ の切 り口
か らあ る地域 の文化性 を見出せ る展示 を意識す べ きで はない だろ うか。

おわりに
現在 の音楽博物館 では、「民族音楽的な観点 に立って企画 されてい る展示 を見る時、殆 どの
159)と
ぃ う事態が
場合その楽器が使用 されてい る地域の民族 の音楽 を感 じ取 る ことがで きない」
発生 している。民族音楽楽器 に関 して、イ ン ドネンアのガムラン楽器の事例 を紹介 したが、現
地では博物館 にお ける活用 は積極的 に行われてい ない現状があ る。 また、 ガムラン楽器 自体が
元来、経年 による劣化 により音律が狂 って も、多少 のことは妥協 して演奏 される特性 を有 して
お り、 イ ン ド不シアの人 々の国民性 も相侯 って、楽器が博物館内に雑然 と置かれ、場所 によっ
ては長年手入れされずに埃が溜 まっているとい う状況 も散見で きた。 このように、イ ン ド不シ
アの博物館 の展示環境 は日本人の視点では劣悪 と思える状態 ではあ るが、ガムラ ン楽器 を展示
物 として特別視す るのではな く、心 の中に脈 々 と受け継 がれてきた伝統 としてイン ド不シアの
人々が考 えてい るのであれば、意図な く雑然 と配置す ることにこそ、意図があるとも言える。
現地の人 々の考えの背景 にある文化 を知るためにも、我が国では、1つ の楽器展示か ら誰 もが
その地域 の文化 を垣間見ることので きる仕組みが必要 となるのであ る。
註
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中華人民共和 国 にお け る「博物館管理規則」
The museum management rules of China

落合

広倫

OCHIAI Hiromichi
はじめに
中華人民共和国 には、文物保護法 とい う文化財 に関する親法が存在 し、文化財全般 に関す る
事項 を規定 している。その文物保護法か ら派生 している法規が、本稿 で取 り上 げる博物館管理
規則 であ り、我が国の博物館法 にあたる法規 であると認識するものである。博物館管理規則は、
2005年 12月 22日 に中華人民共和国文化部閣僚会議を通過 し、2006年 1月 1日 よ り施行 された規

則であ る。
筆者 は我が国の博物館法及 び関連法規を研究 の対象 としてお り、それには諸外国の博物館関
連法規を比較研究す ることが重要 であると考える。本稿 は歴 史的 に も文化的にも緊密 な関係 を
有す る中華人民共和国の博物館関連法規 を取 り上 げ る。 また、当該規則が陳西省西安の博物館
運営にどの ように反映 されてい るかについて、映西省西安 にお ける博物館 イ ンター ンシップに
おける調査か ら考察 を試みる。
以下に、本規則全 二十二条 を邦訳す る。

1

中華人民共和国「博物館管理規則」
博物館管理規則
中華人民共和国文化部令 (第 35部 )
第一章 総則

第一条
本規則 は、中華人民共和国文化財保護法、中華人民共和国文物保護実施条例、公共文化体育
施設条例、事業単位登記管理暫行条例 、非民間企業単位登記管理暫行条例等 の関連法規 に基づ
き、科学的発展 の徹底的な実行、規範博物館 の管理活動、博物館事業の発展 を促進す るために
制定す るものである。
第二条
本規則 の博物館 とは、文化財行政管理部門の審査、法 人資格取得 のための関連行政部門の承
の
認 を経 て、人類 の営 みや 自然環境 の重要な遺物 を収集、保存、研究、展示 し、公共、非常利
社会奉仕団体 を目指す もの を指す。
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公立博物館 を確 立す るために情報やその他 の資産、標本、国有文化財 を主に使用、あるいは
使用す る。
公立でない博物館 を確立するために情報やその他の資産、標本、非国有文化財 を主に使用、
あるいは使用す る。
第三条
国の支援 と博物館事業 の発展は、個人、法人、その他 の団体の博物館設立を奨励す る。県単
位 以上の人民政府 は、国民経済や社会発展計画 と同 じ水準で博物館事業経費 を組み込 まなけれ
ばならない。
博物館 の数、種類、規模、配置 は、国家経済 と社会の発展 レベ ル、文化、その他 の状況や公
共性、文化的ニーズ を統合 し最適化 された構成 に基づいている必要がある。
そ して、優先順位は博物館分野の未開拓 を具現化 し、業界の特性、ある特定 のテーマの地域
特性 を反映する博物館 を奨励するために設立 された。
第四条
国家 は国の発展 を促進する博物館 の開発、多方向な資金調達 に関連 した文化産業 を奨励する。
博物館 は合法的 に権利 を取得す るために法律 に従 って寄付 や収蔵品の受け入 れ、購入 を広 く
募 り、税制優遇措置を享受 しなければならない。
第五条
博物館 は社会的 に有用な科学技術、文化的知識、思想、道徳の普及のため社会教育機能を果
たすべ きである。
博物館 を訪問す るときまたはその他 の活動 をするときには、博物館施設、展示品、周辺環境、
公共秩序 を遵守する必要がある。
第六条
国務院文化財行政部門は国立博物館 を担 当す る。
県単位以上の地方文化財行政部門は、当該行政区域内の博物館 を実施監督、管理す る。
第七条
県単位以上の文化財行政部門は、段階を踏んで博物館業界組織 の構築 と業界組織活動 の指導、
当該地区の博物館 を分類管理 し等級に分けるべ きである。
第八条
県単位以上の文化財行政部門は、当該区域 の博物館事業 を際立たせ ることに貢献 した機関、
団体、個人に表彰あ るいは奨励 を与えるべ きである。
第二章 博物館設立、年度検査終了
第九条
博物館設立を申請する場合 は、以下の条件 を具備 しなければならない。
(一 )館 の所在地 を定め、展示室、倉庫、文化財保護技 術室 を置 くこ と、そ して展示面積 に適
応 した展示 スケールであ り、程 よ く大衆に開かれた展示環境 を備えていること。

(二

)博 物館 を運営す るために必要な資金 を備えてい るこ と。
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)博 物館 の 日的に合致する一定数量 の収蔵品お よび研究資料を備 えてい ること。
(四 )博 物館 の 目的に合致する専門技術 ス タッフを備 えて い ること。
(五 )国 で定 めた安全な消防施設を備えてい ること。
(六 )民 事責任 を自力で負担で きる能力を備えてい ること。
(三

第十条
省単位 以上の文化財行政部門は、当該区域内における博物館設立の審査業務責任 を負 う。
一般的に博物館 の名称 に「 中国」、
「 中華」、「国家」等の文言 を付けてはならない。特別な状
況で「中国」等の文言が必要な場合には、国務院文化財行政部門中央機関編制委員会事務室の
審査 と承認が必要である。
公立でない博物館 の名称 には「中国」等 の文言を付けてはならない。
第十一条
博物館設立を申請す る場合 には、当該博物館 の所在地が属する県単位 の文化財行政部門の予
備審査の後、以下に列挙する資料を省単位 の文化財行政部門に提出 しなければならない。

)博 物館設立 申請書
(二 )施 設所有証明あ るい は使用許可証明
(三 )資 金保有証明あるい は資産調査報告
(四 )収 蔵品のカタロ グ及びそ の法的な情報説明
(五 )展 示展覧要綱
(六 )担 当法定代理人の基本情報及び身分証明
(七 )専 門技術管理 ス タッフの証明資料
(一

公立ではない博物館設立を申請す る場合には、同時に博物館規定草案 も提出 しなければなら
ない。規定草案 には以下に列挙す る主要な項 目を含 まなければならない。

)博 物館 の 目的及び収蔵品の基準
(二 )博 物館理事会、取締役会あ るい はその他 の意思決定機関、人員構成、任期、議事規則等
(三 )出 資人 は金銭的な見返 りを求 めないこ と
(四 )博 物館が閉館 したときの所蔵品の処分方法
(五 )規 則改正手続
(―

第十二条
省単位 の文化財行政部門は、博物館設立申請資料を受領 してか ら30営 業 日以内に審査意見を
出さなけれ ばならない。審査が通 れば、国務院文化財行政部門の主管部門へ報告す る。
審査が通 らなければ、書面 でその理由を説明 しなければならない。
博物館設立の審査承認の後、申請 人は審査意見及 び申告資料 を持って関連行政部門に博物館
の法人取得のための 申請 をしなければならない。
博物館 は法 人資格を取得 してか ら6カ 月間は一般開放 しなければならない。
本規則が施行 される前 に承認 された博物館 は、本規則が施行 されてか ら6カ 月以内 に省単位
の文化財行政部門に、本規則第十一条第一款規定 (第 一項 を除 く)の 全ての資料 を提出 しなけ
ればならない。公立ではない博物館 の場合 は、同時に博物館規則 も提出 しなければならない。
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第十三条
博物館 の建築設計 は、国や関連す る業界 と合致す る基準 を標準化 しなければならない。
博物館建築 では、各館独 自な方法ではな く、陳列展覧エ リア、収蔵品倉庫 エ リア、文化財保
護技術 エ リア、公共サービスエ リア、事務室エ リア等に区分すべ きである。
第十四条
公立博物館建設計画 は、所在地 の省 単位文化財行政部門組織 に場所 を実証するために提 出し
なければならない。
第十五条
博物館 は毎年 3月 31日 前に所在地の県単位 の文化財行政部門に一年間の事業報告 を提出 し、
年次検 査を受けなければならない。事業報告 の内容 は、事業が法律やその他 の規則に基づいて、
所蔵品、展覧、人員 と組織 の変動状況及 び社会教育、安全管理、財務管理等が行 われてい るも
ので なければならない。
市 (県 )単 位 の文化財行政部門は毎年 4月 30日 前に、前年度の 当該行政区域内博物館年度検
査 の初期段階意見を省単位 の文化財行政部門に提 出 しなければならない。省単位の文化財行政
部門は毎年 5月 31日 前 に、前年度の当該行政区域内博物館年度検査状況の審査 を実施 し、国務
院文化財行政部門主管部 に提出 しなければならない。
第十六条
博物館 の名称、所在地、所蔵品、基本的な陳列及 び博物館 の規則等重要事項 に変更が生 じる
前 には、省単位の文化財行政部門に審査を申 し込 まなければならない。
博物館 の法定代理人 に変更が生 じた場合には、変更が生 じてか ら10日 以内に省単位 の文化財
行政部門主管部 に報告 しなければならない。
第十七条
博物館 を閉館するときは、省単位 の文化財行政部門に出向いて閉館 申請 を提出 し、及び所蔵
品の処分方法 について主管文化財行政部門の指導を受け、博物館 の資産整理作業を完遂 しなけ
ればならない。
省単位 の文化財行政部門は閉館する博物館 の 申請及 び所蔵品の処分方法案を受理 してか ら30
営業 日以内に審査意見 を出さなければならない。所蔵品の処分方法が法定通 りであれば閉館が
許可 される。所蔵品の処分方法が法定通 りでなかった場合、それを改めさせた後 に許可する。
関連行政部門は、省単位 の文化財行政部門の審査意見 によって博物館の法人資格 の取 り消 し手
続 きを執 り行 う。
第十人条
公立博物館が閉館するときは、その所蔵品があった場所 によって省単位 の文化財行政部門が
指定する公立博物館 に引 き取 られる。
公立でない博物館が閉館するときは、その所蔵品 は法律規定に基づいて許可 され、法律規定
に基づいて流通 される。法律 に基づいて流通で きない所蔵品 に関 しては、他 の博物館 に譲 り渡
さなければならない。寄贈品を受け入れる場合は、それを寄贈 した人に知 らせてか ら他 の博物
館 に収蔵 されるべ きである。
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第三章

所蔵品管理

第十九条
博物館 の所蔵品の収蔵、保護、研究、展示等は、法律 に基づいて関連の規則制度を確 立 し、
所在地がある県単位 の文化財行政部門主管部に報告 しなければならない。
博物館 は所蔵品を安全な設備 と施設 によって保障 しなければならない。博物館 に所蔵 されて
いる一級文化財や壊れやすい貴重な文化財 は、倉庫や専用 の場所 で責任者の もとに保管 されな
ければなれない。
第二十条
博物館 の所蔵品 は、法律 に従 って帳簿 と各所蔵品 ごとの保存書類 の作成手続 きをとらなけれ
ばならない。
法律 によって収集、購入、交換、寄贈、分配 された博物館の所蔵品 は登記人に よって30日 以
内に帳簿を作成 しなければならない。
第二十一条
合法的に公立博物館か ら所蔵品を譲渡、交換、借用 し、博物館 は対外的に実物 を提供 し技術
的育成行 うこ とがで き、それに伴 う理 にか なった補償を受けられ る。補償金の額 は、所蔵品の
保管、修復、研究、展示等で博物館 に実際 にかかった費用 を考慮 して決め られる。公立博物館
の所蔵品の分配、交換、借用申請書類には、理にかなった補償計画が取 り込 まれていなければ
ならない。
第二十二条
博物館 の収蔵が標準的ではな く、あるいは腐食や損傷等 の理由によって所蔵品の価値を継続
することが出来な くなった場合 は、博物館 または特定専門家委員会 の査定の後 に承認 されれば、
省単位 の文化財行政部門に所蔵品保有の終了申請を出す ことがで きる。
所蔵品保有終了申請書 には、博物館 が もう収蔵 しない とする所蔵品名称、数量、収蔵で きな
くなった理 由、関連す る所蔵品のファイルの コピー を含む必要がある。
第二十三条
公立博物館 の所在地がある省単位 の文化財行政部門は所蔵品保有終了申請書 を受理 してか ら
30営 業 日以内に専門審査委員会 を立ち上げなければならない。専門審査 委員会 の審査 に通 らな

かった場合は、所蔵品保有終了手続 きは停止 される。
専門審査委員会の審査が通った ときは、省単位 の文化財行政部門は国務院文化財行政部門 と
関連す る省単位の文化財行政部門の職員公式サイ ト上に関連資料を30営 業 日公示 しなければな
らない。 この期間に他 の国の文化財 を収蔵する博物館が関連の所蔵品 を受け入れたい場合 は分
配、交換等 の方法 による。 この期間に他 の国の文化財 を収蔵する博物館が関連 の所蔵品 を受け
入 れない場合 は、省単位 の文化財行政部門に よる処分がなされる。承認 と実施 のため処分計画
を国務院文化財行政部門 に提出 しなければならず、また、処分で得た収益 は博物館事業の発展
のために使 わなければならない。公立博物館 は保有 を終了す る所蔵品の特定書類 を作成 し、併
せて省単位 の文化財行政部門主管部に提出 しなければならない。 この特定書類 は75年 以上保管
しなけれ ばならない。

―

l11‑

中華 人民 共和 国 にお け る「11,物 館 管 理 規 則」

第 二 十 四条
公立 で ない博物館 が所蔵 品 の保 有終 了 申請 をす る場合 、理 事会 や取締役会 そ の他 の 意思決定
機 関 の 書面 に よる意見書 が必 要 である。 博物館 の所 在地 があ る省単位 の 文化 財行政部 門は この
申請 を受理 してか ら30営 業 日以内 に所蔵品 の保有終 了 を許可す るか 否 か を国務 院文化 財行政部
門主管 部 に報告 しなければな らない。
第二 十五 条
博物館 は 自館 の所 蔵品 を基 礎 に して関係す る専 門 の 学科 と応用技術 の研 究 を展 開 して、業務
活動 にお ける学術 内容 を高め、長期 人材育成 を促進 させ るべ きであ る。博物館 は所蔵 品 の安全
性 を前提 に、外 部 の 職員 に研 究 のために 自館 の所蔵 品 を提 供す るべ きであ る。

第四章 展示 とサ ービス
第二十六条
博物館 で陳列展覧会 を催す ときは、以下の原則 を遵守 しなければならない。
(一

)自 館 の特質が所蔵品の特色、地域特性 と適応 し、 よ り高 い学術や文化内容を含 んでい る
こと。

(二

)理 にかなった現代技術、材料、工芸や表現手法 を使用 し、統一の とれた形式 と内容に達
していること。

(三

)展 示品は原則 オリジナルの もので なければならず、当時の歴史の様子 を再現するように
し、 レプ リカを使用す る場合 にはその 旨説明す る必要があ る。

(四

)展 示室には、標準的な安全技術に合致 した防備装置 と自然災害か ら展示品を守 る機能が
なければならない。

)文 字説明 によるキャプションと解説を一般に公開する こと。
(六 )迅 速に陳列展覧会 の宣伝活動を正確 に斬新な形 で行 うこと。
(五

第二十七条
博物館 は、活発 な教育 と社会奉仕活動、積極的な地域文化 の構築 に参加す る目的に基づいて
様 々な形式 で 自館 を展開 し結 び付ける必要がある。博物館が映画、テレビ、録画製品、出版物
やイ ンター ネッ ト等 を利用 して所蔵品の知識普及、陳列展覧会の成果を広めることを奨励す る。
第二十八条
博物館 を一般 に開放す るときは、以下の規定を遵守 しなければならない。

)営 業時間のお知 らせ :も し変更が生 じた場合は、7日 前 に知 らせ ること。
(二 )営 業時間は一般 の仕事、学校、休 日とうまく調整するべ きである。 法律が定める祝 日、
(―

学校 の夏休 み、冬休み期間は営業時間を延長すべ きである。
(三

)正 当な理由がない限 り、公立博物館は年間の営業期間が 10カ 月を下回 らないこと、公立
でない博物館 は 8カ 月を下回 らないこ と。

第二十九条
博物館 は、入場料免除制度 を次第 に構築 し、社会に布告 していかなければならない。
公立博物館 は未成年 の団体訪間、高齢者、障害者、現役軍人等 の特別なグルー プの入場料免
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除制 度 を実 施す る。

第五章

附則

第三十条
博物館 の文化産物品に関す る研究開発、科学文化知識普及、専門育成 開発、科学技術成果の
有料形式の イベ ン トヘ の譲渡を奨励する。
第三十一条
博物館 が本規則に違反 し、その経緯 が重大 である場合 は、所在地の省単位 の文化財行政部門
は審査同意意見を撤回 し、 関連行政部門は博物館の法人資格 を取 り消す。
博物館がその他の法律法規に違反 した場合 は、関連する法律法規 によって処罰 される。
第三十二条
本規則 は2006年 1月 1日 よ り施行する。

2

「博物館管理規則」 の検討
以上の如 く、中華人民共和国の博物館管理規則 を邦訳 した結果、我が国の博物館法 との類似

点 と相違点を確認することが出来た。先ず、全体的な法律体系 として「総則」 を筆頭 に構成 さ
れている、所謂パ ンデクテ ン方式 を用 いていることか ら、本規則が ドイツか ら日本、 日本か ら
中華人民共和国へ と継受 された法体系 であると考え られる。 したがって、本規則 の内容は、我
が国の博物館法 と大枠 の体系が類似 したもの といえる。 しか し、具体的な内容に至っては、 多
くの相違点がある ことを確認で きた。 このような観点か ら、主要な論点 に絞 って考察を加える。

(1)章 題について
中華人民共和国の博物館管理規則 と我が国の博物館法が法体系 として類似 していることは上
記の通 りであるが、その具体的な章題についてはそれぞれの国で相違があ る。
先ず、中華人民共和国の博物館管理規則 では、第一章 「総則」、 第二章 「博物館設立、年度
検査終了」、第二章「所蔵品管理」、第四章 「展示 とサ ービス」、第五章「附則」 とい う章立て
がなされてい る。一方、我が国の博物館法 は、第一章「総則」、第二章「登録」、第三章「公立
、 第五章「雑則」 となっている。
博物館」、第四章「私立博物館」
中華人民共和国の博物館管理規則第四章 の「展示 とサービス」 とい う項 目は我が国の博物館
法 にはない ものであるё博物館 における展示のあ り方や展覧会の広報活動にまで条文で明記 さ
れてい る点 は注 目すべ き点であろ う。 この点 は、 中華人民共和国の博物館政策が一層大衆 に向
けられたものであると同時に、博物館をより身近なもの に して市民の文化 レベ ル向上を図 りた
いとい う意図が感 じられるものである。実際、西安 での滞在中 に感 じた ことであるが、一般 市
民 にとって博物館 は決 して身近なものではな く、お金 を払って博物館 に出向 くとい う人は研究
者な どの専門的な目的がある人や比較的裕福 な人が多 いのが現状 であった。一方、我が国の博
物館法第五章「雑則」 (博 物館相当施設)に 関す る内容 は中華人民共和国の博物館管理規則 に
は存在 しない。 この規定 は登録博物館 になれない博物館 を何 とか博物館 として認めさせ よ うと
い う趣 旨であ るが、 これは昭和26年 (1951)制 定か ら大 きな改正がなされていない我 が国の博
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物館法 な らではの規 定 で あ る。 したが って、 博物館相 当施設 の よ うな博物館 の 定義 を曖味 に し
て い る本規定 は他 国 に誇れ る もの とは言 えな いであろ う。

(2)理 念 につ いて
中華人民共和 国 の博物館 管理規則 に よる と、中華人民 共和 国 の博物館行政 は教 育推進、文化・
科学的技術 の 普及 を主 な 目的 に掲 げ て い る。 一方 、社 会教育法 か ら派生 して い る我 が 国 の博物
館法 も国民 の教育、学術及 び文化 の発展 に寄与す るこ とを 目的 として い る点 にお い て大 まか な
理念 は 同 じとい える。 しか し、両 国 にお い て もこの理 念が実現 で きて い るか とい う点 につ い て
は、 また別 の 問題 で ある と考 える。

(3)博 物館 の定義 につ い て
中華 人民 共和 国 の博 物館 管理規則 と我が 国 の博 物館 法 ともに、 法律 の 定 め る手続 きに従 って
博物館 の 法人資格 を取得 し、歴 史・ 自然等 の 資料 を収 集、保存 、研 究、展示す る とい う定義、
さらに公立博物館 と公立で な い博物館 の違 い につ い て 明記 して い る点 で 同 じであ る。 我が 国 の
博物館法 で は、博 物館 の 定義 と並 列 して博物館 資料 の 定義 に も触 れて い るが 中華 人民共和 国 の
博物館管 理規則 には存在 しない。

(4)設 立につ いて
博物館 の 設 立 ・ 登録要件 につ い ては、 両国 で実務 的 な内容 は異 な る ものの 、 申請 か ら所 管 の
審査 を経 て登 録 が 認 め られ る とい う点 で概 ね合致 して い る。

(5)取

り消 し

博物館事業等 に過失や 不備 が あ った場 合 の博物館 の 法人資格 や登録の取 り消 しにお い ては、
両国 で基 本的 に同 じであ る。

(6)廃 止・ 閉館
博物館 を自主的 に 開館す る場 合 の 申請 につ い ての条文 は両 国 と もに存 在す る。 しか し、 閉館
後 の所蔵 品 の 処分方法 につ い て事細 かに規 定 して い る点 で 中華 人民共和 国 の博物館管理規則 は
一段 階進 んで い る とい う印象 を受 け る。 と りわ け、公立で な い博物館 の所蔵 品 の処分 に対 して
も条文で規定 されて い るこ とは注 目すべ き点 で あ る。 この背景 には、 中華人民 共和 国が 自国 の
文化財が海外 等 に流 出す る ことを強 く危惧 して い る こ とが 考 え られ る。

(7)博 物館職員 につ い て
中華人民共和国では我が国の ような学芸員制度 は存在 しない。 したがって、博物館 には、本
規則第九条 にも明示 されているような専門技術 ス タッフ と呼 ばれる人員を置 くことになってい
る。 これはあ くまで公立の博物館 の事例 であ り、私立博物館 にお いては各 々の裁量に任 されて
い るのが現状 である。公立博物館 においても、明確な学芸員制度が存在 しないこ とか ら、適切
な人員配置がなされてい るかは定かではない。 しか し、中華人民共和国の博物館管理規則 と我
が国の博物館法における職員の配置に於ける大 きな相違点は、条文 の文言にみ られる。 中華人
民共和国の博物館管理規則では、専門技術 ス タッフは博物館設立のために必ず配置 しなければ
ならない と明示 されている。一方、我が国の博物館法第四条第一項 では「博物館 に館長を置 く」
また、第三項では「博物館に、専門的職員 として学芸員を置 く」 とあるが、これは決 して必須
事項 とは捉 えられてい ないのが現状 である。すなわち、せっか く博物館職 員 に関 しての条文を
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設けてい るにもかかわ らず実際 に機能 してい ないのが現状 であ る。それ故、我が国では一部の
博物館 で天下 りや名誉職 として博物館 に勤務 している職員が問題視 されてい る。

(8)入 館料について
博物館 と入館料 の問題 は我が 国 に限 らず中華人民共和国において も一つの大 きな課題 である
こ とは間違 いないであろ う。そ して、我が国の博物館法 において問題 とすべ き点は多 々存在す
るが中で も最大の論点 は、第二十三条の入館料の規定であるとい って も過言ではない。本条に
よれば、
「公 立博物館 は、入館料その他博物館資料 の利用 に対す る対価 を徴収 してはならない。
但 し、博物館 の維持運営 のためにやむを得ない事情 のある場合は、必要な対価 を徴収す ること
がで きる。」 とされ、原則博物館 は対価 を徴収 してはならない と規 定 されて いる。 これは、博
物館が図書館や公民館 と同 じ社会教育施設 であることが示 されているのである。 しか し、現状
多 くの博物館 で入館料徴収が行 われてい ることを鑑みれば、法律が形骸化 していると言 わざる
を得ない。 これは前述 の通 り、昭和26年 に制定 された我が 国の博物館法が今 日に至るまで大 き
な改正が成 されなか ったことも大 きな原因である。
中華人民共和国の博物館管理法 では、第二十九条において入館料に関する規定があ り、公立
博物館 における入館料免除制度が定め られてい る。私立博物館 にお いては、各館 の裁量に委ね
られてお り、筆者がイ ンター ンシップを行 った西安 の民間博物館 では、学生は半額 とい う入館
料 システムであった。 したがって、公立博物館 のような入館料免除制度 はな く、身分証を提示
しても免除にならないために、軍人が入館せ ず に帰 る光景を頻繁 に目に した。 また、西安 の主
要公立博物館 は、外国人はパ スポー トを提示すれば入館料が無料になる制度があ り、滞在中は
何度で も見学 で きる とい う環境 であった。一方で、入館料が無料 であ りなが ら観光客や地元市
民 になかなか知 られてい ない博物館 が大学付属博物館 であ った。西安 の有名な大学 には博物館
が併設 されてお り、その レベ ルは我が 国や大韓民国 を上回る印象 であった。中で も、西安市内
にある西安建築科技大学 の敷地内 には、ジャ ンルの異 なる 5つ の博物館が設け られてい る。 い
ずれ も見学 は無料 であるが、大学関係者以外 にはほとんど利用 されてい ない とい う現状 であっ
た。資料 の質 ・量、博物館 の規模 ともに十分 であ り、かつ入館料が無料である大学付属博物館
の一般市民へ の普及 も今後の課題 といえる。
さらに、西安 で最 もレベ ルが高 い とされる公立博物館 の映西省歴史博物館 は、先着で一 日4,
000人 まで入場料が無料 になる制度が設け られてお り、多 くの市民 にとって開かれた博物館 と
なってい る。 したが って、開館前 か ら入場券 を求める人 々の長蛇 の列が出来 てお り、筆者 も入
館 までに40分 程度並 び入場 に至 った。 これ らの状況 をみる と、博物館管理規則第二十九条 で規
定 されてい る入場免除制度の構築が徐 々に実現 されつつ ある と思われる。加えて、同条後段 で
は入館料免除の対象者が明記 されてお り、実際の運用 も条文の規定通 りなされている観点か ら
すれば、我が国の博物館 のような法律 と実際の運用 との証酷 は無 い とい えよう。我が国の博物
館 も公立博物館 の入場料規定 を即時に見直す と同時 に、西安 のような独 自の入場 システムを積
極的 に導入 し、博物館行政を再考す る時期ではないか と考 える。
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おわりに
以上、中華人民共和国の博物館管理規則について述べ て きたが、 日本の博物館法 と概ねの構
成は同 じであるといえよう。 しか し注 目すべ き相違点 は、我が国の博物館法 にはない処罰規定
とい う法的要素が取 り入れ られてい ることである。我が国の博物館法 と実際の博物館運営 に配
酷が生 じてい る大 きな原因の一つ に、条文に明確 な処罰規定がないこ とが考 えられる。即 ち、
我が国の博物館法 において条文 の規定はあ くまで も努力義務規定 とい う捉 え方がなされ、法律
が求める理想 と現実の乖離が生 じてい るのであろ う。そ うい う意味 にお いて、中華人民共和国
の博物館管理規則が処罰規定を条文に明示 してい ることは我 が国の博物館法 よ リー歩踏み込ん
だ内容 に値す るもの と考え られる。
中華人民共和国における博物館関連法規 は、本稿 で取 り上げた博物館管理規則のような全国
共通の法規 を基に、さらに各地方 レベ ルの博物館関連法規が存在するため、今後はより細か く
実務的な内容を含 む地方 レベ ルの博物館関連法規 を研究課題 としたい。

付編

博物信管理 方法

第一章
第一条

恵ス」

力貫初落実科学友展双 ,規 疱博物信管理工作 ,促 逃博物竹事並友展 ,根 据 《中牛人民

共和国文物保折法》、《中牛人民共和国文物保折法実施条例》、《公共文化体育没施条例》、《
事並
単位登t己 管理暫行条例》和 《民亦非企並単位登t己 管理暫行条例》等相美法律法規 ,制 定本方法。
本方法所称博物信 ,是 指収蔵、保折、研究、展示人美活劫和 自然不境的見通物,姪 辻
文物行政部「]申 核、
相美行政部「]批 准汗可取得法人資格 ,向 公食升放的非菅利性社会服努机杓。
第二条

利用或主要利用国有文物、林本、資料等資産投立的博物館力国有博物億o
利用或主要利用非国有文物、林本、資料等資声没立的博物館力非国有博物館。
第三条

国家扶持和友展博物倍事並,鼓 励↑ 人、法 人和其他狙須没立博物億。

具級以上人民政府座当将博物館事立幼入本象 国民経済和社会友展規畑 ,事 並経費列入本吸財
政預算。
博物信的数量、神美、規模以及布局,成 当根据本地区国民姪済和社会友展水平、文物等資源
条件和公余精神文化需求,銃 寿兼願,伐 化配置。鼓励仇先没立填イト
博物信↑
]美 空白和体現行並
特性、区域特点的寺題性博物信。
第四条

国家鼓励博物倍友展相美文化戸並 ,多 渠道等措資金,促 述 自身友展。

博物信依法享受税収減免伐恵 ,享 有通辻依法征 集、殉采、交換、接受捐贈和凋抜等方式取得戎
品的杖利。
第五条 博物信庄当友揮社会教 育功能,侍 播有益子社会逃歩的思想道徳、
科学技木和文化知沢。
在博物館参双或升展其他活劫 ,庄 当受折博物信没施、展品和周辺不境,遵 守公共秩序。
第六条

国努院文物行政部 11主 管全国博物信工作。
具級以上地方文物行政部「]対 本行政区域内的博物館実施監督和管理。
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第七 条

具吸以上文物行政部 ￨￢ 庄 当促遊博物信行 並姐 須建没 ,指 尋行 並姐 須活劫 ,逐 歩対博物

館実行分吸 、分美管理。
第八 条

具級以 上 文物行政部 ↑
]対 友展博物館事 並倣 出突 出貢献 的机杓 、囲体或 企 人 ,庄 当給予

表彰或業励 。

第二章 博物館没立、年栓与然止
申清没立博物信 ,反 当具各下列条件

第九条

:

(一 )具 有固定的館址 ,没 置寺用的展庁 (室 )、

覧規模相道庄,展 覧7境 造宜対公余升放

庫房和文物保折技木場所 ,展 庁 (室 )面 秋与展

:

(二 )具 有必要的亦信資金和保障博物信透行的経費

:

(三 )具 有与亦竹宗旨相符合、一 定数量和成系銃的蔵品及必要的研究資料
(四 )具 有与亦倍宗旨相符合的寺並技 木和管理人員
(五 )具 有符合国家規定的安 全和消防没施

;

￨

:

(六 )能 鯵独 立承担民事責任。

第十条

省吸文物行政部「]負 責本行政区域内博物信没立的常核 工作。

国家"等 字祥 (筒 称 中国"等 字祥 ):特 殊情況
博物竹名称 一般不得冠以 中国"、 中牛
碗需冠以 中国"等 字祥的.成 由中央机杓編制委員会亦公室会同国努院文物行政部 1申核 同意。
"、

￨｀

非国有博物信的名称不得冠以

中国"等 字 祥。

第十一条 申清没立博物倍 ,座 当由億址所在地市 (具 )吸 文物行政部 1初 申后 ,向 省級文物行
政部「]提 交下列材料
￨｀

:

(一 )博 物倍没立 申清事

:

(二 )館 舎所有枚或使 用枚江明
(三 )資 金来源通明或強資扱告
(四 )蔵 品 目予及合法来源悦明
(五 )際 列展覧大綱

;

:

:

:

(六 )11人 任法定代表 人的基本情況及身分柾明

:

(七 )寺 並技木和管理人員的江 明材料。

申清没立非国有博物竹的,庇 同吋提交博物館章程草案。章程草案庇当包括下列主要事頂
(一 )亦 館宗旨及蔵品収蔵林 准

:

;

(二 )博 物館理事会 、董事会或其他形式央策机杓 的声 生方法、 人員拘成、任期、双事規則等
(三 )出

資人不要求取得経済回授的釣定

(四 )博 物倍然 止吋的蔵品処置方式

:

:

:

(五 )章 程修改程序 。

第十二条
見。中核

省吸文物行政部「]庄 当自収到博物信没立 申清材料之 日起 ∞ 企工作 日内出具申核意
報国分院文物行政部「]各 案。中核不同意的,反 当事面悦明理由。
同意的

,度

名申核同意没立博物竹 的,申 清人庄持申核意見及其他 申振材料 ,向 相美行政部 ￨]申 清取得博物
倍法人資格 。
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博物倍庄当自取得法 人資格之 日起 6今 月内向社会升放。
本方法実施前己批准没立的博物館 ,庄 当在本方法実施之 日起 6今 月内,向 省級文物行政部「1提
交本方法第十一条第一款規定的除 (― )項 之外的全部材料 ;非 国有博物館反同吋提交博物倍章
程。
分
第十三条 博物館的建筑没十成当符合国家和行並頒布的有美椋准和規た。博物館建筑庄当支」
力陳列展覧区、蔵品庫房区、文物保折技木区、公余服努区和亦公区等 ,相 対 自成系統。
第十四条 国有博物信建没工程的没十方案,庄 当扱情所在地省級文物行 政部「]姐 奴沿江。
第十五条 博物倍庄当予毎年 3月 31日 前向所在地市 (具 )扱 文物行政部「]扱 送上一年度的工作
振告 ,接 受年度栓査。工作扱告内容反当包括有美法律和其他規定的執行情況,蔵 品、展覧、人
員和机杓的変劫情況 以及社会教育、安全、財努管理等情況。
市 (具 )象 文物行政部 1成 当子毎年 4月 30日 前 ,将 上一年度本行政区域内博物億年度栓査的
初歩意見扱送省級文物行政部「]。 省吸文物行政部r]庄 当子毎年 5月 31日 前,将 上一年度本行政
￨｀

区域内博物館的年度栓査情況遊行申核 ,井 涯恵扱国芳院文物行政部「1各 案。
第十六条 博物竹的名称、倍址 、蔵品、基本陳列以及非国有博物倍的草程等重要事頂友生変更
前,座 当扱省級文物行政部 11申 核。
博物倍法定代表 人友生変更的,匝 当自変更之 日起 10日 内扱省吸文物行政部「]各 案。
第十七条 博物倍終止前,座 当向省吸文物行政部「]提 出然止 申清及蔵品込置方案,接 受主管文
物行政部 ￨]指 早.完 成博物館資産清算工作。
省吸文物行政部↑
]庄 当自収到博物信然止申清和蔵品処置方案之 日起 30↑工作 日内出具申核意
見。蔵品処置方案等符合法定要求的,准 予終止 :蔵 品処置方案等不符合法定要求的,責 令其改
正后准予然止。相美行政部 ,1根 据省級文物行政部「]的 申核意見,給 予亦理博物館法人資格注梢
登t己 手紋。
第十八条

国有博物館然止的.其 蔵品由所在地省吸文物行政部 1指 定的国有博物信接収。
￨｀

非国有博物館終止的,其 栽品属干法律規定可以依法流通的,允 杵其以法律規定的方式流通 :依
法不能流通的蔵品,庄 当韓■給其他博物館 :接 受捐贈的戒品,庄 当交由其他博物館収蔵 ,井 告
知捐贈人。
第二章

蔵品管理

第十九条 博物竹栽品的収裁、保折、研究、展示等,庄 当依法建立、健全相美規章制度,井 授
所在地市 (具 )扱 文物行政部「]各 案。
博物倍庇具有保障蔵品安全的没各和没施。信蔵一段文物和其他易損易杯的珍貴文物 ,庄 没立寺
庫或寺桓 井由寺人負責保管。
第二十条 博物鎗庇建立蔵品恵敗、分美照及毎件蔵品的楷案,丼 依法亦理各案手察。
博物館通通依法征集、胸叉、交換、接受捐贈和凋抜等方式取得的蔵品,庄 在 30日 内登記入蔵
品恵喰
第二十一条 依法凋抜、交換、借用国有博物億蔵品,取 得蔵品的博物倍可以対提供栽品的博物
信給予実物、技木、培ツ￨1或 資金方面的合理ネト
僕。ネト
僕数額的硝定,庄 当考慮栽品保管、修 夏、
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研究、展示等通程中原収栽博物信友生的実昧費用。凋抜、交換、借用国有博物館蔵品的申情文
件 ,庄 当包括合理ネト
僕的方案。
第二十二条 博物館不惨本竹政蔵林准,或 因腐敏損毀等原因元法修 夏井元墾奴保存枡値的戒品
姪本倍或受委托的寺家委員会坪借決定后 ,可 以向省吸文物行政部「]申 清退出館蔵。

,

退出館蔵申清材料的内容,庄 当包括似不再収戒的蔵品名称、数量和退出館蔵的原因,井 附有美
蔵品枯案夏制作。
第二十三条

国有博物信所在地省象文物行政部「1庄 当在収到退出倍蔵申清材料的 30企 工作 日

内,狙 須寺家委員会夏申。寺家委員会夏申未通辻的,終 止核蔵品的退出信蔵程序。
寺家委員会夏申通辻的,省 吸文物行政部日庄当将有美材料在国努院文物行政部日和有美省象文
物行政部 1的 官方円靖上公示 30企 工作 日。期同如有其他国有文物収減単位思意接敗有美蔵品
1｀

,

則以凋抜、交換等方式処理 :期 同如没有其他国有文物収蔵単位思意接収有美蔵品,ス 」
由省吸文
物行政部 11銃 一処置。処置方案扱国努院文物行政部 1批 准后実施,処 置所得資金庇当用子博物
￨｀

館事並友展。国有博物信庄当建立退出信蔵物品寺頂楷案,井 授省級文物行政部 1各 案。青項楷
￨｀

案庄当保存 75年 以上。
第二十四条

非国有博物館 申清蔵品退出館蔵,申 清材料厘附理事会、董事会或其他形式央策机

杓的弔面意見。
博物信所在地省象文物行政部 1座 当在収到 申清材料的 30今 工作 日内作出是否允
杵退出倍蔵的決定 ,丼 扱国努院文物行政部「]各 案。
￨｀

第二十五条 博物信庄当以本館蔵品力基拙.弄 展有美寺並学科及庄用技木的研究,提 高並努活
動的学木含量.促 逃寺並人オ的成長。在碗保蔵品安全的前提下,博 物信庄当力倍外人員研究本
倍蔵品提供便利 。
第四章

展示与服努

第二十六条 博物信挙亦陳列展覧 ,庄 当遵循以下原ス」
:

(― )与 本館性盾和任努相道 成 ,突 出信栽品特色、行 並特性和 区域特点.具 有較高的学木和文

化含量

;

(二 )合 理這用現代技木 、材料、工乞和表現手法,込 到形式与内容的和 i皆 銃 一

:

(三 )展 品庄 以原件力主,夏 原陳列度当保持房史原貌 ,使 用夏制品、物制品和哺助展 品庄予明

不

i

(四 )展 斤内具有符合林准 的安全技木防疱投各和防止展品遭受 自然損害的展出没施
(五 )力 公余提供文字悦明和 沸解服努

;

:

(六 )陳 列展覧的対外宣佑活劫及吋、准碗 ,形 式新穎。

第二十七条 博物信成当根据 亦館宗旨,結 合本竹特点升展形式多祥、生劫活波 的社会教育和服
努活動 ,秋 扱参与社 区文化建没。
鼓励博物信利用屯影 、屯祝、音像制品、出版物和 互朕図等途径侍播蔵 品知惧、際列展覧及研究
成果。
第二十八条 博物館対公余升放,庄 当遵守以下規定
同的,庄 当提前 7日 公告
(一 )公 告服努項 目和升放吋同 :変 更服努項 目和升放吋
:
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(二 )升 放吋同泣 当与 公食的工作、学コ及休困吋同相協凋

当遣当延長升放吋同

:法 定市仮 日和学校寒暑恨期同,泣

;

(三 )元 正当理由,国 有博物倍全年升放吋同不少子

10今 月,非 国有博物信全年弄放吋同不少子

8今 月。
第二十九条 博物鎗座当逐歩建立減免費升放制度,井 向社会公告。
国有博物信対未成年人集体参現実行免費制度,対 老年人、残疾人、現役写人等特殊社会群体
参双実行減免費制度。
第三十条

鼓励博物館研友相美文化産品,侍 播科学文化知沢,升 展寺並培洲、科技成果装■等

形式的有僕服努活劫。
第五章

附ス」

第三十一条 博物信達反本方法規定,情 市 重的,由 所在地省吸文物行政部「]撤 硝申核同意意
「
見 ,由 相美行政部「]撤 硝博物館法人資格。
博物館達反其他法律、法規規定的,依 照有美法律、法規的規定込罰。
第三十二条

本方法 自 2(Ю 6年 1月 1日 起施行。

参考文献
(1)『 博物館工作手冊』 2011陳 西省文物局 ・西安市文物局編集

(國 學院大學大学院博士課程後期 )
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論文】
【

占領期 イ ン ドネ シアにお け る博物館経営
Introduction
luseum Managernent during Japanese Occupation of lndonesia

福田

睦子

FUKUDA Mutsuko
はじめに
アジア・太平洋戦争中、 日本はイ ン ドネシアを 3年 5ケ 月に亙 り占領下に置 いた。
イ ン ドネ シアにおいての 日本の 占領 は、他 の東南 アジアの国 々 よ りも抵抗 は少な く、む しろ
歓喜をもって受け入れ られた。その理由は、17世 紀か らオラ ンダの植民地 とな り、長年独立を
果 たす ことがで きなか ったイ ン ドネシア人に、 日本 の大陸侵攻 はアジアの解放である とい うこ
とを知 らしめた事 に起因す るものであった。 日本に協力すれば一度は日本の 占領下 に置かれる
期間があっても将 来的 に独立を約束す ることを謳 い、 日本側につ くことがイ ン ドネシアにとっ
ては有利なもの と説明 したか らであった。長年 に互るオラ ングの植民地下で独立 の兆 しも見え
ず、 自力 での独 立は不可能だ と考えていたイ ン ドネシア人たちにとって、この働 きかけは魅力
的なものであ った。 しか し日本にとってイ ン ド不シア独立 とい う甘言 は建前 に過 ぎず、南方地
域 の 占領の 目的はあ くまで も資源 の獲得 であった。そのためイ ン ドネシアで 日本が行 った独立
に関連する諸活動 には、イ ン ドネ シア民衆を軍政協カヘ促す意図があ ったのである。 こ うした
思惑に沿 った占領地行政の諸政策 も結果的には日本の敗戦後、イ ン ドネシア民衆がオラ ンダを
相手 に独立闘争 を戦 い抜 き、独立 を勝ち取 る原動力 となったのである。
占領 されていた他のアジア諸国 と比べ 、最長の 3年 5ケ 月に亙 ってイ ン ドネシアにおいて軍
政が敷かれた理 由は、 イ ン ドネシア人が 当時 の情勢 を鑑み、独 立を日本 に頼 ろ うとい う気持ち
が非常 に強かった為 であった。逆に他 の東南 アジア諸国で一時的に軍政が敷かれ る も、終戦 ま
で 占領が続かなかった理由は、それ らの国 々で激 しい抵抗運動が頻発 し、資源 達 のための 占
,,日

領行政が うまくいかず、かえって統治に軍事力 を割かなければならな くな り、 日本がそれ以上
軍政 を敷 くことを諦めた為 で もあった。
イ ン ドネ ンア上 陸後、 日本軍が想像 していたよ りもはるかに早 くオラ ンダが降伏 した為、イ
ン ド不シア人の民族意識 を駆 り立てて、オラ ンダを排斥す る必要がな くなった。イ ン ドネ シア
を資源の供給地 として永久確保するつ もりでいた 日本軍は、独立運動を高揚 させていた当初の
態度 を急変 し、当然の如 く独立へ の道を阻む政策を とったのである。突然の方針転換 をして も
円滑 に占領政策を実施す る為 に、住民 の反発 を防 ぐような宣撫工作が必要 となった。その よう
な状況 の中、住民宣撫 に大 きな役割を果 た したのが宣伝班 であ った。宣伝班 は、様 々な活動を
通 してイ ン ドネ シア人を宣撫 し、占領政策 に協力 させたのであ る。
本稿 は、その中で も博物館 を利用 した宣撫工作 に焦点を当て、 占領期 の宣伝班 による博物館
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経営 の 実態 を明 らか にす る試み の一 端 を記す もので あ る。

1

イン ドネシア占領 の概要
イ ン ドネシアは1942年 3月 に日本 の 占領 が始 まるまでの間、オラ ンダ領東 イン ドネシアと呼

ばれ、350年 近 くに互 リオラ ンダの植民地 とされた。 イ ン ドネシアの統治 は、3つ の地域 に分
けられ、ジャワは陸軍第16軍 、スマ トラは第25軍 、その他 のボルネオ・セ レベ ス・小 スンダ列島・
西部ニ ューギニアなどは海軍が担当することになった。 イ ン ド不シアを陸軍 と海軍が主担任地
域 を分割 して、それぞれ軍政を実施 した背景 には、満州や支那において軍政 をめ ぐる陸海軍の
対立や権益争 いがあ り、南方 ではその衝突を回避 しようとい う考えがあった。 また、石油資源
が乏 しく大半を輸入に頼 っていた 日本にとって、独 自の石油 の供給地 を確保す ることは戦争 を
遂行 してい くうえで必要不可欠 な条件であ り、その新 たな供給地 として陸海軍 はイン ド不シア
に大 きな期待 を寄せていた。海軍 にとって南方 を占領す るとい うことは 目的ではな く作戦遂行
の一貫 であったので、最低限の戦力で作戦遂行 に必要な軍事施設や軍需物資の補給が で きる場
所 を確保 したいとい う考えがあ った。 このような海軍の思惑 の一方 で、陸軍 も大陸における作
戦へ専念す るとい う構想 があ り、またイ ン ドネシア付近 は広 い海域 にまたが り多 くの島嶼が点
在 してい るため、海上防衛などに海軍の艦艇 が不可欠であったのであ る。 この ような理由か ら、
開戦 には反対 であった山本五十六を中心 とす る海軍首脳部 は、南方進出を選 んだとされている。
以上の ような陸海軍の利害 の一致か ら、陸軍がジヤワや スマ トラなどの大陸に近 い島々を主
担任 とし、海軍が大陸か ら遠 く米豪 との戦 いの拠点 となるニューギニアや小 ス ンダ列島、 ボル
.1)。

ネオなどを主担任 とすることになった

1941年 11月 20日 、大本営連絡会議 にお い て南方占領地行政 の基本である「南方占領地実施要

領」が策定 された。実施要領の 占領地 に対す る軍政 の方針 は以下の通 りである。
「 占領地二対 シテハ差 シ当り軍政 ヲ実施 シ治安 ノ恢復、重要国防資源 ノ急速獲得及作戦
軍 ノ自活確保 二資ス 占領地域 ノ最終的帰属並 二将来 二対スル処理 二関 シテハ別二定 ムルモ
ノ トス」(2)
この方針を纏めると、軍政 の 目的が次の 3点 に集約 される。
・治安 の恢復
・重要国防資源 の急速獲得
・作戦軍の 自活確保
いずれの項 目にも、 イ ン ドネシアを独 立 させ ることが 目的であるとするものはなく、イ ン ド
ネシアの将来的な帰属 に関 しては「差 シ当 タリ軍政 ヲ実施」 とあるように、軍政を敷 き戦争遂
行 のみ を目的に上記 3点 の実行 を優先課題 とした ものであった。資源調達や労働力の確保、治
安整備 とい う目的を達成するために、 日本の アジア侵略の大義名分 をいち早 く浸透 させ、 占領
地の住民 の理解 と積極的な協力を得 ることが必要だったのである。 この役割 を担 うために作 ら
れた機関が宣伝班であった。 また、 日本当局は対 オラ ンダ民族運動 の指導者 を獄 中か ら解放 し、
流刑地か ら連れ戻 し、宣伝班 と共に活動 させる ことによ り、大衆 の宣撫や動員に際 して彼 らを
前面に押 し出 した。 イ ン ドネシア人民族主義者が表立って活動することを住民 に見せつ けるこ
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とで、 よリー層 日本の占領がイ ン ドネシアの為である とい うことを強調 し、対 日協力 を円滑 に
しようとしたのである。
イ ン ドネシア現代史の研究者 である後藤乾一 は、宣伝班 の結成の経緯 について著書 『火の海
の墓標』 で以下のように述べ てい る(3)。
この宣伝班は、昭和 一五年末、同盟国 ドイツ、イタリアの軍事視察か ら帰国 した陸軍航
空総監兼航空本部長 であ った山下奉文中将が、その 『山下視 察団報告」 (防 衛庁防衛研修
所戦史部所蔵 )の なかで、ゲ ッベ ルス宣伝相 のひ きい る ドイツ宣伝 中隊

(P・

K)に ならい、

日本において も類似 の機関を設置すべ きことを提唱 し、陸軍当局か ら受け入れ られ、発足
をみるこ とになった ものであった。山下報告書 の提言に基づ き、昭和 一六年 九月、参謀本
部第八課 (課 長臼井茂樹大佐)は 、新作戦 の準備の一つ として南方作戦軍 の宣伝班 の準備
に着手 した。 (中 略)ジ ヤワ派遣第一六軍 (司 令官今村均中将)宣 伝班 には、永 らく陸軍
教育総監部に勤務 し、その後、関東軍国境守備隊付 きとして黒河省 にいた町田敬二 中佐が
呼 び戻 され、班員に任命 された。

Cf P・ K=Propaganda lKompanien
具体的な人選 は、宣伝班班長 となった町田敬 二 ・中山正男 。大宅壮一の 3人 が行 った。『陸
軍画報』編集長の中山は、町田か ら宣伝班 の話を持ち掛 けられると、満州国新京 の映画会社に
いた大宅に帰国を促 したに 宣伝班 の規模 は将校 ・下士官が約 100名 、民 間か ら徴用 された文
'。

化人が約90名 であった。宣伝班 の派遣 は第 1次 か ら2次 、 3次 と続 き、マ レー・ ビルマ・ ジャ
ワ・フィリピン、その他海軍担任地域を含 めると徴用 された文化人は数百人 にのぼると言 われ
ている。その面 々については現在 で も全貌が明 らかにはなってお らず、 また複数の地域で任務
にあたった宣伝班員 もお り、誰が どの地域 に派遣 されたか明確 ではない。
宣伝班 の班員 として選ばれた文化人達 の任期 は短 くて 5ケ 月、最長で 3年 に及んだ。 また臨
時徴用 とい う形 で短期間東南 アジア各地に派遣 された文化人 もお り、 これには阿部艶子・川上
喜久子・窪川稲子・小山い と子・美川 きよ 。水木洋子・吉屋信子 ・林芙美子な ど女性作家が多
く選 ばれてい る

(5,。

文化人達 に白紙 と呼 ばれた徴用令書が送 られたのは、1941年 の11月 中旬で、 白紙 を受け取 っ
た文化人 は、 当初 自分 たちが戦争遂行にどのような役割 をもって徴用 されるかまった く知 らさ
れていなか った。集め られた文化人達は体格検査 を受け入隊 した。ちなみに この体格検査で大
16)。

宰治が不合格 となってい る

第16軍 の宣伝班 のジャワにおける中心的 な活動 は、上記で述べ たように住民の宣撫 であった。
その具体的 な活動内容 は多岐 に亙ってお り、徴用 された宣伝班員の職業か らも各 自専門に従っ
た様 々な任務があ ったことが窺 い知れる。映画を制作 し、 ジャワの村 々を巡って原住民対象の
移動映写会を開 く隊 もあれば、新聞な どの出版物 を刊行する隊、現地住民 の 日本語教育 にあた
る隊などがあ り、宣伝班 は多 くの文化工作 に携 わっていた。徴用 された大宅壮 一や小野佐世男、
松井翠声 、河野鷹思な ど、 当時 を代表す る文化 人 らの録 々たる名前 か ら、彼 らが制作 した宣伝
素材 は質の高 い ものであつた と言 えよう。
次章 は、宣伝班 の諸 々の活動 の中か ら、 イン ドネシアのジャワ島における博物館経営 に焦点
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をあて、宣伝班員 に よる記録 や当時 の刊行物 な どの 資料 を参考 に、 ジヤワで どの よ うな博 物館
が つ く られた の か、 また博物館が どの よ うに利用 されて い たのか明 らか に して い くもので あ る。

2

ジャワにおける博物館経営

博物館 の利用 目的は、当該地 についての資料 を収集 し研究す ることによって、占領地 の知識
を得て占領行政 に活かす ことと、展示活動に よって住民 の宣撫 をすることであった。一 口に博
物館 と言 って も歴史や美術、植物園な ど様 々な種類 に分かれている為、全てを同 じ概念 の中で
議論す るこ とは出来ない。序論 としての本稿 では、各分野の専門は鑑みず、 日本 の 占領前 か ら
存在す る博物館 と、 占領後 に宣伝班 によってつ くられた博物館 、又は其れに準 じた活動 に大 別
してそれぞれの実態 を考察す る。
①既存 の博物館
日本 の 占領が開始 された時点で、イ ン ドネ ンアには既にオラ ンダ時代 に作 られた博物館が多
数存在 していた。
東北帝国大學法文學部の助教 であった田中館秀 三は占領期間中、シ ンガポール (昭 南)で ラッ
フルズ博物館 とラッフルズ植物園の館長 を務めていた。田中館 はその間に東南 アジアの各地を
訪れ、学術研究機関の詳細な調査 を行 っている。以下は田中館が調査 した接収 されたジャワの
(7)。

文化施設である

表 1 ジャワの文化施設

(F南 方文化施設の接収』 より作成)

博物館名

地域

備考

￨ジ ャカル タ (バ タビア)博 物館
1附 ジャワ各地考古博物館
ジ ャ カル タ

71,\*
ケデ リ

バ ン ドン
ボ ゴー ル
ジ ョク ジ ャ カ ル タ
ス ラカル タ
マラン
チ レボ ン

￨

古文 書館
集古館
考古',研 究局
王立 蘭印 自然科學協會
水族館
モ ジ ョパ イ ト博物館
モ ジ ョケ ル ト博物館
ス ラバ ヤ博物館
ケデ リ博物館
プラタル博物館
トウル ンガ グ ン博物館
バ ン ドン図書館
鉱物 事物 館
￨」

地質 1専 物館
ボ ゴール (ボ イ ンテ ンゾル ク)植 物 園
ソノ・ プ ドヨ
ス リ・ ウエ ダリ博物館
マ ラ ン考古學 博物館
アス タナ ・ グヌ ン・ ジャテ ィ博物館

バ ン ドン地質調査所附属
賠葉館 ・ 動物博物館 ・図書館 を含 む
ジヤワ研究所附属
パ ンチ・ ブ ドヨ (文 化 の旗)附 属

※他にも医科大学や天文台など様 々な分野の学術研究機関が接収されているが、ここでは博物館に関
連する機関を記述 した。
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この ようにジャワだけで も数多 くの博物館や博物館 に類する施設が存在 してお り、オラ ンダ
の植民地時代か ら学術研究が盛 んであ った様子 を窺 い知ることがで きる。宣伝班は、 これ らの
博物館 を全て接収 し、文化工作 や情報収集 に利用 しようとしたのである。宣伝班班長の町田は
(81。
ジャカル タの博物館について以下の ように回想 してい る

入城 して間もな く、私は通訳 の渡辺武雄君の案内で、 ジャカルタ博物館 を見学 した。そ
こには上代文化 の古拙 な面貌が、アジアの栄光 の痛 ましい残骸 として深 い眠 りについてい
た。
博物館 の陳列 は、 自国の利益 のみを主眼 とす るオラ ンダの謀略的編輯 であると、私は直
観 した。そ して博物館 をアジア的に、 また 日本世界史的に再編輯 しなければならない と、
その時思 った。
文中で述べ ているジャカル タ博物館 は、現在のイン ドネシア国立博物館 のことである。町田
は、オラ ンダ時代 の展示がイ ン ドネシア人を都合 よ く利用す るために愚民化す ることを 目的に
構成 されてい ると批判 したうえで、 日本 の 占領政策 に沿 った展示内容に変えるべ きである と述
べ てい る。 また町田は、アジア的・ 日本世界史的に再編輯するとい う記述に関 して、具体的に
どのような展示 に変えるべ きであ るのか指示 してお らず、 日本が優れた民族であ り、 アジアの
指導者であることを強調 した展示がなされたのではないか と考 えられるが、 これは推測 の域 を
出ないc
町田の発言 について、イ ン ドネンア国立博物館展示室を写 した比較 1・ 比較 2を 参考 に検討
を試みる。比較 1は 1934年 と2013年 の歴史展示室 の写真 であ る。 内装が若千変 わってい るが、
現在 と構造 は変 わってい ない。写真① に写 っている鐘・衝立・ベ ンチは、写真② で位置 は異な
るが、現在 も同 じ歴史展示室内に展示 してある。
比較 2は 1942年 と2013年 の上俗 (民 俗資料)の 写真 である。写真③ の土俗 (民 俗資料)室 に
は写真0と 同 じ配置で展示ケースが置かれ、現在 と同 じように民俗資料が並べ られてい る。
○比較

1

歴史展示室

一■
一一
■目

ヽ

￨

・マ

ヘ

L

′

◆

―

ノ ´
・

Ruang pamer kOtekSi Sejarah tahun 1934
‐, 1■ 」4
H,storlcat exl,,し , t′ ・..1

´
竃

tl・

―‐￨■.=‐ =￨

■2■

.、

写真② 2013年 の歴史展示宅

「
(示 1■
写 真 i 1931年 の {￨た り

C『 MUSEUM NASIONAL 1778‑2Ⅸ

(写 真

)8』

以下は比較0の 双方の写真に写っている展示物の配置箇所をまとめたものである
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表2

展示物配置 の比 較

写真①

写真②

衝立

方形扉左

シャ ンデ リア奥

ベ ンチ

左 壁 際 ベ ンチ

長机奥

○比較 2

土俗室

■

饉 ‐″‑1

﹁
■

̀

﹁

ロ

一

１
１■
﹁
ヽ
︐

■

7

τ

嘔１一

﹄

1.
・
′

一

■１

′

1日 鵬

﹂肛

■l

Ｌ
磯 織国 □ □

マ響
電

写真④ 2013年 の土俗室 (民 俗資料室)
写真0 1942年 の土俗室(10)
『博物館研究』第15巻 4塊 より引用)
(写 真①「南方の博物館施設に就いて」
※写真②④ は、筆者が2013年 7月 に回學院大學大学院海外調査助成に採択され、インド不シア国立博
物館を調査 した際に撮影したものである。
町田は、1942年 の時点 で展示替えの必要性 に言及 しているが、比較 1・ 比較 2か らは少な く
とも国立博物館の歴史展示室 と土俗 (民 俗資料)室 は、戦前か ら展示が大 きく変えられたとい
うことは認め られない。 また具体的 に何 が イ ン ドネシア人を愚民化す るような展示 であるか、
町田は回想の 中で述べ てお らず、当時の展示 の全貌が明 らかでない現在では、 回想 と展示内容
を照 らし合わせるこ ともで きないため特定す るこ とはで きない。上記の 2つ の比較 のみについ
て検討すれば、歴 史展示室の オラ ンダ統治時代 コ レクションは、オラ ングの威容を伝 えるもの
であ り、 イ ン ドネシア人が彼 らに従 っているとい うことを象徴す る ものであると町田が感 じた
と解釈す れば、 日本の 占領 によってオランダ時代が終 わ りを告げた ことを強調するために町田
が「再編輯」 の必要に言及 した ことも理解で きる。
一方 で土俗室 (民 俗資料室)に お いては、 イ ン ドネシアの民俗資料を豊富 に展示 してい る様
子が見て取れる。イ ン ドネシアの各地の部族 の資料 を展示 してい るとい うのは、イ ン ドネシア
人に自国の文化が多様 に発達 して きた歴 史 を伝 えるものであ り、彼 らにイ ン ドネシア人 として

のアイデ ンティティを芽生えさせる効果があることは 自明である。このことから町田の言 うよ
うに「謀略的編輯」が貫徹 されていたとは言い きることはで きず、ィン ドネシア人が 自由に展
示を見る事が出来ていたのであれば、むしろ民族主義 を誘発するものであったと考えることが
で きるのである。
また国立博物館には、多 くの展示室があることから、宣伝班による展示替えが行われなかっ
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た と断定す る こ とは現段 階 で は難 しい。
次 い で、ボ ゴー ル植物 園 を考察す る。
この植物 園 は、1817年 に開園 した東南 ア ジア最大級 の 植物 園 で あ る。 日本 の 占領が始 まる と、
オ ラ ン ダ人 園長 に代 わ り動物博物館 (Zoology)館 長 と植物 園園長 を東京帝 国大学 の教授 で 小
石 川植物 園園長 であ った 中井猛之進、園内 の胎葉館館長 を九州 帝 国大学教授 の 金平亮 三が 務 め
た

(H)。

ボ ゴー ル植 物 園内 には、 剥 製 を伴 う動物博物館 が 併 設 されて い た と田中館 の 記事 に記

されてお り、 それ は今 日で も見 る こ とが で きる

(12)。

また、 占領以前 か ら謄葉 館 や 図書館 な ど

の学術施設 を設 けて い たが、 現在 は 園内 の 動物 園 と図書館 を除 く研 究施設 はボ ゴー ル よ り北 に
あ るチ ビノ ンの研 究施設 に移 設 されて い る。
ボ ゴー ル植物 園 に限 らず、 占領が始 まる以前か ら学術研 究機 関に勤 めて い た研 究者 や学芸 員
は、一 度 は収容所 に収容 され るが、 敵性 を認め られ ない と判断 され る と、 オ ラ ンダ人であって
も、勤務 して い た博物館 や研 究所 に復職す るこ とがで きた。町 田敬 二 は、作 家 の 阿部知 二の 回
想 を次 の よ うに記 して い る

(13)。

ジ ャカル タの博 物館 と図書館 に初 めて は いっ たのは、 清水 君や私 な どで した。 古 文書博
物館 も同様で した。 バ ン ドンの それは、 は じめ 日本 軍 の部隊が入 って 泊 まって、 だ いぶ 荒
らされた と聞 きま したが、の ち ジ ャ カル タと同様 に、 軍政監部そ して 日本 人学者 の 管理 を
受 け ま した。 ボ ゴー ル植物 園 と附属植物学研 究所 へ も度 々通 って、 そ の無事 である こ とを

確かめましたが、のちに渡来の 日本人学者の管理下に入 りました。こうした学術的施設 に
ついては、現地の「 うなばら」新聞や内地の新聞、雑誌などに書いて、その所在 と価値 に
ついて注意を促 しました。
ここで私が翻 って考えることは、 これらの学術的施設は
―

それ自体価値あるものとし

ても、お説の如 くに当然 にオラングの植民地や政策のための ものであったと言わねばな り
ません。これがイ ン ド不シアのために活用されるには、そ こに何 らかの質的変革がなけれ
ばならなかったのです。それらは、あの時既 にそ うい う運命 に遭遇 していたのであると申
すべ きであ りましょう。
しか しまた同時に、イ ン ドネシアの発達のためとしてあるべ き学術施設は、オランダに
よって造 られたものの、完全な破壊 とい うことを意味するのではあ りますまい。変革 し、
取捨 し、異質の ものとして発展 させると同時に、また、その中に継承す るべ きものがあれ
ば
もちろんあ ります一 それ都 承するべ きであ りましょう。
一
さてあの頃、戦争中だとい うのに、オランダ人の学者が数十人、 どこか らも給与を受け
ず、それぞれの分野で働 いてい ました。例えば西部では、世界でただ― ケ所残 った 『ジヤ
ワ犀』 の天然保護区域 に、 自弁で餌 をや りに行 っていた学者 もあ りました。 (中 略)す べ
て こうい う者が、三、四十人 も居 ることが判 りましたが、それぞれが次 々に収容監視 され、
終いには、殆 どいなくな りました。一 日、私 は北原武夫君 と同道 して、今村軍司令官 にお
目にかか り、監禁された学者のリス トをお見せ したところ 『一学術研究のため文化財の保
護 は必要である。戦争の仕方 にも新 しい精神 の誕生があっていい。注意 してお こう』 と言
われました。それかあらぬか、その後、あちこちでそうした学者 に対 し心ある扱 いがなさ
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れたと聞いてお ります。
阿部 も町田 と同様 に、オラ ンダ時代 の展示が彼 らの植民地政策に沿った もので、変革が必要
であると述べ ているが、イ ン ドネシア独 自の文化 の破壊 ではな く「継承す るべ きもの」がある
とオラ ンダ時代 の展示 を評価 して いる点 も認め られ よう。「継承す るべ きもの」が変化 してい
なければ、それが上記の比較 1、 比較 2で あげた歴史展示室 と土俗 (民 俗資料)室 であると考
えられるが、変革を必要 とす る展示 の詳細 が現段階では明確 ではない為、断言す ることは出来
ない。町田がオラ ングの展示 を一切評価 していないこ とに比べ 、阿部はより客観的に展示 を考
察 してい る点が軍人 とシビリア ンの立場 の違 い を表 してお り、文化人による評価 の方が的確 で
あると判断することがで きる。
また、 この ような文化財や研究者 の保護に関 して、阿部の回想か ら判断す ると、現地で活動
を進めてい く中で宣伝班員 (阿 部)自 身がその必要性 を感 じて進言 してい るこ とか ら、当初は
宣伝班 の作戦の中で計画 されてい なか った役割が現地で発生 したことが理解 で きる。 もちろん
侵攻作戦の前 か ら、占領行政に利用で きる資料な どは接収 して調査を行 うことが計画 されてい
たであろ うが、研究者や施設職員 の扱 い までは詳細 に決め られてお らず、資料や文化財 に付随
すると 卜に対 しての阿部 のような考 えは、宣伝班員に多 くの シビ リアンが いたか らこそ萌芽 し
た ものであ り、彼 らが一兵隊 とい うよ りは文化 を担 う活動をす る者 として、与 えられた仕事以
上の働 きをしていたことが窺えるのである。 また研究者 の扱 いについて今村 に言上 した とい う
エ ピソー ドは、今村 の回顧録 で も同様 のことが書かれてお り、宣伝班が研究者 の復職 に影響 を
14)。
ヽ
与えていた ことがわかる
以上 を纏める と、既存 の博物館 に対 しては、敵性資料 を調査す ること、資料 の散逸 を防 ぎ研
究者 に研究活動 を維持 させ ることが宣伝班 の役割 であったことが把握で きる。
また、 ンンガポールのラッフルズ博物館 の様 に、博物館資料が軍の管理下 に置かれた ことで
保護 された事例 も存在 している。 シンガポールでは、先に述べ たように田中館 が植物園 と博物
館 の館長 を兼任 し、 ジヤワやスマ トラの文化施設の接収 のための調査を現地 まで赴いて行 って
いる。以下は1942年 3月 の 『1:ま 物館研究』 に掲載 された昭南

(シ

ンガポール)に ついての記事

(15,。

である

昭南市における文化施設の保護
大東亜戦争勃稜以来、戦地域 に於ける各種 の文化施設を戦禍 よ り防護 して貴重 なる文化
資料 の散逸又 は破壊 を防 ぐことは極 めて重要な戦時防護施設 の一つ である。 (中 略 )シ ン
ガポール陥落の避 くべ か らぎるを悟 った同線督は各種文化機関、殊に植物園の貴重な資料
が破壊掠奪 されるのを防 ぐため同植物園副園長 コーナー博士に残留を命 じて監視 させ、 日
本軍入城 と共にこれをそっ くりその ま ゝ接収 させたのである。
シンガポールでは、 日本軍が入城するにあた り、混乱に乗 じた資料 の剥奪や破壊 をイギ リス
側が懸念 し、 コーナー博士 を担 当 に立て 日本へ博物館施設等 の引継 ぎを行っていた ことがこの
記事か らわかる。 ラッフルズ博物館・ シンガポール (昭 南)植 物園 。その他の学術施設が完全
な状態で 日本側へ 引 き渡せ られたと記述 されてお り、文化財 に関 してシ ンガポールにおいては、
日英両軍の意思疎通が 図 られていた こ とが窺えるのである。
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(16)を

また田中館 は、
「昭南島の植物園 と博物館及 び保存 された固書」

は じめ、博物館や文化

財 に関す る多 くの記事 を残 していることか ら、田中館が戦時下の博物館や資料 の保護が重要で
ある と考 えていた ことは明白である。イ ン ドネシア占領以前 にシ ンガポールにおいて博物館 の
接収が完了 していたこと、接収 された博物館で館長を勤めていた田中館がイ ン ドネシアで博物
館調査 を行った ことなどがイ ン ドネ シアにおいての博物館 の経営や保護の方針 に影響 を与え、
田中館 の博物館資料 の保護の在 り方が ジャワにおいて も踏襲 されていたと考えることが 出来 る
のである。
既存 の博物館 では資料 の散逸 を防 ぎ、研究者に研究 を続けさせ るとい う方針が前述 した宣伝
班員の発言 によって生 まれたのか、田中館 の影響 による ものか どちらが先かは現段階では不明
であるが、いず れにせ よ博物館資料 の保護 に関す る意識 は文化 に携 わる ものか ら発信 されてい
たこと把握出来 るのである。
②新設立の博物館
東京科学博物館学藝官 の今開六也は

(1つ

、「 (前 略)大 東亜共榮圏各地の 自然、文化、住民に

対す る深 い知識 と理解 でなければな らない。 (中 略 )占 領地にお いては 占領 した建築物の一つ
を以て盟主 日本を住民 に認識 させ るべ き日本博物館が建設 され んことを心か ら願ふ ものであ
る」 と述べ 、 アジア侵略 の大義名分をよ り多 くの イ ン ドネシア人に普及 させ るために、宣伝 だ
けを目的 とした博物館 の設立の必要性 を説 いてい る。
以下の 3つ の引用 は、現在判明 している宣伝班が新設 した博物館 に関する記事 である。
引用①
「思出の勤労奉仕― 上陸営時 の勇士 たちジャワ作戦記念館へ 」

(18)

バ ン ドン郊外 イソラ・ ホテル跡 に建設中の新聖地「 ジヤワ作戦記念館」 はい よい よ晴れ
の開館 を間近に各種戦跡資料 の備つ けを急 いでゐるが三十一 日の 日曜 日、今バ ン ドンの各
軍政機関 に勤務 してゐる人 々三十名が作戦管時の思 ひ出も新記念館 の勤労奉仕 を行った、
いづ れ も過 ぐる ジャワ裁定戦営時皇軍精鋭部隊の一 員 として上陸作戦に参加 した勇士 た ち
でこの 日は早朝か ら新記念館 に集合、庭園の一隅 に造誉中の護國神社 の鳥居を建立 し持参
の握 り飯 を頬ば りなが ら進撃営時の思 ひ出を語 らひつつ勤勢作業 の一 日を送 った
引用②

O聖 戦記念美術館 の設立準備

(19)

戦史に輝 くジャワ全島制堅一周年 を迎ヘ ジャワ作戦 に従軍 した董家達 によって聖戦記念
美術館 (恨 稀)の 設立の準備が進め られてゐる。新文化 を贈 らうと陸軍報道部の肝煎 りで
営時宣伝班長 だった町田中佐が 中心 とな り
山
(洋 豊 )伊 原宇 三郎、小磯良平 、大田三郎、奥瀬英 三、田邊穣、南政善 、石川滋彦、中

(日

魏、清水登之、有岡一郎、大山英夫、川端賞
冨田豊 四郎、矢澤弦月、川端龍子、吉岡堅二
本豊):橋 本開雪、乖

)河 野鷹思、大智浩
(漫 董 )横 山隆 一 、小野佐世男 、堤寒 三
(固 案

の諸豊伯が クラガ、アフラ ンの敵前上陸か ら感状を授奥 された東海林部隊の活躍 、カリデヤ
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チの 會見 とス ラバ ヤの 突入 お よび建 設譜 を奏で る新生 ジ ャカル タの給巻物 を制作 、 これ に
ジャワ作 戦 を證験 した勇士 の作 品 も加 えた「 ジャワ給戦記」 を新美術館 に戦利品 な どとと
もにな らべ 、記録董 を通 して原住民 とも交流 をはか らん とす る もので 近 く現地軍 と具證 策
を打合せ る筈 で あ る。 (大 阪毎 日)

引用③
(前 略

)金 子智一君がバ ン ドン近 くのイゾラ・ ホテルを接収 して、 ここを全館、宣伝写

真 の展示場 にしたのは一偉観 だった。 この イゾラ・ ホテルは、 のちに青年学生たちの練成
とな り、急進青年派 として先 に述べ たア ンカ
ア ンカタ ン・バ ルー と称 していた
所
一
一
タ ン・ ム ダと共に独立推進の原動力 となった。宣伝 を意図する写真 の展示場が若 き志士 た
ちのエ ネルギー を燃焼するア ジ トに変貌 した ところに、わが金子君 らの深謀遠慮があった
のだろ う(20)。
これ らの施設 は、名称 は記事 によって異なってい るが いずれ も同 じ博物館 のことを指 してい
ると思われる。既存 の博物館施設 を利用せず、宣撫工作用 の全 く新 しい博物館 の設立について
述べ ている資料 は、この「ジャワ作戦記念館」の記事 だけである。引用①②③ の情報 をまとめ
ると、展示品 は写真 ・戦利品・画家 による絵画であ り、作品は宣伝班の手に よる ものであるこ
とがわかる。引用② には多 くの芸術家の名前が記 され記録画が描かれた とあるが、その後の作
品の行方 までは言及 していない。
直裁的な宣撫 の博物館以外 に も宣伝班 は、宣伝班 の画家や イ ン ドネシア芸術家の作品 による
展覧会 を多 く行 ってい る。以下はこれ らの展覧会 についての記事 である。
引用 ア
(21)

「全 ジャワ美術展覧會蓋開け」

苛烈なる決戦下 に迎える明治節を意義づ ける啓民文化指導所 主催 の「全 ジャワ美術展覧
會」 は三 日か ら十二 日までジャカルタ特別市 ライスウェー クの同指導所分室 を會場 として
開催 されるが、 これに先立ち二 日午後三時□、最高指揮官 は軍政監、山本総務 部長 らとと
もに展覧會場 に臨み、出品の指導に営 った。河野鷹思、吉岡堅二嘱託の説明を受けて熱心
に視察 した。出品給豊はジャワ全 島の原住民か ら募 った二百五 十点中か ら厳選 した六十五
点、オラ ンダの統治下にあっては同等の□□ も感激 もな く商品董を描 くことのみを目標 と
して来 たイ ン ドネシアの蓋家達が戦後僅か一年半 にして斯 くまで運 しい文化 の花を咲かせ
た努力 は注 目される、彫刻 は給豊に比較すると全 く未開拓で五十余点 の出品はあったが僅
かに一点が入選 したに過 ぎない。
引用イ
「ジャワ美術展― 晴 れの受賞式― スバ ン ト君最高指揮官賞」 (啓 民文化指導所主催)(2)
啓民文化指導所 では先に明治節奉祝行事 として全 ジャヮ美術展覧會を開催 したがその う
ちの優秀な作品に対 して右 のように受賞者 を決定、二十 日午後 八時半か ら啓民文化指導所
で受賞式を撃行 した
引用ウ
「全 ジャヮ美術展 ジョクジャで」 (宣 伝部 ジ ヨクジャカル タ地方工作隊主催)(23)
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ジョクジャカルタ発】
【
宣伝部 ジョクジャカルタ地方工作隊主催 の全 ジャワ美術展 は富士映畳館前で去る十九 日
か ら待望 の蓋 をあけたが連 日各學校生徒 の入場で賑はひ、二 日間で観覧者 九千 人に達 し好
評 を博 してゐる、會期 は二十三 日まで
引用エ
バ ン ドン発】(24)
「小野氏個展」【
さきに ジャカルタにおいて好評裡 に終了 した宣伝部小野佐世男豊伯個展 は十六 日か ら十
日間バ ン ドンで大東亜會館畳廊 に開催 ジャワ上 陸作戦以来ニ カ年間のスケ ッチ約五十点を
陳列する
引用オ
「 みんなみに描 く―指導員作品展」 (昭 和 19年 4月 1日

){25)

原住民豊壇 の指導 に営 ってゐる啓民文化指導所員の「指導員作品展覧會」が来 る三 日か
ら十三 日までジャカルタ特別市 ライス ウイー ク (偕 行社隣)で 開催 される、出品者 は河野
鷹思、小野佐世男、吉岡憲、田村満、山本正の五氏 で点数は約五十点、 (後 略)
ジヤワ新聞 には、以上に挙げた記事 のほかにも「小 野佐世男展」(1944年 4月 10日
長節奉祝特別展示会」(1944年 4月 26日

)(27)、

)(26)、

「天

「奉祝絵画展」(1944年 4月 29日 )(28)、 「原住民画家

の作品展」(1944年 5月 4日 )の )等 々の記事 が頻繁 に掲載 されているところか ら、同様 の展覧会
が各地 で開催 されていた事が推測で きる。
啓民指導員 とは、啓民文化指導所 の 日本人指導員のことを指 し示 してい る。啓民文化指導所
は、「三百年 にわたるオラ ンダ植民地政策 に虐げ られて きたジャワ五千万民衆 に適正 な精神的
動向を与え、皇国の精神的文化的雰囲気 を醸成浸透せ しめることは大東亜建設の根本要件なる
(30)こ

に鑑み、主 として芸 能文化 の面か ら民衆 の啓蒙 自覚 を促す。」

とを 目的 として作 られた宣

伝班主導 の組織 である。演劇・音楽・文学・美術 ・映画・工芸の専門に分かれ、 イン ドネシア
人着手芸術家 を育成する ことが活動 の主体 で、専門毎 に日本人の指導員 (宣 伝班 に所属す る文
化人)が ついた。上記 の記事 か ら、啓民文化指導所が関連する作品展が しば しば開催 され、指
導員の作品 と原住民画家 による作品が展示 されていたことがわかる。原住民画家の作品 を取 り
上げる ことで、 日本 の 占領 によってイ ン ドネシアに文化 の発展が斎 された ことを強調 してい る
点が、 イ ン ドネシアにお ける占領政策の特長 を表 してい るのであ る。 どのような作品が展示 さ
れたかについては、記事 の中では言及 されてお らず明 らかではないが、展示 される作品には指
導員 による審査があったはずであるので、占領政策 の方針 に沿 った内容 であったことが推測 で
きる。
また小野佐世男 の作品展が各地 を巡回 しているが、宣伝班 にはほかにも数多 くの画家が在籍
していたにも拘わ らず、小野 だけ突出 して多 くの展覧会 を開催 してい る点 については今後 の研
究の課題 としたい。
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おわりに
本稿 では、現段階で判明 してい る博物館 に焦点 を当てて述べ たが、既存 の博物館 は日本人研
究者が新 しく館長 に就任す るなど新体制 には変容は している ものの、基本的には資料 と研究者
のいずれ もが戦前 と同 じく維持経営 され、宣伝班によって新たに宣撫用 に設立 された博物館 で
は、既存 の博物館施設 を利用せずに、別の施設を利用 して作 られるとい う傾向が確認で きた。
ジャワ作戦記念館 の ような新設の博物館が他 に例 を見ないの は、宣撫行為が唯一最大 の 目的で
あ り、一 ケ所 に限定 した大型博物館 を設立 し、観覧者をその地域 で限定する よ りも、 ジャワ中
を巡回 してより多 くの原住民 に展示物 を観 させることの方が効率的であると考えたか らである
と考察で きる。 これは映画による宣伝活動 と酷似 してお り、映画館は都市部のみの娯楽施設 で
あるため、映画館 の無 い地方へ は巡回を度 々行 っていた ことと共通する。当該巡回映画 は娯楽
の乏 しかったイ ン ドネ シア人には、た とえ戦争協力の色が濃 い作品で も大変な人気 を博 したた
い
め、宣撫 工作 としては大 きな効果があげ られたのである 。 したがって博物館 での宣撫活動
がイ ン ドネシア人の新 たな娯楽 として受 け止 め られ、映画 と同様な人気があ った とすれ ば、か
な りの集客 を見込めたと推察 で きる。新聞報道

(32)に

よると実際 に9,000人 の観覧者 を集めた展

覧会 も存在 し、すべ ての展覧会が同様 の規模 ではない ものの、効果があ ったことは明白であろ
つ。
イン ドネシア占領政策の全体 と宣伝班 の役割 を概観 し、 ジャワにおける博物館活動 について
雑誌や新聞の記事を論拠 して活動 の実態 を論 じたが、現段階でジャワにおける占領下 の博物館
史を考える論拠 となる史料 は、宣伝班 を主 とす る種 々の機関の残 した史料であ り、 これ らか ら
巡回展覧会や聖戦記念美術館が設立公開されていた こ とが明 らかになった。 しか し、それ らの
博物館 にお ける展示の詳細や原住民 に与えた影響 は、不明瞭であ り、更なる調査を必要 とす る
ものである。
『南方徴用作家』の なかで神谷忠孝 は、宣伝班 による文化工作 は対 占領地宣伝・対軍隊宣伝・
対敵宣伝 の 3つ に大 別 される と述べ てい る

(33)。

宣伝班 の活動 は、 もちろん宣伝活動 を主体 と

す るものであるが、前述 の如 く文化財保護活動 も行 い、その結果現在 も資料が散逸することな
く博物館 で保管 ・展示 された ことは、特筆すべ き点であ り、戦時下における文化財保護 の政策
として評価 で きる と言えるのである。
今回の考察 で占領下 のジャワにおいて博物館展示活動 による宣撫工作が行 われた とい うこと、
また既存 の博物館 においては資料保存 も行 われたことが明確 となった。今後は、 これ らの課題
を明 らかにすべ く資料 の双方向性 を意識 した研究に発展 させてい く所存である。
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(1)

芳賀美智雄 2∞7「 イン ドネシアにおける日本軍政の実態―その光と影―」
F第 6回 戦争史研究国際 フオー ラム報告書』防衛省

(2)

防衛庁防衛研究所戦史部 1985『 史料集 南方の軍政』 朝雲新聞社 91頁

(3)

後藤乾‑

(4)

1977『 火の海の墓標』 時事通信社
町田敬二 1967『 戦う文化部隊』 原書房 364頁

(5)

木村一信・神谷忠孝編 1996『 南方徴用作家―戦争と文学―』 世界思想社

(6)

町田敬二 1967「 戦う文化部隊』 原書房 頁367

(7)

田中館秀三 1944『 南方文化施設の接収』 時代社
田中館秀三 1944「 後編 南方の博物館」「博物館研究』 日本博物館協會 第17巻 第 3琥

(8)

町田敬二 1967『 戦う文化部隊』 原書房 263頁 〜2

(9)

Dedah Rufaedah Sri Handari.Trigangga,Ross Mckay編

2008「 MUSEUM

NAS10NAL

Indonesian Heritage Society 43頁

1778‐ 2008』

(10)

頁

森金次郎 1942「 南方の博物館施設に就いて」「博物館研究』 日本博物館協會 第15巻 4琥
P.37

(11)

Au SubarnaSIP編 1 出版年不明 『Sekias Kebun Raya Bogor」 Pusat Konservasi Tumbuhan
Kuben Raya Bogor Zan」 Mahmud,Djiman Sitepu,Sampuno Kadarsan,EIna Karnlawa」

,Hobir編

1996 FSEJARAH PENELITIAN PERTANIAN DI INDONESIA』 DEPARTMEN
PERTANIAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEIVIBANGAN PERTANIAN
(13)

1944「 後編 南方の博物館」「博物館研究』 第17巻 第 3琥
町田敬 二 1967『 戦 う文化部隊』 原書房 264頁 〜266頁

(14)

今村均 1970年 「今村均回顧録』 芙蓉書房 497頁

(15)

(無 名記事

(16)

田中館秀三 1942年 「昭南島の植物園 と博物館及 び保存 された固書」「博物館研究』

(12)

田中館秀三

)1%2年

「昭南市における文化施設の保護」『博物館館研究』 第15巻 第 3琥 31頁

第15巻 第 5塊

(18)

今開六也 1942年 「聖戦完遂 と博物館 の建設」『博物館研究』 第15巻 第 5琥
1943「 思出の勤勢奉仕― 上陸営時の勇士 たちジャワ作戦記念館へ」 Fジ ャワ新聞』

(19)

大阪毎 日

(17)

(無 名記事 )1943「

11月

聖戦記念美術館 の設立準備」『博物館研究』

第16巻 第 5琥 131頁

1967「 戦 う文化部隊』

原書房 245頁

(20)

町田敬二

(21)

1943「 全 ジャヮ美術展覧會蓋明け」「ジヤワ新聞』

(22)

1943「 ジヤワ美術展一晴の受賞式― スバ ン ト君最高指揮官賞」『ジャワ新聞』

(23)

1943「 全 ジャワ美術展 ジヨクジヤで」 Fジ ャワ新聞』

(24)

1944「 小野氏個展」 Fジ ャワ新聞』 3月

(25)

1944「 みんなみに描 く―指導員作品展」「ジャワ新聞』 4月 1日

(26)

1944「 小野佐世男展」『ジャワ新聞』 4月

(27)

1944「 天長節奉祝特別展示会」『ジヤワ新聞』 4月 26日

11月

3日

12月 22日

16日

10日
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(28)

1944「 奉祝絵画展」『ジャワ新聞』 4月 29日

(29)

1944「 原住民画家 の作品展」『ジャワ新聞』 5月 4日

(30)

1973『 ジヤワ年鑑』 ジャワ新聞社 167頁

(31)

町田敬二 1967 F戦 う文化部隊』 原書房 302頁 〜305頁

(32)

註 (21)に 同 じ

(33)

木村 一信・神谷忠孝

1996『 南方徴用作家―戦争 と文学―』

世界思想社

参考文献

1992『 日本占領下のジャワ農村 の変容』 草思社
倉沢愛子 2001『 東南 アジアのなかの 日本占領』 早稲 田大学出版部

倉沢愛子
後藤乾‑

1989『 日本占領期イ ン ドネ シア研究』 龍渓書舎
後藤乾‑ 1977『 火 の海の墓標一あ る<ア ジア主義者 >の 流転 と帰結―』 時事通信社
ジ ョージ・S・ カナヘ レ 1977「 日本軍政 とイン ドネ シア独立』 鳳出版
三好俊吉郎 2009『 ジャワ占領軍政回顧録』 龍渓書舎
林英‑ 2009『 東部 ジャワの 日本人部隊― イ ン ドネシア残留 日本兵 を率 いた 3人 の男―』
姫本由美子
Fア

倉沢愛子

作品社

2011「 日本占領期 のイン ド不シア作品―啓民文化指導所 に集 った作家 たちの作品―」

ジア太平洋研究科論集』早稲 田大学 アジア太平洋研究科

1989「 日本軍政下 のジヤワにお ける映画工作」『東南 アジア歴 史 と文化』

東南 アジア学会
大谷晃‑
水上勲

1982 F評 伝武田麟太郎』
1995「 阿部知二研究』

河出書房新社

双文社出版
(國 學院大學大学院博士課程前期)
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緒鞭会 にみ る博物館 の理念
A study on the idea of the museurns recognized
in the activities of̀̀Shaben― kai''

川崎

友梨

KAWASAKI Yuri
は じめに
博物館 に於け る展示 とは来館者に学習 の場 を提供する機能であ り、資料 の持つ情報が来館者
に 発信 ・伝達"さ れ、初めて成立する。更に展示は、来館者 にとって学ぶ為 の博物館活動 の
前 に知識欲 を喚起 させる動 きも伴 う。 この動 きを踏 まえて博物館 は、地域社会、家庭や学校 と
い う生活現場 との連携 も考え、社会的意義 の位置付けを考察 しなければならない。
ポール・ ラ ングラ ンが 『生涯教育入門』 の 「余暇」 についての概念を示す中で、神野善治は
博物館 が研究成果や教 育、情報 を発信・提示する意義に通 じる考察を以下の ように述べ てい る。
「人間の存在 を豊かにする メッセー ジ」 は身の回 りに満た されてい るので、 これ ら (た
とえば芸術や科学な どか らのメッセージ)を 解読す る力を修得す ることが重要 だとします。
ここに余暇 に対する教育者の基本的な仕事 として「 自覚 し
や感情 を

(自

(自

ら)思 考 し、思考 した もの

らの言葉 で)表 現する手段 を与 えるこ と」 であ り、「人 々が 自分 自身を十分
(1)。

に高めることを助けること」 だ とい うわけです
筆者 は社会 に於 いて、この余暇 は一般 。社会人に とって様 々な利用方法がある中、自ら行 う
生涯学習

に

も充 て られる時間であると考 えてい る。博物館へ の来館 も、「余暇」 の概念 に含

まれてお り、博物館 を始め、我 々が身を置 く空間や人間自身が作 り上げてきた文化には、生涯
の どの時点 において も、すべ ての人間の存在を豊かにす るメッセー ジと して、知欲や興味を引
くもの・感性 を刺激す るものなどが発信 されている。このメッセー ジには、絵画・音楽・詩・
科学な どの文化が上げ られ、 この文化や他者 との コ ミュニケー ションの方法を習得す る時間の
一方法が余暇 であ り、 自身の 自由時間の使 い方の一つであると提示で きる。 この 自由時間の使
用法 として、生涯学習へ の入口が考えられる とともに、 自身の拾得 した能力 を社会に還元出来
る機会 に繋が ると考え られる。
この「社会還元」の精神 を基 とし、前田利保 と同好 の仲間達 による「緒鞭会 の活動」 の理念
と、博物館 に於 いての「社会的機能」 とい う役割 の共通性 を見出 してい く事 を目的 とす る。

1

博物館機能 と緒鞭会の活動
今 日の博物館 では、文化発信や館に於ける実務 を行 う学芸員に よ り、資料は展示 とい う方法

で一般 の 人 々に伝 えられてい る。博物館 で行 われる様 々な文化活動には、文化伝達 の意義 を
持 って臨んでお り、同時にこの活動 の場 には同好の コ ミュニティが生 まれている事 も上げられる。
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上記の「意義 とコ ミュニティ」あ りきの活動 として、現代 の博物館 を含む文化施設では、学
芸員による学習活動 を始め、友 の会・ボラ ンティアなど、博物館同好者 による コ ミュニティが
活動 してい る。
同好者 との研究、学習活動 とい う共通性 を持った場 は、江戸期に多数存在 した。その一つが
富山藩十代藩主・前田利保が同好 の仲間達 とともに起 こ した「緒鞭会」である。
前 田利保 を始め とす る緒鞭会 メ ンバー は、植物 や昆虫、鳥類 な どの 自然物 の観察 や分類 と
い った行為を同好 とする仲間達 と共に、持 ち寄った資料 を使っての討議、 また植物や昆虫の飼
育・採集 に翻走 し、 日々文や図で記録 していた。 (表 ) 前 田利保は、富山にお いて藩士や医師
に薬草・薬石、珍品奇物 の提出命を出 し、売薬商 には、他国の物産の収集 を命 じ、嘉永 6年 (1853)
に梅沢町の大法寺にお いて富山藩薬品会 を開催 した。 また、富山・東田地方 に薬草園を設立 し、
…
領民 に薬草 に関する知識を普及 させ 、売薬業 の振起 に努 めた 。 さらに結鞭会会員 には、貝類
な
どか
図譜 『目八譜』 の著者 であ り、昆虫標本 の制作 を行 った武藤石寿 も参加 していた事例
ら、博物館 の機能 を実践す る人物達による理念か ら緒鞭会の活動が行 われていた事が伺 える。
更に注 目すべ きは、仲間 と共 に討議・勉強会を行 っていた事 である。 自身の調査や観察眼か ら
得 た考察 を披露する場が設け られていたのである。
「披露す る場」 として、現在行 われてい る博物館 の展示活動 は勿論、調査活動報告 や学会発
表 にも通 じる。展示や報告を行 う上で、資料 の魅力や調査法 をより深 く伝 える為 に、 自身の学
習 した事 の伝達意欲を高め、 日々培 った事 を伝 えてい くのである。展示室や「披露す る場」が
あ る限 り、意欲的に学 び続ける姿勢 も確認 で きる。
上記 の博物館機能の一つであ る、伝 えてい く事 の動機や理念を、江戸期 の富山藩主 。前田利
保 と緒鞭会の活動 に焦点を当て、理念 を考察す る。活動 の記録 は、植物を対象 とした本草学 に
関す る記録が多 く、写真技術 の無 い当時 は絵画で残 していた。調査・記録 の 目的か ら、前田利
保 ・緒鞭会が記録 した当時の資料 を基に、意欲や理念、会の活動 について確認 したい。

2

精鞭会軌則詳細
写生記録 を残 していた活動が緒鞭会記録 『秦皮図説』中、前田利保 によって記 された「小引」

に同好 の者同士の調査 や記録 、意見交換 な どの活動内容が記 されてい る。
イヽ
ヲ
￨

余、結鞭会 ヲ設 ケテ、以ツテ同好 ヲ招キ、相 ヒ与二研窮 スルヤ尚シ。 (中 略)毎 品写生
シ録 シテー冊 卜作 ス。鳴呼、斯 ノ会業ヤ、一 品一種荀且 ニ シテ而 シテ止 マズ。必 ス論討反
覆 シテ其カ ヲ餘サ ズ。属種、 日徴、繊悉、明晰、復 夕餘蘊無キ ヲ期 シテ、然 シテ後 二止 ム。
。
然 リ ト雖モ、猶恐 クハ謬考、註鑑有 ラ ン。姑 ラク録 シテ以 ツテ後 ノ君子 ヲ侯 ツ ト
資料調査法 の詳細 については 『緒鞭会業軌則』 に以下 のように記 されてい る。
、然当 日所レ至係
非二割裂撃折 、若投 レ火試レ之、其真贋不 レ能二的識―者 卜
所 レ鑑物品、或有 ド
二其家珍 者、必挨 二其人許可―然後須下当二割裂撃折下若投 レ火以試乙盤之甲、戒慎勿二胡乱― 。
上記 は観察法であるが、資料 を調べ る際 に、裂 く 。折 る・火に投げ入れるといった場合 もあ
り、その為 には所有者の許可を得 てか ら行 うものである、 と記 されている。視覚的調査だけで
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はな く、資料その ものへ の興味 は勿論、資料 の物質的変化を把握す る目的 も理解出来 る。その
後の流れは以下の ようになる。
毎品鑑畢 、 各記 二単帖 、 捻 レ之作 レ丸投 二入巨中 、逐次相逓。然後閉レ匡歴観、知者相告、
、然後廼令=衆 評論二定真贋
判定吐二露情実̲、
不 レ知者問レ之、或陳二縁故―、或叙二踪跡 ―
̲、

必勿レ得 レ隠。
単帖所レ記如 レ左。
某者某名
某品

和名、漢名、印度名

甲、或乙、或上、中、下。

某地産 和或漢、或阿蘭、或印度。姓名某表徳或和号

鑑

観察 を終 えた後、参加者は、用意 されている紙 に 自分 の意見 を書 き、会場に設置 された箱 の
中に入れてい く。意見 は、①和名・漢名・印度の名称、②資料 の品質、③資料 の産地が和・漢・
阿蘭・印度の どの土地に当たるか、④記載 した参加者の名前 とい う内容 である。全員が入れ終
わった後、箱が開け られ、意見交換 となる。ここか ら議論 を重ね、参加者達の意見が纏 め られ
るのである。その後、名前、品質、それぞれの国の名称、参加者達の考察・意見が記録 され、
資料の題名を付け、冊子 とした。
岡崎敦 は、記録資料 の理論について以下のように述べ てい る。
レコー ド・ コンテイニ ュアム理論においては,あ る資料 は,段 階をお って レコー ドか ら
アー カイブズヘ変容す るのではな く,そ こに関係す る主体 や行為,観 点な どに応 じて,そ
の都度異なった相貌 を表す もの として観念 される

.

レコー ド・ コンティニ ュアム理論には、「①行為 と構造 の全体把握②資料 とそれをと りまく
行為や構造 は相互依存 の関係 にあるとい う理解③実務資料 だけに対象が限定 されない」 と岡崎
敦 は論 じてお り、前述 して きた緒鞭会の活動や記録作成の「民用 二利 シ」 とい う目的 は① 、②
に準 じてい るとい える。つ まり、行為 とは観察・記録す る動作 を指 し、その行為 の 目的 は、資
料 に対する興味 と、そこか ら発生する観察能力による調査によって、民が使えるようにする と
い う事 の、相互依存 ともとれる同時進行 を表 してい る。博物記録 は主に幕府 や藩で記録 され今
日に至 っているが、記録を残す とい う行為 は対象 の物 を観察 して、 よ り深 い 日視、知欲、新た
な活用法 の考察な どの動機が挙げ られる。そ して この動機 の前には、「私的な趣味や公的な業
…
務 の別な く、総合的 に情報処理す る可能性が開かれてい る」 ものに対す る知的欲求の喚起が
あ り、初めて調査・研究・公開が行われ、緒鞭会 もこ うした志 の基、記録 されていた と考え ら
れる。

3

活動の意義
浅野宏 は、「博物館学 の原点 は本草学ではないか」 において本草学者 についてのイメー ジを、

「医者 であ り、博物学者 であ り、言語学者で もある。」

と

述べ てお り、本草学については以下

のように述べ ている。
人類にとって薬効 のある諸物質 を、自然の観察・調査 によって採集する。それを生態 ・
形態 ・産地・採集法 を正確 に記述、その性能・性質・用法・効力などを分説する総合的な
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(12)。

学問 に成長す る

前田利保や緒鞭会に よって残 された記録 の内容 も、殆 どに植物 の形態や名称・産地・性質・
効能・栽培 ・採集法記録 などが上げ られる。 (表 )… 天保 7年 (1836)に は、前田利保 自らが
会の規則 『緒鞭会業軌則』 を制定 し、その 目的に「以テ民用二利 シ」 とあることか ら、領民ヘ
の知識普及や産業振興 の 目的による調査 ・記録動機が予想 される。 この規則は博物館活動 に置
き換 えると、市民へ の文化考察の提起や、文化 の興味喚起 といった共通性が上 げ られる。
緒鞭会の活動 は、乾燥 した魚・エ イを模写・記録 した 『緒鞭会品物論定纂』か ら確認 出来る。
下記 は、天保 8年 (1837)11月 7日 の会合 で記 された図である。右は四季園 (幕 臣佐橋兵 三郎)
持参 の オ コゼ類乾品、左 は妍芳 (幕 臣設楽貞丈)が 持参 したア カエ イ乾品のスケ ッチである。

渋 年
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￨

国立国会□
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m― ￨∞

図 1『 緒鞭会品物論定纂』 にあるオ コゼ ・ アカエ イの 図

:

(14)

江戸時代に入ると平和で安泰な情勢になった事か ら、後期には様 々な学問が興 り、発展 した。
博物学 もその一つであ り、諸国大名が参勤交代 で江戸に集 まり、定期的に勉強会が行われてい
た。特 に植物 の乾燥標本 の記録が多 い。 また写生記録 も多 く、植物は勿論、鳥類 ・魚類な どの
動物 の記録 も多 く見 られる。斎藤全 生は、『我国における生物学研究 の歩み』 で本草学者 の活
動 と功績 について 自身の考察を記す中、前田利保 について次のように述べ ている。
越中富山の殿様前田利保はその一人であ ります。稲生若水 の「庶物類纂」 には我が国の
学者 の説が と り入 れ られて居 ないことか ら、我国の学者 の研究 をとり入れた「本草通串」
を著わ してい ます。 この本の「本草通串證図」 は素晴 らしい色刷 であ ります。その他 「袖
珍本草綱 目」「本草徴解」な ども刊行 して居 ります。動物に関す るものに「啓蒙虫譜図解」
があ ります。 また蘭学にも多大 の興味を持 った らしく「林那氏訳附考」の所 々に自説を挿
しはさんでい ます。林那氏 とは Limneの 事 であ ります。 (中 略)富 山候前田利保 と交遊の
あ った武藤石寿 は禄高250石 の旗下で多数の研究著書があ りますが、その うちで も介類 を
研究 した「 目八譜」 14巻 は我国介殻学上不朽 の名著であ ります

(貝

とい う字を上下に分け

ると日と八 となる)。 尚石寿 は介類 の他に昆虫 にも造詣が深 かったらしく採集 した標本に
名称 、産地などを一々付けた ものが現在東京大学農学部 に保管 されて居 ります
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「 本草通 串」 も含 め、
上 記文 中の「本草徴解 」は、前 田利保 が研 究書 と して著 した書物 であ り、
主 に植物 を対象 とした内容 で「 本草通 串証 図」 で は色彩 豊か な写生画が富 山藩絵 師 ・ 山下守胤
に よって描 かれて い る。 つ ま り、 資料 を観 察 ・ 分類 し、 図 と して記録す る・ 残す、 とい う一 連
の研 究行動が確 立 されて い たのであ る。 更 に同好 の 人物 を集め、 品評 ・ 意見交換 も行 われて い
た事 か ら、 自 らの研 究成果や資料 に対 しての見解 を披 露 出来 る、研 究者達 のサ ロ ンと して も成
立 して い た と考 え られ る。
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図2『 本草通串証図」

(16)

磯野直秀 は、本草学 ・貝集 めや養禽、園芸記録 に関する資料は、幕府や藩の記録、随筆や旅
…
行記 まで含 めれば十万点 を超 え、往時 の動植物 についての宝 庫 であると述 べ 、以下 の よう
に記 してい る。
たとえば,元 文年間 (1736〜 40)の 全国産物調査 の報告書 (産 物帳)か らは, トキやイ
ノシシの往時の分布が明 らかになる。米大陸由来の作物 が,何 処 まで広 まっていたか もわ
かる。 (中 略)こ れは名高いエ ピソー ドだが,い まは絶減 した らしいカンム リツクシガモ
を新種 と認 めさせ るには,江 戸時代 に残 された多 くの絵図が役立った

(18)。

上記 のように動物 の分布や作物 の分布、そ して記録 された絵図は、当時 の動植物 の姿を残 し、
後世 の調査 。研究に貢献 してい る。 カンム リツクシガモが新種 である事 は、黒田長證 によって
証明され、 自家に伝 わる鳥類写生図や、江戸時代 の鳥学書 『観文禽譜』 の朝鮮 お しどり (カ ン
ム リツクシガモ)の 項記述 。
「鳥づ くし歌留多」に描かれた朝鮮お しどりの絵 などの資料か ら
裏付け られた。黒田家 の藩主 には博物学 に造詣 の深 い人物が多 く、長濃 の四代前 の福岡藩主・
黒田斉清 はその一人で あ り、緒鞭会 の活動 に積極的 に参加 していた。前田利保 と親 しく、「好
事物 産御取替」とい う博物標本 の交換 なども行ってお り、主に鳥類へ の造詣が深 く『鵞経』『鴨
経』 といった鳥類研究の記録書を残 してい る。アヒルに関す る 『鵞経』 の内容 は名称・渡来・
°9)。
飼育法の他、交配による雑種育成な どが記 されてい る
先の 自然物に関する記録が、後世 の学 びの連鎖に通 じ、その後 の調査や研究の大 きな助力に
なった事が確認出来る。先人の知識に よ り、新たな知識 の発見が出来る事 は、博物館が文化を
発信 し続ける意義 に も通 じる。
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4

活動 と記録 目的の背景
本草 に関す る研究活動が これほ どに大 々的に行われた事 には、享保時代 の政治背景が 関係 し

てい る。享保 7年 (1722)の 幕府 による小石川園の施薬院設置、大阪 ・京都 ・堺 ・駿府 の薬種
間屋 の代表を江戸 に収集 しての和 薬改会所 の 開設な ど、『本草学』 とい う学問 に於け る「学 び
と活用」を基盤 とした施設の設置がなされた。小石川の薬園については、享保 6年 (1721)の
開園の折、幕府 は本草学 の分野に於ける研究者 の募集 を募 った。 この時幕府 の医官 となった本
草学者が、阿部将翁や丹羽正伯 であ る。 当時の幕府財政 は逼迫状態にあ り、国内産物 の開発 を
奨励す る為、専門知識 を持つ採薬使 による全 国の産物調査が実行 された。両者 は、研究者募集
によって選 ばれた人材 であ り、盛岡の出身である阿部将翁 は、諸説あるが国内移動途中、海難
。
にあい、福建 に漂着 し、その後清国 にて本草学 を学んだ経緯 を持 つ 人物 で あ った
丹羽正
伯 は、伊勢松坂 の医家 に生 まれ、医業 を継 ぐとともに薬種 の改良研究に努めた。その後、京都
…′
にて稲生若水 に師事 し本草学 を学んだ。若水 の死後は、江戸で医者 として立つ 。両 者共 に、
採薬の実行や実用計画 を立てて活用 で きる能力 を持 つ人材 である事が伺える。薬 と生体 との相
互作用 を科学的に研究す る学問であ る薬理学に於 いて も古代 の薬や、薬の発見は「 自然界 にあ
る草根木皮」にあ り、 この作用や服用 。使用経過な どの「経験」か ら科学的基盤が形成 されて
きた事が述べ られている。
採薬 の専門知識 とは、卓上で本草学 の 目的 と実用 を考察・議論す る事か ら生 まれるものでは
な く、 自然を観察・採集 し、地域特性や、そ こで生活す る人々の知識を参考 として採集物に関
す る様 々な情報を、収集 し、活用す る能力か ら培 われるものであ り、 この知識 を持 つ人材 によ
り、我が国の本草学 は成立 していったと考え られる。そ して、 これ ら情報を記録す る行為 の貢
献 として、例 を上げると、元文年間 より以前 に記録 された、岩崎灌園の著書 『武江産物志』 も
動植物 の分類 と附録 の略地図を見比べ なが ら読 む事 で、動植物 の分布 だけで無 く、当時 の 自然
環境が把握出来 る。杉本つ とむは、岩崎灌園の記録 の意義について以下のように述べ てい る。
一たび破壊 された自然は二度 ともどってこない。その意味で も、灌園の ように江戸時代
の 日本の 自然 を観察 しそれを丹念に記録 した本草学者 の 自然誌 も再吟味 してみるこ とはき
122)。

わめて今 日的であ り、十分 に意義 のあることか と思 う

前田利保 は、他 にも 『万香園裡花壇網 目』 とい う江戸池之端 の藩邸内の万香園 と富山城内の
草木園 に植 えていた草木の由来や形状 を記 した書物 が残 されている。磯野直秀 は、以下の よう
に論 じている。
本稿 では 『万香園裡花壇綱 目』 の記述 の興味深 い個所 も紹介 してお きたい。各品につい
ては, まず「品番号・類名 (漢 名)・ 葉形・産地 ・和名」を見出 しとして挙げる。たとえば

,

「 白頭翁」の 第 1品 は「一 。白頭翁 ・防風葉 。武江 ・ オキナグサ」が見出 しであ り,「 一」
は品番号、ついで「ボウフウに似た葉をもち,江 戸産で,和 名 はオキナグサ」の意味。利
保 は見分け方 として葉 の形 を重視 していたらしいので,名 の次 に葉 の形 を記す のであ る。
ついで記文があ り,産 地や来歴・形状 の詳細,関 連する事柄 を述べ る。興味深 いのは来歴
や関連記事 で,以 下 に数例 を挙げてお く。● の後 は 「巻次,項 目名 ―品番号」,次 行が見
出 し,そ の下が記文の引用。『植物図説雑纂』か ら今回復元 した部分」は「復元巻」 と記す。
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また、 ● で 示 した のは磯 野 に よる解 説 ・ 注記 で あ る

123.

以下、 来歴 ・ 関連記事 の一 例 であ る。
●巻

1.甘 草 ‑1

「甘 草, 福州種

甲州 出

寒泉 園

アマ キ

此種 ,福 州 ヨリ舶来セ シヲ甲斐国二栽植 シタリ。其伝来ハ武田信玄,唐 ヨリ, トリ寄 セ タ
リ ト云。其種 ヲ近来田丸寒泉園二移 シツルヲ,今 池之端万香亭園中二培養 ス・・・・」
● この系統 は,享 保 5年 (1720)吉 宗 の派遣 した丹羽正伯 らの採薬使が,同 年 8月 17日 に
甲州於曽村 (現 塩山市)の 高野伊兵衛家で発見 した。文中に名がある田丸寒泉 は幕臣で緒
鞭会 メンバーの一 人。本書の方 々に名前が出るし,国 会図書館本 はその旧蔵書 (注 3参 照)
。
なので利保 はと りわけ親 しかった らしい
資料を見 て観察す る行為 と、資料 を見なが ら写生する行為は似て非なる行為である。視覚か
ら直接取 り入れる情報 をその まま文章化するよりも、写生する事で資料 をよ り深 く観察す る事
が出来る。今 日も行われてい る研究行動 と公表、記録 に共通する要素が確認出来 る。例えば、
剥製標本 の 目や日の位置・毛並み・皮 の着 き方、骨格標本では骨 の組織 ・筋肉の着 いていない
状態 の体構造・頭骨 の内部構造な どを描 いてみて、 日視だけでは不明瞭であった 自身の着眼点
に気付 く事が出来、資料 の姿形 を描 き写す事で視覚か ら様 々な考察が出来る。魚類 の乾品や植
物 を写生する行為 にも同 じ要素が含 まれている。
本草学 に於ける記録行為 にもい える概念 として、上野益 三は博物学 の定義 について以下のよ
うに述べ てい る。
博物学 では、形態学や生態学な どの生物科学 の分科に こだわることな く、研究 に取 り組
む こ とが出来 る。およそ動物 や植物 とはどんな ものかに始 まって、その記載 と分類、形態、
生殖発生の経過、生活史、また彼 らは互い にどう働 きかけ、その生活環境 との関係 はどう
か、 さらに個体群 の成立 と変動、生物群集 の形成 など、 どれ もみな博物学 の内容 でない も
のはない。動物個体の習性行動や、寄生ゃ適応 の現象 な ども同様である し、大 きい立場 で
は生物地理 もまた博物学である。その他にも、農水産学や医薬学 のような応用博物学があ
25,
って
´
0
。

上記 の考察か らは、植物 ・動物 に関する博物学 の活用 と知識、そ して学問 としての幅の広 さ
は、博物学 の原動力である「 自然物 に対する知欲」か ら生み出されるものであるとともに 「学
問 と知欲」「 ものに対す る純粋 な興味 と知欲」 など「知欲」 との相 互影響があ ってこそ、更に
深め られる、 と理解 で きたё

5

博物館理念 と緒鞭会の理念の共通性
緒鞭会 の活動意義 と内容につ いて述べ て きた。会 活動 の理念 については、『緒鞭会業規則』

に確認 で きる。
一、 (中 略)今 是会業非レ為二口腹̲、 非 レ楽二酎暢 ―
、要在 レ知 レ物。又在 レ弁 二真奥贋一。矯レ
弊改レ轍卒レ業為レ務。
右所 二新建―軌則、守 レ之無レ易 、庶乎壇晦以達こ真贋 ̲以 弁二能毒―無二式疑 ̲以 明二晰民用夭

‑141‑

緒 鞭 会 にみ る 博物館 の 理 念

札一、因以利こ極其於樽補一。豊亦妙浅云乎

(%)。

会 は、酒や食事 を楽 しむ事 ではな く、物 を知 り、真相 を明 らかにし、技芸 を成 し遂げる事 を
目的としてい る。 また、本草についての知識 を培 い、真贋 を明 らかにす る事 で、見分けのつ か
ない毒性 を疑 う事な く明 らかに出来れば、国の為・民 の為 の助けや利益になる、 とい う明確な
理念が読み取れる。
この理念は、博物館 に於 いて も当て は まる と筆者 は考えてい る。「物 を知 り、真相 を明 らか
にし、技芸 を成 し遂げる事」 は学芸員の基礎行動であ り、博物館 に於 いて行 われる事 であ る。
また、「国の為 ・民 の為 の助けや利益になる」 とい う理合 は、過去 か ら今 に培 われて きた資料
や文化、今現在培 われている文化 を残 し、社会や地域 に還元 してい く博物館 の理念にも共通す
る。
平野満 は、緒鞭会の会員であった百嗜蕎が「踏寿会」 とい う研究会を設けた際、緒鞭会業軌
則

(A)を 、その まま隣寿会の軌則 とした 『隣寿会業軌則』(B)と

『緒鞭会業軌則』 を比較 し、

緒鞭会 の 目的 と理合 について以下 のように述べ ている。
会の 目的は 『軌則』 (A、 Bと も)の 前文お よび後文に明 らかである。そ こには次のよう
に謳われている。緒鞭 の学 (本 草学 )は 元来、物品を分析 しその真贋 を究め、能毒 を明 ら
かに して民用に利 し若死を防 ぐためであ った。課せ られた任務は重 い。 この任務 を果 たす
ために緒鞭会を設ける、 と。 ここに掲げ られた目的 は単なる表向 きの建前 とみるべ きでは
な く、実質的 に緒鞭会が本来の本草学が担 っていた民用厚生の学 とい う目的を本務 とした
¨¨
こ とを宣言 してい るとみるべ きである 。
平野満 は、 同時 に「民用厚生の学」の 目的を謳ってい る事 を決 して軽視すべ きではない とも
述べ ている。
今までに確認 して きた結鞭会の活動 と記録か らは、本草 に向けた自身の観察眼が読 み取 れる
が、更に意見 の投書や、交換 の際の考察能力 を高める為、会員達 は会の活動以外 で も、 自ら意
欲的に本草 の調査や研究 をしていた と考えられる。 また、研究活動へ の心構 えである「軌則」
が活動 の理念 として会員達 に備 わっていたか らこそ、様 々な本草に関する記録書・博物画が残
されたのである。
博物館 の機能である収集・保存 。研究・ 展示・教育は、博物資料・史料 を後世 に残 し、 これ
か らの文化 を形成 してい く上で欠かす事 の出来ない、重要な文化的 。社会的機能である。 この
博物館機能 には「民用厚生の学」 とい う緒鞭会 の、民 の為 。社会の為 に行 う理念の共通性 を見
出す事が出来る。
おわりに
結鞭会の軌則や活動確認す る中で、資料 を観察・記録す る事へ の意義 と民用 に還元する事ヘ
の責任 が理解 で きる。 この意義 は当時の歴史背景や政策の影響 か ら、民用厚生 の為 の効能や実
用 を目的 としていた。同時 に軌則の基、観察・ 考察・意見交換 を行 った結鞭会 の活動 の様子か
らは、 自身の調査・研究意欲の向上 と、博物館 に於ける社会的機能や意義 の共通性 が見出せる。
また、前述 した生涯教育の余暇概念 の「 自覚 し
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らの言葉で)表 現す る手段」「人 々が 自分 自身を十分 に高めること」を与 え、助 ける事 は、博
物館機能の意義に通 じる、 と前述 したが、前田利保 を始めとする会員達が、民用厚生を目的 と
らの言葉 で)表 現す る手段」 を行っ
ていた事 、そ して、前田利保が富山において、藩士や医師に出 した薬草・薬石、珍品奇物 の提
し、「 自覚 し

(自

ら)思 考 し、思考 した ものや感情 を

(自

出命や、売薬商に他国の物産収集 を命 じ、富山藩薬品会 を開催 した経緯、 また、東田地方に薬
草園 を設立 し、領民に薬草 に関す る知識を普及 させ、売薬業 の振起に努 めた、 とい う様 々な経
緯 は、産業 の向上や人 々の生活 に新 たな知識 を吹 き込んだ。 この事 は「人 々が 自分 自身を十分
に高めること」 の助け となる行為 に当てはまると考え られる。
今後 は他 の緒鞭会会員の活動や記録内容 にも着 目し、分類法や資料の活用法 と、博物館機能
の要素 を調査 してい きたい。
=+
￨コ:

(1)

神野善治監修

神野善治著

2∞ 8「 学芸員 と生 涯学習」『ミュー ジアム と生涯学習』

武蔵野美術大学出版局

(2)

(1)と

「学校教育」や「家庭教育」 な どと一体 となって
同 じ。 神野 は「社会教育」 はその後、

「生涯教育」 とい う考 え方 に統合 され、やがて 「生涯学習」 とい う概念 が一般的 とな った事 を
文中で述べ て い る。

(3)

特別展 「お殿様 の博物図鑑―富山藩主前 田利保 と本草学― 」 図録

(4)

富山県

1983「 第 9章

学芸 と信仰

本草学」『富 山県史

富山市郷土博物館

通史編 Ⅳ

近世

下』

編集発行富 山県

(5)

波部忠重

1994「 武藤石寿」

下中弘編集 『彩色

江戸博物学集成』 株式会社平凡社

武藤石寿が制作 した とされる昆虫標本 は、餞頭型 のガラス容器 の 中 に綿 を入れ、綿 とガラスの
す きまに昆虫を入れてある。 ガラス容器 には大 小 2種 類あ り、重箱式 の 7段 の桐箱 に、大 6個 、
小87個 が収納 されて い る (小 3個 は欠失 )。 ガ ラス容器 の底面 には和紙 をは り、糊付 け して中
を密封 してある。 (東 大農学部蔵)

(6)

平野満

1996「 天保期の本増研 究会

「駿台史学

「緒鞭会― 前 史 と成立事情お よび活動 の実態― 」」

第98号 』 駿台史学会

同 じ。

(8)

(6)と
(6)と

(9)

岡崎敦

2012「 アーカイプズ,ア ー カイプズ学 とは何か」『九州大学附属図書館研究開発室年報

(7)

同 じ。

2011/2012』
(10)

(9)と

同 じ。

(11)

浅野宏

1985「 博物館学 の 原点は本草学ではないか」『國學 院大學博物館學紀要』

國學 院大學博物館 学研究室
(12)

(11)と 同 じc

(13)

(3)と

(14)

国立国会図書館電子展示会HP 2005『 描かれた動物・植物 江戸時代の博物誌』

同 じ。
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http://wwwndLgolp/nature/img̲r/071/071‑001r.html
(15)

斎藤全生

1979「 我 国における生物学研究 の歩 み」 F東 海 自然誌 :静 岡県 自然史研究報告』

静岡県 自然保護協会
(16)

富 山県立図書館HPよ り転載

(17)

磯野直秀

(18)

(16)と 同 じ。

(19)

柿澤亮 三

1997「

F本 草通串証図』

http://www.lib.preitoyama」 p/

日本博物誌雑話 (1)」 『 日本動物 分類学会誌』 日本動物分類学会

1991「 9

カンム リツクシガモの発見」 科学朝 日編 「殿様生物学 の系譜」

朝 日新聞社

1985「 国益 と薬品・物産会」「江戸 の博物学者 たち』 青土社

(20)

杉本つ とむ

(21)

(5)と 同 じ。安田健著 「丹羽正伯」

(22)

(20)と 同 じ。杉本つ とむ 「本草学の起源 と展開」

(23)

磯野直秀

2∞ 8「 日本博物学史覚え書 XⅣ 」『慶応義塾大学 日吉紀要・ 自然科学』

慶應義塾大学 日吉紀要刊行委員会
(24)

(23)と 同 じ。

(25)

上野益三

(26)

(6)と 同 じ。
(6)と 同 じ。

(27)

19&

「三 本草学 と博物学

その三」 F博 物学史論集』 八坂書房

参考文献
ポール・ ラ ングラ ン/訳 波多野完治

1971『 生涯教 育入門』 財団法人全 日本社会教育連合会

富山市郷土資料館 ホームペー ジ 「博物館だより」
富山県立図書館 ホームベー ジ
山口隆男

2000「 ライデ ン博物館 などにおける標本保存― シーボル ト・ コ レクシ ョン調査

こぼれ話―」「日本動物分類学会誌』
町田吉彦

2009『 土佐 の高知の浦戸湾文庫

高知海洋生物学史』

http://w、 ″、7.zukan̲bOuz.cOn1/zkan/zkan/zakki/uradowanbunko/n■ atida/urado04.htiγ

西村慎太郎

2012「

ll

アー カイブズ資源論」『2012/11/13短 期 アー カイブズ・ カ レッジ配布資料』

北海道大学総合博物館 ホームベー ジ http://www.museumhokudai.ac」 p/
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年

代

作

内容詳細

者

￨

前田利保編 ・著
,￨:戸

時代

「

￨

￨=i考 ̀.iい ̲

,■

ヽ

人 ￨ス 15年 11814,

￨￨￨￨￨1刊

=物

1ト

李時珍 『本 ￨:綱

IIt

虫の名称 と図の記録 採集場所の記録あ 1)
植物名称 と 1・ ヽ 色についての記録.

ユ

,￨:,illイ

前日利

︱

腐香回社化壇綱 ￨￨

￨:」

の記述 に従 い.,￨:′

i屋 敷 (池 之端 .,支

卓,1こ 設けた植物園で裁培 した植物の記録

'・

前田利保編 ・書・ 関連書物 (於 ・官山

)

本 11:通

￨￨￨

日新 資ヤ木I11,11人
物品分種會

●木品評表

滸水 1￢ ￨￨'11848ヽ 1853'

′水 5年
.=■

111ト

ト ￢

嘉本 61,(1853)序

官山藩薬品会 ￨1録

力水 611(1853)

︱︲︼卜い︱︱

奇

'′ lヽ

￨ズ

￨

(稿
イ
カ

￨￨

嘉水7年 (18口 )改 元、安政元年 (1部 4)

保禍

￨:￨I11利

￨)11lI利

安政 1■ 111頃 (18ヌ ー1859'

代

1・

・li"̀法 など、■ え体にて記録.

各々が採集 した同籠の植物 について. lil卜 几品 といった等級 により優劣を競 う.
￨.

illl代

本 中:徴 解

88種 の植物 について 名 ● 産地 ´円14.効 能 ・ 載

鵬沢川

li関

,1,￨￨

参J,「 者 の名・ ′
′が、持 ち寄った物品 と共に記 され、 この内容で■数を鮨 った。
「本草遊申」が決文体で難解だったる 一日で識別出来るよう、高山藩絵師による図版が添 えられた。 (富 山藩
.

絵耐

111ド ■胤

」11ド ー胤・木村 ●嶽 松浦守美)

富山町内の人法 .1.(,̀ 梅沢町
葉III会 が行われた.薬 中:・ ■鉱など珍品奇物を,十 ち寄 ￨,民 示した.参 加
'1=て
120.彙 1'1.
イは̲liに 1:￨lll滸 医師て、出品物 は

前田利 供

′
リン不式 の1̀物 分知法に従い.分 け られた￨̀:物 の名 と.前 ￨に な形状が記 されてい る.西 洋の￨1物 の名に洪 rを
当てはめ、11本 では何に当たるかを調 ,す る為作製 された.

前日利保

普段食用ではない山野に生える植物について、調理法や食す る時期が記録 されてい る。飢饉な どの災害時に備
えた 目的が考えられる。

(前

‖関,L lll l

￨￨I FI」

前III利 保

熟 書 ⇒ 市 卜 ヽ 慕 ゞ 壽 Ｓ ヽ一
一
ゆ

:klル ■.1.

,￨」

￨」

(1852'

本市通中証図

本草綱 [I取 調 中価

,1111不

富山藩」‐ 藤沢用の作製.嘉 永 6年 の.利 保の白木峰登山に同行.、 ア山連峰で採取 した珍 しい高山植物が図入
りで記録 されている.
Ⅲ類を 録 した もので.こ の 11柄 により分類出来る
植物 の根 ・ 策・r・ lkな どの部分的な」 について特 やイ
'柄
も明 ,こ されている
'F支
￨,こ

.:「

.

'11,i時

権鞭会関係書物
,I:戸

構鞭会品物論,こ 策

茶

',IXI説

緒鞭会の記録であ り、植物 の分類 の討議 を記録 した内容.

時代

各々が持 ち寄 った品物 (資 料)を 図示 した もの。品物の真晨、和名・ 漢名、産地、性:質 などについて討議 し
図 とともに記録 した もの。
1天 保 9年 6′ 1の 研鞭会における、秦皮 (ト リネコ ‐モクセ イ利 の落葉小高木)￨こ ついての研究成果をまとめ
￨た もの。『,1洋 林期 』 の植物分類法に基づ き考察をすすめ、 ドドネウスや ワインマ ンが著 した西洋文献 の図
11て い る。
￨も 引用 して いる。 茶度
￨
̀斯 の 葉を採取 した地 として富山の地名も多 く′

人保 8年 (1837)

ヽい 3'

人‖
̀)年

人保 7年 (1836)

￨・

l ll「

た

,￨,■

￨

￨

緒鞭会 は、天保 7年 9月 、会での研究 の :1的 ・内容・ 方法な どについて規則が設け られた。 (『 代 集jに 記戦
されて いるとい う事だが.こ の書物 については不明.)こ の趣 旨を大筋使用 して.同 1■ 0月 に百嗜蓋識が主籠
した と考 えられる「隋寿会」 の規 則 としている。

た保 9年 十1838)

人保 91■ 0'11011111111の 構鞭会で1議 論 された11を まとめた もの.砂 按 r・ 蝙歯,(く も .あ l,し ご く,11つ いて
それそれのよについての 蘭名 と. II本 語での説明が記 されてい ケ ￨ズ ￨は 彩色 された もので.1古 ￨,込 まれた もの
が始 どである.ホ ッタイン編 の ￨￢ ,ン 不
「1然t,凛 」 か らは,さ れたと,と られる ものが畿つかある。

11年 rl&0)

天保 11年 無射 (9月 )26日 に、諸鞭会 メンパー によって.ユ ￨'科 のほととぎす車 について まとめられたもの.
萬香 (前 田利保)が ほ ととざす草 と,111財 ●の違 い を指摘するところか ら始 まる。ほ ととざす ■を分類 し、 牛の
全体図 とオ 11の 花の解剖図 (関 根実停筆 とい う)を 載せ .名 称や特徴について記 している

11840'

『ホ トトギス図説」 をまとめた同 日に、12虫 について も会合を行った。螂 は コガ不ムシ、射 しはカプ トムシ、
厳 は タガ メ類の十日名で、 これ らの他に コブムシ・オサムンなどについての説明 と多少彩色された図が載せ ら
れて いる。図は関根雲停筆 とされるが .虫 の全体図のほか前か ら,し た図、足の一本を抽‖￨し た図など詳細 に柑
かれてい る。ホ トトギス図説 と合本になっている。

.

砂按 r― 喘劇:￨ズ 1託

ホ ト トギ ス I説
￨ス

'(保

妍螂射

￨:14純

人保 1()年

」

」

書籍名

年

代

￨

作

内容詳細

者

饉鞭会会員 との交流者による調査記録書物

中:木 ,化 常に

,l.●

￨￨サ

文政か ら天保年間頃に記 された資料を まとめたもの とされる.220種 程 の草木が載せ られている。図 とともに
説明 も記 されてお り、資生 (馬 場大助).″ r芳 (設 楽貞丈)、 11季 同 (佐 橋兵 :郎 )と いった結鞭会メ ンバー
の 名があることか ら、赫鞭会に何 らかの関係のある資料 と考え られている。

代

物 印満 図訳

文政 ()イ l:(1826)

設'11111,サ
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「物印満」はオラ ングのアムステルダムで出版 された植物図艦 「植物彩色図」 の著者「 ウエ インマ ン」に漢字
を当てはめた もの。同會に載せ られている植物の うち、日本に知 られた薬用の植物について翻訳解説 した もの。
幕府天文方の高橋景保 (1785〜 1829)に 伏頼 されて着手 した。
11に .ア ヒルについ て論 した もの.鴨 紆 {よ 絆イが明記 されて い な いか.鳶 経は11111″ 市 の著書を■サ た もの.
,ヽ ●以前 より利 ￨,と 交流があ り.,￨:,i時 代 の受物 X家 の 予イ
構 111会 ′
」では、
東西の人間に挙げ られる̲
し
‐
'tに
の
の記!」 をまとめて版行 た もの̲
￨̀111会
は.南 方の珍 しい￨￨1物 1市 桃 ￨を lk■ していた.こ
員である泄楽
"F方
江戸 ｀
名時 の分類で虫は 11獣
魚介に入 らない ものはすべ てその範囲であった.18年 かか り、実際に■類 を捕獲
し
、写生 し説明 も加えた。その後、文政年間末か ら人保 5年 頃 まで.利 保は
に多 くの事項を0ね た。
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天保 7年 (1お 6)序

飯■■

￨￨￨)￨

︱Ｉ Ｐ卜０１１

『群分品彙』 は利保が 命名 した題名。序 も利保が執筆 した。それぞれの頁を枠 で仕切 り、その中に精密 な只の
L図 350種 ほ どを載せている。員の 名や、説明が書 きこまれた もの もある。それ までにあった,tに ついての
写′
善本「六百介名」 と fル 敷能浦裏」 の :書 をまとめ、わか りやす く改定 した もの といわれている。

武藤石を

武藤石寿の員類研究書の代 表作。 お よそ 種類 の貝が所収 されてい る。多 くの 只類 の和名を提呼1し 、現在で
もこの和名は使用 されて いる。解説 は石力、図は服部雪齋による。様 々な―
L地 か ら員 を採集 し、それ までの
貝類研究書 と照 らし合わせ.図 を描 き考証 した結果 を書 きこんでい る。
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関根■停 (1804〜 1877)は 名 を栄吉 といい人岡雲峰 に画を習 い、利保 には厚 く用い られた。格鞭会な どの本
市研究会合に も絵師 として参加 し、多 くの図を描 いてい る ,同 芸蔵書 「卓木奇品家雅見』 などの版本 も手掛
けた。黎停の図は単なる格物 画ではな く、
なスケ ッチや花などの解剖図 も細か く書 き添えたもの もあ り、
対彙物 を IF確 に表現する努力が伺える.絵 '1念
画としての美 しさもあ り、絵師 としての腕 も優れていた。
.■ 41ili図 ￨￨は .そ のЩの,IIIII藩 絵
保編 1本 中̲逝
1版 「本中
よって‖かれている.5冊 ある
'￨:￨￨の い
′
証図の中で最 も多 く図を
たのは
である.『 彩色￨11物 画￨の 図 .矮 'Iliに
￨‖
li'1人 (￨イ ワベ ンケイ)は 1本 市通
￨い 証図」の図の形式に近1'1し ている
'批
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山 ド￨・ 胤の家は染物紺用であったが、´
■胤は江戸へ 出て狩野派の絵画を学んだ。やがで従組 に取 り入れ られ
利保に絵 の手解 きを した。絵馬 などに も作品を残 した。 一胤 (勝 治)は 守胤の r.親 子共に r本
中証図」
の ド図 を描 いた。植物 と鳥のみ を題材 に した作品であるが、様 々な構図 と鮮やかな色遺 いなどか̀,I通
ら、 2人 の
絵師の優れた手腕が理解出来る。
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日本で最初の本格 的彩色植物図鑑.96巻 か らな り、文政 131:(1830)に 刊行が始 まり、人保15年 (1844)で
完結 した。図は 自ら'′ 生 した もの を絵師に,書 させた ようである.岩 崎灌同 (1768〜 1842)は 幕￨::で 、名は
常上、幼少の頃よ り柿物に親 しんだ とい う。やがて江戸周辺の動植物 を調査 し、その結果を書物に絆している。
利保は濠回の こと7を 随筆の 中で「門に人らざれ ども師の如 し」 と言っている.本 書の ような濃間の著書を通
して、利保 は深 く影響 を受けた事が伺える.
西洋の植1・,学 を体系的に、初めて 日本に紹介 した書物.￨ス 1版 には リンネの1付 物分類法が示 されてい る。ケ田
川格lt t1798〜 1864)は 美濃国大垣藩1、 の家に′
￨ま れ、14れ の 時に津山藩医■ ￨￨1川 女真 (榛 斎,の ■ 了となる.
■ ￨￨1川 氏 はオラング語 をよく学び、ンヨメール編集 のオラング‖ ￨,科 事典 を翻訳するなどした。 また本 中学
・商学な どを学 び
Ì物 学 ほか沢山の 分」
子のサ に詳 しかった.利 保は度 々格庵 を招 き.本 卓学・舎密サ
学｀
̀化
ホ ンタ インの ￨■ リン不向 誌」 な どの講釈 を依頼 していた
.
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安政 3年 (1856)

'1洲
虫 'て
を卵生虫、化生虫.湿 生虫.鱗 虫に分類 され、それぞれの虫の図 とその解説 を載せ
る。体系的に分類 され
た I,本 で初めての虫語で 栗本丹洲の『 千虫詳』と並んで評 されている。楽闘は四季同 (佐 橋兵二郎)、 霊椀 (田
九大蔵).青 洲 (浅 香直光)と い うメンパー と天保 6年 頃 (1835)本 草研究会を持っている。その後、 この会
も赫鞭会へ繋が ってい く。

諜簿

虫 ￨‖ 14説

米 本 ￨1洲
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博覧会研 究史の整理 と動 向
The Arrangernent and(Current for Research iIIistory of Exposition

竹内

竜巳

TAKEUCHI Tatsumi
はじめに
博覧会 とは何か。広義における博覧会 とは、産業や学術等 の振興および促進 のために、広 く
一般 より種 々の物品、資料な どを収集 して展示 し、社会に公開する催物 のことであ り、その規
模 は地方や企業主催 の ものか ら国家が総力 を挙げて開催 された もの、複数の国家が一堂に会す
る国際的なものと幅広 く、取 り扱 われる専門性 も多岐に及 んでい る。そ して、資料 の収集や展
示公開 とい った一面 は博物館機能 の一部 と重なることか ら、博物館学では博覧会 を専門 とする
研究者 も多 い。
我が国の近代博物館制度の確立において、博覧会 と博物館 の関係 は切 り離せない ものである。
近代博物館 の成立をみ る中で、殖産興業政策の 1つ としての博覧会開催 が博物館設置活動の源
流 となった一面が強 くあ り、出品資料収集 の観点か らも同時期 に活動を展 開 されてい る。そ し
て、博覧会 に出品 した資料を継続的に公開で きる場所 を求めて、官設博物館設置政策へ と受け
渡 されたのである。
我が国 と博覧会 との関係 は、文久 2年 (1862)の ロン ドン万国博覧会に端 を発する。 これは、
初代英国駐 日公使 オールコックが収集 した 日本産の美術工芸品が出品・展示 された他、当時 ヨー
ロ ッパ に派遣 されていた竹内保徳の遣欧使節団一行 が開会式 を見学 した こ とで も知 られてい る。
その後、江戸幕府や薩摩藩・佐賀藩等が参加 した慶應 3年 (1867)の パ リ万国博覧会、その参
加経験 を活か し明治政府 として初 めて公式参加 した明治 6年 (1873)の ウィー ン万国博覧会 と
いった博覧会参加へ の流れがあ り、 この万国博覧会参加事業 の経験 を基に、明治 10年 (1877)
の第 1国 内国勧業博覧会の開設や我が国での万国博覧会開催構想へ とつ なが ってい くのである。
現在我が国における博覧会研究は、歴史学 のみ ならず多種 多様 な視点 よ り研究活動が行われ
てお り、その進度 は積極的かつ内容 の伴 った成果が挙が りつつ ある。 また、我が国における初
めての万国博覧会開催 は昭和45年 (1970)で あ り、それまでの明治期 における万国博覧会参加
の経過や国内の博覧会政策、 さらには我が国における万国博覧会開催構想 の流れが研究の主軸
となっていることも見受けられる。
本稿 では、現代 日本における博覧会研究の序章 として、戦後国内におけ る今 日まで蓄積 され
た博覧会 に関す る著書お よび論文を時期や種類毎に整理・検討 し、研究動向を精査することで、
そ こか ら見える視点 と課題 を導 き出す ことを目的 とするものである。 ここ数年で研究動向をま
とめた論文等が多 く出現 してい ることか ら解かるとお り、博覧会研究史の編纂 は急務なもので
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あ りなが ら、その作業が進捗 しに くい ものであった ことが看取 される。研究動向の調査は事物
の研究活動 を展開す るにおいて必要不可欠なものであ り、本稿 はこの意識 に基づいて論 じるも
のである。

1

博覧会研究史の整理
我 が国において博覧会研究 の発端 となったのは、先述 の 日本万国博覧会開催 にあることは言

うまで もない。開催 の準備段階 にお いて、それまでの博覧会の見直 しが進め られた他、山本光
(1)や

雄 『日本博覧会史』

12'は

平野繁臣 『国際博覧会歴史事典』

、戦前 の永山定富によって蓄積 さ

れた研究 を基盤に展開 し、当時 までに開催 された国内および海外 の博覧会の歴史を時系列 に整
理 したうえで、概説的 に事業内容を検討 してお り、 これ らは万国博覧会を語 る上での基本文献
である。
また、博覧会の開催前後 には 『通商産業研究』 や 『建築雑誌』 において万 国博覧会の特集が
(3)と

組 まれ、その中では鈴木義勝 「万国博覧会 の歴 史― その伝統 と発展 の航路―」

ぃ った万国

博覧会通史や、林昌二「万国博 の展示について」 等 の展示内容や技術 の他 に も、吉田光邦「 日
￨・

本万国博覧会 とその教育的意義」 のよ うな教育普及活動 にまつ わるものの他、万国博覧会開
催へ の準備状況や海外か らの評価 に関 しての論評が纏め られてい る。
(5｀

本格的な博覧会研究 に重点が置かれたのは、1980年 代 といって も過言ではな く、当該期 よ り
多 くの研究者が成果 を残 して きてい る。精力的な研究を行 って当該分野での先駆け となったの
161等
の著書 の他 に、 自らが代表 を務
が吉田光邦 の研究 であ り、『万国博覧会一技術文明史的に』
中
(8)の
めた万国博覧会研究会による 『万国博覧会 の研究』 や 『図説万国博覧会史』 編集 を行 った。

これ らはいずれ も科学や産業 の技術史的観点 によるもので、殖産興業政策の一環 としての博覧
(9)に

会像 を打 ち立ててい る。 また、諸岡博熊は著書 『博覧会学事始』

おいて博覧会参加 に伴 う

業務を詳細 に分析す ると同時 に、独 自の博覧会像 を提唱 したのであった。
90年 代 に入ると研究活動 はよ り積極的なもの とな り、多様な観点 の もと数多 くの論著 が世 に
)の
°°
出 ることとなる。吉見俊哉 は、その著書 『博覧会の政治学― まなざしの近代』
中で、 明治

期 の万国博覧会を帝国主義 の祭典 と認識 したうえで、持論を展開 している他、後年の 『万博 と
(1い
戦後 日本』 では、 日本万国博覧会開催 よ り続 く我が国の博覧会政策 について言及 し課題 を述

べ たものであった。吉見 の 『博覧会の政治学― まなざしの近代』 と同時期 に出版 された鹿島茂
t12'も

の 『絶景、パ リ万国博覧会―サ ン・ シモ ン鉄 の夢』

また、パ リ万国博覧会 を主題 としつつ

万国博覧会 と新 しい社会 の理想図に関 して論 じた ものであ った。
Ⅲ
清川雪彦 は、著書 『日本の経済発展 と技術普及』 の一節 で博覧会 と共進会の活動意義 を、
:Ⅲ

技術情報の普及や市場形成 の過程 より導 き出 してい る。 また、角山幸洋 は
(14)に

研究』

Fウ

ィー ン万国博 の

お いて、明治 6年 のウィー ン万国博覧会 を事例や基礎文献を基 に詳細な研究 をまと
(15)に

めてい る。古川隆久 は 『皇紀 ・万博 ・ オリンピック 皇室 ブラ ン ドと経済発展』

て、幾度
にわたる戦前 の我が国における万国博覧会開催構想 とその挫折 を経 て 日本万国博覧会開催へつ

なが ってい くことを纏 めてお り、国民統合 の正 当化 のシ ンボルと しての博覧会開催 を位置付け
つつ、それに よる国家や地域 での経済発展計画 に関 して も考察 している。桂木野衣の 『戦争 と
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(16)も

万博』

、皇紀2600年 記念 日本万 国博 覧会構 想 と昭和 45年 開催 の 日本万 国博 覧会 を関連 化 し、

両者 の連続性 を指摘 して い る。
そ して、佐藤道信 は 『明治 国家 と近代美術

(lつ

美 の 政治学』 の 中 で、 日本美術 と経済発展 の

関係性 を読み解 く中 で産 業振興 の 1つ として博 覧会 を挙 げ る とともに、我 が国 にお ける博物館
史や美術 史 の概念 につ い て考察 して い る。 鈴木廣 之 も 『好古家 た ちの 19世 紀
(18)に

る≪物 ≫の ア ル ケオ ロ ジー』

幕末明治 にお け

お い て、 美術 史的側 面 よ り明治期 の博 覧会政 策 に関 して ま と

めた うえで、当時の博覧会中における物 の見せ方や見方 といった状況を論 じている。荒俣宏の
『万博 とス トリップー知 られ ざる二十世紀文化史』中)は 、現代 までに開催 された万国博覧会 に
おけるス トリップ・ ンヨ の 内容 および位置付けについて述べ てお り、1つ の専門的 イベ ン ト
や事象 と博覧会の関係 について纏 め られた最たる例であるといえる。
(20)ゃ
、伊藤真実子 の 『明
21世 紀 に入ると、松 田京子 の 『帝国の視線 博覧会 と異文化表象』
(21)と

治 日本 と万国博覧会』

ぃ った著書 の中で、 ようや く先行論文 の比較・検討が行 われるよう

にな り、博覧会研究史の分析 の萌芽 を見る こととなる。松田は、植民地展示 および人類館展示
を基に、明治36年 (1903)開 催 の第 5回 内国勧業博覧会 における性質の変化 を、伊藤は明治期
における万国博覧会参加意義の 1つ としての国家像 の模索 をそれぞれ纏 めているが、両者 とも
自身の研究 を世に問 う中で、その成果 を研究史の流れの一部 として位置づ け、その うえで持論
(22)に
て、
を展開す る姿勢が見受けられる。國雄行 は 『博覧会 の時代 明治政府 の博覧会政策』
我 が国 にて計 5回 開催 された内国勧業博覧会を総合的に考察 し、博覧会毎 の有 り様や成立過程
(23)に
お いて、 同時期の万国博覧会
を詳細に研究 した。国は、その後 の 『博覧会 と明治 の 日本』
にも視座を広げ、明治期 の博覧会政策 を通 じて我が国における博覧会像を世に問うてい る。海
(24,は

野弘 の 『万国博覧会の二十世紀』

、今 日まであまり焦点が当て られていない20世 紀 に開催

された万国博覧会の一部を考察 してお り、現代における万国博覧会の必要性 を論 じてい る。
(25)や

また、小林丈広 「近年の博覧会研究 をめ ぐって」

東 田雅博 「万国博覧会研究の最近 の動

向― グローバ リゼ ーンヨンと大博覧会―」
伊藤真実子「博覧会研究 の動向について一博覧
い
会研究 の現在 とその意義―」 は、国内や欧米の研究動向 をまとめあげ一定の成果を挙げてい
(26)、

ることか ら、近年研究史の精査が行われているとい える。現代 では博覧会研究の範囲も幅が広
くなってお り、充実の一途を辿 ってい るといえよう。

2

博覧会研究のまなざし
今 日まで蓄積 された数多 くの博覧会研究を概観 してい くと、研究 の論点 は各人の解釈 によ り

多少異なるものの、1専 覧会 に対す るアプ ローチの方法 によって大 きく4つ の研究動向に分ける
ことがで きる と考 えられる。 これは松田京子 の 『帝国の視線

博覧会 と異文化表象』 によ り提

唱 された ものであるが、筆者 もこの見解 に賛同す るため、本稿 ではこの分類 を基に研究動向を
まとめてい くもの とする。

a

科学技術史的視点
蒸気機関や電力、情報技術 といった科学技術 の発展 の推移 とそれ らが出品 された博覧会 との

関係を歴史的に読み解 く視点である。明治期 の万国博覧会参加 を通 じて欧米の先進技術 を習得
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し、 得 た もの を内国勧 業博 覧会 の場 で伝達す る流れが あ ることを明 らか に した、殖産興業政 策
の一 環 として博 覧会 を捉 えて い る。
吉 田光邦が この代 表 であ り、編著 『万 国博 覧会 の研 究』 にお い て、 万国博 覧会 は19世 紀 に始
まった新 しい情報 メデ イアの場 であ る と同時 に、大衆社会 にお ける非 日常 的 な祝祭 の場 と表現
した うえで、以下 の通 り述 べ て い る

(28)。

万 国博 に神 としての位置 を 占めたのは、十九世紀急 速 にその 開発 のテ ンポ を早 めた機械
技術 を 中心 とした 文明 で あ る。 巨大 な蒸気機 関、 人眼 を驚 かす大砲、 新 しいエ ネ ル ギ ー と
して の 電力、 また はそれに よる華麗 な電灯照明、 さては交通機 関 としての 自動車 な ど、 い
ずれ も人 び との生 活 を新 し く支配 し、そ の生 活 の 様式 に革新 をせ まる合理 の 産物、合理 の
神 で あ る。
そ の一 方 で 19世 紀後半 の万 国博 覧会像 を、国家 の イメ ー ジを高 め ようとす る強烈 なナ シ ョナ
リズ ム を発現 させ る場 と も認識 してお り、そ の過程 で産 業技術 の推移 を関連 づ けて い る。 この
国威 発揚 の場 としての博 覧会 とい う意識 は後述 の研 究者 に も多大 な影響 を与 えて い る とし、以
下 の よ うに続 けて い る

(29,。

日本の博覧会が明確 に勧 業政策の一環 として ス ター トし、国民に新 しい産業社会 の到来
を伝 えるもの として作用 していたのは、19世 紀 に近代国家組織へ 移行 した 日本にあっては、
当然の コースであ った。それは同時に伝統的な異質の、娯楽の場 の存在を教えたのである。
なお、技術 の発展 と博覧会の関係については、拡大す る企業市場 における先進工業国の国際
市場獲得の機会、新技術や新製品の展示場 として博覧会を意識 したうえで、以下の通 りに述べ
(30)。
てお り、博覧会 の性格 の展開を科学技術や社会構造 の変化 と関連づ けてい る

20世 紀 に入って国際見本市が盛んになると、万国博 の見本的性格は失われるようになる。

それに代わって強調 されるようになったのは、各国の文化 と技術 の存在 であった。 しか も
それ らの技術 の多 くは企業 にゆだね られている。そこに企業が新 しく国家 とならんで浮か
び上がって くる理由がある。 と同時 にシ ョウ化、そ してイメー ジによる情報が多用 され、
ものによる情報が退いてゆ くのは、新 しい技術 と社会の関係 を語っているようである。
この吉田を中心 とす るグルー プの精力的な研究 は、対象 とす る万国博覧会の年代 も幅広 く、
博覧会史の基礎的研究 としての役割 を十分に果た してい る。

b

経済史的視点
博覧会 と政府 の経済政策 との関係 を明確 にし、産業発展や財政政策 に果 た した役割 を問 うも

のである。工業技術 の導入 とい う観点 は、前述 の科学技術史的視点か ら発展 した意識 も多 く、
両者 の関係 は深 い ものがある。
代表的な研究者 に清川雪彦がお り、その著書 『日本 の経済発展 と技術普及』 の 7章 「技術情
報 の普及伝播 と市場 の形成 :博 覧会・共進会の意義」において、地方に至るまでの明治期 にお
ける博覧会や共進会 の性格を分析 した後、内国勧業十 覧会 の開催 を農商務省 の最重点政策の 1
:ま

つ と位置付け、その中で博覧会活動 の内容 を以下の 3点 に位置付け、博覧会の役割 を評価機能
(31'。

と公示効果の 2つ である と提示 した

①明治期 の技術発展 における、普及促進活動 を補佐する意義
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2競 争的市場 の形成 と在来産業の品質改善や技術改良
0制 度の急速な普及伝播 による主導権 の移行 に基づ く地方や民間組織 の活発化 の推進
そ して、詳細 な資料分析により明治後期において西 日本を中心 に積極的な発展が見 られた と
してい る。 このように、産業振興政策の一環 として博覧会 を捉 える研究は、経済発展 のみ なら
ず出品物 の分析や販売促進 とい った一面 にも及 んでお り、研究成果 の多様性 が見て取れる。

c

政治史的視点
日本へ の博覧会の導入や博覧会の性格 の変化 を、博覧会行政に携わった政策決定者層の意図

や実際の政策事例 より解明 しようとす る動向である。
国雄行や伊藤真実子が この視点に基 づ き研究成果 を残 してい る。国は、『博覧会の時代』 で
内国勧業博覧会を中心 に明治政府 の博覧会政策 について調査 し、博覧会の変容や事業 を通 じた
政府の富国強兵政策の推移 を論考 している。 また伊藤は 『明治 日本 と万国博覧会』 にお いて、
明治期 に参加 した万国博覧会や国内の博覧会開催 に関 して考察 し、万国博覧会を諸外国へ の 日
本のアイデ ンテ イテ イを紹介する場 として捉 え、政府の博覧会へ の参加方針や出品物 に対す る
評価 を通 じて博覧会政策の変遷 を打ち立ててお り、以下の通 りに述べ てい る

(32,ё

万博が、そ もそ もフランスでの国内産業奨励 を目的 として生 まれたように、 日本国内で
の博覧会開催 は、明治政府 の殖産興業政策の一環 としての内国勧業博覧会であった。
両者 とも、明治期 の博覧会行政 を概観す る ことで国家政策 としての博覧会像 を論 じてお り、
その うえで我が国が列強世界に博覧会政策を通 じてどの ような評価 をされたかに関 して も考察
している。

d

社会史的視点
博覧会の出品物やパ ビリオ ンにお ける展示 の世界観、それ らの社会経験や社会 の変容を歴史

的に捉 える動向である。大衆社会 の発展 と深 く関連 してお り、付随 して植民地展示や人類展示
に関連す る研究成果 も多 い。
代表的な研究者 に吉見俊哉がお り、著書 『博覧会 の政治学― まなざしの近代』 の 中で、先行
研究を吟味 しつつ、博覧会の歴 史 を客観的事実の発展史 としてではな く、博覧会 に集 まって き
た人 々の社会的経験 の歴史として捉え直す としてお り、

C帝 国主義 と博覧会展示の関係
11211111消

費社会へ の展示 の受容

3見 世物 としての博覧会演出
以上 3点 を視点に独 自の見解 を述べ、その うえで博覧会 の本質を政治的かつ社会的な文化戦
(33)。

略 の装置 であるとして い る

展示 とい う博 覧会 に不可欠な機能を帝国主義、商品、見世物

としての観点か ら分析 し、植民地展示を批判的に捉 えつつ、博覧会事業 の有 り様を以上の観点
よ り述べ た ものであ った。
吉見 の博覧会研究は、『万博 と戦後 日本』 の中で第 2次 世界大戦後に開催 された 日本万国博
覧会やそれ以降我が国で開催 された博覧会にも及 んでお り、それ らを高度経済成長の象徴 とし
なが らも、 日本万 国博覧会 の影響下に存在するとし、博覧会の運営面における課題 として、
①知識人や表現者の理念の無力化
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②都市開発や 自然 との関係
③博 覧会に対する社会問題 と市民 の相互理解
以上 3点 の問題点を挙げ、現代 日本 の博覧会事情 を的確 に論 じてい る

(34)。

また、松 田京子は吉見の研究の延長線上に 自身の研究成果を位置付け、社会史的研究を基盤
とした新 たな見解 を論 じている。それは、内国勧業博覧会の展示内容や関係す る人物 の学知 を
通 じて、博覧会 の性格 の変化 を明 らかにす るとい うものであった。博覧会 の展示形式 か ら当時
の社会構造 を探求する点は、現代 における博覧会研究 の主流 となる視点 と見倣せ よう。
今 日の議論 は、博覧会 の評価 を国威発揚 の場 としてのみならず、出品物や展示館を通 じた自
己認識 と他者表象の再構築の場 として も見通 してい くことである。
なお伊藤真実子は、吉田の科学技術史的視点 と吉見の社会史的視点、 2つ の観点 による分類
を試みてお り、経済史的観点や政治史的観点はいずれ も吉田の影響下 にあるとしてお り、詳論
を展開 している他、國雄行 は業績 の分類 を、
①概説 (永 山定富・ 山本光雄・吉田光邦)
②博覧会出品物 の分析 (地 域別・分類別)
③経済史的分析 (清 川雪彦)
④社会史的分析 (吉 見俊哉)
(ID美 術史的分析 (佐 藤博信 )
(35,c

としてお り、先行研究 の概要 と視点をまとめている

以上 のように、現在 は研究動向が まとめ られてい る最中にある。 しか しなが ら、今後先行業
績 の分類化が進み、概説 と詳説が明確 になる程今後 における課題が見えて くると思 われる。現
在 も研究者独 自の分類作業を試み られてい るが、明治期当初の博覧会 に出品された資料 の中に
陶磁器 とい った美術工芸 品が多いことか らも、佐藤道信や鈴木廣之 といった美術史的視点 は欠
かす ことはで きない ものであると考えてい る。
また芸術 とい った面 においては、美術 に加え音楽 に関す る論考 も切 り離す ことはで きないだ
ろ う。あ くまで も音楽 は時間芸術 であ り、音その もの を展示するためには空間配置等大 きな技
術的問題があ ることはい うまで もないが、 もの を媒体 とす る視覚 を中心 とす る博覧会の 中で、
音楽関係 では楽器等 の資料展示や コンサ ー トによる実演展示が行われた。代表的な研究成果に
(36,や
「1937年 パ リ万博 に
井上 さつ きの ものがあ り、『音楽 を展示する パ リ万博 1855‑1900』
(37)に

おける音楽」

お いて、 6回 にお よぶパ リ万国博覧会 に焦点 を絞 りなが ら、 開催 された コン

クールや演奏活動について論 じている。井上は著書 の 中で、パ リ万国博覧会について以下の通
い
り述べ てお り、音楽演奏を展示 として解釈 した最たる例 であろ う
)。

パ リ万博 のパ リ万博 たるゆえんは、それが単なる産業博覧会ではな く、あ りとあ らゆる
もの を秩序立てて分類 して「展示」 しようとす る試みた ところにある。そ こには「産業」
だけでな く、「芸術」が含 まれてい た。音楽が祝祭 の際の奏楽 や、単なる記念 コンサ ー ト
とい う一般的な範疇 を超 えて「展示」 されたのは、それが森羅万象 を「展示」 しようとす
る万博 を企画す る側の基本理念 と重なったか らにはかならない。
また、音楽資料 については井上の「明治期 日本の博覧会 における洋楽器―鈴木 ヴァイオリン
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9)や

・
の事例 を中心 に―」
、葛西周「近代 日本 における楽器展示 とその効果― 内国勧業博覧会を
°
・ 'と いった論文があ る他、音楽 の実演 に関 して も安田香 「1889年 パ リ万国博覧会に
中心 に一」
(41)や

おけるジャワの舞踏 と音楽 について」

(12,

仲條大亮「万国博覧会における音楽 の空間的展示」

といった研究成果が存在す ることか らも、音楽を介 して博覧会像を考察する研究活動は充実の
一途にあるといえるのではないだろ うか。
今後 は芸術 史的側面 に基づ く研究成果 も、他の研究内容を精査す る うえで必要不可欠なもの
となって くる と考え られ、1専 覧会研究 の視野 をよ り拡張する ことが論点の 1つ であ ろ う。

3

今後の研究の課題
今 日までの博覧会研究 は、博覧会を通 じて近代 日本の様相 を多角的視座 よ り示す ことが可能

となってい る。 また専門領域 による研究成果が互 いに活用 され、研究の同時性 を論考する こと
もできる程、多様性 の一途をた どってい るともい える。
しか しなが ら、 日本の博覧会研究 は未 だ個別の博覧会の基礎的事柄 を検証す る必要があ ると
考 えられてい る。海外 の博覧会研究を導入す ることが可能 となっている現在、それ らや先行研
究 を参考にしつつ慎重な研究成果 を残 してい くことは不可 欠であろう。そ して、その うえでよ
り先進的な研究を行 われてい くべ きであ り、それを考慮す ると博覧会研究 の現状 は未 だ初期的
なもの と言 わざるを得ない。小林丈広は、論文の中で以下 のように述べ てお り、 日本史的観点
(43)。
か ら今後 の研究におけ る必要課題 を打 ち出 してい る

博覧会研究 とい うと、博覧会をめ ぐって表出 した世論や新技術の登場、それ らをめ ぐる
種 々の事件 に目を奪 われがちであるが、 日本史研究の方向性 としては、博覧会 に関係 した
諸勢力 の動向や当該時期 の社会構造の変化 と関連づ け、実現 しなかった可能性 も視野に入
れた、実証的研究を積 み重ねる必要があ るのではないだろ うか。
また藤原隆男は、論文「 ウイー ン万国博覧会の特殊性」の一節にお いて、明治期 における博
覧会研究 の中で、今後 の研究内容 に期待が で きるもの もあるが、博覧会 の諸側面 を全般 につい
・ つ。
て検討 した業績は少ない とした うえで、以下のように述べ てい る
万国博覧会 は博覧会 の開催 目的、会場建設、各国の出品物、娯楽施設、 これ らを生み出
した歴 史や学問・哲学 の側面、参加 を巡る国家間の交渉、博覧会の見学 に参集 した市民な
ど多様な側面 を持つ ことか ら、 これ らの諸側面を総合的に検討す ることは至難である。
博物館学 の視点か ら博覧会を見る場合、必要な ことは展示技術 の推移や展示 を介 した社会教
育活動 の普及 とい った観点 にある。
諸岡博熊は、 F博 覧会学事始』 の中で博覧会の定義 を、以下の通 りとしてお り(45)、
一定 の敷地内 に一定の期間にわた り不特定多数の人 々を集め、多数の展示館や ら食堂、
売店、催物、サー ビス施設、輸送、宿泊施設などを計画的に配列 して、展示その他 の技術
で明るい楽 しい非 日常 の世界を現出 し、その経験 を通 じて人 々に感動 を与え、思 い出を創
り出させるもので、主 として大衆の教育に資す る一過性 の もの といえよう。 さらに、波及
効果 として、文化的創造活動 を刺激 して、長期にわたって文化や産業 の発展に寄与 し、 開
催地域 の経済、社会、生活、文化などの振興 に役立つ もの
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ICOM等 の博物 館 の 定義 と比 較 す る と、展示 を基盤 と して い る点や大 衆 の教 育 に資す る と
いっ た項 目は幾分似通 った もの も多 い。我 が国 におけ る博 覧会 における大 衆 の 教育 とい う点 に
関 しては、面 白 くてため になる もの とい う傾 向 があ り、 それ 自体 は博物館 同様 に位置付 け て い
る ものの 、大衆 の教育 そ の もの は娯楽 の提供 で ある と捉 え、面 白い や楽 しい とい った 要素 の み
で よい とも述 べ て い る

(16)。

そ して、 見本市 との相 違 点 を以下 の 3点 に纏 め てお り、 1専 覧会展
(47)。

示 にお け る必 要事項 を確認 して い る とい え よ う

①見本市 では、商業性が主 となるが、博覧会は、商業性 を排除 して、大衆 の教育 に資す る
こ とが求め られる。広義 の教育 とは、娯楽である。
②見本市 は現在 の技術 の展示 とい える。人 と人 との対話 である。 ところが博覧会では、
ち ょっと時代 の先端 を見せ るので、生 きた技術 の動 く場が主 となる。
言 いかえると、見本市 とは、モノについての情報 を提供す るタイプ。1専 覧会 とは、 人と
人 とのふれあいの感動 を持 って帰 る思 い出の創出 タイプとい えよう。
③見本市 は「文化 の企業化競争 の場」で、博覧会は、「企業の文化化競争の場」 といえよう。
博覧会 における教育活動 に関 しては、吉田光邦 も「 日本万国博覧会 とその教育的意義」の 中
で述べ てお り、万国博覧会施設における教育的意義 を見出 してい る●8,。
わた しどもはたえず新 しい教育を受け入れつつ、新 しい知的領域 を開いて、このスピー
デ イに変化 してい く現代社会を生 きてゆかねばならぬ。そのためにはこの万国博施設をフ
ルに利用 し転用 して、学校教育に連続する一般 の社会教育施設 とすべ きではないか。
また、國雄行 は 『博覧会 と明治の 日本』 の中で、博覧会の性格 を以下の 7点 としてい る

(19'。

①博覧会 とは コンクールである。
覧会 とは商品見本市 である。
覧会 とは事物教育 の場 である。
覧会 とは見世物 である。
覧会 とは祝祭 である。
覧会 とは戦争 である。

⑦博覧会 とは平和である。
いずれも明治期 において国内外で開催 された博覧会を概観 した結論であるが、Э と② は経済
史的視点、③ 〜C)は 社会史的視点、0と ⑦ は政治史的視点から導 き出された考察であろう。殊
に興味深いのは③事物教育の場であ り、展示品を活用 して情報 を見学者へ伝達す る点は博物館
機能の一部 と重複す る内容ではないだろ うか。
博物館史の一面 として博覧会 を認識する動 きもある。例えば椎名仙卓 は、『日本博物館成立
史―博覧会から博物館へ』 の中で海外 における博覧会 と博物館の変遷を推移 し、海外では両者
が独立 した形で発展 したと論 じたうえで以下の通 りに述べてお り、我が国においては両者の概
(Ю
念が相互関係の もとで発達 したと論 じている
)。

まず博物館 を創始 してから、そこで博覧会を開 くことによ り、新時代 に即 した見るもの、
見せるもの、の発達を促 している。 しか し現実問題 としては、わが国では博物館が設置 さ
れる前に博覧会が開催 されてお り、そこか ら博物館が誕生す るとい う過程 をたどっている。
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そ して、国内 における博覧会の構想や官設博覧会の開催を博物館 の創設に結 び付 けてお り、
博物館史の一部 としての博覧会史像 を構築 しているものである。
(51)に
お いて、我 が国における近代博物館設立動向の濫腸
また、加藤有次は 『博物館学総論』
が慶應 3年 のパ リ万国博覧会にあると述べ た うえで、明治政府 の政策が非常設的博覧会思想を
常設的博物館理念へ発展転化 して博物館が誕生 したと論 じてい る。青木豊 も『博物館展示 の研
究』 の中で、展示 の史的変遷 の一部 に博覧会を取 り上げ、その用語 の濫傷か ら展開を論 じたう
えで、以下 の通 り述べ ている

(52)。

明治期 は博覧会流行の時代 で もあ り、それは また基本的な展示 の近代化へ の変革の時代
で もあ った。
両者 は共 に近代以前 の展示機能を紹介 した後、それ らの経験 を軸に博覧会参加事業 を行 い、
それを経由 して官設博物館 の設立へ と論点 をつ なげている。なお青木 は、『博物館映像展示論』
の中で、昭和42年 (1967)開 催 のモ ン トリオール万国博覧会 で初めて出現 した、映像展示 の我
が国における変遷に関 して も論考 してお り、60年 代 の博物館 における映像の存在 を考慮 したう
(53,。
えで以下 の通 りに述べ、昭和45年 の 日本万国博覧会が我が国の映像展示 の晴失 と捉 えてい る

1970年 の大阪千里における日本万国博覧会で の映像は、わが国の人 々 をして魅了させる

ものであった。換言すれば、本万国博覧会は映像 の持つ力 と魅力、さらには映像展示技術
を人 々に披露す ると同時 に認知 させ る絶好 の機会であった とい えよう。
ゆえに、わが国における映像展示 の濫蕩 は大 阪万国博覧会である として大過なかろう。
それは、時あたか も 黄 金の60年 代"と 称 された1960年 代 の高度経済成長期 の締 め くくり
に相当す る華麗 ともいえる一つの文化充実期 であ った。
この 日本万国博覧会に登場 した各種 の映像機種は、現在の映像展示 の定番 といえるもので、
博物館展示 において一般化 してい る展示形態 の先駆け とも捉 えることもで きる。 また、 開期終
了後 には各地 の博物館 の展示室 で映像が取 り入れ られることとなる。従 って、映像技術は博覧
会の展示形態が博物館 の展示技術 に転用 された こ とを示す最 たる例 であるといえる。
博覧会史 を博物館史の一分野 として捉 える研究は、今後 も博覧会研究活動 において資料 の展
示形態や教育活動 とい った、現在の研究 よ りも博物館的機能を意識 した視点が重視 されるもの
となると見受けられ、現時点では丁重な研究が積み重ね られてい くことが必要不可欠であ る。
最後 に、小林 は論文の中で近年の博覧会研究 ブームの背景 に、博物館や文書館、美術館 といっ
た施設の展示やデー タベ ース作成やそれ らの中で活躍す る 日本史研究者の増加が要因である と
した うえで、博覧会研究の深化 は博覧会関係資料 を所有す る博物館等 の研究者 にこそ開かれた
(
もので あ ると述べ てお り

￨、

博物館学芸員 の研究成果が重要であるとして い る。 これは現代

の博覧会研究が、様 々な立場か らの視点 と博物館 にお ける調査研究活動 との一体性 を求め られ
る分野 に展開 しつつ あることを示 してお り、既存の研究成果 と現場 の博物館が直接的につ なが
るこ とが今後期待 されるものである。
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おわ りに
博 覧会 は、公 教育 の場 で あ る。博 覧会 におけ る教 育 とは、 出品 された展示物 か ら最新 の情 報
を受 け取 り、最新技術 を一 般社会 へ 発信す る こ とに意義 があ るので はない か。

本稿 は、戦後の国内にお ける博覧会研究に焦点を絞 ったが、戦前における博覧会批評 はす で
に存在 してお り、それ らは当時の博覧会研究が どの ように位置づ け られているかを示す事例 の

1つ であ るため、今後 の研究の必要性が感 じられる。 また、本稿で紹 介で きていない論文・著
書が数多 く存在す ることは明白であ り、博覧会研究 を継続するうえでそれ らを組 み込むことも
また不可欠な ことであろ う。
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国指定史跡 と世界遺 産
Government-designated digs at ruins and world heritage

鳴海

NARU

茉莉
II Mari

はじめに
世界遺産 と開 くと、有名な観光地を想像す る人々が大多数であろう。それまでに、世界遺産
とは観光地化 されていると考える。世 界遺産 に登録 されるには、原則的にその資産の所在す る
国で保護・保全 をするとこ ととなっている。我が国では昭和25年 (1950)に 文化庁 よ り「文化
財保護法」が制定 されてお り、細部に相違 はあ る ものの、記念物 (史 跡、名勝)、 有形文化財 (建
造物)と して文化遺産に対応 で きる分野で保護・保全が されて きた。 また、都道府県、又は市
町村 の 申出に基づ き選出される「文化的景観」 をは じめ、地方 自治体 と連携 し、保護・保全が
されてい る。今回は、平成25年 (2013)8月 に訪れたイ タリア・ローマの世界遺産「 ローマ歴
史地区」 と現在世界遺産暫定一 覧表に掲載中の我が国の資産「北 海道・北東北を中心 とした縄
文遺跡群」 を比較対象 とし考察 を行 う。

1

国指定史跡
国指定史跡 とは、文化庁が定める「文化財保護法」 に基づ き、国によって指定 された史跡 の

こ とである。史跡 の保存 と整備 は、元禄 5年 (1692)に 徳川光囲の命 により大金重貞が発掘 を
中
実施 した栃木県那須郡 に所在す る 2基 の前方後円墳 である上・下侍塚古墳 を濫腸 とす る .
その後 の遺跡保存 は、明治政府 が明治 4年 (1871)「 古器旧物保存方」 を布告 し、廃仏毀釈
によって破壊 された文化遺産の調査 を始めた。古墳 や出土遺物に関す る措置 は明治初年 か ら整
えられてい き、明治 7年 (1874)に 「古墳発見 ノ節届出方」が制定 される。 明治 9年 (1876)
には「古社寺保存金の交付」が布告 され、明治30年 (1897)に 「古社寺保存法」が制定 されて
い る。明治44年 (1911)に は貴族院か ら「 史蹟及天然紀念物保存 二関 スル建議」が提出された。
日清、 日露戦争 を経 て急速に近代化が発展 し、土地の開拓や道路 の新設をは じめ とする人為的
な原因により、史蹟や天然記念物が 日に日に破壊 されてお り、古社寺保存法によって古来 の美
術工芸品の保存が講 じられているの に対 し、史跡、天然記念物 に対 しては保存 の方策がなされ
ていなか ったため、 史蹟及天然紀念物保存 二 関 スル建議 の提唱に従って大正 8年 (1919)「 史
蹟名勝天然紀念物保存法」が制定、施行 された。昭和 4年 (1929)に は、昭和恐慌 を契機 とし
て、古社寺保存法 の対象外 である旧大名家等が所蔵する宝物類や、1日 幕府体制 の崩壊後 に放置
されていた城郭建築等 の保護 のため、古社 寺保存法 にかわって「国宝保存法」の制定 と、保護
政策がなされてい る。 国宝保存法が施行 されたことによ り、国が指定 した国宝の海外へ の輸出
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や移出は禁止 され、流出は防止 されることとなった。文部省 では国宝 の指定 を進めたが、未指
定物件が海外へ と流 出された。若狭国新八幡宮に「伴大納言絵巻」 とともに秘蔵されていた「吉
備大臣入唐絵巻」がボス トン美術館 に買 い取 られた事態 を契機 に、昭和 8年 (1933)に 「重要
美術品等 ノ保存二関 スル法律」が制定された。 これ まで国宝保存法によって保護 の対象 とされ
ていた歴 史上、美術 上価値 の高い建造物、宝物等 と、 史蹟名勝天然紀念物保存法によって保護
されていた史蹟名勝天然紀念物 を「文化財」 として統 一 し、保護法制の下に置いた。そ して昭
和25年 に「文化財保護法」が制定、施行された。文化財保護法 は昭和ん年 (19引 )、 昭和Ю年 (lW5)、
平成 8年

(1996)、

平成 16年 (2004)に 改正 を して いる。平成 16年 には「文化的景観」 の保護

制度が成立 した。
文化財保護法の前身である史蹟名勝天然紀念物保存法は古社寺保存法を引 き継 いでい る。
平成25年 9月 現在、文化庁 より指定されている「史跡名勝天然記念物」 は3089件 となってい
る (史 跡 ・1649件 、名勝・338件 、天然記念物・930件 、特別史跡・61件 、特別名勝・36件 、特
別天然記念物 ・75件 )。 史跡以外 にも、 名勝等 に「 史跡」 と種別がつ く物件がある。それ ら全
てを合 わせると史跡 は1771件 となる。特別史跡名勝天然記念物及 び史跡名勝天然記念物指定基
準 (史 跡 )は 以下の とお りである。
《
特別史跡名勝天然記念物及 び史跡名勝天然記念物指定基準 (史 跡)》

1.貝 塚、集落跡、古墳その他 この類 の遺跡
2.都 城跡、国郡庁跡、城跡、官公庁、戦跡その他政治に関する遺跡
3.社 寺 の跡又 は旧境内その他祭祀信仰 に関する遺跡

4.学 校、研究施設、文化施設その他教育 。学術 ・文化 に関する遺跡
5.医 療 ・福祉施設、生活関連施設その他社会・生活 に関す る遺跡
6.交 通・通信施設、治山・治水施設、生産施設その他経済・生産活動 に関す る遺跡
7.墳 墓及び碑
8.1日 宅、園池その他特 に由緒 のある地域 の類

9.外 国及び外国人 に関す る遺跡
国指定史跡 の統計を取 ってみた所、多 くの 史跡が指定基準 1の 貝塚、集落跡、古墳その他 こ
の類 の遺跡 である。

2 世界遺産
(1)世 界遺 産の概要
世界遺産 とは、1972年 に採択 され た世 界遺 産条約 (世 界 の 文化 及 び 自然遺産 の保護 に関す る
条約 :cOnventiOn cOncerning the PrOtectiOn Of the WOrld Cultural and Natural IIeritage)
に基 づ き登録 され る、様 々 な国 の 人 々が 誇 る、 自然 の 環境 や、文化財 をい う。 そ の 母体 となる
のが、UNESCO(国 連教育科学文化機 関 :United NatiOns Educational,Scientinc and Cultural
organizatiOn)で あ る。 UNESCOは 、第 二 次世 界大戦後 の1945年 11月 に採択 されたユ 不 ス コ憲
章 に基 づ い て、 1946年 にパ リに設 立 された国際連合 の 専 門機 関 で あ る。 UNESCOは 、教育 、
科学、文化 、 コ ミュ ニ ケ ー ン ヨン・ 情報 の 分野 を通 して、平和 の構 築 、貧困削減、持続可能 な
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開発、異文化間の対話 に貢献す ることを任務 としてい る
その起源は、1960年 にエ ジプ トのナイル川上流でアス ワン・ハ イ・ ダムの建設 のため、 ヌビ
(2)。

ア地方の古代遺跡 であるアプ・ シ ンベ ル神殿、 フ イラエの イシス神殿が ダム底 に水没 して しま
うとい う危機にさ らされたことを契機 に、考古学的 にも貴重 である遺跡 を守ろうと世界に救済
キャ ンペー ンを呼 び掛けた ことである。このキャ ンペー ンには60カ 国が賛同 してお り、アプ・
ン ンベ ル神殿 の移築が実現 した。その費用は各国の寄付金 よ り賄 われている。 このことが世界
遺産 とい う理念 を生み出した といえるであろう。
世界的に重要 と判断 される遺産 を、その保有国だけで保護す るこ とがで きない場合、世界各
国の協力が必要である。 この「人類共通の遺産」 とい う概念がその後 の「世界遺産」 の概念 に
発展 してい く。

L界 遺産 は、遺跡、自然、景観、建物等 の人類が共有すべ き「顕著な普遍的価値 (Outstanding
universal Value)」 を持 つ移動が不可能な不動産、そ れに準ず る不動産 (物 件 )を 対象 として
いる。例えば、 レオナ ル ド・ ダヴィンチの絵画「モナ・ リザ」は持ち運びので きる動産の美術
品であるため、対象 にはならないの に対 し、同 じくダヴィンチの絵画である「最後の晩餐」 は
壁画であ り不動産であるとみなされ、修道院 と共に世界遺産 として登録 されている。
世界遺産に登録 されるには、登録基準云 々の まえに、 5つ の条件が前提 となる。

1.遺 産をもつ国が世界遺産条約 の締約国であること
2.あ らか じめ各国の暫定 リス トに記載 されていること
3.申 請物件 は 自薦 であること
4.申 請物件が不動産であること
5.申 請物件が保有国の法律 などで保護 されている こと
巨 遺産を保護す るのは条約締約国の責任義務である。そのため 申請前
よ りその国の法律 で保護 されてい なければいけない。
それが国指定史跡等、国より指定 されている物件 であ る。
世界遺産 には、文化遺産、 自然遺産、複合遺産の 3区 分が存在 してい る。 また、世界遺産登
録後 に、自然災害、武力紛争、戦争、都市開発、観光開発、環境破壊 、密猟、盗難な どが起 こ
り、当該遺産が存続 の危機 にさらされた場合、危機遺産 リス トに登録 される。原爆 ドームやア
ウシュビッツ・ ビルケナウ収容所 といった、人類が今後繰 り返 してはいけない歴史を「負 の遺
産」 と通称 してい るが、世界遺産条約 にお いては、明確 な定義が存在 してい ない。

(2)登 録の流れ
世界遺産 リス トヘ の登録 については、 申請か ら決定 までに約 1年 半 の期間を要す る。
世界遺産条約 の締約国 は、 5〜 10年 以内に世界遺産 リス トヘ の登録 を目指す物件 を記 した
「 暫定 リス ト」 を作 成す る。 そ して暫 定 リス トの 中か ら、登 録 へ の 条件 が整 った物件 を

UNESCO世 界遺産セ ンター に推薦す る。 この際、物件 の持つ価値 について、保護 の法律、遺
産に割 く人員、予算な どの保全体制の詳細 を記 した書類 も用意する。
推薦書 を受け取 った
合なら

UNESCO世 界遺産セ ンターはその内容 を精査するため、文化遺産の場

ICOMOS「 国際記念物遺跡会議

(International Council on Monuments and Sites)」 、
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自然 遺産 の場 合 な ら
Natural Resources)」

IUCN「 国際 自然保 護連 合

(International Union for Conservation of

に書類 を転送 し、調査 の依頼 をす る。 これ らの専 門機 関 は物件 の価値 や

保全状況 を評価す るため に専 門家 を現地 に派遣 し、調査結果 を評価 報告書 に まとめ、UNESCO
世界遺産 セ ン ター に提 出す る。 そ して翌年 の世界遺産委員会 で、 報告書 に基 づ い て審議 を行 い、
世界遺産 リス トヘ の登録 、登録延期 や登録却下 につ い ての最終 決定 を下 す。

(3)登 録基準
(i)人 類創 造的才能 を表す傑作 で あ る。
(
)あ る期 間、あ るい は世界 の あ る文化 圏 にお いて、建築物 、技術 、記念碑、都 市計 画、
(3)

景観設計 の発展 にお ける人類 の価値 の重要 な交流 を示 して い る こ と。
(

)現 存す る、 あるい はす で に消滅 した文化 的伝統や文明 に関す る独 特 な、あ るい は ま
れ な証拠 を示 して い るこ と。

(iv)人 類 の歴 史 の 重要 な段 階 を物語 る建 築様式、 あるい は建 築 的 または技術 的 な集合体
または景観 に優 れた見本 であ るこ と。

(v)あ

る文化

(ま

たは複数 の 文化 )を 特徴 づ ける よ うな人類 の伝統 的集合集落や土地 ・

海洋利用、 あ るい は人類 と環境 の相互作用 を示 す優 れた例 で あ る こ と。 特 に抗 しき
れ ない歴 史 の流 れに よって そ の存続 が危 う くな って い る場合。
(

)顕 著 で普遍 的な価値 を持 つ 出来事、生 きた伝統、思想 、信仰、芸術 的作 品、 あ るい
は文学 的作 品 と直接 または明 白な関連が あ るこ と

(た

だ し、 この基 準 はほかの基 準

とあ わせ て用 い られ る ことが望 ま しい)。

以下、 自然遺産 の登録基準
(

(

)類 似 を見ない 自然美および美的要素 をもつ優 れた自然現象あ るい は地域 を含 む こと。
)生 命進化 の記録、地形形成 において進化 しつつ ある重要な地学的過程、あるい は重
要な地質学的、 自然地理学的特徴 を含 む、地球 の歴 史の主要な段階 を代表 とす る顕
著な例 であること。

(

)陸 上、淡水域、沿岸お よび海洋 の生態系、動植物群集の進化や発展 において、進行
しつつ ある重要な生態学的・生物学的過程 を代表す る顕著な例であること。

(x)学 術上、 あ るい は保全上の観点か ら見 て、顕著 で普遍的な価値 をもつ、絶滅 の恐 れ
がある種 を含む、生物 の多様性 の野生状態における保全 にとって、最 も重要な自然
の生息地を含む こと。
複合遺産 については、文化遺産、 自然遺産それぞれの登録基準 を少な くとも 1つ ずつ以上適
用 されることとす る。

(4)グ ローバル・ス トラテジーの導入
グ ローバ ル・ス トラテジー とは、「世界遺産一覧表 にお ける不均衡 の是正及 び代表性 ・信頼
性 の確 保 のための グ ローバ ル ・ ス トラテ ジー (The Global Strategy for a Balanced,
mの で る
Representative and Credible World Heritage List)」
事 あ
(グ ローバル とは世 界的な
規模 であるさま。 ス トラテジー とは目的達成のための策、戦略)。 これは世界遺産登録 の選考
基準 のひとつ として、1994年 よ り採用 されてい る方針 である。それまでの世界遺産 は古代遺跡、
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中世 の教会・修道院、近世の宮殿、歴史地区、1日 市街など欧米の文化を象徴す るものが多 くさ
れている。そのため UNESCOで はこれまでの選考基準を見直 し、不均衡を是正するために 5
つの要素を重視す ることとした。
① 地理的拡大
② 文化的景観
③ 産業遺産
④ 先史時代の遺跡
⑤ 近・現代建築
日本ではグローバル・ス トラテジー導入後、 5つ の要素 に沿 った物件が暫定リス ト、文化庁
が2∞6年 、2007年 に新たに暫定 リス トに載せる資産 について公募を募った、暫定 リス トヘの提
(5)。
特 に文化的景観をうたった ものが多 く見 られる。文化的景観 につい
案資産に多 く見 られる
ては、後述の「我が国における世界遺産」で述べ る事 とする。

3 我が国 における世界遺産
(1)我 が国の世界遺産の概要
我 が国の世界遺産 は、文化遺産13件 、 自然遺産 4件 の計17件 が登録 されてお り、複合遺産、
危機遺産の登録 はない。暫定 リス トには12件 の候補が掲載 されてお り、その内訳 は、文化遺産
11件 、自然遺産 1件 で あ る (平 成25年 10月 現在)。 世界遺産 は、原則的 に資産が所在す る国で保護・
保全 を行 うと規定 されてい る。今回、文化庁 の国指定文化財等 デー タベース よ り 、世界遺産、
(ゆ

暫定 リス ト掲載物件の文化遺産 について、史跡等 の指定 を受けているかを調査 した。
《文化遺産》 ( )は 登録年月
・法隆寺地域 の仏教建造物 (1993年 12月 )
・姫路城 (1993年 12月

)

・古都京都 の文化財 (1994年 12月 )宇 治上神社 は国宝・ 重要文化財 として指定。
・白川郷・五箇山の合掌造 り集落 (1995年 12月 )
・ 原爆 ドーム (1996年 12月

)

・厳島神社 (1996年 12月 )
・古都奈良の文化財 (1998年 12月

)

・ 日光 の社寺 (1999年 12月 )
・琉球王国のグス ク及 び関連遺産群 (2000年 12月 )園 比屋武御嶽 は重要文化財、識名園は
特別名勝 として指定 されてい る。
・紀伊山地の霊場 と参詣道 (2∞ 4年 7月 )吉 野水分神社は重要文化財、金峯山寺、吉水神
社 は国宝・重要文化財、那智大滝は名勝、那智原始林は天然記念物 に指定されている。
・石見銀山遺跡 とその文化的景観 (2007年 6月 )
・平泉一仏国土 (浄 土)を 表す建築・庭園及 び考古学的遺跡群 (2011年 6月 )
・富士山一信仰 の対象 と芸術 の源泉 (2013年 6月 )
登録遺産のなかには、複数の構成資産をもつ ものがあ り、その多 くが国より指定がなされて
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い る。 国指定 史跡 以 外 の指定 を受 けて い る物件 には、その物件名 の横 に指定 の種類 を記 した。

《世界遺産暫定 リス ト掲載の物件》 (
・武家の古都 ・鎌倉

)は 掲載年月
(1992年 10月 )瑞 泉寺 は名勝 として指定 されてお り、白旗神社 は指定

を受けてい ない。
・彦根城 (1992年 10月 )
・富岡製糸場 と絹産業遺産群 (2∞ 7年 1月 )
・長崎 の教会群 とキ リス ト教関連遺産 (2∞ 7年 1月 )出 津教会堂、大野教会、黒島天主堂、
田平天主堂、頭 ヶ島天主堂、 1日 五輪教会堂、江上天主堂は重要文化財 として、平戸島は
重要文化的景観、 天草 の崎津集落 は重要文化的景観 として指定 されてお り、野首教会 は
指定を受けていない。
・飛鳥・藤原の官都 とその関連資産群 (2∞ 7年 1月 )大 和三 山は名勝 として指定されている。
・ 国立西洋美術館本館 (2007年 9月 )ル ・ コルビュ ジエの建築作品―近代建築運動へ の顕
著な貢献一 の一部 として重 要文化財 として指定 されている。
・北海道 ・北東北 を中心 とした縄文遺跡群 (2009年 1月

)

・明治 日本の産業革命遺産 (2009年 1月 )1日 集成館旧鹿児

島紡績所技師館、￨ロ グラバー

住宅は重要文化財、長崎造船所は登録有形文化財 (建 造物 )と して指定 されてお り、恵
美須 ケ鼻造船所跡 、萩城下町、祇園之洲砲台跡、高島炭鉱跡、端島炭坑、前田砲台跡、
三池港、角西

(旧

)港 施設、1日 官営八幡製鐵所は指定を受けていない。

※暫定 リス ト登録時は、「九州・ 山口の近代化産業遺跡群」
・宗像 ・沖 ノ島 と関連遺産群 (2009年 1月 )沖 ノ島は天然記念物 として指定 されてお り、
東郷高塚古墳 は指定を受けてい ない。
・百舌鳥・古市古墳群 (2010年 11月 )東 郷高塚古墳、御廟山古墳、永山古墳、銭塚古墳、
定 の山古墳 、御廟 表塚古墳 、竜佐山古墳 、孫太夫山古墳 、旗塚古墳、菰山塚古墳、かぶ
と塚古墳、飛鳥山古墳、樋 の谷古墳、大安寺山古墳、茶山古墳、源右衛門山古墳、狐山
古墳、鏡塚古墳、 グワンヨウ坊古墳 、七観音古墳 、経堂古墳舞台塚古墳 、善右 ヱ門山古
墳、坊 主山古墳 、万代山古墳、鎮守山塚古墳、正楽寺山古墳、 ドンチ ャン山 2号 墳 、聖
塚古墳、東上野芝町 1号 墳 、東酒呑古墳 、西酒呑古墳、鈴 山古墳、天王古墳、銅亀山古
墳、寺山南山古墳、檜塚古墳 は指定を受けてい ない。
・ 金 を中心 とする佐渡鉱山の遺産群 (2010年 11月

)佐 渡奉行所跡 は重要文化財、間歩・路

頭掘 り群、道遊坑、大立竪坑 は登録有形文化財 (建 造物)、 宗大夫間歩精錬・選鉱施設跡、
浮遊選鉱場跡、大間港 は指定 を受けてい ない。登録を目指す資産 は相川金銀山、西三川
砂金山、鶴子銀山、新穂銀山の 山々であるが、 いずれ も国指定の対象 となっていない。
ただ し、相川金銀山の中の、間歩・路頭掘 り群、宗大夫間歩、南沢疎水道、佐渡奉行所
跡、御料局佐渡支庁跡、鐘楼、大久保長安逆修塔 、河村彦左衛門供養塔 が国の 史跡 に指
定 されてい る。
・平泉一仏国土 (浄 土)を 表す建築・庭園及 び考古学的遺跡群 (拡 張)(2012年 9月
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資産全てが国より指定を受けている暫定 リス ト掲載物件 は、11件 中 6件 であるが、平泉 は拡
張登録 を目指す ため、世界遺産登録が されてい る時点 で国 よ り指定 を受けてい るとするため、

5件 としてお り、全ての構成資産が国より指定 を受けているものは、彦根城、富岡製糸場 と絹
産業遺産群、飛鳥・藤原の宮都 とその関連資産群、国立西洋美術館本館、北海道・北東北 を中
心 とした縄文遺跡群である。あ くまで もまだ「暫定」 の物件 であるため、国 よ り指定 を受けず
してもよいのか もしれないが、原則的に国か らの保護・ 保全 が必要であるため、暫定 リス ト掲
載物件の半分 は世界遺産登録 の可能性が低 い と考え られる。 しか し現段階では、世界遺産登録
に近い物件 は先に挙げた 5件 であると考 えるが、平成25年 度 に世界遺産 に推薦 されたのは富岡
製糸場 と絹産業遺産群、平成26年 度推薦 は明治 日本 の産業革命遺産であ り、全ての構成資産が
国 よ り指定 を受けてい る物件が推薦 されない とい うのが現状である。 これは、グローバ ル・ ス
トラテ ジー導入による選考基準 の拡大 によるもの と考 える。 とい うの も、平成18年 度、平成19
年度 に文化庁が新たに暫定 リス トに載せる資産 について公募 した ところ、グローバル・ス トラ
テジー に沿 った ものが顕著 にみ られた。 中で も文化的景観を主体 とす るものが多 い傾向にあ る。
例えば、石川県 より提案 された「城下町金沢 の文化遺産群 と文化的景観」、石川県、福井県、
岐阜県 の「霊峰白山 と山鷲 の文化的景観― 自然・生業・信仰」、宮城県 の「松島一 員塚群に見
る縄文 の原風景」、長野県、岐阜県の「妻籠宿 ・馬籠宿 と中山道― 『夜明け前』 の世界」等、
文化的景観 を前面に打 ち出 してい る。そのためか、暫定 リス トや公募による物件 には資産 の広
さが見えるのである。

(2)文 化的景観
平成16年 に景観法が制定 され、同時期に改正 された文化財保護法 では「地域 における人々の
生活又 は生業及 び当該地方 の風土 によ り形成 された景観地 で我 が国民の生活又 は生業 の理解 の
ため欠 くことので きない もの」 を「文化的景観」 として新 たな文化財の類型に位置付けた

(7)。

文化的景観 の うち、特 に重要なもの を「重要文化的景観」 として選定 している (例 :金 沢の文
化的景観 城下町の伝統 と文化 (石 川県金沢市)2010年 2月 22日 選定)。 また、景観法 の規定に
規定 されてい る「景観計画区域」 も、文化的景観 に関わる制度であ る。
この ように文化的景観に関する法、制度が整備 された背景には、世界遺産条約 にお ける文化
遺産の概念があると考 えられる。
海外 における景観 の保護 を、歴史地区が多 く世界遺産に登録 されてい る ヨーロ ッパ に目を向
けてみる。 ヨーロ ッパ各国では20世 紀における世界大戦後、復興 と経済発展 の なかで衰退 し、
損壊す る歴 史都市、村落の環境保全が行政課題 として取 り組 まれている。
フランスー マルロー法。地区決定、視界保全制度、建築的・都市的・景観的文化遺産保存
区域制度
イタリアー都市計画法による歴 史都心地区の指定
イギ リスー都市田園計画法、保全地区の指定。 ガラッソ法、風景景観保護制度
ドイツー 記念物保護法による保全地区の指定
これ らヨーロ ッパの制度 は、 日本 の「伝統的建造物群保存地区」制度に通 じるものがあると
考える。
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これ まで、世 界遺 産登録 を 目指す 場合 は、 史跡、名勝、国宝等 を保護 ・ 保全 の 基準 として き
た。 しか し、文化的景観 は 国 よ り景観法 と して保護 され るこ とか ら、 国か らの保護 ・保全 とい
う基 準 に合致す る と考 え られるのであ る。

4

海外 の世界遺産 との比較
我が国の暫定 リス トには、「北海道・北東北 を中心 とした縄文遺跡群」 とい う物件が掲載 さ

れてお り、2015年 の世界遺産登録 を目指 してい る。本稿 では、「北海道・北東北 を中心 とした
縄文遺跡群」について、イタリアの世界遺産である「 ローマ歴史地区、教皇領 とサ ン・パ ォロ・
フオー リ・ レ・ムー ラ大聖堂」 と比較 をし、両者の差異か ら今後 の世界遺産登録 に向けての展
望を考 えるものである。
この 2つ の資産を比較 の対象 とした理 由は、筆者が古代 までの国指定史跡 を研究 してお り、
その なかよ り、世界遺産 の候補 であ り、遺跡群である「北海道・北東北 を中心 とした縄文遺跡
群」をイタリアの世 界遺産である古代遺跡 と比較するために選んだ。 また、 ローマ歴 史地区、
教皇領 とサ ン・パ オ ロ・ フオー リ・ レ・ ムー ラ大聖堂は、構成資産が ローマ に集中 してい るた
め、 資産が広 い範囲 に離 れて所在す る縄文遺跡群 の構成資産 との比較 をするものである。

(1)北 海道・北東北 を中心 とした縄文遺跡群
構成資産 は 4道 府県にまたがる18件 の縄文遺跡 である。
T

遺跡 の名称

所

指

在

定

年

北 黄金貝塚

北海道伊達 市

1987年 、1996年 (追 )※

入江 ・高砂貝塚

北海道洞爺湖町

1998年 、2∞ 2年 (迫 )

鷲 ノ木遺跡

北海道森町

2006年

大 船遺跡

北海道函館町

2001年

キウス周堤墓群

北海道千歳 市

1979年

垣 ノ島遺跡

北海道函館町

2011年

三 内丸山遺跡

青森県青森 市

1997年 、2000年 (特 )

小牧野遺跡

青森県青森 市

1995年

是川旧石器時代遺跡

青森県 人戸 市

1957年 、2∞ 4年 (追 )

長 七谷地貝塚

青森県人戸 市

1981年

亀 ケ岡石器時代遺跡

肯森県つ が る市

1994年

田小 屋 野 貝塚

青森県つ が る市

1944年

ニ ツ森貝塚

青森県 七戸町

1998年

大平山元 I遺 跡

青森県外 ケ浜町

2013年

大森勝山遺跡

青森県弘 前 ￨,

2012年

御所野 il跡

岩手県一戸町

1993年 、2006年

大湯環状列石
遺跡

伊勢堂

秋 田県鹿角 l'
秋田県北秋 田市

(追 )

̲̲」

1951年 、1995年 (特 )
19904F、 19944F、

2001年

(i自 )

2001年
※ (追 )… 追加指定、 (特 )… 特別史跡

̀ヽ
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登録基準 は
(

(

)、

(

)で ある

(8)。

)… 縄 文文化 は、 自然 と共生 し、1万 年 間 もの 長 きにわた り繁栄、成熟 した定住 的 な採

集、狩猟、漁労文化 で あ り、そ の 具体 的 な証が考古 的遺跡 の縄文遺跡 で あ る。 日本
の歴 史 の大半 を 占め、現代 の生 活や文化 の基礎 となった ことか ら、 日本 の基層文化
と考 え られ る。北 海道 ・北 東北 では、縄 文文化 を育 んだ植 生 環境 が現在 で も良好 な
状態 で保全 されて い る とともに、 現代 の生 業 や精神活動 の 中 に も自然 と共生 した縄
文文化 の伝統 であ る有形、無形 の 文化 的要素 が 数多 く見 られ る。
(iv)… 竪穴建物 は、縄 文文化 を代 表す る半地下式 の建物構 造 で ある。 日本列 島 にお い ては

縄 文時代 以 降、近世初頭 まで 継続 して見 られ、 日本 の 風土 に適 した建 物構 造 の 典型
的 な見本であ る。 また、掘 立 柱建物 は、縄 文時代 に成立 し、その 後 の 高床構造 の 大
型建物等 の技術 的規範 となった もの と考 え られ る。 集落 では、 居住 ゃ生業活動 に適
した土地 を意 図的 に選地 し、住居、墓 地、祭祀空 間、貯蔵施設、捨 て場、道路 な ど
を計画的 に配置 してお り、土地利用 の社 会的規制が見 られ、 これ らは後世 の都市計
画 に繋が る土地 利用 の 萌芽 と思 われる。 さらに、集落やそ の周辺 には、食料 な どの
有用資源 の維持 ・管理 を 目的 とした人為 的 な して い る ことが 明 らか となってお り、
能動的 な植生環境 の整備 は後世 の 里 山 の成立 に大 きな影響 を与 えた もの と考 え られ
る。
この候補 は、最初 の段 階 で は「青森県 の縄 文遺跡群」 として提案 されたが継続審査 とな り、
資産 の広域化が課題 と して求め られた。 なぜ な ら、 縄文遺跡 は青森県 だ けで はな く日本列 島全
域 に分布 して い るためであ る。 北海道、青森県、岩手県、秋 田県 は縄文時代 に同一 文化 圏 を形
成 して い た こと よ り4道 県 で 共 同、連携 して取 り組 む こ とが必 要 と考 え られ、 4県 とい う広範
囲 で世 界遺産登録 を 目指す に至 って い る。
この 地方 の縄文遺跡 では、社 会科 の教科書 で三 内丸 山遺跡 が必ず と言 ってい い程取 り扱 われ
てお り、縄 文遺跡 =三 内丸 山遺跡 と認識 して い る人 も多 い で あ ろ う。 だが、縄 文遺跡 は全 国各
地 に所在 してお り、果 た して北海道 ・ 北東北 を中心 とした縄文遺跡群が、 日本 の縄 文文化 を顕
著 に表 して い るの か疑 間が残 る。

(2)ロ ーマ歴 史地 区、教皇領 とサ ン・ パ オ ロ 。フオー リ・ レ・ ムー ラ大聖堂
イタリア・ ローマ に全 資 産が 所在 し、 資産 の周辺 に も遺跡 が遺 存 して い る。 当該資産 は、 遺
跡 2件 、教 会 3件 、建造物 2件 の 計 7件 よ り構 成 され る。
フ ォ ロ 。ロマ ー ノ
コロ ッセ オ
カ ラ カラ浴場
コ ンス タ ンテ イヌ スの 凱旋 門
サ ン・ ジ ョヴ ァンニ・ イ ン・ ラテ ラ ノ大 聖 堂
サ ン タ・ マ リア・ マ ッジ ョー レ大 聖堂
サ ン・ パ オ ロ・ フオ ー リ・ レ・ ムー ラ大 聖堂
登録 基準 は (i)、

(

)、

(

)、

(

)、

(

)で ぁ る。
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「 ローマ歴史地区、教皇領 とサ ン・パ オ ロ 。フオー リ・ レ・ ムー ラ大聖堂」 は、 同様に世界
遺産に登録 されてい るバチカ ン市国 に隣接 してい るため、一体的 な保全活動が されてい る。
オリンピックや ワール ドカップで世界中の歓声が集 まるスタジアム、す り鉢状 の客席を持つ
楕円形の競技場 の形は、 ローマ時代 に確 立 した。舗装道路や議会、選挙制度 もローマ文明の中
(9)。

か ら生 まれた ものだとい う

これは登録基準 の文化、文明に当てはまる。 また、 ローマ帝国
は、地 中海を中心 に現在 の ヨーロ ッパ、北アフリカ、小アジア、中東 に及ぶ一大帝国を形成 し

てお り、古代 ローマの時代 の遺跡 は、 ローマ以外 の地域 に も多 く遺存 してい る。

(3)二 つ の物件の比較
ローマの文化、文明 は世界中に拡散 した。 しか し縄文文化は日本列 島周辺 では隆盛 したが、
世界的な拡散 は見 られない。
二つの資産 の代表的な資産は三 内丸山遺跡 とコロ ッセオであ る。 どちらに行 きたいか とい う
調査 は実施 していないが、大多数の人が コロ ッセオと回答すると思われる。なぜ なら、三 内丸
山遺跡 の写真 とコロ ッセオの写真を見せ られた場合、す ぐにそれが三内丸山遺跡 だとわかる人
は少ない と考える。 コロ ッセオは映画の ロケ地 として使 われてお り、知っている人が多 い遺跡
であろう。
コロ ッセオをは じめ、世 界遺産 とは観光 ガイ ドや TVで も度 々扱 われ、観光資源であると考
える。観光 とい う点 に目を向ける と、北海道 ・北東北 を中心 とした縄文遺跡群 は範囲が広 く、
短期間の観光 には向かない。 ローマ歴史地区は、実際に訪れた ところ、 2日 あれば全ての資産
を見学 で きる と感 じた。 また、グローバル・ ス トラテジー による文化的景観の観点か ら比較す
ると、 ローマ歴 史地区は遺跡や神殿が広 が り、古代 ローマの雰囲気 を感 じ取 るこ とがで きる。
しか しなが ら、北海道・ 北東北 を中心 とした縄文群 は発掘調査後に周囲が開発 され、商業施設
や住宅地が広がるなど、当時の雰囲気を体感で きる環境が遺存 していない。
広 さ、景観だけが問題ではない。史跡 には人々が楽 しみなが ら学べ る、あるい は史実 を自ら
感 じることので きる舞台装置が必要である。ただの草原 に、ここで何年か前 にこの ような こと
があ りました、それを記念 して ここが史跡に指定 されてい ます、 と書かれている看板があるだ
けでは、訪れた人 々にとっては、ほとん ど何 の感懐 も沸かないだろ うし、史跡に対する興味関
・
心 もか きたて られない と藤本勉氏 は述べ てい る

0'。

筆者 も復元図 と跡地 だけの史跡 に訪れ た

際 に、その史跡 に対す る興味が無 くなった事がある。
北海道・ 北東北 の遺跡 では、竪穴住居址等が復元 されている。 しか し、遺跡が隆盛 していた
当時の姿を示すモノが無 いのである。 日本の遺跡 は木材等 の腐 りやす い素材 でほとんどの建造
物 が造 られてい る。北海道・北東北 を中心 とした縄文遺跡群 の登録基準 ( )に お いて、「 日
本の風土 に適 した建物構造 の典型的な見本である。 また、掘立柱建物 は、縄文時代 に成立 し、
その後 の高床構造 の大型建物等 の技術的規範 となった もの と考 えられる」 とされてい るが、高
温多湿な日本 の風土では建築物 はほとん どな くなって しまい、復元 をしなければ当時 の様子 を
表現 で きないのだ。それに対 し、 ローマの遺跡 は、腐 ることのない石材 よりで きてお り、部分
的に崩れていたとして も、建造物等が遺存 してお り、臨場感を得 られる。
北海道・北東北 を中心 とした縄 文遺跡 は、平成25年 に全ての資産が国指定史跡 にな り、世界

‑168‑

目指 定 史跡 と世 界遺 産

遺 産登録 に向け ての準備 が進 んでい る。 しか し、登 録基準等 、 提案書 には疑 間 を持 つ 点があ る。
世 界遺 産登録 を 目指す にあた り、 もう一 度資産学術 的価値等 を考 え直す べ きであ ろ う。例 えば、
日本全 国 で縄 文文化が栄 えたなか、北海道・北東北 の縄 文 は 日本 の歴 史上 、どの様 に重要で あ っ
たか、 また 「世界」 とい う冠 を 目指す にあた り、物件 が世 界 か らみて ど う重要 であ るのか、 資
産 の概要 を読 む限 りでは、北 海道 ・ 北東北 を中心 とした縄 文遺跡 の 重要性 があ ま り感 じられ な
い。
世界遺 産登録 を 目指す とい う ことは、地域 をは じめ、 日本 、世界 よ り注 目される とい う こと
だ。それは、地域 の 活性化 ・ 町 お こ しに も繋が る と考 え られ る。 また、世界遺産 だけ を視野 に
入 れ るので はな く、野外博物館 、遺跡博物館 としての縄 文遺跡 を人 々 に見 て もらい 、そ の魅力
を発信 して い くべ きで あ ろ う。

おわりに
国指定史跡 とい う制度 は日本 の世界遺産全 てに通ず る ものではない。 しか し、原則 として国
での保護が謳 われてい るとい う事 は、その国の象徴 であ り、その国で保護 されるべ き遺産であ
る。先史時代 の遺跡が世 界で世界遺産に登録 されて きている中、我が国では先史遺跡 の登録が
ないため、北 海道・北東北 を中心 とした縄文遺跡群が世界遺産に登録 されることを願いたい。
そのためには、 もう一度提案書 の見直 し等が必要だ と考える。
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植物 園 の展 開
Development of the botanical garden.

松原

遵子

M:ATSUBARA Yukiko
はじめに
人類 は、衣食住にさまざまな植物 を利用 してきた。 このことか らも、人類 にとって植物 は尤
も身近な存在 であると言え よう。食用や薬用 とい った有用植物 の効用 は、人類 の過去か らの蓄
積 された膨大 な情報 である。そ してまた、人類は植物に美を見出 し、観賞に用 いて もきた。現
代 では、環境問題 も関わって こよう。
植物園の歴史は、薬園を含 めて見れば浅 い ものではない。だが、身近であるか らこそ、意識
して見るとい う機会が少ないのではないだろうか。
植物 を愛でる文化 自体 は広 く根付 いてい ると言えるが、ただ愛 でるだけの事 か ら一歩踏 み出
す事 は必要 である。写真 で切 り取 られた美 しい姿や、 人の都合 の良い状態に植えられた コンテ
ナの中の植物か ら知る事 が出来るものは極 めて僅かであろ う。
本稿 は、植物園の歴史 について辿 り、 また 日本 の植物園の位置 について考察す るものである。

1

現代 における植物国の位置
植物園 を博物館 として認識 してい る来園者 は極 めて限 られた数であると言えるであろ う。
多 くの来園者 にとって、植物園 は憩 いの場、 レク リエー ションの場 であ り、学習機能 を求め

て訪れるものではない為 である。一般 に公 開されてい る植物園 は、概ね 2つ に分けられる。 1
つ は植物研究 の為 の場 を基本 としつつ、一般へ の教育普及の為 に展示を行 うもので、大学付属
植物園等が これにあたる。 もう 1つ は、博覧会等で設立 された温室などの設備 を利用 し整備 さ
れたもので、1990年 国際花 と緑 の博覧会跡地 に造成 された「花博記念公園鶴見緑地」が これに
あたる。

ICOM(国 際博物館協会)イ
義 してい る

(1)。

コム規約 (2001年 7月 6日 改訂)で は、博物館 を以下の様 に定

この うち、植物園或 いは植物学 に関連する定義 について挙げ るもの とす る。

「博物館 とは、社会 とその発展に貢献するため、人間とその環境 に関する物的資料 を研究、
教育及 び楽 しみの 目的のために、取得 、保存、伝達、展示する公開の非営利的常設機関で
ある。」

1)上 記 の博物館 の定義 は、各機関の管理機構 の性格、地域 の特性、機能構造、又は収集
品の傾向によって制限されない。

2)「 博物館」 として指定 されている機関のほか、次の機関を上記 の定義 による博物館 と
‑171‑

植物 同 の展 開

みなす。

(i)天 然 の、及び考古学上、民俗学上の記念物・ 遺跡、並 びに歴 史的記念物及 び史跡
の うち、人間 とその環境 に関連す る物的資料 を取得 、保存、伝達す る博物館的性
格 を有するもの
(

)植 物、動物 の生物標本 を収集・展示す る機関、即 ち植物園、動物園、水族館、 ビ
バ リウムなど

(v)自 然保護地
( )有 形又 は無形 の遺産資源

(生

きた遺産及びデジタルの創造活動)を 保存、存続及

び管理する文化 セ ンターその他の施設
だが植物 の標本 を収集・展示するのみで、果 た して博物館 と称す る事が出来るのであろうか。
観賞 の為 の植物園 と、博物館機能を有する植物園は何処 で区別 されるのであ ろ うか。
白井光太郎 は、植物園博物館設立 の必要性や設立 目的及びその事業 について 『植物博物館及
植物園の話』 の中で説 いてい る

(2)。

その形は小石川植物園に一部見 る事が出来ると言えるが、

一方、限られた存在 である事 は否 めないのであ る。

2

西欧での起源 と現存す る植物園
薬草園 とい う呼称 では既 に紀元前 のエ ジプ トに記録 を見る事 は出来るが、それが近代 で言 う

ところの植物園 とい う呼称 を得 る迄にはかな り時代 を下る事 となる。
世界初の「植物園」が登場 したのは、1543年 イタリアの ビサで、続 いて1545年 にパ ドヴァと
フロー レンスに、1568年 にはボ ローニ ャにも設立 された

(3)。

この うちパ ドヴァ植物園 は1997年

に文化遺産 としてエ ネス コ世界遺産 に登録 されてお り、 1585年 に植 えられた椰子 の木が現存 し
ている。 この当時の植物園は、薬草研究 の一環 としての面があるが、系統立てての収集ではな
く、効能の有無 にかかわらずあ らゆる植物 を集めた場 とい う傾向が強かった様 である。
英国初 の植物園は、『草本植物名彙』の著者 で、イギ リス植物学 の父 と称 されるウィリアム・
ターナー によって16世 紀半ば (サ イオ ン・ハ ウスが建て られたのは1539年 )に 、サイオ ン・パー
クに設立 されたものである。現在 の庭園の殆 どは ノーサ ンバー ラ ン ド公爵が ロン ドンでの別宅
として所有す る様 になって以降、1767年 か ら1773年 の 間に造 られた もので、 ターナーによって
植えられた植物 で現存す るものは桑 の木 2本 が主たる物 となってい る

(4)。

1670年 、ホ リ ドール

に薬用植物栽培 の為 に設立 された植物園が英国で 2番 目に古 く、 これは1820年 に移転 し現 エ ジ
ンバ ラ植物園となってい る。ちなみに、チ ェルシー薬用植物園 は1673年 に当時の薬剤師同業組
合 によって設立 された もので、薬剤師達の植物 の研究 と教育 を主な目的 としている点は、後述
の大学植物園 と同様 であろ う。一般公開に制限があ る点 も同様 である。又、チ ェルシー植物園
はイギ リス初の温室 (1681年 )を 持つ事 で も知 られてい る。
大航海時代 に入 り、西欧列強諸国が他 の植民地 を有する西欧諸国 と同様に、資源植物 の収集
と栽培 ・品種改良 を行 い、植民地 のプラ ンテー シ ョンに適合品種 を送 り、国家の利益 とす る事
を目的 とした植物園が登場す る様 になる。 この時代 、植物探査に送 り出されたのは、当初は博
物学者 かつ聖職者 とい う立場 の者が多かったが、18世 紀に入 ると博物学者かつ医師 とい う立場
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の者が殆 どとなっていた様 である(5,。
大英博物館にその コ レクシ ョンを見る事が出来るハ ンス・ スロー ンもまた、内科医であ り博
物学者 であ った。彼 は、 当時大規模な博物学研究所 であったパ リ王立植物園で学んだ一人であ
り、オラニエ大学 で内科医の学位 を取得 している。 スロー ンは、 ジャマ イカ総督 となったアル
ベマール公爵の侍医 として1687年 に現地に赴 き、有用植物 を求めて旅 してい る。既 に効用の証
明 されていたキナ皮 を大量に仕 入れ、他 の有用植物 を求 めての探査 を行ったのであ る。 15ヶ 月
の滞在 で800種 の植物 を収集 した中にテオプ ロマ・カカオ も含 まれていた。彼 は英 国 に帰国後、
自 らの名を冠 したチ ョコ レー トを薬 として販売 している

(6)。

英国やオラ ンダの場合 は、貿易会社や貴族 の出資によって交易 ルー トに乗 って活動 し、植物
学 の研究の為 に自身の医師 といった技能 を利用す る学者が多かったが、フラ ンスの学者 は政府
(7)。

によって派遣 されていた

オラ ンダに倣 い1664年 に設立 された西 イ ン ド会社 は10年 も経ずに失敗する事 となったが、フ
ラ ンス を商業により発展 させる為に博物学者 の学術調査 を利用する試みは続けられた。王立ア
カデ ミーの設置 と、パ リ王立医学植物園の拡張である (王 立薬草園 としては1626年 に設立 )。
西欧 の植物園 は、貴族 の趣味 と、 国家 の利益の為 に発展 してい ったのである。
一方 この時代、貴族の植物蒐集家 は学者達 に標本等 の提供 も行 ってお り、その交友関係 は、
サ ロンの内外 に広がっていた。植物 は、社交 も取 り持 っていたのである。植物園もまた、王候
貴族や富裕層が 自らの コ レクシ ョンを周囲に対 して披露す るところか ら始 まってい るのは、博
物館 の発生過程の ひとつ をなぞっていると言 える。蒐集家 の コレクションが、交友関係 を主に
公開される様にな り、それが時代 と共にやが て一般へ も開放 されてゆ く様 になった ものである。
だが、植物園の 目的は、珍 しい植物 の収集 とコ レクション化 だけではない。栽培 し増や して
ゆ く事 である。それはただ蒐集 し保管するのではな く、
「生かす」事、「利用する」事に重 きが
置かれたカテ ゴ リー ならではと言え よう。

3

日本での起源 と本草学

『令義解』(天 長 10年 ・833年 )巻 八・馨疾令第十四の 中や 『延喜式』(延 長 5年 ・927年 )巻
三十七 ・典薬寮の中に薬園とい う名を見る事が出来、 また後者では諸国か ら献 ̲Lさ れた薬草の
(8)(9)。
この時代 には確実 に、薬草栽培が行われていたのであ る。採取以外 の
名 も記 されている
方法で薬草 を入手する手段 は記録 よ りも以前か ら始 まっていたと考えられるが、証明する手立
ては限 られる。安定供給にはほ ど遠 い状況であったのは否めないであ ろ うが、採取 とい う不確
実な方法 ではな く栽培 に移行 しようとす るのは、他 の農業 と同様である。
中国では南北朝時代 の500年 に 『神農本草経』が編纂 された。後 に新注 をつ けた 『神農本草
経集注』が 日本に伝 えられ、奈良時代 の医薬 の教科書 として扱われていた。随・唐 の時代 に入
ると交易が盛 んになった西方や南方 の薬物 も知 られる様 にな り、 これ らを書 き加えた『新修本
草』が659年 に作 られた。 これ もまた 日本 に伝 えられ、平安時代 の典薬寮の教科書 として用 い
られたのである。鎌倉時代 に入ると1108年 に編纂 された 『経史証類大観本草 が
』 伝えられ、や
は り日本の薬学 に大 きな影響 を及ぼ した。江戸時代 に入 り、1602年 には『
本草綱 目』 が伝 えら
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れる

(10)。

これ らの伝 来 した薬草 ・ 漢方 の 知識 は、 まず大 陸で の植物名 と日本 での植物 名 の 同定 を行 う
事 か ら始 まった。 中国か ら輸入 され る薬 は 当然 なが ら高価 な もので あ り、 また数 も限 られ る。
よって、 書 に記 された薬草が 日本 国内 で も入手可能 な種 であ るか ど うか確認す る とい う作業が
行 われ たので あ る。 同定が進 み、 日本 固有 の植物 が判 明す る様 にな る と、 貝 原益軒 (1630‑

1714)に よって

F大 和本草」が出版 された。 この頃、幕府 は中国や朝鮮か ら薬用植物 を生 きた
(n)。

まま輸入 し、その栽培 を始めてい る

本草学 は、 日本ではやがて二種類 の発展 を遂げる。中国か ら伝 わった文献 を特に研究 し、 日
本 の 自然物 と中国書 の比較 を行 いその同定 に腐心 し、 自然観察を主 とす る京都 を中心 とした一
派。そ して、江戸を中心 とした実学派である。
江戸本草学派は、八代将軍徳川吉宗 によって享保期 (1716〜 1735)に 登用・育成 された本草
家が祖 となってい る。続 く老中田沼意次 による殖産興業政策が、実用的・実践的な本草研究 を
更に進 めていったのであ る。その最 たる成功 は、朝鮮 人参の栽培 であった。
京都 か ら江戸 に移 り、正統派本草学を極めなが ら、実践 に も成果を残 したのが、小野蘭山 (1729

‑1810)で ある。蘭山は神田佐久間町に設けられた幕府医学館 に赴 き、薬園預 りの命を受けて
いた。医学館 の薬園 は教育見本国で もあ った為 、薬園の拡充の為 に湯島 と四谷 に附属薬園地を
渡 され、諸国へ の採薬 や他の幕府御薬園か ら薬草 を譲 り受けるなどして、整備 していったもの
(12)。

である

江戸期に造 られた薬園の うち、現存す るものの一つ として、小石川植物園がある。小石川植
物園の現在 の正式名称 は、国立大学法人東京大学大学院理学系研究科附属植物園である。徳川
綱吉 の 白山御殿 の跡地 に貞享元年

(1684)、

徳川幕府が造った小石川御薬園が もととなってお り、

吉宗の時代享保7年 (1722)に は小石川養 生所が この地に設け られ

̀13｀

、その井戸が現在 も保存

されてい る。植物園本館に収蔵 されてい る植物学関連図書 は約 2万 冊、植物標本は約70万 点で、
東京大学総合研究博物館所蔵 の標本 と合 わせ ると約 170万 点 となる。本草学 か ら近代植物学ヘ
の移行の舞台 ともな り、近代 日本植物学発祥 の地であ り、現在 は自然誌 を中心 とした植物学の
教育・研究 の場 として研究者 に提供 され、 また東ア ジアの植物研究の世界的セ ンター として機
能 してい る。昭和32年 (1957)以 来、植物 の系統保存事業が行 われ、16万 」の敷地内 に、東 ア
ジアを中心 とした植物約4000種 が栽培 されてい る。
やがて 日本 の本草学 は出島 を通 じた蘭学 の影響 を受け、 ン

ボ ル ト等 の弟子 や交流を持 った

学者達か ら西欧の植物学が次第に広が ってゆ く事 となる。東京大学総合研究博物館所蔵 の標本
の中には、 シーボル トが残 したア ジサイの賠葉標本がある。
(H)、
参加者 は互 い に出品について語
幕末期 には薬品会 と称す る物産会が盛 んに開かれたが
り合い また融通 しあった事 であ ろ う。
4

日本植物学会 と日本植物園協会
(15)。

日本植物学会 の前身 は、明治 15年 (1882)2月 25日 創 立の東京植物学会である
これは理学部生物学科主任教授 であったエ ドワー ド・モースと矢田部良吉が中心 となって明
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治11年 (1878)10月 20日 に設立 した東京大学生物学会か ら分かれて東京植物学会 を発足 させた
ところか ら始 まる。その後 も変遷 を辿 り、現東京大学が明治30年 (1897)6月 18日 に帝国大学
か ら東京帝国大学に改称 され、理科大学植物学教室 は同年 8月 に動物学教室 と分かれ、理科大
学付属植物園へ と移 る事 によ り、教室 ・植物園・学会 が一 堂に会す る形 となった。 昭和 9年

(1934)に 植物学教室が本郷 に再移転す るまで三位一体 の活動 を行 う事 となってゆ くのであ る。
やがて、東京 で学 び全 国に赴 いた研究者が増 えるに従 い、昭和 6年 (1931)1月 1日 、東京植
(16)。

物学会 は日本植物学会 と改称 し、現在 に至る

一方、 日本植物園協会には現在 112の 団体が加盟 してい るが、その事業内容 によって第 1部
会か ら第 4部 会まで分けられてい る。 第 1部 会が大学付属の植物園、第 2部 会が国公立の植物
園、第 3部 会が私立植物園、第 4部 会が薬草園である。
これ らの うち第 1部 会 と第 4部 会 に所属す る植物園 に関 しては、一般公開に制限があるのが
現状 である。一般 に公 開されている植物園は、概ね 2つ に分け られる。1つ は植物研究 の為 の
場 を基本 としつつ、一般へ の教育普及の為 に展示 を行 うもので、大学付属植物園等が これにあ
たる。 もう 1つ は、1専 覧会等 で設立 された温室などの設備 を利用 し整備 されたもので、平成 2
年 (1990)国 際花 と緑 の博覧会跡地 に造成 された「花博記念公園鶴見緑地」が これにあたる。
第 1部 会は、基本が学生教育 の場 であ り、一般 の来園者に応対する為 の人員 を割 く余裕 に限
りがあ り、 また学校施設 として授業がない 日は閉園されるのが常 の為 で、第 4部 会 は、扱 われ
るものが「薬草」である為に非公開 とされて い る場合 が殆 どである。「薬」 とい うカテ ゴ リー
の中には「毒」が含 まれるのは言 うまで もな く、対応 により注意が必要な為 である。
日本植物園協会に加盟する中に薬学部付属植物園の名が多い理由は、昭和31年 (1956)10月
22日 文部省令第28号 の「大学設置基準」に よる。そ の第 8章 で「校地 、校 舎等 の施設及 び設備

等」 の定 めがあ り、第39条 に、薬学 に関す る学部 は教育研究に必要な附属施設 として薬用植物
園 (薬 草園)を 置 くもの とするとされている。この施行により薬学部は薬草園を備える事 となっ
た。
『大学博物館事典』 に於 いては、各大学の植物園・薬学部付属薬草園等 の多 くが博物館 とし
て位置づ け られてお り

(17)、

各大学 のHP等 の資料 によれば各施設 も教育機関 としての 自覚 を有

す る為、 自身を博物館 (類 似施設)と 自認 してい るもの と見受け られる。 しか し、大学付属植
物園のすべ てが植物園協会 に加盟 してい る訳 ではない。
尚、文部科学省 は、 昭和50年 (1975)か ら 3年 毎 に行 ってい る社会教育調査 の際、「動物園
と植物園にあ っては、およそ13∞ ボ以上の土地があるもの」 を調査 に加 え、博物館類似施設 と
して把握 を行ってい る。平成20年 度 の調査結果では、博物館 とされてい る植物園数 は1,248館
中11(構 成比Q9%)、 動植物園数 は10(構 成比0.8%)、 博物館類似施設 とされている植物園は
4.527館 中122(構 成比2.7%)、 動植物園数 は19(構 成比Q4%)で あ った。先頃、平成23年 度

の調査結果 も発表 されたが、博物館 とされてい る植物園数 は1,262館 中10(構 成比0.8%)、 動
植物園数 は 8(構 成比Q6%)、 博物館類似施設 とされてい る植物園は4,485館 中113(構 成比25%)、
動植物園数 は16(構 成比04%)と 残念なが ら減少傾 向 にある事が見 て取 れる。
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5

大阪に於ける植物園の現状
此処で、社団法人 日本植物園協会加盟植物園の うち、訪間す る機会のあった大阪府下の植物

園 と関連施設を取 り上 げる。残念なが ら第 3部 会、第 4部 会へ の訪間は叶 わなかったが、今回
は第 2部 会の施設の概観 と印象を述べ たい。
現在、大阪府下 の社団法人 日本植物園協会加盟植物園 は以下 の様 になってい る。 (施 設名 は
正式 名称 ではなく日本植物園協会HP表 記名による)
施 設 名

管理運 営団体

体

i没

立

大阪市 主大学植物 園

大阪市立大学

公、
,学 校法人大阪

大阪市 立長居植物園

大阪 市

財団法人大阪市スポーツ・みどり振興協会

1974

天工寺動植物公園

大阪 市

大阪市

1915

大阪府 立花 の文化園

大阪府

化 の文化園協働

'I「

￨￨∫

立大学

1950

1990

業体

スポーツ.み

咲 くや この花館

大阪府

財￨」 法人大阪市

摂南大学薬用植物園

学校法人常翔学園

摂 南大学薬学部

1983

三栄源エ フ・エ フ・ アイ株式会社

1993

三栄源エフ・エフ・アイ有用植物研究所 三栄′エ フ・エ フ・アイ.株
I票

大阪薬科大学薬用植物園

どり振興協会

学校法 人大阪葉科大学 学校法人大阪薬科大学

1990

1996

此処に挙げた公立の動植物園の うち、天王寺動植物公園以外 は指定管理者制度 を導入 してい
るが、大阪市 の掲げ る経費削減が主な理 由 となっている。
大阪市 の公 園・緑化事業を補 う為 、財 団法人大阪市公園協会が設置 されていたが、その収入
の90%は 大阪市か らの受託事業によるもので、 また殆 どがゆとりとみ どりの振興局か らの もの
であった。それも管理 団体 の経営改善 ・効率化 を進めた結果、平成18年 (2006)に 財団法人大
阪市 スポー ツ振興協会、財 団法人大阪市体育協会 と統合 され、財団法 人大阪市 スポー ツ・み ど
り振興協会 となる事に よって、 3団 体 の予算額 を95億 円か ら53億 円へ圧縮、職員数 も589人 か
ら280人 へ と削減 された。 こう した波は、当然なが ら文化施設その ものに も及 んでい る。
現在、大阪市立の博物館職員 の採用 に関 しては、正職 員・ 期間契約職員に関わ らず、公益財
団法人大阪市博物館協会が一括 して行ってい る。 これは登録博物館や公開承認施設 の運営主体
が大阪市博物館協会 となっている為である。
ちなみに、大阪市 の統計によれば、大阪市内の 自然史博物館 ・動植物園の入場者数は以下の
通 りである。
咲 く や
この花館

天 工 寺
動 物 園

長
居
植 物 園

大阪南港
野 鳥 園

自 然 史
博 物 館

事業年度

海 遊 館

平成 18年

2.349,5()0

256,742

1,839,969

507.488

109.835

180,451

平成 19年

2,495,800

230,740

1.942.142

590.676

108,137

355,351

平成20年

2.402.600

228.374

1.872.210

552,778

106.503

361.357

平成21年

2,209.200

194,791

1.844.468

621,463

103.238

297.864

平成22年

2,306.400

245,074

1.202,142

563.247

109.955

320.235

平成23年

2,248,000

211,356

1,226,783

580,987

111.850

359.040

この 数字か ら見れ ば、 植物 園は水族館 ・ 動物 園 に入園者数で大 き く水 をあけ られて い る。 動
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くものの方が、特 に子供 にとっては魅 力的である事が学童を持つ世帯 の来園動機 に占める率が
高 く、 リピー ト率 に繋がっている為 であるのは想像 に難 くないのである。
調査 した各植物園 と関連施設 は、 どの植物園 に於 いて も、植物 の収集 と育成 と研究、絶減危
惧植物 の保護育成、 自然或 いは植物学習や生涯学習の為 の拠点 としての公 開 を掲げている。 ま
た、実習の場 として学生を受け入れている。
その中で、植物園その ものではないが、素晴 らしい施設が長居公園内に存在する。「花 と緑
と自然の情報 セ ンター」である。長居公園自体 は、運動公園 としてのカテ ゴ リーに入るが、運
動施設関連 のみではな く、文化施設 も集約 されてい る。「花 と緑 と自然 の情報 セ ンター」「大阪
市立 自然史博物館」 に関 しては公益財団法 人大阪市博物館協会が、
「長居植物園」 の管理 は財
団法人大阪市 スポー ツ・み どり振興協会が と、指定管理者 は異なるが、研究や展示活動 に関 し
ては一部なが ら一体化 している。
大阪市立 自然史博物館 は、国立科学博物館 のみが 国内で唯一 自然史系博物館 と呼べ るもので
あった中で設立 された、 日本初 の地方 レベ ルの 自然史博物館である。大阪を中心 とする近畿一
円を主たる研究・展示対象 とし、西 日本の 自然史系博物館 不ッ トワー クの中核的位置 に在 る。
大阪市立 自然史博物館 の創立 は昭和25年

(1950)、

大阪市立美術館内に間借 りをしての もので、

当時の名称 は大阪市立 自然科学博物館 であった。昭和33年 (1958)に 西区にある旧市立叡小学
校 を利用する事 とな り移転 、その後大阪市総合計画局が昭和42年 (1967)に 策定 した「30年 後
の大阪の将来計画」 の中で博物館 の拡充 と新館建設が取 り入れ られ、長居公園内に敷地が確保
(18)。

される事 となった ものであ る

現在 の施設 は昭和47年 (1972)1月 に着工、竣工が翌年 3月 、

4月 に自然科学博物館 は閉館 され、 7月 か ら移転作業 を開始、昭和49年 (1974)4月 27日 に開
館 を迎えた。昭和51年 (1976)に は、文部省科学研究費補助金取 を受ける学術研究機関 として
指定 されてい る。 尚、昭和27年 (1952)よ り登録博物館である。
この博物館 の資料 の展示量 と第四紀研究 に関 しては言 うまで もないが、特筆すべ きは、友の
会 の活動状況 であろ う。会の歴 史は古 く、昭和30年 (1955)ま で遡る。「大 阪市立 自然科学博
物館後援会」 として設立 され、以降昭和33年 に「大 阪 自然科学研究会」、昭和47年 に「大 阪市
立 自然史博物館友の会」 と名称変更 しなが ら続 き、平成14年 (2002)に 前出の特定非営利活動
法 人大阪 自然 史セ ンターヘ と引 き継がれた もので ある。その友 の会 の活動 は活発 で、月刊誌
『Nature Study』 の発行を筆頭に、各種行事 の開催・友の会グッズの製作・ボラ ンテイア事業 (平
成 7年 ・1995年 よ り博物館か ら委託 されてい る)等 を行 っている。月例ハ イキ ングの他、過去
には種子島へ の見学 ツアー を組み80名 以上の参加があ った等、活動意識 も高い(19)。
そ して、長居植物園 と自然史博物館 に共同利用 されてお り、無料施設 として開放 されている
花 と緑 と自然 の情報 セ ンターは、平成13年 (2∞ 1)4月 に、大 阪市における花 と緑 と自然の情
報ネ ッ トワー クの中の核施設 として、花 と緑 と自然に関するあ らゆる情報の収集・蓄積 ・発信
基地 としてオー プンしたものである。植物展示や映像、図書 コーナー、緑 の相談 コーナーが設
け られ、各種講習会等 の開催 されるセ ミナー室、体験 ラボ室がある。
入日正面か らそのまま進むと、特定非営利活動法人大阪自然 史センター運営の ミュー ジアム・
シ ョップがある。その裏手が学芸員による相談 カウ ンター と児童 の学習 ・ハ ンズ オ ン用 のス
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ペースとなってお り、図書や触れる事 の出来る資料が置いてある。残 りはネイチ ャース クエ ア
と名付け られた「大阪の 自然誌」 と「 自然 の情報 コーナー」の展示 スペースであ り、限 られた
空間なが ら、大阪府下の 自然について地質、植生、棲息す る見虫や鳥獣・水 生生物 に関 して も
網羅 してい る。展示 の工夫 と企画・製作者 の熱意が窺える ものであ り、その情報量にも感銘を
受ける。セ ンターのみで も小規模な博物館 と遜色ない と評 して良いのではないだろ うか。
ただ残念なが ら、長居公園の東南 の約 3分 の 1を 占めてい る昭和47年 に開園 した長居植物園
に関 しては、「大阪地方 の大古 か ら現時に至 るまでの森林 を再現 した「歴 史の森」やバ ラ園、
ボタン園な どの鑑賞園、人間の生活にかか わ りのあるハ ープや果樹 などの植物 を集めた教材園、
‐
各種見本園 などが設置 されてい る。」 とあるものの、単 に整備 された 公園"と 映 る。昭和56
年 (1981)に 都市緑化植物園 として整備 を行 い、み どりの相談所が設置 される事 となったので
あるが、見事な ビジターセ ンター を持ち、そ してまた自然史博物館 に隣接 してい なが ら、ただ
美 しく整えられた庭園の趣 きに堕 してい るのであ る。 自然史博物館 と共に教育的な植物園を目
指す とい う理念 を持 って開園 した筈であるが

(20'、

当初 の 目的か ら乖離 してい ると言わ ざるを

得 ない。解説員がついて ロー ドトレイ ンで回るとい うシステム も、観察には不向 きである。
自然史博物館が課題 として、「博物館 では「長居植物園案内」などの行事 を続けて い ますが、
植物園 との連携は十分 とは言えません。今後、園内植栽 と館内展示 との関連付け、植物園・博
物館 による共同事業 の開発、一体 となったプロモー ション活動、料金収受体系および動線 の改
善な ど、植物園 とのいっそうの連携 を深 め、相互 の魅力向上を図るこ とが必 要です。」 と挙げ
ているが、植物園自体が 自らの施設に対する意識を高めない限 りは難 しい と言 わ ざるを得ない。

6

植物園 とは何 か

生物 は成長 とい う名 の変化 をす る存在 であ る。「動物園 と植物園 は、世界中で もっともよく
利用 される ミュー ジアムである。 また他 の ミュー ジアムに比べ て コ ミュニテイの幅広 い階層が
(21)の

利用す る場所 で もある。」 とコ トラー は 『 ミュー ジアム・マー ケティ ング』

中で述べ てい

るが、 同時 に動物園の運営 コス トの高さについても示 してい る。
動物 の様 に餌 とい う飼育 コス トこそ要 さない ものの、収集 された植物 の本来の生育環境 とは
異なる土地での育成 を試みる場合 、植物 も同様 に設備 と人手を必要 とす るのは当然である。僅
かな温湿度 と日照時間の問題が、植物 を簡単 に枯死 させるのである。生命サ イクルの短 さか ら、
環境へ の適応が容易 である生命力 に優 れた種 もあ るが、それが限 られた環境下 に於いて発生す
る固有種等 であった場合 、環境変化 はたちまち彼等 を死に追 いやるのである。
かつ て、プラ ン トハ ンター達が生 きたままの植物 を母国に持ち帰 る事 に多大な労力 を要 した
様 に、現在 で も成育 には多 くの注意を必要 とす る植物 は少な くないのであ る。人類 の生命サイ
クルとは異なる生長をす る植物 にとって、時間の流れ も異 な り、開花結実 のプロセス も多様で
ある。人類 は植物 を長 ら く利用 して きたが、まだ解明されてい ない事 も多 く、未発見 の植物 も
多いのである。 よって、その研究 は必要 であ り、続け られてゆ くべ きものであ り、展示 と研究
の場 として研究機関 と付属す る植物園の重要性 は言 うまで もないであろ う。
(22)。
植物園 とは何 かについては、松谷茂が 自著 で実 に明解 に述べ ている
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植物 を系統的に収集 し、栽培 ・育成 し、保存 し、生 きた姿 を展示す る。 これが植物園運
営 の基本である。その中にはもちろん絶減危惧種 も含 まれ、生 きた植物 を生 きたまま後世
に残 し伝 えるとい う大 きな使命 を植物園は担 っている。植物 を標本 として保存することに
も重要な意義がある。葉や果実、種子な どの乾燥標本 (賠 葉標本)あ るいは液浸標本、 こ
れ らは遺伝子資源 の保存 とい う観点 のみ ならず、その採取地が記録 されてい るか ら、その
場所 に実在 した証拠資料 として後世 の役 に立つ。 (中 略)
植物園 と公 園の違 いはなんだろう。 どちらも空間があ り緑が多い とい う点では共通 して
いるが、植物園 には植物学的機能 (植 物 について学習す ることがで きる機能)が 備 わって
いる こ とが公園 との大 きな違 いである。Botanical Gardenの Botanicalは 、「植物学 の」 と
い う「 アカデ ミック」な意味があ る事 を再認識 したい。
だが、 こう付け加 えて もい る。
植物園 は、生 きた植物 を展示 してい る安心 ・安全・憩 いの場 、植物 とふれあい なが ら楽
しく学べ る場 である。そ して、植物や植物園に興味の ない人たちか ら好奇心あふ れる人た
ち、また老若男女 まで、すべ ての人、みんなのためにある。
おわりに
植物園は、生 きた博物館 であ り、野外である事 に意味のあ る教育機関である。 日々変化 し、
同 じ姿をとどめない事 こそが魅力 のひとつ であ り、 まずその レクリエー ション性 によって人 々
に足 を運ばせ る事が、学習へ の入 り口となる。
だが、 日本に於 いて、植物園 は博物館へ の発展途上 であるとい う感 は否めない。入園者をた
だの観覧者か ら学習者へ誘導す るのは関係者 の務 めであると言えるが、情報 をすべ て与 える事
だけが教育 ではない。入園者が興味を抱 き、 自身で書物 な りをひ もとき調べ るところ まで至っ
てはじめて、教育機関 としての存在 となるのではないだろ うか。植物 とい う魅力的な一次資料
が其処に存在するのであ るか ら、それは可能 であると信 じるものである。
ただ し、植物園はその性質上、単体 で博物館 または博物館類似施設 として存在す るのは難 し
い面がある。だが、世界三大植物園に挙げ られるキ ュー植物園、ベ ル リン・ ダー レム植物園、
ニ ュー ヨー ク植物園等 は、その存在が博物館機能を持 た ない と見 る者 は少ないであろ う。 フラ
ンス国立 自然史博物館 を園内に擁するパ リ植物園の前身は、1626年 に設立 された王立薬草園か
ら続 く、王立 アカデ ミー とパ リ王立医学植物園である。そ して、現在 もかつ ての姿を各所 に留
めてい る。1836年 に完成 した大温室は、改修の為 に2004年 か ら2010年 6月 まで閉鎖 していたが、
内部の展示 は更新 を繰 り返 しつつ も、現在 まで来館 者 に緑の空 間を提供 してい る。
こうした国外 の例があるか らではないが、せめて も自然史博物館 には、植物園が添 うべ きで
あ る。それは 自然史博物館 に限った ものではないが、最 も展示 の融合が易 いのではないだろ う
か。 また、学習 。研究活動 を行 うにも、実物資料が間近に存在す る利点 は多 い。
形態 としては長居公園の様な例が実現 し易 い と思われる。構成 としては、温室が加われば尚
良い。 リニ ューアルや移転計画、或 いは新設計画があるのであれ ば、植物園や各博物館 には是
非一考願 いたい ものである。強制的な捕獲 ・移動が行われる事 の多 い動物園 とは異な り、植物
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はその繁殖形態か ら、種 が別 の地 で繁殖す る事 に痛 み を覚 える ものでは な い。 ただ し、外 来種
と して在 来種 を駆逐す る場 合 は別 で あ る。 種 苗 の管理 には細心 の注意が求 め られ よ う。
ただ美 しい 、珍 しい だ けの植物 で はな く、人 間が彼等 を利用 して きた歴 史やそ の効用、 関 わ
り方 につ い て正 しく知識 を普及 させ る必 要が あ る。 天然 の

自然 "と 接す る機会 の な い都心部

での生 活者 は、 野 生 に 関す る認識が甘 く、危険性 も知 らず に驚愕 す る行動 を とるので ある。
来園者が植物 園 に求 め る ものが リク リエ ー シ ョンや癒 しの空 間 で あるにせ よ、 それ を入 り口
として知識 普及 の機会 を逃すべ きで はな い。植物 園 は、 自然 な存在 で はな い。 だが、 植物 の 本
来 の生 育環境 等 を知 りた い とい う契機 の入 り口 となる可能性 を有 して い るので あ る。
今後 、薬 園 と植物 園 の歴 史につ いて掘 り下げ てゆ くと共 に、 自然遺産並 びに海外 の植物 園 の
調査 を行 い 、そ の 実際 と問題点 を考察す る所存 で あ る。
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網野善彦 か ら見 る山梨県博物館論
The theory of museum for Yamanashi by Yoshihiko Amino

大森

威和

OMORI Takeyasu
は じめに
網野善彦 (1928〜 2004)は 、 日本の歴 史学者 である。網野 の研究業績 のひとつ に挙げ られる
のは「非農業民研究」 であ り、『蒙古襲来』・『無縁 ・公界・楽』 など「 日本史の時代区分 に変
("。

更 を迫る著作 をつ ぎつ ぎに発表 し、いわゆる「網野史学」を樹 立 した社会史の大家であった」

この「網野史学」 を示 した網野が晩年力 を注 いだのは、出身地である山梨 における博物館建
設事業 であった。網野 は平成 10年 (1998)4月 か ら半年間、山梨 日日新聞内に「山梨の歴史を
よみ直す」 と題 した文章を連載 していた。その中で網野 は、山梨 の歴 史 を論 じるとともに博物
館 の必要性 を所 々で述べ たのであ った。 当時網野 は、県立博物館 の建設を目指 して尽力 してお
り連載当時 は県立博物館基本構想検討委員会が設置 され、検討を行 っていた時期 で もあった。
そ して、その最後 の連載 は「博物館 の課題―求 め られる資・ 史料 の保全 と新 たな研究一」 と題
(2,す

し、殊 に「山梨 の特質、個性 を広 く全国、 さらに世界 に強 く発信」

るための施設 としての

博物館 の必要性 を説 いたのであ った。本論 では、網野 の連載を通 じて、網野が山梨県 に求 めた
博物館 の有様 を追求 してい くものである。
なお本論では、先 に記 した連載 の内、特に博物館について論 じている 3回 の連載「思 い込み
―不 自然な統計―」「転換期一 二十一世紀 を迎えて一」「博物館 の課題―求め られる資・史料の
保全 と新 たな研究―」 を中心に論 じることとす る。 また、その連載に関す る網野 自身の発言に
ついて も言及す る。

1

思 い込み―不 自然な統計―

この連載は、次の ような文章か ら始 まっている。それは、 日本の歴 史区分 に一石 を投 じ続け
③
た網野 らしい文章である 。
自然 と人間 との関係 はい まや大 きく変化 し、その中で人類社会は これ まで経験 した こと
の ない重大な転換期 を迎えようとしている。なによ り人類は自らを死滅 させ うるだけのカ
を自然 の 中か ら開発 して しまったので、 まか り間違 えば人類全体 が 頓死"す る危険す ら
あると言わな くてはならない。人類 は もはやその 青年時代"を 終 えて、確実 に 壮年時代"
に入 ったのである。
網野 は、 人類を「壮年時代」 と述べ る こ とによ り人類 は産業革命や技術 革新 によって物質的
な豊か さを得 る ことがで きたが、人類が人類 としての一歩を踏み 出す ことは物質的な豊かさで
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は実行 で きな い ことを暗 に示 した。 さらに現代 の 人類 は、「注意深 く思慮 の行 き届 い た生 き方」
を行 うべ きで あ る と述 べ 、現 代 に生 きる人間 としての 本質 を網野独 自の視点 で 論 じて い る。
そ して網野 は、 山梨県 の歴 史編纂 につい て「 この 地域 に生 きるため の誤 りの な い 自己認識 を
得 るための 非常 に大切 な仕事 と考 えて い る」 と述 べ てお り

(4)、

この 「誤 りの な い 自己認識」 は

い わば、歴 史 の 本質 で あ り「潜在意識」 として 日本人が持 つべ きもので あ る と網野 は 自 らの意
見 と して暗 に表現 した ので あ った。
網野 に とって、 県 の歴 史 を調 べ 直す こ とはそれ まで 表 に現 れ なか った人 々 に光 を当て、新 し
い 「役割」 をつ け る仕事 であった。 時代 の 潮流 に現 れて い る人 々は、 い わば「 氷 山の一 角」 で
あ り、そ の 裏 には数 で は表 せ な い ほ どの栄華 と凋落 とが 議 い て い た。 網野 は、 この よ うな人 々
にスポ ッ トライ トを当て続 け、人間 の本質延 い ては 日本 の 本質 を探 し続 け て い た もの と看取 さ
れる。その 中 で網野 は、あ る重 要 な事実 に直面す るこ とになる。 明治 7年 (1873)の 戸籍総計
を調 べ て い た網野 は、 山梨県 の 農民 の比 重が非常 に多 い (一 番大 きい都留郡 で94.8%)こ とに
気 づ い たので あ った

(5)。

しか し、 甲斐 国 の荘 園 の年貢 は、 水 田耕作 に適 す る地が少 な い ところ

か ら主 に調 ・庸 で収 め られて い た。 この 当時、 山梨県 は養蚕 が盛 んで 、 山梨県 内 で は絹や布 の
生産量 は多 か った こ とが理 解 されて い る
明確 に 区分 され」 て い たため

(7)、

(6)。

そ して「中世以前 の 桑 と養蚕 は、 田畠の 農業 とは

この 区分 を当て はめてみ る と、「 農」 の 範 囲 が 余 りに もおか

しい ことが眼前 にあ りあ りと見せ 付 け られ るこ とに なる。そ の理 由 を網野 は、 明治初期 の 殖産
興業 政策 の進 め 方 にある と指摘 した。
つ ま り、「 人 々が実際 に営 んで い た非農業 的生業が 、政策 の 中 か ら欠 落 した可 能性 は極 めて
大 きか った」 ので あ る

(8)。

この歴 史 を紡 ぐ架 け橋 である史料 に現 れて しまった「 間違 い 」 につ

い て網野 は、次の 如 く記 して い る

(9'。

こうした誤 りが二度 とおこらない ようにす るためにも、また、県政・国政を誤 った道に
陥らせることのない ようにす るためにも、充実 した県史が編 さんされる必要があ り、常に
新 しい問題を発見 し解決す る、生き生 きとした博物館が建設される必要があるのではない
かと私は考える。
網野が明言するように、間違った歴史を後世に伝えてしまうことは言語道断である。そして
実際 に発生 してしまった間違 いを修正することは、非常 に時間がかかる。その危険性 を減 らす
ことがで きる「絶対的」 な施設 として博物館が必要なのである。 これがいわゆる網野の望んだ
博物館像 ではないだろうか。

2

転換期一 二十一世紀を迎えて一

この社会において 日本は、多 くの転換期 を迎 えた。その きっか け となったのは、建武の新政
や大政奉還 な ど一つの大 きな勢力が 自 らの進 むべ き道 を 日本 に指 し示 した「革命」的事件 で
あ った。そ して、現代に入 り「われわれ 自身、 これ まで経験 した ことの ない、最 も深刻な転換
l101と
網野 は述べ てい る。網野 の言 う最 も深刻な転換期 について、網
期 にさしかか りつつ ある」
In)ё

野 自身 は下 きの如 く述べ ている

近年 の社会の急速な変化 の 中で、敗戦前後か ら高度成長期 までの生活 を経験 してい る世
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代 、少 し広 く見 て四十歳以上の世 代 と、それ以後 に生 まれた三十歳代 まで の世代 との 間 に、
生活経験 や生活 に即 した知識 の上で、 決定的 な断絶 と もい うべ き状況が生 まれ て い る。
網野 は、 ここで「 決定的 な断絶」 とい う表現 を用 い て い る。 これは戦後 復興 や高度経済成長
な ど、失継 ぎ早 に過 ぎ行 く時代 を過 ご した人 々 とそ うで な い 人 々 を比較 して い るので あ るが、
この最 近 にお ける近代 的な生 活 と昔 なが らの生 活 の 中 に大 きな差が生 まれて い る現状 を指摘 し

たのであった。それはあるひとまとま りの世代に流行 した ものがあるように、昔の人はその音
の もの を追 い求める傾 向があ り、新 しい ものの受容をため らう姿勢が一般的 に認識 されること
は事実であろ う。一方、現代 に生 きる者に とっては常 に新 しい もの を追 い求 め、今 までに存在
してい る ものの中で、必要 と感 じない もの を排除する傾向があることも事実 であ る。 これが網
野 の言 うところの「断絶」であ り、先 ほど記 した建武の新政や大政奉還な どの政治体制その も
のが変 わって しまうこ とで生活様式や我が国の姿勢 の変容 は勿論であ るが、網野 は現代 に存在
す る「決定的な断絶」 は「生活その ものの根底 にかかわる変化」であ り、その「断絶」 はいつ
で も起 きるものであ ると指摘 したのであ った

(12)。

では、 この網野 の考えが博物館思想 にどの

ような影響 を与えるのか、それは「子孫 の幸せのため」 と名付け られた小 見出 し以下に示 され
(13)。

てい る。 ここで網野 は、 この現代 の変動 を14、 15世 紀 に表れた転換期 に準えてい る

十三世紀 以前 の世代 の 目に「悪」 と映 った新 しい世代か ら「婆娑羅」 とい う斬新 な風俗
が生 まれ、一部か ら「賤視」 された人 々が、茶・立花・能・庭園など、新たな芸能を生み
出 した時代 、そ してそうした人たちの心 に深 く届 く思想 =鎌 倉仏教が影響力を持 ったこの
時代 に、 い ま大 きく変貌 しつつ ある最近 までの生活形態 の基盤、町や村 の原形が形成 され
たのである。
しか し、 この転換が原因で前述 したような「誤 った現実認識」が発生 してい ることも網野 は
指摘 してい るのである。新 たな変動が「古 い」既存 の存在 を排除 して しまったのである。では、
このような失敗 を三度 と繰 り返す ことがない ようにするためにはどうすればよいのか。それは
(・

この小段落の最後 の段落 に集約 されている

)。

(中 略 )確 実 に到来 しつつ ある本格的な転換期 を、われわれは真 に賢明 に、 (中 略 )で

き

るだけの努力 をする必要がある。 (中 略)こ うした課題 を前 にし、県民 に広 く読 まれて、
この転換 を乗 り切 る力の源泉 にな りうるよ うな県史 を編 さんすること、 また県民は もとよ
り、全国、さらに世界の人 々に、山梨県 とい う舞台を通 じてさきの課題 にこたえ うるよう
な力強い発信 を絶 えずなしうる博物館 の構想 を作成す ることに、本県 の出身者 として、当
面の私 の力を注 ぎたい と思 っている。
網野が述べ るところの博物館 とい う施設 は、世界全体 に力強 い情報 を発信す る「情報会社」
であ り、また一方 で世界の人 々を受け入れる山梨県 の「窓口」で なければならないのである。
当該窓口が機能 しなければ山梨 の情報 は遮断 されたままにな り、正確 な「山梨県像」が永久的
にその存在価値 を無 きになす こ とに繋がることとなる。
山梨を愛 し、山梨のために全力を注 いだ網野は、その決定的な断絶 を起 こ した くはなか った
のであ ろ う。その思 いが彼を博物館建設へ 向かわせたのではないか と筆者 は推測するのである。
そ して、網野 は次の連載 で直接的に「博物館」 を語 り、 自らの信条 を吐露する こととなる。
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3

博物館 の課題―求められ る資・ 史料の保全 と新たな研究―
これ まで山梨の知 られざる歴 史について語 って きた網野だったが、最後 の連載 の表題 として

挙げたのが「博物館」である。網野は この連載 で博物館 の必要性 を大 いに語ってい る。
まず、最初に述べ てい るのは「町の変化」である。ここ何年かの大都市思考 によ り多 くの人 々
が大都市 に流出し村 の過疎化が進む。 また、都市開発 によ り新 しい街 が郊外 に生まれる。これ
によ り、「村 と町のあ り方 自体が、 い まや根本的な変化 を遂げよ うとして」 お り、あ る一つの
危険をはらんでいると網野 は述べ る

(15)。

その危険性 について網野 は「若 い世代 に伝 える」 とい う小 見出 し以下において次の ように述
′
ヾてい る(16)。
そ して こう した激動、生活その ものの急激な変化 の中で、われわれが 自らを正確 に知る
ためにどうして も必要なさまざまな史料 (資 料)が 急速 に失われてい るのである。 (中 略)
開発 の際の緊急 な発掘によって、 目を見張 るような貴重な遺跡、遺物 ・遺構が発見され、
これ までのわれわれの歴史認識を大 きく変える成果が得 られたことは事実 であ る。 しか し、
三内丸山や甲府城 のように全面的 に保存 された事例 は例外 であ り、 ともあれ遺物 と遺構 の
記録 は残 されるとはい え、大部分の遺跡 は完全 に破壊 され、永久 に目にすることが不可能
になったと言わな くてはならない。
イ ンフラ設備や ゴルフ場 ・ ショッピングモールな ど、事前 に計画があってい ざ工事 を始めよ
うとした矢先 に遺跡や遺構が発掘 される事例 は少な くない。遺跡が発掘 されると当然工事は差
し止めになる。 しか し、人間は現金な動物 であ り、 日先の利益に目が眩むものが多 いこ とはい
つの世 にも共通す ることである。遺跡 の影響 で開発中止・延期になると当然都市開発は遅れ、
自らの生活 に少なか らず影響があると考えるものが多 いことも事実であろ う。 このような理由
で、多 くの者 は遺跡 を破壊 してその上 に道路や ゴルフ場 を造 る ことを認めて いた傾 向が強 く
あ った。 これが人間のエゴイズムであ り、少 し前 の 日本であ って も少なか らず存在 していた思
考なのである。
さらに網野は、遺跡以外にも「生活、生業 の変化の 中で、多様な民俗や民具が消滅 し、忘れ
られ ようとしてい る。 (中 略)風 俗や習慣、信仰、独特 の言葉 な どは忘れ られ、それに関する
●7,と
して、「破壊」へ と向か う山梨
道具な ども、す でにその多 くは廃 棄 された と推測 される」
の歴史について悲観的 に述べ てい る。
養蚕 を例 にとると、時代が進むにつれて養蚕業は衰退の一途 を辿った。当然養蚕に関わる も
の全て も相対的 に衰退の一途 を辿 ることになる。必要 の ない もの を排除する傾向にあ る現代入
にとって養蚕は意味を成 さない ものに成 り下が って しまった。 しか し、養蚕は中世 の山梨 を語
る うえでな くてはならない ものであるし、伝統工芸 として も非常 に貴重な資料足 り得 るのであ
る。その資料 を守 るためにも資料その もの を「蓄積」す る行動 をい ます ぐ起 こ さなければなら
ない と網野 は次のように述べ てい る

(18)。

今 の機会 を逸する と、何千年、何百年 も続 いて きた長 い伝統 を持つ生活 の形態、生業 の
実態 を、 これか らの若 い世代 に伝 える ことが永遠 に不可能 になって しまうか もしれない。
それほ どの社会の大転換 がお こっていると、私 には思われるのであ る。
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どの国においても歴史とい うものはその国の根幹である。その歴史を掘 り起 こす機会 を失 う
ことは、言葉では言 い表せ ないほどの損害 である。網野 は、10年 以上 も前に私達に警鐘 を鳴 ら
し続けていたのである。
次に網野 は、 史料の「価値」 について言及 してい る。 1日 家の破壊等 によって、文書や書籍、
家具等が一挙 に廃棄 される光景 は、網野 にとって非常 に心 を痛めるものであ ったであろ う。次
(19)。

の文章 にはそんな網野 の「叫 び」が表れている

旧家のこ う した蔵や戸棚、引 き出 しの 中には、 (中 略 )少 な くと も江戸時代 にはさかの
ぼる膨大な文書、書籍が未発見の ままに伝 わってお り、 これを調査 ・整理す ることなしに
放置 しておけば、先のような事態の展開の中で、か けがえの ない貴重 な史料が永久に失わ
れて しまうこ とになるのである。 1日 家 の襖、屏風等 の下に張 られてい る文書 も、 どのよう
な断片で もその価値 は同 じであ り、決 して見逃 し、粗 末 にされてはならない。
山梨 の「独特な」匂 いが漂 う民俗 に着 目し、 これ までの 日本像 に常 に疑間を投げかけた網野
にとって、史料 を失 うことは 自 らが進むべ き道を途絶えさせて しまうことにつ ながる。それは
一介の歴史学者 を路頭に迷わせるだけで な く、 日本その もの を路頭に迷わせて しまうことにな
ると考えたのであった。網野は、 このことを非常 に憂 いていたのではなかろ うか。次の文章 に
(20)。

もそんな網野の憂 いが見て取れる

実際、県史の調査 の中で、すでに大量の文書 が見出され、なかには県へ の寄託・寄贈 を
希望 される事例 もい くつかあると聞いているが、 ここに述べ たような急速な史料 ・資料の
(中 略 )破 壊 、消滅 の進行 に対処 し、 もれ の ない調査 を恒常的 に実施 しうるだけ の体制 を、

県の行政が整えているとは残念なが ら到底 いい難 い。
昭和48年 (1973)4月 に山梨県 は文化財行政 を執 り行 う「文化課」を設置 し、文化財愛護精
神 の高揚や博物館建設事務 の推進 を行っていたのであるが、県史編纂 のために資料収集 に尽力
していた網野が、 このような発言 を行ってい るとい うことは、当時の山梨県 における文化財保
護や資料保存事業が昭和か ら平成に移る過渡期 の中で思 うように機能 してい なか ったのではな
いか と読み取 る ことがで きる。故に、一刻 も早 い資料環境 の整備が この山梨県では求め られて
121)。
いた。では、そのためには何 をすればよいのか。網野は次のように述べ てい る
もとより県立の図書館 。文学館・美術館・考古博物館 は、それぞれに こうした状況 に直

面 し、おのおのの立場 か ら全 力 をあげて努力 されていることは疑 い ないが、事態 の深刻 さ、
課題 の膨大 さを考 えると、やは りこれに こたえることので きる中心的な機関、博物館が ど
う して も必要であろう。そ して こ うした点について、わが山梨県 は他県 と比べ て、極 めて
遅れてい ると言わざるを得ないのであ る。
ここで、網野は再度博物館 の必要性 を述べ てい る。それは、すでに山梨県 に存在 していた図
書館・文学館 ・美術館 ・考古博物館 では決 して出来ない「山梨 の歴 史その もの」 を調査・保存
じ全国に発信する絶対不可欠の施設 となるべ きものである。文学館や考古博物館な ども史料の
保存や調査に尽力 しているが、 それはあ くまでジャンルが限定 された ものであ り、明 らかに専
門外 と言えるものは保存 。調査 の対象にはならない。例 え他 の施設 と協力 して も当然漏れは出
て くる。その受け入れ口を確保するとい う意味で も博物館 は当然建設 されるものであ ろ う し、
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正 しい歴史を県外 に発信する とい う意味で も「山梨県の博物館」 は当然な くてはならないので
ある。網野 の主張 は、至極当然 のことで もあ り、長 ら く続 いたこの連載の最後を飾るのは「広
義 の教育機関 に」 と名がついた小見出し以下であ り、網野はここにおいて博物館 にかける己の
(22)。
全てをぶつ けてい るのである。 この小見出 し以下は、 冒頭 はこのように始 まる

県史編 さんのための調査 は熱心 に進 め られてお り、 さまざまな形で 史料調査、民俗調査
が行われ、史料 (資 料)の 所在や実態が明 らかにされつつ あ るが、それ らの成果 を真 に刈
り取 り、未来 に大 きく生かすためには、県史の刊行 にとどまらず、 さらにその仕事 を永続
的なもの にしてい く必要がある。そ う した課題 を実現す るためには、やは り十分な力量を
持 った学芸員 を擁する博物館 がな くてはならない と、私 は考える。
県史の資料調査 など、一時 は山梨の民俗や歴史を調査するのだが、一度その仕事が終 わると
調査を しな くな り史料はまた野晒 し状態になって しまう。であるか らして、そこに文化 を発信
する博物館 を建設 し、山梨 に強い思 い を持つ もの を学芸員に据えることで、その調査 は継続 さ
れ、今 まで明か されなかった新事実が発掘 されることを網野 は願ってい るのである。
(23)。
次に網野 は下記 のように述べ 、 この連載の集大成 としている

特 に自然 と人間 との関係 が根本的 に変わ りつつある現代社会 の状況の中では、 自然 の破
壊 、 自然資料 の消滅 に対処す るとともに、 自然 をより深 く理解 し、それ との新 しく誤 りの
ないつ きあい方 が追究 されな くてはならない。 (中 略 )県 立博物館 の基本構想 も (中 略)
山梨の 自然 と人間の関係 を全体 として とらえ、 史資料 の調査 ・収集 。研究を通 して新 しい
世代 に絶 えず問題 を投げかける広義 の教育機関の性格 を持つ とともに、山梨の特質、個性
を広 く全国、 さらに世界に強 く発信 しうるような組織 を構想すべ く努力を重ねてた成果で
あ る。
網野 は、山梨の「正 しい」歴 史 を発信 し、新 しい歴史観 を植 えつ け ようと懸命な努力 を続け
て きた。その集大成 は、県立博物館 の設立に向いていたことは言 わず もがなである。そ して、
独 自の 自然環境 と共に過 ご して きた山梨土着 の民俗思想が、博物館 の開館 と共 に日の 目を見る
のはそう遠 くないこ とを網野 自身が一番良 く分かっていたことは言 うまで もない。

4

山梨県を 「活 かす」博物館

網野が この連載を始 める きっか け となったのが、平成10年 1月 31日 の山梨郷土研究会新年総
会で行 った講演 「山梨 の歴 史を考え直す」 であった。その中で網野は博物館 を「我 々が何 であ
るかをしっか り認識 しうるような施設」 と説 いた上で このように述べ ている

(24)。

他 の地域 には見 られない 甲州、山梨のかけがえのない強烈な個性 を、全国に、さらには
世界 に向けて発信することも大切 で、博物館 はそのための施設でな くてはならないのです。
それは少数の美術品や文化財を展示 して並べ るだけの ものであ っては絶対 にならないわけ
で、 (中 略)い ろいろな学問が緊密 に協力 して、生 き生 きとした山梨像 、甲州像 を描 き出 し、
浮 き彫 りにしな くてはな りません。
網野 は、山梨の歴 史を「か けがえのない個性 を持った社会」 と述べ 、その個性 を明 らかにす
ることで、山梨の歴 史観を多 くの人 々に根付 かせることがで きると主張 している。それは これ
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まで山梨に滞留 していた「常識」 を大 きく超えたもの とな り、その歴史的事実 を受け入れるこ
とがで きる施設 として博物館 を建設すべ きである、 とい うのが網野 の主張 であ る。それは、網
野の次の発言にも色濃 く反映 されてい る

(25)。

あ らゆる展示技術 を駆使 して、広 く強 く甲斐 の個性 をア ピールで きる展示を作 りだ し、
少な くとも全国の 人が一度 は見たい、 またもう一度来てみたい と思わせるような博物館が
造れればよい と思 ってお ります。県内の市町村 にはすでにい くつ も博物館や資料館があ り
ます し、復元 された遺跡 もあ り、 さらに貴重な自然その もの もあるわけで、それ らにどの
ように接 していったらよいのかをガイ ドするための 中心 となる施設 とい う性格 も、県立博
物館 は当然持つべ きで しよう。
博物館 は、そ こに所属 している学芸員の研究活動 によって成 り立つのは もちろんのこと、そ
こに外部の人間がやってきて新 しい情報 を得 るこ とによっては じめて存在意義 とい うものが生
じる。それ は、博物館 に常 に新 しい空気が入るこ とにより、その情報が広 く伝染 し多 くの人 々
がそ こに触 れるきっかけを創造することとなる。故に、博物館は常に「生 きて」 いなければな
らないのである。そのために我 々はどのような行動 をとるべ きか。それは網野 のこの発言に隠
(26)。

されている

そ うした変動 の 中で (中 略)文 書 だけではな く書籍、美術品が散逸 し

(中

略)自 然 の破

壊 も、 (中 略 )開 発 とともに進行 してお り、それに的確 に対処す ることが必要 となってい
ます。そ う した資料 を積極的 に、意識的 に収集、保存、整理 して、その中か ら新 しい事実
を次 々 と発見 し、それを博物館 に活か し、いつ も生 き生 きと絶 えず動 いている博物館 を造
り上 げなければならない と思 い ます。 (中 略)そ してそのためには、そ うい う仕事 を推進
し得 る多 くの優れた人材 を一 日も早 く確保 して、実際に博物館建設の準備 を進めてい く必
要があ ると私 は思ってい ます。
人間は、生活する上 で常 に新 しい発見を求める。その発見は簡単なものか ら、非常 に難解な
もの まで実に多種多様に存在する。そ して、その発見の手助けをするのが「史料」であ り「資
料」であるのだが、その「史料」な り「資料」 は扱 う人間によって、生か され発展 を遂げるも
の もあれば、 日の 目を見ず廃れてい くもの もある。網野は この廃れてい く「史料」や「 資料」
を集 め、その中か ら「新 しい事実を次 々 と発見 し」博物館 を生か してい くこ とを第一 としてい
た。そ して、その抽出された「新 しい事実」 を多方面 に発信す るために も、「優 れた人材」 を
確保す る必要がある ことを主張 している。網野 は山梨の歴史を発信す るために、博物館の本質
を探 し続けていたのである。

5

網野善彦が追い求めた 「博物館」
網野善彦は、山梨県 とともに生涯を送って来た。そ して網野 は、先の連載をまとめた 『甲斐

の歴史をよみ直す一開かれた山国―』 のあとがきで も、山梨の歴史観ひいては博物館の重要性
について述べ ている。網野は山梨県の「可能性」において次のように述べている(27)。
県史編纂のための調査や博物館建設準備の過程での討論を通 じて、私は甲斐の歴史には
まだきわめて奥深 く、未知の世界のあることをよ く知ることができた。それを少 しずつで
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も明 らかにしてい く仕事 の面白さ、 さらにそれを若干な りとも解明で きたときに見えて く
る世界 の豊かさを実感 している。
この「未知 の世界」へ足 を踏み込む手助けを行 うのが博物館 の「使命」 であ ると思 う。それ
は新 しい側面 を開 くだ けではな く、「土着 の歴史」 を切 り開 き、それを他者に伝 える「思想 の
架橋」 となるべ き存在 にならなければならない と考える。
さらに網野は、県史編纂で生 まれた新 しい歴史像が これ までの 山梨を変 える一片 となること
(")。
を認識 し、次のように述べ ている

しか しこうした研究成果 を、 よりわか りやす く、 また親 しみ深 い形で、県民に、 また全
「博物館の重要な役割の一つ」 と
国に向かって展示等の手段 を通 して発信す るのが、

(中

略)

考 えた。
これが網野の求める博物館像 であ り、網野が生涯 を徹 して計画を進めて きた博物館像 である。
(29)。
そ して網野は、博物館像 についてさらにこ う述べ てい る

博物館 自体が (中 略)新 たな研究 の開拓 のための推進セ ンター とな り、絶えず生 き生 き
とした情報 を、工夫 された展示等を通 じて、広 く県民、全国 に提示 し続けられるような活
気 を保持 しつづ ける必要があ ろ う。
これは山梨県だけではな く、全国の博物館 にも対応す ることで もある。新 しい情報を発信 で
きなければ博物館 の価値 は減少 して しまう し、対象 を明 らかにしなければ単 に歴 史を並べ ただ
けのア トラクションになって しまう。文化 の成長が乏 しく「文化不毛地帯 」 とまで呼 ばれてい
た山梨県 にはその成長 を推 し進める博物館が必要であ り、網野 の言葉を借 りれば「一度見た ら
お しまい とい うよ うな ものではあ ってはな らないので」あ る

(30)。

そ して、網野の博物館 に追

(31)。

い求 めていた「理想像」 は、次の言葉 に結実す る

実際、大 きな転換期に社会が さしかか りつつ ある現在、 われわれは正確な自己認識 に基
づいて、誤 りな く未来を見通す必要に迫 られている。 しか しその前提 として、 間違 いのな
い歴 史認識 を身に付 ける ことが必須 の課題 であるが、 い まや新 しい研究 の進展 によって
(中 略 )こ れまで の 常識的"な 歴史像 は大 きく変わ りつつ ある。それを早 く、 また広 く多
くの人 々の ものにするために、博物館 の果 たすべ き役割 は、 きわめて大 きいのである。
網野 は、山梨県 に絞って言及 していたが、 この網野 の発言 を全国に広げてみると、網野は博
物館を「 日本 を正 しい方向に進 ませ る道標」 のように考 えていたとも言える。常 に生 き生 きと
「 日本」 とい う国 を改めて考え直
した歴史を運 んで くれる博物館 の助けがあって こそ我 々は、
す ことがで きる と考 えられる。そ して、その足掛か りとして山梨県の歴 史を全国に発信す るた
めに尽力 した網野 の功績 も計 り知れない もの となるのである。
おわりに
平成17年 (2005)10月 15日 山梨県立博物館 は、山梨県笛吹市内 に開館 した。初代館長 に就任
した歴史学者 の平川南 は、山梨県立博物館 のホームペー ジ内で この博物館 の概要 を次の ように
述べ ている

(32)。

の
本博物館 は、基本テーマである「 山梨の 自然 と人」を活動 の基本 にお き、山梨 豊かな
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自然 と人 々が どの よ うに向 き合 って きた の か とい う歴 史を総合的 に調査研 究 し、 それ らの
成果 を これか らの地域振 興 の重要 な指針 と して提 示 で きる よ うな博物館 を 日指 した い と考
えてお ります。 また、博物館 の展示や事業活動 を通 じて発せ られ る情報が、 つ ね に県民 の
文化 意識 を高め、心 の 豊か さと知的刺激 を共 有す る こ とがで きる文化施設 ・拠点 となるよ
うに努 めて まい りた い と思 い ます。

山梨県は、四方を山に囲まれた 自然豊かな県である。その為、外界 か らは孤立 してい るよう
に見えるのが一般的な見解 であ ろ う。 しか し、それは歴史の多様 な解釈 によって生 まれた「意
を尽 くさない歴史」 であ り、多 くの人はその イメー ジに惑 わされている。網野 は、そのイメー
ジの中に迷 い込 んだ「美 しき日本人」を救 うために博物館 の建設を推 し進めていた。網野 は、
山梨県立博物館 の開館 を見 る ことな くこの世を去 って しまうが、網野 の博物館 に追 い求 めてい
た「理想像」 は今後 も形 を変える ことな く我 々の進むべ き道 として、そ こに残 り続けるだろう。
新 しい事実 を求め「異端」 であ り続けた「孤高の歴 史学者」網野善彦 は我 々の心 を開 く「鍵」
を常に探 し求 め続けたのである。
=+
￨コこ

(1)
(2)

杉本仁

2∞ 9「 山梨県におけるキ リス ト教 と民俗学― 山中共古か ら中沢新 一 まで一 」 F甲 斐』

118号

山梨郷土研究会 p■ 4

網野善彦

1"8.1022「

山梨 日日新聞社
′つ ヽ
ヽ 0′

網野善彦

山梨 の歴史をよみ直す25博物館 の課題」 山梨 日日新聞朝刊文化面

,8

1"8■ 0.8「 山梨 の歴 史を よみ直す23思 い込み」

山梨 日日新 聞朝刊文化面

山梨 日日新聞社 p■ 0

(3)に 同 じ

(4)

註

(5)

明治 7年 12月 7日 付 けの戸籍総計 における「農」 の比重は、それぞれ山梨郡77.2%・ 人代郡
91.0%・ 巨摩郡82.0%・ 都留郡%.8%と なってい る。

(6)

網野善彦 1998.6.18「 山梨 の歴 史を よみ直す9「 百姓」 の実像」 山梨 日日新聞朝刊文化面
山梨 日日新聞社

(7)

p.9

網野善彦 1998.7.2「 山梨 の歴 史をよみ直す 12養 蚕」 山梨 日日新聞朝刊文化面
山梨 日日新聞社 p■ 1

(3)に 同 じ
(3)に 同 じ

′ oヽ

ヽ()′

註

(9)

註

(10)

網野善彦 1998.10.15「 山梨 の歴史 をよみ直す24転換期」 山梨 日日新聞朝刊文化面
山梨 日日新聞社 p.11

(11)

註 (10)に 同 じ

(12)

註 (10)に 同 じ

(13)

註 (10)に 同 じ

(14)

註 (10)に 同 じ

(15)

註

(2)に 同 じ
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(24)

(2)に 同 じ
註 (2)に 同 じ
註 (2)に 同 じ
註 (2)に 同 じ
註 (2)に 同 じ
註 (2)に 同 じ
註 (2)に 同 じ
註 (2)に 同 じ
網野善彦 1998「 山梨 の歴史 を考 え直す」『甲斐路」91号

(25)

註 (24)に 同 じ

(26)

註 (24)に 同 じ、p.24

(27)

網野善彦

(28)

註 (27)に 同 じ、p.221

(29)

註 (27)に 同 じ

(30)

註 (24)に 同 じ、p.23

(31)

註 (27)に 同 じ、p.222

(32)

平川南 「 山梨県立博物館

(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)

註

山梨郷土研究会

2∞ 3「 甲斐 の歴史 をよみ直す一 開かれた山国―』

p23

山梨 日日新聞社 出版部

概要」 山梨県立博物館 ホームペー ジ

w、ア
、Lrnuseunl.prelyanlanashijp/
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高度博物館学教育 の実践
― 木島平村 ふ るさと資料館 が 開館す るまで―

-

Practice of the High Education Program on Museology
Process of The Opening Kijimadaira Furusato Museum

-

はじめに
平成25年 7月 7日 、長野県下高井郡木島平村大字上木島1762に 位置する木島平村農村交流館
内に「木島平村 ふるさと資料館」が開館 した。 このふ るさと資料館 は、國學院大學 大学院文学
研究科史学専攻博物館学 コースが協力す る、本邦初の大学院生による手作 り博物館 である。
木島平村 に於ける夏季集中実習 は、平成22年 度か ら始 まり、当初 の取 り組 みでは博物館 が形
になるには一定の時間 を要するもの と計画 していたが、早 くも4年 目で開館に至 った経緯 には
木島平村芳川修二村長、浦山宏一副村長、樋 口和雄文化財調査専門幹をは じめ、木島平村教育
委員会の理解 と協力 を賜った ことによる実現 であることを記 したい。
博物館学 を専門分野 とす る大学院生 にとって、「博物館 をつ くる」 こと以上の高度博物館学
教育 はない と考える。 したがって、高度な博物館学 の知識・技能を有す る上級学芸員の養成 を
目的 とす る高度博物館学教育 プログラムの遂行 にあた り、本実習の意義 は大 きい とい える。全
国で もこのような実習内容 を実践する大学院は未だ皆無であ り、博物館展示を考える能力・技
術 の向上、資料分析 、11事 物館経営等を身 に付ける有意義な実習 である。本 プ ログラムは、将来
必要 とされる上級学芸員 を養成す る大学院での教育のモデルケースとなる ことをも視野に入れ
てお り、実現 されれば我が国の博物館学教育・学芸員養成 に大 きく資するこ とになると思われ
る。今後の博物館学実習の一つの指針 となるもの と確信す る ものである。
本年度の参加者 は博士課程後期河合奈 々瀬、場5海 寧、博士課程前期 2年 奥村麻由美、竹田真
依子、松政里奈、岩嶋孝典、榎戸朝子、川崎友梨、竹内竜巳、種井丈、鳴海茉莉、野北啓介、
松原遵子、三代綾 の14名 であ る。本年度の実習の特徴 は、地域の子 どもたちを対象 としたワー
クシ ヨップとして勾 工作 りを開催 した ことである。配布資料製作か らレクチャーや指導に至る
までのすべ てを大学院生たちが実践 した。初めての試みであ り、改善の余地 はあるものの地元
新聞社 か らの取材 を受けて、成功裡 に終 わったといえる。 また、 フ ィール ド調査 に も重 きを置
き、班編成による調査 を行 った。一方、開館 した資料館の展示 の見直 しは全 員が参加 し、後期
学内実習での課題 と実践に繋げた。

1「 木島平村ふるさと資料館」開館 に至 る経緯
國學院大學大学院では、高度博物館学教育 プログラムが文部科学省平成21年 度「組織的な大
学院教育改革推進プ ログラム」 に採択 され、文学研究科史学専攻に新たに「博物館学 コース」
が設立 された。本プ ログラムの 目的は、1専 物館学に関する大学教育に携わることがで きる研究
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教育者、お よび高度な博物館学 の知識・技能を有す る上級学芸員の養成である。その特質 は、
博物館学 コース を中核 として文学研究科各専攻が培 って きた専門分野 を組み合わせる ことによ
り、専門性 ・学際性 を兼備 した博物館学研究者 を養成す ることである。 また、博物館関連企業
との連携や、東京国立博物館 をは じめ とす る各種博物館 でのインター ンシップを行い、学芸員
としての コーデ ィネー ト能力や実務経験 を高めてい る。「博物館学専門・特殊実習」 は本 プ ロ
グラムの主軸 を成す科 日であ り、本学大学院での授業 としては初めての講座で、さらには我が
国の他大学院にも「博物館学専門 ・特殊実習」 は確 立されていない。 この講座 をあえて設置 し
た理 由は、博物館学 の知識のみ ならず技術 をも身に付け、現場乖離が起 こらない ようにす る為
である。文書資料等 の保存処理か らは じま り、二次資料化 (写 真撮影 。実測図作成 。拓影製作・
基礎情報記録等)に よ り目録作成を行 うな ど、大学院のみ ならず、現地 での協力者 (学 校教諭・
教育委員会担当者・現地研究者等 )の 複数の指導者に よる実習 を実践す る ことで、技術 の向上
は もとよ り、博物館実務 を通 じた社会における文化 ・教育 の コーデ ィネー ト能力をも高めるこ
とを目的 としてい る。
また、博物館学教育 の国際化 を図るべ く、国際イ ンター ンシ ップ実習を行 い、実践的な博物
館実務 を習得する ことに加えて、 日本以外 の博物館 の実態 の理解を深め、国際的な博物館 をめ
ぐる社会の現況 を広 く認識す ることによ り、国際的視野を有 した博物館学教育 を推進 している。
これに併せてアジアにおける博物館学 自体 の国際化、お よび協力体制 の構築 をも目標 としてい
る。その他、学社 (博 物館関連企業)連 携、博学連携、他大学大学院 との連携 を行 い、それぞ
れの場へ の参加 によ り学芸員 としての コーデイネー ト能力及 び実務経験 を高めている。 木島平
村 の実習 は、大学院生による手作 り博物館 の実践である。博物館 の展示構想 を考 える本授業に
参加す ることにより、学芸員の職務能力 の基本 となる資料 の調査やデー タ化 の能力、そ して展
示 を考える能力 を養 うことが期待 される。
木島平村大町倉庫内 には、北部 。中部・南部小学校 の教材や住民か らの寄贈資料、その他の
資料が収蔵 されてい る。寄贈資料 は民具、その中で も特 に農具が多 く、役場横 のプレハ ブで管
理 されていたものの、保存環境 の悪化 に伴 い平成19年 に現在 の大町倉庫 に移 された。それに伴
い収蔵資料台帳 を新たに作成することになったのである。 まず、資料調査 を実践す ることによ
り、資料 のク リーニ ング、修理・修復、写真撮影、分類、情報入力等の技術 を習得 し、資料の
コンデ ィシ ョンの把握や取扱 い能力 の向上に繋げてい くことを目的 とした。次に学芸員 に必要
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オ ー プ ニ ン グの展 示解 説

ふる さと資料館 オープニ ングのテープカツ ト
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不可 欠 で あ りなが ら、 最 も不足 して い る とされ る展示能力 の習得 を 目的 として、大学 院生 自 ら
が 木島平村 ふ る さと資料館 の展示 を考 えた。大学 院生が考 えた展示構想 を基本 として、 展示室
の工 事が始 ま り、平成 25年 7月 7日 に 開館 を迎 えた ので あ る。
(國 學 院大學

2

落合知子 )

博物館学専門・特殊実習報告
平成25年 度「博物館学専門・特殊実習」 の授業内で行 った活動についての報告 である。まず

前期授業では、 7月 に開館 した「木島平村 ふるさと資料館」に展示するパ ネル・解説 シー トの
制作 を行 った。パ ネル制作 は前年度か らす でに進め られていたが、今年度 は主に根塚遺跡 に関
す るパ ネルを数点制作 した。具体的には、所在地や環境などの概要を記 したパ ネルや、俯敗 の
写真・地図で主要遺構 を解説 したパネル、渦巻文装飾付鉄剣など代表的な遺物 を紹介 したパ ネル
の制作を行 った。なお、それらのパ ネルは、ふるさと資料館 において下記のように展示 されている。
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特 別収 蔵庫

常 設展 示 室

また解説 シー トは、小学校高学年を対象 とし、唐箕・足踏み脱穀機 。粗招 などの民具資料 を、
図説入 りでわか りやす く紹介 したものである。 これ らのパ ネル・解説 シー トは事前 に完成 させ
ていたため、開館時には展示室へ展示す るこ とがで きた。
7月 27日 (土 )〜 8月 2日 (金 )に 、長野県下高井郡木島平村 での夏季集中実習 を実施 した。
今年度 は、 木島平村ふるさと資料館 の開館後初 めての実習であったため、博物館学研究室が平
成22年 度か ら進めて きた「大学院生による手作 り博物館」事業が、 どのような形で完成 をみた
のかを確認・改善する作業 も加 わった。表 1は 、夏季集中実習の行程表である。
このように、大町倉庫 の民具資料整理や周辺調査な ど、例年実施 していた調査 に加え、今年
度 はふるさと資料館 の調査及び勾玉ヮー クショップ教室 の開講を行 った。ふる さと資料館 の調
査は、29日 〜31日 までは少人数の交代制 で行 い、同館 の展示の改善すべ き点を皆 で出 し合った。
来年度以降の実習生は、 これ らの意見を参考に しなが ら細かな展示 の改善 に当たることになる。
30日 に実施 した勾 玉ヮー クショップ教室 では、村内の小中学生22名 が集 まり、約 2時 間かけて

根塚遺跡の出土品を模 した「 くの字型」勾玉を作製 した。 このワー クショップは、当該資料館が
初 めて開講 した本格的な教育普及活動 である。また最終 日の 2日 には、
「これ なんだ展示」コー
ナーの準備 のために、教員 と実習生全員で資料館の玄 関にある展示ケースの民具展示を変更 し
た。以上のような夏休 み以前 の活動 を受 け、後期 は資料整理 と報告書作成に重点が置かれた。
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表

7/27([L)

7/29(月

7130(火

下記実習行程、役割分担

実施 内容

11時

7/28(日

1

)

)

)

担 当者

長野駅集合後、現地に向か う。到着後、大町倉庫へ の機材搬入
全 !1
や ミーテ ィングを行 う。

1.考 古班 :周 辺 地域 へ の 聞 き込み調査
2.大 町倉庫班 :未 調査 資料 の撮 影・ 台帳記入・収蔵作業
1.大 町倉庫班 :未 調査 資料 の整理
2.ふ る さと資料館 :見 学、展示 の改善点 についての討議
3.民 俗班 :郷 の家、馬 曲集落 な どへ の 聞 き取 り調査
4.地 理班 :泉 龍寺、 三社神社 な どへ の 聞 き込み調査
1.大 町倉庫班 :未 調査 資料 の整理
2.ふ る さと資料館 :見 学、展示 の改善点 についての討議
3.民 俗班 :高 石 に在住す る神 主、糠千周辺 な どへ の 聞 き取 り

1.竹 内、川崎
2.考 古班以外 の全員
1.鳴 海、榎 戸、岩嶋、郎、種井

2.奥 村、河合、竹 田、松原
3.二 代、川崎、野北
4.竹 内、松政

1.奥 村 、河合 、松原
2.郡 、鴫海
3.三 代、川崎 、竹内
4.榎 戸、野北
5.松 政 、種井、岩嶋、竹 田

調査

4.地 理班 :龍 興寺、水穂 神社 な どへ の 聞 き込み調査
5.勾 玉 ワー クシ ョップ班 :ワ ー クシ ョップの実施
午前】
【
7131(水

)

1.大 町倉庫班 :未 調査資料 の整理
2.ふ るさ と資料館 :見 学、展示 の改善点 につ いての討議
3.民 俗班 :糠 千周辺 な どへ の聞 き取 り調査

1.鳴 海、都、奥村 、河合、松原、
竹 田、野北、竹 内

2.榎 戸 、松政、種 井、岩嶋
3.川 崎、 三代

午後】
【
副村 長、樋 日専 門幹 よ り講話 を拝聴す る。

8/1(木

)

近 隣地域 の 陣物館 調査

全 11

812(金

)

撤収準備、「 これ なんだ ?」 コー ナ ーの 設置

全 ll

表2

実習分担表
イ￨:り

担 当者
松 原 ・榎

′ド
'I内

河合
,・

〈
民俗 )三 代 ・ 川崎
(地 理 )野 北 ・ 竹 内
種井

奥村・ 鳴海
松政・竹 田
寄￨̀・ 力
彗山
8

前 後 期 の 授 業 の 流 れ の ま とめ
資 料 台 帳 の繁 理
フ ィー ル ドワ ー ク作 業 の 報 告
勾 玉 ワ ー ク シ ョ ップ の 報 告

「展示 を考 える」 並 びに「 こ れ なん だ展 示 」
コーナーの展示案考案。

「稲作文化 の伝 来」 パ 不 ルの作 り直 し

表 2は その分担表 である。
表 2に あるように、作業概要は上記 した夏季集中実習 に関す る報告 をまとめる ことと、「こ
れなんだ展示」のパ ネル・題箋 の作成 であ る。具体的な仕事内容 について補足す ると、資料台
帳の整理 とは、例年実施 してい る大町倉庫 の民具資料整理で記録 した台帳 を、再整理する作業
である。 また「展示を考える」 と「これ なんだ展示」 コーナーの展示案考案 とは、前者が実習
中にふるさと資料館 の調査 で出た展示批判 をもとに、新たな改善策 を講 じることで、後者は資
料館 の玄関に設置 されているガラスケースに、クイズ形式 の民具資料展示 をするため、その展
示案を考えるとい うものである。そ して「稲作文化 の伝来」パ ネルの作 り直 しとは、すでに完
成 してい る同名パ ネルに、新たな写真 を載せて修正す る作業 のことである。
来年度以降の前期授業 は、本年度実習の見学にて出された展示批判 をもとに、ふる さと資料
館 の従来の展示 の改善、新 しい展示 コーナーの制作 を予定 してい る。 また、実習では引 き続 き
大町倉庫 の民具資料整理 と資料 の配架 を進め るとともに、 今年度初 めて試 み られたワー ク
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シ ョップ教 室 も再度実施す る予定 で あ る。 昨年度 までの授 業 とは異 な り、 今年度か らは完成 し
たふ る さと資料館 が、 ど う した らよ り良 い地域博物館 になれるのか、 そ の こ とにつ い て検討が
されて い くこ とになるだろ う。
(博 物館 学 コー ス後期

3

ワー クショップ

河合奈 々瀬

)

(勾 工作 り体験 )

実習期間中の 7月 30日 に、木島平村農村交流館 ・ふ るさと資料館 と協力 し、小中学生 を対象
とした勾工作 り体験 の ワー クショップを開催 した。 ワー クンヨツプには、村内の小中学生22人
の参加があ った。今回のワー クシ ョップでは、中心 として進行する講師の大学院生 1人 と、補
助 の大学院生 3人 の計 4人 が ワー クショップを担当するなど、学生主体 で企画・運営 を行 う貴
重な機会 となった。 また、地元紙 の北信 タイムスや村 のケーブルテ レビ「ふ う太 不ッ ト」 の取
材 もあ り、今回の ワー クショップが木島平村 の一大 イベ ン トとして注 目された。以下に、 ワー
クシ ョップを開催するまでの流れ と、当 日の様子 を報告す る。

(1)ワ ー クショップで勾工作 りを行 う目的
ワー クシ ヨップで勾 玉作 りを行 う目的 は二つある。一つ は、木島平村 の根塚遺跡で出土 した
勾玉が、一般的に多 く見 られる「 コの字型」 とは異な り、直角に近 い角度で曲線を描 く「 くの
字型」 の非常 に珍 しい形で、根塚遺跡固有の出土資料 である。本 ワー クンヨツプは、出上 した
勾 玉を模 した二次資料 を作 ることで、 自分 た ちの生 まれ育 った郷土の歴 史に興味関心 を持たせ
る ことを目的 とした。 もう一つ は、勾工作 りを通 して、勾玉を完成 させた とい う達成感が重要
であ り、古代 の歴史 と先人たちの思 い を体感 しなが ら学 ぶことが 目的である。

(2)ワ ー クショップの準備
(1)
(2)

ワー クシ ョップの準備 か ら当 日の講義 ・進行 を行 う代表者選 び
勾工作 りで使 う道具 の準備 (竹 串・木軸ヤ ス リ・勾玉の見本な ど)

Ｒ︶
′４
︐
ｒ０

講義 に使 う道具 の準備 (弓 切 り・火切 り・勾工作 りに使 われる石な ど)
子 どもたちに配布用 の作製手順 を記 したプリン ト準備
ワー クシ ョップ会場 の設営

まず、 ワー クシ ョップを中心 と して進 め る代表者 を選 び、その後 は実習 に参加 した全 員 で協
力 して勾 工作 りに使用す る道具 を作 製 した。講 義 に使用す る道 具 と作 製手順 のプ リ ン トは、主
に講師 を務 めた大学 院生が準備 を した。 また、 ワー クン ヨツプの 前 日に資料館 の職 員 の 方 と協
力 して会場 の 設営 を し、本番 に備 えた。

(3)ワ ー クシ ョップ当 日の流れ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

受付
資料館 に展示 されてい る根塚遺跡出上の勾玉を見学
勾 玉についての講義
勾玉の作 り方を説明
勾 工作 り体験
ワー クショップ会場 の片付け
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当 日は、勾 工作 り体験 をするに先立ち、参加 した小中学生に一般的な形 の勾 玉 と、資料館 に
展示 してい る根塚遺跡 で出土 した本物 の勾 玉の形 とを比較 させ 、 これか ら作 る郷土特有 の勾玉
を理解 させた。
その後、勾 工作 り体験 を行 う教 室に集め、 まず勾玉についての講義 を行 った。勾玉 とは何 か
とい うこ とか ら、古代人が どのように勾 玉を作 ったのか とい う説明 まで、当時勾工作 りに使わ
れていた石や道具な どを使用 しなが ら講義を進めた。 また、郷土史に興味関心 を抱 いて もらう
ことも目的の一つ であることか ら、如何 に根塚遺跡 の勾 玉が特徴的であ り、歴史的価値 を秘 め
ているか とい う事 を講義 した。
勾玉作 り体験 では、大学院生 4名 が子 ども達の補助 をし、怪我 の有無 のチェ ックや思 うよう
に作業が進 まない子 にア ドバ イス な どをして回 り、全員の完成を見守 った。

(4)ワ ー クシ ョップの反省
今回の ワー クショップで一番 の反省点 は、 シミュ

*^erytf,as:rosxttt,ra&5 ! ! *

レー ション不足 であ る。 1時 間30分 と決め られてい
た中での時間配分の考えが甘 く、講義 を除 くと勾玉

枡

作 りの時間は 1時 間程度 しかなかったため、その中

0

で竹串を使 った穿孔か ら完成 までは、子 ども達 には
難 しい ものであ った。資料館側 の配慮に よ り、急違
*<huo&,Y:,!ffisr!6p!.r.

(to.

30分 延長 させてい ただけたので何 とか全 員完成 させ

3 iai,E5.

ることがで きたが、作製時間 を考えれば穿孔 した石

. Ut^-^-r5B6,D.rsEi{Ee!6,,t6ltsL.r,.d+:

をあ らか じめ配布すべ きだった とい える。 また、木
かったため、途中か ら木エヤス リを配布す ることに
なるなど、道具の不備 も大 きな反省点である。 これ
らは準備 の時点 で、子 ども達の視点 か ら綿密 な シ
ミュレー ションを行えば、ある程 度回避出来 る課題

[1)

ヽ■ Ｆ
一
ヽ

︿

軸 ヤス リで石を削 る予定であったが、使 い勝手が悪

体験学習配布資利

であ り、準備 の甘 さが指摘 されるものであった。他
にも参加者 の感想 などが分かるア ンケー トを事前 に用意 し、来年以 降のワー クショップに活 か
す工夫 もすべ きであったといえる。
大学院専門・特殊実習 において、 ワー クシ ョップを学生主体 で開催す るのは、今回が初めて
の試み とい うこ ともあ り、課題 も少なか らずあった。 しか し、参加 した小中学生に怪我無 く楽
しんで もらえた ことが一番の成果であ り、ワー クショップは概ね成功 したと考えられる。
最後に、 ワー クショップを開催出来たのは、木島平村農村交流館 ・ふる さと資料館 の協力を
賜 ったことによる ものであ り、 この ような有意義な機会を作 っていただいた関係者各位 に深謝
致 します。
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4

展示 を考 える
夏季集 中実習 にお い て、 木 島平村 農村 交流館 内「 ふ る さと資料館」 の展示 を熟覧 し、改善す

べ き点 を調査 した。以下 に問題点 と改善策 をま とめ る。
特 別展示室 は、 村民 よ り寄贈 された屏風 の 展示 な どが 行 われて い る。 実物 資料 を間近 で 見 る
事 がで きるの が メ リッ トで あ る反面、立 ち入 り区域 に特 に制 限が な く、資料 の破損等 の 可能性
を有 して い る。 したが って、 来館 者 に注 意 を喚起 す る よ うな表示 が求め られ る。

常設展示室 には、構造展示 として木島平村 の昭和30年 代の民家が再現 され、資料館 の体験展
示施設 として機能 している。 しか し、一般的な昭和期 の民具を展示 してい るが、木島平村 の独
自性に欠ける民具である。木島平村 は豪雪地帯であ り、雪国の特色性 を活か し、先人たちが過
酷な環境へ の対策 として利用 していた民具 を、効果的 に展示す る事 を提案する。
その正 面 に、少量の民具が展示 されてい るが、名称表示 はあるものの、特 に解説展示な ども
な く、その ままその場 に置かれている。比較的美品の資料を置 いてあるだけ、 とい う印象 であ
り、特 に、糸巻等は糸車本体 の展示 もな く、単体 で利用す る民具であると誤解 して しまうおそ
れがある。解説を設けるスペー スがなければ、民具の名称パ ネル、解説 シー ト等、 スペース を
取 らない解説 を考える必要があるだろ う。
その横 には、木島平村 ゆか りの文化人についての解説展示 と、その資料が展示 されてい る。
この地 を訪れた文人達 の貴重 資料等が展 開 されてお り、地元 の文化財 として紹介 されてい る。
そ して、「和算」が この資料館 の主たる展示 となってい る。和算 とは 日本独 自の計算法 であ り、
木島平村 は算額をは じめ として和算 の貴重資料が多 く遺存 している。当資料館 で も、算額 の複
製な ど多数の資料が展示 されてい る。 しか し、 この展示 について も幾つか指摘すべ き点がある。
まず、展示 スペースが一箇所でない。展示が壁や数箇所 のケースに分散 してお り、導線がわか
らず、 またどれが実物資料 で どれがパ ネル資料なのかの表示 もされてい ない。資料 についての
説明 もな く、算額 に至っては「複雑な図柄 のパ ネルが壁に掛け られてい るだけ」 とい う印象を
持 たせるのである。主要資料 であるため、多 くの資料 を展示 したい とい う意図は感 じられるが、
「和算 とは何 なのか」をこの展示 で理解す るのは困難である。また、ワー クシー
見学者側か らは、
トの問題 ・内容 も難解 であ り、解説 も子 どもには理解 しづ らい印象 を受けた。

￨￨￨￨ヽ 議

田
「

￨
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￨
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■

目
EI=ニ
構 造 展示

民 具 の 展示
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これらを改善するには、パ ネル展示や展示ケースの位置、導線 を改善 し、和算 の歴 史か ら活
用方法、算学者について簡略な解説展示 をするなど、 コンパ ク トでわか りやす い展示 を目指す
べ きである。また、壁面展示 の算額パ ネルの活用 も考 えたい。寺社 の収蔵品であったことか ら、
構造展示 と同様 に、屋根等を再現することで より臨場感 に富 む展示が期待 で きるのである。
和算 の展示 の横 には、手前側に足踏み脱穀機、万石通 し、唐箕、構造展示部分 には鋤な どの
農具が展示 されてい る。 この資料 に関 して も、触 って良い ものか どうか とい う表示がないため、
来館者にはわか りづ らい。 また、真新 しい畳の上に農具が展示 されている点 は、野外 で利用す
る農具 を畳の上に置 くこ とに、違和感 を覚えるものであ り、畳に土足であがるとい う事 も来館
者を躊躇 させる。壁掛 けになっている農具 も同様、農家 の壁 を再現 したセ ッ トに対 して、使用
方法を無視 した展示 となっている。 また、手前側 の農具には解説 シー トが用意 され、使用方法
等の説明 もあるが、後方の農具 については解説が一切 な く、資料 を展示 と同 じ状態 の イラス ト
に農具の名称 だけが書 かれているシー トが用意されているのみである。手前 の農具の様 に解説
シー トを作成するか、元 々あ るシー トに、解説を加えた方が よい。
特別収蔵庫 は、根塚遺跡か ら出土 した鉄剣の「渦巻文装飾付鉄剣」が展示 されてい る。資料
が二重扉を隔てた奥 の展示 スペースに置かれているため、一つ 目の扉 を開けた時点では何 もな
い空間になってお り、奥に展示室があ ることが非常 に分か りづ らい。鉄剣 の展示 があるとい う
表示 の必要性 と導線 の変更で改善す る事 も可能 である。 また展示室内の展示ケースが低 く、照
明が暗いこ とも相 まって、資料 の観覧 に適 していない。
全体的な問題 として、パ ネルの照明反射 が激 しく、全ての表示が角度を変えない と見づ らい
状態になっている。照明器具の位置の改善が求め られる。
以上、展示 の問題点 と改善策 について述べ たが、 資料館全体 としては、地元 の子 どもたちに
も郷土資料館 として親 しまれてお り、今後 のさらなる活用が期待 される。
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パ ネルの反射

畳の 11の 農具展示

(博 物 館学 コー ス前期 鳴海 茉莉 ・ 複専 修 コー ス前 期 奥村 麻 由美 )

5

導入展示 「これなんだ 'コ ーナー」
木島平村農村交流館人口にある民具展示 スペース

(導 入展示)の 展示替 えを行 った。同展示

は、資料館への導入部分であ り、木島平村で使用 されていた種 々の民具を 3列
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中央 3段 ・正面右 4段 )に 分け、各段約 4点 ずつ計41点 を展示 している。実習前には特 に分類
もな く雑多な状態で展示 されていたが、類似する資料を整列 させ、わか りやすい展示 となった。
導入展示 の設置 目的は、来館者へ の民具 に関す る「 これなんだ ?」 とい う問いかけである。対
象 は主に小中学生である。現在では使用 目的・用途のあまり知 られていない民具 7点 に対 して
「これなんだ ?」 とい うパ ネル と解答用紙 を作成 した。今年度 は、実習期間中 に展示品の陳列
整理を行 い、終了後はパ ネル・解答用紙 の作成 を行 った。
今回「これなんだ ?」 と問いかけ をしたのは①座繰 なべ、② ハエ取 り器、③ 一升徳利、④牛
の首木、⑤ ふんごみ、C有 線電話、0ア イロンの計 7点 である。 いずれ も現在 ではあま り目に

(A4‑枚 )に は資料名 と簡単な解説 を付 した。 この 7
点の選定基準 は主に 1.見 た目だけでは使用時の様子が想像 で きない もの、 2.現 在 は形 を変
す る機会 の ない民具 である。解答用紙

えて使われているもの とい う2点 である。たとえばハエ取 り器 は、その名の通 リハエ を捕 える
ための器であるが、一見用途がわか らない。 これはガラス器の中 に米の とぎ汁を入 れ、下にハ
エの好物 を置 いておびき寄せ るものである。ハエが一度入れば出られない構造 になっている。
また「有線電話」「アイロン」な どは、農村 で な くて も一般 に普及 してい るものであるが、現
在 とは姿かたち 。使用方法が大 きく異なっている。 こ うした情報は、ただ展示 されてい るだけ
では得 られない。特 に今回は、小中学生を対象 としてい るため、解答用紙の解説 では簡潔な説
明を心がけた。
あ くまで資料館前 の導入展示であ るが、ここに「これ なんだ ?」 と設間を用意 した ことに意
義 は大 きい。資料館内 には多様 な民具が展示 されてお り、 この展示 は来館者 の興味 を起 こさせ
る役割 を持つ ものである。
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6 フ ィール ドワーク
(1)木 島平村 の地理調査
本実習のフィール ドワー クは、 7月 28日 より民俗班 と地理班に分かれて調査 を実施 した。 こ
れはフィール ド調査 の効率 を高め、分野毎 で詳細 なデー タを得 ることを目的 としたためであ る。
本項 では、地理班 の調査を報告す る。
① 目的
木島平村 は弥生時代 よ り水田稲作 が盛 んに行 われてお り、豊富 な水源が確認 されてい る。地
理班 の調査 の 目的は、地形 の理解 とともに稲作 に不可欠 な水源の存在、特 に湧水 と寺社 の関連
性 についてであ り、 7月 28日 か ら30日 の間調査を行 った。
②調査方法
民俗班 と同様 に、木島平村 の地 図 をもとに主要 な神社や寺院を巡 り、水源 の存在 について聞
き取 り調査 を実施 した。特 に地理班では、同 じ等高線上 に存在す る神社お よび寺院 に焦点を絞
り、それ らの関係性 について も調査 を敢行 した。
③調査 日程
以下 の 日程で各地区に所在す る寺社 を巡 り、水 との関連性 と石碑 などを発見 した。
表3
調査 日

7月 28[1

地区
平沢

原大 沢
千石
庚

2911

「
高イ

」
ヒ甲
ι
西小路

Ittlt
稲荷
平沢

3011

和 栗

地理班調査行程
水 との 関連

寺社

大山祇神社
伊勢神社
三社 神社
人満官
猿田彦神社
宣勝 キ
泉龍 十
春田別神社

そ の他

水 の分岐点

池

師祖石碑 (筆 )
庚 申塔 、祠 2つ

加茂清水

三鈷 の松、祠 2つ

湧水

豊秋泄洲 神社

金比羅大権現
十
真宗 、
龍興 寺
八幡神社
稲泉 寺 (蓮 寺 )
稲荷社
熊野 山神社
長光 寺
太神官

龍興寺清水

￨三 峯 神社 (三 峯 講 )
1豊 鳥出神社
中町

1妙 義神神社
￨※ 同 じ敷地内
池 に石碑

水穂神社

④清水の存在
木島平村 には、加茂清水および龍興寺清水 とい う2つ の清水が存在することが判明 した。
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1.加 茂清水
加茂清水は、木島平村 の北鴨地区に存在する清水 である。周囲は道路に面 してお り、分か り
やす い峨が存在す ることか ら村民 に親 しまれてい る様子 である。

2.龍 興寺清水
龍興寺 は、 木島平村 の内山地区にある寺院である。その昔弘法大師が寺 を訪問 した際に 「水
がほ しい」 と言 った ところ水が湧 き出たとい う言 い伝えがあ り、後 にこの場所 に龍興寺が建立

されたことで、境内に清水 として残 ることとなったとい う。 この清水 は、平成20年 に平成の名
水百選 として環境省 に選定されてお り、木島平村 を代表するものとなっている。
調査 では、龍興寺 は現在 よ り南 に100m位 置 し
ていたが、何度も火災 に遭 い現在 の位置 に移動 し
たとい う伝承 を住民 よ り聞 き取 ることがで きた。
L

他 に平成16年 に古文書が発見 され、龍興寺が700
年前 に建立 された こ と、講話を行 っていた際 に新
潟県上越市 の居田神社 か ら居田明神が美女に姿を
変え講話 を聞きに来て、そのお礼 に水 を湧かせた
と書 かれている。当時 は馬曲川か らしか水 の供給

龍興寺清水

はなかった。
⑤木島平 の地理 的背景
木島平村 は三方 を山々に囲まれた山地であるとともに、千曲川 の支流 (樟 川 と馬曲川)よ り
流れ出る河川の堆積物 により形成 された扇状地 としての一面を併せ持つ。 この ように水源 に恵
まれた土地柄 では、湧水の発生確率が非常 に高 く、当該地域の降水 お よび積雪量 の多い気候 と
相 まって安定 した水 資源 として住民 に活用 される場合が多 く確認 されてい る。
まとめ
本調査を行 った段階では、水 と寺社の関連を探す だけで成果 は挙げ られなかったが、その関
連が多いことは改 めて確認 で きた。他にも地図の等高線 を基に した調査 によ り、石碑 の場所 を
特定す る ことがで きた。今後は目的 ごとに水源 の分類 を行 うとともに、湧水 と寺社 の関係性や
木島平村 における特性 に関 して調査 を継続 し、更なる理解 を深 めたい。
(博 物館学 コー ス前期

竹内竜巳・野北啓介)

(2)木 島平村の民俗調査
木島平村 の民俗 についての報告 は、近隣村落 と比べ ると少ない といえる。おおよそ全体 を把
握するための資料 として 『木島平村村史』 の ほか、風土・寺社 ・生業 では 『長野縣町村誌 北
信編』、分布及び名称では 『長野県民俗文化財分布調査報告書』 などが挙げ られる。村史 にお
いては衣食住、生産・生業、交通・運輸・ 通信、村制、族制、信仰、民俗芸能、人の一生、年
中行事、民俗知識、日頭伝承 とい う項 目で書かれてい る。中で も木島平村 として特記すべ きこ
とは、伝説や昔話 を聞 くことがで き、語 り継 ぐとい う動 きがなされてい る点 であ ろ う。 これは、
村内の馬曲地区 に所在す る郷の家に詳 しい。
今回の実習 では、村内 を探索 し僅かに聞 き書 きをしたのみに留 まった。実習の課題 であった
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「木島平村 の民俗か らみた祭祀空間」を眺めるには、時間が少なす ぎた感があ る。本報告 では、
馬曲 。中島・糠千 といった、北東か ら中心 の中島を通 り南東 の集落を範囲 とした。 内容 は日承
伝承 の形、村落の祭 りの流れ、信仰空間の把握及び村落間の交流について報告す る。
村 には情景の中に昔話が残 されてお り、無形民俗資料 として、伝承 の形態・効果を把握す る
ため、調査 を行 った。
①郷 の家
7月 29日

於 :郷 の家

語 り部 :小 林

恵子氏

馬曲地区の文化施設・郷 の家 では、村全体 に活動を知 って欲 しい とい う目的か ら、村に伝わ
る伝説や昔話の語 りが行われてい る。 また、住民 の舞台発表 を通 し、地域 の情報発信や農村文
化 の継承 を目的 とした活動や、語 り部の交流会を行 ってい る。今回の調査 は、昔話 を大切 にし
てい る動機 と昔話 の中のフ ィクシ ョンと、交流館 との協働 に可能な要素 を探 る事 を目的 とする。

1.昔 話を大切 にしてい る動機
木島平には、遠野の ように多 くの昔話が存在す るわけではな く、語 り部の方や、寝物語 に聞
かされて育 った方 も少ないが、村 史にはお よそ30の 昔話が残 されてい る。
郷 の家 で語 り部 をされて い る小林恵 子氏 は、以前か ら「村 の子供達 に村 の事 をもっ と良 く
知 って もらいたい」 とい う思 いか ら『本 とふれあいの会』 とい う子供達に本 の読み聞かせ をす
る活動 をされてお り、進学や就職 で一 度、村 を離れて しまう子供達 も含め「村 の事 を好 きに
なって欲 しい、誇 りに思 って欲 しい」 とい う理念 の もと、村 の昔話 を語 り、伝 え続けてい る。
また、昔話以外の活動 では庭 を使 って村芝居が行 われ、友好都市・東京都調布市 に於 いて も一
年交代 で行 われている。

2.語 りと活動の効果
実際 に語 り部の方か らお話 を伺 う中で、村 に関す る以下の事項がわかる。
① 地理
②方言

例 :山 の位置、街道
・ 回 りじゅう、おっ くべ・
・おすわ り、てんびね・
・頂上
例 :め い らじゅう 。

③環境 の特徴

例 :山 の性質、川の性質

また、民具資料が出て くる話 として、『上堰物語』が上 げ られる。農耕に関する話 として、
350年 前 の新田開発が背景 になってお り、農業用水 である堰 を作 る農具 に、ツルハ シ・モ ッコ・

鍬 といった農具を入れて物語が語 られている。 この事 は、実際 に目 。手で触れ られる資料 と昔
話 を組み合わせる方法は、資料 の使用方法や円滑 な歴史情景の想像 に通 じる。
「語
昔話 の語 りを聞 く上で、その背景を把握 してい ない と頭 の中 に想像出来ない。小林氏は、
りは聞 きなが ら頭 の中に物語 を想像する」 とい う事が大事であ り、例 として前置 きに木曽義仲
の時代背景な ど歴 史を話 してか ら語 りを行 うよう心掛けている、 と話 されていた。
木島平村 は稲作 が盛んだが、他の周辺地域 との違 い として上 げ られる特徴 は溜め池が無 い事
であ り、 これは長坂織部が水利権争い に勝 った事 で、溜 め池は不要になった とい う背景か ら成
る。 この経緯 は、村人や子供達 に広 く知 って もらう事が 目的で朗読劇化 されている。 ここには、
河川の地理環境 の特徴 として、馬曲川は十ばつです ぐに涸れて しまうの に対 し、檜川はカヤ ノ
平 のブナ林か らの水が流れるので千 ばつが起 こって も涸れる事 が無 い。 こ う した背景 も昔話や
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朗読劇 を行 う事 で、わか りやす く発信 されてい る。
②水穂神社
7月 30日

於 :水 穂神社

話者 :大 角

六七人氏

木島平村には、現在 8面 の算額がある。算額 とは農家や商家に於 いて、年貢収集や土地の形
を算術 で記録 し、神社 に収 めたものであ り、水穂神社 にも納 め られている。神社 の算額 は、公
式や図形 を用 いた算術 と飯山城 までの距離 を計測 した内容 で、村内の小学生達が算額 を見学 し
に来る機会 も多 く、村 立中部小学校の生徒達 は卒業記念 に算額 を作製 していた。
こちらで伺 った昔話 は、『木島平村誌』にも残 されてい る「御嶽社 の宝剣」の土地詳細 であっ
た。高貴な姫君が、百足丸 とい う宝剣 とともに妙義山付近 に移 り住 み、数百年後の文化年間に
宝剣が掘 り起 こされ、長沢の御嶽祠 の硫 に納 め られたとい う内容 であ る。
聞 き取 り調査 の際 に、大角氏 か ら福寿草 の群生地 として有名な原大沢 の御魂山左奥 に、現在
も古 い屋敷跡があ り、人が住 んだ形跡が確認出来た事が伺えた。
次に、本島平村 における祭祀空間と地域 の人 々のつ なが りを地域別に報告する。
③馬曲地区

1.明 神 サ ン
明神サ ンは春 の祭 りである。これか ら作物 を作 るための祈願 である。山の物・海の物・大根・
米 を伍長が集め、膳 に盛って祀る。10年 位前 まで行 っていた。
大山神社 の祭 り :温 泉側 か ら集落 に入 る左 手 に鎮座す る神社 であ る。「山ノ神 サ ン」 である。
年 に一度、 9月 に秋祭 りがある。 この 日は馬曲集落全員でお参 りす る。

2.ヨ

ミヤ とヒル ミヤ

秋祭 りの ヨミヤは 3年 前 まで行 っていた。 ヨ ミヤは馬曲集落の人のみを対象 としていた。公
民館 (馬 曲分館 )で カグラ (獅 子舞)を 舞 った後、夜 の 8時 か ら30分 か けて大山神社 まで提灯
行列 を行 った。神社 に到着す ると、再 びカグラを行 った。 ヒル ミヤには中村集落か ら神 主の倉
科 さんが来て祈祷 を行 う。

3.カ グラの演 目
馬曲の獅子舞 の種類 は ヨタンマ イ→ オ ンベマ イ→ スズマ イ→ カタナマ イ→ ホ ロ

(ラ

)マ イで

ある。若 い衆がい ない と難 しい とい う。

4.法 事
午前中に道普請や無縁仏 の草刈な どを行 い、終 わると読経 し、一句詠 まれる。

5.十 三夜
十三夜 は子供 の祭 りである。馬曲温泉付近 (馬 曲の アスナ ロ)の ドウロクジ ン前 で行 った。
現在 は馬曲の子供 は 5、

6人 であるが、戦前に15人 以上 いた頃は、夜 に集落の子供 た ちが素人

芝居 を行 っていた。70年 前 までみ られたとい う。ゆで豆 を神 に供 えた りする。

6.岩 屋観音
一寸 三分の大 きさの金色の観音サ ンである。一度な くな り、本堂の後 ろで発見 されたが、再
びな くなって しまった。鞍掛 の梨 と岩屋観音 の位置が対になっていることか ら、何か関係 があ
るのではないか とい う。岩屋観音 は畑 の周囲に巡 らされた電線 の中に位置する。
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7.庚 申
庚 申を行 ってい るの は、 平沢 までで あ る。馬 曲 は有志 のみ それ に参加す る。

8.馬 山説教所
馬 曲集落 には寺 の機 能 を持 つ 「馬 曲説教所 」があ る。公 民館 に隣接 す る建物 であ る。 昭和 40
年 まではキ ワ ダの 木 で作 られ、建 って い た。 この キ ワダは集落の奥 にある コヤ バ と呼 ばれ る場
所 に多 くみ られる。 現在 も 4月 には説教 師が来 て、 法要 が行 われ る。 昭和 10年 代 には千石 の 農
家 で御 師 の 山田善教 さんが来 てお り、常 に クリ (公 民館 )に お り、 寺 の管 理 を して い た。

9.葬 式
馬 曲説教所 には棺桶 と呼 ばれ る、大 きな神 輿 の よ うな ものが あ る。 読経 の最 中 は、そ こに亡
くな った人が入 った棺桶 を入れ る。 の ち、亡 くな った人が入 って い る内側 の桶 を取 り出 し、棒
を通 して担 い で運 び、焼 く。葬式が あ る時 の合 図 として鉦 を叩 い て回 るが、これは現在 で も行 っ
て い る。

10.十 二 講
1月 14日 頃か 2月 頃、平沢 ・ 馬 曲 。内山・ 千石地区 の炭焼 きグルー プや伐採 、 山仕 事 な らば
ナ メ コ を採 る人 々が馬 曲 に集 ま り、酒宴 を催す。昭和30年 頃 まで行 った。

④中島地区

1.水 穂神社祭礼
春祭 りは 4月 に行 われ、 トウロウを持 つ。秋祭 りの ヨ ミヤは、春祭 りの比ではな く、約20人
が西小路 の公会堂か ら水穂神社 の鳥居前 までの200メ ー トルほ どを トウロウ行列する。計見・
西小路・ 中島が祭 りの役 を担 う。千石 とは交流がない。

2.水 穂神社 の神候
神餞 にはシオマス を捧げる。家 の裏 の池 に放 してある。生 きた大 きな鯉 の 目に和紙を載せて
捧げた りす る。

3.六 社会
水穂神社 ・猿田彦神社 ・誉田別神社 ・豊足穂神社 ・伊勢神社・大山祗神社 で六社会 とい う組
織 を組 んでい る。

4.豊 足穂神社祭礼
春祭 りは小塚 の頂上にて行 われる。集落の人 々は神社 には行かない。

5.四 ノ官
糠千 の奥 に四ノ官 とい う集落があった。往郷民謡の なかでは往郷 に13の 集落があったと謡わ
れてい るが、四 ノ官 がな くな り、現在12の 集落で形成 されてい る。四 ノ宮 では特 に養蚕が盛ん
であったために、養蚕 の神 を祀 っていた。

6.奉 安殿
全国の小学校に設け られた奉安殿が終戦後に消滅 してい くなか、庚地区の人 々が神社 の裏 に
付け、あたか も一つの建物 であったかのように見せ、守 ったとい う。
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⑥糠千地区

1.金 山神社祭礼
秋祭 りの ヨ ミヤが 9月 15日 夜 の 9時 か ら 9時 半頃に行われる。最近は土 日になった。以前は
公民館 か ら金山神社 まで、行列が続 いた。子供が リヤカーに屋 台 を載せ、その上に獅子 を載せ
たダシを担当 し、花 ×2、 チ ョウチ ン×2、 ハ タ トウロウ ×2な どが練 り歩 き、神社には10時
か ら10時 半頃に到着する。

2.金 山神社石造物
石造物 は神社 の上方 に所在 したものであ り、12、 3年 前 に一 カ所 に集めることとなった。
六集落での大祭 糠塚 ・柳久保・ 山口 。大川・西町・ 中町の六集落で、春祭 りや秋祭 りを行 う。
平成25年 度 は糠塚 が担当 に当たってい る。

3.春 祭 り
5月 頃、ハ ナ ドウロウを一つ使用す る。大 町か ら神主の長坂 さんが来る。

4.講
庚 申は、秋祭 りと同 じ時に行 う。三峯講 は大正時代 にも存在 し、やめてか ら10年 が過 ぎた。
三峯神社 に代参す る際 は、学校 の先生に背広などを借 りた。戸隠講の代参 は 4人 であ り、 ワラ
ジを履 いて歩 いてお参 りに行 った。

5.山 ノ神 サ ン
10月

8日 に山ノ神サ ンの行事がある。山仕事 を行 っている人が対 象であ り、ヤマ イヌに攻撃

されることが ない ように祈 る。以前 は男女 とも山仕事に出ていた。

6.四 ノ宮集落
四 ノ宮集落 は、 4軒 あ った。大正生 まれの話者 によると、子供 は糠塚 の分校 に登校 した とい
う。蚕の神 の祠 があ り、神 は往郷 の計見 に下ろしたが祠 はそのまま土台が残 っているとい う。
おわりに
郷 の家 にて語 り部の方 に伺 った「農具を取 り入れての語 り方法」 は、交流館 の展示室にも取
り入れ られる要素が確認で きる。昔話を聞いた上で、情景や歴 史背景を想像 。理解 し、使用 さ
れていた資料 を見る事 は、本来「農具」 として活用 されていた様子を、 よ り明確 に伝 える事が
出来るのではないか と思われる。 また、今回のフ ィール ドワー ク調査か らは、今後の農村交流
館活動 を考える上 で村内の方 々に土地・生活の様子や展示資料 の詳細 を聞 き取 り、組 み込む事
が一つの方法 である事が挙げ られる。
断片的な報告であ るが、氏子区域 に限 らず生業のグループにより、 い くつ かの地区が合同で
何 かを行 う様子が判明 した。特 に旧村範囲の交流が非常 に強 く感 じた。今後 も空間を多 くの場
面か ら捉 えるために、 より多 くの聞 き書 きが必要である。
(博 物館学 コース前期 2年
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が■ に 凛 われ .2月 上旬 には 積會 が lmを 超 えま=地
す。 カ ヤ ノ平 高原の フ ,
の薇 か らう き出 る●解 け水 が豊 か な水 流 とな り、 この豊 富 な水 が水福ヨ
螂 を始め とす る日葉 に 3し た 自然 n境 を作 りだ して い ます。
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iす るていう情eが あります
曖闘 蹄出■の■機は.六 がう日のも
のより さく件られていなす.こ 綱 に諫
えるために小きくつくったともえられ
ま■
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□￨
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(榎 戸朝子 ・種 井丈 )

(岩 嶋孝典 )
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●贅は.風 の力を使つて艘悔

紳

L

をわける慶員です.騰 燿後、来

足踏脱崚

."世 紀の初め

"は

に澄ぜっている詢がらや員く

に0本 で発明されました。脱螢

,な どを取り除きます。

には江戸時代以来.「 辛ここき」

●贅が●入されるまでは,が

が使われてきましたが.哺 む持

使われていましたが.江 戸時代

代に入って足暉脱強●が取って

に中国から嗜箕が伝わり、すば

ヽわりました.

やく大■に勁宰よく米と瓢がら

「こピロ」に連V(ヽ い)字 形の

をわけることができるようにな

「こぎ歯」がついています.べ

りました

ダルの目み板を饉0と .こ ぎB

￨

‑

.

昭和 30年 頃 ま

が0転 する仕組みになつていま

で日本の晨 家で

す。こき■の上に轄を■いて、

長 く使われ たコ

こぎ歯が格穂をはしき.3を 落とします.そ のtt組 みは

具で した0.発

n在 のコンバインにも活かされて

勁饉式選別機の

います

.

.

30発 によ り、次

第に使われな
くな りま した.
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高度 陣物館 学 教 育 の 実践

おわりに
平成25年 7月 7日 、木島平村 ふる さと資料館 の オー プニ ングセ レモニーで、本学青木豊教授
が「ふる さと資料館は未完 の博物館 である。ふる さとの確認の場 として今 日か ら行政 の力 と地
元の方 た ちで作 り上げてほ しい」 と祝辞を述べ られた。一般 の博物館 がそ うであるように、開
館 した らそれで終 わ りとい うことではな く、常 に進歩 してい く博物館に しなければならない。
開館 は一つの節 目であ り、それゆえ展示は常 に更新 し、発展 させ る必 要があ る。 よ リー層身を
引 き締 めて、引 き続 き来年度 も展示 を考える実習を実践す る予定である。
最後 に国學院大學大学院博物館学 の理念 と実践 にご理解頂 き、実習の遂行に向けて全面的 に
ご協力 を賜 りました木島平村芳川修二村長、浦山宏一副村長、樋 口和雄文化財調査専門幹 をは
じめ、木島平村役場 の諸氏 にこの場 をか りて深 く感謝 の意を表 します。
本来であれば実習を伴 にす るはず であった秋山陽平君 は、その名の如 く太陽のように明る く
純粋 で、心の清 らかな青年で した。何事 にも前向 きで同期 の中で も常に中心 とな り、将来はご
実家である幼稚園の一室にチ ル ドレンズ ミュー ジアム を作 りたい と語 っていたことが今で も思
い出されます。秋山君 の存在が いかに大 きなものであ ったか、仲間たちも我 々教員 もとて も深
く感 じてい ます。志半ばで逝った秋山君、天国で研究が全 うで きます よう、心 よ りご冥福 をお
祈 り申し上 げます。
(國 學院大學

参考文献
・ 木島平村誌刊行 会編

1980 『木島平村誌』

・ 本島平村観光協 会 『北信州

木島平村の100自 慢 ガイ ドブック』
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