
ISSN 0286-5831

國 學 院 大 學

學紀婆
第 38輯

2013二年,度

■́
ロ

■
ロ

"

國學院大學博物館学研究室



國學院大學

博物館學紀要

目  次

2013年度 第 38輯

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―

学校教育の総合化と博学連携の視点

「風土記の丘」構想の再検討から学ぶ

博物館における学習環境の構築

近世における遺跡保存思想

植物園の展開

前 り|1 公 秀 ……… 1

森 本   理 ……… 17

関   俊 明 ……… 25

山 口 加奈子 ……… 45

中 島 金太郎 61

室町文化 と掛軸

―愛玩と展示意識の出 河 合 奈々瀬 ………・73

民族音楽資料の展示と活用

―ガムラン楽器の事例よリー …………………………………………井 上 裕 太 ………・87

中華人民共和国における「博物館管理規則」 落 合 広 倫 ………107

占領期インドネシアにおける博物館経営 福 田 睦 子 ………121

研究ノート

緒鞭会にみる博物館の理念 ……………………・川 崎 友 梨 ・135

博覧会研究史の整理と動向 竹 内 竜 巳………147

国指定史跡と世界遺産 鳴 海 茉 莉 ………159

…………………………………………………………………松 原 遵 子 ………171

網野善彦から見る山梨県博物館論

報告

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一・………………………・

…大 森 威 和 ………183

………...¨ ・̈・・̈・̈ ・̈・・・̈・193



‘

ロ

ロ
ロ

國 學 院 大 學

物
第 38輯

2013年度

國學院大學博物館学研究室



【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」

という答えが上位をしめる
い
。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

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」
②

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
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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

こそ、ほんとうの鑑賞能力になるのである」
(6)と ぃぅ。前述した美術館での展示室内の解説パ

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」

を支えている
(7)。

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

、テー トギャラリーの活動
{10'な

どが紹介されている。

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

せる演出が不可欠である」
(H)と

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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美術館教育における実物教材

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

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

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

図1 芝 千秋   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

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  6_ヽ _■
=∵

t鑢識_鑢田1櫨]壼

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

考えた。

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

甲甲噸 理軍 目‐
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美術館教育における実物教材

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

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、

作品の表裏を鑑賞できることとなり、さらにケースの裏

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

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
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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

図4《風景》制作年不詳

28.6× 38.3cm、 鉛筆

図6《民家》1∞4年

29.1× 38.lcm、 鉛筆

図8《民家と大樹〉1904年 頃

33.5× 24.lcm、 鉛筆

図5《樹木》1907年

29.3X38.Ocm、 鉛筆淡彩

図7《傘を干す民家》1∞4年

29.0× 38.2cm、 鉛筆

+

図10〈奈良二月堂畔)制作

年不詳、38.0× 29.lcm、 鈴筆

図9《大樹》1∞7年

38.1× 29.lcm、 鉛筆
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美術館教育における実物教材

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。

-10-
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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

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、

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

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

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

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  図12 カードケースに入っ

図11 カー ドケースに

入った実物教材。

(表)画面

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。

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 作品は、額やカー ドケースから取 り出さないで ください。

2 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。

磁気テープで黒板に貼り

付けられる

-11-
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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。

①国語の授業・・・・・創作のための動機づけ

○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

して表現する。

②社会の授業・・・・・図像から考察

○村の様子と生活

【オaら い】

【ながれ】

○村の家

【ねらい】

【ながれ】

村について考える。                   図13家の様子を描いた

村の神社、庄屋の家、農民の家、灌水、畑など村の光   シロ‐幽l

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

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。

昔の家を考える。

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

○私たちの宝物                       図14村の家を描いた鉛筆画

【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

○樹木の調査                         図15樹木の鉛筆画

【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。

- 13 -
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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。

⑥佐倉学の授業・・・・・郷土について考察

○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

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」
03)。 これは、美術

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

-14-
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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

り注目された
(H)。

しかし、本来のハンズ。オンは、「視覚障害者に対する鑑賞法だけではなく、『能

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

表現活動が含まれることになる」
(15)と

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。

註

(1)(株 )ラ イフデザイン研究所が平成 4年 (1992)9月 に首都圏在住20～ 60歳の男女500名対象の

生活者モニターと東京都内の美術館来館者206名対象の来館者アンケー トを実施し、その結果

を「美術館・博物館の利用に関する調査」 (「 ミュージアムとのここちよい関係づ くり」1993年 )。

大堀哲編著『博物館学教程』東京堂出版、2004年再版の第10章「博物館利用者論」大堀哲・塚

原正彦。p262の アンケー トから

(2)北 村英之 2006「美術鑑賞教育の意義 と実践」「同志社政策科学研究』 8-1で は、「美術教

育」が包括的な術語であ り、学校教育における美術科の教育活動を「美術科教育」、美術館で

実施される普及活動を「美術館教育」としている。p63
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(3)

(4)
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棚橋源太郎 1957『美術館・博物館史』 長谷川書房 p■ 57

中野寿美他 2∞8「鑑賞教育の意義と今後の課題」『山口大学教育学部附属教育実践総合セン

ター研究紀要』25 p■ 23

北村英之 2(D5「美術鑑賞教育の意義と実践」『同志社政策科学研究』 8-l p,61～ 62

松井清人 1968「美術の鑑賞教育 (美術教育学の構想、その 3)」 F京都教育大学教育研究所

所報』14 p.5

『国立美術館の鑑賞教材 パイロット版』独立行政法人国立美術館、2007年 に「子どもたちに

作品を鑑賞する目が養われれば、その能力を生かして、日常生活のさまざまな事態が今までと

異なって鮮やかに、そして興味深く見えてくるようになります。そのような目が育てば、芸術

のみならず、学習や身の回りの生活についても興味や関心が高まるようになってきます。また

作者の心情を思い図ったり、感じたことを言葉に表したりすることで思考力が深まったりしま

す。つまり、見るという行為は学びの根幹を支える基礎的能力とも言えるのです」と記している。

アレナスは、1995年 に来日し、水戸芸術館において「ミュージアムエデュケーションの理念と

実際」を行い、1998年 の再来日では全国3か所で「なぜ、これがアートなの ?」 展を開催した。

そのカタログが、Amelia Arenas「 Is This Art?,A Cuide FOr The Bewildered」 (福のり子

訳 1998『 なぜ、これがアー トなの ?」 淡交社)

HP=http://www.artmuseulns.goJp/study/

テー トギヤラリー編 (奥村高明、長田謙一、他訳)2012『美術館活用術 鑑賞教育の手引 き」

美術出版社

大堀哲監修 20∞  F博物館学シリーズ3 博物館展示・教育論』 樹村房に所収。p.39に 引用

された小川知子の文

ピエール・プルデュー他、山下雅之訳 1994『美術愛好―ヨーロッパの美術館と観衆』木鐸社。

p.42に 「個人の文化実践や芸術的嗜好は、(略)その出身家庭の文化水準に応じて相当異なっ

ている」とある。

米田耕司 1999「館種別博物館の教育活動の特色 美術館」「新版・博物館学講座』第10巻

雄山閣出版 p231

註 (13)と 同じ。p240

徳澤啓- 2012「ハンズ・オン」「新時代の博物館学』 芙蓉書房 p.289

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13,

(14)

(15)

〔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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【論文】

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

森本 理

ⅣIORIT� OT0 1Ⅵakoto

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

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、「何をいかに学ぶか」

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

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。

【実物教材】 【実物以外の教材】

教材 A

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。

[授業効果 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。

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。

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。

_11禾日31:(1803)

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。

シーボル ト再来日、ハワイの珈琲豆を持参。

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)

明治11年 (1878)

明治19年 (1886)

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

安永 5年 (1776)

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。

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)

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)

安政 5年 (1858)

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」

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.

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) 東京の砂糖屋の福田助次郎、勁‖琲のための角砂糖を販売。

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。
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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。

③ 実物が有する迫力が児童生徒の興味・関心を高める。

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。

=+員」こ

(1)

(2)

1930

2011

棚橋源次郎

文部科学省

「眼に訴える教育機関』

『小学校学習指導要領』

東京賓文館

(第 5章 )
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【論文】

「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

存・整備・活用事業の在 り方」
°)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。

「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、

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、

」 ヽ
′ノ

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 図1 国庫補助による風t記の■の

位置

1 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

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」
(3)と 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

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」
(5)と 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

「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
(8)。

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

跡」とは、「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。

また、「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。

今日では、37万kniの国土に46万か所以上の遺跡
(・ )が

存在するといわれ、年間数千～ 1万か所
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「風土記の丘」構想の再検討から学ぶ

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 (1950)、 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、

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、

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
(12)と

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
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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

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」
(15)と

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 1、 註6、 註7を もとに加除修正)

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 (大規模工業基地を各地に置く構想は、地価

の急激な高騰を招く)が策定される。
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「風上記の丘」構想の再検討から学ぶ

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

らもとの状態に復するという「復旧」から、「環境整備」という用語の表現に変わってきている。

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

存や整備事業が推し進められるようになった
(r)と いうのである。「環境整備」という用語の使

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

存および普及活用を図ること」
(13)と

変更がなされている。ここに、「環境整備」事業として、

消極的に「残し」・「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

-31-



「風 キi記の丘」構想の再検討から学ぶ

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

原氏は
(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

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

ることになり、平成元年 (1989)に 史跡等活用特別事業 〔ふるさと歴史の広場事業〕(平成14

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、

施設を大幅に改変し施設名も富山県 〔立山博物館〕と改称され、風上記の丘は返上されるとい

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。

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

れらを小笠原氏は「第二期の風土記の丘」と呼んでいる
(20)。

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 (山 形県・開設山形県)、 なす風土記の丘 (栃

木県・同栃木県)、 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

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、

文化庁の設置要項の基準を満たすことが困難」
(2い

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

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。「当面、各

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

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べきであろう。言い換えれば、

「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、文化庁の要

項に則り設置されてきたという現実を確認しておきたい。地域で、歴史文化財を保存整備、活

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ことがうかがわれる。その時代背景

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と好景気に代表される「バブル

景気」が後押ししているとも考えられる。

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、山形県尾花沢市に平成 3年

開館した「みちのく風上記の丘資料館」が所在する。館は、築200年以上経過した民家を資料

館として使用したもので、地域の農家と企業で組織する地域農産文化振興会で建設され、「風

土記の丘」を名称に冠した資料館となっている。
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「風 }:記の丘」構想の再検討から学ぶ

6.風土記の丘構想の現況

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て、「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」
(22)さ

れるべきとの指摘がある。風土

記の丘を訪ねる一来訪者としての日線で、付置された施設を含めいくつかの風土記の丘の現況

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

那須国造碑があり、現在の大田原市湯津上の笠石神

社に残されている。永昌元年という唐の年号を刻ん

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

写真1 那須国造碑がlEら れる笠石神社  重な碑文であることを理解し、笠石神社を創建し碑

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つの前方後円墳の発掘調査を家

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は、保存のための我が国

最初の学術調査として展開されたのである。それは、学問的な動機によりおこなわれた発掘調

査として極めて古い実践例となっていて、シュリーマンの トロイ遺跡の発掘調査よりも約200

年も先に行われていた
(23)の

である。

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、江戸時代から古墳と碑文の解明に

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いて、2012年大田原市に移譲されて

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

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」鉄剣出上で

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

金錯銘鉄剣であった

こ とが判 明 した。

1500年 の時を超え古

代国家の成立を読み

解 く資料として、国

宝に指定されている。

古代史研究の一級資

料で我が国の歴史の

解明に多大な価値を

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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「風 11記の丘」構想の再検討から学ぶ

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

が、平成 3年富山県立〔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)

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

構想により、3館 。地域分散型展示の博物館として再構築された。「立山の自然と人間かかわり」

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

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。「立山信仰の舞台」を取 り上げ、

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」

などの成り立ちを扱っている。また、「立山信仰の世界」をテーマに、立山は神の山、修験の山、

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

紹介する。〔遊界一 レクリエーションエリア〕は、

「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

生へと導かれる間の道などの疑似体験を狙いとす

るエリアで構成されている。              写真3 富山県 〔立山博物館〕・展示館

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」、

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 。現存している
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「風土記の丘」構想の再検討から学ぶ

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」)

姿がある。また、近くには、「紀伊風土記の丘カー

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

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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「風11記の丘」構想の再検討から学ぶ

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約100種 (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。

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

- 37 -

…….ヽ 吟
ず籠i“苗事輌k)¨ma

革■
●

´

`」



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

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

いう。連携する館同士の負担の大小があ

「風土記の丘」構想の再検討から学ぶ

全11風 I:記 の 11

H

麟 諸 騰 建 下

写真6 装飾古墳館の展示パネル

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エリ

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

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、「肥

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ー

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

る。基本的な考えは「遺跡を読める整備」
(24)を

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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「風上記の F」 構想の再検討から学ぶ

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

財などの展望を情報発信しようとしている
(25)。

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

おります。同時に、もし、安易な妥協などによって…」と回顧録
(26)に

歴代記念物課長として

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

はいえない。「保存されている史跡・遺跡群に特化する面」
(27)と ぃう問題も指摘されている。

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

開館し、現在は13haの公園施設をもって展開する富山県 〔立山博物館〕建設により、名称と
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「風土記の丘」構想の再検討から学ぶ

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。

房総風土記の丘は、「千葉県立房総のむら」と統合し、「歴史

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、

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、

『体験のしおり』は、76頁 にわたって、500項 目に近い年間の演

目案内が紹介されている。「体験博物館房総のむら」は平成16年

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

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 写真 7 房総のむら『体験の

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    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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「風土記のF」 構想の再検討から学ぶ

(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。

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
(28)

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

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め

られということを確認しておきたい。

(4)観光との接点

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「歴史との対話を生む場」とし

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いだろう。前述の西

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、今日的に進められている史跡整

備の姿にもその評価が求められるところである。

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の設置等の策定により、「風

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、土木、公園、

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、「文化政策について、行政各部

-41-



「風 11記のF」構想の再検討から学ぶ

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」
(29)と ぃう視点からは、学術研

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

るというのだ
(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

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。

(6)「点」。「線」。「面」の結びつき

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

もあるわけです。」
(31)と

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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【論文】

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

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」
ω

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

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」
{3)と

述べている
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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

3要素を基点として環境をデザインするという
い
。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

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」
(6)が

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

力である」
(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

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

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、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

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つい
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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

館と一般の人たちとの距離を指摘する
(1° )。

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

られる。その一方、手塚薫による調査
03'か

らは、性別や博物館の利用頻度によってイメージ

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

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
(14)。 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

ていくことで自分の世界を広げていく
(15)。

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

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」
い6)と ぃぅょぅ

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

「可読性」という
い

。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

ともあり、美的な効果を含んだものとして使われている
(18,。

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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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
(19)。

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、

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」
(20,後

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

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
(21'。

博物館

側も多彩で複雑な来館者にも対処するように、「博物館の魅力を周知させるための積極政策 (展

示など)」 が採られているという
(22)。

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

期待できる」
(23)と

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。

インタラクテイブ (Interactive)と は、「相互作用の、相互に作用する、双方向性の」を意

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
125す

。この

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

介在するなどのきめ細かな手立て」が必要だとしている
(27)。

ナビゲーターは、利用者が操作

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

を振 り返る」
(29,こ

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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でに大部分の来館者は知っている」
(30,と

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

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
(32)。

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

の理解を深める」としている
(33)。

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

びへと向かわせることができるとしている
(m。

粕谷崇もこの点について触れ、「受け身の学習

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

れる。」
135)と

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

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
(36)。

博

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、

美術を通して彼らが何を学んだか」
(39,と 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
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ある・
1)。

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

が決められるという
(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

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

力に優れた人
●6)

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

させるには接客が大切な原動力になる」
■7)と

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  ~



博物館における学習環境の構築

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

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、「触った」だけで終わっ

てしまう。」“
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

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

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
(50)を

とれば、第2章で述べ

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。

一  W ―
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写真 l AMSTERDAM DNA展 示

室内の様子 (筆者撮影)

写真 3 日立占代博物館の展示

の様 1(筆 者撮影 )

写真2 オランダ海洋博物館の

展示の様子 (筆者撮影)

″́

写真 4 国立自然博物館での剥製

実演の様子 (筆 者撮影 )
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【論文l

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、

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
(2)。

遺跡の保存とは、かつての人

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

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

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、「 (遺跡)

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、様々な方法
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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

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
(7)。

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

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
(12)。

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

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
(13)、

遺跡保存の思想が看取でき

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

行った。さらに元禄 7年 (1694)に は、伊達綱村に対し、碑を後世に残すべく修復と碑亭の建
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設を説き
(14)、

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、

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
(16)。

佐々

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

理が行われているという記述がある
lr)。

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

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
(19)。

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。

近世の保存・顕彰の方法で、「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、

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

を命じている
(20)。

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

うことを嘆いている
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

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

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
(22)。

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

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
(23)。

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

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
(2●

。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。

第一として、「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」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。

- 67 -



近世における遺跡保存思想

「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

るという記載は、『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)

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

には、「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

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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i数千人 ―引之、日去数歩、時復或鳴、於レ是、益 :人夫_、 九日乃至、即加二削刻 ―、築レ基巳畢、

(27)
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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。
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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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1308)が茶の作法を教え
い
、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

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
(2,。

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

飾ったと推定され
③
、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

は簡素なものだったとする意見もある
(4)。

だが道誉の催した闘茶会は、単なる茶寄合のレベル

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

たる大筒に酒を湛えて昇き居えて
⑤
、

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

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、「仏画」であることより「唐

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

もて来る、いと愚かなり
(11)。

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、

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
(12)。

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

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
(M)。

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

驚かし言語に絶する」「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

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

義満以後も会所と思しき建築物はつくられ続け、唐物を権力誇示へ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

の作成した復元配置をみると、図の中央右

にある「会所」の名付けられた建築物は、「常

御殿」と並んで広大なスペースが取られて

いる。なお『御飾記』では東山殿の各建築

物について、それらの間取りや展示された

唐物についても言及されており、「会所」

の内部構造の具体を推し量ることができる       図1 東山殿復元配置r16)

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 るゝなり。

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 かゝけらる 。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 るゝ。東面の

小壁にか るゝ。狩の体かき申候。李安忠の御絵四幅一対か るゝ也。

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 るヽ也。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

る
{lり

。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

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
(20)。

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

たのではないかと考えられる
(21)。

また義満は、収集させた唐物のなかでも、牧籍の「観音猿

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

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
(22)。
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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

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
(23)。

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

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
(25)。

そして(2)部 分がまたさらに、

(a)押板飾り(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

な記述で始まる。
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一 おしいたに三幅一対・五幅一ついか るゝ時ハ、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・

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

ず三具足を置くよう指示されている。「三具足」とはもともと仏前に飾りとして置かれた香炉・

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 るゝ時ハ、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 るヽへし。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 るゝへく候。

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

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
い

。

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

の鑑賞的態度から初めて生れた、謂わば日本的な創作であ…」
の)る

という考察が誤りであると

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

るのは却て気乗りの薄い者」であり
(30)、

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 にヽ硯を置て、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

らの室礼は、「文房具の七飾」と呼ばれている
(31)。

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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【論文】

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

Gamelan music 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.

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)。

特にインドネシアでは、多民族が

- 87 -



民族音楽資料の展示と活用

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

加えられるという点が挙げられる
12,。 _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

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
13)。

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

であると信じてゐる。」
の

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

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
16)。

このような考え方が

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

ぃとぃぅことがゎかった。」
(7)と

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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不重り」 月 II 場所 調査内容・備考

博物館

2月 24日 博物館 (サ イゴン)

2月

"日
～

4月 14日
タイ国立博物館 (バ ンコク) 楽器のスケッチ、写真撮影

4月 22日 |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 博物館 (ク アラルンプール) 楽器のスケッチ

4月 24日 ラッフルズ博物館 楽器のスケッチ

5月 lH～
8日

バタビア博物館 楽器のスケッチ、写真撮影

5月 14日 博物館 (ジ ョグジャカルタ)

5月 14日 動物園 (ジ ョグジャカルタ) ワヤンの上演 とガムランの演奏を覗 く

5月 19日 博物館 (バ リ島・デンパサール) 楽器のスケッチ

遺 跡

3月 5日 旧日本人村 (ア ユタヤ)

3月 5日 l:宮 寺院跡 (ア ユタヤ)

3月 23日 アンコール・ワット 壁画に描かれた楽器のスケッチ

5月 12日 ボロブ ドゥール 奏楽のレリーフの写真撮影

その他

施設

2月 28日 シルバコン劇場 (バ ンコク) 少女歌劇鑑賞

3月 5日 活動写真館 (バ ンコク) 仏教劇鑑賞

3月 7日 ドロ市 (バ ンコク) 胡弓、蛇皮線等購入

3月 11日 ムエタイ会場 (バ ンコク) 音楽入りで選手が神を拝し踊るのを見る

3月 26日 人仏塔 (ナ コンパー トム) 塔には登れなかったが境内にて石の磐を見つける

4月 21日 蛇寺・極楽寺 (ペ ナン島)

聞き取り

調査

2月 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

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 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

3月 12日 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

3月 22日 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

3月 23日 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

4月 1日 バンコクにて仏暦の正

'l行

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

4月 2日 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

4月 21日 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

4月 30日 バタビアにてジャワ芝居、マライの音楽を鑑賞

5月 7日 バタビアの舞踊学校にて、ジャワ舞踊の練習を見学

5月 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

5月 ll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

5月 19日
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

5月 20日 バリ島・ブドゥルにて、ケチャ (舞踊の 1つ )を鑑賞

5サ 123日 バリ島にて、祭りの行列、踊り、音楽等を見学

5月 27日 バリ島にて、舞踊とガムラン演奏を鑑賞

5り 127H バリ島・ブレーレンにて、少女の踊りと演奏を鑑賞

5月 28日 パリ島・クシマンにて、火葬儀礼とガムラン演奏を見学

5月 29日 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

5月 30日 バリ島にて、ガムランの演奏を鑑賞

その他

2り 124日 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

5月 31日 バリ島にて、アンクルンを土産に貰う

民族キ楽資料の展示と活用

表 1 黒澤の東南アジアにおける調査場所と調査内容 (黒 ,■ 1997｀
|を

もとに作成,

※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。

― ∞ ―



民族音楽資料の展示と活用

4月 22日  タイビン (マ レーシア)の博物館で楽器をスケッチ

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

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

在 (14日 まで)

5月 18日 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

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
{10'、

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。

紹介状の内容は以下のとおりである
(H)。

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

発大阪商船西貢丸ニテ印度支那二赴キ退羅、「ジャバ」、比律賓ノ各地ヲ巡歴スル豫定二有之

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

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
(13)。

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

『タイに於ける

築 器 の 調 査 研

究』
●4)を

著 した。

なお、『タイに

於ける薬器の調

査研究」は、「調

査のための旅費

工面のためにバ

ンコクで準備さ

れた」
(15,も

ので

ある。黒澤は資

金不足のためタ

イから移動する

ことができず、

バンコクには50

日以上滞在 した

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

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 にゝはタイを

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

あることを思つて深く恥ぢざるを得なかった」
(b)と

述べている。「日本の博物館には、全く音

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」
mと

日本の博

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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民族音楽資料の展示と活用

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

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」
la)と

この博物館を評したのである
(221。

(4)イ 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、

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

について「楽器の

ほかにダンスのコ

ステューム、面、

手に持つものまで

そろってお り、そ

民族音楽資料の展示 と活用

の上感心したのは、     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

採集 した地域 を       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、

何々県と県名だけ書かれているものが多い。」
(23)と

述べている。このように楽器、ダンスのコ

スチューム、面等

を別々に考えるの

ではなく、揃えて

展示することで、

芸能を構成する要

素の 1つ としてそ

れらを捉えること

ができ、だからこ

そ、展示から文化

性を読み取ること

が可能になるので

ある。加えて、地

図上に採集地点を

示 した展示の有用

性を指摘 してお り、

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

図3 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)
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民族占楽資利の展示と活用

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 めゞる諸々の行事の連績はたしかに『こ

の世の怪奇』であった。」
(24)と

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

るとでもいふならば面白いかもしれない」
、25)と

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 にゝ永久保存せしめ、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

ある。」
(詢

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。

(5)帰国後の黒澤の動静と博物館学的意義          表2 東亜音楽文化展覧会

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   黒三量

1澤の出品した楽

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   (林、田日、瀬 9391′ 'を

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    もとに作成)

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

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

種別 楽器 地 方

打楽器

カスタ不ツト 安 南

ア ンコロ ン バ リ

牛鈴 バ リ

絃楽器

絃 南 支

低 占胡弓 タ イ

高音胡弓 タイ

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 ※表作成に当たり、原文通

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  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 あゝ

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」
(3●

であると述べている。

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、

恐るべき民族政策の破壊行為である。」
mと

の考えも持っており、東京にタイ・ジャワ・バリ・

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)、

帝室博

物館にて開催された南方文化展覧会
(34)ゃ

、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」
3。

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

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

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
07● 38)。

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

る感受性等」
(39,幅

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、

絃楽器、管楽器、参考品 (奏楽舞踊備・雷   表3ガ
蚕晋亨棄薫1曇

覧会にて出品された

神像等)、 写真・拓本・表等を展示し'押  ヽ     (林 、「l‖ I、 瀧1939申 をもとに作成)

楽器は種類別に分類されていたと考えられ

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

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。

一方、昭和17年 4月 に開催された南方文化

展覧会では、大東亜共栄圏内の文化を、「建  表4 南方文化展覧会第六室において展示された

築装飾、家屋模型を中心とし、木偶、貨幣

等を陳列した第一室」、「船を主とし、櫂、

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

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

た第六室」、「武器、猟具、漁紛具を陳列し

た第七室・第八室」に分け
(12)、

展示が行

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

展示場所 楽器名 採集地 点数

ア ン コ ロ ン

ア ンコ ロ ン

鉄 琴

打楽器之部 ガ ンサ

グンデル

釦 鉱

牛鈴

バ リ

ジャヮ

ジャワ

バ リ

ジャワ

ジャヮ

バ リ

鼓之部 クンダン ジャヮ

ガムラン楽器 と関連する芸能資料一覧

(帝卒博物館編1942■
31を

もとに作成 )

種別 11月 1 採集地 点数

演奏と共に用

いられる芸能

資料

仮面 ジャワ 30

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

ガムラン楽器
竹琴 ジャワ

鉄 琴 ジャワ
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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

きる。また、浜松市楽器博物館
(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、

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

有しており
(f)、

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

館 (Museum Nasional)と 名称を変えている
●8,。

ここでは、民族分布を示した大規模な地図

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

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
631し

たもの

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
4ヽ、

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

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
1551の

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

る現状がある
(5つ

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

洋の文化圏として、 日本との類似性を見出そう」
158)と

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

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」
159)と ぃう事態が

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。
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【論文】

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

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、非常利の

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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(三 )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。

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。

(一)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

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。

(五)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。

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

-112-



中華人民共和国における「博物館管理規則」

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

博物館」、第四章「私立博物館」、第五章「雑則」となっている。

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 恵ス」

第一条 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。

第二条 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。

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

第九条 申清没立博物信,反当具各下列条件 :

(一 )具有固定的館址,没置寺用的展庁 (室 )、 庫房和文物保折技木場所,展庁 (室)面秋与展

覧規模相道庄,展覧7境造宜対公余升放 :

(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。

博物竹名称一般不得冠以 “中国"、 “中牛"、 “国家"等字祥 (筒称 “中国"等字祥):特殊情況

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 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

見。中核同意的,度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。

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。

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」分

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｀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,

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 :

(一)公告服努項目和升放吋同 :変更服努項目和升放吋同的,庄当提前 7日 公告 :

-119-



中■人民共和国における「11′ 物館管理規則」

(二 )升放吋同泣当与公食的工作、学コ及休困吋同相協凋 :法定市仮日和学校寒暑恨期同,泣

当遣当延長升放吋同 ;

(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(Ю6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 ,,日達のための占

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

ネオなどを主担任とすることになった
.1)。

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

宰治が不合格となっている
16)。

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

文化施設である
(7)。

表 1 ジャワの文化施設 (F南方文化施設の接収』より作成)

※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。

地域 博物館名 備 考

ジャカル タ

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

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

バンドン図書館

鉱物 |」事物館
バ ンドン地質調査所附属

地質 1専物館

ボゴール ボゴール (ボ インテンゾルク)植物園 賠葉館・動物博物館・図書館を含む
ジ ョクジャカルタ ソノ・プ ドヨ

スラカルタ スリ・ウエダリ博物館 パンチ・ブ ドヨ (文化の旗)附属
マ ラン マラン考古學博物館

チ レボ ン アスタナ・グヌン・ジャティ博物館
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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

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
(81。

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

Ruang pamer kOtekSi Sejarah tahun 1934

H,storlcat exl,,し , t′
.、
 ・ ..1 ‐, 1■」4

写真 i 1931年 の「{|た り(示 1■

一
■

一“一
■
目

占領期インドネシアにおける博物館経営

(写真C『MUSEUM
写真② 2013年の歴史展示宅

NASIONAL 1778-2Ⅸ )8』 より引用)

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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写真①

衝 立

ベ ンチ

占領期インド不ンアにおける博物館経営

表2 展示物配置の比較

写真②

方形扉左

左壁際ベ ンチ 長机奥

○比較2 土俗室

写真0 1942年 の土俗室(10)         写真④ 2013年の土俗室 (民俗資料室)

(写真①「南方の博物館施設に就いて」『博物館研究』第15巻 4塊より引用)

※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

シャンデリア奥
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占領期インドネシアにおける博物館経営

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
一

もちろんあります一 それ都 承するべきでありましょう。

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

与えていたことがわかる
1ヽ4)。

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

である
(15,。

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 接ゝ収させたのである。

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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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」
(16)を

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

(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、中山

魏、清水登之、有岡一郎、大山英夫、川端賞

(日 本豊):橋本開雪、乖冨田豊四郎、矢澤弦月、川端龍子、吉岡堅二

(固案)河 野鷹思、大智浩

(漫董)横 山隆一、小野佐世男、堤寒三

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

所
一

アンカタン・バルーと称していた
一

となり、急進青年派として先に述べたアンカ

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

「全ジャワ美術展覧會蓋開け」
(21)

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

「小野氏個展」【バンドン発】
(24)

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 )(26)、 「天

長節奉祝特別展示会」(1944年 4月 26日 )(27)、 「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

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。」
(30)こ

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

め、宣撫工作としては大きな効果があげられたのである
い

。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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【研究ノート】

緒鞭会にみる博物館の理念
A study on the idea of the museurns recognized

in the activities of``Shaben― 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 (自 ら)思考し、思考したもの

や感情を (自 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

に高めることを助けること」だというわけです
(1)。

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

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
~な

どか

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。

所レ鑑物品、或有ド非二割裂撃折、若投レ火試レ之、其真贋不レ能二的識―者卜、然当日所レ至係

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、

不レ知者問レ之、或陳二縁故―、或叙二踪跡 ―、然後廼令=衆評論二定真贋 _、 判定吐二露情実_、

必勿レ得レ隠。

単帖所レ記如レ左。

某者某名 和名、漢名、印度名

某品 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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学問に成長する
(12)。

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。

国立国会□
=館

薇織奎品物腱定■ 特1-23  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
~。

■■■ロ
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緒鞭会にみる博物館の理念

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、「本草通串」も含め、

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。

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・

飼育法の他、交配による雑種育成などが記されている
°9)。

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

わめて今日的であり、十分に意義のあることかと思う
122)。

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

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

123.

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
っ て25,
0́   。

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
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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 (自 ら)思考し、思考したものや感情を (自
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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

し、「自覚し (自 ら)思考し、思考したものや感情を (自 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

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:

(6)

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

(1)と 同じ。神野は「社会教育」はその後、「学校教育」や「家庭教育」などと一体となって

「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。

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 富山市郷土博物館

富山県 1983「 第 9章 学芸と信仰 本草学」『富山県史 通史編Ⅳ 近世 下』

編集発行富山県

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)

平野満 1996「天保期の本増研究会 「緒鞭会―前史と成立事情および活動の実態―」」

「駿台史学 第98号』 駿台史学会

(6)と 同じ。

(6)と 同じ。

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

2011/2012』

(9)と 同じ。

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』 第10輯

國學院大學博物館学研究室

(11)と 同じc

(3)と 同じ。

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』

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)
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http://wwwndLgolp/nature/img_r/071/071-001r.html

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

富山県立図書館HPよ り転載 F本草通串証図』 http://www.lib.preitoyama」 p/

磯野直秀 1997「 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

(16)と 同じ。

柿澤亮三 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

杉本つとむ 1985「 国益と薬品・物産会」「江戸の博物学者たち』 青土社

(5)と 同じ。安田健著 「丹羽正伯」

(20)と 同じ。杉本つとむ 「本草学の起源と展開」

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

(23)と 同じ。

上野益三 19& 「三 本草学と博物学 その三」F博物学史論集』 八坂書房

(6)と 同じ。

(6)と 同じ。

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)
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警籍名 年 代 作  者 内容詳細

前田利保編・著
=物

腐香回社化壇綱 || ,|:戸 時代 前日利1ト 李時珍『本 |: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

,|:,illイ ヽ 虫の名称と図の記録 採集場所の記録あ 1)

|=i考  `.iい _“ ,■ 人 |ス 15年 11814, |||||1刊 IIt 植物名称と 1・
ヽ
'・

色についての記録.

前田利保編・書・関連書物 (於・官山)

本11:通 ||| 滸水1¬||'11848ヽ 1853' ,1111不 |」 イカ(稿 || 88種 の植物について名

“

● 産地 円́14.効 能・載1・ ・li"`法 など、■え体にて記録.

日新資ヤ木I11,11人 ′水5年 (1852' 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.

物品分種會 ●木品評表 .=■ 111ト ト ¬

“

|. 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。

本市通中証図 嘉本61,(1853)序 |:|I11利 保禍
「本草遊申」が決文体で難解だったる.

絵耐 111ド■胤 」11ド ー胤・木村●嶽

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
松浦守美)

官山藩薬品会|1録 力水611(1853) |)11lI利 li関 ,1,||
富山町内の人法.1.(,` 梅沢町

'1=て
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

イは_liに 1:|lll滸 医師て、出品物は120.彙 1'1.

本草綱 [I取調中価 ,|」 illl代 前田利供
リン不式の1`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.

:klル■.1. 安政1■111頃 (18ヌ ー1859' 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。

奇 '′lヽ |ズ | 嘉水7年 (18口 )改 元、安政元年 (1部4) 鵬沢川 (前 ||I FI」 ‖関,L lll l
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.

植物の根・策・r・ lkな どの部分的な」
'柄

について特

'F支

やイⅢ類を|,こ 録したもので.こ の 11柄 により分類出来る
.:「 も明 ,こ されている .

本中:徴解

'11,i時

代 前III利 保

権鞭会関係書物

,I:戸 時代 緒鞭会の記録であり、植物の分類の討議を記録した内容.

構鞭会品物論,こ 策 人保 8年 (1837)
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。

茶
',IXI説

人‖

`)年

いヽ3'

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。

砂按 r― 喘劇:|ズ 1託 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。

ホ トトギス|ス I説
'(保

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

妍螂射 |:14純 人保1()年 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。

熟
書
⇒
市
卜
ヽ
慕
ゞ
壽
Ｓ
ヽ
一一ゆ

|

―

ユ

|

「

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

`斯

』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 |

|も 引用 している。茶度の葉を採取した地として富山の地名も多く′11て いる。                |
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書籍名 年 代 作  者 内容詳細

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.● ||サ代
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。

物印満図訳 文政 ()イl:(1826) 設'11111,サ

「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。

鴨訃・鵞経 支政 8年 (1825) III11,十 ill
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.

構111会 ′,ヽ ●以前より利|,と 交流があり.,|:,i時 代の受物X家 の予イ」では、

'tに

東西の人間に挙げられる_

1,桃図説 文政12年 (1829) |☆ 楽
',1方

|`111会 の ‐員である泄楽
"F方

は.南 方の珍しい||1物 1市桃 |を lk■ していた.こ の記!」 をまとめて版行
~し

たもの_

T姦詰 文化 8イl:(B25)

安政 3年 (1856)

米本|1洲
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

'て

、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
'1洲

に多くの事項を0ねた。

虫 |‖ 14説

ll'介群分品彙

飯■■ |||)|

虫を卵生虫、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。

天保 7年 (1お6)序 武藤石を

『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
写′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
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。

||′、評 ,′、化 2イ|:(1845) 1ヽ 1体 イi′ ,

武藤石寿の員類研究書の代表作。およそ T・ 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。

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、

'1念

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.絵画としての美しさもあり、絵師としての腕も優れていた。

|´ |`||| |.り
′
11'ブ ′ヒ|ズ |

|||ド句|lt

山 ド守胤・ 胤 {F息 )

|"111利 保編 1本 中_逝

'|:||の
|ス 1版 「本中.■ 41ili図 ||は .そ のЩの,IIIII藩 絵

'Iliに

よって‖かれている.5冊ある
証図の中で最も多く図を|‖ いたのは

'批
である.『彩色|11物 画|の図 .矮 ′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

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
`,I通

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ら、 2人の
絵師の優れた手腕が理解出来る。

本中|ズ l詰 え政ll年 (1828) ′1崎 ill 101

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.

I`物学ほか沢山の分」子のサ 11り に詳しかった.利保は度々格庵を招き.本 卓学・舎密サ
`化

学 ・`商学などを学び.

ホ ンタインの |■リン不向
'′

誌」などの講釈を依頼していた

ヽ
`γ

 ril“ ,t 人|′:51-イ 1834, ■||1川 格lt
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【研究ノート】

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

雄『日本博覧会史』
(1)や

平野繁臣『国際博覧会歴史事典』
12'は

、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

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―」
(3)と 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」
(5｀

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。

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

が吉田光邦の研究であり、『万国博覧会一技術文明史的に』
161等

の著書の他に、自らが代表を務

めた万国博覧会研究会による『万国博覧会の研究』
中
や『図説万国博覧会史』

(8)の
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

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』
(9)に

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

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』
°°)の

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

戦後日本』
(1い

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

の『絶景、パリ万国博覧会―サン・シモン鉄の夢』
t12'も

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。

清川雪彦は、著書『日本の経済発展と技術普及』
Ⅲ:Ⅲ

の一節で博覧会と共進会の活動意義を、

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 Fウ ィーン万国博の

研究』
(14)に

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

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』
(15)に

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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万博』
(16)も

、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 美の政治学』
(lつ

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 幕末明治におけ

る≪物≫のアルケオロジー』
(18)に

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。

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』
(20)ゃ

、伊藤真実子の『明

治日本と万国博覧会』
(21)と 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

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』
(22)に

て、

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

を詳細に研究した。国は、その後の『博覧会と明治の日本』
(23)に

おいて、同時期の万国博覧会

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

野弘の『万国博覧会の二十世紀』
(24,は

、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。

また、小林丈広「近年の博覧会研究をめぐって」
(25)や

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―」
(26)、

伊藤真実子「博覧会研究の動向について一博覧

会研究の現在とその意義―」
い

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

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

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
(30)。

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:ま覧会の開催を農商務省の最重点政策の 1

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

と公示効果の 2つであると提示した
(31'。

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

-150-



博覧会研究史の整理と動向

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

略の装置であるとしている
(33)。

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)

としており、先行研究の概要と視点をまとめている
(35,c

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

井上さつきのものがあり、『音楽を展示する パリ万博1855-1900』
(36,や

「1937年 パリ万博に

おける音楽」
(37)に

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

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
い)。

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

-152-



|■覧会研究史の整理と動向

の事例を中心に―」・
9)や

、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

中心に一」・
°
'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

おけるジャワの舞踏と音楽について」
(41)や

仲條大亮「万国博覧会における音楽の空間的展示」
(12,

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

から今後の研究における必要課題を打ち出している
(43)。

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

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・
つ
。

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

示における必要事項を確認 しているといえよう
(47)。

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

念が相互関係のもとで発達したと論じている(Ю )。

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。

また、加藤有次は『博物館学総論』
(51)に

おいて、我が国における近代博物館設立動向の濫腸

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

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
(53,。

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。

-155-



博覧会研究史の整理と動向

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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【研究ノート〕

国指定史跡と世界遺産

Government-designated digs at ruins and world heritage

鳴海 茉莉

NARU�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

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
中

.

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
(2)。

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

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 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

合なら 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 IUCN「 国際自然保護連合 (International Union for Conservation of

Natural Resources)」 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
(3)

(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、

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)。
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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,

Representative and Credible World Heritage List)」
mの

事である (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

案資産に多く見られる
(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

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
(ゆ
、世界遺産、

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》( )は掲載年月

・武家の古都・鎌倉 (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。

遺跡の名称 所  在 指 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 (追 )

大湯環状列石 秋田県鹿角 l'
1951年 、1995年 (特 )

19904F、 19944F、 2001年 (i自 )

伊勢堂

`ヽ

遺跡 秋田県北秋田市 2001年
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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

から生まれたものだという
(9)。

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
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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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【研究ノート】

植物園の展開

Development of the botanical garden.

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 コム規約 (2001年 7月 6日 改訂)では、博物館を以下の様に定

義している
(1)。 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
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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

によって派遣されていた
(7)。

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

名も記されている
(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

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

まま輸入し、その栽培を始めている
(n)。

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

である
(12)。

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。

幕末期には薬品会と称する物産会が盛んに開かれたが
(H)、

参加者は互いに出品について語

り合いまた融通しあった事であろう。

日本植物学会と日本植物園協会

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
(15)。

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

4
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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

物学会は日本植物学会と改称し、現在に至る
(16)。

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)

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。

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

施 設 名 体 管理運営団体 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 ||∫ 立大学 1950

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「 業体 1990

咲 くやこの花館 大阪府 財|」法人大阪市スポーツ.み どり振興協会 1990

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・アイ有用植物研究所 三栄′I票 エフ・エフ・アイ.株 三栄源エフ・エフ・アイ株式会社 1993

大阪薬科大学薬用植物園 学校法人大阪葉科大学 学校法人大阪薬科大学 1996

事業年度 海 遊 館
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

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
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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

される事となったものである
(18)。

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

-177-



植物国の展開

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

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』
(21)の

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。

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
(22)。
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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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植物園の展開

2∞7年 これからの博物館の在り方に関する検討協力者会議「新しい博物館制度の在り方につい

て (中 間まとめ)」

白井光太郎 1∞3「植物博物館及植物園の話」 丸善書店

大場秀章 2006『大場秀章著作選 〈I〉 植物学史・植物文化史』 八坂書房

門井昭夫 2008『ロンドンの公園と庭園』

ロンダ・シービンガー 小川員里子・弓削尚子訳 2∞7『植物と帝国』 工作舎

註 (5)に同じく

註 (5)に同じく

黒板勝美編 2004『國史大系 第二十二巻』 吉川弘文館

黒板勝美編 2004「國史大系 第二十六巻』 吉川弘文館

遠藤正治 2∞3『本草学と洋学―小野蘭山学統の研究―』 思文閣出版

上田三平 1972『日本薬園史の研究』 渡辺書店

註 (10)に 同じく

白井光太郎 1911「維新前の植物園」『植物学雑誌』 第25巻291号

白井光太郎 1914「維新前における物産展覧会」「理学会』 第12巻 2号

日本植物学会編 1982『日本の植物学百年の歩み』 日本植物学会

註 (15)に同じく

伊能秀明監修 2∞7『大学博物館事典』 日外アソシエーツ

千地万造 1998『 自然史博物館』 人坂書房

大阪市立自然史博物館友の会 201l FNature Study 57巻 1号』

註 (18)に同じく

フィリップ・コトラー/ニール・コトラー 井関利明・石田和晴訳 2∞6

『ミュージアム・マーケテイング』 第一法規 p.27

松谷茂2011『打って出る京都府立植物園』淡交社 pp■ 1-12
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表2 公益社団法人日本植物園協会加盟植物園一覧
2014年 2月 現在 112団体

所イ〕:地 オ||:物 園名
」ヒ i′ヶ;直 北大植物同北方生物圏フィールドil学センター

_幌 | 丁緑 化 植 物 1兼 |

■岡

:大 学薬用植物 Ll(薬学部 )

北海道医療 大学薬用植物同 (薬学部 )

旭 川 | i」ヒ月;野 中:11:|

宮 城 県 東北大学柿物園
仙台市野草園
モ北大学薬用植物同

秋 ‖1県 エナジアムパーク
山 形 県 山形 市野草国
栃 木 県 日光植物隙|

とち ぎ花セ ンター

群 馬 県 ぐんまフラワーパーク
茨 城 県 森林総合研究所

筑波 t

t植物 |」

Fヽ■ |

j植物公園
千 葉 県 緑地植物実験地

公

東京入学薬用植物園
日本人学薬用植物同

人

域西国際大学植物園
東 京 都 小石川植物同

`:物

公 1司

環境 省新宿御苑
の

板橋 区立赤塚植物園
熱帯環境植物館

|ズ ふれあい セ ンター

星薬科大学薬用植物園
東京業科人学薬用植物 1彙 |

ヒ科大学薬用植物 1点 l

昭和薬科大学薬用植物卜|

埼 li県 川国市立グリーンセンター

武蔵 li陵森林公卜|

城 西大学薬用植物国
日本りだ科大学薬用植物 |キ |

神奈川県 |」

フラワーセ ンター大船植物園

横浜市こども植物園
ヒlt

'H
|‖

帝京大学薬用植物園
山 梨 県 用

静 岡 県 はままつフラワーパーク
はままつフルーツパーク

十 康|

伊豆 シャボテ ン公園
らんの里 ケ

愛 知 県 たヽ 山 |||

|1丁 み ど )́

|||

デ ンパ ー ク

あおいパー ク

ブルーボネ ッ ト

薬 申:

サイ

所在地 植物 園名
岐 阜 県 化フェスタ記念公園

己 勿館

石 川 県 ヒ陸大学事U‖ 植物
金沢 大学薬用植物 |十 1

宮 山 県 常山県中央植物園
南砺 市同芸植物園
常山県楽用植物指導センター

官 山大学薬用植物 田
福 井 県 越 町 立 リ 総 |ヽ |

新 潟 県 新潟県 立植物同
滋 賀 県

'「
津市 立水生植物公園みずの森

塩野義製薬油 ロラボラ トリーズ

京 都 府
字治市植物公園

|‖ 1彙 |

|| 山

武田薬品工業京都楽用植物園
大 阪 府 大阪 市 立大学植物 1劇

立長

公

大阪府
'1花

の文化同
や この

:栄源エフ・エフ・アイ有用植物研究所
用 |■ |

兵 庫 県 たヽ,

兵庫県フラワーセンター

「
柄山温室ili物 園

」 ヒ

の の

六 甲 |11 1劇

``塚
ガーデ ンフィールズ

セ ン ター和歌山県
岡 山 県 1田 lll植牛
広 島 県 広島市植物公園

i勇 水製薬薬用植物 |十 1

鳥 取 県 とっ とり花回廊
山 LI県 緑 とイLと 周′亥」のヤよ物館
徳 島 県 徳島文理大学薬用植物園
高 知 県 牧野オ|11物 園
福 IYj県

長 崎 県 長崎県亜熱帯植物 1司

L | 亜 |な |

熊 本 県 熊本市動植物同
熊本大学薬用資源エコフロンティアセンター

崇城大学薬用植物は|

鹿児島県 フラワーパークかご しま

4L美アイランド植物園
仙巌同 自然 |||[物 LI
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【研究ノート】

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

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」
(2,す

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

た網野らしい文章である
③
。

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
(6)。

そして「中世以前の桑と養蚕は、田畠の農業とは

明確に区分され」ていたため
(7)、

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

期にさしかかりつつある」
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

野自身は下きの如く述べている
In)ё

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

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
(13)。

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

道具なども、すでにその多くは廃棄されたと推測される」
●7,と

して、「破壊」へと向かう山梨

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

の文章にはそんな網野の「叫び」が表れている
(19)。

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

もそんな網野の憂いが見て取れる
(20)。

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

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
121)。

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

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
(22)。

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。

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
(23)。

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

されている
(26)。

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

国に向かって展示等の手段を通して発信するのが、「博物館の重要な役割の一つ」と (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。

そして網野は、博物館像についてさらにこう述べている
(29)。

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

い求めていた「理想像」は、次の言葉に結実する
(31)。

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

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、「日本」という国を改めて考え直

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)。

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、山梨の豊かな
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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

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

山梨日日新聞社 ,8
網野善彦 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

註 (3)に 同じ

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。

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 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

註 (3)に 同じ

註 (3)に同じ

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

註 (10)に同じ

註 (10)に同じ

註 (10)に同じ

註 (10)に同じ

註 (2)に 同じ

(4)

(5)

(6)

(7)

′oヽ
(ヽ)′

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)
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(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)
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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

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 山梨郷土研究会 p23
註 (24)に同じ

註 (24)に同じ、p.24

網野善彦 2∞3「甲斐の歴史をよみ直す一開かれた山国―』 山梨日日新聞社出版部 ,217

註 (27)に同じ、p.221

註 (27)に同じ

註 (24)に同じ、p.23

註 (27)に同じ、p.222

平川南 「山梨県立博物館 概要」 山梨県立博物館ホームページ

w、ア、Lrnuseunl.prelyanlanashijp/
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【報告】

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

ふるさと資料館オープニングのテープカツト
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高度博物館学教育の実践

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 落合知子 )

2 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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常設展示室 特別収蔵庫

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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高度博物館学教育の実!|ミ

表 1 下記実習行程、役割分担

表2 実習分担表

担 当者 イ|:り

'I内

′ド

河 合 前後期の授業の流れの まとめ

松 原 ・榎 ,・ 資料台帳の繁理

〈民俗)三代・川崎
(地理)野北・竹内

フ ィール ドワーク作業の報告

種 井 勾玉 ワー クシ ョップの報告

奥村・鳴海

松政・竹田
「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。

寄|`・ 力彗山8 「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

11時 実施内容 担当者

7/27([L)
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
やミーティングを行う。

全 !1

7/28(日 )

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.竹内、川崎

2.考古班以外の全員

7/29(月 )

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.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

7130(火 )

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

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

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

7131(水 )

【午前】
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

【午後】
副村長、樋日専門幹より講話を拝聴する。

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

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
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高度博物館学教育の実践

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 河合奈々瀬 )

3 ワークショップ (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)

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

Ｒ
）

′
４

，
　

ｒ
０

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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高度博物館学教育の実践

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

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

作りの時間は 1時間程度しかなかったため、その中

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

30分延長させていただけたので何とか全員完成させ

ることができたが、作製時間を考えれば穿孔した石

をあらかじめ配布すべきだったといえる。また、木

軸ヤスリで石を削る予定であったが、使い勝手が悪

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

であり、準備の甘さが指摘されるものであった。他

体験学習配布資利

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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ワークショップの打ち合わせ
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展示室人||での説明

高度博物館学教育の実践
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勾玉作 り体験 3
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高度博物館学教育の実践

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、

見学者側からは、「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

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。
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高度博物館学教育の実践

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。

畳の 11の農具展示                  パネルの反射

(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 (正面左4段・
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高度博物館学教 f,の 実践

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

する機会のない民具である。解答用紙 (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

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。

改善後の導入展示の状況
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これなんだ?答え

高度博物館学教育の実践

導入展示用パネル

―升億利      ....       ,,.
徳利は、お洒を入れて査にそそぐための書薔です.

`―

升 くいつしよう)つて何リットル?》

―■は数量の単位で、1.8リ ツトルです。

牛の首末      .,.    .`“    ,.`.
牛の書木は.牛の首の後部につけ.引網をつけ焉颯

などをひかせました。この形は、由がつた自然の木を

うまく加工して作りました。
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3:1松 り|]民業の事奥]河出 書房

川■●之2∞4r:l本の民員の造形」薇交社

日本電信電話株式会社広報部輌p∞ rt“ 100年小史』

O

◇

導入展示解説ン~ト

(複専修コース前期 竹田真依子・松政里奈)

繰糸なべ (座饉場2       .,…
生糸を取り出す繭を煮る鍋です。七輪の上に置き、

蘭を70度 くらいのお湯に浮かせます。蘭をほぐして

frtrtFL, hflo+15'6 取 り

2 ハエ取 り署

ガラスの器21に米のとぎ汁を入れ、下に■干し●
などのハエの好物を置きます。一度ガラス薔に入れば
出られない構造になつています。

5 ふんごみ (■藁●).,

普はワラで作った戦 (わ らぐつ)が使われていま

た:.ふんごみはわらぐつの足首部分をやや長くした
履物です。寒い時期にはかかせない言戦でした。

6 有線電話   ,..,        ,^
電話は明治に普及 し始め、当時は壁に掛けるタイ

プが主流だったようです。ちなみに・モシモシ'だ

けでなく・ォイォイ・ も使われていました。

火奥斗と炭火アイロン

中に炭火を入れて、その熱で布などのシワや

を伸ばす道具です,明治時代に炭火アイロンが

から、火贅斗は茨鱗に使われなくなりました。

日
して

い
■
来

滋
彎
伝
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高度博物館学教育の実践

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 地理班調査行程

調査日 地 区 寺社 水との関連 その他

平沢 大山祇神社

原大沢 伊勢神社 水の分岐点

2911

千石
三社神社

人満官 湧水 師祖石碑 (筆 )

庚
猿田彦神社 池 庚申塔、祠 2つ

宣勝キ

高イ「
泉龍 十

春田別神社

」ヒ甲ι 豊秋泄洲神社 加茂清水 三鈷の松、祠 2つ

西小路
金比羅大権現

真宗 、十

3011

Ittlt 龍興 寺 龍興寺清水

八幡神社

稲 荷
稲泉寺 (蓮寺)

稲荷社

平 沢 熊野山神社

和 栗
長光寺

太神官

水穂神社 池に石碑

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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高度博物館学教育の実践

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。

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

はなかった。

⑤木島平の地理的背景

龍興寺清水

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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高度 |■物館学教育の実践

「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  例 :山 の位置、街道

②方言  例 :め いらじゅう。・回りじゅう、おっくべ・・おすわり、てんびね・・頂上

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。

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、「語

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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高度博物館学教育の実践

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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高度博物館学教育の実践

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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高度博物館学教育の実践

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 川崎友梨・三代綾)
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高度 |■物館学教育の実践
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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 落合知子)

参考文献

・木島平村誌刊行会編 1980

・本島平村観光協会 『北信州

『木島平村誌』

木島平村の100自慢ガイドブック』
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高度111物館学教育の実rt
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高度博物館学教育の実践
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高度博物館学教育の実践
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『國學院大學博物館學紀要』投稿規定

『國學院大學 博物館學紀要」は、日學院大學文学部博物館学研究室による博物館学研究の紀要と
して、年 1回発行する。
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