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【

国立西洋美術館初代館長・ 富永惣 一 の美術館思想
The Museum-ideology of TOMINAGA Soichi
-The first Director of The National Museum of \Yestern Art小寺

瑛広

KODERA Akihiro
は じめに
美術館 も博物館 も、 ともに博物館法の適用 を受ける施設である。 しか し、両者 (館 に携 わる
人 々 も含めて)の 意識は、明 らかに乖離 してい るように思われる。 この問題 を端的に指摘 して
い るのが松宮秀治 である。松官は 『ミュー ジアムの思想』 0に おいて、林屋辰三郎 (191牛 98)
と梅悼忠夫

(1920‐ 2010)と

の対談 (2)を 引 き、 日本にお いて、 ミュー ジアム "と い う言葉 が 博

物館 "と 美術館 "に 分極 してい る現状 を指摘 した。
松宮が引用 した対談 において、梅樟 は「美術館 とい うなまえその ものがたいへ んおか しい と
お もうんです。『博物館』でいいの じゃないか。 しいてい えば『美術博物館』。 と くに『美術館』
とい うカテ ゴリー をつ くらんならん理 由が よ くわか らん」と語 っている。これに対 し、
「現
林屋 は
代美術 に関 しては、『美術館』 とい うことばがあたるのでないですか。『国立近代美術館』 はあ
れでいい とお もう」と返 している。加えて梅樟 も
「『西洋美術館』もよろ しい な」と、限定的に 美
術館 "と い う言葉 の必要性 を認めている。
注意 してお きたいのは、松宮 の指摘が京都国立博物館長 の林屋

(日

本中世史・文化史)と 、

国立民族学博物館長 の梅樟 (文 化人類学 )と い う、 博物館 "側 の 人間の ミュー ジアム認識 で
あ り、当事者 であ る 美術館 "側 の発言・認識 でない点 である。
それでは、 美術館 "側 の人間は、 どの よ うに ミュー ジアム "を 考 えていたのだろ うか。本
稿 では、初代国立西洋美術館長・万国博美術館長富永惣一 (西 洋美術 史)の 美術館思想 を明 ら
かに し、 この問題へ のアプ ローチを試み ると同時 に、博物館側 の視点 で語 られて きた ミュー
ジアム "像 ではない別の一面 を提示 したい。
これ らの課題 に入る前 に、 まず、富永が どのような仕事 に関わって きたのかを、主に展覧会
との関わ りを中心 に述べ てい きたい。

1.富 永惣一、その人物 と、美術館 ・展覧会 との関わ り
80)は 昭和 2年 (1927)に 東京帝国大学文学部美学美術史学科 を卒業、学
昭和 5年 には帝国美術院付属美
習院旧制高等科講師 を経 て、昭和 4年 に学習院教授 となる
富永惣 ―

(1902‐

(3)ё

術研究所嘱託 を兼務す る。昭和 6年 か ら8年 にかけて、学習院を管轄 していた宮内省 の在外研
究員 として、 フランス をは じめ とす る ヨーロ ッパ各国に留学、帰国後 に美術評論 を開始 し、西
洋美術 の紹介 につ とめた。昭和24年 には、学習院大学設立 とともに同大教授 となる。

‑1‑

国立西洋美術館初代館長・ 富永惣 一の美術館思想

(4)。
昭和26年 には、11月 17日 に開館 した神奈川県立近代美術館運営委員 となる
富永 は館長人

事 に名前が挙が っていたが、学習院大学 の校務多忙 によ り実現 しなかった とい う
昭和27年 1月 に開催 された「ブリヂス トン美術館開館記念展覧会」では、 カタログに「ブリ
(5)。

ヂ ス トン美術館開館 に際 して」 と題 した作品解説を執筆 してい る

(6)。

富永 は昭和31年 4月 2日

か ら死去に至るまで、同館 の運営委員を務めてい る

(7)。

昭和29年 には日本美術評論家連盟初代会長 に就任、 ヴェネツィア・ ビエ ンナー レ国際審査員
を三度務 める。 同年、東京国立博物館 ・朝 日新聞社共催 の「第一 回ルー ヴル展」に携 わってい
(8)。

る

(9)。
昭和34年 4月 3日 、2日 前に設置 されたばか りの国立西洋美術館 の初代館長 に着任 した

この年 よ り昭和50年 まで、東京国立近代美術館評議員 を務める(10)。 同年 4月 29日 か ら 5月 20
日まで中部 日本新聞社主催 の「ギ リシャ芸術展」 では、展覧会の構成指導お よび解説執筆 を担
当 してい る

(11)。

また、 5月 12日 よ り17日 まで朝 日新聞社主催 による「世界 の中の抽象

イタ

(12)。
リア・日本美術展」では、
さらに、
「 イタリア現代絵画 を迎えて」 とい う文章 を寄稿 している
5月 20日 か ら6月 3日 まで現代画廊 で開催 された「カ レル・ アペ ル展」では、パ ンフレッ トに

(13)を
「アベ ル君の仕事」 とい う文章
寄せた。

昭和35年 5月 14日 か ら7月 10日 まで国立西洋美術館 と朝 日新聞社共催 の「松方 コ レクシ ョン
名作選抜展」 では、 開館一周年記念 として開催 された本展覧会の意義について、カタログ冒頭
で言及 している(14)。 同年10月 15日 か ら12月 11日 まで国立西洋美術館・読売新聞社共催に よる
「20
世紀 フラ ンス美術展」 では、 日本側委員会展覧会会長を務めている

(15)。

昭和36年 11月 3日 か ら翌年 1月 15日 まで東京国立博物館 ・国立西洋美術館 ・朝 日新聞社 との
共催 で開催 された「ルー ヴルを中心 とす るフラ ンス美術展」 では、 日本側委員主催者代表 を務
めてい る(16)。 この展覧会 よ リフラ ンスの ア ン ドレ 。マルロー文化相 と朝 日新 聞社企画総務衣
奈多喜男 との協力関係が始 まり、 この二人によって大規模 なフランス美術展 の多 くが推進 され
た点が特筆 される(17)。
昭和37年 9月 29日 よ り10月 28日 まで、 国立西洋美術館 ・読売新聞社共催 で開催 された「 ミロ
版画展」では館長 としてあい さつ 文を出 してい る

(18)。

本展 については、富永 自身が開催 まで

のい きさつ を記 しているが、それによると、数年来読売新聞社が企画 していたところに、富永
が ミロ本人や画廊 との折衝 を行 い、実現 にひと役買 った とい う(19)。 また、同年11月 3日 より
12月 23日 まで国立西洋美術館 ・朝 日新聞社 ・ アー ト・ フレン ド・ アソシエー ション共催 による
「ピカソ・ ゲルニ カ展」 では、主催者代表 となっている(20)。
昭和39年 4月 7日 か ら5月 15日 まで朝 日新聞社 との共催 で開催 された「 ミロのビーナス特別
公開」にあたっては、当時主任研究官であった中山公男 (1927‑2∞ 8)が 「共催者は朝 日新聞、
お まけに日本びい きのマルロー文化相 の肝入 りとなれば反対す るこ とも不可能。それに館長の
富永惣 一 さんは数少 ないフラ ンス通 で、本来 はギ リシャ美術の専攻 とい うことになれば、一
気 に話が進 んだの も当然」 と語 り、富永 の存在 が展覧会開催 に影響 を与えた こ とを示唆 してい
る(21)。
この年 は東京 オリンピック開催 もあ り、10月 3日 には 「ギリシャ芸術 の午後」 と題 した連続
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講演会が催 され、「ギ リシャ美術 とオリンピ ック競技」 とい う講演 を行 ってい るの 。 また、11
月26日 か ら翌年 1月 31日 まで開催 された「ギュス ター ヴ・モロー展」では、カタログに序文 を
執筆 して い る

(23)。

同展 は富永 自身が企画 し、 モロー美術館 をは じめ とす る現地 の 当事者 との

基礎的な話 を固めている(24)。
昭和40年 9月 7日 か ら10月 31日 まで朝 日新聞社主催で 3会 場 を巡回 した「フォー ヴ60年 展」
では、 日本側組織委員 のひと りを務 めてい る125)。 同年10月 7日 か ら12月 5日 まで国立西洋美
術館 と読売新聞社 との共催 による「 ルオー遺作展」 では、組織委員会主催者代表 とな り、 カタ
ログに「 ルオー遺作展 を迎えて」を執筆 してい る(26)。
昭和41年 1月 27日 よ り3月 27日 まで文部省 とフラ ンス文化省共催 の「 ルー ヴル美術館 ほか所
蔵

フラ ンス を中心 とす る17世 紀 ヨーロッパ名画展」では、 日本側組織委員会委員 を務 め、カ

タログ編 集 も担当 してい る(″

同年 7月 22日 か ら 9月 11日 まで読売新聞社 ・ フラ ンス 国立 ロ
ダ ン美術館共催 の「 ロダ ン展」では、日本側組織員会主催者代表 を務めるほかの 、関連企画「 ロ
)。

ダ ン展

記念講演会」にお いて、「 ロダ ンー 人 と作品」 とい う題 目で第 1回 (8月 27日 )の 講
の
演者 となった 。 さらに、10月 15日 か ら12月 25日 まで国立西洋美術館 ・ 日本経 済新 聞社 ・ ソ
連大使館共催で開催 された「 ソ連国立美術館近代名画展」で主催者代表を務めてい る(∞

)。

昭和42年 4月 7日 か ら5月 28日 まで読売新聞社 との共催 による「ポ ンペ イ古代美術展」では
ω
組織委員会会長・主催者代表 を務 め 、同展 の記念講演会 では、 第 5回 (5月 26日 )に 「ポ
ンペ イの美術」とい う講演 を行 ってい る(32)。 また、11月 2日 か ら12月 17日 まで開催 された「デュ
フイ回顧展」 にお いて も、第2回 記念講演会 で「デ ュ フイとフォー ヴィスム」 とい う題 で講演
をしている

(33)。

昭和43年 3月 20日 か ら5月 5日 まで国立西洋美術館 ・毎 日新聞社共催で開催 された「ポナー
ル展」 では、日本側組織委員主催者代表 を務 め、カタログに「ボナールの世界」 を執筆 した(34)。
ω
富永 は直後 の 3月 31日 付 で館長 を退任 し 、共立女子大学教授 に着任 した。 しか し、西洋美
術館 との縁 は途切れることはな く、翌年 1月 1日 よ り昭和55年 6月 4日 に77歳 で死去す るまで、
(
国立西洋美術館評議員をつ とめてい る

)。

富永 の仕事 において、 さらに重要な画期 となったのが、 同年の 日本万国博覧会協会美術展示
(37)。

委員会委員長着任 であ る

万国博覧会美術展示委員会 で ともに仕事 をした中山公男は、「万

国博 で、おそ らくは他 の どんな催 しもの よりも人びとの関心 を集 め、『人類 の進歩 と調和』 と
い うテーマの意義を高か らしめるはず の大規模 な展覧会 の構想 と実現は、一 にかかって この人
の双肩 にあ る」 と、 この年 10月 に語 ってい る(38)。
緯や進展状況について雑誌 に寄稿 し

(39)、

また、富永 自身 も美術展示委員会 の発足経

同年夏の ヨーロ ッパ滞在 中 に「 フラ ンス、ベ ルギー、

イタリア、 ドイツ等 を巡回 して、各国の文化省或 いは文部省或 いは国立美術館 を訪ね、美術 当
局 と万博美術展示 について親 しく語 り合 う機会をつ くった」 と語 っている。
こう して昭和45年 3月 15日 か ら9月 13日 まで開催 された「万国博美術展 調和 の発見」では、
°「 い つ
に
(41,、
あ さ 」を執筆
同時 に、展示
富永 は万国博美術展 カタログ編集委員の一員 とな り
)、

が行われた万国博美術館館長 となった

(″ )。

この ときの仕事 は、後 に「大阪の万博 における大

美術展 の組織者、統率者 としてのす ぐれた成果」 と評 されることになる

(43)。
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万博 とい う大仕事 を終 えた後 も、富永 は展覧会 に関与 し続け る。昭和47年 10月 10日 か ら翌年
6月 3日 まで12会 場 を巡回 した「近代彫刻 の三大巨匠 ロダ ン・ プールデル・マ イ ヨー ル展」
では、展覧会監修 と、「近代彫刻 の三つ の柱― ロ ダ ン、プールデ ル、マ イ ヨール」執筆 を担当
している(

)。

昭和48年 9月 10日 よ り10月 20日 まで吉井画廊 で 開催 された「神秘 の色彩画家

ボナール展」

45、
ではカタログに「ボナールの芸術」 を執筆
同年 9月 20日 か ら翌年 1月 20日 まで、読売新

聞社主催で 6会 場 を巡回 した「セーヌの哀愁 の画家

マルケ展」において も、 カタログに「マ

ルケの芸術」を執筆 している(・ 。
昭和49年 7月 25日 よ り11月 12日 まで、読売新聞社 主催 で 7会 場 を巡回 した「印象派1∞ 年展」
(47)。

では、序文「印象派 とその前後」を寄稿 した

富永 の死去は、昭和55年 6月 14日 のことであるが、その翌年 の昭和56年 4月 2日 か ら15日 ま
で開催 された「睡蓮へ の道 モ ネ展」にも富永 の「 モ ネと《印象 。日の出》」とい う文章が転載 (初
(3)。
出・昭和40年 )さ れてい る

富永 はフラ ンスに留学 した フラ ンス通 として、一貫 してフラ ンス美術 の紹介 に尽力 した一方、
「古代 ギ リシア美術 を、は じめて本格的に日本に紹介 した人」
「国際的美術交流 につ くした」「国
際展へ の参加 、審査などにおける勢力的な活動、現代美術 に関す る国際会議へ の参加 と指導、
(° )と
評 された。著作 は多 くな
新 しい美術へ の理解 と啓蒙な どに、つ ねに先頭 に立 って きた」

い ものの、 日本の美術館お よび展覧会の歴史を考えるにあたって、先導的な役割 を担って きた
ことは、改めて再評価 されるべ きであろう。
彼が どのような ミュー
次章では、これ まで見て きた富永 のバ ックグラウ ン ドを踏 まえた上で、
ジアム観 を持 っていたのかを探 っていこう。

2.富 永惣―の美術館思想
国立西洋美術館 が設置 され、富永が館長に就任 したのは昭和34年 (1959)年 4月 1日 のことで
ある。そ のわず か 3年 後に執筆 されたのが「美術館 今昔」 とい う文章

(m)で

あ る。以下、富永

の言葉 に耳 を傾けてみ よう。

(1)博 物館か ら美術館ヘ
富永 の認識 において、 まず注 目すべ きは、博物館 を古来の もの、つ まり美術館 の前段階の存
在 と捉 えてい る点 である。
昔 は、 ともか く集積す る文化資材 を貯蔵 し、 これを保管す ることが、 第一の仕事 で、
美術 品 に限 らず、人間生活 に関す る珍重 な資料、記録 を含 め、土俗的な もの、 自然科学
的な もの まで を同時に集蔵 (筆 者註。 ママ、以下同)す ることであ ったので、決 して美
術館 ではな く、 い わば博物館 と呼 ばれて よい もので あった。今 日の英国美術館 (Britlsh

Museum)な

ど、なおその一部 に博物館風 な面 目を残 してい る。 (中 略 )美 術館 の開設 の

気運が高 まって くるにつ け、古来の博物館風 な機能か ら、一歩ずつ脱 して誰が い うともな
く、美術館それ自身の形をつ くって来たの も自然 の勢 いであ った。そ こで、 自然 と、博物
館 と美術館 は同系統 であ りなが らまたおのずか ら異 なる機構へ と向かってきてい るのであ
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る。
先述 したように、富永が この文章が書 いたのは、昭和37年 (1962)の ことである。棚橋源太
郎が 『博物館学綱要』 を出版 し、 日本において博物館法が制定 されたのが昭和25年 であるこ と
を考えると、わずか12年 の間 に博物館 と美術館 の間の意識乖離が、予想以上に早 い段階で顕在
化 してい る ことがわかる。
富永 の考える 博物館 "と は、「人間生活に関する文化資材 を広 く包擁 し、歴 史的展 望 を可能
にする施設で、時 には自然科学的分野 にわたって もさしつ かえない」 もので あ った。そ して、
話 は展示法 について も及ぶ。
集蔵 し、保管す るとい うことが博物館 の基本的な建て前で、 このことはいかなる場合で
もこのような施設 に共通す る宿命的課題 であるが、 これ と同時 に、やがて陳列 し、公共の
観覧に供す る仕事が重要な役割 を占めるようになるのである。単 に所蔵 し、保管すればよ
いのではな く、貴重な資料 をいかによ く展示 し、 よ く鑑賞 されるかの技術的問題が加 わっ
て くるのである。
ことに美術作品の場合 は、 この点 いっそ う重要な意味 をもって くるのであって、単なる
博物館的な集蔵方法 ではことす まぬ形勢 となるのであ る。
この ように文章 を抽出 して しまうと、富永が 博物館 "を 貶 めてい るように読 めて しまうか
もしれない。 しか し、彼 は続けてこのように述べ る。
しか し、近年 では、博物館 もそれぞれの分野 に分化 して きていて、例 えば人類博物館、
自然科学博物館、歴史博物館、土俗博物館 などとそれぞれ独立 して くる傾 向 にあるので、
昔の ような漠然 とした広範 な博物館は今後 は次第に見 られな くなると考えられる。
富永 が伝 えたかったのは、広範な 博物館 "が 分野 ごとに分化 し、それぞれ進化 してい く段
階に入 った、 とい うことであ る。事実、富永 はこの文章の最後 を「 日本は、博物館か ら美術館
へ と移行 してい く段階 にあ り、今後 い よい よ美術館的性格 をはっ きりとしてい く第一段階にあ
るのではないか と思 うのであ る。」 と締 め くくっている。

(2)美 術館建築 と展示をめ ぐる問題
また、富永は博物館 ・美術館 の建築 と、展示方法について も言及 してい る。
博物館風 な性格か らい うと、集蔵や保管 の面が強 く打 ち出されるので、 どうして も倉庫
的なあ り方 になって陳列 、展示 の面が二の次 ぎにならざるを得 ない。 ルー ヴル美術館 も数
年前 までは膨大な量 の作品 を抱 えて、壁面一ぱいに陳列す るに息を切 らしていて、いかに
も大博物館 の風格 ではあ ったが、見 る もの にとって、決 して有難 い展示 ではなか った。長
い間の論議 の末、壁面 も塗 り替え、思 い切 って作品数 を減 らし、整理づ けた展示へ と切 り
正統な美術館的な性格へ と移行 しつつある。(中
変えたのは数年前のことである。こ うして、
略)そ の一つ一つがかけがえの ない貴重なものであるので、 この ようなす し詰 めの並べ方
は残念 でならないのである。 しか し、 これがいわゆる古風 な博物館的な性格 を示 してい る
もので、つ ま り集蔵 と保管 の意味を示 しているように見 うけ られる。 この美術館 のみ なら
ず、 ヨーロッパ には、かな りこのような古風 なままの博物館 ない しは美術館が のこってい
る。
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富永 は 量 の展示 "よ りも 整理 された展示 "と 、繰 り返 し述べ てい る。先述 の ように、「 よ く
展示 し、 よ く鑑賞 されるかの技術的問題」 を重視 してい る様子が、 ここで も窺 える。
鑑賞 の点で、
細かい注意を払 い、美術館的な機能を次第に発揮 して来たのは、オラ ンダで、
アムステルダムの国立美術館 などは近年 と くに、採光、室内温度等 の調整をは じめ、作品
の修理、保管 に も行 き届 いた方策をたてている。重要作品の配置方法 も年代順 を骨子 とし
なが ら、それぞれの部屋 の効果 を案配 して、作品を最 もよい條件 の もとに生かす ような く
ふ うをこ らしてい る。その点、 レンプラン トや フェルメールその他 のオランダの画家たち
は幸福 であ る。
「鑑賞 の点で、細かい注意を払」 うことが、博物館 と異 なる「美術館的な機能」
富永に とって、
であった とみるべ きだろ う。「それぞれの部屋 の効果 を案配 して、作品を最 もよい條件 の もと
に生かす ような くふ う」 をす る こ とこそ、「鑑賞」 とい うこ とに重 きを置 いた富永 の考 える美
術館 であ ったのだ。
さらに、展示す るための器 である博物館・美術館建築についても、 ルー ヴル美術館や トリノ・
エ ジプ ト博物館 を例に、 この ように述べ る。
しか し、何 とい って も、王朝華やかな りしころの宮殿 を改造 してい る建築 であって見れ
ば、美術館 として決 して使宜 な器ではないので あ る。観覧の順路、採光 の問題その他 で、
展示 の上では苦労が絶 えないのである。近代的な美術館施設 の見地か らはおよそ縁 の遠 い
ものであ る。古 い建築物 を利用す る場合 の悩みで、 これは致 し方ないのである。 ルー ヴル
美術館 に便所があるか どうか と聞いた人がある。 もっともな質問で恐 らく、 これを知って
い る日本人 はわずか しかい ないであろ う。それほど、見つ けに くい場所にあって不便 きわ
ま りないのである。
また、 トリノ市 のエ ジプ ト美術館 にして も、その内容 は実に素晴 しい もので、エ ジプ ト
美術研究者に とっては、何 よ り有難 い美術館に違 い ないが、古風な石造建築の中 に、 とこ
ろ狭 いばか りに一面並べ たてているだけで、鑑賞 の上か らい えば、まこ とに不都合 である。
富永が述べ てい るのは、宮殿 を利用 したルー ヴル美術館や、大英博物館 のような古 い歴史を
有す る館 の建築 と展示についてである。歴史的な建築 を博物館 ・美術館 として使用す る場合 に
生 じるであろ う問題点 を、昭和34年 の段階で指摘 してい るのである。現在 で も、文化財に指定
された建築 を、博物館・美術館 として利用す る事例 は多 く見 られる。その場合 に苦労す るのは、
文化財 としての建物 の価値 を損 なうことな く、かつ 資料 を保存・展示す るに耐えうるように、
利用者や展示導線 の便宜を図 らなければならない点 である。富永の指摘 は、現代の ように博物
館 ・美術館 の建物 自体が文化財 となることを想定 して こなか った時代 において、先見的であ っ
たとい える。
同様 の指摘 はす でに、昭和32年 に棚橋源太郎 が言及 して い る(51)。 しか し、棚橋 の指摘 は富
永 の指摘 と大筋 では共通す るものの、「宮殿式美術館」か ら「新建築様式」へ の機能 と様式 の
移行に主眼が置かれてお り、古建築利用についてはあま り言及 されていない。

(3)近 代美術館 の誕生 と美術館へ の転換
富永 はさらに、美術館が はっ きりと博物館 と異なる道へ と舵 を切 るきっかけを、近代美術館 "

‑6‑

国立西 洋美術 館 初代 館 長 ・富 永惣 ―の美術 館 思想

の誕生であったと指摘す る。
美術館 の新 しい性格 を強 く打ち出す ようになったのは、近年各国に、近代美術館が建て
られるようになってからである。
近代美術館 Museum of Modern Art"は その名称の示す ように、最 も近い世代の美術活
動を示す ものであるが、 この場合、近代 の解釈 によって、それが含む時代の幅はかな り違
うことになるが、 とくに近代美術館 と名乗 るからには、やは り、最 も新 しい現代の活発な
動向を示すのが本来の使命 で、その点では近代美術館 とい うよ りも、現代美術館
of Contemporary Art"と い うほ うが適当かもしれない。

Museum

つ まり、現代の動向は 日前にあって、多種多様錯雑 していることは、 どこの国で も同様
で、これにまだ歴史的な透視 を試みることは不可能であるが、近代美術館の役割 は、一応
現代 を構成 している様 々な活動の流れの中で、その力強い動 きをとり上げ、現代 の方向を
捉える眼をそ こに示す ことで、必ず しも作品の評価を決定づけるわけではなく、現在 の活
動を広 く見渡 し、それが歴史的にどうい う関係 を持って くるかとい う筋 を探 ることで もあ
る。 したがって重点は常に現代にあ り、 さらにはそれが将来に向かって動 く可能性へ の視
点を含むことに もなる。
そうい うわけで、いわゆる近代美術館 はきわめて活発な現代の創作意欲 と取 り組 んでい
るものである。 この ような近代美術館が次第に開設 されるようになって くるにつけ、古来
のような単なる集蔵、保管を主 とす るような博物館的性格 とは当然 はっ きりと異なって き
たのである。
富永 は、近代美術館 は現代美術館 にもな りうるとす る。それは、近代美術館 の役割が「現代
を構成 している様 々な活動の流れ」から「力強い動 きを とり上げ、現代の方向を捉える眼をそ
こに示」 し、現代 との歴 史的な筋を探 ることにあるとしているからだ。富永の指摘 でさらに重
「重点は常に現代にあ り、さらにはそれが将来に向かって動 く可能性への視点を含む」
要なのは、
としている点である。
富永の指摘か ら約40年 後、時代が進み、現代 と近代が遠ざか ってい くことで生 じる問題 を、
(52)。
国立西洋美術館・万国博美術館時代 の同僚である中山公男が言及 している
彼 は、 日本 の
公立美術館 の多 くが 近代美術館 "を 名乗 っていることに注 目し、その事情 を以下の 6点 に集

約 した。
①江戸時代以前の 日本美術 を収集対象 とす ることは短期間にはかな り困難
②手軽 に収集 し、寄贈 に頼 りうる領域 は、明治時代以降の 日本美術
③地域出身の芸術家の作品を収集の中核 にすることが地方美術館の役割 にふさわ しい
④ 日本近代美術史の動向を明 らかにするために、19世 紀中頃か ら20世 紀前半までの西洋近
代美術を高額な予算 を覚悟 して購入 し、美術館 の 目玉 とする
⑤ 日本人の もっとも好 む範囲の西洋近代美術を収集する

018世 紀以前の西洋美術作品を、体系的に収集す ることは不可能
⑥宗教画、神話画の類 いは日本人にはさほど好 まれないか ら、収集対象 としない
中山は 近代美術館 "誕 生の背景 を分析 した上で、21世 紀 を迎えるにあたって、収蔵品の大半、
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常設展示作品の大半が、19世 紀か ら20世 紀前半 の 近代 "の みに留 まっている現状 を批判 して、
方針修正 の必要性 を提起 した。 さらに、当時館長職 にあった群 馬県立近代美術館 が、 現代建
築家 "で あ る磯崎新 の建築で あることに触れ、本来現代アー トの空間を志向 してお り、美術館
の方向性 を現代へ とず らしてい く可能性 を最初か ら内包 していた、 と指摘す る。
富永 が近代美術館 に対 して理念・理想的な面 を述べ てい るのに対 し、約40年 後 に中山が語 っ
ているのは、 日本 の近代美術館 の置かれた厳 しい現状 である。 しか し、富永 の「重点は常 に現
代 にあ り、 さらにはそれが将来 に向か って動 く可能性」 とい う理念 は、次の世代 である中山に
も確 かに受け継がれてい る。
富永 は既 に何度 も述べ てい るが、 近代美術館 "と 博物館 "は 「はっ き りと異 なる」 と、 こ
こで も指摘す る。 ここで想起 されるのは、冒頭 にひいた林屋辰三郎 と梅悼忠夫 の対談 における
「現代美術 に関 しては、 F美 術館』 とい うことばが あたるので ないですか。 F国 立近代美術館』
はあれでいい とお もう」 とい う言葉 である。同 じミュージアムであ って も、長 い伝統 を有する
館 とは異な り 近代美術 "の み を収蔵す る近代美術館 は、前近代か らの系譜 をひかない点 にお
いて、明 らかに超越 した存在であるといえよう。
しか し、富永が ここで語 るのは、現代 を見通す視点や近代美術館 と博物館 の違 い に限 らない。
現代 では既 にメジャー となってい る、教育普及活動 の必要性 について も熱弁 を奮ってい る。
新 しい作品の陳列、その意味す るものの内容な どについて、観客 に納得 させ、単なる鑑
賞のみ ならず、知的な内容 をもった解説を試みるよ うな方法 もとらざるを得な くなるので
ある。そうい う意図が さらに進んで くると、美術 の一般的普及の性格 も加わ り、いわゆる
社会教育的面 も打 ち出され、近代 の美術館は、美術教育の新 しい実験的な企画 をす ら考え
るようになるのであって、 ことに現代 のように、美術 の動向が激 しい変動 の中にあ り、一
般 の人たちが見馴れない作品が しきりに発 表 されて くるような時代 においては、 この新 し
い試み、 この激 しい運動 の様相 について、親切 なガイ ドの役割 も果 たさなければな らな く
なって きてい る。美術の好 きな大衆に向かって鑑賞 の窓口を開 く役割 をするのである。近
代美術館 はその意味 にお いて、第一線 に立って、美術教育のために汗 を流す機関 ともなる
のであ る。その他絵画や彫刻 の新 しい技術 に対す る解説 を、 ス ライ ドや映画によって、試
みる事 も必要になって くる。あるいは、その理解 をいっそ う深 めるためには、研究的な著
述 を刊行 した り、啓蒙的なパ ンフレッ トを準備 した り、美術 を国民生活 の中で生かす いろ
い ろの方策をたてる事 も必要になって くる。パ リの近代美術館、ニ ューヨー クの近代美術
館、 アムステル ダムの近代美術館 など、次第にそ うい う視点 を明 らかにして、新鮮 な活動
に向かっている。 (中 略)
こう して、いわゆる近代美術館 は各国 とも活発 に動 いて きてい る形勢 で、それに伴 って
美術館 のあ り方 も、従来 とはだんだん改 まって独 自な性格 を明 らかに して きているのであ
る。
したが って博物館 と美術館 の性格 もはっ きり異なって きたの も当然 で、ただ漠然 と博物
館 と呼ぶのは今 日ではおか しいのである。
そ こで、次第 に博物館 の形体 は影が薄 くな り、美術に関するか ぎり、美術館 とはっき り
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呼ぶのが適当になったのである。
富永 は近代美術作品 において も、
「観客 に納得 させ、単なる鑑賞のみ ならず、
知的な内容をもっ
た解説」の重要性 を強調す る。そ して、この ような意図が進化す ることで、
「美術 の一般的普及」
や「社会教育」に意識が向 くようになると述べ てい る。富永 の考 える近代美術館 は積極的 に人 々
に働 きかける「第一線 に立って、美術教育 のために汗 を流す機関」であった。そのために行 う
べ きこととして、以下 の五つ を挙げている。
①親切 なガイ ドの役割、鑑賞の窓口を開 く役割
② ス ライ ドや映像 による絵画・彫刻 の新 しい技法に対する解説
究的な著述 の刊行
蒙的なパ ンフレッ ト
術 を国民生活 の中で生かす いろいろの方策
これ らは① =ギ ヤラリー トー ク、② =講 演会、⑤ =ワ ー クショップのように、現代において
広 く行 われている美術館 の事業 に該当す る。 この ように見てい くと、富永 の思想 は非常 に先を
見据えていた と評価 で きる。
富永 は、 このように美術館 が「第一線 に立って、美術教 育のために汗 を流す機関」 とい う独
自な性格 を現 した こ とで、博物館 と美術館 の違 いが明確 になったと強調する。

(4)名 称をめ ぐる問題
美術館側 にお いては、 昭和52年 (1979)に 本間正義 が、 ミュー ジアム"と
名称 について言及 してい る

(53)。

ギ ャラリー"の

また、博物館学 にお いて も加藤有次が平成 4年 (1996)に 「望

54)。
しか し、既 に富永 は昭和37年
ましい機関の名称」 として、その問題 を俎上 にあげ てい る

の段階で、美術館 (Museum)と ギャラリー (Callery)の 問題 を提起 していた。
ところが、この美術館 Museumと ともに、同様 な内容 をもちなが ら画廊 Galleryと 呼ぶ
ものが い くつかある。例えば、 ロン ドンのテー ト・ ギャラリー、ナシ ョナル・ギャラリー
を始め、有名な美術館 でこの名称 をもっているものがあ る。 これはそれぞれのその美術館
の生 い立ちによって違 うが、個人の コ レタションを もとにして育 った もの とか、美術館で
は堅苦 しい感 じがあるので、 もっと親 しみのあ る個人的な近親感 をふ くんで、特 にそ うい
う名称 を選んだ場合 などで、内容か ら云えば美術館 と同様 である。 しか し、近年、 日本の
みならず、世界各国 とも、 いわゆる画商が このギヤラリー とい う名称 を使 いだ し、世界到
るところギャラリーが氾濫 している。 こ うなると、画商 と美術館 の区別が混然 としてきて、
困 るのである。
そ うい うようなこともあ って、今後は内容 のある美術館 は、 あ くまで美術館 の名を とる
のが よい と私 は思 っている。
例 えば、富永が運営委員を務 めていたブ リヂ ス トン美術館 も、当初 の英称 は Bridgestone

G』 ery"で あ ったが

(55)、

(50)。
これには、
昭和40年 に Bridgestone Museum of Art''に 変更 してい る

「画廊 と間違 われて、 しば しば外国の画廊か ら作品の引 き合 いが よせ られた」事情 があったと
い うい 。富永 の懸念が現実 となったのである。富永や本間によって名称問題 は指摘 されて き
たものの、この問題 は現在 も継続 して存在す る。国立新美術館 は当初「ナシ ョナル・ギャラリー」
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囃
とい う仮称 で呼 ばれ、現在 の英称 は The National Art Center"で ある 。

3.富 永の遺 したものと、博物館学・ 美術館学へ の課題
本稿 では、初代 国立西 洋美術館長 であった富永惣 一 とい う、 美術館 "側 の人間による美術
館思想を明 らかに し、同時に現在 に至る博物館 と美術館 の意識乖離 の源泉を辿 とうと試みた。
まず、博物館法施行後わずか12年 とい うかな り早 い段 階 で、 脱博物館 "と も言 うべ き意識 の
顕在化が明 らか となった。 また、従来の博物館側 の ミュー ジアム史理解 と比較 して、 まった く
異 なった認識 がなされて い る ことに気付 く。富永 は広範 な 博物館 "が 分野 ごとに分化 し、そ
れぞれ進化 してい く段階 に入った、 とす るが、これは棚橋源太郎が提唱 した専門博物館にあた
る。棚橋 は総合博物館 と専門博物館 の 2種 類 を想定 してお り、 この論 に従えば、富永 は総合博
物館 (博 物館 )が 専門博物館 (美 術館 )化 してい くと考えていたことになる。博物館 (お よび
博物館学 )側 の認識 では、 あ くまで も美術館 は 博物館 "と い う大 きな くくりの 中の専門博物
館 と捉 えられてきたのである。
第二 に、「鑑賞 の点 で、細かい注意を払」 うことこそが、博物館 と異なる「美術館的な機能」
とし、富永 は「鑑賞」に重 きを置 いてい る。 しか し、その一方で「観客に納得 させ、単なる鑑
賞 のみ ならず、知的な内容 をもった解説」 の重要性 を強調 してい る。
第三に、富永 は美術館がは っ き りと博物館 と異 なる道 を歩 む きっか けを、 近代美術館 "の
誕生であった とし、積極的 に人 々に働 きかける「第一線 に立って、美術教育 のために汗 を流す
機関」 として、現代 における教育普及活動― ギヤラリー トー ク、講演会、 ワー クシ ョップの必
要性 を説 いた。
この ほか、歴 史的 な建 築 を博物館 ・ 美術館 に転 用す る場 合 に生 じる 問題 点 や、美術館

(Museum)と ギ ャラリー (G』 ery)の 名称問題 など、 いずれ も現代 にお いて も有効 な問題提
起がなされてい る。近 年、博物館学 では博物館学思想 を明 らかに しよう とす る研究(59)が なさ
れてい るが、美術館側の 美術館思想 "に つい ては、研究が進 んでいない。 美術館思想 "に つ
い て も、改 めて論 じられるべ きではない だろ うか。博物館 も美術館 もともに ミュー ジアム "
であ り、 どちらかの視点が欠如、あるいは偏 っている状況は、今後改善されてい くべ き問題 と
考 える。
この視点 は、博物館史 を考 える際 にも言えることであ る。例えば、『博物館学講座2 日本 と
世界 の博物館史』 では館種別博物館史 の なかに、美術 系博物館史 としてまとめ られてい る(∞
し、
椎名仙卓の 『図解

全体 の歴 史の なかに位置づ けられてい る(61)。
博物館史』では、

)

美術館 "

は博物館側か らの視 点で語 られて きた と言 って も過言ではない。現在 の博物館 と美術館 の乖離
した状況 を考 えるにあたっては、改めて 当事者 =美 術館側か らの視点 "を 意識 していかなけ
ればならないだろ う。
い ま、筆者 はこれ までの 博物館側 か ら見 られて きた美術館 "と い う従来の視点 につい て批
判的な意見を述べ た。しか し、この 博物館 "と 美術館 "と い う対比 で考えてい くこ とについて、
川口幸也は「博物館 と美術館 とい う問 いの設定 は、親会社 と子会社 を比べ てい る こ とにな り、
少 々筋が違 うとい うべ きである」 と述べ てい る。その上で、「私 た ちが問わなければならない
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のは、博物館 と美術館 の違 いで はな く、多 くの子会社 の 中でなぜ美術博物館 だけが突出 して親
会社 と同等、もしくはそれを凌駕するような扱 い を受けるのか」い う重要な指摘 をしてい る
富永 の美術館思想 か らは、明 らかに 博物館 か らの独 立志 向 "と い うニュア ンスが感 じられる。
(62)。

川回の指摘す る、親会社 (博 物館)と 肩 を並べ る子会社 (美 術館 )と い う構図 は、既に富永が
「美術館今昔」を書 いた昭和37年 (1%2)段 階で、その萌芽が見 て取れる。
では、美術館 は本当に 独立 "し てい るのだろ うか。近年、博物館学 とい う言葉 に対 して、 美
術館学 "と い う言葉が用 い られてい る。では、 美術館学 "と は何 か。管見の限 り、美術館学 を
(63)。
長谷川 はそ
名乗 る著作 で最 も古 いのが、長谷川栄の 『美術館・美術館学』 (1981)で ある

の後 も多 くの著書で美術館学 を論 じてい るが、 Museology"の 訳語 として 美術館学 "を 用 いて
い る(

)。

ついで井出洋 一郎 の 『美術館学入門』 (1993)で は、単 に著者の経験が「美術館勤務

に限 られてお り、歴史系や科学系 に広がる博物館 の世界 はとて も私 の手にあまる」 ために「博
(

物館学」 としなか った、 と記 してい る

)。

この後 も美術館学 の本が出版 (

)さ

れてい るが、 い

ず れ もその言葉 の定義 には一切言及 してい ない。 また、博物館学 のように博物館史が構築 され
て い るわけではな く、美術館史 は特定 の美術館が 自館 の歴史を顧みるとい う形 (67)が ほ とん ど
で、美術館全体 の動向を把握 しよ うとす る動向 は並 木誠士 らによる研究 (

)を

除 き、その数 も

限 られてい るのが現状 である。
本稿 で述べ てきた富永の美術館思想 は、今 日に通 じるものであ りなが ら、博物館 ・美術館側
双方か ら注 目され ることな く現在 に至ってい る。博物館学 にとっては、 もうひとつの ミュー
ジアム思想 "と して認識 されて よい し、美術館学 にお いては、 自らを問い直す 美術館史 " 美
術館学史 "と して、研究 されてい くべ きであろう。
われわれは、改めて富永惣 一 とい う先達 の遺 した提言 に耳 を傾けてみてよいのではないだろ
うか。
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椎名仙卓 1993『 図解

(62)

川口幸也 2009「 博物館 と美術館一文化 を語 る二枚舌 の構造」 (木 下直之編 『芸術 の生
まれる場』所収

東信堂

PP36‑47)

なお、川回はアー トの概念 について も言及 し、西洋・東洋 とい う地域 と̀̀博 物館 " 美
術館 "の 用語が、区別・ 格付 けに用 い られてい るとい う重要な指摘 を している。佐藤道
信 も「美術史」 の展示法 の差異 と歴史的アイデ ンテ ィテイーが密接 につ なが っている
と指摘 してい る (佐 藤道信 2007『 美術 のアイデ ンテ ィテ ィー』吉 川弘文館 PP■ 2‑
35)。 本稿 では これ らの指摘 を意識 しつつ、本文で触れる ことがで きなかった。 日本に
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おける美術館 ・美術展 の状況について、筆者 な りに整理 した上で、改めて これ らの指摘
について考えてみたい と思 う。
(63)
(64)

長谷川 栄 1981『 美術館 ・美術館学』至文堂
長谷川 栄 1994『 新 しい美術館学 エ コ・ミューゼの実際』三交社、同 2006『 美術館 ツー
リズムー 24時 間の ミューゼオ ロジイ』鹿島出版会、など。

P4

(65)

井出洋一郎 1993『 美術館学入門』明星大学出版部

(66)

日比野秀男編 1994『 美術館学芸員 とい う仕事』ぺ りか ん社、並木誠士 ・吉中充代 ・米
屋優編 1998『 現代美術館学』昭和堂、並 木誠士 ・ 中川理編 2006『 美術館 の可能性』
学芸出版社、な どが挙げ られる。註63〜 65も 含 め、 いずれ も美術館が置かれてい る現状
や実務的な面 を論 じた ものが多い。

(67)

代表的なものでは、 F東 京国立近代美術館60年 史

1952‐ 2012』

(2012 東京国立近代美術

館 )、 Bunkamura編 2∞ 9『 喝采

SHIBUYAか

2006『 東京都美術館80周 年記念誌

記憶 と再生』東京都美術館 、東京都美術館編 2012

ら』 文化 出版局、東京都 美術館編

『東京都美術館 ものがた り』 鹿島出版会、西武美術館編 1985『 西武美術館 の10年 』 リ
プ ロポー ト、 セゾン美術館編 1999『 西武美術館 ・ セゾ ン美術館 の活動 :1975‑1"9』
セゾン美術館、な どが挙げ られる。
(68)

註66と 同 じ
『現代美術館学」『美術館 の可能性』 にお いて、 日本における美術館史や、制度 の問題、
現状 の課題な どが提示 されてお り、体系的な美術館学 として非常 に重要な指摘がなされ
てい る。
(松 戸市戸定歴 史館研究員、京都造形芸術大学非常勤講師)
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論文】
【

戦後期 の静岡県内 に於け る公 立博物館 の展開
]D)evelopinent of the Shizuoka public lnuseunl in the iniddle of the

Showa era
中島 金太郎

NAKAJIMA Kintaro
は じめに
我が 国 は、昭和20年 (1945)に 終戦 をむかえ、GHQの 指導 の元で新たな国づ くりを始 めた。
太平洋戦争 によって国土 は大 きな被害を受け、戦前期 に建設された建物 も多 く焼失・破却 され
戦時中に館や資料 に被害 を受けた例は、
ている。博物館 をは じめ とす る文化施設 も同様 であ り、
日本全国枚挙 に暇がない。 しか し、戦後の復興 に伴 い多 くの博物館 が復興・新設 され、戦後そ
の数 は飛躍的 に増加す る傾 向が見 られる。
本県に於 いて も例外 ではな く、昭和20〜 30年 にかけて公立・私立を含む24館 もの博物館諸施
昭和40年 代 以降本格的な博物館 の設 立が 開始 されるなど、戦後に於 いて
設が開館 してお り
(1)、

積極的な博物館展開 を確認す る ことがで きるのである。
本稿 では、昭和20年 の終戦 か ら静岡県内 に博物館 が広 く拡散 した昭和40年 代 までを一つの画
期 として扱 い、当該時期 を中心 とした事例考察 よ り、本県博物館史上の特徴 を見出す ことを目
的 とす る。 また本稿 では、各 々が独 自の展開を見せる私立博物館 の事例 ではな く、博物館 の展
開 に一定の傾向が認 め られる公立博物館 の事例 を取 り上 げ、また当該時期 に萌芽が確認 で きる
県 立の博物館施設 について も論考 を行 うものである。
第 1章

社会教育施設の隆盛 と博物館

1.社 会教育施設附属展示施設の誕生
戦後の静岡県では、 図書館・公民館 をは じめ とす る社会教育施設の設置が隆盛 し、その動 き
に伴って展示施設が設置 される事例が多い。表 1は 、近代 か ら現在 にかけて設置 された社会教
育施設附属 の展示施設 を集成 した ものであ る。本県 では、明治43年 (1910)設 置の静岡県教育
会附設図書館陳列室をその濫場 とし、現在 までに27の 社会教育施設に展示室・資料館が設置 さ
れた事例 を確認す ることがで きる。
表
設置年

1

静岡県内の主要な社会教育施設附属展示施設

設置母体

社会教育施設名

展示施設名

りl,台 43イ ￨:

静岡県

静岡県教育会附設図書館

陳列室

大 正14年

静岡県

静岡県立葵文庫

郷 土室

昭和21年

静岡県

静岡県立葵文庫

郷 L館
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昭和32年 頃

相良町

相良町中央公民館

展 示室

昭和44年

静岡県

静 岡県 立中央図 書館

展 示室

昭和45年

浜北市

浜北市社会教育 セ ンター

郷土資料室

昭和46年

焼津市

焼津市立焼津 図書館

郷上資料展示室

￨1召

和 4γ「:

芝川 町

芝川町中央公民館

展 示室

￨1召

49イ ￨:
禾日

岡部町

民俗資料展示室

‖千日
50イ ￨:

豊岡村

岡部町中央公民館
豊岡総合 セ ンター

52イ ￨:
禾日

小笠町

小笠町中央公民館

資料展示室

昭和52年

熱海市

熱海市立図書館

郷土資料室

‖
日534ニ
召禾

清水市

清水市文化会館

展示室

昭和54年

大東町

大東北公民館

大東町郷土 資料室
(松 本亀次郎資料館 )

昭和56年

浜北市

浜北市文化 セ ンター

郷 [資 料室

三 ヶ 日町

三 ヶ日町公民館

民俗資料館

昭和60年

清水町

清水町立 図書館

資料展示室

62111
ロ
オ

藤枝市

西益津公民館

常設展示室

平成元年

大仁町

大仁町立図書館

郷 L資 料展示室

平成3年

豊 IH町

(1田 町 立図書館

平成5年

磐田市

磐田市立図書館

展示室

平成 10年

雄踏 町

郷上資料展示室

平成 18年

芝川町

雄踏町図書館
芝川文化ホ ール・ 芝川公民館
(く れ い どる芝楽 )

￨1召

ll召

1召

日59イ ￨:
矛

薬草資料館

室
一
小
て
︐
︐な
︐

展 示室
￨

平成 19年

郷土ゆか りの部屋
(郷 土資料展示室

掛川市

大東図書館

清水町

清水町地域交流 セ ンター

郷土資料室

南伊豆町立図書館

石垣 りん文学記念室

吉田町立図書館

吉田町立ちい さな理科館

)

平成21年
平成21年

1南 伊豆町

平成22年

吉 田町

￨

本県 の社会教育施設 に附属 して設置 される展示室 としては、静岡県立葵文庫 (現 、静岡県立
中央図書館 )内 に所在 した郷土室がその晴矢 である。静岡県立葵文庫 は、近世期に奇書 ・珍籍
を集めた江戸幕府 の書籍収蔵機関であ る「葵文庫」 を基盤 とし、大正 14年 (1925)に 図書館 の
体 を以て開館 した施設であ る。県内 には、明治40年 に静岡市瑞光寺内 に設立 された私立丁未図
書館 を晴矢 として、様 々な地域 に図書館が建設 されてい る。 また静岡市内には、丁未図書館 の
蔵書 を引 き継 ぎ、明治43年 に静岡市教育会通俗図書館が開館 してい る。 さらに同年 9月 には、
静岡県教育会附設図書館 が静岡市城内 に開設 され、静岡市教育会通俗図書館 を合併 してい る。
その後、県立葵文庫 の計画が成 り、静岡県教育会附設図書館 を吸収 して葵文庫が開館 した こと
が確認 されてい る

(2)。

図書館内部 には、書籍 を配架・ 閲覧す るのみならず、資料 の展示 ・公開する区画を設ける事
例が多 い。実際 に、静岡県教育会附設図書館 には展示区画が設け られてお り、大正 3年 には静
③
岡展覧会が開催 されるな ど 、様 々な展示活動 に活用 されてい る。葵文庫内部に於 いて も、書
漢学復興・
籍を展覧す るスペー スが設けられてお り、昭和 5年 (1930)の 昭和 天皇行幸 の際 には、

‑16‑

戦後期 の静岡県内 に於け る公立博物館 の展開

西洋文明流入 ・行政産業 ・郷土資料等に関す る各種書籍類 を天覧に供 してい る

(4)。

当館 に於 い

ては、戦中期 であ る昭和 18年 に郷土室が設け られ、郷土に関連す る資料 を展示 している。 また
戦後の昭和21年 には、郷土室の名称 を静岡県立葵文庫郷土館へ と変更 し、展示活動 を行 ってい
る。図書館 における郷土資料 とは、博物館 で用 い られる特定地域 の考古・歴史・民俗 ・ 自然に
「特定地域 に関連す る文書・絵図」等 の紙媒体 によ
関す る物質資料 とい う意味合 いではな く、
る資料群 である。県立葵文庫 の郷土資料展示室 に於 いて も、郷土に関する書籍 ・記録等 を主た
る展示物 とする施設であ り、モノ資料 を収集 ・展覧する所謂郷土博物館 とは趣 を異 とす る存在
である と看取 される。
静岡県立葵文庫 は、昭和4年 に静岡県立 中央図書館 と改称 し、新 たに静岡市駿河区谷田へ移
転開館 してい る。上記郷土館 の閉館時期 はわか らない ものの、戦後 の葵文庫 では様 々な展覧会
が 開催 されてい る ことか ら、展示 に関連す る活動 は継続 されていた ことが理解 で きる。 また、
昭和44年 に静岡県立中央図書館 が開館 した際には、 3階 に展示室が付置 されてい る。当展示室
の特徴 は、常設展示 に留 まらず、特別展示室 を有 してい る点 であ る。 ここで特筆 で きるのは、
図書館 であ りなが ら常設 の埋 蔵文化財展示 を行 っている点である。中央図書館 の北部には、静
岡県埋蔵文化財 セ ンターが所在 してお り、県内で実施 した発掘調査 の資料 を整理・保管 してい
る。中央図書館では、埋蔵文化財 セ ンターが収蔵す る考古資料 を活用 し、展示室内 に於 いて常
設展示 を行ってい るのである。 当該展示 は、土器や石器 を並べ るだけの展示 ではな く、埋 蔵文
化財 セ ンター に所属す る学芸員資格 と専門知識 を持 った職員 によ り工夫 された展示構成 となっ
ている。 これは、図書館附属設備 であ りなが らも、博物館 に準ず る展示施設 と見倣す ことがで
きるので あ る。県立の人文系博物館 が存在 しない本県 では、県 の収蔵す る考古資料等 の公開・
活用 の場 が少ない傾向 にある。 中央図書館 の展示室 は、本県収蔵 の人文系資料 を公開すること
ので きる数少ない設備 であ り、県立人文系博物館 に代替す る施設 として重要 である。

2.市 町村 における社会教育施設の展開 と博物館
市町村 立施設 の事例 としては、昭和32年 (1957)頃 に設置された相良町中央公民館展示室が
その濫場 であると思われる。 しか し当該展示室は、『相良町史』 に於 いて も「展示室を設け る」
との記載があるのみであ り、その詳細 は不明であ る。
形を変えなが らも現存 し、博物館的な意味合 いの強い施設 として、昭和45年 の浜北市社会教
育セ ンター郷土資料室が挙げ られる。浜北市社会教育 セ ンターは、県西部 の浜北市 (現 、浜松
市浜北区)が 社会教育・生涯学習 の核 として建設計画を行 った ものである。当館 には、市 立図
書館 ・研修室・映写室・ 展示室・和室が設けられ、博物館 ・図書館 ・公民館 の機能を合 わせた
文化複合施設 に位置づ け られるものであった。同館郷土資料室は、浜北市文化協会が昭和43年
に開催 した「明治100年 展」 に際 し寄贈・寄託 された資料 を母体 に開設 されてい る。当該資料
は、一般市民が所有・保存 して きた民俗資料 を中心 とし、それに加 えて浜北市が調査 を行 った
(5)。
また昭和56年 には、文化会
発掘資料や絵図・文書等 の歴史資料 を コレクシ ョンと してい る

館・中央公民館・図書館・勤労青少年 ホームの機能を兼ねた「浜北市文化 セ ンター」が 開館 し、
社会教育 セ ンター内に所在 した郷土資料室が移転開室 している。 さらに平成 16年 (2004)に は、
セ ンター内の市立 図書館 が移転 し、その跡地に「市民 ミュージアム浜北」が 開館 してい る。 当
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館 は、天竜川下流域 の生業 や文化 を紹介 ・展示す る 1階 の「 くらしの資料館」、及 び天竜川下
流域 の考古資料 を中心に展示を行 う 2階 の「歴史資料館」か ら構成 されてい る。同館は、郷土
資料室 に収蔵 されていた資料 を引 き継 ぐとともに、資料 の収集若 しくは寄贈 ・寄託 によって新
たな コレクションを形成 してい る。 また浜北市は、平成17年 に浜松市 に合併 し、当該施設 も新
浜松市歴史系博物館群 の一角 として位置づ け られることとなった。 これによ り、浜松市域 の博
物館 と相 互に交流す ることが可能 とな り、人及 びモノによる交流が行 われる こ とで、複合施設
内の一部 としての展示 を脱却 し、附属施設であ りなが らもよ り博物館的な意味合 い を持 つ施設
に変化 した と考 えられる。当該施設は、社会教育施設の一部屋 を起点 とし、 資料 の収集・保存・
展示を通 して博物館的な地位 を確立 し、浜北市文化 セ ンターの開館及 び新浜松市歴 史系博物館
群へ の加入 を契機 として、よ り地域 に根差 した郷土博物館 として醸成 されてい ったのであ る。
社会教育施設附属博物館 の中で も特徴的な館 としては、昭和50年 の豊岡総合 セ ンター薬草公
苑・薬草資料館が挙げ られる。 当館が附属す る豊 岡総合 セ ンターは、昭和41年 に磐田郡豊岡村
(現 、磐田市 )に 建設 された施設 で あ り、老人福祉 セ ンター、野球場、宿泊施設、児童遊園な

どを複合 した施設 として計画 された ものであ る。当該施設 は、「農村 の生活環境 を整備 した り、
快適な生活 を維持 ・向上 させ るため」 の施設を核 とし、取 りも直 さず村民 の健康管理・健康意
識 の創出 を意図す るものであった

(6)。

薬草公苑・薬草資料館 は、地域の山野 に 自生す る植物 を

栽培 し、農民 の健康増進 に資す る ことを目的 とした施設である。郷土の歴史・考古資料等 を社
会教育施設 に展示す る事例 は数多 く存在す るが、住民 の健康意識啓発及 び野草 を用 いた教育を
意図す る施設 は、全 国的 に観 て もその事例 は少ない と看取 される。 さらに、その計画・運営 を
村が行 い、村民 に対す る健康教育 を実施 して きた ことは、地方 自治体による教育機関 としての
博物館運営 の好例 であ る。
また本県 には、社会教育施設 に併設す るとい うスタイルをとりなが らも、 開設当初 よ り博物
館 として機能をしてい る施設が存在 してい る。上記表内では、大東町北公民館、大仁町立図書
館、南伊豆 町立図書館 に所在す る展示施設 は、本県内の施設 に於 いて も博物館的な意味合 いが
強 い もの と看取 される。
大東町北公民館 は、静岡県西部の小笠郡大東町 (現 、掛川市 )に 所在 し、昭和45年 に開館 し
てい る。同館設置 の郷土資料室 は、「松本亀次郎資料館」 の別名が付 される施設である⑦。松
本亀次郎 は、静岡県小笠郡大東町出身の教育者 であ り、戦前 。戦中期 に於 いて中国人留学生の
日本語教育 に尽力 した人物である。大東町では、郷土 の偉人である松本亀次郎 の功績 を顕彰す
る住民 の活動に呼応 し、昭和M年 に北公民館西館 を建設 した際 に松本亀次郎資料館 を併設 して
い る。当資料館 は、松本亀次郎関連資料 を中心 に、郷土 の歴 史資料及 び民俗資料 を収集・展示
す る博物館 であ り、偉人を顕彰する記念館型 の傾向が見 られるものの、地域 由来の様 々な資料
を収集・展示 を行 ういわゆる郷土博物館 であると看取 される。大東町 は、平成 の大合併 の時流
の もと、平成17年 に掛川市 と合併 してい る。平成 19年 には、掛川市大東図書館が開館 し、内部
に「郷土ゆか りの部屋 (郷 土 資料館)」 が 開館 してい る。郷土ゆか りの部屋 は、大東町北公民
館収蔵の資料 を移管 し、当該資料 を基盤 とした展示活動 を行ってお り、同館 が 開館す ると同時
に松本亀次郎 資料館 は閉館 している。 また掛川市大東図書館 は、一定の温湿度管理 を可能 とす
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る文化財用 の収蔵庫 を所有 してお り、社会教育施設附属展示室 であ りなが らも、資料 の収集・
保存・展示 といったよ り現代的な博物館活動 を可能 としてい る点が特筆 で きる。大東町北公民
館 の展示施設 は、地域 の偉人顕彰 を目的 として設置 された博物館であ り、独立 した建物 を持 つ
館 ではない ものの、地域 の教育・生涯学習 に資す る施設 として現存 してい る点が評価 に値する。
平成元年開館 の大仁町立 図書館 は、田方郡大仁町 (現 、
伊豆の国市)に 所在す る図書館 である。
当館 は、平成 の大合併 により平成 17年 に伊豆の国市中央図書館 と改称 されてい るもので、伊豆
の国市域 の 中核 を成す図書館である。当該図書館 には、設計段階 に於 いて「郷土資料展示室」
が組み込 まれてお り、 また旧大仁町には博物館施設が存在 してい なか ったことか ら、大仁町の
社会教育活動 の核 として設計 されたもの と推定 される。当該展示室に於いては、図書館附属施
設 であ りなが らも、地元大仁町か ら出土 した国指定登録有形文化財 である「仲道 A遺 跡出土
縄文草創期遺物一括」 を収蔵 し、その常設展示 を実施 してい る点を特筆す る ことがで きる。 ま
た、地元 のボ ラ ンテ イア組織 である大仁考古学研究会による管理について も特筆 に値す る。大
仁考古学研究会 は、「公蔵免遺跡、茅野 B遺 跡、大平遺跡群 の発掘調査 に参加 した女性 を中心
とした考古学 のボランティア団体」 であ り、発掘調査 の経験 を活か した企画展 の実施や史跡 の
18)。
同会 は、発足 した昭和55年 に開催 した、大仁町民会
草刈 り 。清掃作業な どを実施 してい る
館 (現 、大仁市民会館)で の第一 回企画展 『先土器 か ら平安時代』 を皮切 りに、考古学 に関連
す る様 々な展覧会を開催 している。 図書館 の郷土資料展示室では、 同会が受付 と解説 を担当 し
てお り、同室 の管理運営 に地域住民が積極的に参加 している事例 を垣間見ることがで きる。大
仁町立図書館 に設置 された郷土資料展示室は、地域か ら産出 した貴重 な資料 を地元の人間の手
によって管理 ・活用す るものであ り、取 りも直 さず住民主体 の郷土博物館 に比定 されるもので
ある。 また、合併後 の伊豆の国市 には、専門職採用 の学芸員を有する韮山郷土史料館及 び江川
邸 。江川文庫が存在 してい る。 同館 では、市 主導 の博物館 運営が行われてお り、民間が主導で
展示活動 を行 う中央図書館 とは対照的な位置づ け となっている。 このことか ら、伊豆 の国市 で
は博物館活動 に於 いて官 と民 が うまく棲 み分けを行 ってい ると考え られ、市内施設 の相互交流
によりよ り効率的かつ有効な学習 の場 を提供 してい るもの と推定 されるのである。
南伊豆町立 図書館 は、平成元年 に開館 した公立図書館であ り、平成21年 に「石垣 りん文学記
念室」 を開室 してい る。石垣 りんは、大正 〜平成 にか けて執筆活動 を行 った詩人・随筆作家 で、
南伊豆町 は、
日本興業銀行に勤務 しつつ生活 に即 した作品を数多 く残 した ことで知 られてい る。
石垣 りんの父が生 まれた地である。 また、石垣が平成20年 に逝去 したのち この地に葬 られ、親
族 よ り遺品・著作等が南伊豆町に寄贈 されるなどの ゆか りがある。石垣 りん文学記念室 は、寄
「石垣 りんさんの作 品を末永 く保存 し、多 くの方 々に親 しんでい ただ
贈 された資料 をもとに、
くとともに、文学 の香 り豊かなまちづ くりを目指す」 ことを目的 として寄付 を募 り、1443万 円
の寄附 を以て開館 した施設 である(9)。 同室 は、我が国に最 も多 い種別 の博物館 である「文学館」
に比定 され る施設であ り、取 りも直 さず作家 の回顧 と顕彰を意図す る存在 である。 また同室で
は、収蔵 ・展示には遺族 か ら寄贈 された資料 を活用 してお り、積極的な資料収集を行 う博物館
とは異な り、既存 の資料 の保存 と活用 を意図す る記念館 と見倣す ことがで きる。 さらに石垣 り
ん文学記念室 は、記念事業 として現代 の詩人や文学者 の対談を積極的 に開催 してい ることが特
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筆 で きる。 これ らのことか ら同室は、地域の偉人を顕彰す る文学記念館 であ り、限 られた資料
を適宜活用 しつつ、講演 ・対談 の開催 によって更新性 を持たせている博物館 であると考察す る
ことがで きる。
小結
本県 に於ける社会教育施設附属 の博物館施設 は、 町や村 とい った小規模 な地方 自治体 に設置
される事例が多い。 これは、町村 の財政面や人材面に於 いて、独立 した博物館施設 を建設・運
営す るこ とが 困難であ り、 また博物館 を設置する際に必要な資料が乏 しいことに起 因す る。
前者 の問題 としては、町・村 とい う人 口が乏 しい 自治体 では、県や市 に比べ財源が乏 しいこ
とは明白であ り、それに伴 い社会教育に割ける人材 も少ないこ とに起因する。昭和24年 の社会
教育法、昭和25年 の図書館法の制定 に伴 い、戦後の社会教育施設は全国的な広が りを見せ、様 々
な地域 で公民館や図書館 の設置運動が行 われている。 このため、公立の公民館 。図書館 の設置
を意図す る地方 自治体は多 く、当該施設 に勤務する職員 も配置 されていった。 しか し、同 じ社
会教育施設に位置づ けられる博物館 に於 いては、行政側 は積極的 に設置を推進するものではな
く、地域住民 に於 いて も建設運動 を行 った例は少ない。本県 の町村 に於 いてもこの傾向 は顕著
であ り、公民館や図書館 に比べ博物館 の優先度 は低 い ものとみ られる。 このこ とか ら、限 られ
た予算 の 中 よ り第一に公民館や図書館 の建設 を意図 し、その附属 として建物 と職員を一部流用
す る形 で展示施設 を設けるとい う設置意識 を垣 間見 ることがで きるのである。
また後者 の資料 の問題 としては、資料 の収集・保管 に関する難点が存在する。例えば、昭和
44年 には、村 立の博物館 として「戸田村立造船郷土博物館」 とい う博物館が開館 して い る。 同

館 は、田方郡戸田村 (現 、
沼津市)が 設置 した村立の登録博物館 である。同村 は、
嘉永 7年 (1854)
に発生 した安政東海地震 によ り大破 ・沈没 したロ シア船 デ ィアナ号乗組員 の人員の受け入れを
行 った村 であ り、 ロシア人が滞在 した際の生活器具や、同村 に於 いて 日本 で初めて建造 された
洋式帆船 ヘ ダ号 に関す る資料が数多 く遺存 してい る

(10)。

当該博物館 は、村 内 に遺存す る これ

らの郷土資料 を収集 し、その資料 を基に博物館活動 を行ってい るのである。 しか し、すべ ての
自治体が特徴的な地域史・郷土資料 を持 っているとは限 らず、独立 した博物館 を建設 して も、
公開・活用 に耐えられる資料が少 ないため、博物館活動が ままならない とい う難点が存在 して
いる。 また、調査研究がなされていないために資料 の収集が で きないこ とや、収集 した資料の
保管環境 などの問題があることか ら、独立 した博物館 の建設に躊躇する自治体が多 いのではな
いか と推察 される。
博物館 の設置並 びに運営 には、「 人・ モノ・場」 の三要素が必要であ り、一要素 を欠 いて も
博物館 は成 り立たないのである。社会教育施設附属 の展示施設 は、本来の意味での博物館 では
ない ものの、博物館 の主たる機能 である「展示」 を行 う場 を設けた点 に於 いて評価 に値す る。
本県の附属施設は、独立 した博物館施設 を有 さない 自治体 に於 いて博物館 に代替す る存在 であ
り、専 門職員の未配置や資料 の収集、展示の更新等 の問題 を抱 えるものの、当該地域 の郷土博
物館機能を担 う存在 として重要な意義 を持つ ものであると考察す ることがで きる。
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第 2章

県立博物館設置問題
静岡県 には、人文 。自然を含め県立博物館 と称 される施設が設置 されていないこ とは先述 の

とお りである。本県 には県立博物館 は存在 しない ものの、平成26年 (2014)現 在 で県立美術館
をは じめ として 7つ の県営展示施設が所在 し、
平成28年 3月 開館予定 の県立の 自然系博物館 (仮
称 :ふ じの くに地球環境史 ミュー ジアム)建 設計画が進行 してい るなど、県 として博物館 ・展
示活動 に取 り組 んでい る事例 を見出す こ とがで きる。 また、戦前期 よ り本県立の博物館 ・陳列
館 の設置例 は確認す ることがで き、現在 に至るまでの歴 史 と実績 を有 してい る。本項 では、県
立の博物館設置 に関わる歴史を概 観 し、附属施設以外で唯一「県立」を冠す る博物館組織 であ
る静岡県立美術館 の開館 に至る時期について考察す る ものであ る。

1.本 県設置 の県立・県営展示組織 の概要
明治期 か ら現在 までに県が設置、または県立組織 に付帯 して開設 される展示施設は、19件 を
(・
その中で も、産業 に関わる展示施設が 6ヶ 所、学校附属施設が 3ケ
確認す るこ とがで きる
所、水族館・植物園 ・図書館が 2ヶ 所ずつ、博物館 ・美術館・科学館 が 1ケ 所ずつ、 さらにそ
)。

の他 の展示施設が lヶ 所 とい う館種 に区分す る ことがで きる。産業関連の展示室の内訳 として
は、産業奨励 を目的 とした明治期 の物産陳列館や静岡県貿易館が確認 で きるほか、農業試験場
な どの県営産業奨励組織 に附属 して、各 々が展示室を設けてい る。特 に後者の例 では、各組織
の活動状況 を表す機能 と、組織 の活動 に関連す る 自然・産業に関する展示機能 を持つ点 を特筆
で きる。当該施設 の展示 は、県営組織 の活動 を外部に公開する ことを目的 とす る所謂 PR館 に
近 い ものであ り、産業に関連するものであ りなが らも親 しみやす い展示 を意 図す る点が特徴的
である。
本県立の展示施設の源流 は、 明治11年 (1878)に 静岡師範学校 に設置 された「器械室」に求
めることがで きる。 しか し当該施設は、学校教育に資する ことを目的 とした ものであ り、 モノ
による情報伝達 を意図する施設であるものの、広 く一般民衆 に開かれた博物館 ではない。
県立の博物館的 な施設 としては、明治37年 の静岡県農事試験場陳列館 がその濫場 である。当
該施設 については、筆者別稿 に詳 しいため割愛す るが、農業関係者だけでな く一般大衆にも開
かれた施設であ り、農業研究 に基づいた資料展示 を意図 してい ることか ら、県立農業博物館 と
も換言 で きる存在 である

(12)。

現存す る県立の博物館的な施設 は、県立組織 の附属施設を含めて 7例 を確認す ることがで き
る。単独組織 としては静岡県立美術館 、静岡県地震防災セ ンターが存在 し、附属施設 として静
岡県立中央図書館展示室 (静 岡県埋 蔵文化財 セ ンター常設展示 )、 静岡県農林技術研究所農業
資料館 、静岡県林業技術 セ ンター森の科学館、静岡県立大学薬草園、静岡県水産技術研究所浜
名湖体験学習施設 「ウオッ ト」が運営 されてい る。
当該施設群中に於 いて、教育的意図 を持って運営 される施設 として、静岡県水産技術研究所
浜名湖体験学習施設「ウオッ ト」が特筆す るこ とがで きる。当館 は、平成12年 (2000)に 浜名
「 ウオッ ト」とは「ウォー
郡舞阪町 (現 、
浜松市西区舞阪町)に 建設 された県立 の水族館 であ り、
タースポ ッ ト」 と「魚

(う

(13)。

お)」 を掛けた公募愛称 で ある

当該施設 は、静岡県水産技術研

究所浜名湖分場 の附属施設 として、同施設 に隣接す る形で所在 してい る。 同館 の特徴 としては、
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・ポス ター等 で も「水族館」の名称 を用 いてお らず、
「体験学習施設」 の名 の通 り、
リー フレッ ト
水族 を用 いた展示及 び水 ・漁業・魚介類 に関す る体験学習 を意図する施設 として建設 されてい
る ことが挙げ られる。本県内に存在する水族館は、当該施設 を除 き全 てが私立館 であ り、大学
附属館 で ある東海大学海洋科学博物館 を除 き営利意識を持 った観光施設であるとい える。 しか
しなが ら、「ウオッ ト」 は体験学習を主たるテーマ としてお り、 また水産技術研究所附属であ
りなが らもその PRは 最小限 にとどめ、あ くまで資料 を用 いた学習・教育 を意図する点が他 の
私立館 とは異なる。 さらに、水族館施設であ りなが らも、内部に浜名湖の漁業及 び漁具 に関す
る展示 を設け、浜名湖 の 自然環境や浜名湖域 の生業 に関す る映像展示がなされるなど、環浜名
湖 を対象 とした水産博物館 とも換言で きるこ とが特筆 で きるのである。同館 は、県が設置する
他 の附属館 と比較 して も教育機能に重点が置かれてお り、水産技術研究所 の収集、調査・研究
機能 と組 み合わさるこ とで、博物館学的な意識 を持 った県立水族博物館 に比定す ることがで き
る施設であ る。
小結
本県立の博物館 関連諸施設 は、農事試験場 な どの県立組織 に付帯す る形で 開館す る例が多
く、内容 も帰属する組織 に沿 った施設が大半 である。 また本県立施設の傾向 として、教育組織
としての博物館設置 はこれまでにおいて も低調であ り、む しろ調査研究機関や産業分野 の組織
によって、設置が推進 される点が指摘で きる。特 に植物園は この傾向が強 く、有用植物園や県
立大学植物園 は取 りも直 さず研究に資す る為 の施設 である。産業分野 では、PR館 と称 される
組織が多 く、社会教育施設である博物館 とは趣 を異 とする存在 であ るとい える。 しか し、静岡
県立美術館 の開館 以降、教育 を意図する県立組織 も次第 に増 え始める。一例 としては、平成元
年建設 の静岡県地震防災セ ンターは、来 たる東海地震 に向けて正 しい防災知識 の伝達 を目的 と
す る施設 であ り、地震及 び防災教育 を主たる任務 としてい る。 当該施設 は、取 りも直 さず教育
を意図す る施設であ り、県が主導す る防災博物館 と換言 で きるものである。当該事例だけでな
く、先述 の「ウオッ ト」や建設 を予定 してい る 自然系博物館 など、今後教育を意図する県立組
織 が増加す る傾向にあると考察す るこ とがで きる。

2.県 立博物館設置へ の動 き
県内の県立博物館設置 に関す る動 きは、昭和38年 (1963)の 「静岡県文化 セ ンター」建設計
画 に遡 ることがで きる。当計画は、県内の社会教育・文化施設等 の中心的存在 となる文化 セ ン
ター を建設す る計画 であ る。「静岡県中央図書館報 「葵」創 立80周 年記念号』 には、県立 中央
図書館 の沿革の一部 として当該計画 について述べ られている

(14)。

昭和38年 、県は「教育文化 の振興」を県政の重点施策 とし、 この年 よ りの継続事業 とし
て、静清 の中間地区である草薙に大規模 な「県文化 セ ンター」の建設を企図 して建設準備
委員会 を設置、基本計画 の策定 を開始 した。
委員会 は神奈川、京都 など他府県 の文化施設 8カ 所 の視察 を行い、その結果等 を検討 し
構想 をまとめた。それは、笙 生 」 生盤立.IilZ二塵 量
量」ユ豊笙主
̲主 征笙重」翌 1笙■
̲塾整薗圭
=■
音楽ホール とし、それ らの施設が相互に有機的な連携 をもち、文化 エ リアとしての機能を

もつようにするというものであった。(下 線筆者)
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当該計画では、文化 センター を「図書館、美術館兼博物館、体育館、音楽ホール」か ら構成
す るものと してお り、取 りも直 さず静岡県が県立の博物館 ・美術館 の建設 を計画 してい ること
がわかる。草薙 の地には、
後年 になって静岡県立 中央図書館 と静岡県立美術館が開館 してい る。
しか し、
本計画 に於ける「静岡県文化 セ ンター」は、その構成要素の半分である体育館、
音楽 ホー
ルの機能 を兼 ねるものではなかった。実際に、静岡県文化 セ ンター として運営 されてい るもの
は図書館及 び美術館 であ り、同一組織 としての体育館、音楽 ホールは建設 されていない。 しか
し、静岡県立 中央図書館 と静岡県 立美術館 は草薙の地に隣接 して存在 してお り、 またやや離れ
て静岡県草薙総合運動場や静岡県 コンベ ンションアー ツセ ンターが建設 された ことか ら、より
広域的な範囲 に於 いて文化 ゾー ンを形成 し、当初計画である文化 ・教育 の中心的な存在 となっ
ていることが特筆 されるのである。
その後 しばらくは、県立 の博物館設置計画 に大 きな進展 は見 られなかった。 しか し、昭和54
年 になると、静岡県議会 の100年 記念事業 の一環 として県立館 の建設計画が再燃す る。 これは、
静岡県議会100年 記念事業調査特別委員会 に於 いて、美術館 の建設を記念事業 の一環 に加 える
ことが決定 された こ とに起 因す る。同年 11月 には、静岡県立美術館建設基本構想 が決定 し、翌
年 には県教育委員会事務局 に美術博物館建設準備室が設置 され、県立美術館 の設置 に向けて資
料 の収集等の準備 を開始 してい る。当初、美術館 の建設用地 として静岡市駿府公園が検討 され
ていた ものの、予定地の地下に中世 の遺跡が確認 された ことか ら、昭和58年 6月 に建設予定地
を変更 し、静岡県文化 セ ンター内に建設を行 うこととなった。 これ らの経緯 を経て、昭和59年
(15)。
に工事 が着工 し、昭和61年 に静 岡県立美術館 は開館 している

静岡県議会 100周 年記念事業 に伴 う計画 では、 当初計画 よ り「美術」 をテーマ とする博物館
建設 を意図 してお り、昭和38年 の文化 セ ンター建設計画時の「美術館兼博物館」か らよ り焦点
を絞った館種設定がなされてい る。 また、昭和61年 に県立美術館 が 開館 した一方 で、同年の新
総合計画 には「博物館構想 の推進」 とい う項 目が立て られ、文献調査や有識者 との博物館構想
懇話会 による検討を開始す るなど、美術館 とは別の県立博物館組織建設計画が始動 してい るこ
とも特筆 で きる点である。
このように して、静岡県立の博物館組織 は発足 したのであるが、県立の博物館組織 を有する
他 の県 に比べ て も設置が遅 い傾向 にある。 また、県立館の始 まりが美術館 とい う例 は特徴的で
あ り、全国的 にも特異な県 であると考え られる。 この背景には、明治時代 よ り県 が博物館設置
を先導せず、静岡県 として県立組織 の設置・運営に積極的でなかった歴 史が存在 しているので
ある。 また、民間に於 いて戦前 より積極的な博物館運営 の例が確認 で き、昭和27年 の三島市楽
寿国内郷 土館 の開館以 降、市町村 立の博物館 の増加 によ り、地域 の歴史や風土の研究・展示 を
現地で担 うとい う構造が確 立 されていったことか ら、 中央組織 としての県 立博物館があ まり意
図 されなかったもの と推定 される。現在建設が進んでいる 自然系博物館 については、 このよう
な変遷 を経て建設 される県立博物館であるため、取 りも直 さず今後 の展開が期待 されるもので
ある。
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第 3章

文化財 と公立博物館

1.埋 蔵文化財保護 と公立博物館
当該時期には、遺跡 の発掘調査ゃ埋 蔵文化財保護行政 の始 まりに伴 い、市町村 立の郷土博物
館が設置 される傾向にある。
埋 蔵文化財保護 に伴 う博物館設置の事例 としては、昭和30年 (1955)の 静岡考古館がその噴
矢である。当館 は、静岡市駿河区に所在す る特別史跡登呂遺跡 に隣接 して建設 された博物館で
ある。 日本屈指 の弥生時代集落遺跡 であ る登 呂遺跡 は、戦時中の昭和 18年 にプ ロペ ラエ場 の建
設工事中に発見 され、戦後 の昭和22年 か ら昭和25年 までの 4年 間、継続 して発掘調査が行われ
た。登 呂遺跡 の調査 では、発掘が進め られると同時に、調査が終了 した住居址 を見学 で きる形
に整備 し、 また相当量 の建築部材 が出土 した ことによ り、 これ らの部材 を用 いて住居 と倉庫 を
復元 してい る。本遺跡 の整備 は、遺構付近 に研究成果に基づいた建物 の実物大模型 (=復 元建
物 )を 建築 し、 また森林跡に当時生育 していた と考 えられる樹木を植 え、集落 と周辺環境 を復
元するとい った集落復原型遺跡整備 の先鞭 をつ けた例 として重要 であ る。
静岡考古館 は、登呂遺跡 の発掘調査で出上 した資料 の保管 と公 開を目的 として建設 された施
設 であ り、我が国の遺跡博物館 の最初期 の例 に比定 されるものである。当館 の設立 は、発掘調
査実施中である昭和23年 5月 の「登呂遺跡調査後援募金運動趣意書」に於 いて、その設置につ
いて初めて示唆 されてい る(16)。
なほ この登呂遺跡調査會 の學者諸氏 の調査が終 わ りましたならば、発見 の遺物 を静岡に
持ち帰 りをお願 い し、それによつ て静岡の地に古代文化博物館 を建設 し、 日本の建國営時
の姿 を科學的根拠 によつ て世に明かに し、再建に奮 い立つ われわれの踏台 としたい とい う
念願を持つてい るとい うことを耳に入れてお きたい と思 い ます。
また、上記募金活動 を実施す る目的で設立 された登呂遺跡調査後援会 の規則 では、「観光対
(17)、
文化施
象 としての諸施設」及び「 日本上代文化博物館 (仮 称 )」 の建設が掲げ られてお り
設 としての博物館 を設置すると共に、登呂遺跡に観光的な位置づ けをするとい う意図が介在 し

ていることが読み取 れる。
さらに、同年 8月 に開催 された 「登呂遺跡 講演 と映画 "の 会」 では、講演者 であ る明治大
学 の後藤守一 より「登呂遺跡 の重要性」 とい うテーマで講演がなされ、その中で出土品保存施
設設立に関す る提言がなされてい ることも特筆で きる

(18)。

この ような考えを基盤 とし、静岡市が主導 して建設 された施設が静岡考古館である。当該施
設 は、登 呂遺跡 の出土資料 を保存 ・展示す るだけで な く、考古館が主体 となって市内の遺跡 の
調査・研究を実施 している点が特筆 される。 この点 は、発掘調査 を実施 した遺跡に対 し『静岡
考古館研究報告』 として報告 を作成 していることか ら確認 で きる。 また同館では、特別展示や
「郷
静岡市 の文化機関 として
中学生 向けサマースクールの開催な どの計画が成 されているほか、
(19)、
土の文化財 をたずねる会」 と称す る講演・見学会 を実施するなど
様 々な教育普及活動 を
模索 してお り、戦後 の郷土博物館 の在 り方 について一つのモデルケース となった施設 であ ると
看取 される。
静岡考古館 は、昭和46年 に一度閉館 し、昭和47年 に静岡市立登 呂博物館 として新規開館 して
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い る。平成 6年 (1994)に は、館 の一階部分 を参加体験型展示 にリニューアル し、 また平成22
館その もののリニ ュー アルを挙行 している。 当該博物館 は、
年 にはそれまでの建物 を取 り壊 し、
平成 6年 以降「参加・体験」 を重視 した博物館づ くりを推進 し、平成22年 の リニュー アル時 に
は、「登呂遺跡が伝 える歴史や文化あるい は地域 について、豊かな実感をもって学 ぶ ことがで
きる場 とな り、人 々の活気 にあふれる集 い と温 もりのある交流 を創出」す る こ とを目的に、館
(20)。
の内外 で遺跡 を通 じた様 々な参加・ 体験 がで きる ような展示構成 を行 ってい る
登呂遺跡 とその博物館 は、埋蔵文化財 の発掘調査 に基 づ き、その資料の保存 ・展示 を初めて
行 った事例 として評価 で きる。 また、遺跡 を保存す るだけでな く、一般民衆 にもわか りやす い
情報伝達 を行 う目的 を持ち、遺跡 の復元や弥生時代 の生活体験等 を実施 してい る。 これは、遺
跡 を中心 とした博物館 のあ り方の規範になる存在 である と考 えられ、現在 も我が国の遺跡博物
館 を先導す る例 として特筆で きるのであ る。
本県の博物館 の中には、遺跡博物館 とし
て発生 したのちに統合 ・改組 され、郷土博

易
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ロ
ロ
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物館 としての性格 を付与 された事例が存在
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し、中で も浜松市博物館 の例 を挙げること

ロ

がで きる。浜松市博物館 は、縄文時代後期

%

〜晩期 の貝塚及 び集落遺跡である蜆塚遺跡
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に隣接する遺跡博物館 である。
蜆塚遺跡 は、
レ

江戸期 よ り蜆 の貝殻が採取 で きる地 として
その存在 が知 られてお り、昭和30年 〜33年

図1 蜆塚遺跡貝層保護施設

にかけて学術的な発掘調査が実施 されてぃ

る。調査終了後の昭和35年 には、貝層 の現状保存且つ一般 の観覧 に供す るための覆屋が整備 さ
れ、五万点にも及ぶ 出土資料 を保管 ・展示す るための「蜆塚遺跡出土品収蔵庫」が整備 されて
いる。当該施設 は、後述 の浜松市郷 土博物館 の分館 に指定 されてお り、昭和39年 には展示機能
を強化する形で蜆塚遺跡陳列館が新築開館 してい る

(21)。

廃城令)
昭和33年 には、明治 6年 (1873)の 「全国城郭存廃 ノ処分並兵営地等撰定方」 (通 称、
によって破却 された浜松城が復興 され、天守閣内部 に「浜松市郷土博物館」が設置 されてい る。
浜松市郷土博物館 では、浜松市・浜松城 にゆか りのあ る歴 史・民俗資料 の展示がなされてお り、
城郭内に所在 しなが らもあ くまで郷土を扱 う博物館 であ ったとされてい る。 しか し、同館 の展
示 に対 しては、以下 のような意見 も確認 で きる

(22)。

浜松城 の復元天守閣が、外観 を観光筋に、中身は郷土博物館 とい うことで、二人三脚 の
奇妙な運営がはか られてきた ものの、陳列品は寄せ集めで、系統 だっての コ レクションで
はなかった。中にはこれが喪われたら大変だとい う、貴重 な品のあれ これが散見 はされて
い るが、わる くい えばば らばら、ち ぐは ぐな印象が残 された ことは事実 である。
この ように、浜松城 の博物館 では、収集 した資料 を単 に並べ るだけの展示 がなされてお り、
現代的 な博物館 の展示 の在 り方ではなか った と推察される。
昭和40年 代後半か らは、浜松市郷 土博物館が主体 となって市内 に散在す る民俗資料 の収集
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を開始 し、昭和47年 には民俗資料館 の建設
構想が、翌年 には後述の伊場遺跡 の発掘調
Y.

査に伴 った伊場遺跡資料館 と総合博物館 の
建設事業が 開始 されている。 さらに、昭和
51年 には浜松市博物館基本構想 が まとめ ら

れ、昭和54年 に蜆塚遺跡に隣接する形で浜
[

松市博物館 が開館 してい る

(23)。

浜松市博物館 の特徴 としては、その母体

―

̀」

となった浜松市郷土博物館 が復興浜松城内

ぼ

図2 浜松市博物館 外観

に置かれた所謂「城郭博物館」 であ り、 ま

た蜆塚遺跡 と伊場遺跡 の両遺跡博物館 を取 り込む ことで完成 した ことが挙げ られる。同館の資
料 は、浜松市郷土博物館 の収蔵資料 を基盤 とし、 さらに市内か ら収集 した歴史・民俗資料や発
掘調査 で得 られた考古資料、及び蜆塚遺跡陳列館収蔵資料 を集積す る ことで コ レクションを形
成 してい る。 当館 は、歴 史及 び考古系博物館 の集合 によってその基礎が作 られたとい う設立経
緯があるものの、歴史・考古 に偏重 しない郷土資料 の収集・展示 を行 う施設であるとして、郷
土博物館 の好例 といえる。 また、郷土博物館であ りなが らも、 隣接する蜆塚遺跡 の保存 と活用
を積極的に行っている ことか ら、活 きた遺跡博物館 の好事例 とも考えられるのであ る。 さらに
は、平成17年 に市町村合併を行 った際 に、市内の歴 史系博物館 の協同を目的 とした「新浜松市
歴史系博物館群」が構築 されてお り、
浜松市博物館 はその中核施設 として位置づ けられている。
浜松市博物館 は、昭和30年 代 にその萌芽があ り、埋蔵文化財保護行政の展開 と共に発展 し、地
域 の社会教育・生涯学習の中核 として醸成 されていった存在 であると考察する ことがで きる。
また、埋 蔵文化財 の保護 に伴 い博物館が設置 されてはい るが、保護すべ き遺跡 自体がすでに
湮滅 してい る例が存在 している。 これは、浜松市に所在 した伊場遺跡 および伊場遺跡資料館 に
関す る事例 である。
伊場遺跡 は、弥生時代 の集落遺構 を中心 として、奈良 。平安期 などに跨 る複合遺跡 である。
太平洋戦争時の浜松攻撃に於 いて穿 たれた穴 よ り、昭和24年 に弥生土器が出土 した ことが きっ
かけとな り、13次 に亘 る発掘調査 を経て昭和29年 に県史跡 に指定 されてい る。発掘調査 では、
弥生時代 の集落、古墳 〜平安 にか けての建物跡な どの遺構が検出され、 また「己亥年五 月十九
日測評竹田里人」 と記 された木簡や、土器 ・絵馬・短甲状木製品など非常に特異な遺物が出土
してい る。 これ らの資料 を保管 し、且つ一般公開を目的 として、昭和50年 に伊場遺跡資料館が
(2)。

開館 してい る

伊場遺跡が考古学史上有名 となったのは、開発工事 の為 に静岡県教育委員会が史跡指定を解
除 し、それに反発する市民お よび全 国の考古学者 との 間で訴訟問題が発生 した こ とに起 因す る。
当該事例 に関 しては、椎名慎太郎 の 『歴史保存 と伊場遺跡』 に詳 しいこ とか ら(25)、 本稿 では
概要のみ を示す こととする。事 の発端は、東海道本線の高架化 と貨物駅建設のための用地 とし
て、伊場遺跡 の史跡指定地 の使用 を国鉄が計画 した ことである。県史跡に指定 されていた伊場
遺跡には、指定後標柱以外 の整備がなされてお らず、一見 して雑草 の生い茂 る荒蕪地であ った
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とされてい る。伊場遺跡 は、元 々の国鉄用地 に隣接す る地に所在 してお り、国鉄 としては元来
の敷地 に隣接する荒蕪地を活用 したい と考えたと推定 される。そ して、 この開発 に県教委お よ
び市教委が呼応 し、昭和50年 11月 には史跡指定解除 と公有地化 した史跡指定地 の譲渡がなされ
てい る。 この決定を不服 とし、遠江考古学研究会や伊場遺跡 を守 る会を中心 に、指定解除処分
取 り消 しを求める訴訟が行われてい る。後 に伊場訴訟 と称 される この訴訟 は、原告 である考古
学者側が、史跡指定解除処分 の取消 しを求めるための法律 上の利益 を有 してお らず、訴訟にお
ける原告適格 を有 さないこ とを理由に、棄却 されてい る。 当該訴訟 は、言 うなれば指定文化財
を破壊する行政の動 きに対 し、市民側 は異議 申 し立てを行 う権利 を持たないこ とを公に示 した
事件 であ り、その後 の遺跡保存運動 の在 り方に少なか らず影響 を与えたもの と考察 される。
伊場遺跡資料館 は、 史跡 の指定解除が通達 された年 と時 を同 じく開館 してお り、単に出土遺
物 の保管・展示 を行 う遺跡博物館 を開館す るの とは異な る意図が介在 してい ると推 察 される。
『広報はままつ』第503号 に記 されてい る資料館開館 の報道 では、「伊場遺跡 を保存」 とい うよ
うな語 は使用 されてお らず、すでに指定解除・開発が決定 したの ちに報道 された と考 えられる。
また資料館 を建設 してい る時期 は、遠江考古学研究会や伊場遺跡 を守 る会によって保存運動が
展開 されてい る時期 と合致す る。 このことか ら浜松市 としては、保存運動 を推進する人 々に対
して、資料館建設によって遺跡 の記録保存がなされることで、遺跡保存運動 の停止 または譲歩
させる意図があ ったのではないか と推察 される。地域住民 には、「伊場遺跡 とい うものが存在
していた」 ことを、資料館 の建設 を通 じて周知 し、遺跡その ものは存在 しないが市 として最低
限博物館 を建設 した とい う免罪符的な意図 も持ち合わせていたとも推定 されるのである。
伊場遺跡 の旧所在地 は、その大半が現在 もJRが 管轄す る鉄道用地 となってお り、遺跡範囲
の一部のみが浜松市 の所管す る伊場遺跡公園 として整備 されてい る。伊場遺跡資料館 も、当該
公園の一角に所在 してお り、 ご くわずかな遺跡範囲ではあるが、博物館 を伴 った遺跡整備 の実
践例 であ るとい える。 しか し、市町村合併 に伴 う博物館組織 の再編 の一環 として、平成23年 3
月末 を以て伊場遺跡資料館 は閉館 してい る

(26)。

結果的 に遺跡 の全面保存が なされず、伊場遺

跡 の存在 を紹介 して きた資料館 も閉館 した ことで、今後伊場遺跡 の知名度 は急速 に低下す る傾
向にあ ると考察 される。過去 にこのような遺跡が存在 し、遺跡保存 をめ ぐって様 々な時代 の動
きがあったことを後世 に伝えるためにも、改めて博物館 の存在 は必要なのである。市 の政策 と
して資料館が閉館 した ことは、今後 も覆 る見込みは無 い と考えられるが、その収蔵資料 を浜松
市博物館 や市内所在 の博物館 で活用 し、 また伊場遺跡公園の教育活動 での利用な どを考慮す る
ことで、今後 も伊場遺跡 の存在 を風化 させ ない取 り組 みが必要であると断言す るものである。
小結
戦後の公立博物館 は、埋蔵文化財 の発掘調査 と深 く結 びつ く形で開館する例が多い。埋蔵文
化財 は、地 中に埋没 してい るとい う性格 上、歴 史・民俗 といった他の資料 と違 い個人の所有物
であ ることは必ず しも多 くない。 また発掘調査は、行政が主管 してい ることか ら、調査で出土
した資料は自治体 の所有 とな り、その資料 を基盤に博物館 を建設するとい う事例 は、全 国的 に
非常 に多 いのであ る。本県 において も、本項 で示 した 3館 以外 にも、 国史跡上 白岩遺跡 に隣接
す る伊豆市 の中伊豆歴史民俗資料館や、弥生時代 の水 田遺跡である山木遺跡 の 出土資料 を保存・
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展示す る 目的 で設置 された伊豆の国 市 韮 山郷土史料館 な ど、 様 々 な設置例 を確認で きる。 この
こ とか ら、 本県 に於 い て も公立博 物館 の 発生 には埋 蔵文化財保護 が 深 く関 わってお り、 また静
岡考古館 や蜆塚遺跡 陳列館 な ど、我 が国 の先駆 けになる よ うな事例 を有す る こ とが特 筆 で きる
ので あ る。

2.歴 史的建造物 の 利用 と公立 博物館
埋 蔵文化財行政 に伴 う公立博物館が展開 を始める時期 と時を同 じくして、歴史的建造物 を保
存 し博物館 の建物 として利用す る実践例 の増加が見 られる。歴史的建造物 を活か し博物館 に設
える事例は、表 2に 示す通 りである。歴史的建造物 を活用す る博物館 は、建物 の来歴に関係 の
ある展示 を行 う傾向が強い ものの、中には郷土博物館 として地域の歴 史・民俗 ・風土を扱 う施
設 も確認す ることがで きる。
表2

静岡県内の主要な歴史 的建造物利用博物館
歴史的建造物 名

設置年

設置場所

昭和28年

磐 ￨‖ 市

旧見付学校

昭和47年

富士 市

1日

昭和47年

伊豆の 国市

‖

50年

松崎町

磐 Ll市 立郷

11館

富 士川町立地方歴史民俗資料館

稲葉家住宅

旧宗徳寺庫裡
1日

展示施設名

長岡郷土資料館
松崎町岩科郷 七館

岩科 羊校
̀｀

̀{和 51年
昭和

湖西市

新居関所跡

新居関所 史料館

和51年

磐 IH市

静 岡県 立 農学校 講堂

静 岡県立磐田農業高等学校記念館

昭和54年

森町

旧周智郡役所 (移 築)

森町歴史民俗資料館

昭和57年

菊川市

旧内田尋常高等小学校

Π
5941
イ
{矛 日

伊 り:市

大井 上理 農学研究所

内田郷土資料館
大井上記念館 。大井上 康学術文献資料館

昭和60年

伊東市

木下杢太郎旧居

伊東 市立木下杢太郎記念館

日634:
昭矛

松崎町

1日

平成4年

磐田市

旧見付 学 校

磐田市旧見付学校 (改 称 )

平成4年

松崎町

IH岩 科学校

重要文化財岩科学校 (改 称 )

平成5年

菊川市

黒田家代官屋敷

平成 11年

浜松市

旧王子製紙製品倉庫

黒田家代官屋敷資料館
木材 パ ルプの 資料館

平成11年

袋丼 市

旧澤野医院

澤野医院記念館

平成 12年

藤枝市

人旅籠柏屋

岡部宿大旅籠柏屋

平成 13年

磐 田市

旧赤松家住宅

磐田市旧赤松家記念館

平成 13年

浜松市

旧浜松銀行協会

平成 13年

伊束 市

IH木 造温泉旅館東海館

平成16年

三 島市

旧河合家住宅

木下恵介記念館
伊東温泉観光 ・文化施設 東海館
三嶋暦師の館

平成20年

富 士市

旧稲葉家住宅

さ
14,,た 22イ l:

浜松市

旧二俣 町役場

1召

中瀬邸

明治商家中瀬邸

富 士川民俗 資料館 (合 併、改称 )
本田宗 一郎 ものづ くり伝承館

歴 史的建造物 を活用 した博物館 としては、昭和28年 (1953)の 磐田市立郷土館がその晴矢で
あ る。当館 は、明治 5年 (1872)の 学制発布 に伴 い、明治 8年 に磐田市内 に建設 された見付学
校 の建物 を利用 した博物館 である。見付学校 は、現存す る日本最古 の木造擬洋風小学校校舎 と
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して、昭和44年 に隣接する磐田文庫 と共 に
国史跡 に指定 されて い る

(27)。

平成 3年 に

は解体保存工事が終了 し、翌年 には磐田市
立郷土館か ら磐田市旧見付学校へ と改称 し

幽し、

ている。当該施設は、郷土館 の開館当時 よ
り学校関連 の資料 を収蔵・展示す るだけで
な く、郷土に関す る歴 史・民俗 。芸能 ・ 自

E

」

塁

1須 ロ

猛

g

画 されてお り、昭和30年 には博物館相当施
(28)。

壼

̀

然科学等 を展示す る郷土博物館 として計
設 に指定 されてい る

彗

図3 磐田市旧見付学校 外観

現在 に於 いて も、

磐田市 には郷上の歴史・民俗 ・風土を伝 える博物館が存在 してお らず、内部 に歴史・民俗資料
を展示す る旧見付学校 がその役割 を担 ってい ると看取 される。
旧見付学校 の展示の傾向 としては、学校施設 を活用するとい う性質上、学校教育 に関連す る
黒板 の原型である「石板」や生徒 の成績品が展示 され、
資料 の展示が大半 を占める。館内では、
また当時の授業の様子 を、等 身大 の人形を用 いて表現 してい る。現在の展示 に於いては、学校
「伝酒井之太鼓」な ど近世磐田 にゆか りのあ
教育以外 の郷土資料 の展示 はやや少 ない ものの、
る歴史資料等の展示が確認で きる。
一方同市内 には、郷土の偉人である赤松
家 の旧家を改修 した「磐田市旧赤松家記念
3菫

館」 が所在 し、此方 では赤松家 ゆか りの

=■

V'1●

■

資料及 び人物 の展示 を実施 してい る。同館
では、記念館に隣接する形で旧赤松家内蔵
,

ギャラリーが設置 されてお り、市民 の作品
展示 を 2週 間 ごとの交代 で可能 とした文化

.

暉

ホール としての役割 を付与 されている。 当
該施設 は、磐 田市 主催 の教育活動が盛んに
図4 1日 赤松家内蔵ギヤラリー

お こなわれてお り、磐田市が主催す る博物

館関連教育普及活動 の中核施設 となってい る。 さらに磐田市では、市内発掘調査 の成果を公開
す るために、埋蔵文化財 セ ンター に展示室 を設置 している。これ らの 3館 は、市内で も非常 に
狭 い範囲内に密集 して存在 してお り、中央博物館 を持 たない磐田市 に於 いて、それに代替す る
機能を分化 して担 っていると見倣す ことがで きる。市営 の 3施 設がそれぞれに資料 を持ち、独
立 した博物館施設 として運営すると同時に、 3館 の関連により地域 を包括する郷土博物館 とし
て機能す るとい う点 で特筆すべ き事例であるといえる。
歴史的建造物 ではない ものの、博物館以外 の 目的で建設 された建造物 を郷土博物館 として使
用する例 には、
本県では富士川町郷土資料館が これに該当 している。富士川町立郷土資料館 は、
閉店 となった清水銀行旧岩淵支店 の店舗 を、平成17年 (2005)4月 に旧富士川町が無償 で借受
け、建物 自体は一切改修せず に博物館 として開館 させた ものである。 同館 では、1階 の店舗部
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分を旧富士川町内で出土 した埋蔵文化財 の優品の展示 コーナー並びに埋蔵文化財保管庫 に、 2
階を町の行政資料等 の倉庫兼埋蔵文化財整理室 として活用 していたものである。
富士川町には、昭和47年 に富士川町立地方歴 史民俗資料館 が設置 されてお り、郷土資料館 は
同館 と機能分化す る存在 として整備 されてい る。具体的 には、富士川町立地方歴史民俗資料館
は、1日 稲葉家住宅 と呼 ばれる茅葺農家 を移築復原 した もの を中心 として、建物内部を民具や歴
史資料 の展示室 として活用する歴史的建造物利用博物館である。 また、 1日 稲葉家住宅に隣接 し
て、木造 の簡便な倉庫 が併設 されてお り、内部 に展示ケース を設置 して考古資料 の展示 を実施
していた。 さらに、平成17年 の郷土資料館 の開館 に際 して、考古資料 を郷土 資料館 に移転 して
お り、歴史民俗資料館では民俗 と歴 史 に関す る資料 を、郷土資料館では考古資料 をそれぞれ専
門的に取 り扱 うもの として機能分化 がなされてい る(")。 両館 は、機能分化 を しつつ も、共 に
旧富士川町教 育委員会社会教育課が所管 してお り、町内の博物館組織 として一体的な運営がな
されていたと考 えられる。
富士川町は、平成20年 11月 1日 に富士市 と合併 してお り、富士川町立地方歴史民俗資料館 も
富士市立博物館分館富士川民俗資料館 と改称 されている。 しか し富士川町郷土資料館 は、平成
20年 10月 31日 をもって 閉館 して い る。この経緯 としては、合併 に伴 う協議 に於 いて町側か ら同

館存続 の要望があ り、合併後 は富士市立博物館 の分館 (仮 称 :富 士市立富士川歴史館 )と して
整備・存続 させる計画で富士市教育委員会が調整 していた。 しか し、施設 の現況を調査 したと
ころ、公共施設 として利用す るには耐震性に問題があ り、博物館 として公開す るためには、大
規模な耐震補強〜改修工事が必要であると判定 された ことか ら、合併 をもって閉館す ることと
(m。

なった とされてい る

富士川町郷土資料館 は、現存 はしてい ない ものの、市町村立の博物館 の 中で も特徴的な事例
であるとい える。本県内に於 いて2館 以上 の町立博物館 を同時 に設置・運営する事例 は殆 ど存
在せず、 また町内の博物館同士 で機能分化 させる例は富士川町を除 き皆無である。当該特徴 を
持 ち合わせることとなった理由としては、取 りも直 さず展示に供する資料が潤沢 であったこと
が指摘 され よう。 1日 富士川町では、町内に伝来する民俗資料 (農 耕他生業関係民具他、数百点)
や、歴 史資料 な どの収集を行 っていた。 また、東名高速道路 と附属施設 の建設をは じめ とした
各種公共事業 に伴 う発掘調査 により、様 々な時代 の考古資料 (破 魔射場遺跡・浅間林遺跡 ・中
野遺跡・妙見古墳群・室野坂古墳群、その他 の町内各遺跡出土資料、合計テ ンバ コ2∞0箱 以上)
が出土 してい る。発掘調査 で出土 した資料 の中には、古墳時代 の金装大刀や玉類、古代 の墨書・
刻書土器 な ど全 国的にも貴重 な資料が存在 してお り、合併先の富士市 に所在す る富士市 立博物
館 で常設展示 されてい る もの も存在す る。富士川町では、積極的な資料 の収集や、町内発掘調
査による取得に よって、博物館 の三大要素 のひとつである「モノ」 を確保 したといえる。
当該博物館 は、発掘調査後 に保管 されるだけであることの多い地域 の考古資料 を活用 し、一
般 の観覧 に供する取 り組み を行 った点が評価 で きる。 また、地域 に由来する優秀なモノを活用
し、同 じく地域 に所在する建物 を博物館設置 の場 とす ることで、地域 に根差 した博物館構築 を
行 った点が特筆 に値するのである。
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小結
本県 における歴史的建造物利用博物館 は、絶対数は多 くない ものの、館 のテーマが多種多様
であることが特筆 で きる。 しか し、建物に由来する資料 を少数展示 し、当時の様子を人形で再
現す る展示 が大半 を占める といった旧態依然の施設が大半 である ことも、本県 の特徴 であ ろ う。
歴史的建造物利用博物館 は、建物 の もつ歴史を展示 に反映 し、それを後世に伝 えることも重要
な意義 であ る。 しか し、情景再現に終始す る展示 では、歴 史的建造物 の情報 を十分に伝達する
ことはで きない。 このことか ら、歴史的建造物利用博物館に於 いて も資料 の収集・展示 につい
て研究 し、その更新が適宜なされてい くことが肝要 であ る。
また、歴 史的建造物 の中に郷土博物館 を建設す る際 には、郷上の展示 の一環 として利用す る
建物に関す る展示・紹介が盛 り込 まれる ことを期待 したい。歴史的建造物利用博物館 には、館
の外に建築物 の解説板 があるのみで、館内 に建物 の説明が全 く存在 しない例が存在す る。動 も
す ると、「登録有形文化財」等 のプレー トが建物 に設置 されるのみで、他 の情報が何 もわか ら
ない館 も現実 に存在す るので ある。歴史的建造物 は、建物その ものが資料且つ展示物 である。
その建造物 を使用する以上、建物 は館内の資料 と同等 の価値 を持つ ものであ り、 とりもなおさ
ず利用す る建物 に関す る展示・紹介が必要なのであ る。
本県の博物館史上、歴史的建造物を利用 した博物館施設はあまり多 くない。 しか し、磐田市
立郷土館 の ように、歴史的建造物利用博物館が地域 で初めて建設 された博物館であ り、郷土博
物館 として機能 してい る例 も存在 してい るのである。歴史的建造物利用博物館 は、建築物 と展
示資料 の両面 より地域文化財 の継承 を目指す存在 であ り、博物館発生の一要因 として、静岡県
博物館史 に欠かせ ない要素 であると考察で きる。

3.静 岡県内の公立博物館 の推移 と傾向
戦後期 の静岡県内の公立博物館 は、社会教育施設附属施設や登呂遺跡 の発掘調査に伴 う遺跡
博物館 の設置 に端 を発 し、 これ までに207館 の博物館 が開館 してい る

(31)。

表 3は 、戦後 に開館

した公立博物館 を一覧 とした ものであ る。
表3
開館 年

所 在地

昭和21年

静 岡市

Π
r{和 23年
昭和 24年

戦後 に開館 した静岡県内の公立博物館 一 覧
開館 年

館名

館名

昭和32年

静 岡市

昭和 32年

牧之原 ￨￨,

東京教育大学臨海実験所水族館

昭 和 33年

浜松市

浜松市動物 園

昭和 3.1年

静岡市

静岡市立児童会館

′
i和 34年

御殿場 市

富士 御胎 内清宏固

静 岡県立葵文庫郷土館

1南 伊豆町 1伊 豆 薬用植物栽培 試験場
ド田市

所 在地

静 岡県児童 会館
相良町中央公民館展小室
浜松市郷 :L博 物館

昭 和 25年

浜松市

昭和 25年

南 ￨1豆 町

昭和25年

沼 }世 市

沼津市営水 族館

昭和 35年

,■

口26イ
不
「

熱海市

熱海水族館

昭和 35年

浜松市

昭和27年

静岡 市

興津 町西回寺記 念館

昭和 36年

,兵

昭和27年

三 島市

':島 楽寿 園内郷 上館 ・ 動物 園

昭和 37年

浜松市

静 岡大学 高柳記念館
ヽ 松 市児童会館

昭和28年

磐 田市

磐 田市立郷 七館

￨￨

浜松 市

浜松市蜆塚遺跡陳列館

昭和29年

浜松市

静 岡県営弁 人島水族館

昭和42年

伊 1た の 卜1市

昭 和 30年

静 岡市

静岡考 占館

昭和 42年

熱 海市

II召

静 岡県 有用植物 ￨̀
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不日39̀Fl

松市
松 lj

蜆塚 lt塚 出土品収蔵庫
金原明善記念館

,【

IL山

町立郷上 史料館

熱海市立図書館郷土資料室

戦後期 の静岡県内に於ける公立博物館 の展 開

昭和 44年

静 岡 ￨￨,

静 岡1,立 日本平動物 園

昭和 44年

沼津 市

戸 田村造船郷土資料博物館

‖
:{不 1157イ ￨:

浜松 市

さ くま郷 ―
ヒ遺産保存館

{府 157イ l:

函南町

函南町民俗資料収蔵庫

1′

イ
千口57イ ￨:

菊川市

内 田郷

『

浜北市社会 教育 セ ンター 郷 土 資

昭和45年

浜松 市

昭和44年

浜松 市

浜松市 フラワーパ ー ク

I′

日581:

浜松市

浜松 市動物 園 (新 規 開園 )

昭和 45年

富士宮市

富士官市 立郷 上資料館

̀不
日
ri不 日
581:

浜松市

龍 山郷土文化保存伝 習施 設

料室

1:資

料館

46(￨
不日

浜松 市

浜松市美術館

1:{ホ

ロ
59イ li

浜松市

昭和 46年

三鳥 市

:島 市郷土∬

￨17{禾

日591:

沼津 ￨￨,

浜松市立賀茂真淵記念館
′サ
,卜 市 明治史￨1館

和 46年

焼津 市

lr{不

日59イ ￨:

熱海市

初島海洋 資料館

昭和47年

静 岡市

静 岡市立登 呂博物館

‖
7{■159イ l:

浜松 市

三 ヶ日町公 民館民俗 資料館

昭和47年

富 士市

富 士 川町立地方歴 史民俗 資料館

昭和 59年

御前崎 市

￨￨「

￨1召

昭和 48年

浜松 市

昭和49年

,召

昭和49年
昭和49年
昭和50年

i

焼津 市 立焼津 図書館 郷土 資料展
示室

‖
59イ ￨:
イ
i禾 Π

1浜 松市民俗 資料収蔵庫

ヽ
まl,

沼津市歴史民俗 資料陳列館

]ri不

磐 田市

岡部町中央公民館民俗 資料室

117{和

富
静「1市

宮十市 九火 自然館 資料」(

:r{不

静 岡 市文化財資料館

17{和 6

li市

浄岡市

浜岡町郷土 資料館
静岡県
文化財調査研究所
'1蔵
南伊豆郷土館

日
6()イ ￨:

南伊豆 町

60年

磐田市

竜洋町郷上資料館

日
60イ ￨:

浜松市

浜松 まつ り会館

￨:

焼津 市

焼津市歴 史民俗 資オ1館

■東市
イ

伊 東市立木下 杢太郎記 念館

昭和50年

松崎 町

松崎 町 岩科郷上館

日 日
60イ 1:

昭 和 50年

浜松 市

伊庭遺跡資料館

̀{不
‖
''和 6α l:

清水 町

清水町 立 図書館 資料展 示室

昭 和 50年

静 岡市

静 岡市 立日本平動物 園資料館

1′ {不

口
611:

磐 田市

磐 田市理 蔵文化財 セ ン ター

昭和50年

磐 日1市

61年

浜松市

浜松科学館

昭和 51年

i胡

豊 岡村 豊 岡総合 セ ン ター 薬草 資

￨￨:{和

料館

西 l,

新居関所 史料館

￨￨'1禾

和 51年

磐 日1市

県立磐 田農業高等学校 記念館

昭和62年

浜松市

白井鐵造記念館

昭和 52年

菊川 市

小笠町中央 公民館 資料展示室

昭 和 62̀l:

藤枝 市

藤枝 市郷土博物館

11召

昭和 52年

島田 l'

島田 市民俗 資料室

昭和 52年

磐 ￨‖ 市

豊■,町 郷土資料館

昭和 53年

裾野 市

裾野市立富士 山資料館

昭和 53年

牧之原 市

榛原町郷土資料館

昭和 53年

静岡市

昭和 54年

1昭 和M年 1
昭和55年

浜松 市

森町

中伊豆歴 史民俗 資料館

昭和62年

藤枝市

藤枝市西益津 公民館常設展 示室

昭和 62年

轄 田市

竜洋町近代生活文化 資料館

清水市文化 会館展 示室

昭和 63年

浜松市

浜松 復興記念館

浜松 市博物館

Π
口63イ ￨:
召不

浜松 市

浜松文芸館

1昭

細江 町立姫街道歴 史民俗資料館

大東北公民館大東町郷土資料室

磐田I'

昭和 56年

熱海 市

静 岡県農業試験場 農業 資料館
―
熱海市 立伊豆 山郷 t資 料館

和 56年

静岡市

静岡市立芹沢鐘 介美術館

(松 本亀次郎資料館 )

和63年 1 松崎町 1明 治商家中瀬邸
浜松市

Л
63イ ￨:
ri不 日

占田町

吉 田町郷 t資 料館

平成元年

浜松市

万葉 の 森公園

平成元年

￨'岡 市

静岡県地震 防災 セ ンター

平成九年

静岡 市

静 岡県 立大学業草 園

静岡 1'

駿府城辰 巳櫓

平成元年
平成元年
1'成

昭和 56年

富士 市

昭 和 56年

浜松 市

浜北市 文化 セ ンター郷土資料室

昭和57年

浜松 ￨li

1■

禾日57年

浜松 市

2年

学館

伊豆 の国市 人仁 町立図書館展示室
浜松市

浜松市 気賀 関所

ケ11:資 料館

平成 2年

浜松市

舞阪郷 上 資料館

浜松市 大文台

平成 2年

熱海 市

￨￨1山 晋平記念館

浜松 市

佐 久間民俗文化伝 承館

,
袋井 ‖

浅羽町郷土資料館

昭和 57年

伊豆 市

修 善寺 町 立郷土 資料館

平成 2年

n=和 57年

沼津 市

駿河湾深海 生物館

平成 3年
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￨

静 岡県林 業技 術 セ ン ター 森 の 科

日
63イ ￨:

Hr{不

相 良町史料館 ・民俗 資料館
富士 市立博物館

1昭

1熱 海市 立澤 田政廣記 念美術館 ￨

伊豆 市

昭和 55年

牧之原 市

静 岡県立美術館

熱海市

掛川市

昭和 56年

岡市

日62イ ￨:
不

IIrイ

昭和55年

ll召

iル

1昭 和62年 1

1森 町歴 史民俗資料館

浜松 市

l161イ 1:

戦後期 の静岡県内 に於け る公立博物館 の展開

平成 3年
平成 3年
平成 4年
平成 4年
平成 4年
平成 4年
￨

￨

1平 成 4年 1
平成 4年

天竜 市秋野不矩美術館

長泉 町

長泉町文化財展示館

平成 10年

浜松市

弊川市

専 ￨ll町

平成 10年

川根本町

磐 [‖ 市

磐 田市 旧見付学校 (改 修 )

平成 10年

伊 豆 の 卜1市

樹」￨￨￨「

人須賀町歴 史民俗資料館

平成 10年

浜松市

雄踏 町図書館郷土資料展示室

島田市

島 lll市 博物館

平成 11年

浜松市

航空 自衛隊浜松広報館

川根 本町資料館や まび こ

平成 11年

袋井 市

澤野 医院記念館

平成 11年

浜松 市

旧王 子製紙製 品倉庫
(木 材 パ ルプの 資料館 )

浜 間北小 学校北 の 子郷土資料館

平成 12年

浜松 市

浜名湖体験学習施設 ウオ ッ ト

平 成 12年

島田市

島田 市博物館分館 (民 俗 資料館 )

川根 本町

'図

書館展示室

￨

￨
浜松 ￨￨, ￨万 葉 の 森公園内万葉 資料館
御前崎 市

奥大井音戯 の里
狩野 川資料館

4年

松 崎町

重要文化財岩科学校 (改 修 )

平成 5年

菊川市

黒 ￨‖ 家代官澪敷資料館

平成 12年

藤枝 市

岡部縮大旅籠柏屋

平成 5年

磐 ‖1市

磐 ￨‖ 市立 図 書館展示室

平成 12年

沼津 市

モ ン ミュゼ (沼 津 市庄 司美術館 )

平成 6年

掛川市

掛 川城天守 1場 ・ 御殿

14成 12年

島田 市

14成

平成 6年

浜松 市

平成 12年

春野町歴 史民俗資料館

下田市

島田市博物館分館
(海 野光弘版画記念館

)

道 の駅 開 国下 田み な と
ハ ー パ ー ミユー ン ア ム
・ カ ジ キ ミュ ー ジ ア ム

￨

平成 6年

静 ‖市

東海道広重 美術館

14成 12年

平成 6年

浜松 市

天竜の家 ふれあい館

平成 13年

i胡

平成 6年
￨

川根本町
￨

フ ォー レなかか わね茶著舘
￨
￨

平成 13年

浜松市

1平 成 7年 1御 前崎市

ゼ
ゴ￨lj

成 13年 1 湖西 市

1平

1御 前崎町清川泰次芸術館

富士宮 市

田貫湖ふれあ い 自然塾体験館
新居宿旅籠紀伊 同屋 資料館
木下恵介記念館
白須賀宿歴 史拠点施設
(お

んや ど自須賀 )

平成 7年

菊川 市

小笠町歴 史街道館

平 成 13年

伊東市

伊東温泉観光 ・ 文化施設 東海館

平成 7年

浜松 市

浜松 市楽器 博物館

平成 13年

浜松市

浜松 こど も館

平成 7年

静岡市

中勘助 文学記念館

平成 14年

浜松 市

引佐歴 史民俗 資料館

平成 8年

浜松 市

内山真龍資料館

14成 15年

御前崎 市

平成 8年

浜松 市

浜松 市 フル ー ツパ ー ク

平成 15年

掛川 市

念館
'L記
文学館
別館
吉行淳之介

平成 8年

静 岡市

静 岡大学 キャンパス ミュージアム

平成 16年

磐 田市

磐 HI IIテ

平成 8年

藤枝 市

史跡 田中城 ド屋敷

平成 16年

磐 F1lj

桶 ケ谷沼 ビジ ターセ ンター

平成 8年

藤枝 市

志 大郡衛 資料館

平成 16年

浜松市

浜松市市民 ミュー ジアム浜北

平成 8年

伊東 市

伊東市文化財管理 セ ンター

平成 16年

静岡市

平成 8年

静 岡市

駿府城 二 の 九東御 門

平成 16年

静 岡 ￨￨,

静 岡 市埋 蔵 文化財 セ ンター
静 岡科学館 る・ く・ る

平成 9年

磐田市

豊 ￨‖ 町香 りの 博物館

平成 16年

焼津市

深 ‖水 ミュー ジアム

水窪民俗 資料館

平 成 16年

三 島市

=嶋

デ ィス カバ リーパ ー ク

｀ ,支 171:

熱海市

池 日満寿夫 ・ 藤 陽子 創作 の 家

平成 17年

富士 市

富 十 川町郷 ̲li資 料館
みかんの里 資料館

御前崎市丸

1日

赤松家記念館

平成 9年

浜松 市

平成 9年

焼津 市

9年

富士 市

平成 9年

三島市

三 島 市郷土資料館 (改 称 )

平成 18年

浜松市

平成 9年

静 同 ￨li

静 岡ア ー トギ ャラ リー

平成 18年

富士宮 市

｀ 10年
F成

磐 川 ￨ド

熊野伝統芸能館

｀

191:

焼津 市

焼津小泉八雲記念館

平成 10年

磐 日市

竜洋町昆虫 自然観 察公園昆虫館

平 成 19年

熱海市

池 ￨￨1満 寿 夫記念館

14成 10年

掛川 市

掛 川市 二の 丸美術館

平成 19年

藤枝市

平成 10年

掛川 市

吉 岡禰生記 念館

平成 19年

浜松市

｀ 成 10年

浜松 ￨￨,

水窪町 カモ シカと森 の体験館

｀ 19年
「 成

掛 川市

平成

￨′

￨′

焼津市天文科学館
富士市立博物館分館
歴 史民俗資料館

14,文
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芝川文化 ホ ー ル

(く

れ い どる芝

楽)

1藤 枝市文学館
静 岡大学 高柳 記念未 来技術 創 造
館 (新 規 開館 )
大東図書館郷上 ゆか りの部屋
(郷 」1資 料展 示室 )

戦後期 の静岡県内に於ける公立博物館 の展 開
可

「

聯

面下 覇語轟豪三百r
薦蘇 可 画

「 罰死藤 而面
「「

「

隔
F藤

手
石所I頭蘇 冨

￢

'F成 21年

掛 川市

掛 川埋蔵文化財 セ ンター

不明

磐 Hl市

豊 田町農村民俗資料館 ・ 郷土館

平成21年

沼津市

1沼 津市芹沢光治 良記念館

不明

響
年III

池 11の 渡 し歴 史風 景館

平成21年

清水町

平成21年

南伊 豆 町

平成22年

静岡市

平成22年
平成22年
｀ 成22年
￨′

清水 町地域交流 セ ンター

I,

不明

牧之原 市

不明

浜松市

静 岡 市美術館

不明

菊川市

小笠町郷 」:資 料館

吉 田町

吉 田町立 ち い さな理科館

不明

焼,■ 市

航空 自衛 隊静浜基地広報 資料館

静岡市

静 岡 市 立登 呂博物館 (新 規開館 )

不明

御殿場 市

陸 上自衛隊板妻駐屯地広 報資料館

袋井 ￨￨,

袋井 市近藤記念館

不明

御殿場市

陸

郷土資料室
南伊 豆町立図書館
石垣 りん文学記念室

平成23年

袋井市

袋井 市歴 史文化館

不明

御殿場市

平:成 23年

静 岡1,

静 岡県埋 蔵文化財 セ ンター

不明

小 山町

函南町

か んなみ仏 の 里美術館

平成24年

油 日の里公園資料館
引佐 町健康 ・ 文化 セ ンター
文化財保 存展示室

11自

衛 隊駒 門駐屯地資料館

陸上 自衛 隊滝 ケ原駐 屯地
広 報展示館
陸 L自 衛 隊富士駐屯地資料館

表 3か ら見 いだせる傾 向 としては、昭和50年 代 と平成元年 〜10年 の間に多 くの公立博物館が
開館 してい る点である。 この両者に共通する時代背景 とい えば、それ以前 に急速な経済成長期
があ り、当該時期は好景気の終息 した後 の10年 に比定 されるものである。
昭和50年 代 は、高度経済成長期が終息 し、経済が安定成長期 に入った時代 である。 また平成
初年代 は、昭和末期か ら続 くバ ブル経済が崩壊 し、一転 して経 済不況 に陥った時代 である。急
激 な経済成長時には、新幹線・高速道路 をは じめ とす る大規模 なイ ンフラ整備が実施 され、そ
れに伴 い様 々な開発事業が行われてい る。 また当該時期は、開発事業 の推進に伴 い、地域 の埋
蔵文化財が発掘調査 されるほか、開発に危機感を持 った住民 による自然・歴 史の保存運動等が
実施 される ことによ り、様 々な郷土資料が蓄積 されていった とも推定 される。 これ らの蓄積資
料 を基盤 として、多 くの公立博物館 が設置 された ことも、当該時期 におけ る公立博物館展開の
特徴 であ ると看取 される。
静岡県 の博物館 の地域別の傾向 としては、 まず西部地域 に公立博物館が多 く設置 されている
とい う傾向 を見出す ことがで きる。東部・ 中部が50館 程度であるの に対 し、西部地域 には100
館近 くの公立博物館が所在 してお り、 さらにその半数が現在 の浜松市域 に分布 してい る。表 3
の所在地 は、平成26年 現在 の地方 自治体名を挿入 してお り、 また同表内 にはすでに閉館 してい
る博物館 を含 んでい るものの、西部地域 の公立館分布が多い とい う状況 は、非常 に特徴的であ
るとい える。
また、西部地域 の公立博物館 の特徴 としては、所謂平成の大合併以前に所在 した地方 自治体
が、各 々博物館 を設置 している点が挙 げられる。現在、西部地域 は 7市 1町 で構成 されている
が、平成 の大合併以前 には 7市 18町 2村 が存在 し、その内福 田町 と菊川町を除 く全 ての 自治体
に公立博物館が設置 されている。 また、一市町村 に 1館 だけではな く、複数の博物館施設 を設
置する自治体が多いこ とも特徴 の一つである。
平成26年 現在 の静岡県内 に於ける博物館分布 (公 立・私立 を含 む)と しては、浜松市が41館
と最 も多 く、次いで伊東市 (32館 )、 静岡市 (27館 )と 続 く。中で も第一位 と二位 を比較す ると、
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浜松市 は41館 中30館 が公立若 し くは公設民営型 の博物館 なのに対 し、伊東市 では32館 中 3館 し
か公立館が存在 してい ない。博物館 の総数に対 し公立博物館の割合が少ない とい う傾向は、特
に静岡県東部の伊豆地域 に於 いて顕著 である。 これは、伊豆地域が全国的 に も著名な観光地で
あ り、集客 を目指 した観光 目的の博物館 ・美術館が多数建設 されてい るこ とが大 きく作用 して
いるのである。
上記以外 の東部地域 の公立博物館特性 としては、博物館総数に対する人物記念館 ・顕彰館 の
割合が大 きいことが挙げ られる。 さらに、その大半が伊豆地域 に集中 している ことが特筆 で き
る。伊豆は都心 に近 く、温暖な気候や豊富な温泉などの好条件 を有 してい る地域 の為 、戦前 よ
り観光地・別荘地 として人気が高 い。 このため、文人や芸術家 の旧家や別荘が多 く現存 してい
るほか、著名人の痕跡が遺存 してい ることか ら、これを基盤に博物館 を建設 しているのである。
伊豆地域の中で も、熱海市はその傾向が強 く、市域内に所在す る公立博物館 の大半が人物記念
館・顕彰館である。 これは、熱海が近代 の鉄道開通以降保養地 として発展 して きた歴史を有 し、
逆 に古代 〜近世期における特徴的な歴史・ 文化 を有 していないこ とに起因する と考 えられる。
静岡県中部地域 における公立博物館 の特徴 としては、地域 の中心 である静岡市内の博物館施設
が まず隆盛 し、時代が下るにつ れて周辺地域へ博物館が伝播 していった傾向を見 ることがで き
る。戦後 の昭和年間 に於 いて開館 した22の 公立博物館 の内、その半数 は静岡市立 または市域内
に建設 されてい る。 また、平成年間に開館 した28館 の内、11館 が静岡市域内に所在 してい るの
である。 また、建設 される館種 について も、人文系 を中心 に多種多様 な博物館が存在 している
ことも中部地域 の博物館特性 である。 この傾向 は、やは り当該地域が静岡県 の中核 を成 してい
ることを如実に示 してい るのである。
おわ りに
本県の公立博物館は、明治11年 (1879)開 館 の静岡師範学校器械室及 び明治37年 開館 の静岡
県農事試験場陳列館 を濫腸 として、戦前 。戦中期 を通 じて発展 をして きた。終戦 を迎え、昭和
25年 (1950)開 館 の浜松市動物園 を皮切 りに、
非常 に多 くの公立博物館が誕生 している。戦前・

戦中期 に開館 した公立 の博物館施設が 9件 であったのに対 し、昭和20年 〜49年 にかけての期間
では、館種 を問わず33件 の開館事例 を確認することがで きるのである。そ して、戦前・戦中期
の博物館施設が主に静岡市 と浜松市へ分布 してい る一方、昭和20年 〜49年 にかけての期間には
博物館 の分布が県内 に広 く確認 で きることか ら、 当該時期 に博物館 の存在が広 く地方 にまで波
及 した と看取す ることがで きるのである。
博物館拡散 の背景 として、当該時期 は終戦 の混乱 か ら高度経済成長の時代 であ り、行政側 と
しては経済の発展 と共に公共事業 に力を入れていた時期 であることが特筆 で きる。全 国的な傾
向 として、経済 の発展 に伴 い、「文化」お よび「教 育」 が意識 され、豊かな経済 を背景 に様 々
な自治体で文化施設・社会教育施設が建設 されてい る。本県 に於 いて もそれは例外でない と考
えられる。静岡県内の公立博物館 の展開は、経済の著 しい発展 と、公共施設 の建設を推奨す る
とい う時代背景 に基づ くものである と考察で きるのであ る。
当該時期 は、市町村 立館 の設置例が増 え、県内全域 に博物館が拡散す る時期 であ る。 また、
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県 立 の博物館組織 も当該時期 に計画 が始 ま り、そ の 後 の博物館発展 の助走期 間に位置 づ け られ
る こ とか ら、静 岡県博物館発達 史 におけ る発展 期 と称 す ることがで きるので あ る。
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【

学習指導要領 か ら見 る博学連携 の 余地 と
道徳教科化 に向けた博物館活用 の 検討
The possibility seen from government curriculum guidelines about
collaboration between museums and schools. An examination of
use of the Museum towards moral education for curriculum.
相澤

瑞季

AIZAWA RIizuki
は じめに
昨今、様 々な形態 をもって博物館教育が実践 されている。その中で も学校による博物館活用
は、平成 14年 (2002)の 総合的な学習の時間導入や、体験 を重視 した学習観 の推進などを背景
に注 目され活性化が図 られて きた。学習指導要領にお いては、総合的な学習 の時間のほか、社
会や理科等 の教科 の項 目にお いて、博物館活用 の推奨が 明記 されてい ることが確認 で きる 。
(い

博物館 は、座学が基礎 となる学校教育の 中で、実物 による指導 を担 い、学びの深化 を促す効果
をもたらして きたが、 これは近年の情報化社会 において、実物 に当た らず とも容易 に情報 を得
ることに慣 れてい る児童 らにとって、 よ り深 い意味 をもつ存在 となって きてい ると言 えよう。
本稿 では、近代博物館導入期 か ら現在 に至 るまでの博物館 と学校教育 の関わ りを金子淳氏 の
論考 『博物館 と学校教育「連携論」の系譜 とその位相』 に基づ き、歴史的に概観 した上で、現
在 の連携 の基本である学習指導要領 か ら博学連携 の余地 を改めて整理 し、 とくに現在検討が進
め られてい る道徳 の教科化 を取 り上 げ、道徳科 目における博物館活用の在 り方 につ いてを考察
す るもの とす る。なお、連携 の余地 を考える上での考察対象 は小学校 と歴 史系博物館 とし、両
者 の連携 を中心に捉 え展開することとしたい。

1 博物館 と学校教育の関係史
(1)明 治初期か ら昭和戦前期
博物館 と学校教育 の関わ りは、明治10年 (1877)に 文部省が設置 した教 育博物館 に見 る こと
(2)。
がで き、設立時に定 めた「教育博物館規則」 には、次のように明示 されてい る
教育博物館ハ文部省 ノ所轄 ニ シテ凡 ソ教育上必需ナル内外諸般 ノ物品 ヲ蒐集 シ教育 二従
事 スル者 ノ捜討 二便 シ兼テ公衆 ノ末観 二供 シ以テ世盆謀 ラ ンカ篤 メ設立 スル所ナ リ
上記引用文か らは、教育博物館が学校教育に必要な資料 を収集 し、教職員に資する機能 を有
した博物館 として設置 された ことが理解で き、 さらに、同規則 の第五條 には以下のように学校
へ の資料 の貸出 しについて規定 されている。
第五條

館内物品中學校等 二適應 ノモノヲ倣造 セ ン篤 メ該品 ヲ借受 セ ン ト要 スルモ ノハ
事宜 ニ ヨリ其貸典 ラナス事 アルベ シ
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以上 のように、教育博物館 は教育関連資料 の収集・展示 に留 まらず、学校へ の資料 の貸出 し
活動 も機能の一環 として組み込 まれていたことが窺 い知れる。教育博物館 は、 いわば学校教育
へ の補助的役割 を担 った博物館 として位置づ けられていたのである。
この ような教育博物館 の機能 は、ペスタロッチ によって定式化 された直観教授論が 日本で展
開す る上で大 きな役割 を担 ってい くこととなった。明治14年 、直観教授論 の影響 を受けて公布
された「小學校教則綱領」では、第十四條 の地理において次の ような規定が されてい る

(3)。

凡そ地理 を授 くるには地球儀及 ひ地固等を備へ んことを要す殊 に地文を授 くるには務 め
て賞地 に就 き兒童 の観察力を養成すへ し
実物教材や模型 を使用 した学習を基本 とした教育方法が推奨 されると、各学校 に実物教材 を
用意す ることが求 め られた ことか ら、文部省が学事奨励品として交付 をお こない、教育博物館
がその任 を負ったのであ った
・

)。

また、同綱領の中で もう一つ注 目すべ き点 として、郷土教育にも触れ られている点 を挙げる
ことがで きる。直観教授 に関す る規定 と同様 に地理の項 目においては、以下 のような一文が見
られる(5)。
地理、地理は中等科に至て之を課 し先學校近傍 の地形即 ち生徒 の親 く目撃 し得 る所 の 山
谷河海等 よ り説 き起 し (後 略)
ここでは直接 「郷土」 とい う言葉 は用 い られなかった ものの、文部省施策の関係規定上にお
いて初 めて郷土教授へ の考慮がなされた もの と看取 されるのである(6)。
追 って明治24年 に公布 された「小學校教則大綱」には、歴史や地理 とい った教科 に関す る規
(7)。
定の中で直接「郷土」 と示 した うえで、郷土教育の思想が以下 のように取 り入れ られてい る
第六條 (前 略)尋 常小學校 ノ教科 二 日本地理 ヲ加 フル トキハ郷土 ノ地形方位等兒童 ノ

日常 目撃 セル事物 二就キテ端緒 ヲ開キ漸 ク進 ミテ本邦 ノ地形、氣候、著名 ノ都會、人民 ノ
生業等 ノ概略 ヲ授 ケ更二地球 の形状、水陸 ノ別其他重要 ニ シテ兒童 ノ理會 シ易 キ事項 ヲ知
ラ シムヘ シ

第七條 (前 略)尋 常小學校 ノ教科 二 日本歴史ヲ加 フル トキハ郷土に開スル史談 ヨリ始
メ漸 ク建國 ノ證制

皇統 ノ無窮歴代 天皇 ノ 盛業、忠良賢哲 ノ事蹟、国民 ノ武勇、文化 の

由末等 ノ概略を授ケテ國初 ヨリ現時 二至 ルマテノ事歴 ノ大要 ヲ知 ラシムヘ シ (後 略)
郷土教育 は、明治20年 代 以 降ヘ ルバ ル ト派 の五段階教授法 の影響 を受ける ことによ り歴史・
さらに牧日常三郎 による全科 の郷
地理・ 理科 といった実科 の予備段階 として位置づ けられ
°
土化等が計 られるなど 、学校教育における基盤 を確立 してい くこととなった。
(8)、

これ らに見 られる「直観教授」「郷土教 育」 の教育理論は、明治時代後期か ら大正 時代 にか
けての、小中学校 における「郷土室」「郷土資料室」 と称す る学校付設博物館 の誕生 の契機 と
な り、郷土教育を根底 とす る学校博物館 の設立を促す要因 となっていったのである(Ю

)。

昭和初期 に入 ると、文部省に よる郷土教育 の振興政策や学校教育関係者による郷土教育運動
の高 ま りな どを背景 に、学校内へ の郷土室 の設置が急増 してい った(n)。 昭和 3年 (1928)に
発足 した博物館事業促進会 (現 :日 本博物館協会)の 存在 もこの気運を後押 ししてお り、「博
物館事業促進會設立 の趣 旨」 では、博物館 の設立・普及 と同時 に学校教育 との関係 を重視 して
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いた様子 を以下の文面か ら確認す ることがで きるのである02)。
近時 の博物館 は斯 の如 く社會教育 の機関 として頗 る有力なるみのならず、同時 にまた學
校教育 の補助機関 として必要欠 く可か らざるもの と成れ り。即 ち博物館 の進歩せるものに
あつては日々各程度の多数生徒及 び學級 を迎へ て陳列場 に案内 し、或は幻燈や活動篤員 を
利用 して極めて短時間内に、學校 に於ては到底企国 し得へ か らざる特殊 の教育 を施 し偉大
なる効果を畢けつ ゝあ り。故 に今 日は博物館 の利用 と之れが協力 とに依 らず して、完全な
る學校教育 を行 はんことは殆 ど不可能視 さる ゝに至れ り。
この ように、学校教育 における博物館活用が成果 をあげてい ることを根拠 に挙げ、連携 の必
要性 を指摘 した上で、次 のように続けている。
我邦今 日の急務 は博物館 の職能 と其 の教育學藝及 び産業等 に及 ぼす影響 とを力説 して、
我が官民 をして博物館 の具 に必要欽 くべか らざる所 以を理解せ しめ、且つ従来博物館 と云
へ ば直 に大規模 なるもの を想像 し、莫大 の建設費を要す るもの ゝ如 く信ず る謬見 を正 し、
適切 なる指導 を興へ 普 く全国に亘 りて之れが建設完成 の機 を速かならしむるにあ り。
以上のことか らも、博物館事業促進会が博物館教育 の普及を「急務」 として位置づ け、高い
関心 を寄せていたことが把握 で きよう。
また、 昭和 5年 には、博物館事業促進会が主催 した第二 回全国公開実物教育機関主任者協議
会 の議事録 におい て、「學校 に公 開博物館 を附設せん とす るには如何 なる方策に出づべ きか」
とい う議題が採 り上げ られ、次のような答 申が掲載 されてい る(13)。
一、陳列場はなるべ く學校校内 に獨立の建物 を建設するを理想 とす るも事情 によ りては
校舎 の一部 を以て これに充営す ること
二、陳列品は學校 の備品を基本 とし更 に學生、卒業生その他有志者等 の寄贈品 を以て漸
次 これが充賞 を固ること
三、附設博物館事業 に要す る費用 の財源は官公署 の支出金、有志及び學校縁故者 の寄附
金等による外學校長 の適営なる考慮 にまつ こと
このように、博物館界 を含 めた各方面か ら、学校附設博物館 お よび郷土室設置運動が活
発化す る中、つい に政府において も、学校教育における博物館 の利用 について教育審議会
(14)。
で討議がなされるに至ったのである
昭和 16年 、討議 をうけて提出された「社会教育 ニ
(15)に
は、 第九條 の「學校教育 二於 ケル博物
閥 スル件」答申中の「文化施設 二開スル要綱」
館利用 二付適営ナル方途 ヲ講ズル コ ト」や、第十二條 の「學校図書館拉 二學校 二於 ケル博

物館的施設 ヲ整備充実スル ト共 二之 ヲ社會教育 二利用 スルノ方策 ヲ講ズル コ ト」 とい った
規定がなされてい ることなどか ら、積極的な奨励対象 として取 り組 んでいた様子が窺える。
しか し、棚橋源太郎 はこの ような学校へ の郷土資料室配置に対 して次の ように懸念 を示 した
のである(16)。
郷土室 は蒐集 した郷土資料 を整理 し保管するだけの ものであ るならば固 よ り議論 はない
が、郷土資料 を博物館式に陳列 して、兒童が勝手に出入 りし自由に見學せ しめる篤めの も
のであるな らば少 しく考慮 を要する。 (中 略)各 小學校 に於 て小 さい一室 ぐらい に、貧弱
な資料 を蒐めて常 に同 じや うな物 を陳列 して兒童が勝手に出入 して見 るこ との出来 るや う
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にして置 くことは、徒 に兒童 の興味 を殺 ぎ、却つ て研究心 を鈍 らす に過 ぎないか ら、有害
無盆 であ る。 (中 略)他 方 またすべ ての小学校 に、相営規模 内容 の充賞 した郷土室 を設け
るなどと云ふ こ とは、経費の関係上到底賞現 を許 さない所 である。
以上の ように、棚橋 は教育方法 と経済 の二点か ら郷土室設置 を問題視 したのであった。その
上で解決策 については、地方 ごとにい くつかの学校が協力 し、各種団体や有志者 の援助 を受け
て建設 した郷土博物館 を共同的に使用するとい う考え(17)を 示 している。
従来の形態 を保 った郷土室の設置 を批判 し、学校内に限 らない郷土博物館 の設置を主張 した
(18)学

棚橋 であるが、一方 で、 日本の学問研究 にお いて実物教育が看過 され易 いこ とを根拠 に

校博物館 の設置 に関 しては奨励 の意思を示 してお り、英国ケ ンプリッジ女子大学高等師範部所
属 のヒュースの意見をもとに、次 のように学校博物館 の理想像 を述べ てい る

(19)。

學校博物館 は教師の手に よつて造 るべ きものでない。生徒 自らをして蒐集 し加工 し陳列
保管せ しむべ きものであ らねばならぬ。従 つてその 目標は陳列 されてゐるものを観察 させ
るまでの道程即 ち兒童の努作作業 に教育上の慣値 を認めてゐるのである。
このように棚橋 は、生徒が主体的に博物館 を作 り上 げ、管理す る体制 としての学校博物館像
を求めていた と言える。

(2)戦 後か ら高度経済成長期
昭和 6年 (1931)6月 、博物館 事業促進会会員 であった松本喜 一の提言 (20)に よ り、博物館
事業促進会 の名称 が 日本博物館協会に改め られた。そ して昭和20年 に敗戦 を迎 えた際 には 『再
建 日本 の博物館対策』 を発表 し、博物館 の再建 を推進す る旨を明示 したのであった(21)。 その
内容 は、 日本の再興 にお ける教育方法の見直 しを実施す るに際 し、博物館 に対す る認識を新 た
に した上で、従来以上に普及 させてい く意思 を主張 したものであ り、戦後 の教育 に博物館 の担
う教育的役割が活か される必要性 を示す ものであ った と言えよう。
さらに学校教育 との連携 に関 しては、博物館が備 え付 ける教育資料 を学校 に巡回貸出す る案
を提示 し、 これによる具体的な利点 として、教具室 の設備や学校か らの引率が不要であるとい
う、教育費お よび時間の節約 を挙 げて い る

(22)。

なお、 ここで経済面 による協力体制 を提示 し

てい る背景 には、おそ らく戦後 まもない 日本の経済的混乱へ の配慮があ ると考 えられる。 この
ように、戦後 の壊滅状態 にお いて も可能な限 り早急な再建 を目指すための地道な努力が重ね ら
れ、博物館 は戦後 の復興 を遂げてゆ くこととなったのである。
昭和26年 、博物館法が制定 された ことによ り、博物館 はようや く初の制度的基盤を得 ること
となった。 この中で学校教育 に関す る規定 は、第二條 に以下の如 く明示 された(23)。
第三條

学校 、図書館 、研究所 、公民館等 の教育、学術又は文化に関する諸施設 と

十

協力 し、その活動 を援助す る こと。

2

博物館 は、その事業 を行 うに当っては、土地の事情 を考慮 し、国民 の実
生活 の向上に資 し、更に学校教育 を援助 し得るようにも留意 しなければ
ならない。

ここにおいて、は じめて博物館 と学校教育の関係が制度 として明文化 され、博物館 は学校教
育 を援助す る存在 として位置づ け られることとなった。一方で学校附属博物館 は、社会教育的
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(2●
活動 を主たる 目的 としてい ない とい う理 由か ら、登録条件か ら除外 されてい る 。 この よ う
に博物館法 は、学校教育 を援助するよう規定 されてい なが ら、学校附属博物館 は博物館法適用

か ら除 くとい う、矛盾 した構造 を有 してい るのである。
昭和30年 代、高度経済成長 を背景 として博物館 の設置が増加 してい くと、その過程 で、博物
館機能 を如何 に社会へ還元するかが重視 されはじめた。鶴田総一郎 は、博物館 の基礎機能 であ
る収集・保存 。研究 の三機能 を教育普及のための手段 である と位置づ け、三機能の成果 を広 く
一般 に公 開 し、社会 の発展 に貢献す ることを教育普及 の 目的 として説 いてい る(ハ その上で、
)。

学校教育 との連携 に関 しては、学校 による博物館資料 の活用 を評価 し、 より積極的 に援助す る
手段 として、資料 の学校教材 としての再排列化や、教育課程 に応 じた教育方法 の研究お よびそ
れに基づいた補助活動 を提案 している

(26)。

鶴田の言 うような教育方法 は、学習指導要領 に基づ き展示 を形成するとい う試み として提案
されるようにな った。 中で も新井重 三 による「小中学校 の教科単元 に基 づ く展示」 はそ の典
型例 であ り、新井 は教科単元 を博物館展示 に応用 す る必要性 に関 して次 の よ うに指摘 してい
る・
(°

)。

(前 略 )学 校 では、教科書 によって授業が行な われて い るのであって、先 生の思 いつ き

の授業や、勝手な教案 をたてることは許されていない。 ところが、博物館 にあっては、教
育活動 の生命で もある展示室内の展示 その ものについて、現在、何等 の基準 も要項 も示 さ
れてい ないのが実情である。誠に自由その ものの感 であるが、観点 を変えてみれば、無軌
博物館が教育組織か らやや もすれ ばはみ出 し、
道その ものとも言えるのではないだろ うか。
教育の軌道 に うまく乗 らない原因の一端 も、 この辺にあるのではないか と思われる。
このように新井 は、博物館展示 に基準 が設 け られてい ないことを根拠 に、学習指導要領に基
づいた展示 を提案 してい るのである。なお、小中学校 の教科単元を基準 として採用 した理由に
ついては、
「教科単元 は一般的、基礎的であること」「市民 の知的 レベ ルは中学生程度であるこ
と」「小中学生の利用者が圧倒的に多いこ と」 の三点を挙げた。
加藤有次 もまた、新井 と同様 の見解 を示 している。加藤は、博物館 における見学学習 につい
て、教科 カ リキ ュ ラムの 中 に組織的 に組 み入れ られるべ きであるとい う考 え(お )を 示 し、 さら
に中学校社会科歴 史の指導要領 において、考古学的資料を中心に博物館展示資料 と関連 させた
歴史単元 の展開を試論 (29)し た。そ の中で加藤 は、博物館 と学校間の連絡 の もとに学習指導要
領 に順応 した指導過程 を製作 し、それに則ったカー ド式バ ンフレッ トを生徒 に与 え、予習・復
習 の時期 に見学 を実施 す る方法

(∞ )を

示す などしたが、 これ らに関 してはのちに、資料 の関係

上不可能な点がある として 自 ら撤 回 してい る(31)。 以上の ような学習指導要領 に基づいた展示
構想 は当時主流 となった ものの、博物館 の論理に従 って構成 されてい る展示 を、学校教育の論
理に従って活用 しようとす る(32)試 みに対 し、批判 の声 も挙げられたのであった。

(3)生 涯学習思想導入以降
当時 のユ ネス コの成人教育部長であったラ ングラ ンによって「生涯学習」
が提唱 され、昭和50年 代 以 降 この理念が 日本 に導入 されるとω 、博物館 で も生涯学習 の観点
か らのアプローチをお こなうようになってい った。博学連携が具体的 に取 り上 げ られてい った
昭和40年

(1965)、
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の もこの時期 であ り、初 めて政策 とい うかたちで本格的 に提唱されたのは、昭和46年 の社会教
育審議会答 申「急激な社会構造 の変化に対処する社会教育 のあ り方 について」 においてであっ
た。 同答申では生涯学習 について、新 しい知識や技術 を生涯にわた り継続 して学習 し続けると
い う意味合 いだけではな く、家庭教育、学校教育、社会教育の三者 を有機的 に統合す るとい う
m、

捉 え方が提示 されてお り

以降の博学連携 の基盤 となってい る。

昭和48年 には、博物館法 に基づ く法案 として、
「公立博物館 の設置及 び運営 に関す る基準」
が設け られてい る。学校 との連携 を含めた教育活動については、第八条に以下 のように示 され
た

)。

第八条 博物館 は、利用者 の教育活動に資するため、次に掲げる事項 を実施す るものと
す る。
一

資料 に関する各種 の講座又は諸集会 (児 童又は生徒 を対象 とした夏季休業 日
等 における観察その他 の学習活動 を含む。)を 開催す ること。

二

資料 の貸出 し及 び館外巡回展示 を行 うこと。

三

資料 の利用その他博物館 の利用 に関 し、学校 の教職員及 び社会教育指導者に
対 して助言 と援助 を与 える こと。

条文には児童生徒 を対象 とした学習活動や資料 の貸出 し、教員へ の援助 などが具体的 に盛 り
込 まれ、博物館 として積極的に学校 と連携 を図ってい く姿勢 を求 め られてい くこととなったの
である。なお、この法案 は平成 15年 (2003)￨こ 「博物館 の設置及 び運営上 の望 ましい基準」(36)
へ と改正 され、学校 を含 めた地域社会 との連携 が よ り明確 に求 め られる内容 となった。改正 さ
れた条文 においては、体験活動 とい う用語が用 い られるなど、参加 を意識 した連携が「運営上
望 ましい」 として規 定 されている。
生涯学習社会へ の転換が進 め られる昭和60年 代頃か ら見 られ始めた博物館 の傾向について、
伊藤寿朗 は、昭和40年 代以前 の博物館 と40年 代 か ら60年 代 以前 の博物館 とを比較す ることで「第
三世代 の博物館」 と表現 してい る(37)。 す なわ ち40年 代 以前の博物館 (第 一世代 )が 「 国宝や
天然記念物など稀少価値 のある資料 (宝 物 )を 中心に、その保存 を運営 の軸 とす る古共的博物
ω
館」 であ り、40年 代か ら60年 代 以前 の博物館 (第 二世代 )が 「稀少価値 だけでな く、た とえ
ば農具、雑草、石仏な どさまざまな観点か ら集めた資料 を、積極的 に公開することを運営 の軸
とす る」(39)博 物館 とい う、一過性 の存在 であ ったのに対 して、 第二世代 は「市民 の参加 を運営
の軸」 (。 )と し、地域 の要請 に基づ き日常的で継続的な活用 を通 して市民 の知的探求心 を育ん
でい く博物館形態 を有 してい るとい うことである。博物館 は伊藤 の示す ような参加志向 とい う
新 たな形態 をもって社会へ の対応 を図ってい くこととなったのである。
このような生涯学習社会へ の対応 とともに、平成14年 の学習指導要領改訂に よる「総合的な
学習の時間」 の導入を背景 とした博物館活用へ の期待か ら、博学連携 の重 要性が叫 ばれ、各地
に広が りを見せたが、平成23年 度か ら施行 された現行 の学習指導要領 では、「総合的な学習 の
時間」の時間数が削 られ、再び連携 の形態が変化す るなど、学習指導要領 の改訂 によって博物
館 と学校教育 との関係が左右 されてい るのが現状 となってい る。

―

―
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2

現学習指導要領 にみ られる博学連携の余地
現在施行 されてい る小学校学習指導要領 は、確 かな学力、豊かな心、健やかな体 のバ ラ ンス

の三つの柱 か らなる「生 きる力」 とい う教育理念 の一層 の重視 と実現 を目指す とい う趣 旨の も
と、平成20年 (2008)に 告示 され、平成23年 よ り全面実施 された ものである(41)。 教育基本法
(421

の改正によって設け られた「21世 紀 を切 り拓 く心豊かでた くま しい 日本人の育成 を目指す」

とい う新 たな理念 を背景 として実施 されてお り、全体的な授業時数の増加 に加え、外国語教育
を充実 させ るなど、今後 さらに進行 してゆ くグローバル社会へ 対応 していける ような人材 の確
保 が意識 された内容 となってい る。
現学習指導要領 の方向性 にお いて、 どのような連携 の余地が見出されるのかについてを、総
合的な学習の時間の変化 を含め、中央教育審議会答 申「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及
び特別支援学校 の学習指導要領等 の改善 について」か ら確認 してお くもの としたい。

(1)「 総合的な学習の時間」の動向の変化
まず、博学連携 の拡大 に大 きく影響 した「総合的な学習の時間」の動向が、現学習指導要領
において どのように変化 しているか とい う点であるが、そ もそ も学習指導要領における総合的
な学習 の時間の導入 は、 日本における生涯学習社会へ の転換 な どを背景 に、平成14年 の改訂 に
伴 って新設 された ものであった。ね らいに掲げ られているのは、主体的な課題発見や学習およ
●3)、
び判断 に取 り組み、 よ りよい問題解決能力 を育成す ることであ り
従来の詰 め込み型の学
習か ら脱却が図 られ、体験的な学習や問題解決的な学習が重視 され展 開 された。当時 目指 され
たのは、各教科 で得 た知識や技能 を生活 にお いて活用 させ、それ らを総合的に働 かせる ことで
い
あ ったが 、教 育内容 の厳選 や授業時数 の削減 の もとに設け られた科 目ゆえに、総合的な学
習の時間の持つ発展力を育む とい う特質 は十分 に活 かされることな く、特定の教科 の補充学習
に使用 された り、場合によっては運動会などの準備 に使用 されるような、本来の 目的か ら逸脱
⑮
した事態 を引 き起 こすなどし 、平成20年 の学習指導要領改訂 に合 わせて削減 される ことと
なったのである。
改訂による総合的な学習 の時間の扱 い方 について、 中央教育審議会答 申にお いては、以下の
ように述べ られてい る(()。
総合的な学習の時間については、体験的な学習活動、教科等 を横断 した課題解決的な学
習や探究活動 に取 り組む ことは今後 とも重要であ るため、一定の授業時数を確保す る必要
がある。 しか しなが ら、 これ まで総合的な学習 の時間で行 われることが期待 されていた教
科 の知識・技能を活用する学習活動 を各教科 の中で も充実する ことや高学年 において外国
語活動 を設けることなどか ら、総合的な学習の時間の授業時数 については、各学年 におい
て35単 位時間 (週 1コ マ相当)程 度縮減 し、第 3学 年か ら第 6学 年を通 じて年間70単 位時
間 (週 2コ マ相 当)と す るこ とが適 当である。
以上 のように、総合的な学習 の時間の機能 については評価 され、継続 の必要性 が説かれてい
る一方 で、教科 の知識お よび技能 を活用す る学習活動 を今後 は各教科内で確保 してい くとい う
対応 をもって、授業時間数を減 らし、その分 を各教科 に充てる ことが示 されたのである

(47)。
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(2)現 学習指導要領における充実を必要 とす る項 目
続 いて、現学習指導要領 において、充実 を図るべ き重要事項 として新たに設け られた項 目か
ら博学連携 の余地 を探 る。現指導要領 に改訂 される際、今後改善・充実 させ るべ きとして挙げ
られた各項 目の うち、 とくに博物館活用 の可能性 を見出せるのが、「体験活動 の充実」「伝統や
文化に関する教育の充実」
「道徳教育 の充実」 の三項 目である。
まず、体験活動 の充実であるが、答申にお いては、特別活動や総合的な学習 の時間な どで実
施 されている体験活動 の一層 の充実 を図る必要性が述べ られた上で、その際留意す るべ き点が
(3)。

次 のように示 されてい る

体験活動 をその場限 りの活動 で終 わらせることな く、事前 に体験活動 を行 うね らいや意
義 を子 どもに十分 に理解 させ、活動についてあ らか じめ調べ た り、準備 した りする ことな
どによ り、意欲 をもって活動 で きるようにす るとともに、事後に感 じた り気付 いた りした
ことを自己と対話 しなが ら振 り返 り、文章でまとめた り、伝え合った りす ることなどによ
り他者 と体験 を共有 し、広 い認識 につ なげる必要がある。
以上の ように、体験活動 の一層の充実 を推進す る一方で、思考力・判断力・表現力の育成 に
留意する必要性が述べ られてい る。 さらに、その場 か ぎりで終わ らない体験 が意識 され、体験
が児童に教 育的成果をもた らす もの となることが望 まれてい るのであ る。
博学連携 においては、
実物 を用 いた教育が可能 であるとい う特長か ら、体験的要素を求 め られる機会が多 い。体験活
動 を実施する上では、体験 を通 して児童に何 を学ばせたいのかなどといった点 の明確化が求め
られてい ると言え よう。
一方で注意 したいのは、 ここで言 う「体験活動」 に含 まれる活動は多岐にわたるとい うこと
であ る。具体的 に取 り上 げ られてい るのは、地域の大人や異年齢間での交流、集団民泊活動、
職場体験、奉仕体験、 自然体験、文化芸術体験活動 であ るが、小学校 は 自然 の中での集団民泊
活動、中学校 は職場体験活動、高等学校 は奉仕体験活動 や就業体験活動 を重点的に推進するこ
とが 目指 されてお り 9)、 と くに中学校 お よび高等学校 にお いては、勤労観 ・職業観 の育成(∞
)

を目的 とした体験活動 が重視 されてい る。総合的な学習 の時間での体験活動 の実施 を考 えた場
合、授業時数が削減 されてい ることか ら、事実上総合的な学習の時間で扱 う内容 を精選する必
要性が求 め られていることが看取 されるのである。多様化 した体験テーマ を割 り振 る際に、結
果的に現学習指導要領が主 として掲 げる技能習得や、 自己の将来を直接的に模索出来る、勤労
観・職業観 の育成 に直結す る体験活動が優先的 に扱 われるであ ろ うことが推測 される。なお、
職業体験 は博物館 で も実施が可能であ り、定期的に受け入れをお こなっている例 も多 々見 られ
るが、 内容 はあ くまで職業体験 であるため、博物館資料 による学習 とはまた異なる。その意味
では、通常 の博物館 との連携 は、各教科 での体験活動 にどれだけ活用の場 を見出されてい くか
がその充実 の鍵 となるのであろ う。
次 に、伝統や文化 に関す る教育 の充実 であ る。 この項 目は、 グローバル化社会へ の対応 を考
慮 し、「国際社会 で活躍す る日本人の育成 を図る上で、我が国や郷土 の伝統や文化を受け止 め、
(51)と
ぃ う必要性 の もと設け られてい る。
そ のよさを継承・発展 させ るための教育 を充実する」
指導要領改訂 では、外国語教育 の充実 も大 きな柱 の一つ となっている ことか ら、それに付随 し
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た意義 として も捉 えられるのである。
なかで も、 自国の伝統 お よび文化について理解 し尊重する態度は、 自国や郷上の発展に貢献
した先人の働 きや伝統行事、芸能、文化遺産の調査な どをおこな う歴史学習に よっては ぐくま
(52)、
れるもの と明示 され、その充実が示唆 されてい る点に注 目で き

さらに、「小学校 にお いて

は、縄文時代 の人 々の くらしや、我が国の代表的な文化遺産を取 り上 げた りする ことが考 えら
ω
れる」 と具体例 が挙げ られてい ることか らも、それ らの調査課程 において、歴 史系博物館 が
連携する余地が大 いに考 えられる。
また、伝統や文化 の継承お よび発展 に関 しては、音楽 や美術、工芸などの科 目の もとにお い
て 自 ら親 しみ、表現 し、創作や鑑 賞 をお こなうことが重要であると述べ られい 、博物館 の提
供す る体験 プログラムが有効活用 される余地が伺 えるのである。
最後 に、道徳教育 の充実 である。道徳教 育 は、「人間尊重の精神 と生命 に対す る長敬 の念 を
具体的な生活 の中に生かす ことなどを通 して、主体性 のある日本人を育成するため、道徳的な
①
心情、判断力、実践意欲 と態度な どの道徳性 を養 うこと」 とい う目標 を掲げてお り、指導要
領 の掲げ る理念 の三つ の柱 の 内、「豊かな心 」の育成 を担 う重要な要素 として位置付 け られて
いる。
道徳 の授業 に関 して課題 となってい るのが教材 お よび指導 の形骸化であ り

(

)、

対策 として

「先人の生 き方、自然、
伝統や文化な どとい っ
道徳教育 の充実 にあわせた教材 の工夫が示唆 され、
(57)の
た人に感動 を与 える美 しさや強 さを浮 き彫 りに した題材 を活用する こと」
促進が求 め られ

てい る。道徳教育 の充実 にお いては、家庭や地域社会 との連携 が不可欠 とされ、「学校 での道
徳教育 に地域 の人材 も参加するな ど学校 と家庭や地域社会が共に取 り組む体制や実践活動 の充
ω
実」 が具体的に挙げ られてい ることか ら、博物館 としては、 資料 を道徳教材 に活用す る機会
を模索する余地があ るのではないか と考 えられるのである。

3 新学習指導要領 に向けた道徳教科化 における博物館活用の検討
(1)次 期学習指導要領 における「伝統文化」「道徳教育」の充実項 目の扱 い
「伝統や文化 に関す る教育 の充実」お よび「道徳教育 の充実」は、現在学習指導要領 を巡 り
新 たに進め られてい る平成28年 度 の全面改訂 にお いて も、更なる充実が図 られる予定にある。
次期学習指導要領 に向けた検討にお いて、両項 目は 日本人 としてのアイデ ンテイテ イに関する
教育 の充実 とい う形 で掲げ られてお り

(59)、

平成32年 (2020)開 催予定 の東京 オリ ンピ ックを

見据 え、 自国の歴史や文化、国語教育 を充実 させ、 日本人としてのアイデ ンティテイを育成す
ることが意図されてい るのである。具体的 には、国語教育では授業時数の増加 や小学校低 ・中
学年 における古典 の新設が予定 されているほか、伝統文化 に関す る学習 においては、和装 や美
術文化 の充実や武道 の必修化、歴史学習 では、小学校 における自国の文化遺産 に関す る学習の
新設な どといったかたちで学習内容 の充実が図 られる こととなってい るのである。なお、道徳
教育の改善 と充実 においては、道徳 の副教材 で ある「心の ノー ト」全面改訂 における、先人の
名言や伝統文化 に関す る読み物 の充実や、道徳教育地域支援事業に よる伝統文化 の重視 などが
検討 され、道徳 における歴史的な内容の強化が掲げ られている。
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この ような、次期学習指導要領 においての 日本文化や歴史を強化す る動 きを受け、歴史系博
物館 は、各科 目による歴史・伝統・郷土に関す る学習 に連携 してい く余地が高まってい くもの
と考 えられる。体験的な学習を重視する昨今 の学校教育 にお いて、これ ら「伝統文化」「道徳」
の充実に対 し、
博物館 の特質である座学 を超 えた学習すなわち資料 を活用 した実物教育 として、
歴史資料 の有す る情報 を学習に活用す る役割 は今後重要性 を増 してい くこ とと思われるのであ
る。

(2)道 徳の教科化 と博学連携 の余地
さらに道徳にお いては、歴史面の充実に留 まらず、学校教育における道徳教育その ものの在
り方 に関す る議論が活発化 してお り、大 きな動 きを見せ始めてい る。それまで各教科が偏重 さ
れ、道徳 の時間が軽視 されがちであったことな どを背景 に議論が進め られていたが、平成26年

(2014)2月 には、それ らの検討結果 をもとに、下村博文文部科学 大臣によって「道徳に係 る
(60)。
そ こでは道徳教育 の現状 と課題 について、
教育課程 の改善等について」が諮問されてい る

グローバル化や情報技術 の進展、少子高齢化 などの社会背景 において道徳教育 の役割が極 めて
大 きい とい う点 と、 これ まで十分な改善に至 らなかった ことの反省 と共 に早急な抜本的改善お
よび充実 を必要 とする点が挙げ られ、その具体的方策 として、道徳 を特別 の教科 として位置づ
けることや、道徳教育 の 目標、内容、指導方法、評価方法 の検討 を実施す ること、検定教科書
を導入する こと、教員 の指導力 の 向上、学校 ・家庭 。地域 の連携強化 などが示 された。8月 に
は中央教育審議会の道徳教育専門部会が開かれ、小中学校 の道徳 の時間を、数値評価 を行わな
い特別 の教科へ の格上 げすることや、家庭や地域 との連携 といった多様な指導方法 の導入 、検
定教科書 の導入 を盛 り込 んだ骨子案

(61)が

公表 され、10月 に答 申が出され るに至った(62)。 これ

を受け、今後指導要領改定・教科書検定基準 の作成 を経て、平成30年 度あた りか らの教科化が
目指 されることとなってい る

(63)。

また、下村大 臣の諮問 と同月 には、従来 の副教材 「心 の ノー ト」 を全面改訂 し、児童 生徒
が 自主的に考え、行動 で きるようになることをね らい として新 たに作成 した「私 たちの道徳」
が刊行 されるに至った

(∞

。 しか し、その教材 は 4月 には全 国の小中学校 に配布 された ものの、

学校現場 で上手 く活用 されてい ない とい う事態 に陥ってお り

5)、

これを受け、文科省 は翌月、

教材 を活用するよう呼 びか ける異例 の通知 をお こなったが、読売新聞の調査 によると、その後
取材 した小 中学校20校 において、活用 してい る例は見 られなかったとい う。その理由は、配布
が遅 く、 3月 の年間指導計画決定後 に盛 り込む余地が無か ったとい うことのほかに、教材 の内
容 自体 にあるとしてお り、 この教材 の内容 とい う点 に関 しては、個 々の学習 目標に沿 った発言
や記述 の確認 に終始 して しまうな ど結論あ りきであ るとい う点や、言 い切 り調が 目立つ点、児
童 らに議論や考察をさせ る余地が無い等学校現場 にお いて押 しつ け として捉 えられてい る点な
どが具体的に挙げ られた。調査 を実施 した読売新聞 は、教科化 されて も検定教科書が導入 され
るまで 3年 程度は この教材が主教材 となることに懸念 を示 してお り、道徳 を巡る国 と学校現場
の認識 の差 を指摘 している。
このように、始動 した道徳 の教科化にお いて、指導内容 の形骸化か ら抜 け出せていない点が
早 くも課題 となってい る現状 を踏 まえ、博物館 は、歴 史・伝統・郷土などといった博物館資料
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か ら学べ る本来の情報に よる学習 のほかに も、資料お よび博物館その ものの持 つ特性 を道徳教
材 として積極的 に活用 してい くことが出来るのではないか と考え られる。
従来配布 されて きた「心のノー ト」お よび新たに用意 された「私たちの道徳」の内容 を見て
みると、郷土へ の親 しみ と愛着 の育成や、働 くことの大切 さ、生活 を支 える人や高齢者へ の尊
敬 と感謝 の気持ちの育成、公共施設でのマナーや ルール に関する指導な どが、地域社会 との連
携 の なかで学習可能な内容であ り、地域で実施する調べ学習や体験学習な どと関連 させて学 ば
せるのが一般的であると読み取れる。一方で、これ らの中か ら博学連携 としての活用が予想 さ
れるのは、国や郷土 の伝統文化 に関わる学習内容 においての資料 と情報 の提供 であ り、それ以
外 の項 目では博物館が連携す る必要性 はあまり見出されて こなか った とい える。
しか し、公共施設でのマナーの項 目においては、共用する物 の扱 い方 に関す る指導が含 まれ
てい る点を考えると、博物館 は、他 の地域施設同様公共施設でのマナー指導に対応 で きる こと
に留 まらず、資料を共用物 として捉 え、指導に活用することの出来 る施設 として連携 を図るこ
とで きる と考え られよう。
心 のノー ト活用 のための手引書 か ら、小学校 1・ 2年 生対象 の「みんなで楽 しく気 もち よ く」
とい う項 目の解説 を見てみると、その特長 について、以下のように記 されているのが確認で き
(6o)。

る

みんなの ものや場所 を使 う人の身 になって考 える
みんなの場所 は、例えば公園や近所 の道路、図書館、そ して学校 …。そ こには、みんな
が気持ちよく安全 に過 ごす ために、 どんなきま りがあ るのだろ う。 また、みんなで使 う物
はいつ も気持ちよく使 いたい。そのために、 どんな約束があ るのだろ う。 このペー ジをも
とに、互 い に気持ち よ く過 ごす ために大切に したいこ とや 自分 か ら進んでで きる ことなど
を、毎 日の生活 に重ねて考 えてみたい。
この指導 において、押 しつ けに終止せず児童に深 く考えさせるためには、約束事 を確認 させ
るだけでは無 く、
「何故共用す るものを大切 に しなければならないのか つ」 とい うことを児童
が 自身の中で納得 で きるような活動 をさせなければならないはずであ る。手引書には「互 いに
気持ち よ く過 ごす ために」 と書かれてい るが、人の身 になって考 えた り共同で使用するものを
大切 に使 うことが、互 い に気持ち よ く過 ごす ことと児童 自身の中で繋が らなければ本来の意味
での理解へ は至 らないであろ う。 ここでは、博物館 は具体例 として挙 がってい ないが、博物館
資料が、過去か ら受け継がれて きた ことによ り現存 し、後世に引 き継 いでい く意識 の元公開や
教育面 での活用が行 われてい ることか らも、
「何故大切 に し、 どの よ うな扱 いで共有 してい く
べ きか」 を考 えさせ ることので きるテーマの例 として、 あ らゆる地域 施設 の中で も活用に適 し
た施設 と言えるのではないか と考え られる。 また、博物館 の歴史資料 を指導 に活用することに
よって、「 日本人 としてのアイデ ンテイテイに関す る教育 の充実」 で重視 される伝統文化 の継
承 に対す る道徳的意識 の育成を、国語や社 会科等でおこなわれる学習活動 の導入 として横断的
に設ける ことがで き、伝統や文化 の学習活動 に向 き合 う際、根底 に必要 となる興味関心や畏敬
の念、歴史資料 との向 き合 い方を学 ぶ機会 とも成 り得 るのである。前掲 した現学習指導要領 の
「伝統や文化 に関す る教育 の充実」項 目にお いては、理解 や尊重 の態度 は歴 史学習 での調査等
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で育 まれるもの と示 されていたが、今後の更なる充実化 を踏 まえると、資料へ接す る際の意識
的な部分 を改めて考えさせる時間が必要 となるであろう。
道徳での活用 では無 いが、博物館 の取 り組み として「 モノの共用」を意識 したアプローチを
実施 してい る岐阜県 の美濃賀茂市民 ミュー ジアムの例 を取 り上 げてお きたい。
美濃賀茂市民 ミュー ジアムでは、
触る とい う行為や体験活動 を大切 にし、
博物館 の有す る様 々
な資源か ら刺激を受ける場面 を意識 して作 り出 し、それ らを介 し人 々の交流 を生み出す こと(67)
を意図 して教育 プログラムを実践 している。例えば、勾玉製作 は、最近 の歴史系博物館 であれ
ば至る所 で実施 されている体験型 の企画 であるが、美濃賀茂市民 ミュー ジアムでは製作 の前 に
美濃賀茂か ら出土 した勾 玉の実物 に参加者 を触 らせ る時間を確保 し、一人一人が自分のペース
で触察 で きる よう配慮 してい る。 この活動にお いて、
幼稚園か ら中学生 までの児童を対象 とし、
夏休みに実施 された実践例 の報告か らは、以下 に示す よ うな過程が重視 されてい る様子が窺 え
る(68。
参加者が「 さわ り」終 えた勾玉を次の参加者 に落ち着 いて手渡す、細かな こ とですが、
そのようなことも活動 として とらえ ました。子 どもたちは、 この講座 (博 物館 )で 初めて
出会 ったわけですが、それぞれが声 をか け合 いなが ら、大切な勾玉 をゆっ くりていねいに
誰かに手渡す、そのような活動 になれば と思 い ました。参加者に自分以外 の誰かについて
意識 してほ しかったためです。
このように、勾玉製作前の実物触察の 目的を、観察 とい う本来の意味合 いに留 まらず、資料
を共有する際の他者 との関わ り合 い方 も含めてい る点 に注 目で きる。 このプ ログラムで触察に
割 かれた時間は、活動時間 2時 間中、移動 も含めて30分 程度 とい うことであったが、報告 の中
では、結果 として 1時 間以上の作業 の中で 中座す る児童 は一人 も居 なかった と述べ てお り、 こ
れ ら一連 の触察行為 が児童 らの意識に効果 をもた らした もの として推測 されている。 さらに、
保護者に対す るア ンケー トでは、勾玉の扱 い方 を評価する声が 聞かれた点 を挙げ、保護者 らが、
児童な りに勾玉を貴重 で大切 なもの、あるい は歴 史を伝 えるもの として認識 し、丁寧 に取 り扱
お うとしていた姿 を印象深 く感 じたのではないか と分析 してい る。美濃賀茂市民 ミュー ジアム
「刺
は、
勾玉製作 や館内ツアー とい った、すでに多 くの博物館 で実施 されてい る諸事業において、
激 を受ける対象や状況、その過程な どに配慮す ることで、博物館資料 (特 に実物)を 「さわる」
こ とばか りにとどまらない、 多面的 な広が り」(∞ )を 期待する とし、 さらにこの ような手法が小
規模 な施設であ って も展開可能であ ることを示 し、多 くの博物館 で実践可能 であることを示唆
してい る。
美濃賀茂市民 ミュー ジアムの例 に見 られた触察行為 の うち、実物 をじっ くり触察 で きる時間
をとったのは、 資料 の もつ情報を五感で得 るためであ ったが、触 り終えた資料 の手渡 しやその
際の声掛 け とい うのは、資料か ら情報 を得 るとい うよ りも、資料 を活用 した道徳的感覚 を育む
ためのアプ ローチであった と捉 えて良いであろう。前掲 した道徳項 目「みんなで楽 しく気 もち
よ く」 と照 らし合わせ ると、資料 の活用 を通 して自然 と他者に配慮する意識が生まれ、 日標で
ある「共用物や場所 を人の身になって考 える」 とい う意識 を育 む取組 み として評価す ることが
で きる。今後地域 との連携 を強化す る方向 にある道徳教 育 において、博物館 は、美濃賀茂市民
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ミュー ジアムの例 にみ られたような、実物教育を活用 した体験 のなかで自然に学 ぶことができ
るとい う特長 を活か し、それまで各博物館 で取 り組 まれていた資料 を介 した道徳的アプ ローチ
を、道徳 の教科化 をきっかけによ り具体化 してい くことが今後 の道徳科 目における博学連携 の
指針 となるのではないか と思われるのである。
さらに、保護者向けア ンケー トの結果 の分析 では、道徳的アプローチを含 めた一連の触察行
為が、歴史の継承 を担 う資料 に対す る貴重なものと しての認識や、丁重に扱お うとす る意識 に
効果 を表 わ してい るとい う分析 が見 られたが、 これ らの意識は、今後期待 される歴史や文化 に
関す る学習活動 の充実において、重要な経験 として捉 えられる。 よって、 より伝統や文化 ・歴
史の教育活動 と横断的 に取 り扱 う際 には、博物館資料 の観察や触察 の過程 を経て、教科書等で
写真か ら学 んでいる時 とどう異 なるか、実物による学習 によって得 るものや感 じることはある
かなどを考 えさせ発見 させるなどし、児童 らがその気付 きを得 ることがで きるのは、資料が現
在 まで受け継がれて きたか らであるとい うことを示す と共に、同様 の気付 きを後世で も得 られ
る環境 をつ くる必要 はあ るのか、 あ るならばどのように扱 ってい くべ きなのか とい った問いか
けを通 して、人と共有するとはどうい うことなのか、何故大切 に扱 うべ きなのか とい うことを
議論 させた りす ることへ と展開す ることが考え られるのであ る。 この過程 では、
考 えさせた り、
博物館 が何故保存 し、展示 をしてい るのかなどとい った博物館機能を児童 らに伝 える機会 とも
な り、児童 らに博物館 の位置づ け を認識 させる ことにも繋 がる点で博物館 にとって も有益 であ
ると考え られる。 と くに、参加型志向の強い今、比較的多 くの博物館 で設置 されている触察の
可能な資料 な どは、細かな観察や資料を身近なもの として感 じることが出来 る反面、貴重なも
ので ある とい う意識が薄 まって しまう点が指摘 されてい たが ⑩ 、道徳 の共用 に関す る観点か
ら、触察資料 に対す る接 し方 と改 めて向 き合 うことので きる時間を設ける ことがで きるのであ
る。一方、 この ような教育活動 を実施す る際に博物館側 が意識 しておかなければならないこと
は、触察資料 の何処 を観察 し、何 を学習 させたいのか とい う狙 い を明確 にしてお くことであ り、
資料 にきちん と意味を持 たせておかなければ、児童 らに説得力 は与 えられな くなるであ ろ う。
児童 らに対 し、改めて資料その ものの価値や捉 え方 について議論 させる機会 は今まであま り
見 られて こなか ったが、伝統文化 の継承 に興味関心 の湧かない まま、あるいは何故継承す るべ
きか漠然 としたまま、学習活動 に取 り組 んで きた児童 らに率直な考えや疑間 を呈す ことので き
る場 を与 える ことで、児童全体へ の効果が期待 で きるのであ り、博物館側 はそのような児童の
意見 も含めた様 々な反応 を参考にするこ とで、展示や触察が どの ように捉 えられてい るのかを
知 ることがで きる点にメリッ トが見 られる。道徳 の共用 に関す る項 目を、資料を介 して伝統文
化 の継承 に結 びつ けた展開として活用す ることは、博学連携 に必要な相互の働 きかけが生 まれ
るの と同時 に、社会科 や道徳、伝統文化 を学ばせ る上での意識的な基盤、博物館 のマナーや位
置づ けに横断的な効果 を発揮する点で、導入 してい く意義がある と考 えられるのである。
おわ りに
本稿 では、今の連携 に至 るまでの博物館 と学校教育の関係史 を概観 した上で、現在 の博学連
携 の基本 である学習指導要領 か ら主に歴史系博物館 を活用する余地 と捉 えられる項 目を取 り上
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げ、その答 申の記述 か ら現状の連携の余地 を探 った。 さらに新たな指導要領改訂 を控 えている
現状 を踏 まえ、次期学習指導要領下でのそれ らの項 目の今後 の方向性 に触 れ、道徳 の教科化 に
合 わせた資料 の活用案 について試論 した。
博物館 と学校教育 の関係 は、明治期 よ り実物に よる教育 の場 としての基盤を確立 し、常にそ
の在 り方が模索 され続け、現在 の連携 の姿へ と至ってい る。現在 の博学連携 は学習指導要領 に
基づ き学校教員の要請を受けて展開されるこ とが一般的であるが、中央教育審議会答申「幼稚
園、小学校、中学校、高等学校及 び特別支援学校 の学習指導要領等 の改善について」か ら現指
総合的な学習 の時間において授業時数の縮減が見 られるの とともに、
導要領 の方向性 を探 ると、
「伝統 や文化 に関す る教育」
「道徳教育」三項 目の充実か ら連携 の余地が見出 された。
「体験活動」
なかで も伝統や文化 に関す る教育や道徳教育 に至っては、平成32年 (2020)開 催予定の東京
オリンピックを見据 えた 日本人 としてのアイデ ンテ イテ イの育成 に向け、更なる充実が図 られ
る方向にあ り、合わせて道徳の教科 としての確 立が推進 されてい る。一方、道徳充実の取 り組
みの一環 として実施 された副教材 の改定では、形骸化か ら抜け出せていない現状が明 らか とな
り、早 くも課題 となって しまってい ることか ら、 この ような問題 を背景 として、今後博学連携
では、歴史資料 の持 つ情報 を還元する本来の教育 のみ ならず、資料その ものの存在 を道徳教材
として活用す るとい う連携 を充実化 させてい くことが期待 で きるのである。
道徳教育に博物館資料 を活用することは、マナー指導等 に効力があるのみならず、次期学習
指導要領 での「 日本人 としてのアイデ ンテイテイに関す る教育の充実」を実践する各教科学習
の導入 として横断的 に働 きかけ、興味関心や畏敬 の念の育成 に効果 をあげることがで きる と考
えられ、 また、それ らの指導の過程において、資料 と接す る際の意識 について博物館側 がアプ
ローチで きる点が、博物館 にとっても有益 に成 り得 ると言え よう。博物館は、従来の保存重視
志向で排他的なイメー ジを払拭す るように、身近で親 しみやす い博物館像 を取 り入れて来 たき
らいがあるが、その反面なおざりにな りがちであった、資料 の保存・触察可非 の意味 に関す る
教育を、道徳教科化 の今、充実 させてい くこ とで博物館活用 を意義深 い ものへ と進展 させる余
地が見出せ るのである。 また この ような指導 は、興味 の度合 に関係な く平等 に機会をつ くれる
義務教育下での博学連携 で実践する ことで、生涯を通 した活用へ効果をあげることが期待 され
るのである。
以上の ように、道徳教科化 に向けての博学連携 の一方法 を考察 したが、課題 となるのは検定
教科書等 の新 たな指導項 目に どれだけ博物館が関われる項 目が取 り扱 われるかであ る。今回の
道徳に関する議論の発端 となったのはい じめ問題 の対策であ り、 このことか らも、優先的に設
けられ るのは、 い じめ問題 に直接的な関わ りをもつ項 目や、急速に普及するイ ンターネッ トや
スマー トフォンを介 した トラブルヘ の対策であると考えられ よう。 よって、実質的に授業内で
執 り行 われるか否かは、現時点では判断 し難いが、博物館 の 自主的なプ ログラム として道徳教
育 にアプローチで きる内容の提供 を充実化 させ るなど、道徳へ の働 きかけを視野に入れた今後
の連携が意識 されるのである。
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論文】
【

万国博覧会跡 地にお け る博物館 の展開
Historical development of museum after Universal EXPO
王

娼

VVang Juan

は じめに
紀元前 3世 紀 のエ ジプ トの王朝時代 には、即位 の式典 に当時の芸術品 (彫 刻や衣類な ど)を
展示 して人 々の観覧 に供 した とされてい る。古代 ローマ において も、辺境 を征服 した ローマ人
は、帰途 に村 々をまわって戦利品や奴隷 を見せた とい うω。
フランスは、フランスの物産が豊かで優れたものである ことを周知す るために、1475年 にイ
ギ リスのロン ドンで「フラ ンス物産展示会」を開かせた。 これは、近代的な博覧会の原型だと
考え られてい る。 また、1667年 にフラ ンスのループル宮 で開催 された美術品の展覧会 は、 当時
の社会にも大 きな影響 をあたえた もの と推察 され、 また16・ 17世 紀 の博覧会 は、人類文明発展
の里程標 ともいえる存在 となってい る。
また、1851年 5月 1日 に世界 で初 めて開催 された ロン ドン国際博 覧会は、「全ての 国家 の産
業 の成果の大博覧会 (The Great Exhibition Of lndustry Of All Nations)」

と名付け られ、高

い評価 をされたようである。
本稿 では、国家文明の体現 であ り、公衆教育を目的 とす る万国博覧会 (以 下、万博 )の それ
ぞれの方向性 を確認す るとともに、万博 を開催 した国家 について、跡地の利用、再建設、 また
万博 で使 われていたパ ビ リオ ンの活用、あるい は、 当時 の展示 された出品物 としての博物館活
用 に着 目するものである。 また本稿 では、博覧会史上特筆すべ き事項 の多 い フラ ンス と、 日本
の事例 を主 として取 り扱 う。
第 1章

各国の博覧会とその跡地利用

1855年 か ら1937年 にかけて、7回 に亘って開催 されたパ リ万博 では、万博 を機会 に都市改造

に着手 し、会場跡地 を数回に利用 して、パ リ中心部全域 の都市改良計画を実施 した。パ リ名物
のエ ッフェル塔 や、美術の殿堂になっているシャイ ヨー宮殿、美術展示会や見本市な どが 開か
れるグラ ン・パ レ、プティ・パ レ、また地下鉄、ア レクサ ン ドル 3世 橋 なども万博 の遺産である。
以下は、1855年 か ら1937年 に亘って、パ リで開催 された万博 を纏 めた年表 であ る。
開催年

1855

開催 日

5月

15日

門会 Fl

入場者数
(万 人)

11月 1511

516

パ ビ リオ ン

「産業官」
「機械館」
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国立 グラ ン・パ レ美術館
シャン・ ド・マルス公園
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1867

4月 1日

11月

3日

1500

1878

5月 1日

11月 1日

1600

1889

5月 5日

3200

10月 31日

￨

1900

4月

15日

￨

ll月 12日

4800

￨

「同心円状展示場」

シャ ン・ ド・ マ ルス 公 園

機械館
トロカデ ロ宮殿広場

シ ャ ン・ ド・マ ルス 公 園
トロ カデ ロ公 園跡 地

エ ッフ ェル塔
機械館
トロカデ ロ宮殿
ア ンヴァリッ ド

シャ ン・ ド・マ ルス公園
シャン・ ド・マルス公園
トロ カデ ロ公園跡地
セ ー ヌ川左岸

機械館
トロ カデ ロ宮殿
電気館
ア ンヴ ァリッ ド

シャン・ ド・マルス公園
トロ カデ ロ公園跡地
国立 グラ ン・パ レ美術館
セー ス川両岸
ア レクサ ン ドル 3世 橋 を
経 て、 セー ヌ川 右 岸 の 国
立 グ ラ ン・ パ レ美術 館 お
よび市 立 プ テ ィ・ パ レ美
術 館 まで の 間 が 会場 とな
る
シャイヨー官
トロ カデ ロ公園跡地

￨

1925

4月 28日

11月

8日

1600

ア ンヴ ァリ ッ ド橋
ア レクサ ン ドル 3世
橋 グラ ´ パ レ
プ テ ィ・ パ レ

1937

5月 25日

ll月 25日

3104

ンヤイヨ 宮
パ レ・ド・ トー キ ョー

表

1

パ リで開催 された万国博覧会年表

シャ ン・ ド・マルス跡地 は、フラ ンス・パ リの 7区 にある公園である。243haの 面積 を有す
るパ リ有数の緑地 であ り、公園の北西側 にはエ ッフェル塔 、南東側 にはエ コール・ ミリテール
(陸 軍士官学校 )が 隣接 してい る。1855年

の第 1回 パ リ万博 を皮切 りに、 この公園ではパ リ万

国博覧会が何度 も行われ、大 きなパ ビリオ ンが林 立 した。1991年 には、この公 園を含むパ リの
セーヌ川周辺は「パ リのセーヌ河岸」 として世界遺産に登録 された。
1855年 5月 15日 か ら11月 15日 の 期 間開催 され た「Expos
rAgriculture,de rlndustrie et des Beaux―

on Universelle des produits de

Arts de Paris 1855」

(通 称、第 1回 パ リ万博 )は 、

皇帝 となったナポ レオン3世 の統治の下、 シャ ン・ ド・マルス公園で開催 された。同博覧会に
は34ヶ 国が参加 し、会期中516万 人が来場 した。 また同博覧会 は、パ リにお いて初 めて 開催 さ
れた万博 であ り、当時のフラ ンスにとって一大イベ ン トであ った。当該博覧会に伴 い、主会場
の シャ ンゼ リゼ大通 りに隣接 した巨大 な「産業官」 (現 :国 立 グラ ン・パ レ美術館、Galeries
nationdes du Grand Palais)と 、 セーヌ河畔 の「機械館」 (現 :シ ャ ン・ ド・マルス公園)が
建設 されてい る。
1867年 6月 、ナポ レオン三世 か ら万博 開催 の勅令が下 り、2回 目の万博 の 開催が決定 された。

会場 には、 シャ ン・ ド・マルスの14万 6,000平 方 メー トル とい う広大 な敷地があて られる こ と
になった。 ここに、中央 の温室庭園を囲んで 7つ の回廊が同心円状 に広がる巨大な楕円形 の展
示会場が建設 された。
第 3回 の万博は、1878年 に普仏戦争 か らのフラ ンスの復興 を祝 って開催 され、36ヶ 国が参加
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し、会期中に1616万 人が来場 した。開催場所 としては、トロカデ ロ庭園を囲む ようにシャイ ヨー
宮が建設 され、その対岸 のシャン・ ド・マ ルス公園には巨大なパ ビリオ ンが建てられた。
1889年 の第 4回 パ リ万博 は、 シ ャ ン・ ド・マルス公園、 トロ カデ ロ庭園、ケ ドルセー地区を

会場 とし、会場総面積 は96haを 誇 った。 同万博 で最大 の シンボル となったのは、エ ッフェル
塔 であ る。 1889年 に竣工 したエ ッフェル塔 は、会期 中は入場 アーチ門の役割 を担 った。同回の
パ リ万博 は、1867年 の第2回 パ リ万博 の会場 であったシャ ン・ ド・ マルス公園に数 々のパ ビリ
オ ンが建て増 しされて開催 された ことが特筆で きる。
1900年 の第 5回 万博 は、19世 紀 を締め くくり、20世 紀へ の展望 を示す、パ リ万博史上最大 の

規模 の博覧会 となった。1889年 の万博会場 に加え、セー ヌ川右岸、 ヴァンセ ンヌの森 も会場 と
された。 シャ ンゼ リゼに新 たにグラ ン・パ レとプティ・パ レが建設 され、 セーヌ川対岸 のアン
ヴァリッ ドとの間は壮 麗 なア レクサ ン ドル三世橋 でつ ながれた。
現在、 グラ ン・パ レ内に常設 されてい る「グラ ン・パ レ・ ナ ショナ ル・ ギャラリー」 は、国
立 グラ ン・パ レ美術館 と科学技術博物館 として運営 され、中央部のスペースでシャネルなどの
ファッシ ョンショーや さまざまな展示会が開催 されてい る。1993年 にグラ ン・パ レ中央部のガ
ラス屋根 の一部が崩落 し、12年 間の大規模改修 を経て、2005年 9月 に再開館 された。
プテ ィ・パ レは、パ リ市立プティ・パ レ美術館 として1902年 に常設展示 と特別展 のあ る市立
美術館 となった。現在の展示室 は、二部 に分 かれてお り、1900年 万博か ら1937年 万博 までの一
部 出品物 (図

1、

2)、

中世 とルネ ッサ ンス期 の絵画や美術品、18世 紀家具 (図

3)な どを展

示 してい る。 グラ ン・パ レの老朽化 による改修工事 に影響 を受け、2001年 1月 か ら2005年 6
月の間、 プテ ィ・パ レが改装 のため閉鎖 されていた。
第 1回 万博時に建設 された機械館 は、1900年 の第 5回 パ リ万博でパ ビリオ ンとして再 び使用
されたが、エ ッフェル塔 のように今 日まで残 されることはな く、1910年 に取 り壊 されてい る。
また、1900年 のパ リ万博 の跡地利用 として、オルセー美術館 の例が特筆 される。オルセー美術
館 は、1900年 のパ リ万博 の際 に建設 されたオルセー駅 を改装 し、1986年 に開館 した美術館であ
る。 同館 は、1848〜 1914年 の美術 を専門 に扱 い、 ルー プル美術館 とパ リ国立近代美術館 との間
隙を埋 める役割 を担 っている。
同館 の建物 は、1900年 にセーヌ河岸 に建設 されたオルセー駅 の駅舎 を改装 した ものである。
当該建物 は、駅舎 として建築 されてい ることか ら、天窓の採光 を取 り入れた構造 となってい る。
セー ヌ川左岸にあ るオルセー駅は、当時 フラ ンス南西部へ 向か う駅 のひとつであ った。 しか し
1940年 前後 には、周辺地域 の発展 により建築物は手狭にな り、近距離列車な ど様 々な用途に用

い られた。その後、老朽化 による取 り壊 しの話 もあ ったものの、 フラ ンス政府 によ り保存活用
が検討 され、1986年 には駅舎 を改修す る形 でオルセー美術館 が 開館 した。
パ リでの第 6回 万博は、1925年 に開催 されている。当該博覧会 は、本来1915年 に開催 される
予定であったが、第一次世界大戦 のために延期 された。 また当該博覧会は、装飾美術 と工業美
術 とい う限 られた分野を中心 とするもので、1900年 のパ リ万博 に比べ ると小規模なものであ っ
た。そのため、 この博覧会 はそれほど世界的 な注 目を集 めなかったようである。
万博 の敷地 は、19∞ 年万博 よ り規模が狭 くな り、 ア ンヴァリッ ド橋 か らアルマ橋 までのアル
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ベール 1世 庭園と、その対岸 にあたるオルセー河岸 までであった。 また、前回電気館 として利
用 されたグラ ン・パ レとプティ・パ レも、再 びパ ビリオ ンとして使用 している。
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図 3プ テ ィ・パ レでの 18世 紀 家 具 の 展示

1937年 には、第二 次大戦前最後 の博覧会 が、パ リで 開催 されてい る。 開催国で あ るフラ ンス

をは じめ、 ドイ ツ、 イタリア、 ソビエ ト連邦、 スペ イ ン、 日本、 アメ リカなど世界各国か ら
44ヶ 国が参加 し、 185日 間の会期 中3104万 人が入場 した。当該博 覧会 は、 パ リで 開催 された国

際博覧会 としては、 7回 目となる。
本博覧会では、1878年 パ リ万博 の際 に建 て られたシャイ ヨー官が大改装 され、この展覧会の
ためのパ ビリオ ンとなっている。 またセー ヌ河岸 には、美術展示場 としてパ レ・ド・トーキ ョー
が建設 されている。
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本章 で は、 パ リで行 われた 7回 の万博 の跡地 の整備 及 び後続利用 の概況 を概 観 した。上述 の
通 り、7回 の 万博 はす べ て シャ ン・ ド・マ ルス公 園 を中心 として 、 パ リ市街 に拡 大 した こ とが
確認 で きる。 しか しなが ら、同 じ場所 で前後数 回 の再建 築、再 開発 を行 った ことか ら鑑 み るに、
都市 づ くり、地域発展 には寄与 しなか った もの と考察 され る。

第 2章
1、

日本における万国博覧会の推移 と跡地の活用

日本万博の歴史的推移

日本物品の万博 での展示 は、1862年 (文 久 2)第 2回 ロン ドン万博 において初めて確認す る
こ とがで きる。 しか しこれは、 日本が国 として正式 に参加、出品 したものではな く、 イギ リス
の初代駐 日公使であったオールコ ックによって、 自らが収集 した 日本 の物品 を出品 したものに
過 ぎない。出品された物品は、漆器、木象嵌、竹細工 、陶磁器等の美術 工芸品を中心 とす るも
のであった。
日本における万博 に関す る記述は、1862年 に日本 の遣欧使節団が第 2回 ロン ドン万博 を視 察 し、
その様子 を福沢諭吉が紹介 した ものがその晴矢 である。福沢諭吉 は、1870‐ 1872年 に刊行 した『西
②
洋事情』 において、博覧会 について以下の ように論 じている 。
各国二博物舘 ラ設 ケテ古来世界中 ノ物品 ヲ集 ム ト雖 ドモ諸邦 ノ技藝工作 、 日二闘ケ諸般
ノ曇明、随 テ新ナ リ。之 力為昔年ハ稀有 ノ珍器 卜貴重 セシモノモ方今 二至テハ陳腐 二局 シ
昨 日ノ利器ハ今 日ノ長物 トナルコ ト間 ヽ小ナ カラス故 二西洋 ノ大都會 ニハ、数年毎 二産物
ノ大會 ヲ設ケ世界中二布告 シテ各 ゝ其國 ノ名産便利 ノ器械、古物奇品 ヲ集 メ萬國 ノ人二示
ス コ トア リ之 ヲ博寛會 と稀 スル。

1%7年

(慶 応

3)の 第 2回 パ リ万博 には、 日本 よ り万博へ の初 めての出品を行 っている。 し

か し、当時の 日本の政情 を反映 して「幕府」 と「薩摩藩・佐賀藩」が参加 し、二つの 日本が参
加 した万博であった。
そ して、1873年 (明 治 6)に 開催 されたウィー ン万博 は、 日本政府 として初 めて参加 した国
家威信 をかけた万博 である。 ウィー ン万博 開催 に関す る通知が初めて 日本政府 に届 いたのは、
1871年 5月 のことであ った。そ して翌年 1月 12日 オー ス トリア・ハ ンガ リー帝国弁理公使が明
治天皇の拝謁 にあった際、正式招待 の発表がなされ た。
当該博覧会 は、ウィー ンの会場 で 日本 を世界に披露するこのチャ ンス として、政府 としても
一大事業 ととらえていた。 しか し、 日本では万博 の経験 がなかった こ とか ら、技術 上の問題解
決及 び見学者 の反応 を予想する意味で も、同年文部省博物局主催 の官設博覧会が 開かれる運び
とな り、会場 を湯島聖堂大成殿 とした(3)。 湯島聖堂博覧会 と称 される当該博覧会 の出品資料 は、
古美術品、古道具、古瓦、武器武具、古銭、調度品、 日用品、博物標本な ど約620点 が混然 と
して陳列 された。中で も、呼 び物 としての名古屋城 の金統 の展示が衆 目を集めた。当初、開催
期間を3月 10日 か ら20日 間 とし、入場者 を 1日 におお よそ1000人 と予想 していたが、金琥 は人
気 もあ って毎 日∞∞ 人以上が押 し寄せ、再三会期 を延期 し、 4月 30日 に終了 した。
湯島聖堂博覧会終了後、展示品の一部、金銃 を含む出品物はウィー ン万博に送 り、借用 資料
は所蔵者 に返却 した

(4)。

また、官有品が大分残 っていたので、 同年 5月 か らこれ らの残存資料
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を毎月 1と 6の つ く日に公 開す ることとなる。 この資料 の常設公開を基に、1872年 を日本 にお
ける近代博物館誕生 としてい る

(5)。

紀元2600年 の大博覧会 まで

2、

1970年 (昭 和45)に 大阪 で 開かれた万博 は、 日本で最初 の万博 で あ った。 しか し、 日本が万

博 を計画 としたのは三度 目であ った。
一度 目は、1912年 に明治 天皇の即位45年 を記念 して、東京 の青山か ら代 々本一帯 を会場 に、

4月 1日 か ら10月 31日 までの会期 を予定 していた 日本大博覧会である。
明治政府 は、総経費 を1,∞ 0万 円 と予定 し、1907年 3月 に事務局 を発足 させ た。 日本大博覧
会会長の金子堅太郎は 「 日本大博覧會経営 ノ方針」 と題する演説を行 い、 この計画 は世界各国
の参加出品を求め 日本 の産業 の発達を世界に示す ことを目指 したもので、実質的な万博 として
予定 された。すなわち、万博 によって各国の産業を研究 し、貿易を促進 させ、教育 の場 として
活用 し、 また入場する各国民に娯楽を与える場 とな り、 これ らを持 って各国 との親密 な交際を
図 るとい うもので ある

)。

1908年 9月 には、各国宛 に正式招請状 を発 送す る段 階 となったが、

しか しなが ら桂内閣が登場 し、不景気 に陥 ってい る事実があ り、財源確保が困難である一方、
7,。
、
さらに、そ
予定 よ り経費が増大 して設営準備 も遅れたため1917年 (大 正 6)ま で延期 した
の後計画 自体 が 中止 となってい る。
三度 目は、1929年 に民間か ら開催 の建議があ り、東京府及 び神奈川県知事、東京・横浜市長、
商工会義所等 の賛同を得 て、1940年 に東京 と横浜 を会場 として、3月 1日 か ら8月 31日 まで行
う予定 であった、所謂紀元2600年 記念万博 である。1931年 3月 、国会は万博開催 の建議案 を採
択 し、昭和 9年 設立 の「 日本万国博覧会協会」に よって準備が進め られた。万博開催 の 目的は、
当面の経済的行 きづ ま りを打 開す ることとされたが、他方で万博 とい う国際的行事 を開催 して
国家の力量 を示 したい とい う、国威発揚 の意識 もはた らいていた

(8)。

しか し同年秋 の満州事変勃発 のため、1935年 には博覧会の開催が危ぶ まれた。一方 で、1940
年が皇紀26∞ 年 に当たることか ら、 これを記念 して万博 を開催す るとい う意見 も現れた。満州
事変 は、不拡大方針 とは逆 に広がる一方であ り、昭和 7年 には満州国建国が宣言され、国内的
には 5・ 15事 件な ど社会不安 と経済界 の動揺 が見 られ、 もはや1940年 の開催 は不可能であ った。
会場 には、東京湾内月島の埋め立て地100万 坪 と、横浜港内の埋め立て地が予定 されていた。
開催 のための資金作 りは、1900年 パ リ万博 の時に行われた もので ある「抽選券 つ きの入場券」
発売 による収入 を考 えていた。つ まり、入場券に宝 くじを付 けて、売れ行 きを増やそ うとす る
ものであ る。 また、会場準備 のため、植木30万 本余 りが準備 された。現在 の晴海 にあたる場所
である。
3、

日本で開催 された万国博覧会

①大阪万博 (1970年 )
1970年 に開催 された 日本万国博覧会 (通 称、大阪万博 )は 、ア ジアで初めて開催 された万博

である。昭和40年 に、
博覧会国際事務局 (BIE)の 理事会 にて 日本での万博開催が正式決定 した。
大阪万博 の跡地利用 については、会場計画 の当初か らい くつかの計画案が出ていた。 しか し、
準備期間が短かった こともあ り、計画が具体化 しない まま会場建設に着手 し、跡地利用計画の
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決定 は、会期終了後 に持ち越 された。大阪府 は、1966年 3月 に跡地利用計画 (基 本構想)を 作
成 し、翌年 6月 にこの計画案を政府や政党 関係者 に説明 した。大 阪万博 の跡地利用は、閉幕直
後 に「緑 に包 まれた文化公園」 とす る方針が決 まり、人 と多様 な生物が共生する森を30年 でつ
くるとい う目標 の もと、「 自立 した森作 り」が進 め られて きた。かつ て116の パ ビリオンが林立
し、世界各国か ら半年間で6422万 もの人を集めた会場は、万博公園として生 まれ変 わってい る。
万博公園は、「 自然文化園」「 日本庭園」「文化施設」 と大 きく3ゾ ー ンに分 かれてい る。
「 自然文化園」 は、万博 当時、各国のパ ビ リオ ンが建 っていた賑やかだった場所 である。パ
ビリオ ン撤去後に人工地盤が設置 され、 自然 の森が再生 された。その中心 には「 自然観察学習
館」があ り、野鳥観察や植物観察などさまざまな自然観察イベ ン トが 開かれてい る。
「 日本庭園」は、万博 当時か ら木 々が大 きく育 ったこと以外、 ほ とん ど手 が加 えられて い な
い庭園である。 日本 の造園技術 の粋 を集 めて作 られた名庭園には茶室があ り、 また各国の来客
を もて な した迎 賓館 も残 って い る。
現在 は、 貸 し切 リハ ウス ウェデ ィ ン

取 り壊 された大阪万博の建物 ・施設 ・作品

グ場 になって い る。 また 自然 文化 園
で は、 126品 種 。約 600本 、 日本庭 園

万博 閉幕後
〜 1971年 春

アメ リカ館、 ソ連館、 日立 グ ル ー プ館、
三菱未来館 などほとん どの建物

で は38品 種 ・ 約∞ 本 もの梅 の 木 が 花

1976年 12月

日本館

1978年 7月

太陽 の塔 の周 りにあ った大屋 根、
母 の塔、 お祭 り広場

1991年

青春 の塔 (エ キスポラ ン ドに移設)

2∞ 3年 3月

エ キ ス ポ タ ワー

2005年 3月

旧国立国際美術館、万国博 ホール

2008年 7月

ダ イ ダ ラザ ウ ル ス (ジ ェ ッ トコ ー ス タ ー )

をつ け て い る。
大 阪万博 の パ ビ リオ ンには、 開幕
前 か ら残 す こ とが決 まって い た パ ビ
リオ ンが 存在 して い た。 そ の パ ビ リ
オ ンは、 日本館 、万 国博 ホ ー ル、万
国博 美 術 館 (旧 国 立 国 際 美 術 館 )、
日本庭 園、 日本民芸館 、 日本鉄鋼 連

盟が建設 した鉄鋼館である。 ところ
が、当初計画において太陽の塔 の保

表2

(9)
取り壊された大阪万博の建物・施設・作品

存 は含 まれてお らず、「保留状態」 だった とされてい る。
1972年 7月 には、 日本万国博覧会記念協会が記念公園第 1次 整備計画を発表 し、昭和 51年 度

に太陽の塔 の撤去 を計画 してい るものの、1975年 1月 に同協会は一転 して存続 を打 ち出 してい
る。 しか し、2008年 (平 成20)度 に耐震診断を実施 したところ、太陽の塔 は大地震で倒壊する
可能性が高 いこ とが判明 し、今後 の動向が注 目される。
現在、唯一元会場内 に残存 してい る銅鉄館 は、大阪万博 の開催40周 年記念事業 として記念館
に改装 されている。鋼鉄館 は、鉄骨・鉄筋 コンクリー トの鉄鋼建築 の技術 の粋 を集めた非常に
頑丈なつ くりだったため、博覧会終了後 も残存 させる ことが決定 していた。万博閉幕後 に大 阪
市へ譲渡 された鉄鋼館だが、舞台装置の操作が複雑 だった ことや、管理・維持にも相当の費用
を掛かることもあ り、本来の 目的ではな く倉庫 として存置 されていた。
こ うした鉄鋼館 の 末路 "に 対 しては、ホールで流す楽曲を提供 した高橋悠治による痛烈な
(10)。

批判があ る
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万国博 のあ とで、鉄鋼館 は地方 自治体 にゆず りわたされた。 しか し、それが この建物 を
維持す るだけで さえ必要な巨額なカネを支出する ことがで きたとして も、 スペース・ シア
ター にはあま りに限 られた使用法 しかな く、 しか もだれがそれに興味 をもったろ う。あ る
劇場が共同体 にとって必要 とされる条件 をかんがえることな く、大衆 とのはな しあい もな
く、かってにつ くられ、ゆず られた建物 は、この上 な くめいわ くなお くりもので しかなかっ
たにちが いない。それは今、ホ コ リのなかに くちてゆこうとしている。その実験 の成果 は
どこに も生かされなか った し、その失敗の教訓をだれ もまなばなか った。
大阪万博 の寄贈品やデー タ資料 を保存 し、その意義を伝 えるとい うため鋼鉄館は、2010年 3
月10日 に万国博 の資料館 「EXPO170パ ビ リオ ン」 として リニューアルオープ ンした。 もともと
鉄鋼館 は、現代音楽な どの音楽公演 を行 うパ ビリオ ンとして、 当時の最新音響設備 を備 えてお
り、40年 ぶ りに公 開されるメイ ン施設「 スペー スシアターホール」 は、 当時の光のショー をイ
メー ジして色 とりど りの照明で演出 してい る。
②花の万博 (花 とみど りの博覧会1990)
花 とみ ど りの博覧会 は、19∞ 年 4月 1日 〜 9月 30日 の会期 で開催 された もので、花 の万博

(EXPO'")と の愛称が付け られていた。 同博覧会は、「 自然 と人間 との共生」をメイ ンテーマ
とし、花 と緑 と人間生活 のかかわ りを とらえ、21世 紀へ 向けて潤 いのある豊かな社会の創造を
めざす こ とを標榜 している。 また同博覧会は、国際博覧会条約 に基づ く特別博覧会であ り、東
洋 で初めて開催 される大国際園芸博覧会 であることも特筆することがで きる

(・

1987年 には、 日本 国政府 よ り1

)。

力国・61国 際機 関 に対 して公式参加招 請状 が送 付 され、

1988年 か ら平成元年末 までに38カ 国 と契約が結ばれた。 さらに、博覧会開催年 の 19∞ 年 には参

加団体数 も急速に伸 び、最終的な参加数 は万博史上最多 の83ヵ 国、55国 際機関に達 した。参加
国は、アジア、 ヨーロ ッパ、ア フ リカ、南北アメ リカ、オセ アニアの世界全域 にまたが り、世
界が参加 した大国際博 となった。
当初 は、 1989年 の大阪市市制100周 年事業 として、国内博覧会 として 開催す る方向で準備が
進め られていた。大 阪万博閉幕後 の1972年 4月 には、大阪市内に鶴見緑地が開園 し、 同地 では
1984年 よ り博覧会 に向けてのイベ ン トが定期的に開催 されて い た。 しか し、その後国 の政策 と

も合致 し、 国際博覧会 として1990年 に開催 される こととなった。計画当初 は、「鉄冷 え」 と言
われるほど日本経済 は冷 え込んでお り、閣議了解 は民間活力導入を条件 になされた。昭和末期
よ り日本経済 はバ ブル景気 を迎え、民間企業か らの施設参加 は順調に推移 し、 また民間企業か
らの寄付金 の総額 は国際博覧会史上最高を記録するなど、民間か らの参加 が順調 に推移 した。
当該博覧会 は、 国内で大小数 々の イベ ン トが催 されたバ ブル期 で も最大規模 の催事であるとい
える。
花 の博覧会閉幕後、会場跡地 は花博記念公園鶴見緑地 として整備 されてい る。 同公園は、無
料 で入ることがで き、市民 の憩 いの場 となってい る。その うち、 ほ とん どすべ てのパ ビ リオ
ン・乗 り物等 は撤去 されたが、咲 くや この花館、生命 の大樹 いの ちの塔、国際陳列館、国際展
示 水 の館、花 の谷、花桟敷、国際庭園、風 車 は残 されている。
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会場建築物

閉幕後

鶴見緑地

花博記念公園鶴見緑地 として整備

咲 くや この花館

植物園
2012年 4月 一般財団法人大阪 スポー ツみ ど り財団が指定 を受け る
日本最大級の温室

生 命 の大樹 いの ちの塔

1992年 4月 に花博記念公園鶴見緑地 の展望塔 として再 オー プ ン
2010年 3月 31日 をもって展望塔 としての営業 が休 止
2010年 花 の万博20周 年記念 「は な らんまん2010」 開催
2010年 4月 29日 ‑5月 5日 に限 り無料開放
現在閉館中

1階 が 陳列館 ホール

2階 が国際花 と緑の博 覧会記念協 会事務局

国際陳列館

3〜 4階 は生 き生 き地球館。2014年 3月 30日 に閉鎖
西半分が市営 のスポー ツセ ンター
国際展示 水 の館
束半分が汎用展示会場
風車 の丘

風車

表3

花の万博

ノヽビリオンの再利用
そ の後

出展物

「山の駅」駅舎

福知曲線柏原駅 に移 築

「風車の駅」駅舎

小浜線若狭本郷駅 に移築

パ ビリオン「名画の庭」

京都府 立陶板名画 の庭 に移築

「 三和み ど り館」 で公 開 されたア トラクシ ョン

「国際展示 水の館」に出展 した噴水「花の塔」
表4

0愛 知万博

(2005年

花の万博

フランスのパ リ郊外 のテーマパー クに移築

「滋賀県 立水環境科学館」に移築
出展物 の移転

日本国際博覧会、愛・地球博)

愛知万博 は、
博覧会 に伴 い地域開発計画が大 きく揺 れ動 いたために会場計画がたびたび変更、
縮小 され、迷走 した ことがよ く知 られてい る。1994年 に「21世 紀万国博覧会基本構想」が まと
まり、1997年 6月 には博覧会事務局 (BIE)総 会 において愛知万博 の開催が決定 された。その後、
跡地 を利用するため、新住宅開発計画 の縮小、「海上会場」 の縮小、そ して愛知万博検討会議
による会場計画の見直 しと、計画変更が続 いた。2000年 12月 には、「長久手会場」、「瀬戸会場」
による会場計画 に基づ き計画が見直 され、最終的な基本計画が正式に公表 されたのは2001年 12
(12)。

月 となった

万博 閉幕後 は、愛知万博閉幕後 の長久手会場 を整備 し、「モ リコロパー ク」 の愛称 を付 けら
れオー プ ンした。 また2006年 7月 15日 には、都市計画公園「愛 ・地球博記念公園」 として、1日
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遊 び と参加 ゾ ー ンの部分 が再 開園 した。

会場建築物

現在 の運営

地球市民交流 セ ン ター

愛 ・地球博 の理念 と成 果 を継承 し発展す る
また、市民参加 ・交流活動 の拠点 として設立 された

フィール ドセ ンター
(も りの学舎)

愛知県 の環境学習施設 です。 自然体験 や クラフ トエ作 な どを通 じて、 楽
しみなが ら環境 につい て学 ぶ ことがで きる

あい ちサ トラボ

農 の営みや先人 の 知恵 を実体験す るこ とで、 自然 の循環 を学 び伝 える こ
とを目指 してい る

愛・ 地球博記念館

展示 は外国パ ビ リオ ンなどか らの寄贈物 な ど300点 以上の展示物があ る

児童総合 セ ンター

子 ど もた ちが健全 に発 達す るため援助 を して い る

サツキ とメイの家

内覧 の見学 を15分 、外観 か らの見学 を15分 の計30分 のみ 見学が出来る

日本庭園

恒例 のお茶会に参加で きる。露地 の 中を散策 ことがで きる
表5

4、

愛知万博

バ ビリオンの活用

万博跡地における博物館の検討

①跡地の計画
そ もそ も1970年 の 日本万国博覧会 (大 阪万博 )の 会場跡地が、なぜ公 園 となったのであろう
か。 これは、欧米 において万博跡地 は公園 にす るのが主流であ り、 日本はそれを踏襲 したと推
定 される。例 えば、パ リのエ ッフェル塔 があるシャ ン・ ド・マ ルス公園は、1 9年 に開かれた
パ リ万博 の跡地である。 さらに言えば、エ ッフェル塔 は万博 のシンボルであ り、現在 では凱旋
門と並 びパ リを象徴す るシンボルとなってい る。
大阪万博 の跡地 について も、国の有識者会議が「緑 に包 まれた文化公園にする」 と答 申して
お り、 これに沿 って、パ リ万博 におけるエ ッフェル塔 に相当す る太陽の塔 ともども、公園 とし
て整備 されたとされてい る。その後、 日本で開催 されたつ くば万博や愛知万博 な ど、万博会場
跡地 はいずれ も公園 となってい る。
②万博 の遺産の継承
1880年 のメルボルン万博に際 し建設 された王立展示場 は、 19世 紀 に開催 された万博 の会場 と

しては、世界で唯一現存す る建造物 である。万博 は1851年 ロン ドン万博か ら始 まり、19世 紀に
ニ ュー ヨー ク、パ リ、ウィー ン、 フィラデルフィアなど各地で開催 された。オース トラリアで
は、1879年 のシ ドニー と1880年 のメルボル ンで連続 して万博 が 開かれた。王立展示場 は、メル
ボル ン万博 の会場 であって、1880年 10月 1日 か ら1881年 4月 30日 までの 6ケ 月に亘 って開催 し
た。33ヶ 国が参加 し、入場者は133万 人を越えた。
当時のオース トラリアは、「植民地」、「流罪植民地」 と言 うイメー ジがあるが、当時 の イギ
リス政府 には財政にも余裕があ り、十分な欧州建築様式 を反映 した造 りとなってい る。
メルボルン万博 では初 めての試 み として、入場者 にサ イ ンと感想 を書 き残 してもらうように

‑ 66 ‑

万 国博 覧会跡 地 にお け る博 物館 の展 開

「輝か しい」
したが、その結果16,∞0人 が記帳 した ことが明 らかになってい る。そこには、
「盛大」
「壮麗」等 の言葉 もしくは「女王万歳」な どの文字 も見えた(13)。
王立展示場 は恒久的建築物 であった。1880年 万博後 も活用 されて、1部 8年 は入植 100周 年 を
記念 してパーテイーが 開催 されてい る。1915年 までは王立展示場 の ピー クであ り、1851年 か ら
1915年 までの展覧会 やイベ ン トなど合計50回 以上が 開催 された。
1901年 、 各植民地が合邦 してオース トラリア連邦が成立すると、第 1回 連邦議会 の議事堂 と

なった。 1901年 には国会議事堂 として使 われるようにな り、州議会に26年 間に渡 って使用 され
たのち、再 び展示館 として利用 されてい るが、現在 のオース トラリア最大 の展示館 はサウスバ
ンクにある「メルボル ン・エキシビシ ョン・ コンベ ンシ ョン・ セ ンター」である。
カール トン・ ガーデ ン内に位置する王立展示場 は、2∞4年 にカー ル トン庭園 とともにオース
トラリアでは16番 目に世界遺産 として登録 された。オース トラリアの世界遺産 のほとんどが「 自
然遺産」 であるが、王立展示館 が万博 にお け る西洋建築物 として初めての「文化遺産」 である。
考察
19世 紀半 ばか ら今 日まで の約 150年 の 間、多数 の博覧会が開催 された。博覧会 は、主催国が

国威発揚や国発展 の宣伝 を意図 していたが、その時代や社会 を反映 した建物 やパ ビ リオ ンは、
博覧会閉会後 も跡地に遺存 させ るとい う傾向がみ られる。
19世 紀 のフランスでは、絵画、 コ レクションの流行に従 って、複数回の博覧会を開催 したも

のである。現在 のフラ ンス国立グラ ン・パ レ美術館、 シャ ン・ ド・マ ルス公園美術館は、当時
のフラ ンス文化 の代表的事例 であ り、現存する重要な文化遺産 とも換言 で きるのである。
日本は、1862年 の ロン ドン万博で初めて万博 との出会い、その後約∞年 の歳月を経 て、1970
年 に日本初 の万国博覧会である大阪万博 を開会 してい る。 この間、 ウイー ン万博 に出品す るた
めに湯島聖堂 での仮展示 を実施 し、その結果、 日本初 の博物館 の誕生に寄与す るなど、博覧会
は日本 の博物館発生に大 きな影響 を与えたのである。19世 紀 の明治政府 は、 国際見本市 とし手
の性格 を持つ万博 へ の出品を積極的に進めてい くが、それに伴 い国内 にお ける産業奨励 を目的
とした勧 業博覧会 にも精力的 に活動 を行っている。その結果、 日本 の工業化 と勧業政策の 目的
を達成で きたと考察 されるのである。
20世 紀 に入 り、中小規模 の万博 は多数開催 され、「博 覧会 の 時代」が来た ともい える。BIE

の国際博覧会の条約 の改定にて、万博 の政策化 も浮上 してきてい る。現在 の万博では、テーマ
展示 よ り、都市再開発、会場周辺 の改造、地域開発及 び地域活性化な どを 目的 とす る傾向があ
る。 また、近年では、海洋の開発 と利用、環境汚染の対策を目的 とし、地球問題 としての新 た
な万博が検 討 されてい るのである。
本稿 では、日本 とフラ ンスの万博 を中心 に、その隆盛 と跡地利用 につ いて考察 した。そ して、
本研究 を通 じ、万博 とその跡地利用には以下の 4点 の要素が介在 していると考察 されるのであ
る。

1.万 国博覧会は、世界文明を発揚 し、文化 の交流 目的を持つ こと。21世 紀 のグローバ ル化 の
社会にとしては各国を繋 ぐ紐 である。

‑ 67 ‑

万 国博 覧会 跡 地 にお け る博 物館 の 展 開

2.各 国の伝統や芸術 を保つ、新たな新発見、流行 を交流 す ること。
3.都 市作 り、地域 開発 は万博 の機会、生活居住 を改善すること。交通状況や、

l日

市町村 の改

造な どを行 うこと。

4.都 市再構成す ること。跡地 を利用 し、娯楽地、 レジャー施設 を設置す る。人 間活動 を通 じ
て交流す る。

5.各 国の情報交換、新 たな課題 に挑戦す ること。
終わ りに
国際博覧会条約か ら見 ると、「複数 の国が参加 した、公衆 の教育 を主たる目的 とす る催 しで
あ り、文明の必要 とす る もの に応 ず るために人類が利用す ることので きる手段又は人類の活動
の一若 しくは複数の部門 にお いて達成 された進歩若 しくはそれ らの部門にお ける将来の展望 を
示す もの をい う」 とされている

(14)。

文明 の発展 を社 会 に表す ため、 同 じ国で複数 の展覧会を

行 う際、敷地 の選択によって、国の多様な文化発揚、地域造 り及 び都市発展 の一面で も利が有
ると言える。
本稿 では、万博博覧会、主にパ リ万博 と日本 の万博跡地について概観 し、万博閉幕 による地
域開発、 またパ ビリオ ンの活用及 び出展物 に対 して博物館 の展開を分析 した。今回は、フラン
ス と日本 に重点 を置 いた ものの、第一次、第二次世界大戦時代前後 のアメ リカや、欧州 の国家
の万博跡地については未 だ整理 されてい ない。万博 の跡地利用に関する研究は、現在 までにほ
とんど行 われていない と考え られることか ら、今後の研究が期待 されるものであ る。
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論文】
【

近代 の 山梨県 にお け る
文化財・ 史蹟名勝保護運動 の背景
lI｀

he lBackgrOund Of COnservatiOn L10velllent of Cultural IIeritage
and Historic Site at Yamanashi Prefecture frOm」 Mieiji Era to

Early Showa Era
大森

威和

OL10RI Takeyasu
は じめに
明治維新 による社会制度の急激な変化 の中で発生 した廃仏毀釈 は、多 くの寺院を破壊 し、そ
こに安置 されていた文化財 を破壊 し散在 させてい く事態が急増 した。 また、地方では各地の寺
院で原因不明の火災が相次 ぎ、寺領没収による窮乏により中小寺院が統廃合 され、僧侶 の排除
や仏像仏具の廃棄が相次いだ。一方、投棄 された絵画や仏像 は安値 で欧米人に買い取 られ、大
量に海外 に流失するなど、古来の 日本文化 の軽視が 目立った。
当時、大学大丞であった町田久成は、古社寺破壊や文化財破損 の動 きに歯止めをかけるため、
新 たな保護政策を考える必要があ った。そこで、最初に著 されたのが「集古館建設 の建言」で
ある。 この建言は文化財 の保護 を進言 してい るのは勿論 のこと、
「国益」 の ために も歴史的文
化価値 の保護が急務であ ることを建言 してい る。それは、 当時 の 日本に「文化財」 とい う言葉
を根付かせ ようとして行 った一つの「姿勢」であ った。その後、
発令 されたのが明治4年 (1871)
に発布 された 「古器旧物保存方」であ る。 この布告 は、各地方 に散在す る「歴世蔵貯」の古器
旧物類 を別紙 の通 りに漏 らさず調査 し、調査 した品 目並 びに所蔵者名を記 した リス トを地方の
役所 で まとめて政府に提出する ことを命 じた、 日本初 の文化財保護政策であった。
この「古器旧物保存方」によって、文化財は国の保護対象 となった。 しか し、 この法律 の内
容 に関 しては「貴重な古文化財 の品名 と所有者 を県知事 に届け出 る等であったので、文化財 の
保護には不十分」

{1)で

あ り、 また、保存 の調査 ・報告 のみの言及に留 まっていたため、保存事

業 に関す る経済的負担は実際に保存事業を行 う者が直接負 うこととなる等、 この法律 は多 くの
部分 で抜 け道が多 い法律 であ った。その後、明治30年 に「古社寺保存法」が制定 されることに
よって、「文化財保護」 とい う明確 な位置づ けが現れるが、先に示 した「古器旧物保存方」が
その保護思想 の種 を蒔いた ことは言 うまで もないだろ う。そ して、 この文化財保護思想は山梨
県内 にも浸透 し始め、山梨県内の歴史建築ひいては 自然景観保護 の問題が政治上の問題 として
浮 き彫 りとなるのである。
本論文 では、明治期か ら昭和前期に至る山梨県 の文化財 ・史蹟名勝保護運動 を取 り上 げ、県
内における文化財・史蹟名勝保護運動 の意義 を明 らかに してい く。
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1、
1‐ 1、

山梨県の歴史 的位置
甲府市 の発達

甲府 は、清和源氏 の源義光が 甲斐守 としてこの地に土着 した ことによって誕生 した「甲斐源
氏」 の繁栄 によって形作 られた街 である。その後、 甲斐源氏 の流れを汲む源忠頼が後 に甲府城
が建て られる一条小 山の地へ居館 を建 てたのが、 甲府 の地が歴 史上の舞台 として現れた始 まり
とされ、忠頼 を祖 とした諸家 の一つが武田氏である。忠頼亡 き後 は、子孫代 々が甲斐 の領 主 と
(2)な
どその代 ごとに、現在 の 甲府 の範囲か らは離 れた場
なったが、逸見・小石和 ・千野・岩下

所 に館地を置 いていた。その後、永正 16年 (1519)に 武田信虎が現在 の武田神社 の地に館 を築
き、翌年 には石水寺要害山に山城 を築 いた。地勢的な観点で見 るとこの地における政治拠点 と
防衛 は理に叶 っていたのであ ったが、それは、 この地が次の ような地勢であ ったことが大 い に
関係 してい る。
此地は北 には石水寺 の要害 を負 ひ、東 には近 く瑯濁 ヶ崎の 山脚 を控え、南には廣 々 した
土地高燥荒川 の清流 は遠 く南に見渡 され要害にもよければ水害にも安心、
甲府平原 を望み、
(3)
加之一國に政令 を護す るにも先づ ゝ好適な所 だ。
そ して、信虎 は甲斐国にお ける国府 (府 中)と い う意味で、 この地を「甲府」 と名付け、そ
の城下 には多 くの人 々が移 り住む ようになった。そ して、信虎 の嫡子 ・信玄 の代 になると、武
田氏 の隆盛 とともに商工業を厚 く保護奨励 した信玄の政策 と共 に甲府 は発達 を遂 げた。現在 の
甲府市 の原型は瑯濁 ケ崎 の城下町機能 に由来 してい る。その後、
信玄 の子・勝頼 の時代 になると、
急速に衰 えを見せ るようになる。 同 9年 、
武田氏 は天正 3年 (1575)の 長篠 の戦 いに敗れて以来、
勝頼 は政治拠点 を甲府か ら新府 に移す も、同10年 の天 目山の戦 い によって武田氏 は滅亡、織 田
家家臣の河尻秀隆 によって 甲斐国は一時期織 田氏 の領土 となった。その後、本能寺 の変 による
織 田信長の死、武田遺臣 による国人一揆 による河尻 の死 によって、徳川家康が甲斐国 を領有す
ることとな り、武田氏 の居館 に代 わる新城 が建設 されることとな り、新たに一条小 山の地が城
地 として注 目されるこ ととなるのであった。
1‐ 2、

甲府城の建設 と繁栄

天正 13年 、甲府に戦略拠点 とす る新 たな城 を築 くため、築場予定地内の寺院 を移すな ど、本
格的な平城建築へ の準備 を行 った。その後 は、平岩親吉 を城代 として築城 を行 っていったが、
同18年 、家康が関東 に転封 された ことによ り、羽柴秀勝、加藤光泰 ら豊臣家 の家臣が甲府 の築
城 を担 うことになった。加藤 の死後、浅野長政が これ を継 ぎ、甲府城 の竣工 を告げる。
甲府城 は、 中央 の内城 (― の堀内側 )と それを取 り囲う内郭 (一 の堀 と二の堀 の 間)、 外郭
内郭 は武家屋敷、
外郭 は武家屋敷 を含む町人屋敷にあたる。
(二 の堀 と三の堀 の 間)に 分けられ、
中央 の最高所 に天守台がおかれ、その西側一段下 に本丸があ る。本丸を中心 に東か ら南 にかけ
て天守曲輪 、西に帯曲輪 を挟んで二の九、北 に人質曲輪があ り、人質曲輪 の下には稲荷 曲輪が
北か ら東 にかけ存在 し、東 に数寄屋 曲輪、南に鍛冶曲輪、西側 には花畑 曲輪、清水曲輪、屋形
曲輪、楽屋 曲輪が配置 されていた。
その後、平岩 の城代 を経て、江戸幕府 の直轄領 とな り、徳川義直・忠長・綱重・綱豊 (後 の家宣)
が 甲府城 主 となる。そ して、宝永 2年 (1705)に は柳沢吉保 が 甲府城 主 とな り、 甲斐国 は15
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万 1千 石 の大名領 となった。吉保 は城内の曲輸修復や殿舎 の造営 を行 うなど、 甲府城 と城下町
の整備 を積極的 に行 い、甲府城はほぼ完成 を迎えた。その後、吉保 の子吉里が享保 9年 (1724)
に大和郡山へ転封 されると、 甲府城 は再 び幕府 の直轄地 とな り、甲府勤番 の支配下に置かれる
こととなった。その後、享保 12年 に本丸御殿、銅門が焼失 したが、財政上の逼迫によ り修築 は
ままならず、甲府城 はかつての威容 を取 り戻す ことはなかった。慶応 2年 (1866)勤 番制が廃
止 され、 甲府城代が設置 されるが、同 4年 に板垣退助が率 い る新政府軍が無血入城 し、 甲府城
は歴史的役割 を終えることとなるのであ った。
小結
山梨県 の大地 は周囲 を急峻な山で囲まれている。その中で生 まれた文化は、
独特 の特質をもっ
た ものが多 く、夢窓疎石 の開いた恵林寺 や 日蓮宗の総本山である久遠寺など、後 の歴史に影響
を及ぼす 名跡 も数多 く見受けられ る。そ して、中世に入 り、甲斐源氏が台頭する と、 甲府盆地
を都市化す る動 きが見 られるようになる。交通 の便 がそれほど良 くな く、外部か らの影響 を受
けに くいこの土地の性質を艦み、武田氏が この地に居館 を建て政治運営 を行った ことや、徳川
氏が甲府城 を建てて幕府の直轄地 としたとい う事実を踏 まえると、甲府 とい う土地 は、 いかに
重要な要衝であったことが明 らかであろ う。そ して、その中に作 られた甲府 とい う都市 は、言
葉 を改めると人為的に作 られた都 であ り、その中で生 まれた文化 と長年の蓄積 であ る 自然が見
事 に調和 した由緒正 しき歴史拠点で もあった。そ して、明治維新後の 甲府市では文化 の継承 と
市 の発達 において しば しば問題が発生 してい くこととなる。それは、 甲府 を「開かれた」都市
にしようとす る経済的側面 と山梨県 の文化 を保存 し継承 してい く文化的側面の軋みが齋す 人為
的な問題 で もあったのであ る。

2、
2・ 1、

明治時代における甲府城の保護
甲府城跡 の「拝借」

明治 6年 (1873)「 廃城令」が実行 され、主要な城郭 は軍用財産 として陸軍省 の管轄 に置 か
れることとなった。そ して、翌 7年 に甲府城 は存城処分 を受け、国の支配下 に置かれた。 しか
し、その後 の測量 において、 甲府城 は陸軍営所 の地形には不適当 として、陸軍省 は県 に土地の
買い上 げを求 めた。その一方 で、県 に明治政府か ら公園設立 の照会があった。当時の政府は、
景勝地や史跡 などの遊覧場所 を「万人偕楽 の地」であるとして、公園の設立 を太政官布達で通
達 し、公園を国民全員が偕楽 に向か うことが 出来る「癒 し」 の場 として考 えていた。そ こで、
かつ ての城下町のシンボルで もあ った甲府城 を「復活」 させ、「偕 楽 の地」へ と変化 させるた
めに、山梨県令 の藤村紫朗 は陸軍中佐であ った今井兼利宛 に甲府城跡 の拝借 を照会する文書 を
提 出 してい る。そ こでは、公園の設立において次のような説明がなされてい る。
御熟知 ノ通同城之儀ハ建物大破藻草繁茂殆 ド狐狸蛇喝 ノ巣窟 トナ リ、古蹟勝地 ノ風致モ
無之二付、御不用 ノ儘御存置可相成儀 二候ハ ヾ左 ノ方法 ヲ以テ永 ク当縣 二借用、公園取設
古蹟 ノ風致 ヲ不損候様致 シ度、尤御入用 ノ節ハ何時 ナリ トモ返上可致候。
藤村 は公園の適当な地 として 甲府城 を挙げ、その借用 を求 めてい る。明治維新以降、荒 れ放
(41

題 となった この地は「古跡勝地 ノ風致」 は消 え失せ、歴史的価値 は影 を潜めていた。そ こで、
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文化財 としての現状保存 を重点に置 いた公 園 にす ることで、貴重な国民的財産 を守 り伝 えるこ
とをこの文書 で強調 している。 また、その文書 では、 甲府城跡 の整備方法について次の ように
説明がなされてい る。
周囲 ノ石垣或ハ城内区画堺界 ノ石垣等全体 二係 ルヶ所 二付 テハー切模様替取捨等為 ス
ヲ得ザ ル勿論ナ レ ド、内外 ノ土塀 ヲ木柵 二換 へ、或ハ橋梁新架修繕其他石段石垣 ノ潰崩 ニ

一

属 スルモノ積替等適宜御任 セニ相成度事
一 楽屋殿其他建物破壊朽腐 二属 スルモノハ御払下 ゲ相成、櫓等形容風致 二係 り修繕行届
クベ キ建物ハ存置 シ、修覆模様替等適宜御任 セニ相成度事
但存廃ハ取調猶 申立ッベ シ
ー

立木ハ渾 テ存置 シ、枯枝腐木等風致 ヲ損 スルモノ伐採其他保護 ノ儀 ハ適宜御任 セニ相

成度事
一

天守台・ 櫓跡其他適宜 ノ地二機械雛形陳列所 。書籍館 ・博覧場等建築致 シ度事
適宜 ノ地 二就キ植物園・動物園等取設度事

一

蓮根下草伐等是迄御収入 ノ分ハ渾 テ御任 セニ相成度、就 テハ番人給其他修繕費等一切

一

御償 二不及候事

(5)

「存
ここで注 目すべ き点 は二つ あ る。一つ は、
既 に壊 れて使 い物 にならな くなった建物以外 は
置」を主張 してい ることである。 これは俗 にい うところの「史跡保存 ・整備」 と同 じで、昔 の
もので保存 で きる ものは保存措置を講 じ、現代 にその当時の ままの時代 をタイムス リップさせ
て永久 にその価値 を高めていこうとした狙 いがその中 に隠されてい る。 当時 は、文明開化 の始
まりであ り西洋化 の波が押 し寄せていた時代 で もあ った。その中でこのような書簡が山梨県の
行政側か ら国に送 られたことは、山梨県がいかに甲府城 を重要な位置付 けにしていたとい うこ
とが見 て取れ よう。二つ 目は、「機械雛形陳列所・書籍館・博覧場」「植物園・ 動物園」な ど博
物館 を建てることを明記 した ことである。 名村五人郎元度が 『亜行 日記』 で「博物館」 の単語
を使用 して20年 弱、 日本最初 の博覧会 「湯 島聖堂博覧会 (現 在 の東京国立博物館 )」 が開催 さ
れてか らまだ 3年 弱 であるこの時代 において「博物館」とい う名前が直接的 には出ていないが、
上記の ような博物館思想 が山梨 に早 くか ら存在 していた ことが この資料 にお いて明確 になった
のは言 うまで もない。 しか し、山梨県 にお け る博物館 は大正7年 (1917)4月 17日 の 甲府市立
動物園の開館 が最初 である。故 に、明治期 には山梨県民に博物館思想が根付かなか ったことも
この資料 では見 えるのであるが、それは、明治9年 に甲府城内 に勧 業試験場 を設け、翌年 には
鍛冶曲輸 に葡萄酒醸造所が設け られることによって城郭 としての機能が完全 に失われて しまっ
たことも理由の一つではないだろ うか。や は りそ こには、明治期初頭に起 こった殖産興業 の影
響 も存在するのである。文化 と経済 の両立は明治期 の混乱期において成立で きなかった ことが
見 てとれるが、そ こには、文化 を維持するためには、経済発展 も一つの条件 としてそ こに存在
していたのである。
2‐ 2、

「舞鶴城払下二付建議」

明治30年 12月 14日 、山梨県議会 において「舞鶴城払下二付建議書」が提出された。舞鶴城 と
い う名前 は、 白壁が重な り合 う優雅 な姿 か ら、鶴が舞 う雄大な姿 を連想 してつ け られた もので
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あるとされ、現在 も「舞鶴城公園」 としてその名が残 っている。では、当時 の甲府域 の払下げ
の意図は何か。 この建議書 は以下のように始 まる。
謹 テ建議仕候。本県甲府市舞鶴城 ハ本県 ノー偉観 ニ シテ且歴 史上 ノ遺物 トシテ永 ク保存
スルノ緊要ナル ヲ信 ゼ リ。 (6)
この ように、「歴 史上ノ遺物 トシテ」舞鶴城 を保存すべ きであるとここに示 されてい る。 また、
この後 に建議書の提出 目的が書かれてい る。
然 ルニ昨 (明 治、筆者註)二 十九年中、中央鉄道実地測量 二際 シ某等聞 ク処 ヲ以テス レ
バ、該線路ハ城北 ノー角 ヲ毀チテ其敷地二宛 ツル コ トニ決定セ ラレタリ ト。 (7)
当時 は、鉄道運輸 によって貨物資本 を輸送す ることで、経済 は回転 していた。そのため、鉄
道開通は必須の条項 であったと言える。 しか し、測量 を行 った結果、最 も効率良 く線路 を通す
には、 どうしても甲府城跡を通 らなけれ ばならない。当時の 甲府城 は軍用地ではなか ったため
城地の払下げを認めていた。故 に、この建議書は舞鶴城 の景観 を保存 したい文化財保護 として
の 山梨県側 として払下げを主張 しているように見えるが、事情 は異なっていた。それは、 この
文章 に明確 に表れてい る。
果 シテ然 ラバ 陸軍省 ノ方針 モ敢 テ永 ク用地 トシテ保持 スルノ用ナキニ至 レリ ト愚行

(マ

マ)仕 候間、該払下 ノ許可 ヲ得、将来本県公共的事業 ノ用地 トシテ永 ク保存仕 り度熱望 ノ
(8)
至 リニ堪 エズ候。
この ように、山梨県側 は公共事業の用地 として利用する ことを主張 してい る。 これは、最初
に甲府城 は「歴 史上ノ遺物」であるため、永久 に保存する ことを謳 ってお きなが ら、将来的に
は工業用 地 としてその土地 を利用す るとい う、「舞鶴城払下二付建議書」に存在する明 らかな
矛盾 であった。そ して、山梨県民 と中央政局の間にも甲府城に対する態度の違 いがあった。議
会議事録 にもその態度の違 いが示 されている。
抑 モ舞鶴城ハ歴史上 ノ紀念 トシテ永 ク保存 セ ンコ トハ縣民一般 ノ希望ナルガ、中央鐵道
線路ハ西北 ノー角 ヲ破壊 シテ布設サ ル ヽコ トヽナ リシガ、陸軍省 二於テモ多分最早 ヤ城塞
トシテ保持 スルノ必要ナ シ ト諦 メラレタルモノ ヽ如 シ。(9)
この建議書 は全 会一致 で提 出されることになるが、払下げは叶 うことはなかった。 しか し、
そ こには上に挙げたような矛盾 を手 んでお り、実際明治33年 に甲府中学校が鍛冶曲輪跡 に、同
36年 に中央線 が楽屋曲輪跡に建設 された ことを考慮す ると、山梨県側 は文化財保護 よ りも、経

済発展 に重 きをおいていた ことが分かるのである。甲府城 は山梨県 の代表的遺跡 であるが、そ
こには、最小限の文化財保護意識 と最大限の山梨県発展 の画策が並列 して存在 し続けていたの
であった。
2‐ 3、

一府 九県連合共進会

、一府九県連合共進会」が舞鶴公国内で開催 された。 この共進会の 目的は、
明治39年 10月 1日 「
山梨県の観光 と物産を紹介す ることであ り、中央線 の 甲府駅開通 を機会 とした山梨県の宣伝 を
狙 った ものであった。 しか し、当時 の中央政局 は財政難 と産業不振 を理 由に開催 に反対 の態度
をとった。そ こで注 目すべ きは県議会議員であった石氏兵作 の主張 である。石氏 は、会場予定
地 の 甲府城跡 の払下げは以前 か らの市 の希望 であったこと、共進会で建設 された建築物 は県の
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諸施設に転用で きるため経費を抑 える ことが出来ることを述べ るに至った。石氏 にとって、共
進会は国民 の関心 を県へ 向ける絶好 の機会 である と言えた。そ して、共進会 のために建 て られ
た建築物 を県 の諸施設に移行す る案 は、万国博覧会における跡地 の活用 に も繋が り、そ こには、
博覧会 における施設 の博物館転用 の意図が感 じ取 れるのである。
その後、紆余曲折 を経て共進会開催が決定するのであるが、上水 道建設が遅れていた甲府市
では、
衛生上の問題 か ら、
露溝 の暗渠化や水質汚染 の予防な ど市 の清浄化 に追われることとなっ
た。そ して、開催 の2か 月前 には洪水 による被害 で 開催が危ぶ まれたが、県知事であった武田
千代三郎 を中心 に準備 が進め られ、開催 に至った。 当時の様子 は以下の様 であった。
それで も、罹災者救済 と並行 して共進会準備が進め られ、現在 の 甲府城趾域 いっぱいに、
七棟 の東京・神奈川・新潟・埼 玉・群馬・千葉 ・茨城・栃木・長野 ・ 山梨各府県出品物産
と参考品展示 の仮説陳列館が立ち並 び

(中

略)、 天守台 には、近世初頭に築かれたとして も、

どれだけの年月維持 されたか不明の天守閣が、第十銀行佐竹 [作 太郎・筆者註 ]の 寄付 で二
層 の姿 に仮設 され、夜 はイル ミネー ションで装われた。

(10'

共進会の入場者は27万 6288人 を数え、佐竹 の寄付金で武田古城址が修繕 されるなど、経済的、
文化的側面 を見 れば成功 の ようにも思える成果であった。 しか し、市内一般 の盛 り上が りには
今一つ欠けていたと『山梨 日日新聞』 では以下の様 に伝 えてい る。
共進會場 たる舞鶴城附近 を除却すれば、市況 の寂蓼 たる玄 に一府 九縣聯合共進會 の開催
せ られつ ゝあ りとも思はれず。 (中 略)彼 等 は甲府市が何故 に盛装せ られざるかを解する
に苦 しむもの ヽ如 し(n)
ここに、中央政局 と甲府市民 の温度差が見て取れ る。市民 にとって、洪水 による被害か らの
脱却が最優先事項 であるため、舞鶴城附近 で盛 り上が る風 景 は別世界の様 であった とい える。
その後、県 は観光・産業に主軸 を置 く運営 に傾 くことになるが、度重なる水害や不況 の影響 で
その夢 は傍 く散 るこ ととなるのであった。
小結
藤村紫朗 は県令 として勧業政策を進 めていたことは明 らかであるが、それ と同時 に甲府城を
含 めた史跡保護 に も力 を入れていた。それは、明治時代 における漸進的な成長 と並行 して、山
梨県 「 らしさ」 を残す ことを第一 とした一つの地域保護思想ではないだろ うか。その後、明治
37年 に 甲府城跡 は「舞鶴公園」 として開放 された。 しか し、それはあ くまで も「公園」 として

の開放 であ り、徳川時代 の建物が殆 ど壊 された城跡 は「史跡」 としての開放 とは成 りえなか っ
た。そ して、その舞鶴公園で共進会が 開かれることになるが、そ こに、湯 島聖堂大成殿で行わ
れた文部省博覧会の影 を見ることがで きるのではないだろ うか。そ して、昭和39年 (1964)に
都市公園「舞鶴城公園」 として整備事業が行われ、門や櫓 が復元 されたが、そ こには、 甲府城
が山梨 の文化 を担 う拠点 としての意識が地域住民 の間 に も根付 き始めた意味合 いが存在 してい
るのである。
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3、
3‐ 1、

明治中期〜後期における文化財保護・ 史跡保存の主張
寺院における文化財 の行方

明治期 は、前 にも記 したように神道が国教 として浸透 していた時期 である。その為、各神社
や寺院では伽藍配置の維持や古器類の保存 に躍起 になることが多かった。 しか し、その保存 を
行 う立場 である神社や寺院 は所領の上地による租税納入等 で経済的逼迫を強い られていた。そ
れ故 に、そこに存置 していた梵鐘や堂字 を売 り出す ことも多 く存在 していた。 巨摩郡第七区陸
沢村 (現 甲斐市 )に あ る曹洞宗天沢寺 も多分にもれずその影響 を被 っていた。文明 4年 (1472)
に鷹岳宗俊 によって開山 した この寺院 は徳川家康により寺領25石 が与えられていたが、梵鐘・
衆寮・首座寮・土蔵 の売却 を山梨県令宛に申請 したその願 いにはその苦心が表れている。そ こ
にはこ う書かれてい る。
即今 ノ ロ的伽藍修理営繕寺務教法等難被行、実 二職務歎 ケ敷場合 二付 (中 略)差 向修理
営繕備金等 ノ見込モ無之 二付、
前書梵鐘建物売却致 シ候テモ本堂 ラ除 ク ノ外建物六棟有之、
説教法要等 ノ節差支無之 (後 略)(12)
近世 の寺院 は檀家制度によ リー定以上の収入 を得ていたが、明治政府による神仏判然令 の発
布 によ り、檀家制度 は廃止 される こととなる。 また、その折 に発生 した廃仏毀釈 の際 には、檀
家制度 の裏 でその権限を悪用 し、民衆か ら度を越 した収奪 を行 い負担 を強いた僧侶 を含めた寺
院その ものが ターゲ ッ トとなった ことで、伽藍配置や文化財な どに激 しい損傷が発生する こと
となった。有名な例 でい えば、奈良の唐招提寺 は堂宇や仏像 の破壊 は免れ る も、神仏分離令に
よ り経済基盤 の所領 は取 り上 げ られたため、僧侶 たちの生活 は困窮 し、貴重な保存文書を竃 の
焚 き付けに使 って しまうほどであった。 また、京都 の知恩院では、後 に国宝になる有名な知恩
院の鐘 を「大 きな鐘があるが い りませんか。売 りたい」 ととある宣教師に懇願する等、当時の
寺院 にお ける経済状況 は全 く良 くなか った

(13)。

そのため、多 くの寺院では梵鐘や衆寮を売却 し、

寺院修復 ・維持 のためのお金の工面 を行 う事例が多数存在 していたのである。
天沢寺 も「伽藍修理営繕事務教法等難被行」 のため、梵鐘や衆寮を売却 しなければならない
と当時における経済状況 の逼迫 を示 してい る。一方 で、「本堂 ヲ除 ク ノ外建物六棟有之、説教
法要等 ノ節差支無之」

(・ )と

売却 によって寺院それ 自体 の事業 には何 も差支 えがないこ ともこ

こでは記 されてい る。そ して、その売却 で得 たお金で伽藍 を「修繕致 シ、且教法勉励仕度志願」
として、梵鐘 ・堂字 の売却の 目的はあ くまで も寺院経営 の維持 に重 きを置 いてい ることが ここ
では明確 になっている。当然ではあるが、 この事例 を見ても当時の寺院には文化財保護 とい う
概念は存在 してい なかった ことが分かる。そ して、売却 された梵鐘 の殆 どは鋳潰 され、建築材
料 として殖産興業の一翼 を担った。結果的に甲府市は発展 を遂げたが、そ こには、大 きな文化
を維持するために、一つの小 さな文化 を犠牲 にす るとい う一つの矛盾 もこの資料 には表れてい
るのである。
3‐ 2、

古社寺保存金 の給付

明治13年 (1880)明 治政府 は社寺 にお ける保存経費の一部 を負担す る「古社寺保存金」制度
を採用 した。 これは3‑1で 示 した明治以降に関す る社寺経営 の疲弊 による文化財売却・棄却 に
歯止めをかけるために採用 された制度で あ る。 この制度 は約 15年 に亘 り、539の 社寺 において

‑ 77 ‑

近代 の 山梨県における文化財 ・ 史蹟名勝保護運動 の背景

総額12万 10∞ 円の援助 を行 い、社寺 の伽藍配置の修繕 ひいては文化財保護 に充 てさせたのであ
るが、山梨県 で採用 されたのは同23年 に東 山梨郡七里村 (現 甲州市)の 向嶽寺 にお け る金200
円の給付 だけに過 ぎない。 これは県が古社寺保存金を利用 しなかった ことを裏付けることにな
る。そ して、そ こには「貯蓄金を貸 し付け、利息を運用 して維持保存資金 とす る方法 は、古社
寺保存 金で も原則的 に採用 されてお り、建築費 を直接補助する制度 とは受 け止 め られて い な
かった ことを意味」 (15)し てぃ る ともい える。故 に、山梨県 とい う地域行政 は工業 を懸命 に推
し進める余 り、国か らの補助 に対す る明確 な意味を捉 えきれなか ったことも意味 してい る。そ
の後、山梨県の文化財行政 は思 うようには進 まず、資料保存 ひいては博物館 とい う概念 も表舞
台 か ら一時期姿 を消 して しまうのである。
}3、

「勝区を保存すべ し」

山梨県 は周囲 を急峻な山々に囲まれてい る。そ して、 これ らの 山地は山岳、森林、湖沼、渓
谷な どの 自然豊かな景観を誇 っている。 明治時代 において も、その景観保護 についての意見が
明治時代 の新聞上 を賑 わせてい た。明治22年 6月 7日 、『山梨 日日新聞』 に著 された「勝匠を
保存すべ し」がその代表的な意見 であ る。当時 は、勧業発展 のために、山林 を伐採 して薪材 を
調達 した り、交通の便 を良 くす るために道路 を整備 していた。そ して、その 山林伐採が「婉蠅
何 の娘難 もな く何 の音勢をもなさず、
幽谷深 山を横断 して昔 日の観 を篤 さ ゞ
平夷 なる路 を造 り、
る ものは之れ亦到 る庭皆然 らざるはなきな り」 (

)と

当時の 山梨 では、 この発展 が 当然 の もの

であるとい う思 いがあった。 しか し、 この記事 ではこれ らの開削 を「実利的」 として以下のよ
うに批判 してい る。
道路 の平坦 なるは交通運輸 の便利 を増進す るが篤 めに欠 くべ か らざる次 第な りと雖 ど
も、其極 は勝景 を探 るに営れる通路 をも費用的理論の篤 めに皆 開拓せ られて風致 を損す こ
とはあ らざるか。 (中 略)然 るに賞利 の篤 めに益 あ らず宜 しく打壊すべ し賞益 を畢 ぐるに
何 の功 もなし宜 しく撤去すべ しと日は ゞ、世は撃げて賞利論 の祀會 と篤 りて心 目を楽 まし
め精祠 を養ふ庭 の風流韻事 のことは殆 んど頓着せず、古蹟旧塚亦埋没 して吊ふ もの なか ら
んとす。 (17)
確 かに、勧業政策に よる製糸業や葡萄酒醸造業は山梨県 の発展 を生み出 した。 しか し、史跡・
名勝 に対す るそれは経済発展 とい う名 を与 えられた、ある種 の「裏切 り」 ではないか。 いわば、
長年の歴 史が育 んだ産物 を指 で数え られるほどの月 日で無に帰 して しまうのである。都市開発
を行 うことは産業 ひいては国民 の発展 のために欠かせない もので もあるが、そ こには、 自然 に
対す る配慮 は絶対 に忘れてはならないのである。
そ して、 この記事 の一番の特徴 は地域 に存在する天然 の勝景 を日本 の代表的な文物 として位
置付 けてい る点である。そこには、実利を挙げる ことによって経済的発展 に執着 してい る当時
の 日本国民に向けた「警鐘」 とも受け取れる文章が並んでい る。
今や東洋美術 の 中心は日本にあ りと稀せ らる ゝ時 に営 り、美術 の思想 を養成せ しむる天
然 の光景 を減殺 し空 しく世界 の行旅者 をして個恨せ しむるあ らんとするを見れば、政府 に
於 て も宜 しく相営 の保護 を加へ て可 なるべ し。 (中 略 )只 能 く経済的の考案外 に別 に勝匠
保存 の必用を感 じ而 して一回の外貌を損せ ざるに注意せば美なる山、清かなる水 は永 く四
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滉

(し

えい)に 溢れ新文明國の春 を得 ると同時 に古色需然 (あ いぜん)た る三千年末の風

物 を維持す るに餘 りあ らん。 (ル ビ引用)(18)
住民 を豊かにするための政策を組み、その地域 に産 まれてよかったと思える環境作 りを進め
ると同時 に、古来か ら伝 わる伝統的 な風物や文化 を保存 し、その地域 にお ける芸術や文化 を後
世 に伝 える。それが、この国のあるべ き姿 であると100年 以上前 に主張が為 されていた。しか し、
これはある種 の個人的な意見であ り、行政側か ら具体的な措置が講 じられたとい う事例 は確認
す ることは出来ないのである。
小結
明治36年 1月 30日 、 F山 梨 日日新聞』上に次のような投書が掲載 された。
舞鶴城 を沸下げの上取毀 して平地 とな し錦町通 りの各官衝 を同所 に移韓 せ しめなけれ
ば、 甲府 の繁華 は望み得ぬ と云つてるものがあるが、舞鶴城 などは幕府時代 の遺物 として
永久 に保存 し置 く必要がある (旧 弊爺)。

(19)

この投書 は、明治時代 に この ような史跡保存が既 に一般思想 として山梨県民内に存在 してい
たことが分かる。 しか し、現実 は正反対 であ り、文化財 ・史跡整備 を推 し進めて後世 に伝 える
べ き文化 を継承す るとい う「理想」 は、 日本 の姿を変えることで近代国家 としての意欲的な前
進を推 し進めるとい う「抽象的な成長」 に移 り変 っていた。本来 は、その「成長」 に当然なが
ら文化 も入 らなければならない。そ して、そ こには、新 しい文化 の発展 だけではな く、今 まで
の文化 を継承 しなが ら、そ こか ら新 しい文化 の解釈 を発見 し育 ててい くこ とが「理想」 として
根付 くことが必要なのではないか。明治時代 における文化財保護思想 は、その「理想」 と「成
長」 の間で揺 れ動 く、壊 れやす い思想 であった。そ して、その思想は大正時代 に入 り、 自然 を
中心 とした保護活動へ と形 を変えてい くのである。

4、
4‐ 1、

大正期の文化財 ・史蹟名勝保護運動
史蹟名勝天然紀念物保護運動 の始 ま り

明治44年 (1911)「 史蹟及天然紀念物保存 二関 スル建議」が貴族院 よ り提 出され た。その理
由 として、「国勢 の発展 に伴 って土地の 開拓、道路 の新設、鉄道 の 開通、工場 の設置その他 の
人為的な原因によって、史蹟 や天然紀念物 は 日に 日に破壊 されてお り、 (中 略 )こ れ らが放置
されてい るのは遺憾 で あ る」 (m)と し、政府 主導 による 自然保護 の必要性 を強調 してい る。そ
して、その方針 に従 い、大正 8年 (1919)政 府 は「史蹟名勝天然紀念物保存法」 を公布 した。
この法律 の主 な内容は、内務大臣が史蹟名勝天然紀念物 を指定 し、現状又は保存 に影響 を及ぼ
す行為 について、一定行為 の禁止やその保存 に関す る施設を命 じることが 出来るこ とや、内務
大臣が地方公共団体 を指定 して、史蹟名勝天然紀念物 の管理 を義務付けることが出来る等、拘
束性が強 い法律 であ った。

121,そ

の法律制定 の後、山梨県 は、 同 9年 6月 28日 に、史蹟名勝 天

然紀念物調査委員会 (以 下、調査委員会)を 設立 し、その規程 を以下のように定めた。
第一章

史蹟名勝天然紀念物調査委員会 ハ知事 ノ命 ヲ承ケ史蹟名勝天然紀念物 二関 スル事

項 ヲ調査審議 シ又ハ其 ノ諮問二応 ジテ意見 ヲ開申ス
第二条 調査委員会ハ委員十五名以内を以テ之 ヲ組織 ス
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(第 三条、第四条、第五 条

略)(22)

この調査委員会規程において重 要な点 は、「知事 ノ命 ラ承ケ」調査審議 を進めるとした点で
あ る。前 に記 したように、明治期 の山梨県は、どちらか といえば勧業政策に重 きを置 いてお り、
文化財保護 に目先を向けることはあ ったが、本格的に取 り組む ことに関 しては躊躇 の思 いがそ
こに存在 していた。それ故、政府が 史蹟名勝天然紀念物保存法 を制定 した ことで県側 も調査審
議 の踏 ん切 りが付 いたのか、調査委員会 を定め諮問を行 うことを積極的 に推 し進めるようにな
る。そ こには、藤村紫朗 か ら脈 々 と伝 わる山梨県 を「伝 え守 る」思想が激 しく動 くこの近代 の
中で小 さいなが らも生 き続けていたことを示 していた。それが表 に現 れるようになったのはや
は り、国 による法制度の力が大 きい。
更 に、 同11年 2月 28日 には「史蹟名勝天然紀念物管理及保存費補助規程」 (以 下、補助規程)
が定め られ、管理経費の補助 を希望するものは、種類名称 ・所在地 。所有者及管理者・管理及
保存方法・保存施設の概要・管理費 ・その他 の必要 と認 め られるべ き事項 の 7項 目を調書にま
とめ提 出す ることで、経費の援助 を行えるようにした。 これは、県が 自然景観保護を重要視 し、
山梨県 の 自然地勢 を守 ろ うとす る意志が明確 に表れているとい っても過言ではないのである。
42、

史蹟名勝天然紀念物保護運動 の状況

大正 11年 3月 2日 『山梨 日日新聞』上に「史蹟名勝天然紀念物に就て」 と題 された記事が掲
載 された。 これは、県学兵課に属する伊藤某が山梨県における史蹟名勝天然紀念物保護 の状況
に就 いて語 ってお り、当時の史蹟名勝天然紀念物 の管理保存費の県担当であった学兵課 の貴重
な現場 の意見である。伊藤は最初に この ように語 っている。
我囲は光輝ある歴史に富み、加ふるに本上が温帯 と寒帯雨帯 に跨がるが篤 め天然の恩恵
に浴す る事が極 めて多 い此 の史蹟 を保存 し此 の名勝 、天典の紀念物 を保護す る事 は我 が國
土に生存する吾人の責務 であ らねばならぬ。 (23)
ここで伊藤 は、 史蹟名勝天然紀念物 を「天然 の恩恵」 として、そ こに存在 してい る歴史 と自
然 の結晶であるとして、その貴重性 を強調 してい る。そ して、その結晶 を天か ら受けた「幸福」
であるとして、保護 を行 うこ とが「責務」 であ り、日本国民 の国民性 を涵養するものであると、
この段階では評価 している。そ して、政府が保存法 を示 した と同時に県が保存施設に着手 した
のであ るが、そこで伊藤 は官民両方 の 自覚 と行動 があって こそ実績 を挙げ ることがで きると主
張 し、民間側 にも講演等で宣伝 を行っていかなければな らない と答 えてい る。その理由 として、
伊藤 は以下の ように語 ってい る。
姦に議論 としては國又 は縣 で施設すべ き部類に属するものを町村又は個人が餘計な世話
す る必要はない との議論が立つ なれ ども、それは権利や義務 の問題 ではない。現状保存が
出来ればよい保存 の賞が挙がれば よいのである。夫の保存が直 に感化 を典ふる材料 になる
(24)
のであるか ら夫で 目的を達せ らる ヽのである。
保存 を「遂行」 した とい う事実が現れることである。
そ こに存在す る現状 を保存する ことは、
そ して、その「遂行 した とい う事実」 は市町村側 に対す る一種 のカンフル剤 として作用 し、文
化財 。景観保護 を推 し進める一つの緩衝材 に成ることを伊藤は主張 してい る。更 に、伊藤 は地
元有志が 自ら動 いて保護 を進めるべ きと理由を合 わせて語ってい る。
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漸次何等かの保存施設を講ぜ られるべ きも (中 略)是 等 は皆公私回体又は有志 の出願 を
侯つ て其 の経費の一部補助又 は標木を交付す ることになつ たに過 ぎないので決 して縣でな
すべ き法律上 の義務 で もなければ権利 を振 り易す詳 で もなぃ。 (25)
これらの意見 をまとめると、その地方に属する史跡や 自然景観はその地方を収める地方公共
団体 と有志 とで護 るべ きである とい うのが、県 の考 えである。 とい うの も、先に示 した補助規
程 は、管理保存 に必要 と見 られる金額の 2分 の 1以 内を規程すると記 されていた。そ して、そ
の補助 は囲柵や標柱 の作成等 ご く少数であ り、景観保護が完璧に出来るほどの ものではなかっ
た。 また、「 史蹟名勝天然紀念物保存法」は国か ら地方公共団体 に向けての法律 であ り、地元
有志 を拘束す るものではない。県はあ くまで も「補助団体」であ り、 日本各地に存在する史跡
名勝天然紀念物 の価値 をその地元において誰 よ りも分か っている地元市町村 と有志が手 を組ん
で保存措置 を考案す る ことが第一 なのであるとい うのが伊藤の所為 であった。故に、そ こに存
在す る自然景観 はそ こで生 まれ育 った人 々 と共 に生 き続けてい るのであ り、全体 を取 り囲う県
が一市町村 の景観 に対 してその権力を振 る うことは、 いわば地元の存在 を無視することに成 り
かねないのではないか とい う思 いがそ こに生 まれることになると言 うのが伊藤 の主張で もあ っ
た。 しか し、経済的な理由で自然景観が破壊 されるケース も少な くなかったため、 当時の山梨
「保存 の実」よ りも
「生活 の実」を軸 に据 えた者が多かった こともまた事実 なのであ る。
県内 には、
43、

舞鶴城外堀埋め立て問題

史蹟名勝 天然紀念物保存法設定 により、城跡 が保存 の対象 となった。大宰府跡、五稜郭、胆
沢城跡な ど、大正時代には数多 くの史跡が指定 の対象 となった。 しか し、その指定箇所 は本丸
等 の中心地 に限定 されてお り、外堀等は対象 とはならなか った。大正 6年 、陸軍省か らの払下
げを受けた村松甚蔵の寄付 によ り甲府城跡 は県有財産 となる。 いわば、県 の思 うように運営 が
出来る とい うことであ る。そのなかで、生 じた問題 とい うのが都市開発 である。 甲府城 は約20
ヘ クタールの敷地を有 してお り、 また、中心地に建て られていたため、国土開発を進めたい県
側 としては、 この 甲府城 の濠 を埋め立てて、県 の中心地 としての運営 を行 うこ とが信条 とされ
て きた。そ こで、県は内堀 を埋 め立て、そ こに県庁舎 を建てることによって、県の運営 をより
スムーズに行お うとしたのであ る。そ こに待 ったをか けたのが、地元住民 で構成された「 甲府
城保存協議会」 (以 下、市会)で ある。その協議会委員 であった広瀬広一 (無 声 )は 「城 の濠
を埋めて石塁を残す といふこ とは城郭 の破壊 になる。歴 史研究者 として甚 だ遺憾千万 である。」
{26)と

主張 し、大阪夏 の陣 に準 えて濠 の必 要性 を説 いた。 ところが、県 の大勢 は経済発展 を第

一課題 としてお り、当然 この協議会 では反対意見が噴出 した。発起者側は、今回はあ くまで も
保存法 に関す る協議会であ り、埋め立て反対 の協議会 ではない として明確 に反対の姿勢 を表 し
てはい ないが、広瀬 の発言 は山梨県 に対す るア ンチテーゼ として非常 に重要な発言であろう。
その一 月後、 この問題 に異を唱えていたある史蹟名勝 天然紀念物調査委員が「歴史的立場か ら
見 て奮城趾 を保存す る必要がある」

(27)と

広瀬氏 の意見 に賛同 を示 してお り、開発側 であ る県

と保存側である市会 との溝 はさらに深 まるもの と思われたが、数年後 の調査委員会側 の答 申が
その対立 を一変 させることとなる。その答申は紙面上に以下の様 に掲載 された。
大勢 は埋立て ヽこれを排下 ぐるも差支 ない と答 申す ることに決定 した然 してその 区域
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は、嘗 て住吉神社 の祗頭石 のあつ た所 (藤 森旅舘 の芥捨場 となつ てゐるところ)か ら遊亀
橋 までの石垣 と濠 を残 し東西 の石垣 を崩 し濠 を埋めるも差支へ なしといふこ とになつ たか
(a)
ら営局 は史蹟名勝委員會方面 か ら濠埋立ての反封が起るもの とは思つ て居 らぬ。
保存 に関 し、地域 を定めて一定の行為 の禁止・制限を行 い地方公共団体 に管理を行わせるこ

とを明記 した史蹟名勝 天然紀念物保存法 を主軸 として、文化財 を保護する側である調査委員会
側が濠を埋 めて も良い とい う判断を下 した ことは、文化財保護を主張する市会側 に大 きな打撃
を与 える結果 となった。史跡 を守る立場である調査委員会がその判断を下 した理由については
諸説あ るが、調査委員会が知事 の管理下に置かれてい ること、 さらに当時の報道機関が濠 の埋
め立てに賛同 していた こ とが大 い に関係 していたのではないか と思われるのである。
44、

甲府市 の経済的利害 と歴 史的遺産の矛盾

日本 の近代化にお いて、 明治政府 は殖産興業 を推 し進めることによって、世界 の国々に対抗
で きる国づ くりを行 った。それ は、 当然地方 に も波及 し、山梨県内の製糸業や醸造業 は鉄道網
の発展 も相 まって大 きく進展 した。それ故、山梨県内 には経済発展 の機運が高まり続け、それ
は、報道機関が文章 として表す までに至 った。それは、大正15年 11月 8日 に掲載 された「問題
の外濠

市 の将来か ら見て」 と題 された 4つ の文章か らなる意見であ り、そ こには、経済 と文

化保存 の矛盾 を明確 に示 した意見 として貴重なものである。 しか し、それは裏 を返す と甲府市
の経済的利益 を求めた報道側 の 自己主張 で もあ った。
一つ 日の章 では、松 の木を例 に挙げ、薪木 にしようとす る意見 と、景趣 を重ん じ風致上保存
を行 うべ きとい う意見 は立場が違 いす ぎるため、対立は水掛 け論に終 わる。そのため、異なっ
た二つの意見の採否 を決するな ら、その利害得失 を見極めて決するべ きであると述べ てい る。
確 かに、経済発展 と文化保存 は表裏一体 であ り、 どちらも日本を形作 るために必要な要素 であ
る。つ まり、両者 の意見 を聞 き、そ こにおける利害得失 を考えるべ きであるとい う意見 である
が、当時の世間は不況か らの脱却 を求める経済発展 を切 に求めてお り、文化保存における利得
は黙殺 されていた。
そ して、二つ 目の章 では、市会側 に対す る批判が噴出する。それ は以下の通 りである。
然 し乍 ら、われ等 の知 る限 りに於 ては市會 の意見 は必ず しも鷹舎並 に甲府中學 の移築反
封 の意思 を外濠沸下げ問題に藉 口 して表示 した ものではな く、軍に外濠へ の執着 か らの意
見である。

(29)

つ まり、市会側 は外濠保存 に執着 してい るだけで、そこにお ける経済的利害は存在 しない と
手厳 しい意見を加 えてい る。更に、校舎 ・県庁舎 の計画が市会側 の反対によって頓挫 したなら
ば、市会側 に考 え方 を改めるだろ うと考察 してい る面をみると、市会側 の意見は県にとってみ
ては影響 を及ぼさない ものであると捉 えてお り、報道機関にとって 甲府城 は甲府市 の発展 を阻
害す る悪者 と捉 えていた。それは、人口が流 出 していた当時の山梨県に対する都市化へ の期待
であった。
三つ 目の章 では、近代都市 としての繁栄 を望む理由が示 されてい る。 甲府市 の特徴 として市
の玄関口である甲府駅前 の城跡が甲府市 を特色づ けた こ とを事実 としているが、その概念 につ
いて、以下のように述べ てい る。
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然 し乍 ら、都市計畳を眼前に控へ て近代都市的繁榮 を夢見 る商業 の 甲府市 の見地か ら論
ず る時には、玄開口近 き廣大なる土地 を不生産的なる外濠 に委 して甘んず るこ とは時代遅
れの感がないで もない。 (∞

)

それは、甲州街道の宿場町 として栄えていた 甲府の繁栄 を求めていた住民 の願 いで もあ った。
そ して、大阪城が外濠 を埋めても史蹟 として整備 されて現存 されていることを例に挙げ、甲府
城 の外堀 を埋めて も城跡保存に差 し障 りが無 いこ とを主張 し続 けていた。そ して、山梨県 にお
ける将来像 において以下のような主張を行 っている。
少 くとも現在 の外濠の無残なる姿 を其儘 に放任する ことが決 して我が甲府市 を飾 る所以
でな く、 さればとて此庭 に新 しい施設をな して清水 を湛へ 四時 の興 を添ふべ く餘 りに貧弱
なる山梨縣 としたならば、之 を埋立て ゝ商業地 となす ことにも一理あ りは しないか。 (31)
文化財保護 を行 うためには、 まずは経 済政策 を行 い一定の利益 を市内に設ける ことが当時の
様相 であ った。製糸業 と醸造業が軌道 に乗 っていた当時は、経済が最優先事項 であったことは
明 らかであ り、
地方 と有志 は山梨県 を経済的側面か ら注 目させ ようと息巻 いていたのであ った。
そ して、最後 の章 では文化財保護 と経済的発展 の矛盾 を明確 に表 している。
われ等 も濫 りに舞鶴城 を毀つ こ とに同意 しや うとは しない、朝夕馴染 んだ外濠 の石垣 に
も限 りなき愛着 を覺 える。た ゞ、 よ り以上に生産的方面に没頭すべ き、然 して商業都市 と
しての繁榮 に心掛 くべ き甲府市ではないか、 どうか。 (32)
そ こには、3∞ 余年続 い た愛着あ る甲府市 のシンボル を守 りたい とい う気持 ち と、商業都市
として発展す るためにそのシ ンボルを崩す必要 を述べ る矛盾 とが入 り混 じっていたので あ る。
そ して、外濠 は埋め立て られる こととな り、昭和 5年 (1930)に 新庁舎が完成することでこの
問題 は終止符 を打 つ ことになったのであ った。
小結
甲府城外濠 の埋 め立て問題 について、地元紙 は「愛着 はあるが、都市繁栄 のためには破壊 も
止むを得 ない」 とその見解 を示 した。確かに甲府駅 に近 く、開発 の上でその場所が院路 になる
ことは織 り込み済みであ るが、実利的立場 をとり、城郭 の破壊その もの を推 し進めた ことは紛
れ もない事実であ った。そ して、調査委員会を設け自然地勢を守 ろ う としていた ことと、経済
発展 のため歴史的遺産 の中心部 ではない にしろ破壊 した ことは、山梨県 の発展 を願 う点 では一
致 してい るが、山梨県 らしさを表す点では完全 に反 目していた。後 の山梨県知事 である天野久
が「観光立県」 を進めていた当時、文化財の破損や盗難が続 いていた面か ら見 ると、大正期 の
文化財保護活動がキーポイ ン トとなっていたのではないか と考 える ことがで きる。それは、当
時 における文化財保護 の限界 を暗に示 していた と言えるのである。

5、

51、

昭和前期の郷土文化 における文化財保護 と博物館思想の発生
甲斐銚子塚古墳発掘騒動

銚子塚古墳 は 4世 紀後半 に建 て られた東 日本最大級 の前方後円墳 である。昭和 3年 (1928)、
伊勢講の帽舎建設工事 が きっか け となって、石室が発見 された ことによ り銚子塚古墳 は学界 の
注 目の的 となった。その中で、県内部 には史蹟及 び紀念物 の保存 における県民 の理解 を求 める
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ため、「史蹟名勝 天然紀念物保存協会」 の 山梨県支部 の建設 の風潮が盛 り上がってお り、その
計画 は以下 の様 であった。
五十人位の同好者を募 つ て同協會の支部を作 るに及べ ば縣下の史蹟名勝地等 の學術的理
ω
解其 の他 につ き有益 な教化 を齋 (も た ら)す もの とされている (ル ビ筆者)。
地元で「伊勢塚」として伊勢講の信仰 の対象 となっ
県 の中央部 に存在 していた甲府城 と違 い、
ていた この古墳 は、いわば一つの「聖域」であ り、考古学界の注 目の的 とされた こともあ って、
保存運動が巻 き起 こるのは 自然 の摂理 であ った。そ して、同5年 に隣接する丸山塚古墳 と共 に
国史跡 に指定 され、その学術的価値 は飛躍的 に上昇 した。 しか し、その代 わ りに周辺 の古墳 が
濫 りに発掘 される騒 ぎが勃発 し、県及 び地方 自治体 はその対処 に追われる こととなった。特に
被害の激 しい右左 口・下曾根両村 には、その徹底的取締 りが求め られ、県 では注意 の通牒が両
村 に発せ られた。その通牒が示す、古墳 を取 り締 まる意図は次のように示 されている。
近来貴管内 に於 て猥 りに古墳 を装掘せ るもの有之様認め られ、右は音 に死者に封 し不敬
なるのみ ならず貴重なる史蹟 を破壊 し學術技藝若 くは考古 の資料 を損減する儀に して甚だ
い
不都合 の至 りに候條、
遺跡や陵墓 の保護 に関 しては、明治 7年 の大政官達 「古墳発見 ノ節届出方」や、同13年 の官
内省達「人民私有地内古墳等発見 ノ節届出方」な ど、明治初期 には古墳 の発掘 に際 し制限を加
えていた。 しか し、昭和初期 に入ると世界恐慌 や井上準之助大蔵大臣が行 った緊縮財政 による
経済不況 の影響 により、各地域 の文化財や宝物類が散逸する事態が発生 した。 いわば、銚子塚
古墳 はその煽 りを喰 らった格好 であ り、古墳 の学術価値 を保持す るために も、山梨県独 自に取
り締 まりを強化する必要があった。そ して、先に示 した通牒ではその取締 り方法が以下のよう
に示 された。
今後古墳若 くは古墳 の疑ある場所 に付 ては無届 にて螢掘すること無 きは勿論、 自然風雨
等 の篤石郭・遺物等露出 し又は開墾其他 の作業中不園古墳 に掘営 り候様場合 は、日碑博説
の有無 に拘 はらず遺物等 を検出するが如 きことな く凡て現状 の ま ゝにて園面・模篤固並に
之に開する口碑博説等 を具 し、所轄警察署へ 速に届出 したると共に其旨直 ちに営廃 に報告
相成度。

(3)

古墳 は当時の豪族 におけ る権威 を示すため、大掛 か りに作 られた墳墓 であ る。勾 玉や銅鏡な
どの呪術用具や鐙や刀などの武具な どが遺体 と共 に埋 葬 され、その副葬品 と呼 ばれる埋 葬品に
よって、 当時の地域的色彩が明 らか となる事例が数多 く存在 していた。それ故に、古墳 を荒 ら
す こ とは日本 の歴史を喪失することであ り、学術 における損害 は計 り知れない もの となるので
ある。特 に、銚子塚古墳 は石室が発見されたことも相 まって、発掘それ 自体が山梨県の古墳文
化 を可視化す る機会であ った。そのため、山梨県内に古墳保護 の意識を潜在的 に植 え付 ける必
要性があ った。故に、 この通牒は山梨県の文化財保護だけではな く、混迷期にあった 日本の文
化財保護意識を表面に浮 き上が らせる意義が存在 していた と言えよう。
地方における文化財保護の思想 を発生 させるためには、その地域属性 を織 り成す文化財 の重
要性 を地域住民 に根付かせ る必要があった。 その解決 として、実際に文化財を見せることが適
切 な方法であることは言 うまで もないだろ う。そ こで注 目されたのが、 日本における郷土教育
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の普及であ った。
52、

郷土教育活動 と郷土研究室に見る博物館思想

日本 の郷土教育は直観教授 の思想に基 づ き、明治初期 に導入 された。直観教授 は実際の物や
事象 を取 り上げ、具体的・ 感覚的に理解 させる教育方法 であ り、ペス タロ ッチは直観 があ らゆ
る認識の絶対的な基礎 であるとして、その曖味な直観か ら明晰な概念へ の理解 を深めることが
教育 の本質であることを主張 してい る。そ して、直接的な経験 。観察 を主 とす るこの思想 は郷
土を愛す ることで 日本に対する愛国心を芽生えさせる郷土教育 の本質 となった。
山梨県において も、その郷土教育 は導入 され、山梨県師範学校内 に郷土教育施設 としての研
究室が設け られた。師範学校教諭であ った失崎好幸 は、その郷土教育施設における目標 を次 の
ように述べ る。
郷土 の地域 の研究 と郷土人の歴史的祀會的生活 の考察 とによつ て、郷土文化 を出来 るだ
け関係的全證的に認識證験せ しめると共 に、郷土愛 を高潮 し、以て純正なる郷土精静を培
ひよ りよき郷土祗會を構成せ しめる素質を養 ひたい といふ方針 をもちまして、全般 を一九
とし、軍 なる郷土博物館 を作 るのでな く、何庭迄 も郷土學習室 として動的機能的にあ らゆ
る施設紅誉 に営 ってゐるのであ ります。 (%)
矢崎 は、 この施設 をあ くまで郷土教育に特化 した施設であることを強調 してい る。それ は、
当時の 日本における「劃一教育打破 と民族性 の長養に開する國策が多分 に秘め られてゐる国家
教育の大方針」

(3,)が

根本に存在 してい る こ とが理 由であ り、当時 の政府が博物館 を政治的に

利用 していた ことは明 らかであった。直観教授が博物館 と関係が深 いことは言 うまで もないだ
ろ う。 日本を理解す るため、郷土 を直接的 に理解す ることが求 め られたこの時代 にお いて、博
物館 は郷土教育を行 う施設 として適切 であった。
郷土研究室 (以 下、研究室)は 6つ の部屋 に分 かれてお り、何れの部屋 も直観教授 に基づ く
陳列が成 されている。

(鋤

第一研究室 では、 中央に甲府盆地 の模型を要 し、その周 りに標本 。文献・地図・写真等 を配
置 し、郷土山梨 の地域的・総合的研究を容易たらしめる陳列が成 されている。それは、 この郷
土研究施設におけるいわば中核部分 であ り、現代 にお ける常設展示 の影 を見る ことが 出来る。
第二研究室 では、社会 の全体像 を具体的 に直観せ しめるため、特定の領域 に関す る研究 の発表
を時期 を区切 って行 う。それ は、現代 にお ける企画展示 であ り、第一研究室で学 んだ山梨 の基
礎情報 をあ らゆる方向に発展 させ る直観教授 の意味 で も第二研究室の存在は郷土教育にな くて
はならない存在 であ った。第三展示室 は山梨特産の水晶 に纏わる陳列 を行 い、文化財保護 の意
識 を涵養 させ る狙 い を持っていた。第四研究室 は県外 と比べ た山梨県における陳列 を行 い、県
外 と比較す る ことで 山梨県の新 しい姿 を発見 させる目的を有 していた。 第五研究室 は作業場 と
して、展示資料 の作成や郷土実習 を行 う。第六研究室は小学児童 を対象 とした陳列・研究 を行
うことを 目的 としてお り、郷土教育 を目的 とした博学連携 の意識が既 に存在 していた ことが分
かる。
以上、各研究室 の概要を簡単 に述べ たが、博物館学的 に述べ るとこの研究室 は近代的な博物
館施設であると断言することが出来るのではないだろ うか。そ して、その意識 は郷土博物館建
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設運動 となって現 れ る こととなるので あ る。
5‐ 3、

郷土博物館建設運動 の 発生

昭和 11年 、 山梨県教育会 (以 下、県教育会 )第 47回 定期総会 にお い て郷土博物館 の建設が主
張 された。 きっか けは、 同 15年 に迎 える皇紀26∞ 年奉 祝記念事業 であ り、そ こで挙 げ られて い

た「国史館」建設 である。国史館 は、 日本 の歴史を系統的に扱 う 日本で最初 の国立 としての大
規模歴史博物館 として計画 された施設であ ったが、実現 されることな く頓挫 した幻の博物館で
ある。その国史館 に呼応す るように、県教育会 は「純正なる郷土文化」 を展示す る場 としての
郷土博物館 を求め、上記 の総会議事では、その建設における成果 を以下 の様 に主張 してい る。
郷土博物館 と言つて も、物 を並べ るのみではな く、学校教育 に対 して も充分な補正 をな
(")
し、一般社会 に対 して も大なる刺戟 を与へ 、生活を高め じめるものであ りた く思ふ。
それは、博物館 を単なる教育施設 として捉 えていただけではな く、その教育成果が 日常生活
の向上を促す ことによって、 日本 の民度 を生成する実証的効果 をもた らす象徴 としての文化施
設 であった。
この定期総会 においては、郷土博物館建設 に対す る是非 も問われた。松平子徳が「経費 に対
す る出 し惜 しみがあるな ら結局 まとまらぬ。 (中 略)博 物館 に対 して も喜 んで経費を出す こと
に依 つ て可能な問題 となる」
・

0)と

体面 上の問題 を指摘す る。そ して、輿石正久は松平 の発言

に対 して「財政難の折柄 ではある現在、県 にお願 ひす る も不可能であ らう故、結局教育会 での
設定が望 ましい」

(・ )と

県教育会 としての博物館建設 を強調す る。 また、 田中金重 は「健全 な

県民 は健全 な国民 で ある。 (中 略)郷 土民心 の精神生活指導 の源泉 としての博物館、理由の如
何 を間はず賛成だ」

(42)と

して、郷土 に対す る愛 着心 を養 う場 としての博物館 に対す る期待 を

述べ た。そ して、博物館建設について教育会 は全会一致で賛成 し、山梨郷土研究会 の専 門雑誌
に郷土博物館建設 の声明文 を掲載す るに至った。その中で、博物館建設 における不平 の声 が新
聞紙上に現れた ことについて「甚 だ遺憾」 であるとして、紀元26∞ 年の記念事業 としてその必
要性 を説 いた。 しか し、教育に関わる者がその職を辞 してまで、反対の意を唱えたものが いる
とい った事実 に対 しては、
「県県 (マ マ)教 育会 の何処 にか無理があるのではないか と思われる」
(43)と

教育会 の力不足 を実感 してい るところを見 ると、博物館 の必要性 と経済 にお け る箱物問

題は この時代 か ら切 り離せない問題 として存在 していたことが見 てとれる。その逆風 とも受け
取 れる反対 の風潮 について、県教育会 は博物館建設を切 に訴えてい る。それは次の声明 に表 れ
てい る。
由来県教育会 の仕事 には不透明な或部分がいつ も横はる、道徳的に融合せ しめず、政策
的 に面従せ しめる風が多 い、 (中 略)今 後 の建設 に関 しては笑つ て提携 して記念事業 は喜
びの記念事業 た らしめて、怨嵯 を後昆に胎す様 の記念事業でない ように したい ものだ(4)
記念事業の一環 としての又 とない機会 に、郷土博物館 を建てる ことを望んだ教育会 と一般県
民 の間には温度差があった。それは、民間にお ける負担が原因であ り、昭和 10年 代 とい う政情
的に不安定だった時代 において新 しい教育方法 を自らの責任 で改革す ることは、一般側 には到
底受け入れ られる現状 ではなか った。そ して、政情 の更なる悪化 によってこの郷土博物館の建
設 は立 ち消えとな り、教育会の悲願が達成 されることはなか ったのであった。
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小結
山梨県 にお ける昭和初期 の文化活動は銚子塚古墳 の発掘か ら始 まった。それ と呼応するよう
に郷土愛促進 の風潮が全国に流れる と、県 は郷土愛その もの を波及 させ るため、直観教授 に基
づ く郷土教育 を導入 した。それは、博物館思想 の根幹 と同一 を成す ものであ り、後の博物館建
設運動 の足掛 りとなる もので もあ った。 しか し、郷土博物館建設の問題 にお いて、郷土に対す
る愛着 を持 つ ことが正 しい国民を産むと考えていた県教育会 と、単なる教育活動 の一環 として
博物館 を無用の長物 として捉 えていた山梨県民 の間 においてその温度差は明確であった。 この
差が、山梨 県 における博物館 の整備が遅れ たことも一 因 となってい ると考 える こ とが出来 る。
故 に、山梨県の文化財保護活動 と博物館行政 は切 り離 されていたと考えるのが妥当であ るとも
言えるのである。
おわ りに
山梨県 の歴史にお いて、文化財保護の歴史はその まま博物館 の黎明期 と相成るものではない
か と思われる。藤村紫朗が甲府城 の整備 を主張 し、陳列所 や博覧場 な ど博物館 の前身的な立場
であるこれ らの施設 について言及 した ことは歴史的本質か ら見て もその価値は高 い。 また、 自
然景観保護において、 国土の 8割 を山岳地帯に囲まれた この地域に住む者にとって、 自然は共
に人生 を生 きて きた相棒 である。故に、故郷 を守 る意識 を持つ者 にとって、景観保護 は人生の
一部 として身 に,心 みついているものであ り、 自然 を愛す る感情 は計 り知れない ものであ った。
しか し、 この時代 の郷土文化 について考察す ると、文化保護 の思想が県内に根付 くまでには
相当の時間を要 したと解釈する ことがで きる。それは、山梨県内 に流れていた近代化 の風潮に
対 して、商業都市 としての発展 を望む立場にあるもの と、郷土都市 としての地域 文化向上 を望
む立場 に存在す るダブルスタンダー ドが原因である。秀麗 な自然を守 ろ うとす る 自然景観 の保
護思想 と経済政策 によって安定 した生活を送る人間 として生 きる権利が交差す るこの 日本にお
いて、文化財保護思想 はいわば細 い木 の枝 であ り、折れやす くもあ った。 また、小野正文が言
及す るよ うに、文化財 の指定 ・告示があ って も、住民へ の周知が進行せ ず、「 史跡 をその まま
保存 して い くとい う姿勢 はあ まり顕著 とは言 い難 い状況 で あ った」

(6)こ

とも、保護思想 が暫

く根付 かなかった原因とも言える。文化財保護 とい う名の木の枝 を「国民文化」 とい う太 い幹
にするためには、山梨県民に自らが生 まれ育った地域 の良さを再確認 させ る必要があった。そ
の方法 を文化財保護や博物館建設に求 めた事 は、 日本における歴史的文化遺産を紡 ぐ場 として
博物館 が求め られた こととして捉 えることがで きる。
歴史に学 ぶ ことは、過去 を振 り返 ることによって未来 の本質を考 える「生 きるための方向」
を決定する矢印である。過去 を保存 し、新たな歴史を創造す ることは日々を生 きる意味におい
て も非常 に大 きい ものであ る。文化財保護 において も、その保護 を考 えた過去 を比較すること
によって、その意味を再度構築す る ことが必要なのであ り、未来 に文化 を継承するためにも「歴
史に学ぶ」 ことが重要なのである。
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論文】
【

1893年 シカ ゴ万国博 覧会 に於 け る
日本 館 につ いて
Japanese Pavilion of the World's Columbian Exposition

in l8g3

平井

茜

HIRAI Akane
は じめに
1893年 5月 1日 か ら10月 3日 の期間に、アメ リカ合 衆国 イリノイ州 シカ ゴ市 のジャクソン・

パー クとミッドウェイ・ プレザ ンス を中心 に、 コロンプス世界博覧会 (以 下「 シカゴ万国博覧
会」 と記す)が 開催 された。
シカゴ万国博覧会は、探検家 クリス トファー・コロ ンプスがアメリカ大陸に初めて到達 して
か ら400年 が経過 した ことを記念 して開催 された。 この シカゴ万国博覧会は、19世 紀 中にアメ
リカ合衆国で開催 された博覧会 において最 も規模が大 きく、参加国は46ヶ 国であ り、当時のア
メ リカ合衆国内の人口の約半数 となるお よそ2700万 人が来場 してい る。会場 には、ボザ ール様
式 (1816年 に設立 されたフラ ンス国立美術学校 の教育法 として採用 された古典主義 に基づ く建
築様式 )で 建 て られた14の 主要建物 をは じめ、全 部 でお よそ2∞ の建築物が建設 され、そこで
お よそ 6万 5000点 もの展示物 が展示 ・陳列す ることとなった。
国際博覧会条約 (BIE条 約 )に よると万国博覧会 とは、「二以上の国が参加 した、公衆 の教
育 を主たる目的 とす る催 しであって、文明の必要 とす るものに応ずるために人類が利用す るこ
とので きる手段又 は人類 の活動 の一若 しくは二以上の部門 において達成 された進歩若 しくはそ
れ らの部門におけ る将来の展望 を示す ものをい う」 ことであ る。 自国の現在 の様子、そ して将
来の展望 を全世界に向けてアピールす るべ く、日本政府 も正式に日本国 として参加 を表明 した。
1853年 まで鎖国政策を布 いて いた 日本は、ア メ リカ政府か ら開国を強 い られて以降、外国か ら

入 って来 る文化や技術、学問、様 々な社会的 システムに柔軟 に対応 し、それ らを取 り入れるこ
とも少な くなか った こ とは言 うまで もない。鎖国か らおよそ40年 が経過 し参加表明 したシカゴ
万国博覧会 では、 日本は参加国の 中で最 も高 い予算額 と計画 をもって参加することとなったの
だった(1)。 日本政府 はこの万 国博覧会 において、諸外国 との交流 を深めて進歩 した日本 を見せ
ると共に、開国するにあたって結 ばれた不平等条約 の払拭 を視野に入れて参加 に臨んでいた と
判断で きる。その 目的を達成す る手段 として、端的 に「 日本 とはどのような国であるのか」 と
い うことを展示す るために、「 日本館鳳凰殿」を建設す る運び となった。 日本独 自の伝統的な
建築技術 を用 い、芸術的にも優 れた建築物 を建設することで、諸外 国に強烈なイ ンパ ク トを与
えることがで きる と考えたであ ろ うことが窺 える。
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この シカ ゴ万 国博 覧会 の 日本館 の研 究 につ い ては、主 に三 島雅博 に よって先行研 究 が な され
て い るが、管見 で は 日本館 の建築構 造や設計やそ れに 関す る人物 につ い て取 り扱 った もの に留
まってい る。 そ こで本稿 で は、1893年 に 開 かれた シカ ゴ万 国博 覧会 にお け る 日本 の 参加 の経緯
と、 日本館 の外観 そ の もの が展示 品 として評価 されて い た こ とにつ い て 明 らか にす る試みの 一
端 を記す もので あ る。

1
1‐

シカ ゴ万国博覧会 の概要

1

シカゴ万国博覧会の開催経緯

l"3年 の万博博覧会が シカゴ市 で開かれることとなった経緯は、 この街 における成長性 と密
接 に関係 してい る。1865年 まで続 いた南北戦争が終了 した後、アメリカ合衆国は急激な工業 を
はかった。その産業発展 に比例 し、国内における人口も爆発的に増えてい ったのだが、その歴
史が顕著 にみ られる土地の一つが シカゴなのである。
1833年 にお ける ミシガン湖岸 のシカ ゴの 人口はお よそ350人 で、 中西部 に居住す る部族 を相
手 に交易 を行なうような小 さな町に過 ぎなか った。発展 の きっかけは、1836年 か ら開始 された
ミシガ ン湖 とミシシッピー川 を結ぶための運河整備計画によって、 シカゴがその拠点 となった
ために各地か ら働 き手やその家族が移住す るようにな り、開発都市 としての基盤が作 られたか
らである。1837年 には町か ら市 とな り、翌年 には交通 の要 となるべ くガ リーナ・ア ン ド・シカゴ・
ユニオ ン鉄道が開通 し、1840年 頃のシカゴ市 の人口はお よそ48∞ 人にまで急増 していた。 さら
に1848年 にイリノイ・ ミシガン運河、1852年 にはイリノイ・セ ン トラル鉄道 も開通 し、内陸に
おける交通 の要衝 となってい くこととなる。lM8年 には世界規模 を誇るシカゴ商品取引所 も作
られ市場 として も発展 を遂げ、 さらに小麦 を東部方面 の都市 に向けて供 給す る集散地 として
の農業 と畜産業 も拡大 してお り、農業機械工業や食肉工業な どにも特化 していたために、1860
年 には人口がお よそ11万 人にまで増幅 してお り、東西 の重要な接合地点且つ西部最大 の都市 と
して機能 してゆ くようにな り、 さらに南北戦争後 の1870年 には人口およそ30万 人にのぼってい
た(2)。
この ようにシカゴ都市計画 は順調 に進んでいたことが理解 で きるが、 1871年 10月 8日 に発生
した シカゴ大火 と呼 ばれる大火災によって、当時主な建築物が木造 だったシカゴ市中心 はお よ
そ780haを 消失 し、甚大 な被害 を受けた。 当時の被害額 2億 ドル、被災者10万 人であったが、
この大火 をきっかけに復興 に向けて第二次 シカゴ都市計画が立 ち上がった。 シカゴ市 は木造住
宅 の建設を禁上 し、 レンガ、石材、鉄製 の建築物設計 を推奨 した。その発表 を受けて、各地か
ら建築家達が集 まって市場 を築 いてゆ き、 シカゴ派 と呼 ばれる建築傾向か ら鉄骨造 の高層 ビル
デ ィング群の先駆 けを担 ったのであ る(3)。 1880年 代以降復興が本格化、驚 くべ き速 さで都市回
復 を遂げて1∞ 0年 には人口お よそ170万 人 を越 えてニ ュー ヨー クに並ぶアメ リカ合衆国第二位
の大都市へ と変貌 してい った。 アメ リカ人 シカ ゴ派建築家 のル イス ・ヘ ンリー・ サ リヴ ァン
(1856‐ 1924)は 、 1973年 頃 のシカ ゴ市 の様子 を回想 して以下のよ うに述 べ て い る(4)。

(前 略 )そ の 土地 (シ カ ゴ)は 衝動 で動 か され、おのの い た。 移住 の流れは莫大 に な り、

広範囲に拡がった。(中 略)シ カゴは急 に景気づいて来た。それは強力な磁石になった。(シ
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カゴの)人 々はこの市 は世界 のメ トロポ リスになるか もしれぬ とい う夢 を持 った。そこに
は偉大なる熱中 と一般 の精神があ った
一度大火災で多大な被害 にあったが、復興が順調 に進み、市民 も再発展 に積極的 に貢献 し、
どの産業分野 で も爆発的な生産力を誇 ってお り、 アメリカ経済発展 を反映す る土地であ ったこ
となどを考えると、アメリカ合衆国の数多 くの市街 の中でシカゴが万 国博覧会の開催地 として
「アメリカ大陸の人 々
採択 されたのは、まった く当然であることは間違 いないだろ う。 さらに、
の文化状態 を広 く表わす もので、光輝ある催 しであ り、価値 のある主題をもってお り、すべ て
の人 々に適合 し、博覧会 でほめたたえられるべ きものだ」 (5)と ぃ う万国博覧会計画 に も沿 って
い る。実際、 コロンプスがアメリカ大陸に到達 してか ら400年 目とい う記念すべ き祭共である
ため、国内のあ らゆる市街か ら万 国博覧会誘致 の声が上がったが、個人的な寄付金募集運動な
どの市民 の積極的なアプローチをい ち早 く起 こ したのはシカゴ市 であった(6)。
1‐

2

敷地計画か ら開幕式 までの推移

敷地計画 を担当 した都市計画家 フレデ リック・ ロウ・ オームステ ッ ド (以 下「オームステ ッ
ド」 と記す)は 、1890年 4月 にはシカゴで万国博覧会が 開催 について国会で正式 に承認 されて
か ら、シカゴ市内の どの地域 に会場 を置 くのか とい う候補地の選定を行なっていった。協力者
であるHSコ ッ ドマ ンを連れ添 って7つ の候補地 を巡 った後、交通手段が適切且 つ景観 が適切
であ った ミシガ ン湖畔最北地点 を推薦す ることとなった。オームステ ッ ドはダニエ ル且 バー
・ルー ト事務所 に勤めるバー
ナム を顧間 として招 き、同年10月 には建築担当のバーナム・ア ン ド
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ナム とジ ョン・ ルー トは博覧会 の landscape architect(景 観設計家)と い う役職名 にて正式に
万国博覧会会場設営に深 く関与 してい くこととなる。オルムステ ッ
市委員会 の顧間 に任命 され、
ド、 コ ッ ドマ ン、バーナム、 ルー トはエ ンジニアである ゴ ットリープと共 に設営計画 について
討議 を重ね、 ルー トが描 いた概念図 と主たる建築物 の面積な ども含 めた文書を1890年 12月 初旬
に国家委員会 に提出 し、正式に万国博覧会計画案 として採択 されることとなった

(8)。

万国博覧会会場 は ミシガ ン湖に接 して構成 されてい る。図 1の 地図を見てみると、会場は大
まかなゾー ンか ら成 り立つ。南地区では、玄関 となる栄誉 の広場 と称 されるBasin buntalnと
書かれた区域 を中心 として建築 と彫刻 が囲み、威厳 のある華やかな中庭 を形成 し、真 っ白な建
・シテ ィー と呼 ばれた。北に進むとラグー ンがあ り、ラグー
築物群が並 んでい る姿 か らホワイ ト
ン内のお よそ 6 haの Wooded lsland(以 下「ウッデ ド・ アイラ ン ド」 と記す)と 記 されてい
る敷地内北方向に日本館が建設 されてい る。 ウッデ ド・ アイラ ン ドの周 りには各種 カテ ゴライ
ズ された展示館や政府館が配置 されてい る。 ラグー ンを北上す ると現代美術館 があ り、その背
後 にはアメ リカ合衆国の州 ごとの展示館があ る。東 の湖岸側 には外国の展示館が見受け られる。
(9)。
西 にある ミッドウェイ・プレザ ンス と名付け られた場所 は、附属会場 の歓楽街が設けられた
元 々この ジャクソン・パー クは設置す るにあたっての第一候補地ではなかった。 この土地は
地表面 の90%が 砂利 の畝 に挟 まれた低湿地で、強風 を伴 う厳寒気候 に湖面水位 の変動 が加 わっ
て、樹木 も育 たず、
「街 か ら数マ イルの範囲内で一番公園 らしか らぬ土地」 と嘆 じた程、劣悪
な場所 とされてい た

(10)。

そ こでオームス テ ッ ドらは、水 が豊富 である点 を利用す るべ く、低

地部を削 って中央 に水 を貯 めるスペース を作 って 自然的な風景を作 り出 した。更に土 を積 んで
基礎 を固めて建築物 の土台 を形成す るなどして地盤か ら万国博覧会会場 を作 り出 して いった。
この工事 にお よそ1年 を費や し、樹木 も育たない と言 われた区域 に総計54万 本 の植物 を配置 し
ウツデ ド・ アイラ ン ド (樹 木 の茂 った島)と 名付け られるに相応 しい もの となったのである。
この ような建設経緯 を得 たシカゴ万国博 覧会 は、本来アメリカ大陸到達400周 年 を記念す る
べ く企画 された祭典 であ るため1892年 に開幕予定 となるはず だったのだが、パ ビリオ ン建設の
遅れか ら、正式な開幕 は1893年 となって しまった。開催予定であった1892年 10月 23日 にてジャ
クソン・パー クで仮 の開幕式 を行なうこととな り、会場 の建設 は不完全な状態であったにも拘
らずおよそ10万 人の見物人が集 まった。その後、オームステッ ドらは建設 を進め、1893年 5月
1日 に正式な開幕式が催 された。仮開幕式 か らお よそ半年 の 間 に既 に数百万人が見物 に訪れて

お り、大変な盛 り上が りを見せていたことが分かる。本開幕式では、会場に集 う来場者達 の前
で当時の大統領 クリー ヴラ ン ドが飾 り立て られた箱 に入ったス イッチを押す と、大噴水か ら水
が勢 い よく噴 き出 し、アメ リカ合衆国の国旗が掲揚 された。 自由の女神 を模 した像 にかけられ
た垂幕が外 され、会場 には古代 ギリシャ様式 のキラキラ違め く白い建築物が建ち並 んでいたと
い う記述が残 されてい る(11)。
一般的 に万国博覧会 には華や か、に ぎやか、お祭 り事 などの景気 の良 い イベ ン トの様 なイ
メー ジがあるが、当時 ア メ リカ合衆国 は1893年 恐慌 と呼 ばれる深刻 な経済不況 に陥 っていた。
それにも拘 らず、 アメ リカに於ける19世 紀 で最大の規模 を誇 る万国博覧会 となったことは驚異
である。 また、日本が参加 を表明 した際 に、日本館建設 を打ち立てた ことに関 して も興味深 い。

‑ 94 ‑

1893年 シ カ ゴ万 国博 覧会 に於 け る 日本館 につ い て

1873年 のウ ィー ン万国博覧会や 1876年 のフ ィラデ ル フィア万国博覧会 では 日本館が建設 されて

い るものの、 日本館 を建てるとい う計画 はお よそ20年 もの間、過去 の万国博覧会 に参加 した折
りにも見 られていない。1889年 の第 4回 パ リ万国博覧会では日本館 とまでは言えないが、独 自
の施設を設けている。そのため、 同万国博覧会 でその建築物に良い評価や反応があ ったか、 ま
たは日本側が残 した記録 や報告書 などの媒体 に残 っていたため、今回の万国博覧会で建設 した
日本館鳳凰殿 の ヒン トになったのではないか と推測 してい る。
上記 で述べ た敷地計画 の中では、日本についてほとんど触 れることがなかった。何故ならば、
日本が鳳凰殿 を設営するまでには幾重 もの障害があ り、敷地計画の概要 として纏 めて しまうこ
とが出来なか ったか らである。オームステ ッ ドは、 日本側 の 日本館用地を確保す るための 申し
出を容易 には許可せず にいた。彼 は全会場 の景観 を任 されてお り、既 に決め られた計画 では、
全体か ら隅 々にまでに及ぶ会場 の景観デザイ ンや形成 される雰囲気 が確固たる ものとなってい
たのだ。 しか し、 日本 も当初か らシカゴ万国博覧会に参加 を表明 しているため、両者 とも意見
し合 うこととなって しまった。次章では、何故、 日本はシカゴ万国博覧会に参加 したのか、更
に日本が どの ような建築物 を設計 し、建築 したのかを纏め、その ことをふ まえた上でオームス
テ ッ ドと日本 との対立関係 を明 らかにしてい くこ ととす る。

2
2‐

日本館「鳳凰殿」 と国威掲揚

1

日本館鳳凰殿 について

日本はシカゴ万国博覧会において、 日本館 である鳳凰殿 と呼 ばれる建築物 を建てた。名称 の
所以 は、設計 を担 当 した久留正道が平等院鳳凰堂の姿 をモ デル としたためである。「藤原 (平
「徳川 (江 戸時代 )」 の各時代 のモチ ー フを反映 させた 3
安時代中期)」 、「足利 (室 町時代 )」 、
左翼 (左 棟)が 藤原 (平 安中期 )、 右翼 (右 棟)が 足利 (室 町時代 )、
棟 か ら構成 された建築物 で、
中央が徳川 (江 戸時代)を 表現 している。
日本の博覧会事務局の正式な報告書 である「臨時博覧會事務局報告」にお いて も、以下 のよ
(12)。

うな記述が見 られる

鳳凰堂 ノ様式 二則 リー聯三棟 ノ家屋 ヲ建築 シ而 シテ其内部 ノ装飾ハ藤原足利徳川 ノ三時
代 二符合 スルモノヲ施 シ
さらに、時代 ご とにデザイ ンされた 3棟 それぞれにもモデル となる建物が存在 してお り、左
翼 の棟 は寝殿造 りの技法 を取 り入れ、右翼 の棟 は書院造 りの技法を取 り入れ、内部 は当時の茶
室 を模 し、中央 の棟 は左 翼、右翼 の棟 の 2倍 の面積

(13)と

な り、大名屋敷 の技法 を取 り入 れて

建 てられてい ることが以下の「臨時博覧會事務局報告」か ら分かる。
左方藤原時代 ノ宮殿ハ 当代 ノ建築 二係 ル宇治 ノ鳳凰堂二基キテ大證 ノ形式 ヲ取 り之 二参
配 スルニ公卿貴人 ノ建築 ヲ以テセシモノニ ンテ (略 )右 方足利時代 ノ建物 ハ当代 ノ書院 ト
茶室 ヲ現 セルモノニ シテ (略 )中 央ナル徳川時代 ノ建物ハ総テ当代諸候 ノ邸 ヲ写 シタルモ
ノナ リ ト雖モ其室内 ノ装置ハ ああ全 ク八代将軍 ノ時代 二於ケル大名 ノ邸宅 二擬 シ
この ように日本 の過去 のそれぞれの歴史か ら、あ らゆる伝統 を一挙 に誇示 しようとした。
建設に携 わった岡倉覚 三 (岡 倉 天心 )は 、外国人向けに『THE HO‑0‑DEN』 とい うガイ ド
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を英語で執筆 してい るが、その 中に鳳凰殿 の各 々の棟 についての解説 を述べ ているため以下に
抜粋す る

(15)。

なお、括弧内は筆者が原文を訳 した ものであ る。

引用①左翼 の棟 について
''The left、 ving Of the iII()―

o―

Den here erected is constructed in accordance、 ァ
ith the

principal architectural features of the Fujiwara epoch,specially copied from the Phoenix
Hall at Uji,and[om the apartments of the linperial Palace at Kyoto.‖
(「

ここに建 て られた鳳凰殿 の左翼は、
藤原時代 の主 な建築的特徴 を捉 えて建て られてお り、

特 に宇治の鳳凰堂 と京都御所 を模 してい ます。」)

引用②右翼の棟について
￨I As a characteristic representation of the art of this epoch, the interior reproduces,

、7ith but slight changes,a roonlin Cin― kakuji(SilverPavilion).''
この時代 の芸術 の特徴的表現 として、微かな変更 はあ るが 内部 にお い て銀閣寺 (シ ル
バー・パ ビ リオ ン)の 部屋 を再現 してい ます。」)
(「

引用③ 中央 の棟 について
''The hallis a replica of a rooin in the old castle of Yedo(Tokyo).'￨
(「

その堂は、江戸 (東 京 )に ある古城 の一室の レプ リカです。」)

以上を纏 めると、平安中期 を意識 した左翼 は鳳凰堂 と京都御所、室町時代 を意識 した右翼 は
銀閣寺、江戸時代 を意識 した中央 の棟 は江戸城 をモデ ル としていたことが窺 える。 しか しなが
ら、それぞれの特色 をそのまま取 り入れたのでは全体 の建築物 としてのバ ラ ンスが崩れる こと
が考 えられる。そのことを懸念 し、設計者である久留 は以下の ように設計の変更を行なってい
る(16)。
廊下ハ全 ク藤原氏 ノ時代 ノ製デ アリマスガ即 チ丸柱デ廊下 二高欄 カツイテオリマス徳川
幕府 ノ建築 ニハ高欄 ハ ナイ併 シナ ガラ藤原氏ハ高欄 ガアル夫 レデ余儀ナ ク徳川足利 ニモ高
欄 ヲ附ケテ同様 二見ヘ ル様 ニ シマ シタ
本来ならば高欄 (欄 千)は 室町時代 と江戸時代 には見 られない装飾 である。全体 の棟 との兼
ね合 いか ら全ての棟 に高欄が取 り付けられる こととなったのは、1棟 ずつそれぞれの時代 を映
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した特色 を活か しつつ も、鳳凰殿 とい う一つの建築物 として同様に見えるように工夫 されたか
らである。 このこ とか らも展示物 としての建築 とい う要素が見受け られ、設計者 の知識 と取 り
組 むにあたっての配慮 が窺 い知 れる。
2‐

2

日本が参加 した目的

日本が シカゴ万国博覧会に参加表明 した最大の理由は、当時の世界 におけ る日本の立ち位置
が大 きく拘 ってい るのではないか と考察す ることがで きる。参加国のほとん ど全てにおい て、
万国博覧会へ の参加 の 目的が 自国独 自の文化や豊か さの誇示、国威発揚、輸出国相手の増加 で
ある ことは 自明であ るが、 日本 も例外 では無 く、「臨時博覧會事務局報告」 に同様 の点が示 さ
れているい 。
閣龍世界博覧會 二参同 シ以テ我国産 ノ百貨 ヲ出陳 ノ要ハ主 トシテ我國健 ヲ字内列國 ノ間
二表示 シ所産 ノ百貨 ヲ周知 セシメ以テ我國威 ヲ嚢揚 スル ト同時 二将来二於ケル通商貿易 ラ
拡張 セ ン ト欲 スルニ外ナ ラス
このことか ら、 日本 は将来 に向けて貿易拡大 に積極的であ り、そのために万国博覧会に参加
していたことが認め られるのである。
日本政府は、過去に日本が参加 した国際万国博覧会 (1873年 ウィー ン万国博覧会など)で も
自国を宣伝するための展示館 を建設 してい るので、
既にその重要性 を理解 しているはずである。
そのため、今回の万国博覧会 において も更に国威発揚 のために 自国館が必須であるとい うこと
が、経験 上明白であ っただろ うと推測す ることがで きる。加えて、 シカゴ万国博覧会 は 日本が
従来参加 してきた万国博覧会 の中で も参加国が多 く、規模 も大 きい会場 であったことで 日本国
を大 々的にア ピールす る機会 としては最適 であったに違 いない。そのため、今 まで以上に力 を
入れてよ り優れた建築物 を設計する意味は、十分にあったのではないか と判断で きる。
此 ノ ロ的ヲ達 セ ンニハ軌近 ノ建築式 二依 ラ ンヨリハ寧 口昔時 ノ様式 ヲ取 ルラ以テ優 レリ ト
ス

以上 のように事務局 の意向によって現代建築 を示す よ り、過去 の建築様式に則 った伝統的な
建築物 を設計するに至 った

(18)。

日本 は、他 の 国には見 られない特異 な文化 とその文化 を育ん

だ長 い歴史を武器に、その両方 を織 り交ぜ、簡潔且つ効果的に世界 に対 してアプローチをする
ことがで きると考えていた。探検家 コロ ンプスがア メ リカ大陸に到達 した時代 には、 日本は室
町時代 であ り、既 に日本 としての独 自の発達 した文化 の土台を十分にかためていたのだ。それ
故、 日本 は平安時代、室町時代、江戸時代 とい う 3つ の特色あ るテーマ を選 び、伝統的な建築
様式で建 て られた歴史ある平等院鳳凰堂をモデルにし、 日本館鳳凰殿 を建築 した。 この集大成
であ る日本館 を世界 に向けて掲示することによって、 日本 の力 を十分 に誇示 で きる と考 えたの
である。
2‐

3

敷地 の重要性

既に記述 したが、 日本が敷地 を確保す るためには難関が い くつ か存在 していた。 まず、 日本
が 日本館 を建設するにあたって、 日本を知 らしめるために効果的な敷地を確保す る必要があっ
たとい うこと。そ して、 この万国博覧会 にお いて敷地を認め られた国は、そのほとんどが主要
国であった ことであ る。参加 した非主要国 =非 西洋国のパ ビリオ ンは西洋国の様なそれではな
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く、見世物小屋 のような形で捉 えられていたため、当時の 日本 も当初は非西洋国 としての扱 い
を受けていた。 当初 の計画 で描かれた地図 にもウッデ ド・ アイラ ン ド内に日本館 は見受け られ
ない(19)。
今回の万国博覧会 に於 いては、敷地計画を担当 していたオームステ ッドとコ ッドマ ンが各国
の敷地 の配置を決定す ることとなっていた。敷地 を選定するにあた って参加国か ら設計案 の募
集 をかけていたのだが、その中で、 日本館は 日本館 をウッデ ド・ アイラ ン ドに建設 したい と申
し出た。オームス テ ッドはウッデ ド・ アイラ ン ドを会場 のメイ ンとす る計画 を立ててお り、 さ
らにその土地が綿密な計画 の元に最 も手を加 えて作 り込 んだ箇所 であったため、即座 に承認 さ
れることはな く、その結果敷地獲得 の交渉は難航 した。 日本側 もウ ッデ ド・ アイラ ン ドが一等
地である ことは十分 に把握 しているはずであ り、恐 らく交渉が難 しいことも心得 ていたはずで
ある。 しか しなが ら、 日本は、アメリカ合衆国を含む主要国 =先 進国 としての扱 い を渇望 して
いた こともあって、その承認欲求か ら大胆にも会場 のメインとなる土地の一部 に建築許可 を求
めたのであることが この一連 の主張か ら認め られる。
1891年 12月 末 に事務官 であった手 島精 一 が、 シカ ゴを訪れて博覧会事務局に直談判 した際、

日本が承認 を求めた理由 として主張 した点は、土地 と建物 の関係 であ る。 ウッデ ド・ アイラ ン
ドの緑 の豊かさ、水 の豊富 な環境 は日本 と似てお り、 日本建築が 日本建築 として 自然 な状況で
再現で きるため相応 しい土地であることを強調 した。
オームステ ッド側 の主張 は、ウッデ ド・ アイラ ン ドの緑 と周囲の水面 と一体 とな り、 自然の
美 しさ、清 らかさが広が りを見せて提供 で き、各国の豪奢 なパ ビリオ ンやその他 の建築物など
と対を為す ものであ り、且つ お互い に引 き立てることが出来る役割 を持 ってい る。加えて会場
全体 を見渡 した時に中央 となるため、会場 の核 と言 って も過言 ではな く、 日本館 に限 らずその
地区にパ ビリオ ンの建設な どの人工物 を設置す ることは考 えられない と、計画当初か ら変わら
ず主張 し続けていた。
日本側 にとっては幸 い なことに、建設に関する総括責任者であるバーナムが、 日本館 のデザ
イ ンを気 に入 り、 この展示が来場者の一 目を引 くことを考慮 し、オームステ ッ ドの意思 の大部
分 を無視 した形でウッデ ド・ アイラ ン ドでの 日本館建設が承認 された。ただし、当初 の建設案
で出されていた 日本館 よ りも低 く設計す ることが条件 であった。恐 ら く、 この条件 はオームス
テ ッ ドが提示 した ものであ り、周 りの 自然 との調和 を如何 に重要視 してい たかが窺 い知 れる。
図 3は 実際にウッデ ド・ アイラ ン ドに建設 された 日本館鳳凰殿が写 っている写真 である。中央
右寄 りの森林 の中に日本風 の屋根が確認で きる。 この写真 はモノクロであるため、一概 に判断
は出来ないのだが、一見するとオームステッ ドがかねてか らこだわっていた全体 のデザイ ンや
規模 な どは害 してい ない ように感 じられる。条件 であった建築物 の高 さも樹木 よ りも低 く設計
されてい る。景観的 に対極的なもの を一つの会場に設置するのは大変効果的であ ると思 えるが、
日本館 のように自然に溶込んだ建築がその極 の間に設置す ることによって、ウツデ ド・ アイラ
ン ドと周囲のパ ビリオ ンとの中間的な存在 としての役割 を果 た してい るのではないか と考える
ことが出来る。
しか しなが ら、 シカゴ万国博覧会公式記録 (21)に はこの ような記述が残 ってい る(22)。
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島 を占めて建 ったのが、 日本の寺院 と庭園、そ して (バ ラ苑等 の)屋 外国芸展示 にだけ
留 め られたのは、我 々にとって幸運だったのだろ う。それで も、最初 の案で意図 した 目的
(水 路 と緑地 の傾倒が創出する ピクチ ュ アレスク 「
【絵 のように美 しい」意】 の効果)に 照

らすな ら、この島を大 きく傷 つ けて しまった」 (内 は筆者加筆 )
以上の ように、必 ず しも満足 のゆ く譲歩 ではなかったことをオームステ ッ ドは語ってお り、
日本館に対 してあま り良い印象 を持ってい なか ったことが認め られる。万国博覧会 を計画す る
にあたって、芸術面 も大 いに振 るわな くてはならないが、何 よりも利益や来場者 の数 を優先 し
なければならない。 しか も、当時は大恐慌 によってアメリカ合衆国全体 の景気が下が っていた
ため、少 しで も世界中か ら来場者数 を稼 ぐために博物館事務局側は手段 を選ばなかったのでは
ないだろ うか。そのためにオームステ ッ ドの景観計画が蔑ろにされていた傾向が見える。実際
に日本館 は日本 の国力 を示そうとい う動機 の元 に設計 され建設 された建物であるので、必ず し
もオームステッ ドの景観美学 に沿 ったものであ った とは認 め られない。 しか しなが ら国威掲揚
を誇示す る方法 として、 日本 の伝統建築、 自然 と調和 した美 しさなどの 日本が古 くか ら受け継
ぐ文化 や芸術 の面 を推 し出 し、 日本館建設において も同上 の理由を主張 した ことは、博覧会史
に於 いて もターニ ングポイ ン トになっているのではないか。過去の博覧会 で も展示品 として美
術品 を多数展示 して来たとはい え、建築物 自体に日本 の建築美 の意味を持たせ る設計す る点は
過去 には見 られなかった ことである。
次章では、鳳凰殿 の位置付 けを施設 としてではな く、展示品 として焦点 を当てて明 らかに し
てい くものであ る。

3

展示品としての鳳凰殿
このシカゴ博覧会 の 日本館鳳凰殿に関 しては、その外観 の美 しさや伝統建築 の面か ら評価す

る例が多 くみ られる。 い くつか取 り挙げて考察 を行 なうこととする。
日本 の万国博覧会関係者 であった岡倉 は、鳳凰殿その ものを展示物 として把握 していたこと
(23)か
ら理解す ることが出来る。
が 『THE HO‐ 0‐ DEN』 の記述
lt The Hα

oDen now exhibited is substantially a replica of the edince at Uji,somewhat
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snlaller in size and nlodifled to adapt it for secular use.:￨

ここに展示 されている鳳凰殿 は、実質的 には宇治 の建築物 の レプ リカですが、非宗教的
な使用 目的 に適応す るために実物 よ りも多少 の変更がなされてい ます。」)
(「

引用か ら読み取 れる通 り、鳳凰殿 を建築物 としてではな く、展示 (exhibit)と して捉 えて
紹介 してい ることが認め られるのであ る。
また、永山定富 による研究 では、鳳凰殿 にお け る美観 と内部 の展示 について触れ、「後 の博
②
覧会出品の模範 を為 した もの」 としてお り 、浜口隆一・山口廣両は「万国博物語」 の中では、
外観 に日本建築 の粋 を込めていると評 してい る。
さらに、藤岡洋保、深谷康生の共同研究論文である「戦前 に海外 で開かれた国際博覧会 の 日
本館 の意匠について」

(25)に

於 いては、万国博覧会 で建設 された 日本館 を カテ ゴライズ してい

るが、「建物 自体が展示物 と考 えられるもの」 として鳳凰殿 の位置づ け を行 なっている。以上
のことか ら考察 して も、鳳凰殿 は単 に「展示品を展示するための施設」 としてだけではな く、
既 に述べ たとお り、
「見せるための展示品」としての役割 も十分 に兼ねていたと言える。 さらに、
鳳凰殿 の敷地を決める際 に土地 と建物 の関係が挙げたが、本来 の 日本での環境 に最 も近 しい土
地 を指定 して 日本建築 を建設する ことは、まさに野外博物館 の ように再現展示に類似 した展示
を行なっていることが認め られるため、鳳凰殿 を見せる ことを目的 として建築 したとい うこと
を示す一材料 となってい ると言 える。
イ ングラ ン ド・ アーキテク ト誌 において も日本館は特筆 され、 ピー ター・ ボネッ ト・ ワイ ト
によって 『シカゴにお ける日本建築』 と題 された寄稿がなされてい る。 ワイ トはニ ュー ヨー ク
出身の建築家 であるのだが、彼 は鳳凰殿 にお ける 日本 の本格的な建築様式 を示すだけでな く、
それを学 ぶことが 出来る としてい る。材料、建築方法、構造、装置な どがアメリカの建築 とは
まるで違 ってお り、 日本 の建築 を見た ことが無 い者 にとって も有益 である ことは勿論、大工 を
は じめ とす る建築関係 の者 は学 ぶべ きことが多大 にある ことが分かるとい う旨を記 してい る。
中で も、 ワイ トを驚愕 させたのは、釘 を使用 しない建築方法で、鉄 くぎを金槌 で打 つ金属音が
しない代 わ りに、大工 同士 で仕事中に歌 う唄 と木槌 で木材 を叩 く音が してさなが ら船大工のよ
うであ った とい う記述 を残 している。
このように鳳凰殿 の見 た 日か ら、 またその珍 しさや技術面 に於 いても、その様相 自体が展示
品 として評価 されてい ることが認め られる。
おわ りに
本稿 では、 日本館鳳凰殿が国威掲揚 のシンボルと して建設 された ことについて、 また展示の
対象 として とらえることが 出来る点について検討 を行なった。様 々な思惑が交差する中で、 日
本が今 まで博覧会で表現 して きた方法 とは違 う面か ら日本文化 をア ピールす る計画を綿密に立
ててお り、文化 レベ ルの高 さを自負 した上で博覧会事務局や景観計画を担当 したオームス テッ
ドと対等に話 し合 いの機会 を得た ことは、国威掲揚 の 目標 を外交面で も、技術、美術面 で もク
リア してい る。 この ように日本が主張 し、 日本館 について計画 した ことは以前 の博覧会 では見
られなかったことであ り、以後 の博覧会 に与えた影響 は計 りしれない。 この博覧会 を通 して
「博
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覧会 とは何 たるか」や 日本を表現する方法を確実 にものにした実 に有意義な経験だったのでは
ないか。
今回は鳳凰殿 自体が展示 として評価 されてい ること自体 は認 め られたが、事象 を挙げてい く
ことのみに留 まった。今後は鳳凰殿 が展示 としてとらえられていた点に加え、他 に も同 じよう
に展示品 として出品された日本館が存在するのか否か、 これ らの課題 をさらに明 らかにし発展
させてい く所存 である。
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は じめに
日本がイ ン ドネシアを占領 していたアジア・太平洋戦争 の最中、イ ン ドネシアでは陸軍の宣
伝班 と呼 ばれたプロパ ガング部隊によって、イ ン ドネシア侵攻 に正 当性があるとイ ン ドネシア
人に思わせ るような宣撫工作 が数多 く行 われていた。宣伝班は、イ ン ドネシア各地で様 々な媒
体 を用 いて宣撫活動 を行 ったが、その舞台の一つ となったのが博物館 であった。彼 らは、 日本
の戦績 を讃 え、 占領政策 に協力す るこ とを促す展示 をする博物館 を新 たに設置 した。 また移動
展覧会 を頻繁 に開催 し、 よ り多 くのイン ドネシア人に鑑賞 させ る機会 を設ける ことによってそ
の宣撫効果がイ ン ドネシアの隅 々 までい きわたるよう画策 した。こ うした博物館や展覧会では、
宣伝班 に所属 していた著名な日本人画家達 の絵画が展示 され、 イン ドネシア人に鑑賞 させる こ
とによって 日本へ の理解 を深めさせ、民心 を掌握 しようとす る目的があ ったのである。
一方、 日本国内にお いて も戦前期か ら戦 中にかけて数多 くの東南 アジアに関す る展覧会が開
催 されていた。 この展覧会の 開催 目的は、遠方の地での 日本軍の活躍 を日本国民 に知 らしめ、
またアジアの豊富な資源などの知識を教えることで、南洋につ いての興味を増幅 させ ることで
あった。 こうした広報活動 をす ることで南洋進出の重要性 を国民 に知 らしめ ようとしたのであ
る。
これまで筆者 は、イ ン ドネシアのジヤワ島における宣撫工作 の一環 として利用 された博物館
について研究 して きた。本稿では、それ らの博物館や展覧会 に対応す る日本国内 におけるイ ン
ドネシアについての展覧会 を扱 うが、イ ン ドネシアについてのみの展覧会 は存在 しない。その
為、 これ までの研究 と対照 させ るために、東南 アジアに関す る展覧会 の中で も、特にイ ン ドネ
シアについての展示や資料出品者等 を抽出 し、それ らの展覧会記録 を参考 に経緯 と実態につい
て明 らかに し、検討 を試 みるものである。
また 日本国内の展示 において も、イ ン ドネシアで 日本人画家 の絵画や スケッチが展示 された
の と同様 に、イ ン ドネシアをは じめ とす る南洋 に赴 いた宣伝班 の画家や従軍画家 の描 いた作品
が美術館 を中心に展示 されていた。聖戦美術展覧会や従軍画家 の展覧会 については既 に多 くの
研究があるため、本研究の中心的対象 か らは外 し、本稿 では民俗資料な ど、イ ン ドネシア人に
よって製作 された資料 を展示 した展覧会 を中心 に扱 うこととす る。

‑ 103 ‑

日本 国 内 にお け る南 洋 展 覧 会

1.南 方展覧会の 目的
1.南 洋展覧会の 目的

1‐

主に戦前か ら戦 中かけて 日本国内で開催 された東南アジアを題材 とす る展覧会はその名称が
多様 で あ るので、 ここでは当時 の展覧会 の名称 に即 してイ ン ドネシアを含める東南 アジアを
扱 った展覧会 を南洋展覧会 と呼称す ることとす る。
戦前期 の 日本国内において南洋の風物 に関す る展覧会 は、 当時の博物館 や美術館 の展覧会記
録 を見ると殆 ど行 われてお らず、行 われた として も資料提供者の期待に沿 うような反応は得 ら
れなか った。
一 九二一年、 (中 略)東 イ ン ド諸島で発見 された中国、 タイ、 ヴェ トナム (安 南 )の 古
陶磁 を大量に日本に運び、東京松坂屋 で展示会 を行った。学術的には大 きな貢献 であるは
ずのこの展覧会 も伝来 と伝世 の味 を重視する傾向が中心であった当時の古美術業界か らは
冷淡な反応 しかえられなか った。

(1)

しか し、後述 の ように1930年 代後半か ら俄か に南洋 を扱 う展覧会 の数が激増す る。それは、
北守南進政策 を推 し進めてい く過程の 中で、東南 アジアに関す る知識 の必要に迫 られたか らで
あった。
日蘭会商の為 に商工大 臣 としてイ ン ドネシアのバ タビア (現 ジャカルタ)に 派遣 されたた小
林一三は、著書 『蘭印斯 く見 た り』 の中でイ ン ドネシアの歴 史や風俗、産業 を細かに紹介 して
い る。
「必要物資である、
石油、
小林 は、イ ン ドネシアで産出する資源について も具体的に言及 し、
ゴム、錫、 ニ ッケル鍍、及 び農産品 に於 いて大 い に蘭印 に期待す るところあ り」(2)と 資源供給
地 として、今後 イ ン ドネシアとの関係がな くてはならない ものであると確信すると同時に、 日
本国内の人間へ南洋資源 の豊富 さについての知識普及 を求めてい る。
私 が今頃、私 に似つかは しくもない老 いの繰言 を述懐するの も、徒 に過去 を語 るにあ ら
ず して南洋へ の認識が今 日なほわが國民 に不足 して ゐるのを憂 ふるか らである。 (中 略 )
遅 々なが ら南洋認識の緊要 さを痛感 した以上、 この柴園の存在 と、大和民族の発言権 の資
格 とを、わが 国民に知 っていただ きたい と希 ふ もの なのである。
こうしたイ ン ドネシアをは じめ とする東南 アジアの保有す る資源へ の期待感 と知識 を国民に
(3)

も浸透 させ る為 に利用 されたのが博物館 や展覧会での教育活動であ った。財団法人富民協会理
事 の西村健吉に よる 『博物館研究』 の なかの記事 では、その思惑 を如実に表 してい る。
今 日ほど全 日本 の博物舘が重大使命 に逢着 してゐるときはない と思ふ。大東亜共榮圏 と
い ひ、南 方資源 といふ も、 これ らの ものを国民大衆 に教育す るものは博物舘 を措 いて他 の
何等 の施設がないか らである。 しかるに博物舘 の現状 はどうであ らう。全國幾十百 の博物
舘が どれだけ この博物舘的使命 に向かって國策に協力 されてゐることであ らうか。僅かに
各地 の百貨店が客寄せに際 もの的な南方資源展覧會 を催 し、あるひは輝 か しき皇軍 の戦果
を展示するに止 まり、博物舘が進んで大東亜共榮圏の説明に営 りつ ゝあるを聞かないでの
である。 この役割 を果たす ものに科學博物舘がある。上野 には文部省の科學博物舘が厳 と
して存在す る。その他の地方 にもこれに類似する博物舘 の存在するもの なしとせぬ。 とこ
ろがその内容如何、満州事憂か ら支那事愛を経 て大東亜戦争に飛躍せる國運の進展によく
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その歩調 を合 し得たであ らうか。 (中 略)國 民大衆 の希求 して止 まざる ものは南方 の風物
であ り、文化 であ り、資源である。人の會す るあ らば南方の赫 々たる皇軍の戦果 を語 らざ
る ものがあ らうか。談 たま ゝ戦果に及べ ば比 島の、馬来 の、東印度の民俗 を談 じ、資源を
諭ぜ ざるはない。(中 略)わ れ らは この ときにこそ博物舘がその資料 と正確 な解説に よって、
國民 の認識 を強化 し、 さらに進 んでは大東亜戦争 の完遂 に一段 の拍車 を加ふべ きである と
確信す る。

(4)

記事 の中で西村 は、小林 の主張 と同 じ様 に南 方 に埋 蔵 される資源の有用性 を強 く主張 し、博
物館が南方 に関す る正 しい知識 を伝 える重要な機関 として機能すべ きである と述べ、南洋展覧
会 の開催 の必要性 を求める一方で、 当時の 日本国内にある南洋に関す る資料 が貧困 とい う問題
を指摘 してい る。西村 は、「南方 に開す る陳列資料 の蒐集 は至難事 の至難」だが、「それ だけに
成果を高め得るもの」 になるであろ うか ら尽力は必須であるとし、「一應 の南方資源を蒐集 し、
比島、馬末、東印度に生産する主要物資を国民 の前 に展示 し、 この戦果 を國民 と ゝもに欣 ぶこ
とは決 して無意味 といへ ぬ ばか りではな く、大東亜共榮圏の認識を高 め、大東亜戦争完遂の決
意 を輩固ならしむる上において稗盆す るところ蓋 し甚大 なるもの あ るを信ずるのであ る。」

(5)

とその効果が確実 の ものである とし、展示品 となる南方資源やその他 の資料 の収集や研究 の重
要性 を主張 してい るのである。
大正期 になると、日本 の企業や実業家が、新 たな市場 をもとめて東南 アジアに渡 リ トコ・ジュ
バ ンと呼ばれ る商店を開 くな ど経済活動 は始 まっていたが、上記で述べ て きたような潮流が激
しくなる以前は、 イ ン ドネシアをは じめ とする東南アジアの研究に関 しては活発 ではな く、南
洋 に関す る興味 は一部の 日本人に しか持たれてお らず、 日本国内の一般民衆 までその文化や資
源な どが伝 わる機会が少なかった。 しか し、戦争をきっかけに、この状況が一気 に転換 してい っ
た当時の様子 を小林 と西村 の言葉 か らよく窺 い知ることが出来るのであ る。

12

南洋 に関す る展覧会の動向

上記で述べ た目的を完遂 させるために、 日本国内では急速に東南アジアに関す る展覧会 の必
要性が高 まり、その為 に研究機関や博物館 で研究が進展 してい くのである。1930年 代 か ら1940
年代前半 にかけての南洋に関す る図書数が顕著に増加 してお り、 こ うしたブームは、それまで
盛んでなか った南洋研究が俄 か隆盛 した理由が前述 した 目的を達成する為 であることを露骨に
(6)。
この南洋 ブームが博物館展示へ 具体的な計画 をもって影響 を与えたのは1930年
表 してい る
代後半 か らであった。
「大東亜共榮圏建設 に即應 して博物館 の採 るべ き方策」
1942年 11月 に全国博物館協議会 の場 で
について答申が行われた。以下 は議事録 の抜粋 である

(7)。

一、大東亜共榮圏内に於ける主要博物館 を動員 し、大東亜博物館會議 を開催 して大東亜建
設 の理念 を把握せ しめ、博物館相互の連絡 を緊密 にし以てその使命 の達成に努 め しむ
ること
二、一般国民 の大東亜戦争並に大東亜共榮圏 に封す る認識 を深むるため政府 は各博物館 に
封 し、 これに必要なる資料蒐集 の便宜 を供典す ること
三、大東亜共榮圏の建設 に資するため各博物館 は務めて左 の事業 を行 ふこと
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イ 大東亜共榮圏建設 に開す る資料 の陳列展示
口 陳列資料 を利用せる講習會、講演會、映董會等 の開催
ハ 巡回展覧會及 び講演會 の開催
二 郷土 の先賢偉人 に開す る資料 の蒐集陳列
四、學制改革 に伴 ひ博物館 の使命愈 々重 きを加ふるに鑑 み、各博物館 は各種教育機関 と聯
絡提携 してその機能 を嚢輝す ること
五、国家線力戦 に即應す るため各博物館 は國策 たる國民精神 の昂揚 、生産の披充、貯蓄の
増強等 に必要なる施設 を行 ふこと
六、大東亜戦争 の完遂並大東亜共榮圏の建設 に必要なる學術 の振興 に資す るため政府 は左
の事業 を行 ふこと
イ 圏内博物館所蔵 、學術資料 の 目録編纂及 び刊行
口 學術専門家 の派遣、博物館 による學術的指導
ハ 博物館 とその他 の學藝研究機関 との連絡強化
議事録 か ら、大東亜共栄圏各地 の知識 について博物館 で も取 り扱 い、国民にそれ らに関する
知識 を周知 させ ようとす る動 きが明白に見て取れる。特 に日本が東南 アジアに求めていた もの
が資源であ った為 に博物館 では、展示活動 や大東亜共栄 圏での軍政に資す る為 、資源 に関する
研究が盛んになってい くこととなる。
その一例 として国立資源科学研究所設立の運動があ る。教育 に主眼を置 いた東京科学博物館
(現 国立科学博物館 )と は別 に学術 上の指標 とな り、国防上 自給独 立を可 能 にす る様な資源 に

関す る研究 を行 う「國立 自然博物館」 の設立の請願が、動物学会・植物学会・鳥学会・昆虫学
会・地質学会・生物地理学会・応用動物学会 の 7学 会長連盟で第73回 通常議会 で行 われた。こ
の請願 は、1938年 2月 16日 貴族院で採択 され、同月24日 衆議院で も通過 した。 しか し、博物館
とい う名称 は展示施設 とい う印象が強 く、請願書 だけでは実効 を伴わないため、1939年 12月 に
「天然資源研究所設立準備會」が結成 され、1941年 に天然資源 の分布、分類、性質、成因等に
関す る科学上の総合的研究調査 を行 う「國立資源科學研究所」が創設 される ことによ り結着 し
た。設立準備 のため に長谷部玄人 ら11名 が嘱託 に任命 され、動物 ・植物 ・地質・地理・人類 の
5学 部 と調査部・事業部 を持ち、柴田桂太郎所長以下、研究者 として所員 9名 、助手25名 、嘱
(8)。
託51名 、研究補助 員26名 の構成 であった
最終的 には研究所 の形 になるが、 当初 は博物館 と

い う名称 をつ けようとしていたこと、設立に携 わった長谷部が1942年 に南方文化展覧会で講演
している こ とか ら研究活動 に加 えて展示 と教育普及活動を行 うことを視野に入れていた と看取
される。
また博物館協会 では、「時局封應博物館事業推進計豊」が 1940年 に始 ま り、1942年 には事業
要綱が策定される。 この事業 は1941年 か ら5年 間継続 される計画であ った。以下の事業要綱 の

5項 目には、時局 に対応 した博物館 には資金面 での補助が与えられるとあ り、博物館協会が各
地 の博物館 にその館 の専門を問わず大東亜共栄圏の地域 に関す る展示や戦争 を鼓舞す るような
展示 を促進 させていたことが読み取 れるのである。
事業要綱
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一、現存博物館 を利用 して東京大阪雨都市 に建設すべ き科學 工業博物館及大東亜博物館建
設 の促進
二、博物館以外 の現存建物及 び保有資料 を利用 して郷土博物館並 に地方博物館建設 の促進
三、大學専門學校等 に於ける設備 の開放利用 の促進
四、史蹟、天然紀念物、社寺及私人所蔵 の學藝資料公開利用 の促進
五、既設博物館 の時局封應施設 に要す る資金の補助
六、博物館施設 の相談部 の開設、既設博物館 の改善利用に開す る指導
七、博物館従業員養成所 の開設並に従業員の再教育
八、時局下博物館使命達成上必要なる其 の事業右 に要す る経費五拾萬園は民間有志者 の寄
附 に仰 ぐ

(9)

この ように、1930年 代後半か ら日本国内では大東亜共栄圏に関す る研究を国策 として押 し進
め、博物館 での展示を介 して国民に資源 の価値 を浸透 させ ようとしていた。次章では「大東亜
共榮圏建設に即應 して博物館 の採 るべ き方策」や「時局封應博物館事業推進計董」に従 って開
催 された展覧会 の中で もイ ン ドネシアを含む東南 アジアを主題にした展覧会 の具体例 を取 り上
げてい く。

2.国 内で開催された南洋展覧会
本章 では、前章 までの内容を踏 まえなが ら、実際に 日本国内で開催 された南 洋展覧会 の実態
について展覧会 の図録 などの資料 か ら検討 してい く。
以下の表 は、
博物館 と美術館 で開催 された東南 アジアをテーマ に含 んだ展覧会 の一覧である。
美術館 で行 われた展覧会 では、主に従軍画家に よる派遣先 での風景を描 いた作品を展示 してい
た為、前述 の通 り本稿 では言及 しないが、南洋 に関する絵画展覧会が盛んであったことが窺 い
知 ることが出来るので参考 として表中に加 えた

(10)。

2‐

1.表 慶館 における展示

帝室博物館 (東 京国立博物館 )の 表慶館 では、1942年 4月 25日 か ら5月 24日 まで 1ケ 月間に
亙 り南方文化展覧会が開催 された。 この展覧会では、南洋群島・フィリピン・佛領印度支那・泰・
ビルマ・スマ トラ・ ボルネオ・セ レベ ス・ニ ューギニ ア・ オース トラリア・ニ ュージー ラ ン ド
(・
表慶館 1階 2階 の全 8室 を用 いた。
等 の生活用品 。楽器・武具・船舶な どの資料 が展示 され
)、

テーマ は資源 と人文 に大別 されていたが、人文に関する教育活動は資源についてのそれ よ り緊
急 を要 さない と考え らえていた ことか ら、資源が豊富であることを周知 させ る目的に比重がか
かっていた。
東大教授長谷部玄人の講演 「東南 アジアの人種」
会期中には映画「蘭印探訪記」が公開され、
が開かれるな ど、南方へ の理解 を進めるためのイベ ン トが行われたが、学芸官 の野間の会後の
感想 によると、会期 の設定が遅れた為に事前 の宣伝期間が短かった こと、用紙節約 の為 にポス
ター を製作 しなかったなどの理 由か ら十分 な宣伝が出来ず、期待 以上の集客 は得 られなか った
とあ るが⑫ 、国策 として南洋 ブームを起 こそ うと考えていた思惑 とは裏腹 に、 日本国民には、
1930年 代初頭 の展覧会 の時 のよ うに南洋 の風物が依然 として未知 の もので あ り、受け入 れ られ
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展覧会名

場所

1938

東洋南洋劇 芸術特別展覧会

早稲 田大学坪 内博
5/5〜 5/15
士記念演劇 博物館

1939

第 1回 聖戦美術展

東京府美術館

7/6〜 7/23

第 5回 海洋美 術展

東京府美術館

5/25〜 6/5

第 2回 聖戦美術展

東京・日本美術協会 7/1〜 7/20

南方 文化展覧会

東京帝室博物館

4/25〜 5/24

第 6回 海 洋 美 術 展

東京府美術館

5′

大東 亜芸能 文化展覧会

早稲 田大学坪 内博
士記念演 劇博物館

11/1〜 11/20

1941

1942

期間

￨
第 1回 大東亜戦 争美術展

′
24〜 6/7

￨

京府美術館
1東

第 7回 海洋美術展
国民総 力決戦 美術展

備考

112/0〜

東京府美術館
東京都美術館

12/27

出品者 ̲枡 源次郎等
後 援 1文 部省 、情報局
大阪市立美術館 翌 1/15〜 2/5、
名古屋 2/15〜 2/28、 福 岡に巡 回

′
18〜 0/2
9/1〜 9/16

第 2回 大東亜戦 争美術展

東京都美術館

,2/8〜 翌 1/9

1944

陸 軍 美 術展
第8回 海洋美術展

1945

文部 省戦 時特 別美術展
陸軍 美術展

東京都美術館
東京都美術館
東京都美術館
東京都美術館

3/8〜 4/5
5/17〜 6/9
11/25〜 12/15
4/11〜 4/30

1

大 阪市立 美術館 9/20〜 10/3、 福
岡・名古屋・神戸・京都・広島・静
岡・徳島等に巡回
出品者 ‐
東大 人類学教室 、演劇
博物館 、大倉喜 七郎 男爵 、朝 倉
文夫 、岡野繁蔵 、三木 榮 、杉 山壽
榮男

5′

1943

表

出品者 〕
小林 一 三 、日辺 尚雄 、伊
藤祐 司.石 沢豊 、西沢笛畝 、枡源
太郎 .西 村 真次 、東洋音楽学会 、
南洋興発会社等
開港記念横浜会館 7/28〜 3/1、
静 岡・ 名古屋・大阪・福 岡・満州
に巡 回

大阪市立美術館翌 1/22〜 2/17、
大礼 記念京都 美術館 3/8〜
3/23、 福 岡市本願 寺福 岡会館
4/2〜 4/30、 佐世保・玉屋百貨店
5/,0〜 5/28、 名古 屋に巡回

博物館 ・美術館で開催 された南洋展覧会

なか った為 に集客が得 られなかったとも考 えられる。
2‐

2

演劇博物館 における展示

早稲 田大学坪内博士記念演劇博物館 は、1928年 10月 に坪内逍遥 の古希祝 い と、坪内が半生を
かけて反訳 した「シェー クスピヤ全集」 の完成 とを記念 して有志 の協賛 によって設立 された博
(13)。

物館 であ る

主に舞踊や演劇に関す る研究や資料収集 を行 っていた。

大陸へ 向けて関心が傾 いて く情勢 の中、演劇博物館 で もその影響 を受け、1930年 代後半に東
洋演劇資料室 の開設が計画 された。中国演劇・東南 アジア芸能・南方イ ン ドネシアの芸能に関
す る資料 を展示 していたこの資料室 について、演劇博物館創立10周 年 (1938年 )の 記念パ ンフ
レッ トでは以下の ように紹介 された(14)。
本邦 の演劇藝術 の正 当なる認識 には、汎 く東洋及 び南洋方面 の各種劇藝術 の研究に挨 つ
必要がある。 この見地か ら諸地方 の関係資料 の蒐集陳列 にも努め、三階の第一室 を之れに
充当 してゐる。

(15)

この展示室 は、1977年 まで同 じ場所 に残 されていた。それ まで当該地域 に関する資料が貧困
であ った演劇博物館では、 この東洋演劇資料室 の開設 にあた り資料 を充実 させる為 、1937年 に
韓国・台湾・満州 。南方諸 島の各地 に資料を提供 して もらうように依頼 してい る。
我が 日本演劇 の源流 と密接 な関係 にある東洋演劇 の資料陳列室 の設置 の必要を感 じ、爾
来各方面に御援助 を仰 ぎ居候処、予期以上の反響 を得 て、支那、朝鮮、 ジャバ、シャム等
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の各地 よ り貴重なる資料 の蒐集を得、各位 の御理解御援助 に対 し、当館大 い に感激罷在候。
乍併尚此上 とも万全 を期 し、東亜全土に渉る諸様式の演劇 の集大成を計 り度 く鋭意此 の希
望の達成に努め居 る次第 に候。陳者貴館 に於 て蒙古劇嚇教徒 の舞面、及 び築器類一式を御
所蔵 の由、或 る筋 よ り承 り候 については以上の趣 旨御諒察の上、右御所蔵品全部 の写真丈
にて も当館 に備付度 く、御援助 の程願上候 (16)
上記の依頼 は旅順博物館宛 に書 いた手紙 の例 であるが、文中にも見受け られるようジャワや
その他 の東南 アジアの国 々か ら直接資料 を収 集 してい ることがわかることか ら同様 の依頼 を東
南 アジアの博物館 にしていた と考 え られる。 また1938年 には、 2度 に亘 り中国方面へ の収集・
調査 のため に演劇博物館学芸員 の印南高― を中心 に研究者 を派遣 してい る(17)。 この調査旅行
で印南 らは、東南 アジア方面へ は赴 いていない ようであるが、この時期 の収集の核 となる もの
が東洋演劇資料であ り、時局 に沿 う「大東亜共栄圏」を意識 した展示活動 を目指 し、実際 に行 っ
ていた こ とが よ くわかる。
このように して収集 した資料 を用 いて、1938年 5月 5日 か ら同月15日 まで10日 間に亘って東
「 日本 の劇藝術 を、比較研究 の
洋南洋劇芸術特別展覧会が開催 される。 この展覧会 の 目的 は、
(18'す
る為 で、 この東洋南洋 と日本 の劇芸術 を比較する ことで、観覧
方法 によ り正 営 に評価」

者 に東洋南洋 についての興味を喚起 させる効果 を狙 っていた。
展覧会の内容 は、満州・蒙古、支那、南洋諸島、 シャム・イ ン ド・セ イロン等、琉球・蔓湾・
樺太・朝鮮等の 5項 目に地域 ごとに大別 され、展示 資料 は所蔵者か らの貸 し出 しによるものが
主であった。会期中の 5月 7日 には、
昼夜 2回 に分けて付設講演会が行 われ、
専門家な どによっ
て対象地域 についての講演が行 われた。 ジ ャワやバ リについては東洋音楽学会 の田邊尚雄や、
外務省欧亜局の石澤豊、舞踊研究家 の伊藤祐司が講演 している。
講演者
講演題 目
ジャバ・シャムの音楽行脚
伊藤祐 司
ジャバ・バ リーの 舞踊
1石 澤豊
・ジヤバ・バ リーの音楽 面雇百正
インド
表2

舞踊研究家
外務省欧亜局第 3課 長
東洋音楽学会
(19)

東洋南洋劇芸術特別展覧会講演題 目

この東洋南洋劇藝術特別展覧会 の後、同博物館 にお いて1942年 11月 1日 か ら20日 までの約3
週間にわたって「大東亜藝能文化展覧會」 と題 した展覧会を開催 してい る。対象 となった地域
は、満蒙・佛印・泰 ・ ビルマ・比律賓・東印度諸島・印度其他 と広 く設定されてお り、展示内
(m)。
容 は演劇博物館 の主 旨に沿 った南洋の演劇や音楽、舞踊 に関するものである
この「大東亜藝能文化展覧會」 は1938年 の「束洋南洋劇藝術特別展 覧會」 をさらに充実 させ
たものであ った。 この展覧会 の 目録 を探 し出す ことがで きなか った為 に、展示資料 の詳細 まで
は把握す ることがで きない。 しか し、1943年 3月 の「博物館研究』 に掲載 された「大東亜藝能
文化展覧會 について」 とい う記事 の なかで、この展覧会 の様子が細 か く描写 されてい る。
‐‐
即 ち この展覧会 は、大東亜共榮圏各民族 の地理的、歴史的藝能諸資料 ―薬器、侵面、衣
装、小道具、人形、拓本、給畳、篤員、参考文献等 を主 として左記地域別に展示 し、以て
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各地 の特質 を究明すると共に、比較研究にも便 し、そ こに一貫せる東亜的類似性 を窺知せ
しめた。 (中 略)
出品は絡敷お よそ六百尉 に及 び、いづれ も専門家に とつ て垂涎措 く能 はざる逸品揃 ひで
ぁ った。

(21)

また同記事中 に桑木厳翼 の感想 が記 されている。
最近早稲 田大學 の演劇博物館 にお いて、大東亜共榮圏内の藝能 に開す る榮器その他 の展
覧會があった。従来その若干 はこの博物館やその他 にも陳列 してあった し、 また篤員映画
などにもこれを示 した ものはないで もなかつ たが、 この如 く豊富 の資料 を蒐集 して組織的
にこれを排列 し、■つ固表その他 によつ て幾分か研究 を提示 してものは私 の寡聞なる未 だ
多 く他 に例 を見ざる所 であつ た。通覧す る間に種 々の興味を覺 え、殊に今更なが らジャワ
その他 の恨面 との比較 な どは、先ず私 の注意を惹 いた。 これ ら南方 の候面 は怪奇なものが
多 く、雅榮中の諸面 との類似 は相営 に顧著 であるが、能薬の方面 となる と大分距離が多 く
なつ て僅かにべ しと稀す る ものなどに間接 の類似 を見 るのみ と思つ てゐたが、仔細 に鮎検
す ると、中には餘 りき愧偉怪奇でな く、平静端正で、眉 目秀麗 とも総すべ きものがあって、
や ゝ能榮 の武府諫證 な どを表徴す るものに近 いのがある ことを見て、僅少 の材料 によつて
恣に断定を下す ことの危険 を痛感す るのであ った (中 略)そ の他此 の展覧會 で南國の楽器
が見掛 けは怪奇 だが、木琴その他オルガンのパ イプのようなものに精確 な音階が匠別 され
て居 るらしいの に感嘆 した。 (中 略)私 の最 も教訓 を受けた難 は、文化 の比較 に僅少 な材
料 と素養 の快乏 とで武断的憶測 を過 うす ることの非 を痛感せ しめ られた こ とである。

(22)

桑木 はジャワの資料 の芸術的価値 を高 く評価 してお り、 またそれ らの資料 の特長が 日本
の もの と通 じるものがあると、文化的なつ なが りを強調 している。
この展覧会 に先立ち、1941年 9月 には桝源次郎 による講演 「蘭印の文化 と演劇」 (23)、
翌年 5月 には早大新聞 と共催 で講師に田邊尚雄を迎え「南方音楽 の話 とレコー ド演奏會」が大
(24)。
限講堂 で開催 されてい る

1938年 の展 覧会 と1942年 の展覧会 の対象地域 は、 同 じ大 東 亜共 栄圏内 の 国 々 ではあるが、
1942年 の展覧会の方 が よ り東南 アジアを中心的 に扱 ってお り、 4年 の間 に更 に資料収集が進 め

られて充実 させていったようである。演劇博物館 の展示 の場合 では、その専門か らイ ン ドネシ
アなど東南 アジアの資源 に関す る展示 は行 われず、 日本 と大東亜共栄圏の地域 の文化的なつ な
が りを示唆 させる展示 を行 うことで、大陸や東南 アジアヘ の侵攻 の大義名分 を裏付け ようとす
る狙 いが窺える。
大東亜藝能文化展覧會が終 わった翌 日の11月 21日 には大東亜藝能文化協會の発会式が同館で
行 われた

(25)。

この協会 は「人紘一字の精神 に基づ き、其共存共榮 の建設 を意固す るにあた り、

国境 と国語 とを超越せる藝能の相 互流通 また作用螢動 によ り、一にはそれに一層の強靭性 を賦
与 し二 には大東亜新文化 の創生に貢献」するために設立 され、その事業概要は以下 の通 りで、
(26)。

事務所 も演劇博物館に設けられた
事業概要 (抜 粋 )

(― )大 東 亜 共榮圏各民族 の藝能 (音 楽、舞踊、演劇、映書等 )を
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ち資料の保護、記録、蒐集、整理及 び本邦藝能 との比較研究等。
(三 )演 劇、舞踊、音楽、映豊等諸藝能 の共榮圏内に於ける相互紹介、製作 に開す る指導、発表、

鑑賞等。
(五 )展 覧會 、講演會、研究會、講習會等 の 開催。

理事には、演劇博物館 の学芸員であった印南高一、館長の河竹繁俊や講演会の講師であった
田邊尚雄 らが名を連ねてお り、演劇博物館 と東洋音楽学会 のメンバーが中心であったことがわ
かる。東洋音楽学会 とその活動 については井上祐太氏 の「民俗音楽資料 の展示 と活用― ガム ラ
ン楽器の事例 よ リー」 に詳 しぃ(27)。
2‐

3.百 貨店における展示
博物館や美術館 だけではな く、百貨店で も南洋展覧会は頻繁 に開催 されていた。下表は、百

貨店 における関係展覧会の一覧 であ る。本稿 では主に民俗資料 を用 いた展覧会 について検討す
ると前述 したが、展覧会 目録や展示記録が残ってお らず、その展示資料 の具体的な内容 を知る
ことが出来ない展覧会がある為、百貨店 の展覧会の表 については、東南 アジアに関するもの を
表記す ることとした。 また、戦前期戦中の南洋展覧会 について全 国の百貨店すべ てを網羅する
ことが困難 で あるので、東京 と大 阪の百貨店 を中心 にまとめ、その他 の地方は備考に記 した。
博物館や美術館 での展覧会内容か らの例 を参考にすると「美術 」 と表題 されてい る展覧会の展
示資料 は、主 として 日本人画家 による当該地 の風景画や戦争画 を展示 して い る展覧会 で あ る
が、南洋風物 を伝 える展覧会であるので言及 は しないが表中に記 したので参考 にしていただき

1937
1938

1939

展覧会名
官部辰夫氏蒐集・東 Fp度 諸 島民芸品陳列会

1941

1942
￨

1943

1944
￨

期間

阪急百貨店
東京・日本橋三越

9/15〜 9/21

備考

東京・日本橋 三越

5/25〜 5/30
5/23〜 5/27

東京・日本橋三越
東京・日本橋高島屋
東京・日本橋高島屋

7/7〜 フ/13
12/11〜 翌 1/17
3/7〜 3′′
12

阪急百貨店

8 29-9

阪急百貨店
阪急百貨店
東京・日本橋三越

5/9〜 5/15
′
6′ 24〜 5/30
8/13〜 8′ 18
5/24〜 5,′ 30

第2回 聖戦美術展

R.B-.E**ffiffie

lt

大東亜戦争ニュース写■展
第 1回 南 洋美 術 家 協 会 展

阪急百貨店
東 京・銀 座 三越

12/16〜 12/?
7/20〜 7′ ′
24

大南洋展覧会

東京・日本橋三越

,0/17〜 11/2

岡野繁蔵 氏蒐集 .南 方美術古陶時代製民芸展覧会
天然色撮影南方現地写■展

阪急百 貨店

第 1回 海洋美術展
第2回 海洋美術展
第 1回 大 日本陸軍従軍画家協会展
皇軍大捷新東亜建設展覧会
第2回 大 日本従軍画家協会展 (聖 戦従軍画展

)

興亜 大民族振興展覧会
東洋美 複製大展観
第 3回 海 洋 美 術展
宝塚「大南洋展」
協賛・南洋民芸品即売会
第4回 海洋美術展
̀i子

1940

場所

￨

東 京・日本 橋 三 越

阪急百 貨店

東京・日本橋 高 島屋
大東亜戦争従軍画展
東 京 ・銀 座 松 坂 屋
第2回 南洋美術家協会展
東 京・ 日 本 橋 高 島 屋
陸軍省派遣南方従軍画展
東 京・ 日 本 橋 三 越
陸軍美術展
大阪南方院興亜館開設記念・大東亜興隆展覧会 阪急 百 貨 店
大東亜現地写真展
第3回 南洋美術家協会展
国民地理教」 大東重のすがた
輝く大東亜展 覧会
大東亜の展望

阪 急百 貨 店
東京・ 日本橋 三 越
阪急百貨店

南方進出・熱帯衛 生展

表3

r-t

7

tzo

′
20〜 1/25
12/8〜 12/10
7/7〜 フ/12
7/17〜 7/27
3/1〜 8/8

大阪市立美術館9/20〜 10/3.
福岡・名古屋・神戸・京都・広島・
提 供 :朝 日新 聞 大阪 本社

大阪・高麗橋 三越、神戸・商工会
議所 .福 岡・玉屋、広島、京都
横浜などを巡回
.

1′

3/5〜 3/14
7/'〜 7/13
9/'〜 9/12

7/20〜 8′ ′
30

主 催 :大 阪 毎 日 新 聞 社

大阪南方院
大阪南方院

1/つ

大阪南方院

〜3/5

大阪南方院
大阪南方院

,/'〜

阪急百貨店

3/。

阪 急百 貨 店

3/9〜 3/26

阪急百貨店

5/16〜 6/17

百貨店で開催された南洋展覧会
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阪毎 日新聞社

大 阪 南 方院 、主催 ・大 阪 市 熱 帯
病研 究所
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たい。
表か ら東京や大阪を中心 に、百貨店で多 くの南洋に関す る展覧会が催 されていたことがわか
る。阪急百貨店では、 1942年 までは 7階 は催物会場 であったのが1943年 か らは同 じ7階 に大阪
南方院 とい うカテ ゴ リーが設置 されてい る。それまでは南洋に関する展覧会 を含 む展覧会の全
ては催物会場 でのみ行 われていたが、これ以 降南洋 に関する展示は終戦 まで大阪南方院で開催
される。 この大阪南方院は、1945年 の営業催物記録 には見受け られないこ とか ら終戦 と共に解
(8)。

体 されたようである

○南方院の興亜館四月か ら阪急 に店開 き
大阪南方院興亜館 は阪急百貨店七階八階の一部約千 四百坪 を向 う二年間無償提供 を受け
い よい よ来 る四月一 日を期 して開館、大東亜諸地域 に開す る資料の展示な らびにこれに附
帯す るクラブ室、国書館講演場 を経誉することとなったが事業 の主 なるものは次の通 りで
あ る。なほ第一 回事業 として大阪南方院南洋第二課主催 で泰語、安南語 の講習會を開催す
る講師 は笠井信夫氏外

(1)資 源展示室
(2)南 方固書室
(3)南 方相談所
(4)講 演室、懇談室、集合室
(5)其 他必要なる諸施設
イ、展示品の範国、満支 を含 む大東亜全域
口、展示資料、地理、歴史、住民、宗教、資源、交易、文化、行政、財政、教育、産業、交通、
通信、金融、拓殖、在住邦人等各般資料
ハ、展示方法、現品標本、見本国表、篤員、檜豊、 ジオラマ、パ ノラマ、其他適営なるも
の

(日

本工業)(")

大阪南方院での具体的な展示資料 は判明 していないが、事業内容か ら展示活動 をは じめ、そ
の活動 は多岐 に亘っていたことがわか り、図書室や講演室な どを備えてい ることか ら南方 に関
す る総合的な教育施設であったようだ。1%3年 7月 10日 には、多 くの研究者や南方 に滞在経験
のある商人な どを招 いて大規模 な座談会を開催 し、それぞれの東南 アジアでの体験や印象、 こ
れか らの 日本での大東亜共栄圏 に関す る研究 の発展 のあ り方な どにつ いて意見交換が行われて
い る⑭
)。

東京 の百貨店では絵画や現地写真 の展覧会、民芸品の販売な ど従来の百貨店での展覧会 と方
法 はあま り変 わ らず、資源や文化 に関するより深 い教育活動 は博物館 や美術館 によって行 われ
ていた。一方、東京 よ りも博物館 が少 ない大阪では、東京の博物館 で行 ってい る内容 の濃 い展
示活動を行 う場所 が確保出来ない為、その役割を交通や集客 の面 で も便利な百貨店で補 ってい
た為 に南方院の ような複合的な巨大教育施設がで きた と考えられ る。本稿 では大阪の例 しか取
りあげることが出来なか ったが、博物館 の少ない他 の地方都市 の場合において も大阪の場合 と
同様に百貨店の ような施設 を借 り受けて展示・講演会な どが行 える複合的な施設を設置 してい
た可能性が大 いにある。
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3.資 料出品者について
表 4は 表慶館 と早稲 田大学演劇博物館で開かれた南洋展覧会について、資料出品者や講演者
などをまとめたものである。演劇博物館 の大東亜藝能文化展覧會 については目録が残 ってお ら
ず、出品者 の全てを把握す ることができなかった為、展覧会についての記事 などか ら判明 した
関係者の名前 を記述 した。
岡野や宮武 の名前 は、表 4中 だけではな く、百貨店における南洋展覧会をまとめた表 3に も
見受けられ るが、他 の資料出品者が百貨店での展覧会に出品 してい るか どうか は現在 の ところ
わかってい ない。
日本国内で行 われた展覧会資料 は、早稲 田大学演劇博物館 の例 のように各博物館が独 自に収
集 した もの もあったが、その多 くは、 日本人の収集家 によって貸 し出された ものであ った。 こ
こでは、その なかで も数人の収集家について と りあげたい。
資料提供者 の一人である岡野繁蔵 は、大正 の初期にイ ン ドネ シアのジャワ島 に渡 り、商店 を
開いた実業家 であ る。昭和前期 には トコ千代 田とい う百貨店をス ラバ ヤ中心 にジャワ島各地に
経営す るまで とな り財産を築 いた。 岡野 は、イ ン ドネシアで百貨店を経営する傍 ら、イ ン ドネ
展 覧会 名 東洋南洋劇芸術特別展覧会(1938) 南 方文化展 覧会 (1942) 大東亜芸 能文化展 覧会 (1942)
早稲 田大学演劇博物館
場所
帝室博物館表慶館
早 稲田大学演劇博物館
桝源次 郎
桝源次郎

./t\rx- -

小林 一 三

岡野繁蔵
朝倉文夫
杉 山壽 榮男
J・ C・

バイレヴド

橋 村延 ―
佐 和 山 1爾 六

蜂須賀正氏
出品者

西澤 笛畝
杉野橘 太 郎
松原晩香

田邊 尚雄
石澤豊

小谷淡雪
水 田信利

伊藤祐司
加藤朝 鳥
南洋興発会社

東洋音楽学会

主催

演劇 博 物 館

東大 人類学教室
演劇博物館

演劇 博物館

演劇博物館

帝 室 博 物 館 表慶 館

演 劇 博 物館

西村真次

西 村真次

宮武 辰 夫

宮武辰夫
柳 田国 男

伊藤祐 司
石澤豊
田邊 尚雄

田邊 尚雄 (祝 辞 )

講演者

長 谷部玄 人

表4

資料出品者
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シアの民芸品や民俗 資料 を収集す ることに没頭 し、 コ レクションを形成 した。
岡野の資料 の蒐集方法 は以下のような方法 で行 われていた。
東 イ ン ド諸島における東洋古陶磁 を集中 してあつ めたのは岡野繁蔵氏 で あ った。 (中 略 )
岡野氏 は、 日本の茶人たちが珍重す る宋胡録

(タ

イ)、 交趾 (ヴ ェ トナ ム)、 金欄手 (中

国)な どのや きものが沢山 この地に伝来 した り発掘 された りしてい ることに 目をつ け、か
たはしか ら買 い集 めた。その買い方 は トロール買 い と言 われた方法 で、 トゥカ ン達か ら一
山い くらで陶磁器 を買い、その うちに一点で も二点で も良い ものがあればよしとするもの
であ った。みるみる うちに岡野の コ レクシ ョンは厖大な数量 になっていった。 (31)
戦争が始 まると岡野は、少数の店員 を残 し日本へ帰国す る

(32)。

岡野が帰国する と、日本 では、

これ まで と りあげて きた ように度 々南洋 に関す る展覧会が開催 されてお り、岡野 はそれ らの展
覧会 の重要な資料提供者 となった。特 に帝室博物館 の表慶館 で開催 された南方文化展覧会では
(

目録 の提供者 の覧に彼 の名前が頻繁 に表 れる

)。

三木榮 は仏像 などの コ レクシ ョンを多数所有 してお り、それ らの一部 は、東京国立博物館ヘ
寄贈 されている。演劇博物館嘱託 で東洋音楽学会の理事 も務めた桝源次郎は、1940年 にイ ン ド
ネシアのジャワ島で音楽資料調査 を行 い、帰国後は ジャワの演劇についての講演や、 レコー ド
『南方音楽』 の イ ン ドネ シア篇 の解説な ど、イ ン ドネシアの劇芸術、音楽 についての普及教育
の
活動 を精力的に行 って い る 。複数の展覧会 に出品 してい る桝や岡野 など、資料提供者 に偏
りが見 られるのは、それまで 日本国内にイ ン ドネシアの資料が十分 に存在 してい なか った為 に、
日本国内での南洋展覧会の急増に よる展示資料 の需要 を、桝や岡野 のようなイ ン ドネシアに滞
在 して収集活動にあたっていた人物 らが 日本へ持 ち帰った コ レクションに頼る ことによってま
かなわなければならなかった こと、南洋 に関す る資料を持 ってい る日本人が当時 日本国内で限
られていた状況を映 し出 してい る。
本稿 で取 り上げた資料提供者 は ご く一部 であるが、南方共栄圏の風土地理 と社会文化 ・原始
芸術 を研究 していた宮武辰夫、 ジャワ日報 の主筆 の加藤朝鳥、 ジャワに総領事 として赴任 して
いた石澤豊な ど、
他 の資料提供者 の殆 ど全ての人物がイ ン ドネシアに渡 った経験 を持 っていた。
上記の資料提供者 か らの出品資料 の殆 どは、民俗資料や古陶器 などであったが、南洋に関す
る展覧会資料 は、南洋展覧会の 目的で も説明 したように資源 に関す るものが重要 であ った。そ
う した情報 については、資料 1の ような富民協会が作成 した貸 し出 し用パ ネル を用 いて伝 えら
れた。 このパ ネルには、綿花 は中国で、 ゴムはマ レー半島やイ ン ドネシアで多 く産出されてい
ることを写真 とグラフで分か りやす く説明 してい る。 こうした資料 を用 いて 日本国民に南洋や
その他 の大東亜共栄圏の豊かな産物 を周知 しようとする試みが行 われていた。
まとめ
占領期 のイン ドネシアでは、博物館 での展覧会や巡回展覧会 を用 い て原住民 の宣撫活動 を
行 ってお り、本稿 ではその対 と言える国内 における南洋展覧会について、イン ドネシアを扱 っ
た もの を抽出 し、動向やその展示内容の具体例をあげて述べ た。
イ ン ドネシア国内での 占領政策の重要項 目には、資源 の獲得が急務であると明言 されてお り、
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(35)

本研究で取 り扱 った 日本国内での展示 の内容か らも窺えるように、南洋展覧会 の 目的の重点は、
南洋 の地で多 くの資源が産出されてい るこ とと、大東亜共栄圏に侵攻する正当性 を裏付 ける理
由を国民 に喧伝す ることであった。本稿 では、資源 と民俗資料 の 2つ に大別 される資料 を展示
す る展覧会が1930年 代後半か ら終戦 にかけて頻繁 に行 われていた事実が判明 した。イ ン ドネシ
ア占領 の主 目的である資源獲得 を強調する展示 だけではな く、民俗資料や古陶器 の展示 を しば
しば行 った理由には、大陸や東南 アジアヘ の侵攻 は資源 の奪取 が最大 目的であったが、その点
のみを強調 した国民宣撫 の展覧会 だけでは、 日本 の大陸侵略の正当性 を主張す るには根拠 とし
て弱 い為、民族的なつ なが りを見出 した展示活動 をす ることで正 当性 を補完、強化 しようとし
た意図が汲み取れる。
ジャワ上 陸当初 に行 っていたイ ン ドネシアを将来的 に独 立 させ る と謳 っていた ような内容
は、今回扱 った展覧会 を観 る限 り日本国内の南洋展覧会 ブームの初期か ら日本国民 には伝 えら
れていない。 このことか ら、 国内では日本 はアジアの盟主であることは強調 しなが らも、アジ
アを実際 に開放す るとは明言せず、資源調達 の為 に永久確保 してい く意向が含 まれていたこと
が窺えるのである。イ ン ドネシアを資源 の為 に永久確保 してい く思惑があった ことはこれ まで
の研究 です でに明 らかにされているが、その思惑 は軍部の中だけに留 まらず南洋展覧会 を通 じ
て 日本 の民衆へ も伝わっていた と考え られる。
この ように戦前期か ら戦争中にかけての博物館 や展覧会 の展示活動 は、学問の発展 や純粋な
好奇心か ら研究が されるのでは く、 日本が政策 として推 し進めていこ うとい う方向性 を国民に
知 らしめる為 に利用 されていたことが明白であ り、各博物館 の研究活動 に対す る主体性 は失わ
れていた ことが明 らかになった。 しか しなが ら、戦争 をきっか けにそれまで興味関心が芽生え
研究や収集活動 が以後活発になったとい う結果 は評価 され よう。
なかった分野に焦点が当た り、
また、今回扱 った展覧会 の資料 を見る限 り、展示資料 の殆 どは、戦前 に日本人が現地で現地

‑115‑

11本 国内 にお け る南 洋展 覧会

人か ら買 い求めた ものであ り、略奪品 は見受け られなかった。 占領期 の イ ン ドネシアでは、 日
本陸軍のプロパ ガンダ部隊 によって建 て られた博物館 で戦利品が展示 された とい う記録が残 っ
ている。 この戦利品が どのようなものであ ったか判明 してい ないが、 日本に持 ち帰 られ、展示
された可能性が大 いにあると筆者 は考 えてい る。今後 は略奪品な ど、戦時期に不当 に日本 に持
ち帰 られたイ ン ドネシアの文化財が存在 しないか とい う点 について も調査 し、占領期 の イ ン ド
ネシアにおける文化財 の処遇な どについて も研究 してい きたい と考えてい る。
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掛軸 と床 の 間
The hanging scroll and tokonoma
河合

奈 々瀬

KAWAI Nanase
は じめに
現代 では見かけないことも多いが、かつ てほとん どの 日本住宅には、床 の 間がつ くり付けら
れていた。取 り分け「和室」 と呼 ばれる部屋 には欠かせ ない空間であ り、 日本住宅の象徴的存
在 と考え られていた

(1)。

そ して各 々の家 の人 々は、価値 のあるな しに関わ らず掛軸や生花 ・置

物 など、彼 らが「展示物」 にな りうると思った もの を、その空間へ展示 したのである。 このこ
とはあまりにも日本文化 に浸透 した習慣 であるため、我 々 日本人が 自宅に和室 を設ける場合、
何 の疑問 も持たず床 の 間も一緒 につ くり、 またそ こには当然のごと く掛軸 を掛 けてい る。
そのためか これ までの先行研究なかで、床 の 間を「展示空間」 として捉 え論 じたものは存在
しなかった。 しか し床 の間展示 には、 日本人が 日本文化 の なかで育んだ独 自の展示論が反映さ
れてい る。従 って「掛軸 の享受史」 を研究テーマに してい る筆者 としては、それが具体的に如
何 なる展示論なのか、一度調査する必要があ ると考えた。故 に本稿 では、床 の間 と掛軸 の関係
性 をさぐると共に、床 の間展示に先人たちが何 を求めていたのか、 また何 を表現 しようとして
いたのかを考察する。
第 1章

掛軸が床の間の発生に与えた影響

太田博太郎 は、床 の間の原型 である押板 がで きたのは、応永年間1400年 前後 だと推定 してい
る(2)。 ただ押板 が床 の 間の原型 であ るとい う説 には異論があ り、他 にもい くつ かの起源説が唱
えられてい る。 しか し一応太田の推定を参考 にす るならば、床 の間の歴史は室町時代前半に始
まっていた とい うことになるのだろ う。では、何故その時期か ら床 の間が現 れ出 したのか。 こ
の理由について太 田は、膨大な宋元画 の伝来 を挙げてい る。
室町幕府 の歴代将軍 たちは唐物 を愛好 し、お抱 えの美術 コーデ ィネー ター同朋衆 に蒐集・展
示 させていた。『御物御画 目録』 には、3代 義満 以来 の90点 280幅 の宋元画が列挙 され てお り、
(3)。
先進文化 に対す る憧 れや 自身の権力誇示 など、
恐 らくいず れ も掛軸表装 だった と思われる
足利将軍家 が唐物蒐集に情熱をかけた理由はい くつ か挙げ られるが、『御物御画 目録』 の記録

か らわか るように、当時の権力者や富裕層 は相当な数の宋元画 を所有 していた。当然それ以前
か ら、中国 よ り伝来 した美術品を我 が国は多 く所有 していたが、掛軸は他 の絵画 と大 きく異な
る点があった。 これについて太田は、次の ように述べ てい る
障壁画 は常時住宅内で見ることがで きる。絵巻 は机 の上に拡げて見 ればよい。建築 との
(4)。

関連 において、 この両者 はまった く異なってい るが、見るための特別 の施設 を必要 としな
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い点では同 じである。 ここが障壁画および絵巻 と、軸装 の絵画 とが根本的 に異なる点であ
る。軸物はどこかに懸けな くてはいけない。ある特定の 日だけ懸ければいいの なら、 どこ
に懸けても差支えない。 (中 略)し か し、常時懸けてお くとなれば、懸ける場所 は一定 し、
懸ける施設を必要 とす る。
それまで障壁画・絵巻が主流だった表装 の形態 は掛軸へ と移行 し、その現象 に伴 い絵画鑑賞
形式 も変化 した。太田は、常時掛軸を掛 ける空間が 日本 の住宅にも求め られるようにな り、結
果押板 が必要 とされるようになったと解説 してい る。つ まり床 の 間発生の契機 は、掛軸の伝来
と普及が強 く影響 してい るのである。無論平安時代初期に密教が伝来 した時点で掛軸 も共に輸
入 されていたため、室町時代 以前 の 日本人も掛軸 とい う表装形態があるこ とは知っていた。た
だその場合掛 ける場所 は定 まってお らず、寺院の本堂 の中央や寝殿造の御簾 な ど、状況 に応 じ
て手近 な空間に掛 けていたようである。
0。

例えば平安時代中期 に源経頼が記 した 『左経記』 には、以下の ような記述 がある
修
…治部省庁去年大風顛倒、傷大元御修法可 レ行之処、有 レ議於 :大 膳職北屋
之、件屋
レ
レ
短狭、仏像高広、傷上下各巻 之奉 懸云 々 (長 元 8年 (1035)正 月14日 )
この記述 では屋敷 の天丼が低 く手狭 にも関わ らず、仏画が上下に長 いため巻 いて掲げること
になったと記 されてお り、何処か大判な掛軸を持 て余 してい る感がある。鑑賞物 としての側面
が強 くなってい く後世 とは異な り、この頃の掛軸 は仏事 の際 にだけ特別 に用 い る礼拝物 であ り、
常時掛けてお くようなものではなかった。従 って、わざわざ住宅 の なかに展示するためだけの
空間を設けるとい う発想 は思 い浮かばなかったようであ る。 また大田が述べ たように、そ もそ
も当時の人々にとって美術品 とは、障壁画や絵巻な ど特別な施設 を必要 としない ものばか りで
あった。そのため美術品を「展示」す る、 とい う概念 自体 がなかった可能性 もある。
だが鎌倉時代後半、禅宗 の伝来 に付随 し茶道が普及 した ことで状 況 は変 わってい った。禅僧
たちが 日常的に行 う儀式 の一部 に茶札 を取 り入れ、師僧 の 肖像画つ まり頂相 や法語 などの墨蹟
を掛けるようになった ことで、掛軸 を鑑賞する場 をしつ らえるようになったのである。 この後
南北朝時代入ると守護大名の間で闘茶会が流行 し、 さらに室町時代 になると足利将軍家が茶の
会所 をさかんに催す ようになった。これ らの席 は、おびただ しい数 の唐物 で飾 られていた とい
当然掛軸 も多 く掛け られていた。その ような時代背景の なかで うまれ たのが、押板飾
り・書院飾 り 。違棚飾 りの三項 目で分け られた座敷飾 りである。

われ

(6)、

名称 の通 り、 この三項 目の うち押板飾 りがすなわち床 の間展示法 を形式化 したもので、 同朋
衆が記 した座敷飾 りの規定書 『君台観左右帳記』 (以 下 『君台記』 と称す)『 御飾記』 には、押
板へ三幅対・五幅対な どを展示す る際の心得が説かれてい る。 このことが示す ように、室 町時
代 になると掛軸を掛 ける回数は増加 し、その展示空間が必要 とされるようになった。掛軸 の扱
い方が ここまで変化 したのはやは り禅宗、 さらに言えば茶道の普及 に因るところが大 きい。 こ
の後 も掛軸 の享受史は、茶道の歴史に内包 される形で発展 してい く訳だが、同時に床 の間展示
法 もまた これ らの変遷 に適応 し様相 を変えてい くのである。
小結
太田博太郎 によると、床 の間の原型である押板がで きたのは、14∞ 年前後つ まり室町時代前
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半 だった と考 えられる。平安時代、我が国の絵画の主流 を占めていた障壁画や絵巻は、展示す
るための特別な施設を必要 としなかった。従 って、住宅の なかに展示するためだけの空 間 を設
ける とい う発想 は思 い浮かばず、仏事 の際に掛軸を掛ける場合 も、手近な空間に掛けていたよ
うである。
だが鎌倉時代後半、禅宗 の伝来 に付随 し茶道が普及 した ことで状況は変 わっていった。禅僧
たちが、茶礼の際に墨蹟 を鑑賞す る場 をしつ らえるようになったことに始 まり、南北朝時代に
は守護大名 の間で闘茶会が流行 し、室町時代 になると足 利将軍家が茶 の会所 をさかんに催す よ
うになったのである。足利将軍家を筆頭に、当時の権力者や富裕層 は相当な数の宋元画を所有
してお り、それ らを展示す るため押板が必要 とされるようになった。
つ ま り床 の 間発生 の契機 は、掛軸 の伝来 と普及が強 く影響 してい るのであ り、以後 も掛軸 の
享受史 は、茶道の歴史に内包 される形で発展 してい く訳だが、同時に床 の間展示法 もまた これ
らの変遷 に適応 し様相 を変えてい くのである。
第 2章

床 の間にみる日本人の展示意識

床 の間は 日本住宅、 と くに和室を構成する一部分 である。従 ってこれまで、書院造 の成立を
語 るなかで取 り上 げられ ることはあ った。 また茶道の歴 史なかで発展 した経緯 か ら、茶道家 や
その筋 の研究者が床 の間の存在意義 について間うこともあった。 しか し管見の限 り、博物館学
展示論 の観点か らこの空 間を分析 しようとい う試みはなされてこなかったようである。
確 かに、
現代 の博物館展示 と床 の間展示 とではイメー ジがか け離れてお り、両者を同 じ土台で語ろ うと
い う発想 にはならないだろ う。 だが煎 じつ めてゆけば、床 の間展示 は博物館展示 の分類 ・形態
でい うところの提示型展示に該当す るのではないだろ うか。
青木豊 は、展示資料 の性質・展示 の 目的・展示 の意図によって、博物館展示はい くつかの分
類 ・形態があるとしている。そ してそれ らを分類 してい くなかでの大前提 として、資料 の基本
的性格 の差異 を挙げている

(7)。

すなわち、美術資料であるか否かの一点 に集約 されるもの と考 えられる。美術 。工芸 資
料 は、制作 目的が第三者 に見せ る点 に重点が置かれた資料であるところか ら、 自ず と展示
要素を内蔵 している ものであ るゆえに、 自らが展示物 なのである。 したがって、美術 ・工
芸資料は一般的 には提示型展示が好 ましく、他 の学術資料 は該当資料が内蔵する学術情報
を見学者に伝達する説示型展示が不可避 となるのであ る。
「 自ず と展示要素 を内蔵 してい るものであるゆえに、 自らが展示物」。掛軸や屏風 などの 日本
美術品はまさに自らが展示物なのであ り、床 の間展示 は展示要素 を内蔵 した これ らの展示物 を
絵画や漆器 のような見 た 目に美 しい資料を、
飾 る提示型展示空間なのである。提示型展示 とは、
煩雑な解説文をそえず に展示す るシ ンプルな展示法 のことであ り、現代では美術館 な どを中心
に行 われてい る。青木 は、博物館 にお いて展示 のために蒐集 された資料 には、「人間の種 々の
感性 を刺激 し、かつ希求 される要素が必要 で あ り、そ こには次の要素が介 在す る」 と述べ
以下の 8つ の想定を挙げている。

1.珍 奇姓・稀少性 を有する資料
‑121‑

(8)、

掛 軸 と床 の 間

2.金 銭的欲望を刺激す る資料
3.残 虐 さ・卑猥 さで人間のある種 の感性 を刺激する資料
4.美 的で鑑賞の対象 となる資料
5.臨 場感 に富 む資料
6.楽 しみなが ら理解度が深め られる資料
7.知 的欲求 を満 たす資料
8.代 替二次資料
この なかで床 の間 に展示 される美術品は、「 1.珍 奇姓・稀少性 を有する資料」「 2.金 銭的
欲望 を刺激す る資料」「 4.美 的で鑑賞 の対象 となる資料」 に該当す ると看取 される。 まず 1
の要素 について青木 は、「一般的に世 の常 として付加価値 である経済価値が必ず発 生 し、珍奇
性 ・稀少性 が高ければ高 いほ ど経済価値 もそれに比例 し高 まる ことは必定で あ る。」 と説明 し
てい る。そ して 1の 要素 は 2の 要素 も多分に含みなが ら、両要素 が相 まって人寄せ効果 を有す
る展示 のための資料 になる場合が多 い と述べ てい る。現代では、 これ ら 2要 素 を含んだ資料 と
して「国宝」「重要文化財」が挙げ られてい るが、かつ て足利将軍家が催 した茶 の会所で飾 っ
た唐物 は、 まさに この事例 に当てはまると考 える。
島尾新 は、足利将軍家 が「会所」 を運営 していた 目的について以下の ように考察 してお り、
そ こか らは意図的に唐物 の珍奇姓 ・稀少性 を高め ようとした思惑が見て取 れる。
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。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)(9)
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
レクシ ョンの大 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。

(10)

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。現代 の美術館
に展示 されている資料 は、長 い歴史の なかで自ず と価値が上がっていった ものだが、足利将軍
家 の唐物 コ レクシ ョンは、意図的に珍奇姓 ・稀少性が高め られた資料だったのである。
さらにこのような資料 は、同時 に「 4.美 的で鑑賞 の対象 となる資料」で もあることが多 い。
この要素について青木 は、美術資料に代表 されるような鑑賞を目的 として制作 された もののみ
ならず、伝世品や復元 または賠葉標本・封入標本の展示 を加えることで、美 しさを演出 した歴
(・
だが、床 の間 に飾 られる 日本美
史資料や民具資料 。自然系資料 も含 まれると述べ てい る
)。

術品の場合 は、ほぼ単純 に鑑賞 目的の美術資料 と考えて良い と看取す る。実際、現代 の床 の間
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展示が専 ら提示型展示 に徹 してい るのは、展示物 の美 しさを鑑 賞す ることを最大の 目的に して
い るためだとみ られる。
ただ現代 でこそ簡素な床 の間展示 も、室町時代 の頃 は三具足 のような小物 と共に飾 られ、今
「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・
とは随分様相が違 っていた。
花瓶一対 の総称 ことである。 この三具足 に、両脇の燭台・花瓶 のセ ッ トをひとつ とカウ ン トし
た ものを「五具足」「五飾」 と称 し、 さらに香匙台・香合 も数に加 えた場合 は「七飾」 と呼 び
習 わ した。『君台記』 の押板飾 りの心得 を示 した冒頭 には、以下 の ような ことが述べ られてい
る(12)。
お しいたに三幅一対・五幅一ついか ゝる時ハ、かならす三具足 を くへ し。折卓をを
きて、絵 によ りて、立つふせつすへ し。燭台・花瓶・香炉・香匙台・香合、同脇花瓶、盆・
卓 いつれにて も、封 したる物 にす わるへ し。
一

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。現代 も掛軸を和室 の床 の間に掛ける場合 、一緒に床板へ壺や置物 を配すること
もあるが、だいたいは一点のみで極力簡素 な飾 り付けがなされてい る。それに比べ れば、室町
時代 の押板 の賑やかさは異様 であ る。加 えて 『君台記』 のなかで語 られてい る三具足 は、掛軸
と同様 に唐物 などの美術品 だったはず であ り、元来は仏教的な意味を以て置かれた三具足 も、
室町時代 には多分 に 4の 要素を強 くしてい くこ ととなった。ひたす らに美的で鑑賞の対象 とな
るもの を一堂に会 し、それ らの美 しさを賛美す ることを目的 とした展示。それが当時の押板飾
りだったのであ り、ある意味では、最 も提示型展示 らしい提示型展示 だったのである。
小結
床 の 間は、博物館展示 の分類・形態でい うところの提示型展示 であると考える。 日本美術品
はまさに 自 らが展示物 なのであ り、床 の 間展示 はこれ らの展示物 を飾 る提示型展示空 間なので
ある。
青木豊 は、博物館 にお いて展示 のために蒐集 された資料には 8つ の要素が介在す ると想定 し
た。 この なかで床 の間に展示 される美術品は、「 1.珍 奇姓 ・稀少性 を有す る資料」
「 2.金 銭
的欲望 を刺激す る資料」「4美 的で鑑賞 の対象 となる資料」に該当するとみ られる。現代では、
1と 2を 含 んだ資料 として「国宝」
「重要文化財」が挙げ られるが、かつ て足利将軍家が催 し

た茶の会所で飾 った唐物 もまたこの事例 に当てはまると考える。唐物 にとっての会所 は、モノ
を「美術品化」するための装置であ り、足利将軍家 の唐物 コレクシ ョンは、意 図的 に珍奇姓・
稀少性 が高め られた資料 だったのである。
さらにこの ような資料 は、同時に「 4.美 的で鑑賞の対象 となる資料」で もあ ることが多 い。
床 の間に飾 られる日本美術品は、鑑賞 目的の美術資料 であるが故に、展示物 の美 しさを鑑賞す
ることを最大 の 目的に している提示型展示 に徹 してい ると考える。 と くに室町時代 の頃は、三
具足 のような小物 と共に飾 られ異様な賑やか さを呈 していた。 これは元来仏教的な意味 を以て
置かれた三具足が、室町時代 に入って多分 に 4の 要素 を強 くしていった結果、あ る意味最 も提
示型展示 らしい提示型展示なったのだと看取す る。
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第 3章

床 の間 に内在するふたつの意味

床 の間は、 日本人がつ くり上 げた提示型展示空間であ る。古田紹欽は、床 の間を意味 につい
て次の 2つ にわけ られるとしてい る。
従 って床の 間は名物 を飾 る場所 とい うよ り安置す る場所 とい った方が 当たるか も知れな
い。 さきに床 の間の意味を二つ に別けて、一つ には美的な鑑賞の場 である といったが、名
物 を敬重 して安置す るとい うことになると、 もう一つの床 の間の意味 としてあげた精神的
(13)。
修練 をはかる場 とい うことにやは りつ ながる

ここで言 う「名物」 とは、すなわち墨蹟画 のこ とであ り、「床 の 間」 とはと くに茶室 のそれ
をさしてい る。そのため現代 の一般的な日本住宅 の和室 とは、展示 目的が 自ず と異なっている
とみ られる。だが古田の述べ るように、茶室へ掛軸 を「安置する」 目的は、精神的修練 をはか
るためであ り、鑑賞 をすることは二の次 だったのである。 この ようにかつ て我が国では美術品
を展示する場合、純粋 にその美 しさを愛でることか らさらに意識 を高め、精神 の充実 。統制を
はかる こ とに熱心 だった時代 もあった。 とくに茶人 はその傾向が強 く、『南方録』 では取 り分
け墨蹟 を精神的修練 の拠 り所 とするよう教 えている 。
掛物 ほ ど第一の道具ハ な し。客、亭主共二茶の湯三味の一心得道の物也。墨跡 を第一 と
(1・

す。其文旬の心 を うや まひ、筆者、道人、祖師の徳 を賞翫す る也。俗筆 の物ハ か くる事 な
き也。 され ども歌人の道歌 な ど書 たるを被 レ掛 る事あ り。四畳半にも成てハ又― 向の草庵
とハ心 もち違ふ。能 々分別すべ し。
掛軸あ るいは茶道 の世界 で、墨蹟 が どれほど敬 われていたのかを示す ため、先行研究ではし
ばしばこの記述が引用 されてきた。なぜ ならまず冒頭 で掛物 ほど大切な道具はない とはっ きり
述べ、客 と亭 主は これにより悟 りを得 ることができるとした上、なかで も墨蹟が掛物 の なかで
第一 に重 い と明言 しているか らである。 この記述か らも分かるように、16世 紀 の「佗 び茶」 に
墨蹟 の精神性が与えた影響 は計 り知 れない。元来大徳寺派の禅宗 と密接 に結びついて発達 した
茶道 は、桃 山時代―江戸時代初期に古渓宗陳・春屋宗園 ら大徳寺派 の禅僧 と、利休 ・古田織部
ら茶人 たちとの交流が もたれたことで、 さらに禅宗 との繋が りを深 めることとなった。その結
果、唐物 に比べ安価 で読 み下 しの容易な禅僧 の書、「―行物」が流行 し、室町文化ではあれほ
ど珍重 された唐物 の使用頻度 は減少す る。 この背景 には、茶人たちの禅僧へ の尊敬 の念が含 ま
れてお り、以後書蹟 は茶人・歌人に関わ らず、揮見 した人物 に対す るある種 の崇拝 もと、床 の
間へ掛け られるようになる。
だが、『南方録』 の ような記述 が遺ってい るせ いか、墨蹟珍重 の傾向 はさ も当初 か ら茶道の
世界 では著 しか ったように誤解 されることが多 い。 しか し、墨蹟第一の思想が確立 したのは茶
道 の確 立期で、千利休 が墨蹟愛好 の主張 をしてか らだとい う異論 も唱えられてお り、必ず しも
(15)。
それが『南方録』のような考 え方 になっ
当初か ら墨蹟 の地位が高か った訳 ではないのである
たのは、近世に入 ると千利休へ の個人崇拝が い よい よ高 まり、利体 の茶道精神 と共に、その趣
向・思想 ・書蹟な どもまた「教 え」 として茶人たちの間で伝聞された こ とが影響 してい る。
実際、天文 2年 (1533)〜 弘治 3年 (1557)の 23年 間の茶会記 の記録を確認す ると、絵画の
方が墨蹟 の 3倍 多 く掛け られていたとい う調査結果 もある。それが天正12年 (1584)〜 天正19
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年 (1591)の 頃になる と、 墨蹟 も絵画に匹敵するほ ど掛 け られる回数が増大する(16)。 墨蹟愛
好が高 まった原因は、先述 したように利休へ の個人的崇拝が影響 した ことが大 きいのだろ うが、
谷晃 は根本的な理由として、茶 の湯人口の増大に よる唐物 の絶対数の不足か ら和物 を評価す る
動 きが高 まった ことを挙げてい る。 さらに谷は、
「 こ うした変化 は、会所飾 の影響 を強 く受け
ていた唐物中心 の茶 の湯か ら、茶の湯独 自の美意識にもとづいた茶の湯へ の移行を物語ってい
る。」 とし、狭 め られ簡素化 されてい った茶 の湯全体 の在 り方 にふ さわ しい道具、す なわ ち数
寄道具 が求 め られるよ うになって きたのだ と論 じて い る(17)。 この「狭め られ簡素化 され」 て
い く傾向に、当然茶室ひいては床 の間もまた感化 され小型化が進み、掛け られる掛軸 もよ り小
さい ものが求 め られてい くようになる。
このように床 の間に掛け られる掛軸の種類 は、茶道史の変遷 に大 きな影響 を受けてい る。前
章 に言及 した足利将軍家 の押板飾 りと千利休 ら茶人 たちの墨蹟愛好 は、全 く正 反対 の趣向であ
りなが ら、同 じ国の茶道史の流れの一部なのである。そ してそのことが床 の間の存在意義 に合
蓄を与えると共 に、難解 さをも付加 してい る。 いわばこれは、古田の言 うところの「美的な鑑
賞 の場」 としての意味 と、「精神的修練 をはかる場」 としての意味 のせめ ぎ合 いである。そ し
て床 の間に、 2つ の相反す る意味が内在す るようになったの も、16世 紀 に千利休 ら茶人たちの
間で起 こった墨蹟愛好に感化 されたが故だと考える。
小結
古田紹欽が、「従 って床 の間 は名物 を飾 る場所 とい うより安置す る場所 といった方が当たる
か も知れない。」 と述べ ているように、かつ て我が国では美術品を展示する場合、純粋 にその
美 しさを愛 でることか らさらに意識 を高め、精神 の充実・統制をはかることに熱心 だった時代
もあ った。
と くに、16世 紀 の「佗 び茶」 に墨蹟 の精神性が与えた影響 は計 り知れない。確かに16世 紀の
半 ばまでは、掛けられる回数は絵画の方が墨蹟 よ り上 回っていたが、後半 になると墨蹟 も絵画
に匹敵す るほど掛 けられる回数が増大す る。従 って、必ず しも当初か ら『南方録』 の記述 にあ
るような墨蹟珍重 の傾向はなかったが、茶 の湯人口の増大による唐物 の絶対数の不足 か ら和物
を評価する動 きが高 まったこともあ り、唐物 に比べ安価 で読 み下 しの容易な「―行物」が流行
した。
そ して この ような変化 は、「唐物中心 の茶 の湯 か ら、茶 の湯独 自の美意識 に もとづいた茶 の
湯へ の移行 を」促 した。すなわち狭め られ簡素化 されていった茶 の湯全体 の在 り方 に、ふ さわ
しい数寄道具が求 め られるようになって きたのである。 この傾向に影響 された床の間も小型化
が進み、掛 け られる掛軸 もより小 さい ものが求め られてい くようになる。
この ように床 の間 に掛け られる掛軸の種類 は、茶道史の変遷 に大 きな影響 を受けてい る。そ
のため足利将軍家 の押板飾 りと千利休 ら茶人たちの墨蹟愛好 とい う、正反対 の趣向を取 り入れ
た床の 間もまた、「美的な鑑賞の場」「精神的修練 をはかる場」 とい う 2つ の意味を内在す るよ
うになったのだ と考 えられる。
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第 4章

室町時代の押板飾 り心得

床 の間は、茶道史の発展 に内包 される形 で独 自の提示型展示空間 となった。それ故、 この展
茶書 を中心に記 されてい るこ とがほとんどである。
示空間をつ くるときの様 々な不文律 もまた、
これ らの記述 は、ある意味現代 の博物館学 でい うところの展示論 にあた り、先人たちが床 の間
展示 に意図 した もの 。求めた ものを知る手がか りとなる。従 ってこの章 では、室町時代 の茶書
を引用 し、具体的にどの ようなことを心がけて床の 間展示がなされて きたかを検証す る。
まず室町時代 の文献 の なか で、押板飾 りについて体系的 に言及 して い るのは、『君台観左右
帳記』 と「御飾記』 である。足利将軍家お抱 えの美術 コーデ ィネー ター同朋衆 によって記 され
た これ らの文献は、押板・書院・違棚 の三か所 の室礼 について語 っている。 この うち 『君台記』
の押板飾 りの項 については、す でに 2章 でその冒頭 の部分を引用 してい るが、 ここでは まず三
幅対 ・五幅対の まわ りに置 く道具について指南 してい る。注 目したいの は、三幅対 ・五幅対 を
掛け るときは、必ず三具足 を置けと言ってい ることである。 と くに三幅対 に三具足 を飾 ること
は定番 とされていた らしく、『御飾記』 には、「北東二 間押板、御絵 ・三具足 ・脇花瓶以下常 の
ことし」「上に押板 ・御絵 ・三具足常 のことし」、 とい った記述がある(18)。
管見 の限 り、現在 まで床 の間 には 5つ の起源説が唱えられてお り、 この 5つ の説 の なかには
(19)。

仏壇起源説 とい うものが ある

この説 はそ の名 の通 り、床 の 間の起源 は禅宗 の仏壇 にある

とした推測 で、江戸時代 の学者伊勢貞丈 と沢田名垂が唱えた。 5つ ある起源説 の なかで も、最
初唱えられ たのが この説 だが、『君台記』 の 冒頭 を読む限 り、江戸時代 の国学者たちがその よ
うに思ったの も無理 らしか らぬ ことであると看取する。元来 日本の茶道 の起源は、禅宗 の茶礼
にある。従 って室町時代 の茶 の湯 の会所 に、禅宗 の茶礼 の影響が まだ濃厚に残ってい るの は当
然のことであろ う。
その証拠 に三具足 もまた、 もともとは仏前 の飾 りとして置かれていた ものであ り、 これが座
敷飾 りにも用 い られるようになったのである。故 に三具足 を必ず置 くよう指南す る理由に、押
板飾 りが仏前荘厳 を強 く意識 しているとみるこ ともで きる。加 えて、と くに三幅対 だった場合、
中央 の掛軸 は本尊 と呼 ばれ、両側は脇侍 と称 される。押板その ものに関 しては、仏壇 を起源 と
す ることに疑間が投げかけられているが、床 の間展示 の黎明期 は、掛軸 を礼拝物 に見立てた仏
前荘厳 に始 まると考える。
そ して 『君台記』 の押板飾 りの項 は、下記 のように続 いてい くの
一 四幅一対 の絵 か ゝる時ハ、三具足 をハ取 の けて、 中二花瓶 にて も、香炉 にて も、
)。

一 を くへ し。わきの花 ひんハ、その ま ヽをかるへ し。
(中 略 )

一

一 けんお しいたにハ、二ふ く一つ いのゑか ゝるへ し。中に花 ひん―にて もくるか らす。

一ついの花瓶 もしかるへ し。 よこゑなとハか ゝらす。独幅 とてよこゑよ リハ、たけなか く
て、本そ んなとのこと くなる絵あ り。 これはか ゝるへ く候。
こちらは、四幅対・対幅 についてそれぞれに応 じた飾 りを記 してい る。
最初 の四幅対 の場合 は、
偶数 とな り本尊 に相当するものはな くなったため、三具足 の代 わ りに花瓶 もしくは香炉 を置 く
よう指示 してい る。 また二つ 目の対幅 の場合、押板が一 間幅で小規模だった時 には掛ける数を
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二幅 に止め、まわ りに飾 る道具 も花瓶一つか一対な らばよい としてい る。なお、 これ ら 2つ の
記述 と似た ようなものは 『御飾記』 にもある。四幅対 の場合 は、 まず三具足 は置かないことは
同様 だが、両脇 に一対 の花瓶 と中央 に大 きい花瓶か香炉 を飾るのが基本であると記 され、 これ
は床 の幅が二間・二 間半で も同 じ飾 り方 だ と述べ られている。そ して対幅 の場合 は、 F君 台記』
の記述 とは逆に花瓶 を置 くのは良 くない とし、それぞれの掛軸 の前 に香炉 を置 くことを勧 めて
い る(21)。
これ ら 2つ の記述 と、 2章 の引用を比較するは非常に記興味深 い。一方 で三幅対 ・五幅対の
ように、七飾 を配 して仏前荘厳 を強 く意識 した壮麗な飾 りがあるのに対 し、四幅対 ・対幅のよ
うに、花瓶や香炉 を一つ 。一対置 くことで済 まして しまうもの もある。 どうや ら禅宗 の茶礼 で
礼拝物 として敬 われた掛軸 は、足利将軍家 の茶の湯の会所に吸収 された こ とで、存在意義 の曖
昧化がはか られたようである。すなわちこの時代 に掛軸 は、礼拝物 であ ると同時 に鑑賞物 とし
て も見なされる傾向が強 くな った と考 える。 また同 じ同朋衆の著書であ りなが ら、『御飾記』
と微妙 に記述が違 うこ とも注 目される。あ る程度の不 文律が生 じてきたとはいって も、 この 当
時の座敷飾 りの室礼 は、 まだ各 々の同朋衆 の経験 と美的セ ンス に依るところが大 きか った とい
うことなのだろ う。
その他 の 『君台記』 の押板飾 りの項 も、掛ける掛軸 の種類 や数で置 く道具 を変 えるよう細 か
く指示 してい る

122)。

一 小 ゑ・横 ゑのた くひハ、座敷 のや うによ り、可然在所 に、ちかいたなを ヽきて、その
上にか ゝるへ く候。小かへ の上、てん しや うの きわに ヽ二 ちうなけ し□、折か きをうちて
か ゝるへ く候。た ゝの所 にか くる事ハ、本ならす候。
四季 の四ふ く・八景の人ふ くの小 ゑ・ よこゑなとハ、各小 かへ にか ゝるゑにて候。当
時、お しいたに く□ をなか くのへ てか ゝり候事、見 くるしく候。又、大なる八景の人幅な
一

とハ、かへ にか ヽるへか らす。たとい、押板候ハす共、かけ候て、置お し板な とも、をか
也。

る

おし板のまへ、てんじやうのふちにか ゝるへ し。ひとこまいほとをきてか ゝるヘ
く候。小 さしきまて も、 しかるへ く候。又、床 の天丼、 ひろゑんの天丼 にも、か ゝるへ く
候也。
一

中央 の卓ハ、押 いたのまへ、 まなか斗 のけてたつへ し。上 ニハ香炉 と薬器 と二色 をか

るへ し。 これハ大座敷に可然候。五 まより下の座敷にハ、にあわす候欺。
厳密 にい うと、は じめの 2つ の記述 は押板飾 りではない。む しろ この ような事例な らば、押
板 に掛けるなとい う趣 旨を持 った文章のようである。最初 の記述 は、小幅・横物 を掛 ける際は
座敷 の様態 によって違棚 を置 き、その上に掛 け よとしてお り、通常 の場所一恐 らく押板 に掛け
るのは本式 ではない としてい る。あま り小 さい掛軸や横向 きの絵 は、押板 に掛 けるにはふ さわ
し くない と考えたのだろ う。二つ 目の記述 は、四季絵や八景図の掛軸 は小壁 に掛け よとし、釘
を長 く仲 ば して押板 に掛けるのは見苦 しい としている。元来何幅か対 になってつ くられた掛軸
は、押板 に掛 けるべ きではない とい う決 ま りのようなものがあったのだろ うか。『御飾記』 に
「八景 の人幅、四幅一対 の横絵、東西の小壁 にか ゝる也」 と(23)、
記 された東山殿 の御会所 で も、
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八 幅対・四幅対 を小壁 に掛けていたことがわかる。ただ 『君台記』 の場合は、 さらに続 いて大
幅 の人景図 は小壁 に掛けるなとあ り、押板がない場合 は壁 に掛けてその前 に卓な どを置け とあ
る。つ まり逆 に言えば、大幅八卦図だった場合 は、押板 に掛けるこ とになっていたとい うこ と
なのだろ うが、 これは単純 に掛軸 の幅が広 いため、小壁ではスペ ースが足 りなかった とい うこ
とだと看取す る。
続 いて三つ 目と四つ 日もまた、直接 は押板飾 りのことを述べ たものではない。三つ 目は冒頭

となっているが、ここには「風涼」つまり「風鈴」の文字が入るとみられ、押板の前を

が

は じめとした風鈴 の飾 り場所 にふ さわ しい ところを挙げている。そ して四つ 目は、部屋の中央
に置 く卓の置 き場所 、載せる道具・置 くべ き部屋などを教 えている。 この 2つ の記述 はと くに
その傾向が強いが、『君台記』 の押板飾 りの心得 を示す項は、押板 自体や掛軸 のことについて
よ りも、押板 に展示する道具の配置について述べ ることが 中心 となってい るきらいがある。確
かにそれ らの展示 の なかには、三幅対・五幅対 のような仏前荘厳か ら影響 を受 けた もの もあ る。
しか し大方 の場合 は要す るに、見ばえの良い展示 をする こ とで、蒐集 した唐物 を「美術品化」
するのが 目的だったのではないか と考 える。
小結
室町時代―江戸時代 かけて記 された茶書には、床の間 とい う展示空間をつ くる際の不文律が
記 されてい る。 これ らの記述 は、現代 の博物館学でい うところの展示論 にあた り、先人 たちが
床 の間展示 に意図 した もの・求めた もの を知る手がか りである。
元来仏前荘厳 として用 い られていた三具足 を、三幅対 と共に置 くことにこだわる理由は、床
の 間展示が掛軸 を礼拝物 に見立てた こ とに始 まるためだ と推測 される。だがその一方 で、四
幅対・対幅 の場合 は、花瓶や香炉 を置 くにとどまる ことか ら鑑み るに、足利将軍家 の茶 の湯の
会所 に吸収 された ことで、掛軸は礼拝物であると同時 に鑑賞物 として も見なされる傾 向が強 く
なった とみ られる。 この他に も『君台記』『御飾記』 には、座敷 の様態 によって小幅・横物 を
掛 ける際 は違棚 の上に掛け よとか、大幅 の人景図は小壁 に掛けず に押板 に飾れ とか、様 々な指
南が記 されている。 だがいず れにして も室町時代 の床 の間展示 は、各 々の同朋衆の経験 と美的
セ ンス に依 って、蒐集 した唐物 を「美術品化」するのが 目的だったのではないか と考える。
第 5章

安土桃山時代以降の床の間展示心得

続 いては一気 に時代が下 って しまうが、安土桃山時代以降茶書 を中心 に引用 を挙げたい。言
うまで もな くこの時代 の文献 を取 り上 げたのは、千利休が大成 した「佗 び茶」の跡 を継 いだ茶
人たちが、数多 くの茶書 を執筆 したか らである。まずやは り最 も有名な一節 は、 3章 で挙げた
『南方録』 の引用 であ ろ う。 この文章 では、「掛物 ほど第一の道具ハ な し。」 と明言 してい るた
め、茶道史の なかで掛軸がいかに重要なものだったかをア ピールす る際な どに引用 される。 ま
た「墨跡 を第一 とす。」 ともはっきり記 されているため、
掛軸 の なかで も墨蹟は特別な存在だっ
た と主張 したい ときや、逆に必ず しもは じめか ら墨蹟が重要視 されてい なか ったと述べ たい と
きに、あえて引用 されることがある。
そ して これ らの前文 には、以下のように床 の間をつ くる際の心得 も記 されてい る。 この記述
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もまた、禅宗 を下地にした茶道の思想 をも反映 しているため、 しば しば先行研究で参考 にされ
て きた

(2●

。

名物かけ物所持 の輩ハ、床 の心得あ り。横物 にして上下つ まりたらば、床 の天丼 を下げ、
堅物 にてあまるほどならば天丼 をあげてよし。別のかけ物 の時あ しき事少 もい とふべ か ら
ず。秘蔵名物 さへ恰好 よけれバ よき也。絵 にハ右絵、左絵あ り。座敷 の むきによ りて、床
のつ けや う心得 て作事すべ し。
ある一点 の名物 を掛けるため、茶室の天丼 をこれに合 わせてつ くれ とい うのは、後 の記述 に
続 く墨蹟第一主義 に因 るものである。このように掛軸 を見ばえ良 く展示す るため、床 の間周辺
のつ くりを考え よとい う文章 は他 にもある。例 えば 『鳥鼠集』 では、「床 のかまち、御物或 い
ハ名物所持 の人は、必ぬ るよし、一種 も不所持人ハ 白 くて よし、」 とあ り(25)、 名物 を持 ってい
るならば床桓 は 白木 の ままではい けない と述べ てい る。 また 『分類草人木』 の なかには、「絵
に左絵 ・右絵あ り。左 よ り書 き出 したる絵 は、左勝手好 し。右 よ り書 き出 したる絵 は、右勝手
(26)、
好 し。所持 の画に随 って座敷作 るべ し。
」 とあ り
所持 してい る書画が左絵か右絵かで座敷

の勝手を決めよと指南 してい る項 目もある。 この記述 は上記 の F南 方録』と類似 しているが、
『南
方録』の方が「座敷 の むきによりて」と元来の座敷 の向きも考慮 しなが ら床 の間をつ くれ とい っ
て いるのに対 し、「所持 の画に随 って座敷作 るべ し」 と所持 してい る掛軸 に合 わせて座敷全体
のつ くりを決めよと、 よ り掛軸中心 の床 の 間づ くりを勧 めている。
いずれに して も『烏鼠集』『分類草人木』 の記述 には、名物が見ばえ良 く展示 で きるならば、
他の掛軸を展示 した ときに多少格好悪 くなって もか まわない、 とい う『南方録』 の考え方に通
じるものがある。 この ように一級品 の掛軸得 ることがで きた と き、茶室 のつ くりが これを展
示す ることを前提 に設計 されるとい うことがかつてはあったようであ る。それ どころか、 とき
には名物 のためだけに茶室 をつ くって しまったとい う事例 もあるようだ。例えば大徳寺龍光院
にある「蜜庵 の席」 と呼 ばれる茶室 は、南宋 の禅僧蜜庵咸傑 の名墨蹟が手 に入った ことを喜ん
(27)。
物事 とい うのは、
だ小堀遠州が、 この墨蹟 を掛けるためだけ につ くった と伝 えられている
相互に影響 し合 って発達 してい くものだ と思われるが、安土桃 山時代以降の茶書 の引用や蜜庵

の事例 を鑑みるにつ け、掛軸 の享受史が茶道史 に内包 される形 で発達 した とい う大 まかな歴史
的事実 にも、多少逆 の流れがあ った と看取す る。すなわち掛軸が茶道、取 り分け茶室の設計 に
影響 を与えたとい う可能性 のことであ り、 この他 にも『石州三百 ケ条』 では、落掛 は掛軸が見
い
えゃす い ように歪み木ではな く成木を使用せ よとい う指 図がある 。
い こ
また安土桃 山時代以降の茶書 には、掛軸の鑑賞 に際 しての心構 えや作法が記 されて る と
ついて以下の ように説 いて
も特徴 である。「分類草 人木』 では、墨蹟 を見る資格 のあ る人間 に
いるい

)。

の
人、数寄
墨跡、当世 お しなべ て これを用 う。古 人の心 は禅者 これを用 う。其 心 もなき
の人 も何 の道
道具 とて掛 くる事、おか しき事也。 (中 略)只 名物 と計心得 て掛けて、拝見
の
理 も知 らず して見事 な りと褒美す る事 、心得 たる目か らは腹 痛 き事也。
みに珍重す るのは滑稽 であ
要す るに禅の心 を理解 してい ない者が、墨蹟 を名物 だか らとむや
の
である。 とくに墨蹟 は、禅 の心
ると述べ ているのだが、墨蹟第一主義が前面 に出た茶人 言葉
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を解 してい なけれ ば鑑賞 してはならない、 と堅 く信 じている人 とそ うでない人に分かれていた
らしく、『古田織部伝書』 には正反対 の意見が記 されてい る(∞
)。

「真実 の道 も此 の内に有 るべ く候か」と眼を付 けて、
文字かか り候。文字の心 しらず とも、
床 か まちきわへ よ り候而、拝見有 るべ く候。
一体 どちらの考 え方が正 しいのか とい う答 えは出ようはず もないが、 この問題 に関 しては、
実際墨蹟に記 された内容 を理解で きない人 もいたようである。そのため江戸時代に入 り墨蹟第
一主義が高揚 して くると、
茶室 には「―行書」が掛 けられるこ とが多 くなった。芳賀幸 四郎は、
一行書が流行 した原因をい くつか挙げてい るが、その なかで も最後 に一行書 の読みやす さにつ
いて言及 してい る(31)。
一般に当時 の茶人は虚堂・大燈 らの墨蹟 をよく読 み下 しせず、 したがって意味 はむろん
わか らず に、ただ高貴な美術品 として尊重 し、
鑑賞 していたと思われるふ しがある。 (中 略)
しか し、 これでは墨蹟 を真に鑑賞 したとはい えず、墨蹟 を茶室 に掛 ける趣 旨にまった くそ
ぐわない。 このことは心ある茶人 にとって、何 よ りも不本意な ことであ ったろ う。
ところで一行物 はその点、その甚深微妙な吐 まではよしつかめな くとも、一応読み下す
ことは困難ではな く、一通 りの意味を読み とることは、 さほどの難事 ではなかったはずで
ある。
大切 なもの・貴重なものが、ただ有難たがれるだけの存在 とな り、その美術品が何故珍重 さ
れるに至ったのか本質的な理由が忘れ去 られる、 とい うことは現代 の美術館 の展示資料 にもし
ば しば起 こ りうる ことである。現 に 2章 で挙げた博物館展示資料 に希求 される 8つ の想定 の な
かにも、 い くつかそ うな りうる資料が含 まれてい る。 しか し芳賀 の推測が事実ならば、 どうや
ら日本人は「国宝」「重要文化財」が珍重 される遥か以前か ら、プラ ン ドイメー ジのつい た美
術品に弱 かったようである。舶載の墨蹟 は敬 われる美術品だった一方、難解なあま りその内容
はいつ しか重要視 されな くな り、 ただ珍重 されるだけの存在 となっていった。 だが、迫力ある
大字で簡潔 な教 えを説 く―行書 は、それに似合 う表具・寸法が茶席の雰囲気 を盛 り上 げ、化茶
に適 した豊かな質の高い空間を生み出 したのだと、名児耶明は推測 している。 。
加えて名児耶 は、現代 よ り暗か った当時の茶席で も見えやすかったことが、一行書 の流行 し
た一因であると述べ てい る。現 に 『石州三百 ケ条』 には、
「夜会 に時 によ り掛物 か けざる事 も
有 か くる事 もあ り」 とい う記述がある(3)。 これは直後 に記 された注釈 に述べ られてい るよう
に、夜会では見えに くい掛軸 (恐 ら く古筆切 のよ うなもの をさしているのだ と思 われるが)は
掛けない方が良い とし、大文字か一行書な どを夜 目にも見えやす い ものを勧 めてい る一文 であ
る。このように平易性 と実用性 を兼ね備えた一行書は、それ まで限 られた人に しか伝 わってい
なかった墨蹟 の魅力 を、 よ り大勢 の人に理解 させたのである。
さらにこの他に も、 よ り具体的に所作や立 ち居振 る舞 い について指南 してい る記
述がある。
先 に挙げた 『古田織 部伝書』 では、
に
る
「床 有 物 は、正面にむかい候。身ゆがみ候 えば、か け
ものす ぐなるもの見 えがた きo」 とし∽ 、床 の間の掛軸は正 面か ら
姿勢良 く鑑賞せ よと指南 し
ている。 また 『望月集』では、客 の前で掛軸 を掛けるときの
所作 につ いて も詳細 な解説を して
い る(3o)。
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(前 略 )大 かたハ亭 主掛 ル事 也

物 を右 二て取

亭 主掛けルな らハ 請合 て床へ 行 前 二て下へ居 て掛
左 の手へ 請て後へ 引 くさま二 右 にて も左 にて も客着へ むかふ様 二 ひさ

を引て中ウにて掛物 を持メて 扱右 にて紐 を法 のことく引 ほときて 扱畳へ置 て 右 の指
先にて表木 をツマ ミ持 て 掛物 を明ケかけ上 ノー文字キ ワマ てひろけて後 巻緒 を持てか
け緒 の右 の付キワ迄引詰 て後 扱右 の風帯 を右 の指 にてツマ ミて 向へ はねて置 左 の風
次二右 のはね し風帯 をも下ケて 直 に其右 の指二本 にて 掛緒 の真中
左 の手にてハ軸 の真中 を持て立 床 の上へ上 ル事也 尤左 よ り先へ上 りて

帯 をとくと下ケて
をツマ ミ持

扱掛物 をかける事也 扱又一説二 此床へ上 ル習ハ左 二而 も 右 二而 も座敷 二 よりて 勝
手 の方 の足 よ り先へ上 ル事習 と云説也 勿論下 ル時ハふ ミ上 シ初の足 よ り又先へ 下 ルと也
まず注 目したいの は、
「右 にて も左 にて も客着へ むかふ様 二

ひさを引 て中 ウにて掛物 を持

メて…」 と述べ てい る点である。現代 の博物館・美術館 の展示 と床 の間展示では、様 々に大 き
な相違があるが、 これ もまたそのひとつ に挙げ られるだろう。すなわちかつ ての床 の間展示で
は、展示す る過程 を鑑賞者 に見せることも「展示」の なかに含 まれていたのであ る。 まず床の
間に置かれた掛軸 を取 りに行 く段階か ら、亭主は客に見えるよう膝 を引 いて中腰 で作業 を行わ
なけれ ばな らなかった。次に紐 をほ どいて掛軸 を展 開す る訳 だが、「扱畳へ置 て 右 の指先 に
て表木 をツマ ミ持 て 掛物 を明ケかけ上 ノー 文字キワマてひろけて後 …」、 と無駄 の ない動 き
で一文字 までひろげ られるまでの過程 を、客 もまた じっと見つめていた こ とだろ う。 そ してい
よい よ床 の間へ掛軸 を掛け る段階に入るのだが、 わ ざわざ「右 の風帯 を右 の指 にてツマ ミて
向へ はねて置 左の風帯 をとくと下ケて

次二右 のはね し風帯 をも下ケ」た後、 ようや く右手

で掛緒 をつ まみ左手に軸を持 って床 に上るのであ る。
確 かに、茶道の世界 では作法が大変重視 されてい ることを考慮す れば、ただ掛軸 を展示す る
だけの行為 で も、 これだけ細 かい指示 を与 えることは不思議ではない。 しか しこの引用 の冒頭
「勿論並 々の物二 あ らす
(前 略部分 )で は、上記 の ように人前で展示する行為 を見せるのは、
何 とその訳 の有掛物 の事也

名物拝領ハ勿論飾 ル事也」 と述べ ている。つ ま り名物 と呼 ばれる

掛軸 に限っては、展 開す るところか らも人に見せ る価値があると思われていたのである。 これ
もまた名物が、現代 で い うところの「 国宝」「重要文化財」にあ たるため、ある種 の人寄せ効
果 を持 ってい ること理解 した上で、パ フォーマ ンス行為 をしていたのだ とみ られる。
従 ってある意味 では、名物 は青木 の言 うところの「 6.楽 しみなが ら理解度が深め られる資料」
だったともい えよう。その ように考 えると、ひとつ ひとつの所作 も左右 どち らの手で行 うかま
で きちんと決め られていたことにも納得がで きる。た とえある仕事 の一過程であって も、熟練
した動 きは無駄がな く美 しい。 こと名物 については、床 の間へ展示す る所作 でさえも洗練 させ
ることで、その掛軸の有 り難 さを「型」にはめて分か りやす く表現 したのである。そ して鑑賞
者側 は事前 に「型」 を観察す る ことで、掛軸 自体 の素晴 らしさに対 し、 さらに理解 を深 めるこ
とがで きたのだと考える。
小結
安土桃 山時代以降になると、千利休 が大成 した「佗 び茶」の跡を継 いだ茶人 たちが、数多 く
の茶書 を執筆 した。 と りわけ 『南方録』 の「墨跡 を第一 とす。」 とい う一節 は、掛軸 の なかで
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も墨蹟 は特 別 な存在 だった と主 張 した い と きや、逆 に必 ず しもは じめか ら墨 蹟 が重要視 されて
い なか った と述 べ た い ときに、あ えて引用 され る こ とが あ る。
また 『南方録」 では、 名物 を所持す るな らば床 の 間をつ くる心 得が な くてはな らぬ と記 され
てお り、 一 級 品 の掛軸得 る こ とがで きた とき、 これ を展示す る こ とを前提 に茶室が設計 される

とい うことがかつ てはあったようであ る。例えば 『烏鼠集』 では、名物 を持 ってい るならば床
枢 は 白木 の ままではいけない と述べ ていた り、『分類草人木』 では、書画が左絵か右絵 かで座
敷 の勝手を決 めよと指南 した りしてい る。実際大徳寺龍光院にある「蜜庵 の席」 のように、あ
る一点 の名物 のためだけに茶室 をつ くって しまった とい う事例 もあ ることか ら、掛軸が茶室 の
設計に影響 を与えた可能性が示唆 される。
さらに安土桃山時代以降の茶書 には、掛軸の鑑賞に際 しての心構 えや作法が記 されてい るこ
とも特徴 であ る。 と くに墨蹟 は、禅 の心 を解 していなければ鑑賞 してはならない、 と堅 く信 じ
ている人 とそ うで ない人に分かれていた影響 で、平易性 と実用性 を兼 ね備 えた一行書が流行 し
た。 また 『望月集』 では、客 の前 で掛軸 を掛け るときの所作 について、 よ り具体的 に解説 して
い る。 これは、名物がある種 の人寄せ効果 を持ってい ること理解 した上で、当時の人 々が行っ
たパ フォーマ ンスであ るとみ られる。従 ってある意味では、名物 は「 6.楽 しみなが ら理解度
が深め られる資料」 だったともい えるのであ り、鑑賞者はその「型」 を観察す ることで、 さら
に掛軸 の素晴 らしさを理解 で きたのだと考える。
まとめ
床の 開発生 の契機 は、
掛軸の伝来 と普及が強 く影響 している。平安時代 の寺院や寝殿造 には、
絵画を展示す るためだけの空間は存在 しなかった。そのため仏事 のような特定の 日に、掛軸を
掛ける必要性 に迫 られたときは、本堂の中央や御簾 などの手近な空間に掛け られるのが常 だっ
た。それが鎌倉時代 の禅宗 の伝来 を始 ま りに、やがて足利将軍家 の茶 の会所が興隆 した ことで、
おびただ しい数の唐物 を飾 る展示空間が求め られた。その ような時代背景 のなかで うまれたの
が、押板飾 り・書院飾 り・違棚飾 りの三項 目で分け られた座敷飾 りである。
会所 はいわば「将軍家邸付属美術館」であ り、唐物 を「美術品化」するための装置だった。
床 の 間に展示 される美術 品は、現代 の博物館展示資料が介在す る 8つ の要素 の うち、「 1.珍
奇姓 ・稀少性 を有する資料」「 2.金 銭的欲望を刺激す る資料」「 4.美 的で鑑賞 の対象 となる
資料」 に該当す るとみ られ、故 に現代 の床 の間展示 は、展示物 の美 しさを鑑賞す るこ とを最大
の 目的 とす る提示型展示 に徹 してい ると考 える。それは足利将軍家 の唐物 コ レクションも同様
であ り、 と くに室町時代 の押板飾 りは三具足 のような小物 と共に飾 られ、多分 に 4の 要素 を強
くした提示型展示 がなされていた。
しか し、16世 紀 に入 り、佗 び茶が確立す ると状況は一変す る。室町文化 ではあれほど珍重 さ
れた唐物 の使用頻度 は減少 し、唐物 に比べ安価 で読 み下 しの容易 な一行書 が流 行す るように
なったのである。その背景 には、茶人たちの禅僧へ の尊敬 の合 もさりなが ら、茶の湯人口の増
大による唐物 の絶対数の不足 とい う現実的な問題があった。 しか しこの変化 によって、床 の間
は「美的な鑑賞 の場」「精神的修練 をはかる場」 とい う 2つ の意味 を内在するようにな り、先
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人たちは美術品によって、精神 の充実 ・統制 をはかるこ とへ熱心 になってい くのであ る。
このように床 の間展示 は、室町時代―江戸時代 にかけて確立 した。そのためこれ らの時代 の
茶書には、先人 たちが床 の間展示 に意図 した もの・求 めた ものが示唆 されてい る。『君台観左
右帳記』『御飾記』 には、各 々の 同朋衆 の経験 と美 的セ ンスに依 って、蒐集 した唐物 を「美術
品化」す るため、押板飾 りについて も様 々な指南が記 されてい る。押板飾 りの なかには、三幅
対 の三具足 のように仏前荘厳 を強 く意識 した展示 も存在 したが、その一方で四幅対 ・対幅のよ
うに簡素 に済 まして しまうもの もあった ことか ら、 この時代に掛軸 は、礼拝物であると同時に
鑑賞物 として も見なされるように、存在意義 の曖味化 がはか られたようである。
そ して安土桃 山時代以降になると、鑑賞に際 しての心構 えや作法 まで細か く解説がつ くよう
になる。迫力ある大字で簡潔な教 えを説 く―行書 は、
平易性 と実用性 を兼ね備 えているとして、
墨蹟 の魅力をより大勢 の人に理解 させた。茶書では、名物 と称 される墨蹟 を所持 してい るなら
ばこれに合 わせた床 の間づ くりをせ よと勧 めてお り、実際ある一点 の名物 を展示す るためだけ
に茶室 をつ くって しまったとい う事例 も存在する。 また 『望月集』 では、展示する過程 を鑑賞
者 に見せる ことも「展示」 の なかに合 まれていると考 えたのか、客の前 で掛軸 を掛 けるときの
所作 について も詳細 な解説 をしてい る。 これは、名物がある種 の人寄せ効果を持 っていること
理解 した上で、当時 の人 々が行 ったパ フォーマ ンスであ るとみ られ、
鑑賞者側 は事前 に この「型」
を観察す る ことで、掛軸 自体 の素晴 らしさに対 し、 さらに理解 を深 めることがで きたのだ と考
える。
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○利休・織部 らが、古渓宗陳・春屋宗園 ら大徳寺派の禅僧 と親 しかったこと。
○江戸時代 になって茶 の湯が普及するにともない茶会 の回数が増えた ことで、掛軸 の
需要 も増加 した こと。
○値段が安 く、入手 しやすかったこと。
○季節感 をともな うものが多 いこ と。
(32)

註16と 同 じ PP■ 77‑178

(33)

註28と 同 じ P29

(34)

註26と 同 じ P.348

(35)

白寄顕成 2013『 茶道望月集

顕琴院本二』 思文 閣出版 PP482‑483
(国 學院大學大学院博士課程後期)
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太 田太郎 の欧米 にお け る音楽公共施設視察 と
音楽研究所 の設置
Taro Ota's Observation of Music Museums in \Yestern Countries
and the Foundation of the Music Institute
井上

裕太

INOUE Yuta
は じめに
我が国において音楽博物館建設運動が明確 に勃興 したのは1930年 代後半 のことであ り、東洋
音楽 を研究するための世界 で最 も先進的な機関として音楽博物館建設が計画 され、その準備 と
して多様 な東洋音楽の楽器 を展示する東亜音榮文化展覧會が開催 された。 この建設運動 の初期
段階 において、欧米の音楽関係 の施設を見学 し、各地の展示や収蔵状況について記録 を残 した
人物が大田太郎である。音楽博物館建設準備委員会が設立 されると、委員長・田邊尚雄の もと、
萩原貞司、瀧遼一、黒澤隆朝、遠藤宏、白井保男等 と共に、大田は常任委員に選出され活動 を行 っ
た(1)。 しか し、大田に焦点の当て られた先行研究は皆無であ り、大田の功績は これ まで歴史に
埋 もれたままであ った。 また、大田自身、遺 した著作 は僅かであ るため、これ まで注 目を集め
てこなかった経緯 がある。そ こで本稿 では、大田の欧米における音楽公共施設 の見学記録「欧
米音薬行脚 の覺書 か ら」をもとに、そ こか ら浮かび上がる大田の思想や、音楽博物館建設運動
において太田の果 た した役割や与えた影響について可能な範囲で明 らかにする。そ して、我が
国の音楽博物館史 における大田の位置付けを提示することを目的 とす る。

1.太 田太郎の人物像
太田太郎 は1900年 に生 まれ、東北帝国大学法文学部美学科 を事業 し、比較楽器学 を専門 とし
ていた音楽家であ り、特 に日本 を中心 とした楽器の組織学的研究

(2)を

行 った人物 である。なお、

大田に関す る記録 はほとん ど残 ってお らず、経歴 に関 してもこれ以上 の情報 を得 ることはで き
ない。 1937年 4月 か ら1938年 3月 にかけ、太田は文部省嘱託 として欧米の音楽公共施設視察を
行 った。 この際、声楽家である夫人の大田綾子

(3)も

同行 してい る。 この視察で得 られた欧米の

音楽公共施設 における楽器展示 の実態 は、音楽博物館建設構想 に活 かされることになる。帰国
(4)し
、1941年 1月 に
直後 の1938年 3月 には大田は AK(日 本放送協会業務局)洋 楽課長 に就任
は放送部長 に着任 (5,す る等、音楽界 を牽引 した。太田の人柄 について書かれた文章 には以下の
記述がある。
沈思獣考、ひたぶるに研學 の念深 く、 しか も音楽藝術 の美 しさを懸 ふること妙齢 の麗 人
の如 く純情な りし、 (中 略)俊 秀である。 (中 略)氏 の學風 は地味であるがかみ しめると味
が無限に出て くる味の味 なるものであ る。但 し、大田氏 を完成 された學者 とす るのは大田
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氏 のためには まだ早 い。賞は大田氏には、太田氏獨 自の研究が既 にひそかに結賞 しつ ヽあ
る筈 である。氏 には、尊 くもいみ じき特殊 の研究テーマがある筈 である。それは榮器 に開
す る研究である。 この方面 における氏の蘊蓄 は相営なものであるにちが ひない と評者 は確
信 してゐる。た ゞ評者 の望む ところは、その方面 についての氏 の平生研究の一端 を、 もう
そろそろ公に して欲 しいといふ ことであ る。 また氏 にこの方面 の論破を稜表されん こ とを
集壇 は連 りに懲恩すべ きである。

(6)

ここか ら、大田が研究活動に対 して真摯に取 り組 んでいた姿勢が窺える。一方で、大田が 自
らの研究を公 に発表 しなかった こ とを示す ものである。この評論 は1936年 7月 に書かれてお り、
太田が欧米の音楽公共施設 の視察へ 向か う前 の ものであ るが、大田は1945年 に亡 くなるまで、
論文 とい う形 で遺 した文献 は僅少 であ り、その研究 について詳細 を窺 い知 る ことはで きない。
しか し、 1936年 当時、音楽に関す る幅広 い知識を有 してお り、そのことが研究者の 間で認知さ
れていたことをこの文章 は示 してお り、それが欧米音楽公共施設 の視察 に大 い に役立ったこと
は容易 に推察で きるのである。次章以降、大田が欧米音楽公共施設 において記 した文章 を中心
に、その思想や意義について検討す る。

2.太 田太郎の欧米音楽公共施設視察に至る経緯 と音楽界の動向
大田は「欧米音葉行脚 の覺書か ら (上 )」

(7)、

「欧米音築行脚 の覺書 か ら (下 )」

(8)の

中で、

訪 れた13ヶ 国の音楽博物館 について概略 を述べ てい る。大田は文部省嘱託 として、音楽公共施
設視察 を目的 として欧米へ赴 いたが、各地で「諸国の所謂音葉研究所、民語研究所 を始め音葉
に関係あ る博物館国書館薬器や レコー ドの蒐集 は勿論、音柴學校、文部省音楽部、進 んでは歌
(9)し
た と述べ ている。音楽に関するあ らゆる施設 を見学 し
劇場、演奏室、放送局な ど迄巡歴 」
たことか ら、 日本における音楽研究 の発展に如何にして役立 て られるかを常 に考 えて行動 して
いたことが窺 える。更に、見学する際に注視 した点について大 田は、「築器學 とその歴 史就中
日本 のそれに置 き、その欧米 に於ける素材 や、研究、西洋並 びに世界の音楽 との開聯 といふ黙
に集中 してみた」

(10)と

語 ってお り、邦楽器 の研究が諸外国では どの よ うな観点 か ら何 を参考

に行 われているのか、或 いは、西洋音楽 と東洋音楽 の関係性 は如何 なるものであるか等 の疑問
を解決す る ことを念頭に見学 していた こ とが窺えるのである。本章 では大田の洋行記録 の全体
像 を把握す るため、 当時の我 が国 における音楽研究 と音楽博物館建設運動 の動向を整理す る。
1920年 代 か ら1930年 代 にかけ、我 が 国 にお け る音楽研究 は、音楽学者である兼常清佐 と田邊

尚雄を中心 に展 開 してい った。兼常は1922年 か ら1924年 までの 2年 間、音楽 の研究 のため ドイ
ツヘ留学 し、ベー トー ヴェン、モー ッァル ト、バ ッハ等、代表的な音楽家 の居住 した家 を訪れ
る等、西洋の音楽関連施設を多数視察 した。 当時の我が国にお ける西洋音楽研究は諸外国 と比
して遅れていたため、西洋音楽研究 の必要性 を説いた。そ して、1928年 に我が国にお いてベー
トー ヴェンの没後100周 年を記念 したベ ー トー ヴェン固書展覧會が開催 されると、「音薬 の研究
が格 して 日本で出来るか否か は もちろん問題 であ るが然 し出来るとすればまづ先人の事業を理
解す るのがその第一歩であるべ きはずである。 この展覧會 はベー トー ヴェンにつ いて確賞にそ
の第一歩 の有様 を示 してゐる。私 はこれが 日本 の學 問界 の一刺激 となる事 を熱望する。」 (・ )と
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発言 し、音楽家 の偉業を理解す ることが、音楽研究の原初段階においては重要であ ることを述
べ ている。 この ように、兼常 は音楽 について西洋を中心 に研究 を行 い、特 に音楽家 に焦点 を当
てた西 洋 での視察 を行 ってい る(12)。

しか し、以 降、兼常が音楽博物館 につい て言及す ること

は文献資料か らは殆ん ど窺 うことがで きず、一時的な活動 のみ看取す ることがで きる。
一方田邊 は、1922年 の台湾、中国夏門、琉球 での音楽調査や、1934年 の南洋諸島での原住民
の音楽舞踊 の調査等、 フィー ル ドワー クも積極的 に実施 し東洋楽器 の研究 を中心 に行 ってい
た(13)。 田邊は音響学 を研究 してい たこともあ り、現代音楽 の基礎科学 を学ばなければ、正 し
く現代 の音楽 を理解す る ことはで きない とい う考えの もと、音楽 を科学的学問 と捉 えた上で研
究を行 った。田邊 は音楽調査 を行 う上で、文明人が蛮人の文化 を奇習 と見なす風潮に一石 を投
じ、各地域で受け継がれている伝統 を尊重す る考え方 を重視 した。それゆえ、東洋地域 に日本
との類似性 を見出 し、同一文化圏の文化 として調査 を行 うことがで きたのであ る。加えて、音
楽 について娯楽的方面ではな く、教育価値 を重視する ことが肝要であると考えてお り、音楽を
通 じた社会教育 の重要性 も田邊 は説 いた。そ して、1935年 になると田邊が中心 とな り、東洋音
楽 の科学的研究を目的 とす る東洋音楽学会が設立 されたのである。 この際、田邊 は会長に就任
し、太田 も委員に名を連ねることとなった。東洋音楽学会 の方針 について、
「吾 々の音楽文化 は、
(14)と
『東
音榮 と開聯 をもつ凡ゆる文化 ―舞踊・演劇・民俗・文學 。自然科學等 ―を意味する」
洋音染研究』発刊 の辞 には記 されてお り、諸分野 と連携 し音楽学 について有機的な綜合研究を
05)。

実施す る意図を東洋音楽学会 は有 していたのである

音楽博物館建設運動 の原点 は、 この

東洋音楽学会 の活動 にあると言える。
このよ うな状況下で、太田は委員在任中の1937年 4月 か ら1938年 3月 にかけて、西洋へ音楽
音楽公共施設の視察へ赴 くことになるのであ る。 この視察が結果 として後 の音楽博物館建設運
動 において も、重要な役割を果 たす ことになる。
以上のように、1920年 代 には、兼常が 中心 とな り、西洋音楽 を研究す る機運が高 まっていた
ものの、人物 に焦点 を当てた研究が主であった。音楽博物館 の建設に関する動 きは、ベ ー トー
ヴェン固書展覧會が一度開催 されたのみであ り、以後確認す ることはで きず限定的なものに留
まった。一方、田邊は東洋音楽を中心 に研究 を行 い、東洋音楽学会を設立 し、組織的に東洋音
楽 を研究する体制を整え、その活動 の一環 として、太田は西洋における東洋音楽研究 の実態を
調査す るべ く、欧米の音楽公共施設 の視察へ 向かったのである。

3.太 田太郎の洋行記録 に関する研究史
筆者 は以前、拙稿 「音楽博物館 の分類 と提唱」

(16)に

おいて「欧米音楽行脚 の覺書 か ら」 の

記述 を、Deutsches Museum.Abt.Musikinstrumente、 Mus6e Guimet、 Muziekhist Museum
in Gemeente Museum、 VictOria and Albert Museumの 4例 のみ紹介 し、それぞれの博物館
につい て分析 を行 った。 まず、Deutsches Museum.Abt Musikinstrumenteに 関 しては以下
のように分析 した。
総合博物館 の中の振動学 に関する展示 の一部 において音楽資料 が展示 されてい ることが
わかる。注 目すべ き点 は、文献引用 によ り各資料が簡潔に説明されてい る点、音楽資料そ
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の ものの展示 のみならず、楽器 の構造 を示 した模型 も展示 されてい る点、実際 に楽器 に触
(17)。

れることので きる点である

次に、MusOe Guimetに ついては以下のように考察 した。
楽器をガ ラス箱 に入れて陳列 してい るため、保存 に重 きを置 いてお り、直接楽器 に触れ、
演奏す ることはで きないことが看取 で きる。 しか しなが ら、一般の利用者 も参加可能であ
るか不明瞭 ではあ る ものの、研究会、講演会、 レコー ド鑑賞会が催 されてお り、楽器 とい
(18)。
う一資料の展示 のみ ならず、総合的 に音楽を学習で きるとい う点 は注視すべ きである
更に、Muziekhist Museum in Cemeente Museumに ついては以下の ように考察 した。
音楽資料 が展示 されてい る楽器部 は、西洋 ・東洋 と2地 域に大別 されてい ることがわか
る。特筆すべ きは、東洋部の中にお いて楽器 の錦絵版画 の陳列 を行 ってい る点であ り、楽
器が描かれた絵画 を展示す ることで、演奏方法 を説示 してい ると言える。一方、採光 や湿
度対策 として大田は評価 してお り楽器の保存 に配慮 した展示がなされてい ることは看取で
きるが、如何 なる対処がなされているのか窺 うことはで きない

(19)。

最後 に、VictOria and Albert Museumに 対す る所感 は以下の通 りである。
大田がイギ リス を訪れたのは1937年 10月 中旬か ら11月 初旬 にかけての ことで あ るため、
少 な くとも63年 間 は資料 の克集が ほとんど行 われてい ないこ とが窺 える。 しか しなが ら、
元来所蔵 してい る楽器 の種類が豊富 であ り、保存状態 も良いため、その必要性がなか った
ことも看取で きる。その一方で展示方法 に関 して、寄贈者ばか りが 目立ち楽器 自体 の説明
(m)。

が疎かになってい る点を大田は指摘 している

以上 のように分析 し、それぞれの博物館 において、今後 の音楽博物館建設 の参考 となる展示
を鑑賞 し、それが東亜音楽文化展覧會の実施へ と繋 がったと結論付けた。 また、大田の「美術
や文學 も等 しく難解 であるが これは、誤つ た鑑賞態度で向つ ても一應それ に答 えて呉 れる。 と
ころが音楽はか ゝる鑑賞者 に封 しては常にそつ ぽを向いてゐるのである。即ち具慢的な意味を
もつ た形象 とか、言語 とかを素材 とす る條件 に立たない開係 上、判 じ物 の封象 にならないので
ある。」 (21)と の発言 を引用 し、音楽鑑賞 の難 しさを太田は認識 した上で、欧米視察 にお いて楽
器 の構造 を示 した模型 の展示や レコー ド鑑賞会を目の 当た りにし、本来 は難解 であ る音楽資料
展示 を如何に して工夫するかをこの視察 を通 じて考 える ことがで きたと指摘 した(22)。
しか し、 ここで例示 した欧米 の音楽博物館 の事例 は4例 のみであ り、それだけで大田の視察
の全体像や思想を掴む ことは難 しい。また、太田は博物館 のみ ならず、音楽学校、図書館、研
究所等、音楽 に関す るあ らゆる公共施設を視察 してお り、それを総合的に分析 し、音楽博物館
建設運動へ活か していったと考えるのが妥当である。次章では大田の記 した覚書 をもとに、太
田の視察について詳細 な分析 を行 う。

4.太 日の欧米音楽文化施設視察記録の分析
大田の訪 れた施設 の うち、記録 を残 して い る施設 は全75館 であ り、そ の内訳 は、博物館51
館、図書館 8館 、音楽研究所 9館 、音楽学校 10校 、楽器店 4店 (23)で あ ることか ら、博物館が
大部分 を占めてい ることが分かる。 この ことか らも、音楽公共施設 の 中で も特 に博物館 を重

‑ 138 ‑

太田太郎 の欧米 における音楽公共施設視察 と音楽研究所 の設置

視 してい る こ とが窺 える。展示 の 内容 について言及 した箇所 も多数あ り、博物館 にお け る音
楽資料 の展示手法について も歴史的に重要な記録 を残 してい るのであ る。筆者 は拙稿 「音楽資
料 の分類 と提唱」

(2)に

お いて、音楽資料 の展示方法 について、時代別展示、種類別展示、地

域別展示 の 3つ に大別 したが、展示 の種類 についても太田は記録 を残 してい る。筆者 の分類 に
基 づ きそれ らを集計す ると、時代別展示 を行 ってい る施 設 は、 ドイツ・ ウイースバーデ ンー
ビー プ リッヒ所在 の HeckelFabrik l館 、種類別展示 を行 っている施設 は、 ドイツ・ ニ ュー
ル ンベ ル ク所在 のNeupert Klaviermuseum、 ス ウェーデ ン・ス トックホル ム所在 の Staatens
Musikhistoriska Museet、

ス イ ス・ チ ュー リ ッ ヒ所 在 の Musikinstrumentensammlung vOn

Eugen Tenucciの 計 3館 、地域 別展示 を行ってい る施設 は、 ドイツ・ベ ル リン所在 の Museum
mr Volkerkunde、

ドイツ・ ミュ ンヘ ン所在 のDeutsches Museum.Abt iMusikinstrumente、

ベ ル ギ ー・ プ ラ ッセ ル所在 のMus6e lnstrumental du ConservatOire Royal de Musique de
Brusseles、

オラ ング・ハー グ所在 の Muziekhist.IMuseum in Gemeente Museum、

オー ス ト

リア・ウィー ン所在 のMuseum ir Volkerkunde(Naturhistorisch M.)、 アメリカ合衆国・ニ ュー
ヨー ク所在 の Metropolitan Museumの 計 6館 とい う結果 になる。それぞれの展示方法 につい
て、長所、短所 はそれぞれあるものの、この結果か ら、世界的 に俯厳す ると、楽器の文化的特
質 を看取 し易 い地域別展示が行 われる傾向にあることが窺 える。後 に行 われる東亜音槃文化展
覧會では、地域別展示が行 われる ものの、大田は 3種 類全 ての展示方法 を欧米 において視察 し
てお り、それぞれの展示 の特徴 を比較で きる材料を、 この視察を通 じて得ていたことを看取 で
きるのであ る。
ま た、 将 来 の 連 携 を約 束 した 施 設 と して、 ドイ ツ・ ベ ル リ ン所 在 の Museum
V61kerkunde、

mr

ドイツ・ フラ ンクフル ト所在 の Museum mr V61kerkunde(Forschungsinstitut

ir Kulturmorphorore)、

ドイツ・ハ イデ ルベ ルヒ所在 の Mkwis,Seminar ad Un立 、 ドイ

ッ・ニュール ンベ ル ク所在 の楽器店 であ るRicks Musikinstrumentensammlung、

スウェーデ

ン・ ス トックホルム所在 の Staatens Musikhistoriska Museet、

Staatens Ethnographiska、

デ

ンマー ク・コペ ンハーゲ ン所在 の MusikhistOrisches Museum、

ス イス・バーゼル所在 の Sc」 a

Cantorum― LObeck Sammlung alter Musikinstrumente、 ハ ンガ リー・ プタベ ス ト所在 の Die
sammlungen der ethnOgraphischen Abteilung des National‐ Museums.Ungar聰 アメリカ合
衆国・ニ ユー ヨー ク所在 の Publc Library,Music Departmentの 計10施 設 を大田は挙げている。
その他 にも、オラ ンダについては将来的な文化交換や訪間の必要性 に言及 してお り、イ タリア
については 日本 との政治的関係 か らも将来的な文化交換 はすべ きであると提言 してい る。 この
ように、大田は博物館 だけでな く、図書館 、大学機関、楽器店等、幅広い機関 との連携 を模索
していた ことが看取 で きる。大学や博物館 との連携 により、研究者 の往来や相互協力が可能 と
な り、楽器店 との連携 により、楽器 の実物資料 の提供や購入等 のパ イプが構築 される ことが期
ー
る
待 で きるため、我が国の音楽 の発展 のために、多様 な機関 とのネッ トワ ク構築が必須であ
と太田は考えていたのである。
・
また、楽器 の科学的研究 を行 う機関 として、大田 は ドイツ プ レスラウ所在 の Institut fur
musikalische Techn。 1。 ge b.d.Technischen HOchschule Dム
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Deutsches Museum.Abt.Musikinstrumente、

イギ リス所在 のScience Museum、 The Music

Trade SchOol(Northen Polytechnic)の 4施 設 を見 学 して い る。 我が 国 にお い ては、 楽器
の科学的視点 による分析 を行 った人物 として田邊 が挙げ られるが、大田は海外 における音楽
の科学的研究事例 を視察 して いたのである。田邊 は音楽博物館建設準備委員会 の委員長 を務
め、音楽博物館建設の中心的役割を担 っていたため、 自らの科学的視点 による音楽博物館建設
に対す る考 え方 を、大田の視察報告 によ り補完 で きた と考 える ことがで きる。特 に、Institut
fur musik」 ische Techn010gle b.d.Technischen Hochschule Dz.と

The

lusic Trade School

(Northen Polytechnic)に おいては、教育機関 において楽器の製造の研究、実習が行 われてお
り、音楽 と教育 との強い結 び付 きが大田の記述か ら窺える。研究 のみ ならず教育 も重視 した音
楽博物館設立構想 の ヒン トはここか ら得 られた と考え られる。教 育機関 とい う意味では、スイ
ス・バーゼル所在 の Scala Cantorum― LObeck Sammlung alter Musikinstrumenteに おいて も、
古来の音楽 の史的教授実演 とい う、文化的視点 による教育がなされてい る。 このように、太田
は音楽 について文化的研究 を行 う教育機関 と科学的研究 を行 う教育機関の両方を見学 で きた こ
とか ら、教育 を重視 した音楽 の捉 え方について も多様 な観点があ るとい うことを目の 当た りに
してお り、それを包括的に展示する博物館 の運営が重要であると認識で きたのである。加えて、
研究 と教育、来館者、研究者へ の還元を行っている事例 として、採集 レコー ドの実費頒布 を行っ
てい る ドイツ・ベ ル リン所在 の Lautarchiv in Berliner Universitatの 例が挙げられ る。 この よ
うに、教育 と研究の両面 を意識 した事例 も視察 してお り、後の音楽博物館建設構想 においても
大 いに役立ったと推察 される。
更 に、太田は東洋 の音楽資料が充実 している施設 として、 ドイツ・ シュ トッ トガル ト所在 の
Linder‐ u.Vdkerkunde―Museum、

ドイツ・ ミュ ンヘ ン所在 の Museum mr V01kerkunde、

イツ・ マル クノイキ ルヒェン所在 の Landes Gewerbe Museum、

ド

ドイツ・ ライプチ ッヒ所在

の Grassi― Museum、 ス ウェーデ ン・ ス トックホルム所在 の Staatens Ethnographiska、 フラン
ス・パ リ所在 の Mus6e Cuimet、 オラ ンダ・ ライデ ン所在 の Ethnographisch Museum(Leiden

Rilks)の 計 7施 設 を見学 して い る。将来的に我が国に設立す る東洋 の音楽研究に特化 した音
楽博物館、研究所 の参考 にするとい う観点 において、意味ある視察 であ ったことが分 かる。
また、国家事業 として音楽公共施設の運営 を行ってい る事例 として、 ドイツ・ベル リン所在
の Musikinstrumentensammlungを 視察 してお り、我が国にお いて も国の事業 として、楽器 を
収集、展示する こ とを示唆 してい る。更に、 イタリアで も当時 のム ッソリーニ政権 にお いて、
世界一の文化博物館設立が画策 されていたことを大田は述べ てお り、イタリアの設立構想に相
通ずる音楽博物館設立が我 が国 において も検討 されていたことか ら、相互連携 を強 く推 し進め
たい とい う意図があった と推察 される。加えて、ハ ンガリー においてもDie Sammlungen der
ethnographischen Abteilung des National‐

Museums.Ungarn.の 事例 を挙げ、ハ ンガ リーの民

族音楽の研究 と発展 を目標 に博物館運営が行われている ことを記 している。地域 の音楽につい
て研究 を推 し進め、発展 させ るとい う構想 は、当時 の我が国の音楽研究者が 目指 していた内容
と合致 してい る。 このように、 国家を挙げての音楽政策を目の当た りにした こ とで、我が国に
お ける国家 レベルでの音楽博物館 設立の必要性 を大田は強 く感 じ、西洋 の事例 を我が
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た ことで 、我が 国 にお ける音楽博物館建設運動 に も拍 車 がかか り、具体化 して いったので あ る。

5.太 田太郎の欧米音楽公共施設視察の意義
大田の帰国の翌年にあたる1939年 になると、音楽博物館建設準備委員会 が正式 に発足 し、音
楽博物館建設 に向けた具体的活動が行われるようになった。その際 に記 された音楽博物館設立
趣意書 には、以下の記述がある。
世界 の各国 はそれぞれその文化体系 の綜覧機関 に備え、且国民社會教育の一助 に当てて
各種 の博物館 を有 してい る。而 して又 いかなる小國 と雖 も音築博物館或は築器陳列室 の
設備 なき國は無 く、特 に欧米諸國 にあっては文化 の華 として最 も魅力ある此偉業に各都市
競 って優秀珍奇なる葉器の収集を誇 っている有様 である。それ故 にこの種 の施設 を有せ ざ
る我が國の學徒 、好事家等 は東洋民族音薬學又 は東洋薬器學 を研究するために却 って欧米
の之等の完備せ る博物館 に拠 らねばならぬ現状 であ り、又一方 に於 て躍進 日本 の文化 を慕
い 日本音築及 び日本集器 の研究を志 して来朝せ る外国人士のために、 日本薬器 の完全 なる
系統的蒐集す ら示す事 の出来ないの は祖國文化 のために員 に遺憾 に堪 えない事 であ る。か
かる次第であるか ら一般國民のこれに関す る知識の程度 に至っては推 して知 るべ きのみ と
言 わざるを得ないのである。
今姦 に栄あ る皇紀 二千 六百年 を迎 え、 (中 略 )文 化 日本 の名 にお いて我國の音楽文化資
料 の完備せる克集は固より東亜音楽を中心 とせ る音葉博物館 の建設を期するは極めて緊急
事 な りと思惟 し同志相諮 り姦に音楽博物館建設準備委員會 を結成 し、朝野各位 の御賛同 と
御協力 とによ り其 目的の達成に向い万難 を排 して邁進す る事 になった。 (25)
以上 の記述 と大田の記録 を照 らし合わせると、大田の視察が大 いに影響 を与えた と思 われる
記述 を確認 で きるこ とが窺える。欧米 における音楽博物館 の状況については、大田の視察がそ
の まま反映 されてい ることが分かる。欧米 において数多の東洋音楽を専門的 に収集、研究す る
施設を目の当た りに した経験は、「欧米 の之等 の完備せる博物館」 とい う形 で表現 され、更に、
各地 において、将来的な音楽公共施設同士のネッ トワー ク構築 を約束 してお り、それが「躍進
日本の文化 を慕 い 日本音葉及び 日本槃器 の研究を志 して来朝せ る外国人士のために」 とい う表
現 として反映 されていると考 えられる。つ まり、 日本人研究者 ばか りでな く、海外 の研究者 の
招聘 も念頭に置かれてお り、大田が視察 を通 して各地でネッ トワー クの構築の約束 を交わした
ことが、考慮 された結果 と言えるのであ る。加 えて、 この設立趣意書では、研究者 ばか りで な
く、一般国民 の音楽知識 の向上について も言及 してお り、それ らは大田が教育機関 において視
察 した音楽研究、音楽教育の実情が反映 されていると言えるのである。勿論、設立趣意書 には
太田のみ ならず田邊 をは じめ とした多 くの音楽学者 の経験 や思考 も大 きく影響 されてい ると考
えられる。 しか し、西洋で実際 に音楽博物館 の運営形態を目の当た りにした大田の経験 は、国
際的活動 を行 う上で欠 くべか らざるものであ り、音楽博物館建設運動 において一 日置かれてい
たことは想像 に難 くない。 このように、国家事業 として、海外 の各機関 と連携 を図った音楽博
物館建設 とい う、壮大なプロジェク トを大田は抱 き、それが この設立趣意書に反映 された形 と
なったと考 えられるのである。
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一方で、 同 じく音楽学者 である黒澤隆朝 は、音楽博物館建設準備委員会発足前後 に東南 アジ
アヘ音楽研究調査に赴 いてい る。黒澤 は東京音楽学校卒業後、音楽 の検定教科書編纂等 に携 わ
り、音楽学者 として調査や指導 を行 っていたが、1936年 2月 22日 、23日 に上野高等女学校 にお
いて開催 された音楽資料展覧會 により、
音楽博物館 の建設 について意識 し始めたと考え られる。
この展 覧会は世界中の音楽 に関する資料が集め られ、地域別 に展示 された展覧会である。「楽
器を網羅的 に収集 したほか、生徒製作 の参考資料 も展示 される等、前例 の ない多彩 な内容」

(ハ )

であった こ とか ら、見学 した黒澤 は「此の展覧會 を舞見 さして戴 いて痛切 に感 じた事 は、音楽
博物館 と音楽国書館 の必要で あ ります。」

(η )と

述べ た他、教育現場 における音楽資料展示 の重

要性 について も言及 してお り、教育面 を意識 した音楽博物館 の必要性 を論 じたのである。黒澤
は1938年 にも、著書 『築器大国鑑 西洋篇』

(2)の

中で も我が国における音楽博物館 の必要性 を

強 く主張 してお り、音楽博物館建設運動参加者の 中で も、意欲的に活動 していた人物の一 人で
あ る。そ して、1939年 には東南 アジアヘ フィール ドワー クに赴 き、現地の民族楽器 について詳
細な調査を行 った他、音楽博物館 も各地で見学 してい る。黒澤 は調査 を通 じ、我 が国における
音楽博物館建設の必要性 を再認識 し、以下 のように語 っている。
日本に東洋音楽博物館が建設 され、その一面 の仕事 として東洋 の榮器 を網羅蒐集す るこ
とは、其丈で も日本 を訪れる東洋諸国の国民をして彼 らの祖国の楽器が 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 の音築がか くして 日本に理解 されつ ゝあ
るかを彼等 に理解せ しめる ことにな り、彼等 の 日本に封する信頼 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。

(29)

この ように、東洋の音楽研究 を専門 とした博物館 を建設する ことで、東洋地域 におけ る日本
の地位 を東洋地域 の人 々に理解せ しめることがで きると黒澤 は期待 してお り、東洋の人 々のた
めの教育、研究 に重点を置いた博物館建設 を理想 としていたことが窺える。
黒澤は東南ア ジア各地 を巡った後、 6月 12日 に日本 に帰国 し、同月音楽博物館建設運動準備
委員会 の常任委員 となった 。それ まで黒澤は西洋楽器には精通 していたが、 このフ ィール ド
ワー クで東南 アジア各国 を巡る過程で、楽器に直接手を触れ、調律 を調べ 、素描 し、演奏 を聴
いたことで、楽器 の系統的分類 に興味 を抱 くようになった と考え られる。
そ して帰国直後 の 6月 18日 には、東亜音楽文化展覧會初 日に音楽博物館 の必要性 について講
演 を行 い、その中で黒澤 は、東洋 の盟主 として日本が君臨す るためにも、東洋諸国の楽器 を収
集することが肝要であるとし、そのことで東洋 の人 々の 日本に対する忠誠度 も上がることを期
待す る発言をしてい る。 しか しなが ら一方 で、黒澤 は、東南 アジア地域の文化 を卑下するこ と
な く、真剣 に民族音楽を研究す る姿勢 を有 してお り、 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、東亜音楽文化展覧會 における楽器展示 にも影響 を与 え
たと推察で きるのである。 しか しなが ら、黒澤の帰国直後 に東亜音楽文化展覧會が 開催 された
ため、黒澤 の東南 アジア音楽調査 はあま り反映 されてい ない と考 えられる。
黒澤 の音楽調査 は単 に楽器 のみに着 目し行われた ものではない。ア ンコール・ ワットやボ ロ
ブ ドゥール等 の遺跡 では、壁画に描かれた楽器 のスケ ッチを行 い、古代 の人 々の演奏 していた
楽器 を調べ るだけでな く、儀式 での使用方法、当時 の人 々の信仰等 もそ こか ら検討 しようい う
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意図 も確認で きる。音楽について、科学的視点のみ ならず文化的背景 も重視 し、多角的に研究
す る姿勢が窺えるのであ る。 また、バ リ島で も、島全体 を南方土俗文化博物館 とし、音楽を含
めた島の民俗 を展示する構想 を掲げてお り、音楽を単独 で捉 えるのではな く、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 し、学際的 に研究す ることの重要性 を
認識 していた こ とが窺 える。 また、 タイ国立博物館 にお いては館内の展示形態や資料 の詳細 を
記録 してい る。 この タイ国立博物館 における楽器展示 をは じめ、訪 れた博物館 の展示室や展示
形態に関 して も黒澤 は言及 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、 この調査 は意義深 い と言える。以上の ように、黒澤 は音楽 を多角的 に捉 え、隣接
す る諸分野の視点 を取 り入れた理解 し易 い展示構想 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 の理解へ と繋が り、南方 の 占領地へ の人 々
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。
太田は西洋の音楽公共施設を見学 し、西洋の 人々が東洋音楽 を研究す る機関 として音楽博物
館 を捉 えていたため、東洋の盟主 として 日本が君臨するための音楽博物館建設を主張 した黒澤
とは、考 え方に相違があ ることが見出せ る。 しか し、音楽博物館建設準備委員会 におい ては、
これ らの考 え方が融合 され、東洋 の楽器を専門的 に扱 った音楽博物館 を建設 し、西洋の研究者
が訪れる研究機関が想定 された他、一般 の人 々にも対象 を広げ、東洋 における我が国の地位 を
知 らしめる象徴的 な博物館 としての機能 も期待 されていたのである。
音楽博物館建設運動 の準備 は進行 し、1939年 6月 の東亜音楽文化展覧會 では、楽器の展示 の
みならず、科学的視点 による講演会、一般公衆 に向けた演奏会 も開催 された他、学生や外国人
が見学する様子 を写 した写真 も残 されてい る。
東亜音楽文化展覧會 では、楽器 を打楽器 (磐 ・鐸 ・鐘・方響 ・銅拍子・祝 ・致・木魚・饒飯
錫杖 ・清楽 の拍板・ 太鼓)・ 絃楽器 (琴 ・琵琶・胡弓・笙篠・三絃・ トンコ リ)・ 管楽器 (縦 笛
;

尺八 ・宰集 ・鎖哺、横笛 :笙 ・竿・ 口琴・ 鼻笛・首切笛)の 3部 門に分け、種類別 に展示がな
された。音築資料展覧會 では洋の東西 を問わず音楽に関す るあ らゆる資料 の展示が行 われ、地
域別に展示 されていたが、東亜音楽文化展覧會 では、展示資料 は東洋楽器 に限 られ、種類別に
展示 が行われている こ とが分かる。そのため、展示 された楽器 を純粋 に比較す ることは難 しい
が、音築資料展覧會 では、管楽器や清楽器 ・雅楽器が、種類別 に整理 されていたのに対 し、東
亜音楽文化展覧會 における分類方法に関 しては、地域別に展示 し、東洋楽器 の地域毎の差異 を
際立たせる工夫をするのではな く、種類別 に展示 し、東洋楽器 の親和性が表出す る工夫 を行 う
ことで、異なる地域 の楽器で も類似点が窺 えるようにな り、東洋地域 の類似性、更には大東亜
共栄圏、南方政策の正 当性 をも来館者に浸透 させ、研究者 のみならず一般 の人 々にもそのこと
を示す仕組みが創出で きたのである。
このことか らも、大田と黒澤が海外視察で記録 した ことを具現化するような、音楽 をあ らゆ
る視点か ら投影 した音楽博物館建設へ 向けた第一歩が刻 まれた と言えるのである。
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6.音 楽研究所の設置とその後の動向
太田 は西洋 の音楽公共施設 を通 じ、東洋音楽研究 の実情 を視察 し、音楽博物館建設運動 に
貢献 した。それが きっか けの一 つ とな り、音楽博物館建設に向け、太田の西洋視察 のみなら
ず、黒澤が東南アジアヘ調査 に行 く等、海外調査が活発化 したのである。音楽博物館建設運動
は、その後戦争の激化 と共に、頓挫す る形 となるが、 1940年 代前半 には、音楽研究所が開設 さ
れる動 きが見 られた。先述の通 り、太田は1941年 1月 に AKの 放送部長に就任 したが、それ以
降の活動 について窺 い知ることはで きず、1945年 8月 に他界 している。 しか し、その後 の動向
で大田の欧米音楽公共施設の視察が活かされたと考 えられる点 も見出せるため、本章にお いて
触れ る。音楽博物館建設準備委員会 において委員長を務 めた田邊 は、1941年 には国民精神文化
研究所音楽部門へ研究員 として着任 し、 1944年 まで活動 した。「昭和 15年 頃か ら対中国戦争が
中国全土 に及び、ア メ リカ、 イギ リスが中国側 を支援 した」

(∞

'こ

とか ら、我 が 国では国を挙

げ た精神作興が急務 となってい た。そ こで、国民精神文化研究所 が設立 されたので ある。 こ
の研究所 では、 国民 の精神向上のため、歴 史・文学 ・音楽等各部門で研究が行 われ、音楽部
門では、音楽資料 の展示 も行 われたが、対象 は音楽関係者 に限定 され、一般 に公 開され るこ
とはなかった。1941年 9月 12日 に開催 された国民精神文化研究所 主催 の音楽資料展示 を伴 う懇
親会の招待状 の文中には、「今般営研究所藝術科 に於 て田中正平、田邊尚雄、瀧遼一、岸邊成
雄 の四氏 に委嘱 し日本音楽 の研究並 に大東 亜音榮 の創造 に貢献す るため研究 に着手致候虎此
機會に於て音楽界 の有力各位 の御来駕 を得 て (中 略)懇 談會相催度此段案内申上候」 (31)と ぁ
り、 また、「 尚営 日は東亜諸民族 の音楽 レコー ドを演奏並 に東亜諸民族 の榮器其他 の音楽関係
資料 を陳列致候」

(2)と

も書かれてお り、そのことか らも展示 は研究者を対象 とした ものであっ

たことが確認 で きる。大東亜共栄圏内の音楽 を一堂に会 し、楽器 の陳列 のみ ならず レコー ドの
演奏や参考資料 も配置す るとい う形態 か らは、大田が 西洋 の各音楽公共施設 で見学 した内容
との共通性 を看取で きる。加 えて、太田がハ ンガ リーにお いて見学 した Die Sammlungen der
ethnographischen Abteilung des National‐

Museums.Ungarn.が 、ハ ンガ リーの民族音楽 の研

究 と発展 を目標 とした博物館運営が行 われていたの と同様に、 この研究所 において も、東洋地
域 の音楽 について研究を推 し進め、発展 させるとい う構想があ ったのである。国民精神文化研
究所 では戦時中、国民精神教練のため、研究や雑誌刊行等 の活動が行われていたが、1944年 に
な り、空襲 に脅か されるよ うになると、研究が で きる環境ではな くな り、廃止(33)さ れた。そ
れに代 わって、指導的立場にある学者が集 ま り国民精神 の練成のため如何 に努力すべ きか研究
す る教学練成所が設立 され、田邊 もそ こで研究を行 った。 しか しなが ら、この研究所 では国民
精神文化研究所 のように部門毎 に分 かれて研究す ることはで きず、全部門が一緒 にな り国民精
神練成 に力 を注 ぐとい う状態 であ った。そ して、専門の研究 ので きない状態が続 き、空襲 も激
化 した こ とか ら、最後 は 自然に閉鎖

(34)さ

れるに至 った。田邊 は東洋地域 へ の現地調査 には赴

いた経験 はあるものの、西洋へ は調査に訪れた経験 はな く、欧米の音楽研究所における研究実
態 を知る ことがで きるのは太田の視察に よる情報 のみであったと考えられ る。加 えて、1941年
12月

8日 の大平洋戦争開戦以降、欧米における音楽研究 の実態 を知 る手段 は極 めて乏 しい もの

となったため、大田が欧米音楽公共施設 の視察で得 た情報 に頼 らざるを得 な くなった と考えら
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れる。大田が西洋諸国 において約束 を取 り交 わ した各国の音楽公共施設 との連携 は実現するこ
とはなかったものの、太田が欧米において得 た情報は、田邊が携 わった音楽研究所 にお いて活
か されてい った と推測 で きるのである。
まとめ
太田の視察の特筆すべ き点 として、大 きく2点 が挙げ られる。 1点 目は博物館 をは じめ とす
る音楽公共施設 を見学 した点、 2点 目は西洋へ調査 に赴 いた点 である。
第 2章 にお い て触 れた兼常 は、楽器博物館 の見学 も行 った ものの、見学 した施設 の大部分
(35)に
おいて も、
は音楽家 に関す る施設 である。故 に、見学 した内容 を記 した著書 『音榮巡礼』
楽器 に関す る詳細 な言及 は少な く、音楽家 の生涯に触れる等、歴史的視点か ら記述 した内容が
大部分 を占めている。一方大田は、楽器博物館 をは じめ音楽 の研究 に重 きを置いた機関を多数
訪れ、各博物館 との連携 を模索する等、将来の音楽研究 に直接的 に関わる交渉 も各地 で行 って
い る。
また、同 じく音楽博物館建設運動 に携 わった人物 の中で も、黒澤 は東南 アジアヘ 赴 いたが、
黒澤の場合、各地域 の文化的特性 を考慮 しつつ楽器その ものの研究 を行っていた。それ故、各
地域 の機関 との連携 を図るとい う点 よ りも、黒澤 自らが楽器の研究 を行ったとい う点 で意味の
ある調査 であ った。黒澤 は この調査 を通 じ、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 を考えるようになった

)の

であ る。 この ように、黒澤 と

大田では調査 目的に相違はあるものの、黒澤は東南アジア地域 を網羅 した調査 を行 い、一方 で
大田は西洋を中心 とした視察を行 ったことで、全世界における音楽研究の実態 を網羅的 に知る
ことがで きたのであ る。音楽博物館建設準備委員会に携わった人物 の うち、西洋へ研究 自体 を
目的にするのではな く、研究機関の実態 を探 ることを目的に調査へ赴 いたのは、大田のみであ
るため、大田の意向は委員会内で大 きな影響があったと考 えられるのである。
大田は各国の音楽公共施設 との連携 を取 り付け、 と りわけ北米 について「財 力 と新興文化 に
よつ て胎来刻 々に完全 な施設 をして行 くであ らう」 {37)と 述べ ていたが、戦争に よって、 それ
らが実現 しなかったことは極 めて残念である。 しか し、世界の音楽博物館同士が連携 し、音楽
研究を行 うことがで きれば、情報交換 を頻繁に行 うことがで き、各国の知識層 のみ ならず一般
大衆 の音楽水準 もよ り向上 していたはずである。その意味で、大田が各国 との音楽公共施設 と
の連携 を模索 していた点 は、評価 に値するのである。
おわ りに
音楽博物館設立構想 は、戦況 の悪化により立ち消えることとな り、太田の視察が博物館設立
とい う形で具体化 されることはなかった。 しか し、音楽を展示す るとい うことは、単 に視覚情
報 を来館者へ伝 えるだけではな く、聴覚 を用 いた情報の提供 も必須である。 また、音楽 を展示
する際には、音楽学的視点による ものばか りでな く、科学的視点や歴 史学的視点等多様 な観点
による学際的展示が求め られるため、それ らについてあ らゆる施設を包
括的 に見学 し、記録 を
残 した とい う意味にお いて も、大田の功績は非常に大 きい ものがあると言える。
筆者 はこれ ま
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で、音楽博物館建設運動において重要な役割 を果た した人物 として黒澤を挙げ、黒澤 の東南 ア
ジア調査 が音楽博物館建設運動 にお ける東洋楽器 の展示、研究にお いて大 い に役 立ったことに
0。
しか し、音楽博物館建設運動 に携 わった人物 の うち、欧米 の音楽公共施設 を長
言及 した
期間視察 したのは大田のみであ り、黒澤 の楽器その ものの調査が中心 であった東南ア ジアにお
けるフィール ドワー クとは異な り、博物館 をは じめ とする音楽公共施設 とい ったハー ド面を調
査 したとい う意味で、その功績 は評価 で きる。
太田は1945年 8月 に亡 くな り、以 降、現在 に至るまで大田の功績 について言及 した論考 は、
これまで皆無であった。加 えて、
現段階では大田の著作や大田に言及 した文章は極めて乏 しく、
その思想 の全体像 について明確 に窺 い知ることはで きない。それゆえに、断片的ではあるもの
の、大田の音楽博物館思想 を考える第一歩 として本稿 で海外視察記録 を提示 したが、それを基
に太田の考え方 を明確 に看取す ることは難 しい。それだけに、今後の音楽資料展示 をよ り進歩
させるためにも、大田の視 察 とその意義について、大田に関す る新資料 の発掘や太田の視察 し
た諸外国の音楽博物館 の当時の記録 を検証す る等、細かい分析 を行 うことが求め られる。大田
の功績 を洗 い出 し、検証することで、国内外 の音楽関連施設同士の多角的連携や、音楽 を学際
的 に展示 し、あ らゆる年齢層、知識層が理解 で きる音楽博物館 の創出が実現で きると期待で き
るのであ る。
参考
)の
参考 のため、「欧米音楽行脚 の覺書か ら」 (上 )0、 「欧米音榮行脚 の覺書か ら」 (下 )(Ю

本文 の うち、音楽 にかかわる箇所 を以下に記載する。

(1)「 欧米音榮行脚 の覺書か ら」 (上 )
・ 伯林
獨乙〕
〔

C)Musikinstrumentensammlung
ザ ックス博士 の完成 した この有名な蒐集 は品数組織 の鮎 で屈指 の ものであるが、東洋方面
の築器 は比較的少 い。最近伯林高等音柴學校附局か ら獨立 して直接國誉 となつ た。海来は接
張 し世界楽器に及 ぼす と館長 は云はれた。
OStaatbibliothek(Musik― Abteilung)
世界的な この音楽蔵書 は分類 や管理法の鮎 で特 に注 目に値す る。 (後 略)

OPonogramarchiv
OMuseum ir V61kerkunde
後者 は巨大な土俗博物館 で世 界 の文化が組織的 に陳列 され 日本 の部 も可成 りに立派であ
ー
る。その別館が即 ち前者 でホルンボステルやラツハマ ン等 の レコー ド採集が シユ ナイダ 博
士に よつ て絶承 されてゐるが、 こ ゝは路東大 い に提携 して然るべ しと思ふ。
(1)Lautarchiv in Berliner Universitat

一般 に音肇をも包含す る この研究所 レコー ド蒐集 は獨 乙を中心 に欧洲 の民詰な どが主であ
ので、
るが、ボーゼ博士は特 にフィンラ ン ド音榮 に詳 しく又東洋 にも多大の興味 を有せ られる
こ ゝでは採集 レコー ドを賞費
私 は日本 の代表的民諾 を五種選 んで妻 の綾子 に吹込をさせた。
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頒布 してゐる。
C)Staati lnstitut ir deutsche Musikbschung
音楽史學 の長老ザイフェル トの主宰す る正統的研究所 である。 (後 略)
・ハ ンブル グ

O Museum ir Vdkerkunde
こ ヽの説明や国譜 はいい。
C)Institut fir Lautforschung(Universitat)

OMuseum ir Hambur,SChe Ceschichte
・ フランクフル ト アム マ イ ン
CIStadtisches Geschichte Museum.Abt,Musikinsti

OFr.Nicolas Manskopヽ ches Musikhist Museum
OMkwisslnstitut ad.Universitat
C)Museum fur V01kerkunde(FOrschungsinstitut ir Kulturmorphoroge)
この土俗博物館は市立だが素材 は豊富 だ し、西洋以外 の楽器 も澤多あ り表 に傑出 してゐる。
ピシ ッング博士には種 々世話 になつ たが、 こ ゝか ら日本へ研究派遣員 を出 したいか ら然るべ
き研究所 を世話せ よとのことだつ た。
・ハ イデルベ ルヒ

O Mkwiss Seminar ad Univ.
こ ゝの榮器蒐集 は特 にオルガンで、特記 に値す るといふの は、グル リッ ト博士はプ レ トリ
ウノ、オルグルの再興者 だか らである。生憎 く夏休みで不在 で面談が出来なかつ たが、 日本
に手紙 をよせ られて交通を希望 されてゐる。
・ シユ トッ トガル ト
OLander― u.V61kerkunde‐ Museuin
相営東洋方面 の素材 も豊富だ。

OLandesgewerbemuseum
楽器製造特 に ピア ノの有名な産地 としてこの方面 で特 に注 目すべ きだ。
・ ミ ュ ンヘ ン

ODeutsches Museum Abt Musikinstrumente
獨 乙が世界 に誇 るこの総合文化博物館 の音槃関係 の ものは震動學 の一部 に位 し、凡ゆる問
題が系統的組織的で、簡に して要 を得 た説明 と文献引用、嚢音模型、賞物 に鯛れ得 る尉、貴
重築器 は少 いが品 目の整つ て系統的な ことは他に比 をみない。それに他 の文化 との関係 を観
るに便 な上大国書館があ り、之は 日本 の府末 にとつ て も多大に他山の石 た り得 る。 (後 略)(太
田 1938a)

OMuseum mr Vdkerkunde
こ ゝは伯林 とは異つた意味で注意すべ きだし、東洋関係の素材 も顔 る豊富だ。デー リング
博士 は支那古代考古學者で色 々面白い會談をした。
O Akademie der WissenschJten
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OUniversitat‐ Mkwiss Semina■ Bibliothek

・ニュールンベ ル ク

ONeupert Klaviermuseum
チエ ンバロ、クラフィエル ド製造者 として著名なこのピア ノ蒐集は系統的で要 を得 た鮎 で
随―である。

C)Ricks Musikinstrumentensammlung
薬器商の リユ ック博士 の楽器蒐集 は東洋方面 に も及 び非常 に熱心 だ し品 目も多 い。 こ ゝで
エ ル ラ ング ン大學音葉教授 Prol D■ R.Steglicze氏 に會つ た。之等の人 々 も着来 の交通 を約
された。

O Germaisches National Museum(Mkinsti Abt)
(I)saugerinuseuin̲Hans sachs̲Haus
・マル クノイキルヒェン
この地は僅か人口六千程 の小町であ るが、チユー リング ンの アイゼ ンベ ル ク、南獨 の ミテ
ンワル ドと共に獨乙で屈指 の楽器製造地、住民 の全部が専門的な製造に従事 してゐる。榮器
製造學校 もある。即 ち

OFachschule ir Musikinstrumentenbauen
又 Landes Gewerbe Museumに は愛明 された珍 らしい ものや古 い製造品な どある他、西
洋以外 の楽器 も可成 りある。
・ ライプチ ッヒ

O Museum mr Vdkerkunde.

C)Museum

r Musikinstrumente

C)Stadische Musikbicherlei
以上は凡て Grassi‐ Museum中 にある。
土俗博物館 は東洋開係 だけで も巨大な素材 を栽 してゐる。特 に日本の ものは営時庫 にあつ
たが珍 らしく又品 目も大 した敷 だつ た。又 アフリカの榮器 で珍 らしい もの も日についた。次
に榮器博物館 は品 目の多 いことでは伯林 以上だ。之 はケル ンの キ ンス キーの有名 な蒐集を
こ ゝに移韓 した ものだが、研究上にも注 目すべ きものだ。
ライプチ ッヒには この他 Petersbibiothekを 始 め、出版物 に開 しては大国書館 や博物館が
数多あ るし、又獨乙音榮史の古蹟 が多 いが限 りないか ら省 く。
・ヴァイマール

OLiszt Museum
OReger Archiv
・ アイゼナ ッハ

OBach Haus
こ ゝには地階に楽器蒐集があ る。 この他 ヴァー グナー博物館やヴ ァル トブルク城な どもあ
る。
・ ゥイースバーデ ンービープ リッヒ
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(二

)IIeckel‐ Fabrik

世界一のフア ゴ ッ ト製造者ヘ ッケルには 自分の ところで製造 した代 々の榮器が古 くか ら歴
史的に保存 されてゐる。 こ ゝに田中正平博士が泊つ て居 られたのは懐か しい と主人公 とも話
し合 つ た次第だ。
・ ブレスラウ
C)Schlesisches iMuseum i Kunstgewerbe u.Altertimer
C)Institut fir rnusikalische Technologe b.d.Technischen Hochschule Dz.

音薬 のテクノロギー といふ術語 を用ひて音楽を廣義 に且産業的に解 してゐるマ ツケ博士 は
獨 乙楽器製造誌 の主筆 として又音楽経済學政治學等 の著者 として賞際 に會談 して大 いに興味
があつ た。獨乙で も工業學校 で斯様 な施設 のあるのはこ ゝだけだ し、マ ツケ博士 の獨特 なや
り方 は學 ぶべ き鮎が多 い。以上 の他 ケルンの東洋文化研究所や博物館 と名のついた もの音葉
史蹟 な どあるが省 く。
スエーデ ン〕・ス トックホルム
〔
(I)Staatens Musikhistoriska Museet

この有名な音楽研究所は主に榮器蒐集であるが、 ノル リン ド博士は既 に五萬 にのぼる世界
葉器 のカー ドを作 られ 目下絃楽器 の部 だけ出版 されてゐる。築器分類法 についても生物學的
系統法 を採用 され色 々な教示 を受けた。博士 も絡来の交通を切望 された
C)Staatens Ethnographiska
スエーデ ンの王子が特 に支那文化に興味を有せ られるので、こ ヽは特 に支那の文物が多 く、
又傑出 してゐるが 日本 の材料 も仲 々あ り、
藤原銀次郎氏寄贈秩父宮殿下御命名の茶亭 もある。
ヽ
こ で も文化交換 を待望 してゐる。

OKё ni」 iches

Bibliothek― Di■

Z.SundstrOm

ス トリン ドペ リーが働 いた こ とがあるこの一般回書館 の今 の館長 は偶然十八世紀歌劇史家
で歎迎 された。

ONationd‐ Museet
〔ノール ウエー〕・ オスロー

C)Norsk F01kemuseum
OEthnographisches Museum
いづ れ もス トックホル と共 にスカ ンデナヴィア特 にフィンやラップ族 の柴器 で見るべ きも
のが多 い。
デ ンマー ク〕・コペ ンハーゲ ン
〔

OMusikhistorisches Museum
こ ヽ も 蔵 書 は 多 い し館 長 の ス キ エ ル ネ 氏 の 好 意 でClaudius Sammlung alter
Musikinstrumenteに 案内された。 クラウデ イウス氏 は既 に物故 し今は この蒐集 はスキエ ル
不氏 に管理 されて居 り路来 は音築史博物館 に移る筈 であるが、 この中には単 に品 目が好事的
に数多集 め られてゐるのみで な く、珍品や上等な品が澤山あ る。スキエ ルネ氏 も非常に歓待
して交通 を約 された。
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(2)「 欧米音楽行脚の覺書か ら」 (下 )
[佛 蘭西 ]・

パリ

C)MlusOe et Bibliothё que de Mlusique.―

Conservatoire National de Miusique et de D6cla

mation
パ リ國立音薬學校 の地階には柴器博物館があ り相営品 目もあ り名器 もあ るが、Chouquet
の「 目録」 (1875年 )(絶 版)以 来大 して増加 もな く、 日下は整理管理共によくない。尚音桑
博記學者 で有名 なJGProd'hommeは 同校 三 階の回書館 の長で、 この他 に各専門の一流史家
が参典 して居 り、盛 んにマ ヌスクリの整理 をやつ てゐる。 こ ゝには非常 に貴重な文献が澤山
ある。又 こ ゝで働 いてゐるMlle M― L Pereyraは Revue de Musicologeの 同人であ り事賞上
の編輯者 である。但 しこの回書館 は主 として西洋音榮 の ものである。
C)MIus6e de l10pOra

有名なパ リ歌劇場 の一角 にあ り、同 じく国書館及 び博物館があ る。主に歌劇関係 の もので
あ るが、国書館 には貴重なものが多 い。博物館 の方 は主にこの劇場開係 の立役者が用ひた品
が陳列 されてゐる。 目下 プロ ドム氏が館長を兼任 してゐる。こ ヽの書記 のM.Wattebledと い
ふ老人は曾 つて数回 日本に来た ことがあ り、非常 な日本贔負である。
C)Bibliothё que Na■ ond

有名なこの大国書館音業部 は佛蘭西 のこの種 の ものの中で最大であ り又最重要なもの を包
括的 に蔵す る。
(中 略)

OMus6e Guimet
曾つ て来朝 した中央 アジア美術 史家 フシエー、東洋學者ベ リオ等の寄賠 によつ てなるこの
東洋関係 の博物館 には、 日本築器が ガラス画中に陳列 されてゐるが、主に江戸音榮 の ものだ
けである。 この博物館 には講義室があ り又各専門の研究室があつ て、常に研究會 を催 してゐ
て、数 回招かれた。 シカゴ大學 のアフリカ音楽探検家 MrsBoultOnの ニヂエ リア音楽講演、
原始人の音楽 レコー ドの演奏 などそれである。 (中 略)
[白
C)l

耳義]・ プラッセル
us6e lnstrumental du Conservatoire Royal de lЛ

usique de Brusseles.

MahlllOnの 有名な五巷 の 目録 によつ て知れ る通 り、 こ ゝは伯林 の集器博物館 と相並 ぶ 大薬

器蒐集 であ る。分類 は凡そマ イ ヨンの 目録通 りだが、伯林 のそれが西洋以外 の ものに貧弱 で
あるに反 して、こ ヽはその方 に於 て も賞 に遺漏がな く、世界 の榮器が整然 と陳列 されてゐる。
日本 の部 も一室別にある。 (後 略)

C)Mus6e du Congo Beuque
白耳義領 コンゴの凡 ゆる文物が陳列 されてゐるこの博物館中 には葉器 で数多見 るべ き獨特
なものがある。特 に形態模傲呪や鐵器時代 に属す るものに於 て然 りである。
[和 蘭 ]・

ハー グ

OMuziekhist Museum in Cemeente Museum
新 に落成 した國立博物館 の七室が榮器部に営 て られてゐる。 モ ダー ンで採光 と温度 に細心
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の注意が排 はれてゐる快適な建物、 こ ゝにシ ヨイレル博士の大蒐集 になる曾つての音榮史博
物館 が併合 されたのである。西洋 と東洋の二部 に大別 されてゐるが、量 に於けるのみ ならず
質 に於 いて も頗 る見 るべ きものが ある。東洋部の中 に日本榮器や築器 の錦給版豊等多 いの も
和蘭 と思ふ (中 略)。 こ ゝも見逃 し得 ない重要な蒐集であ り、その管理法 は温度 の強い我國
の如 き大 いに學 ぶべ きものがある。
・ ライデ ン

C,Ethnographisch Museum(Leiden Rijks)
昨年夏 に新 に落成移韓 したもので、殆ん ど陳列を終へ てゐたが未 だ開館 してゐなかつ たけ
れ ども、ラ ッセル館長の配慮によつ て、陳列品や庫 の中を一通 り参競 した。 日本関係 の一般
文物 は賞 に豊富であ り、又最近の 日本出版物迄取揃へ てあるには驚 いた。
・ アムス テルダム
OKOninklilke Vereeniniging KoloniallMuseuln

和蘭の殖民地 に開す る凡 ゆる文物 を陳列 してある この大博物館 には、各地方分類 の陳列品
中に無慮 の榮器 がある。特に目をひ くのはジヤバ、バー リのそれである。博物館中に大研究
所 があつて専門的 に分措研究 してゐる。 (中 略)
とにか く和蘭 は小国なが ら、近接 した各都市 に斯様 に異つ た特色 を有する大博物館 が駄在
し、且つ 日本 との古 い修交 によつて、こんな物が と思ふ ものが澤山あるし、 日本の研究 自證
も相営身 についてゐるや うに思はれるので、府末 の文化交換及 び同地 の訪間 は吾 々には必須
であ らう。
[英 吉利]

OBritisch

luseum一 Music Department,Mannuscript Department,Genera Library.

この巨大な大殿堂中、音榮 に開す る国書館だけで も前記の如 き三大部に分立 してゐる。印
刷榮譜 の部だけで も大 した ものであ り、マ ヌスクリプ トは凡 て貴重品 に属す る。音榮書 は一
般国書館 に含 まれる。全般 の音楽蔵書 目録 の陳列室 だけで も一驚 に値す る。之だけ大規模 な
ものは他に類がない。
O Victoria and Albert Museum
築器部 はかのKarl Engelの 目録 (― 八七四年絶版 )に 出て ゐる品 日程度で増加 してゐ な
いや うであるが、 ここの楽器 は珍品、上物 で而 も保存が頗 るいい。但 し説明が不完全で寄蛤
者 の名前 が主だか ら、恰 も賓物や骨董品の舞観 のや うな氣がする。

OScience Museum
音響學、蓄音機、ラデオ等 の科學器具 の陳列部があるが、組織的 とは云へ ない。
O Natural History Museum
こ ゝには人種 に開す る研究でみるべ きものがある。
そ の 他 条 器 蒐 集 で は、Horniman Museum綱 人 の も の で は Calpin,Adam Carse,

Blandbrd,Dolmetsch等 の ものが著名で、前二者 は管築器、後者 は古薬器 に於 て秀 でてゐる。
尚 ロ ン ド ン で 特 に 私 の 興 味 を 惹 い た の は、The Music Trade School(Northen
Polytechnic)で あ る。之は工手學校 (國 立)中 の楽器製造科 でその教授 と賞習 を見學 した。
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獨逸 ブ レス ラウ高等 工 業學校 榮器科 よ り費用 的だ し、 こ ゝの システ ム も参考 になる。 日本人
で築器科 を訪れた の は 自分が最初 だ さうで科長 自 ら案 内 し色 々参考文献 を贈 られた。 (後 略 )
[伊 太利 ]

・ フイ レンツエ
C)l

luseo del R.Instituto L.Cherbini

フイ レンツエ の音楽學校 の楽器室及 び 固書室 で、 伊太利古典 時代 の ものが 豊富 にあ る。
(中 略 )

・ ヴ ェ ネチ ア
(:)Museo Civico

()Sanヽ 4arco
ヴ ェニ ス薬派 の 遺物 多 し、
ミラ ノ

OMuseo Teatrale ana Scala
有名なスカラ歌劇場付属博物館 でパ リ歌劇場 のそれ と類似の機構 であるが、ヴェルデ ィ室
や古代文化 の遺物な どある鮎が一寸異 る。 日録絶版で只今改訂増補中の 由、
C)Museo del Conservatorio diヽ 4ilano
Guarinioniの 目録で承知 してゐたので楽器部を訪ね た ところ、 この榮器類 はスカ ラ座の方

に併合移韓 の由遂 に競 るを得なかつ たが、偶然音楽起源説 で有名な トレフラ ンカ教授が この
国書館長で、面接 されたので反つ幸運 に恵 まれた次第である。 こ ゝの国書館 には又賞 に貴重
な伊太利音柴の古文書が澤山あ る。 (中 略)
とにか く、
伊太利 は (中 略)目 下 ファシ ョ政権 の下に凡ゆる ことが愛改 されつ ヽあるので、
獨逸 と同様 目的の場所が見営 らず、又移韓や閉鎖 に遭遇するのである。 ム ッツソリーニは久
しい以前か ら世界一の文化博物館 を建てると云つてゐるか ら之が出来た ら営然音楽部 の大 き
いのが出来て、 こ ゝで伊太利音榮文化を鳥敗で きるや うになるであ らうが、 日下 の印象では
こ ゝは頗 る非組織的であ る。只防共関係 もあ り日本人 とその文化 には多大 の興味 と好意をも
つてゐるか ら、府来充分な文化交換 を篤すべ きである。
瑞西〕・チ ュー リッヒ
〔

C)Musikinstrumentensammlung von Eugen Tenucci
テヌ ッチは架器商であるが、
葉器蒐集室 をもち、
特 に北伊太利か ら瑞西にかけて著名なヴァ
イオリン属 の絃築器が多数集め られてゐる。主人公 自ら案内 して くれたが 日本の集器 も若干
あ り府来一通 り集めたい と云つ てゐた。 こ ゝは丁度ニユール ンベ ルグの リユ ックの蒐集 と軌
を一 に してゐる。
(中 略 )

・バーゼル
C)Sammlung alter Musikinstrumente der Historischen Museum一

Musikwiss.Seminar d.

Univ.Basel
有名な音楽史家 Karl Nefの 築器蒐集 であるが、主に西洋榮器 であ り、今 は大學 の音築學
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研 究室 に も使晴れ て い る。

OSc」 a Cantoru:n― Lobeck Salnmlung」 ter

MIusikinstruinente

前記 カルル・ ネフ教授 の 甥が主宰す る音楽 史音築學校 で、 古来 の音榮 の 史的教授賞演 をや
る學校 で、 誠 に世 界 に唯一 の もので あ る。 こ ゝに約 三 千程 の 世界 の 築器 が 蔵 され てゐ るが、
之 は ロベ ック といふ 富豪 が趣 味 で 蒐集 した もの を寄 託 され て ゐ るの だ さうであ る。 しか し
中 々珍 品や 上 物が あ る。 但 し目下整理 中。 ロベ ル ト。 ネフは まだ若 い學徒 だが 熱心 で府来 の
交通 を望 まれた。
(中

略)

埃太利〕・ザ ル ツプルク
〔
C)Stidtisches Museum Carlorino Augusteum
薬器部があ りD■ Geiringerの 目録がで きてゐる。

C)MOzart Museum― Hauschen,Mozarteum
モー ッアル トに開する一切 の研究資料が集め られてゐる。
・ ウキー ン

C)Museum ftr Vdkerkunde(Naturhistonsch M.)
世界各地の楽器があるが、 日本の ものは上物 だ し印度葉器は特 に豊富、之 とは別 に最上階
に

C)Musikinstrumenten― Sammlung(Kunsthistorisch)
として有名なProl Di Schlosserの 大 目録で知 らされてゐる蒐集がある、 日下整理中であ
る。
C)Museum u.Bibliothek der Cesellschaft der Musik ieunde in Wine

この有名な歴史的演奏會 の階上に薬器及固書 の蒐集がある。丁度昨年 は創立二五周年杵陳
列 があつ て、館長 の Frl D■ Krausや 葉器史家 の Geiringen圃 書係 の Daubrawa氏 等 に面談
して比較的念入 りに見學 で きた。楽器は約二百だが組織的 に陳列 してあるし、
貴重品が多 い。
東洋関係 の集器 も若千ある。
OStidtisches‐ Historisches Museum

維納 の歴史一切 を含 むもので、従つ て西洋古典音葉 の中心 ウヰー ン榮派以来の重要参考品
がある。 (中 略)
C)Musik‐ Sammlung(Albertina)

は国立固書館 で PrOfD■ Gausが 音業部長で貴重原稿 の他、凡 て組織的に音楽開係文献 を蒐
集 してゐる。

OPhonogramm― Archiv(Akademie der Kinste)
この レコー ド蒐集 は獨逸伯林 のそれ と共に重要なものである。
一般 にウヰー ンは音薬 の都 であるばか りでな く、音楽學 の方 に於 いて も老成 の大家揃 ひで
あ り、組織 も賓質 も整ひ、西洋以外 の音柴文化 に封 して も廣汎に學的研究が篤 されつ ゝあ る。
(後 略 )

〔
匈牙利〕・ プ タペ ス ト
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(:)Kgl.Ung.:Franz.Liszt Landeshochschule i l

usik.

この音榮學校長 はかの Dohonanyi、 教授 にはB」 うk等 がゐるので知 られてゐる。 こ ヽに
リス トとゴル ドマル クの遺品陳列室がある。又固書館 も大 きい。 (後 略)
M:useums.Ungarn.
()Die Sammlungen der ethnographischen Abteilung des Nation」 ‐
これは匈牙利民族文化博物館 で頗 る著名 だ し獨特 なものだが、 こ ゝに世界的な レコー ド蒐
集がある。バ ル トー クの始 めた レコー ド蒐集は (中 略)益 々増大 され、多 くの助手 の協力 の
下に約一萬面が録音 され又頗 るよ く整理 されてゐる。 (中 略)こ ゝには匈牙利 やバ ル ンカン
等 の築器 も一通 りあ るので研究には頗 る好都合 で あ る。 (中 略 )匈 牙利人 は東洋 の血統 を含
み 日本贔負 の人 々で浦ちてゐる。 (中 略)音 築文化施設 に於 ては我国の如 き到底比較 にもな
らない程立派である。彼等の 目標は常 に匈牙利国民榮 の研究 と登展 にある。 と云つ たや うな
理で、軍 に日本人が歎待 されるばか りで な く、吾 々は こ ゝに學 ぶべ き事が多 々ある と信ず る
のであ る。必ず吾 々は こ ゝと文化交換 をな したら収穫 があ らうと思ふ。
北米合衆國〕・ニ ュー ヨー ク
〔
O Metropolitan Museum.
この楽器部 はJohn Crosbyの 蒐集 として大 目録 (絶 版)が あ り世界的であるが、組織的で
整理がいい。世界榮器に互つ てゐる。西洋築器にも貴重品が多いが、アメ リカイ ンヂア ン等
の米国土着 の ものは質量共 に獨特 であ る。
C,Public Library,Music Department
目下 Prol Di Sachsが こ ゝで世界一の綜合音槃研究所 を企豊中である。博士の言 によれば
自分 はこの固書館 で まだ捜 し得 られなかつ た薬譜や音楽書 は一つ もない と。以て蔵書 の豊富
を知るべ きである。之 とメ トルポ リタ ン博物館 の葉器部 とを併合 し、尚不足 の分 は補充 し、
世界 の文献、葉器、レコー ドを集 め、ロ ックフェラーの財国によ り、ロ ックフェラーセ ンター
に大殿堂を建設する計豊なのだか ら、府末 日本朝鮮等 か ら東亜音柴関係 の文化交換 を頼むと
の話 であつ た。誠に美 しき限 りである。 (中 略)
とにか く瞥見 しただけで も北米合衆國は財力 と新興文化 によつ て将来刻 々に完全な施設を
して行 くであ らうことが解 る。

=■
a=

(1)

田邊 尚雄 1939「 音楽博物 館建 設 の趣 旨」『 自然科學 と博 物館』 10(9)東 京科學博 物
館

PP.3‑4

(2)

田邊先生還暦記念論文集刊行 會 1943『 田邊先生還暦記念東亜音楽論叢 』 山一 書房

(3)

193833「 龍田九婦来」『朝 日新聞』東京朝刊

(4)

1938325「 AKの 洋楽課長 太田太郎氏 に決る」『讀賣新聞』第二夕刊 P2

(5)

1941■ ■9「 AKの 機構改革

(6)
(7)

P2

戦時下電波の飛躍へ」『朝 日新聞』東京夕刊 R2
飯田忠純 1936「 薬壇人物評論」『音薬倶業部』 3(7)R57
太田太郎 1938「 欧米音楽行脚の覺書か ら (上 )」 『東洋音楽研究』1(3)東 洋音楽學
會 PP.41‑47
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(8)

大 田太郎 1938「 欧米音楽行脚 の覺書 か ら (下 )」 『東洋音築研 究』

1(4)東

洋音楽學

會 PP.61‑69

(9)

註 7に 同 じ

(10)

註 7に 同 じ

(11)

兼常清佐 1927326「 ベー トー ヴェン園書展覧會」 F東 京朝 日新 聞』朝刊 R5
兼常 は欧州へ 渡航 し、
各地観光名所 に関 して著書『音柴巡礼』(兼 常清佐 1925『 音榮巡礼』

(12)

岩波書店)の 中で言及 してい る。 と りわけ、 ドイツ・ケ ルンの楽器博物館には世界初 の
ピアノを見学するとい う目的で訪れ、展示 されている楽器 の数ではベ ル リンの楽器博物
館 には及 ばないが、質ではそれに劣 らないことを指摘 している。 また、博物館内のビア

(13)

ノを使用 して若 い娘 と師匠が レッス ンしてい る様子 も記録 している。
東洋音楽学会編 1968『 南洋・台湾・沖縄音楽紀行』音楽之友社

(14)

東洋音楽學會 1937『 東洋音學研究』

(15)

1(1)東 洋音楽學會

拙稿 2013「 戦前期における音楽博物館建設運動 の原点 ―
東京私立高等女学校協会主催・
音楽資料展覧会 の影響 と意義 ‐
」『國學院大學大学院紀要 文学研究科』44國 學院大學大
学院 PP.225‑245

(16)

拙稿 2012「 音楽博物館 の分類 と提唱」『博物館学雑誌』37(2)全 日本博物館学会

PP.47‑63
(17)

註 16に 同 じ

(18)

註 16に 同 じ

(19)

註 16に 同 じ

(20)

註16に 同 じ

(21)

太田太郎 1940「 音集 とレコー ド」『現代教養講座』 8三 笠書房 PP■ 71‑211

(22)

註16に 同 じ

(23)

複合施設 も含 まれるため、内訳の 中で重複 している もの もある。

(24)

註16に 同 じ

(25)

註 1に 同 じ

(26)

註 15に 同 じ

(27)

上野高等女學校編 1936『 課外指導に よる音楽教育 の賓績 (昭 和十一年二 月二十二・三
日 音楽資料展覧會記録)』 上野高等女學校

(28)

黒澤隆朝 1938『 榮器大国鑑 西洋篇』共益商社

(29)

今開六也 1939「 音楽博物館建設運動 に関連 して希望 を述べ る」 F博 物館研究』 12(12)
日本博物館協會

(30)

PP3‑4

『季刊邦楽』23邦 楽
23‐ 国民精神文化研究所」
田辺尚雄 1980「 田辺尚雄思 い出ばなし‐
土PP.109‑113
ネ

(31)

田邊尚雄 1982『 続田邊尚雄 自叙伝』邦楽社

(32)

註31に 同 じ

(33)

註30に 同 じ

‑ 155 ‑

太円太郎 の欧米 における音楽公共施設視察 と音楽研究所 の設置

(34)

註 30に 同 じ

(35)

兼常清佐 1925『 音楽巡礼』 岩波書店

(36)

拙 稿 2013「 民 族音楽 資料 の展示 と活用 ‐ガム ラ ン楽器 の事 例 よ り‐
」『國學 院大學博物
館學紀要』 第38輯 国學 院大學博物館学研 究室

(37)

註 8に 同 じ

(38)

註 36に 同 じ

(39)

註 7に 同 じ

(40)

註 8に 同 じ

PR87‑106

(國 學 院大學 大学 院博士 課程後期 )
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移動博物館研究 の現状 と課題
The Present and Problem about Research of Mobile Museum
阿部

楓子

ABE Fuko
は じめに
移動博物館 とは、博物館 における教育普及活動 の 中の館外活動 の 1つ として位置付 けられ る
ものであ り 博物館学の論文雑誌 をはじめ として、数多 くの博物館 に関する書籍や各博物館・
(1)、

美術館 の紀要・報告書 において事例が紹介 されてい る。それ らで報告 されてい る活動 は、 当然
のことではあるが、各館 によって内容が様 々であ り、独 自性が強い傾向がある。また、それ ら
は移動博物館 の他 にも移動展、巡回展 とい う活動名であった り、わが国が定める法律・ 省令・
政令 にお いては巡回館外展示 とい う言葉で示 されてい る等、その呼称 も一様 ではない。
資料貸 出や出前講座等、複数あ る館外活動 の中の 1つ とい うこともあ り、移動博物館 のみを
対象 とした博物館学 の研究 は、多 くは行 われてお らず、 このテーマ に絞 った論文 も少 ない。椎
名仙卓 は、移動展覧会あるいは移動展 とい う言葉 を用 いて、 日本においては明治時代末の通俗
教育か ら派生す るとい う経緯 と、大正 2年 (1913)か ら大正11年 まで行われた東京教育博物館
及 び大正 5年 か ら行われた通俗展覧会 (特 別展覧会)
(現 :国 立科学博物館 )の 資料 の貸 し出し、
②
の延長上 とす る戦後 の移動展覧会 の詳細 を述べ ている 。中型バ ス に実験装置や模型 を含 む博
物館資料 を載せ、主に近県 の小中学校で 開催 されたその活動 は、時代が経る と全 国的な規模に
広が って主要都市 で開催 されるようにな り、今 日では特別展 もしくは巡回展 と呼 ばれる展覧会
の性格が強 くなってい く。つ ま り、移動博物館 の歴史の一部分 には触れているものの、十分な
移動博物館 の歴 史が述べ られているのではない。その他、館 の活動報告 の中で、移動博物館 の
概要・歴史を示す ものは散見す るが、 どれ も十分に述べ てい るとは言えない。
本稿 は、博物館 に関す る書籍 や各論文で示 されてい る定義、歴史等を整理す ることで現状 を
把握 し、 これ まで詳細 には行 われて こなかった移動博物館 に関する研究においての課題 を明確
にする ことを 目的 としてい る。

1

定義をめぐつての課題
論文や報告書、博物館 に関す る書籍で記 されてい る博物館 における館外 での教育普及活動・

展示活動 の呼称 は、おお よそ、移動博物館、移動展 (移 動展示)、 巡回展 (巡 回展示 )に 分け
ることがで きる。 これ らを示 してい る博物館 に関す る書籍を以下 に引用 し、それぞれが どのよ
うに定義 しているのか、また どのような呼称 を用 いているのか、その傾向を考察 してい く。 (傍
線筆者)
・棚橋源太郎 °
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巡旦重堅豊 博物館事業 の館外延長 に今一つ巡回展競がある。海外の博物館で最 も早 くこ
れを賞行 したのは、 ドレスデ ンの ドイツロ立衛生博物館 であ る。 この計豊 は同館約千回に
互る巡 回展親 に依 つて得 た、貴 い経験 の結晶 として立案 された ものである。その特色 はこ
れが運搬 に用 ひる特別な自動車 にある。この自動車 はどんな悪路 をもよく突破 し、且つ地
方にあ り勝ちの會場難、電力供給の不便、係員宿泊所 の困難等 の諸問題を解決 し、 またそ
の持 ち廻 はる展観物が給豊 のみに止 らないで、模型 にまで も及び、さらに車内で映鳥 をも
行 ふことの出来 る種 々の長所 をもつ てゐるのである。その二人の柔込人の中一 人は自動車
運韓修理 の出来る技術者、他 の一人は講演上手な衛生教育方面 の練達者 である。 (後 略)
・鶴田総一郎 ω

a.巡 回展示。
中央 の大博物館 では、地方博物館、地方市町村等を対象 に、豊富 な資料 の うちか ら、地
方向の適当なセ ッ トをつ くり、 これを特別な自動車

(自

家発電装置・強馬力折畳み 自由の

展示装置付、資料 の安全保管、防震装置 の完備等)に のせて整塾捜塑笙 を形成 し、山間の
悪路 を突破 し、会場難、電力供給 の不便、宿泊所難等 の諸問題 を解決 して、避地の果 てま
で巡回展示 してある くとい う方法 を実施 してい る。きの きいた資料の他 に、映写装置 を持 っ
てい るとい うような この種 の教育活動 は、文化 に恵 まれない農山漁村 の人 々に対 しては、
実 にす ばらしい賜物 である といえよう。 これには最小限二人の職員を要 し、一 人は自動車
の運転 と修理 ので きる技術員、もう一 人は話 の上手な学芸員 である。道路 の悪 い 日本 では、
資料 の破損、 自動車 の事故等 の問題が相当ある と考え られるが、大 い に研究を要する活動
面である。 (後 略)
・ 富士川金二 (5)

a.麹

星

博物館 の豊富な資料 の うちか ら適 当な資料 を選び、他 の地方博物館あるいは、市町村 の
公民館その他 の施設 を展示場 として、資料 の展示、解説のほか、講演会、座談会等 をかね
て行ないつつ、巡回する博物館 の館外事業 としては もっとも有効なものである。
特別用の 自動車を運搬用 にかね易

を形成するものであるが、これは山村 の悪路

をもよ く突破 し、地方 にあ りがちな会場難、電力供給 の不便 さ、係員宿泊所 の困難等 の諸
問題 を解決 し、 さらに資料 の保全 とい う長所 をもってい るのである。鉄道列車、電車等 を
利用する ことも有効な ことで とい えるのである。 こ うした活動 は、ことに文化 に恵 まれな
い農山村、漁村 の人人に対 しては、待望 の賜物 であ って、博物館教育 の地方文化 の振興策
として、 きわめて適切 な事業 をい うべ きである。
・加藤有次(6)

B.移 菫璧麹墾直

移動博物館 は、博物館 の館外活動 の形式 の一つである。

博物館 の展示活動 は、単に自館内に展示する こ とのみにとどまるものではない。博物館
の利用 を高めるためにも、 また博物館が大衆 の なかに入 り込む目的か らも、 と くに山間地
な どの交通の不便 な地区、 またはある特定 の 自然条件 を必要 とする場合等、そ こに博物館
を移動 し展示教育活動 を実施することをい うのである。 これには移動博物館専用 の装置を

‑ 158 ‑

移動博 物 館研 究 の 現状 と課題

もった 自動車が あれ ば、 なお よい であ ろ う。移動 の さい には、 当然周倒 な企画が必要 で あ
るが、それ には、 目的 ・ 理念が明確 に打 ち出 されて い なければな らない 。
さらに、他館 の 企画展示 を受 け入れ る場合 もあ るが、それ と同様 に、 時 間 での特 別 企 画
展示等 を他館 へ 貸 出 して、移動展示す る こと もあ る。
そ の他 、展示活動 のみ な らず、博物館 にお い て企画 された講演会 ・ 映画会 ・研 究会 ・公
開講座等 を、地 区住民 に対 して、あ るい は他 の 地域社会 へ 移動 して出張 開催す る こ と も必
要 で あ る。
これ らを実施 し、 回 を重 ね る ことがやがて、その博物館 の活動 を広 報す る意 味 に もつ な
が るので あ る。
・ 林公義 (7)

b

移動展示

施設 の存在す る地域 、 あ るい は資料 の通常設置 されて い る展示室 よ り資

料 を移動 し、別の施設や地域等で展示が行われる場合 をい う。展示 の 目的である教育普及
・動 く
の浸透 とサ ー ビス機関 としての博物館精神 の広報 に適格 で ある展示方法 といえる。
博物館 "と 呼 ばれる交通機関 (マ イクロバスや特殊 自動車な ど)を 利用 した普及展示や コ
ンパ ク トなサービスチ ャンネル を含んだキ ッ トなども利用 されている。
・新井重三 (8)
博物館 と地域住民 との結 びつ きを強化するこ とは地域文化 を向上 させ る上で きわめて重
要 なことであ る。 これ ら述べ る展示 は博物館資料 の展示場所 を拡大することにより地域住
民 の要望 に応 える意味において効果的であ る。

a

移動展

日常、博物館利用に困難な遠隔地 の住民 のために地方の公民館 とか市民会館 と協力 して
適当な場所 を会場 にして博物館資料 を展示するものである。そ して一定期 間の単位 で他 の
会場に順次移動 しつつ地方 の文化 の香 りを届けるもので、わが国で も公立博物館 では定着
しつつ あ る展示 である。

b

巡回展

(ミ

ューゼ オバ ス)

アメリカにはミューゼオバ スとい うものが活躍 してい る。 これは一定 の会場 を一定期間
使用 して臨時博物館 (実 際 は展示室)を 開設す るとい う移動展 とは異な り、大型バ ス を改
造 して展示室 を特設 し、その内部に展示室を満載 して学校 とか幼稚園、病院、老人 ホーム
等 を巡 り博物館 の潜在利用者 を掘 り起 こ してい くもので、普及・教育活動 の一環 として実
施 してい る場合が多 い。 この展示 は移動展 とは異な りきめこまか く、 しか も利用者集団が
まとまってい るので効果的である。なお機動性 に富 んでいるので、せ まい道路 で も僻地へ
で も進入で きる利点がある。当然のことなが らベ テラ ンの学芸員が同乗 して解説 と質疑 に
応 じることが肝心 である。
・ 関秀夫 (9)
④

拠

建吻笙

博物館資料 を館外 で も公開する方法 として、総合博物館 では移動博物館 などを実施 して
い る。 これには地域住民 の全体 を対象 とした地域移動博物館 と小学校 の児童 を対象 とした
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学校移動博物館がある。 (中 略)特 定 のテーマ を設定 しての特別展形式 ではないが、学校
教育の現場 と連絡をとり、学校 のカ リキユ ラム とも関連があ って児童 の 日頃の学習 の助け
にもなるような資料 を展示 している。児童の中 にはこうした移動展 を機 に、は じめて博物
館 の存在を知る者 もあ り、また身近なモノを学習資料 として使 うことを学ぶ児童 もある。
・大堀哲 (10'

A整

塾塁物 館 の 目的

移動博物館活動 のね らいは、博物館 の展示や教育プ ログラム を博物館 か ら離 れた地域、
と くに博物館 の展示などに日頃接する機会が少ない地域 に移動 または巡回 し、それ らの地
域 の人 々の時間的、経済的な負担 の軽減 をはかることによ り、で きるだけ多 くの人 々に身
近に見学や鑑賞 の場 を提供 し、地域 の文化 の振興、学校における学習指導の充実に寄与 し
ようとす るものである。移動博物館 自体 は、教育普及 プログラムの一環 として行 われる も
のであ り、展示 に関連す る学芸員に よる講演会、展示解説、解説書 の刊行、実技実習など
を実施することが一般的である。 この移動博物館が きっかけ となって実際 に博物館 に自ら
足 を運び、移動博物館 では得 られなかった知識技術が身に付 いた り、新 しい発見があった
りして視野が広 まり、博物館 に対す る理解 が よ リー層深 まることにつ ながるこ とを期待す
るものである。 この移動博物館 の会場 は、正規の博物館 に限 らず、学校 や公民館、その他
特設会場 で行 われることが多 い。
・塚原正彦 °1)

3)移 動博物館

標本貸出事業や出前事業 は、最初 か らニーズのある学校や社会教 育団

体 をターゲ ッ トにした事業 であ り、それぞれの団体が実施する教育プログラム を補完する
ために博物館 の もつ教育資源を活用 していこうとす る色彩が強 い ものである。それに対 し
て移動博物館 は、博物館その ものが地域 に直接出かけてい くことによって、その場 で、博
物館 ならではの教育活動 を展開 し、 これ まで博物館 に足 を運ばなかった人 々に博物館 の魅
力 を伝え、そ こで、新たな利用者を開拓 していこうとす るもので、アウ トリーチ活動 とも
いわれている。 (後 略)
・泉森岐 (12)
⑥

移動・巡回展

博物館 の活動 は、で きる限 り広 い地域 の多 くの人びとに及ぼす こ とが望 ましい。 ところ
が博物館 は、その建物 の構造や資料保管な どの機能の面か ら、移動 には大 きな障害が横た
わってい る。 そ こで広域圏での活動 の方法 として、移動展や、巡回星 の方法が とられるよ
うになった。
館蔵 の資料 によって構成 された展覧会や、新 たに企画 した特別展 を各地に移動 ・巡回さ
せ る方法 である。 会場 としては正規 の博物館があればよいが、適切 なものがない場合 には
特設会場 で行 うこともある。移動展 ・巡回展 の中には、本館 の展示 の縮小版 といった もの
にあるの もやむをえない。これは博物館資料 の保存管理の点での制約をうけるためである。
移動 ・巡回展その ものが普及活動 の一環 で あるが、実施に当 っては展示解説、講演会、
展観 目録 の刊行な どの一連の普及活動が伴 うことはい うまで もない。なお、実現 のために
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は地元 との交渉や、輸送な らびに開催期間中の運営や保険など、 いろいろと困難な障壁が
あ って、実施 は考 えるほど容易なものではない。
移動展 とは単 に本館 か ら他 の会場へ展示 の場 を移す活動 をいい、巡回展 とは予定 された
複数の会場 を順次巡回するもの と考 えてよかろう。
・原田佳子 (13)
整動重■ 巡回展 館 の企画展 をそのまま一定の地域内で開催する移動展、数館連携
の企画展 を広 い地域で開催する巡回展は、 より広 く多 くの人 々に学習 の機会を提供す るも
⑤

のである。
・加藤謙̲(14)

(1)整 ユ豊吻笙
①

移動博物館 の 目的

移動博物館 のね らいは、地理的、時間的、身体的要因によ り日ごろ博物館 に親 しむ機会
の少ない人 々に、博物館 の展示や教育サ ー ビス を提供 し、地域 の文化振興や学校教育の充
実 に寄与す ることにあ る。 また、普段 は博物館 とかかわ りの少ない人 々や場所 を対象 に実
施 して、博物館 の存在 をア ピール して新たな利用者の獲得 をめざすね らい もある。移動博
物館 の会場 は博物館施設以外にも公民館、学校、福祉施設などで行 われることもあ る。
・ 山田磯夫 (15)
④

移塾星 示

博物館外 の施設 でおこな う展示形態。博物館 か ら遠 く離 れているため来館が しに くい地
域へ 出向 き、博物館が当該地域 の公民館などの生涯学習施設において期間を限って資料 を
展示す ること。アウ トリーチ・ プログラムの一環 として捉 える ことがで きる。
⑤

巡回展示

前項 のアウ トリーチ・ プログラムの 1つ で、改装 した大型車両 に資料 を展示 し、博物館
資料 を展示 し、博物館 か らみて遠隔地 の地域や学校・老人施設等へ 出向いて見学 の機会 を
提供す る展示形態。近年 では同一内容 の展覧会 を、離れた地域 の複数の博物館 で順次開催
す ることをい う場合が多 い。同 じテーマ を共有す る複数の博物館 が各館 の収蔵資料 を集め
て共同開催す るもの、展覧会 の企画内容に共鳴 した複数の学芸員が所属博物館 でおこなう
もの、新聞社・テ レビ局・企画会社 の企画による展覧会を各地で開催するもの などがある。
・里見親幸 (16)

(4)移 動展示 の類型
①移動展示

③貸出星丞

これ らは博物館 の展示場所 を拡大するもので、移動展示 は遠隔地の住民 のために公民館
や市民会館 などを会場に展示するものである。巡回展 は、学校や病院、幼稚園や老人施設
などを巡る普及・教育活動 の一環 として博物館 の利用 を広める活動である。貸出展示 は展
示 セ ッ トをつ くり、主 として学校向けに貸 し出す活動 である。 また博物館共催展示は、規
模 の小 さい博物館同士が協力 しあい、持 ちまわ りで全参加館において展示す る もので、共
催展 には新聞社などの報道関係 や企業な どの共催や後援 を得て開 くもの もある。
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・黒沢浩

(17)

229移 塾星 示 の類型
移動展示 には、① 巡回展示、②貸 出展示、③博物笙 共催展示があ ります。
移動展示 とは、遠隔地 の住民 のために公民館や市民会館 などを会場 として展示するもの
で、博物館 を広 く認知 して もらう効果が期待 で きます。巡回展示は、学校や病院、幼稚園
や老人施設などを巡 りなが ら、博物館 の利用 を促進す る普及・教育活動 の一環 です。貸出
展示 は、展示 セ ッ トをつ くり、主 として学校向けに資料 を貸 し出す活動 です。博物館共催
展示 は、規模 の小 さい博物館共催展示 どうしが協力 しあい、持 ち回 りで全参加館 において
展示す る ものです。共催展示 には、新 聞社 やテ レビ局な どのマスコ ミや、企業 との共催、
あるい は後援 を得て開催するもの もあ ります。
上記 以外 で、定義づ けはしていないが館外活動 の 1つ として移動博物館や巡回展 を挙げてい
る書籍 も多 くあ る(18)。
まず、上記 の記述 で用 い られてい る呼称 の差異について考察す る。
館外 におけ る展示 を伴 う活動 の呼称 は、教育普及活動 の文脈 にお いては移動博物館、展示形
態 の文脈においては移動展示あるいは巡回展示 と表記 してい る傾向がある。移動展示 と巡回展
示 は、1980年 代以 降、別 々に項が設け られるようになってお り、展示会場 として他 の社会教育
施設を利用す る場合 には移動展示 (移 動展 )、 展示会場 として大型の乗用車 を用意す る場合 に
は巡回展示 (巡 回展)と してい る。鶴田総一郎が、巡回展示 とも移動博物館 とも使用 している
ことか ら、かつ て これ らの呼称 の意味 には大 きな差異はない ものであったと推定 される。 しか
し、山田磯夫が指摘す るように、巡回展示 とい う言葉 は、近年 の複数 の施設で順次開催する大
型 の企画展 ・特別展 を指す ようにな り、現在多 くの書籍が示す ように移動展示 とは区別 される
存在である と言える。そのため、近年は博物館 の館外 での展示活動 を移動11事 物館 もしくは移動
展 と名付 けてい る傾 向が見受 け られる。
次に、各記述内容を比較する と、各執筆者 が捉 えてい る移動博物館 の定義 と性格 の差異 を確
認す る ことがで きる。
棚橋源太郎、鶴田総一郎、富士川金二、加藤有次が示 してい る移動博物館 (棚 橋源太郎 のみ、
巡回展観 とい う呼称 )は 、当時、
現在 ほど道路や交通が整備 されていなかった こともあって人 々
が遠方 に行 くことも容易 ではなかったためか、特 に博物館か ら遠 く離れ た場所 や交通の不便 な
地区を対象 にすることを重視 してい る。 また鶴田総一郎 は、欧米諸国の博物館 の教育活動視察
に関する報告書において も「巡回展示」 として触 れてお り、公会堂、学校等 を巡回 して歩 く方
法 のアメ リカと学校中心 に行 なってい るイギ リスの活動 を紹介 してい る

(19)。

富士川金二の記

述 は、表現 か ら棚橋源太郎 と鶴田総一郎 の影響 を受けてい るこ とが伺える。 同 じく加藤有次 も
その影響 を受けてい ることが伺 えるが、 この活動 の 目的 と理念 を明確化 させる こと、博物館活
動 の広報 となることを新 たに提示 してい る。
林公義、新井重三、山田磯夫 は、展示 の方法 の 1つ として述べ てお り、 いず れ も移動博物館
とい う言葉 を用 いてい ない。 しか し、遠方 だけに限 らず、近隣の学校や老人 ホーム等 の別 の施
設 に出向 くことも含 めて、見学 と教育 の機会 を提供す るとい うことを明記 してい る。 同 じくこ
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の教育普及 としての役割 を強調 してい るのが、大堀哲、塚原正彦、泉森咬、加藤謙一 であ り、
その記述 には移動博物館 の 目的の他、実施候補地 の決め方等、実施するにあたって必要な具体
的な方法を明確 に示 している。
関秀夫 による対象 の違 いによる分類 は、他 の書籍における言及がないが、活動名 に これを付
している館 は散見す る。 同氏 は具体例 として、昭和61年 (1968)よ り移動博物館事業を実践 し
て い る栃木県立博物館 を挙げて い るの 。同館 は、博物館 と県内各市町 と連携 して博物館 の収
蔵資料 を各市町の資料館等で地域住民の人 々に公 開す る活動 を地域移動博物館、県内の小 ・中
学校 を会場 にして児童 。生徒 に行 う活動 を学校移動博物館 としている。
原田佳子 は、移動展示 と巡回展示 を先 に考察 した展示会場 の違 いではな く、規模や活動主体
の館 と開催館 の連携等、開催形態 の違 いによって区別 している。里見親幸 と黒沢浩 は、移動展
示 を 1つ のカテ ゴリー とし、それをよ り細分化 してい る。 これ らは この館外活動 を概念 として
だけではな く、交渉や経費の負担等、実際の運営 をより現実 として捉えた上での定義 であ ると
言える。
この ように、
移動展 (移 動展示)、 巡回展 (巡
多 くの博物館 に関する書籍 において移動博物館、
回展示)が 示 されているが、 これ らの記述 の変遷 を踏 まえた上で、移動博物館 の性格 を総括的
に明確 にす る必要があ る。上記の移動博物館等 の記述か ら、当該活動 の性格 として以下 の もの
が考えられる。
① 地理的、時間的、身体的要因により日頃、博物館 と関わ りの少ない人 々や場所 を対象 と
す る公共サ ー ビスである
②博物館 の集客増加 のための広報・宣伝 の役割 を持 つ
③博物館資料 を活用 し、学校教育 もしくは地域文化 の振興 の手助け となる教育 プ ログラム
である
④学芸員 もしくは博物館 の職員が同伴する
また、 これ らに加えて、移動美術館 として言及 してい るものを以下に参照 してお きたい。
・武田厚 (21)
(前 略 )巡 回展 は美術鑑賞 の基点 となるその体験 の機会 を与 えるために、各地 をまわる

のである。
一方、
「移動美術館」 は、美術展 の移動巡回だ けではな く、その他 の諸活動 もあわせ
て行 うものであ る。つ まり、美術館 の機能がその まま移動する一 とい う意味で大 きなち
が いがあるといえる。
これは博物館 として も置 き換 える ことがで き、館外での展示活動が 目指すべ きこ とを端的に
示 してい るもの と言えるだろ う。そ して、 この点がその他 の博物館 の館外活動 である資料貸出
や出前授 業 と一線 を画することであるように考 える。つ まり、移動博物館 は、展示 だけを行 う
のではな く、その他 の関連事業等 をも内包 した総合的な活動 であると考察で きる。
ここまで書籍等の記述 を根拠 として、移動博物館 の性格 を考察 したが、学芸員 は資料 の搬入・
搬出時のみ同伴す る等、館 によってその活動内容 は様 々であ り、上記の性格が実際の現場 と必
ず しも合致するとは言えない。

‑ 163 ‑

移動博物館研究 の現状 と課題

また、北川芳男が言及するように② 、移動博物館 はその必 要性が古 くか ら指摘 されて い る
のに も関わらず、継続的 に実施 されてい る事例 は少ない。 これは、既出の泉森咬の記述 にもあ
るように、予算 や人材等多 くの問題 を抱 えてい るか らである。
しか し、文部科学省が示す「博物館 の設置及び運営上 の望 ましい基準」 や生涯学習審議会が
報告す る「学習機会提供 を中心 とする広域的な学習サー ビス網 も充実について一新 たな連携 ・
協カ システムの構築 を目指 して一」等では、移動博物館、移動展 、巡回展 を含 めた館外巡回展
示 の必要性が提言 されてお り、今後博物館が社会に開かれた施設 となるために必要な活動 であ
る ことは明白だろ う。つ ま り、書籍か ら導かれる移動博物館 の性格 に加 えて、現場 の活動報告
を参照 し、現在抱 える問題 を十分に踏 まえた、 これか らの移動博物館 の可能性 を示す新 たな定
義 と性格 の考察が必要 となる。 これが移動博物館 の研究にお いて、最 も重要な課題であろう。

2

言葉 の変遷をめぐっての課題
ところで、 日本において移動博物館 とい う言葉が用 い られるようになるのは、いつ 頃であろ

うか。昭和29年 (1954)の 長野県 の上 田市博物館 の学芸員である清水利雄 の「私 の移動博物館」
とい う論文(23)が 、管見で最 も古 く移動博物館 とい う言葉 を用 いてい る ものであるが、昭和 10
年 には「移動農業博物館 の経営 に就て」 とい う記載

(2)が

あ り、移動博物館 とい う言葉が さら

に古 く遡れる ことを示唆 してい る。
また、移動博物館 とい う言葉 よ りも早 く文献上に見 られるのが、巡 回博物館 とい う言葉 であ
る。移動博物館 に関する論文・報告書を収集 して掲載年順 に並べ てみると、1950年 代 までは移
動博物館 とい う言葉 よ りも、巡回 と入 った言葉が一般的であ ったことがわかる。そ して、昭和

8年 の文部省

(25)の
(現 :文 部科学省 )の 社会教育官 で ある中田俊造 の報告
題 目で も用 い られ

てい るこの言葉 は、その内容か ら移動博物館 と同等 の意味を持 つ ものであると推測で きる。 こ
の巡回博物館 とい う言葉 は、古 くは大正 7年 (1918)の 臨時教育会議 の「通俗教育 二開スル件
ω
答 申理由書」 の 中に確認す る ことがで き 、 この前後 の公式文書で も用 い られていた ようで
ある。 この言葉 が どの ような経緯 で用 い られるようになったのか、今後 の 史料収集 に基 づ く、
さらなる調査が必要である。
そ して、1960、 70年 代 に移動博物館 とい う名称が浸透 し、1985年 頃か ら文部省が推進 した生
涯教育 の一形態 として提唱 された移動博物館構想

(27)以

降 は活動名 に移動博物館 を掲 げ る館が

増えてい る。 この公的機関 における言葉 の選択 の変遷 について も詳 しい研究が必要 であ ると考
察す る。
これ らに加えて、海外諸国 との表現 の比較 も課題である。
本稿 の英文題 目に移動博物館 の英訳 として Mobile Museumと い う言葉 を用 いたが、 これは
文部科学省委託事業 「博物館 の望 ましい姿」 の平成17年 度のシ リーズ 6「 誰にで もやさしい博
(2)を
物館事業外国人対応」 とい う報告書 の中の外国人受け入れのための博物館用語集
参考 に

している。 また同用語集では、巡回展 をtouring exhibiionと 訳 してい る。
そ の他 に、鶴 田総 一郎 が欧 米 では特 に 自動車 による もの をAutmobleあ るい はExhibition

Busと 呼 んでい るこ とを(29)、 奥田環が ス ウェーデ ンで国内を巡回 し全国的に文化、芸術 を広め
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るための 3つ の文化機関の 1つ としてRiksutst,1lningar;the Swedish Traveling Exhibi― tions
(巡 回展覧会 )と そ の代表的な展示形態 の 1つ にExhibitiOn Kids(展 示箱 )と い う前面 が 観音

⑩
開 きになる大型 の箱 があるこ とを 、それぞれ紹介 してい る。
この ように同 じ移動博物館 と呼ぶことがで きる活動で も、イギ リスやアメ リカ等 の欧米諸国
と日本では違 いがあることが分かる。 これ らの活動 には各国の どのような時代背景 もしくは社
会背景があ るのか、先述 の移動博物館 の性格 の考察や後述 の歴 史の研究を深めるためにも今後
の研究が必要 であ る。

3

初源 と歴史をめ ぐつての課題
繰 り返 しになるが、移動博物館 の歴史について深 く論 じた研究はな く、その初源 か ら現在 に

至るまでの歴史を整理す る必要がある。 また、博物館 の発達史にお いて移動博物館が どのよう
に位置付け られるかについて も、移動博物館 の性格 を考察す る上で必要 となる。
移動博物館 の初源 を何 とす るか とい う問いには、い くつか意見が存在する ことが確認 で きる。
それが以下 の 3つ であ る。

UNICEF(国 連児童基金)か らの助成金によって実現 したボ ツワナの移動博物館活動 の報告
の中で菊池弥生は、1970年 代初めのアメリカで行 われた ものを初源 とし、それに続 いてイ ン ド、
(31)。
1960年 代以降のアメ リカではアウ トリー
イギ リス、そ してボツワナで行われたとしてい る

チ活動 が活発化 して い きO、 1970年 代 にお い て も盛 んに行 われて いた ことは推測 で きるが、
既 出の1933年 の中田俊造 の報告 と1954年 の清水利雄 の記事 を考慮すると、 これ以前か ら移動博
物館 と呼 ばれるものが存在 していた ことは明 らかであ る。
加藤有次 は、移動博物館 の初源をイギ リスのヘ ンリー・コールが、サウス・ ケ ンジ ン トン博
物館 (1909年 、ヴイク トリア・ア ン ド・アルバー ド美術館 とロン ドン科学博物館 に分離)の イ
ギ リス国鉄 を利用 した移動展であるとしてい る0。 この移動展 は、1852年 に コールが 同館 の
学芸員 ジョン・チャールズ 。ロ ビンソンの下 で組織 した館外貸出部が18M年 か ら実施 した もの
で、
430の 資料 と素描、
写真を用 いて約 4年 間に22会 場 で行なわれ、
約23万 9千 人 の利用者があ っ
い
⑮
∞
たとい う 。 この活動 については、後藤 守一 と棚橋源太郎 も著書でそれぞれ紹介 してい
るが、両者 とも同 じ く館外活動 の 1つ である資料 の館外貸出 として捉 えてお り、移動博物館 と
しては位置づ けてい ない。
そ して棚橋源太郎 は、 先述 した とお り巡回展観 とい う言葉 を用 いて、 ドイツ・ ドレスデ ン
の国立衛生博物館 の活動 を紹介 している(37)。 運搬 のための 自動車 を用意 し、 資料 である絵画・
模型の運搬 ・展示 だけではな く、車内に設けてある映写室はスク リー ン上演の他、職員が寝泊
まりで きるようになってお り、地方 にあ りがちの会場難や電力不足等 の諸問題 も解決する とい
うこの活動 は、移動博物館 と呼ぶ ことがで きる内容であ り、棚橋源太郎 はこの活動が世界 で最
も早 い としている。棚橋源太郎 のこの記述 には、 この活動 の正確 な年が記 されていないが、同
館 は1912年 開館 であ り、 この活動 を行われたのは先述 のサ ウス・ケ ンジン トン博物館 の移動展
より後 であるのは明 らかである。
以上を踏 まえると、1854年 に実施 されたサウス・ ケ ンジ ン トン博物館 の移動展 を移動博物館
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の初源 とす る加藤有次 の説が最 も有力ではあるが、加藤有次 は文中に明確 な根拠 となるものを
示 してい ない。つ まり、 この移動展 について もより詳細 な研究が必要であ り、根拠 を示 して こ
の移動展 を移動博物館 の初源 と位置づ けることがで きるか、今後 の大 きな課題 と言える。
次に、移動博物館 の歴史を研究するにあ っては、社会教育史 と博物館史の研究が必要 となる。
その中では、移動展 の初期形態 とも言える見世物や出開帳 とい った近代博物館成立以前 の展示
活動 との関連性 とい う問題が考え られる。
加えて、類 した名称である移動図書館、移動動物園、移動水族館等 と比較 し、その関連性 に
触 れる必要があると考察す る。特 に移動図書館 は、博物館 と同 じく社会教育施設 であ る図書館
が実施す る、蔵書 の一部 をマ イクロバ ス等 に載せ て、地域内を巡 回す る活動 であ る

(38)。

移動

図書館 もまた数多 く事業が報告 されてお り、活動 の在 り方、実践 に関す る議論・研究が行 われ
てい る(39)。 移動博物館 と移動図書館 の比較 は、多 くは行 われてい ないが、池 田秀夫が 2つ の
(41)。
⑩
活動内容 と目的は異 なってい るとし 、近藤雅樹 は資料保存 に注 目した意見 を述べ てい る
この両者 の意見は、移動博物館 と移動図書館 の関連性 の薄さを示唆 してい るが、移動図書館 の
ω
特異性 として挙げ られてい る機動性 とP・ R性 は 、先に考察 した移動博物館 の性格 に通ず る
ことであ り、 この 2つ の活動 を改めて様 々な点で比較 し、その相違点あ るい は関連性 を明確 に
す ることは、 これか らの移動博物館運営 を考察す る上で意義がある。
おわ りに
現在、移動博物館活動 の多 くは公立博物館 、特 に県立博物館 で行 われてい るが、大学博物館
の膨大な資料 の活用す る新 たな活動 として行 われてい る事例 もある。それ らの活動内容 は各館
によって当然異なってい る ものの、博物館が能動的に多 くの人 々へ のサービス として行動す る
とい う博物館側 の姿勢 は共通 してい る。
先述 したとお り、今後博物館が よ り社会 に開かれた施設 となる 1つ の手段 として移動博物館
は望 ましい活動 であ り、当該活動 を深 く研究す ることは有意義 であ ると考察す る。
移動博物館 に関 して特化 した研究は少ないこ ともあ って、その現状 を整理すると研究課題 と
なることは広範囲 に及び、かつ数多 くあ ることを本稿 で示 した。今後 も継続 して、多 くの文献
と事例 にあた り、移動博物館 の多面的、総合的な研究 を試みる。
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特殊撮影 (特 撮)資 料を扱う
博物館的施設の必要性に関する一考察
A study of the need of museums which deal with special effect
(SFX) materials
尾島

晴子

OJIMA Haruko
は じめに
筆者 が、「特殊撮影 (以 下、「特撮」)資 料 を扱 う博物館的施設」 について考 えるようになっ
たのは、平成24年 (2012)に 東京都現代美術館 で開催 された「館長庵野秀明 特撮博物館

ミ

ニチ ュアで見る昭和平成 の技」 と題する特別展示 (以 下、「特撮博物館」)が 契機 である。
当該特別展示で館長 を務 めた庵野秀明は、特撮で使われていた道具の多 くが保存 されていな
い現状や、ミニチ ュアを使用す るアナ ログ特撮技術 が失われてい る現状 を危惧 してい る。 また、
庵野 は 『日本特撮 に関す る調査』 と題す る報告書を監修す る等、特撮 を後世に残すための活動
を積極的に展開 してい ることが特筆 で きる。
このような背景 を基に、筆者 も特撮 を後世に残すべ きであると考え、その技術 ・資料 の保存
には取 りも直 さず博物館的施設の存在が必要 であると考察で きる。本稿では、特撮 の定義お よ
び歴史 を纏めることに依 り、特撮 の文化的意義を明確化 し、特撮 に係 る資料 の保存及 び現在社
会へ の活用 を目的 とす る博物館的施設の必要性 を論 じるものである。

1 特殊撮影 (特 撮 )と は何 か
(1)特 殊撮影の定義
特撮 の定義 については、「広義 の定義」 と「狭義の定義」 の 2種 の定義が設定 し得 る。
先ず、特撮 とは、映画制作 にお いて費用や安全性、時間の問題 によって撮影が困難な局面で、
通常 の撮影方法では実現不可能なシー ンを撮影す る際に使 われる撮影技術 を指 し、 これを特撮
の広義 の定義 と考 える。特撮 の神様 と呼 ばれた円谷英二 も息子円谷一 との対談 で「特撮 とは何
(1)。
か」 とい う問い に対 し、同様 の見解 を述べ ている

これに対す る狭義 の定義 とは、「怪獣 や変 身 ヒーローが登場す る映像作品」 を具体的に指す
もの と考察で きる。怪獣や変身 ヒーローが、主役 として活躍す る特撮映像 が 目玉である作品や、
そのシ リーズ を指す言葉 として も「特撮」 とい う言葉が使 われ、その作品群が、何十年 の歴史
を持つ ことか らも、 これ らのジャンル作品 を特撮 の狭義 の定義 とす る。 ジャ ンルの名称 として
「特撮」が使 われたのは、昭和41年 (1966)に 放映 された 『ウル トラQ』 に付 け られた「空想
特撮 シリーズ」が恐 らく最初 の事例 で あ り、『ウル トラマ ン』 (昭 和41年 )が 続 いて放映 され、
円谷特技 プロダクション (後 の円谷 プ ロダクシ ョン)の 「空想特撮 シリーズ」が形成 された こ
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とが、ジャンル作品を指す言葉 として「特撮」が使 われるようになった晴矢であ り、 ジャンル
としての「特撮」が形成 された理由の一部 であると推察する。 しか し、円谷特技 プ ロダクシ ョ
ンの「空想特撮 シリーズ」以外 の作品 (『 仮面 ライダー』 (昭 和46年 )に 始 まる『仮面 ライダー』
シリーズ、
『秘密戦隊 ゴ レンジャー』 (昭 和50年 )に 始 まる『スーパー戦隊』 シ リーズ等)の ジャ
ンル を示すの にも「特撮」が使 われるため、具体的 にどの時期 か らこれ らの作品を指すの に「特
撮」が使 われるようになったのかは、今後詳 しく調査 を行 いたい。筆者 は、は じめに『ウル ト
ラQ』 や『ウル トラマ ン』のシリーズ名 に「特撮」が使 われ、その後放映された『仮面 ライダー』
や 『秘密戦隊 ゴ レンジャー』 も着 ぐるみを使 ったアクシ ョン作品 とい う『ウル トラマ ン』 と共
通 の特徴 を持 っていたため、 これ らの作品を指す のに も「特撮」が使 われるようになったと考
察す る。
「 日本特撮 に関す る調査』 では、特撮 を「技術 としての特撮」 と「 ジャ ンル としての特撮」
に二大別 して定義 してお り、本稿 で もこの分類 を踏襲 し論 を展開す るものであ る②。特撮 の定
義 として、広義の特撮 を特殊撮影 の技術 を示す もの とし、特撮作品自体 を狭義 の定義 とする理
由については、特撮 は、映画 において撮 りたい映像 を撮 るために使用 される技術 として確 立 さ
れ、特撮作品はその技術 に基づいて生み出されたとい う歴史を反映 している点を指摘す ること
がで きる。特撮作品には、特撮技術が必ず使用 される。 しか し、特撮技術 は特撮作品以外 の映
像作品にも使用 される例 もある。故に本稿では、特撮技術 を特撮 の広義 の定義 とし、特撮作品
を特撮 の狭義 の定義 に位置づ ける ものであ る。

(2)特 殊撮影の種類
特撮技術 は、大 きく分けてアナ ログ特撮 とデジタル特撮 の二種類に分類 される。
アナ ログ特撮 とは、 ミニチ ュアや光学機械 によって特撮映像 を作 る技術 である。 ミニチ ュア
だけでな く、着 ぐるみ、スクリー ン・プロセスやホリゾ ン ト、オプチカル・プリンター、合成バ ッ
クとい った様 々な技術や道具が介在 している。着 ぐるみ とは、キャラクター を演 じるために使
用 される、 日本の特撮 を代表す る技術・道具である。 スク リー ン・ プロセス とは、ステー ジの
セ ッ トに外部等で撮影 した背景を合成する方法の一つ であ り、半透明のスクリー ンに映写 され
た背景の映像 の前 で役者が演技す る合成装置 である。ホリゾメ ン トとは、空の代用 となる大 き
な絵であ り、スク リー ン・ プロセスの発明 に も繋が った道具である。オブチ カル・ プリンター
とは光学焼 き付け機械 であ り、 フェー ドやオーバー ラップ、ワイプのために利用 される。合成
バ ックとは、 スクリー ン・プロセス同様背景を合成する技術であ り、役者 と背景 を別に撮影 し、
後 に合成す る技術 である。当該技術 は、現在 ではデジタル特撮 に代用 され、使用 される機会が
減少 している傾向にある。 しか し、完全に廃れたわけではな く、平成25年 (2013)放 映の Fウ
ル トラマ ンギ ンガ』 などでは、 ミニチ ュアや着 ぐるみを使用 した特撮 シー ンが撮影 されてい る
ことか ら、現在で も一定の需要 のある技術であると考えられる。
一方、デジタル特撮 とは、デジタル合成や コンピュー タ・グラフイックス (以 下「CC」 )に よっ
て特撮映像 を作 る技術である。デジタル合成 では、コンピュー タ等の画像 を扱 うアプリケー ショ
ンを用 いて合成が行 われる。平成初年代 か ら登場 した当該技術 は、従来のアナ ログ特撮 とは異
な り、 リアル タイムで合成 の結果 を確認で き、現実にはない光 を加 えることがで きるな どの利
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点 を持 つ ことか ら、現在では特撮 の主流 となっている。CGも 同年代か ら登場 した技術であ り、
それまでのアナ ログ特撮では不可能な映像 表現 を可能 とし、特撮 だけで な くアニ メーション等
で も普及 している技術 であ る。デジタル特撮や CCで しか可能でない映像表現 の具体的な事例
であるが、筆者 は『ULTRAMAN』 (平 成16年 )に おける空中戦 を挙げ る。 この作品にはアニ メー
ターの板野一郎が スタッフとして参加 してお り、空中での戦闘 においてウル トラマ ンや怪獣は

CGで 表現 され、板野 の持 ち味であ る立体的かつ超高速の戦闘アクション、通称 「板野サー カス」
で演出されている。 このように、アニ メー ションの表現 を実写の 中に持 ち込む ことが可能な点
が、デジタル特撮 や CGの 特徴 であ ると筆者 は考察す る。

(3)特 殊撮影の利点・ 魅力 とその影響
特撮 の利点 とは、全てが作 り物 であるアニ メー ションとは違 い、現実空間の中に「現実 には
ない イメー ジ」 を紛れ込 ませ ることが可能な点 とされてい る。具体的には、 ミニチ ュア模型や
実景に合成ではめ込むといった方法 によって、特撮 のビジュアルイメージは制作 される。
アナ ログ特撮 の魅力 としては、以下の 4点 に集約す ることがで きる。
・現実空間の中に異質なもの を紛れ込 ませ ることがで きる表現方法であること。
・実物 の ミニチ ュアだか ら出せる質感や陰影、空気感を持つ こと。
・精緻 な ミニチ ュア模型 による映像 の力強 さがある こと。
・計算 で きない意外性 を持 った映像、予想外 のシー ンが撮 れる ことがあるライブ感 を持 つ こ
と。
アナ ログ特撮 の 中で も、その代表的技法 である ミニチ ュアの映像上の特徴 について、「特撮
の良さ」 について間われた庵野秀明 は以下の ように言及 してい る(3)。
そんなお もしろさの中に ミニチ ュアのお もしろさがあ ります。東宝特撮映画黄金期 の ミ
ニチ ュアはほんとうに細かい ところまで作 られていて、そうい う技術 の底力のす ごさとか、
映像 の持 ってい る力強 さみたい なものが特撮 の魅力ですね。 ミニチ ュアが いいの は、 ミニ
チ ュアとい うつ くりものの実物があ ることです。CGの よ うにパ ソコンの 中 に情報 として
あ るのではな く、実際 にそ こにあるとい う、そのお もしろさ。そ してもうひとつ、 日本の
特撮 のいいところは、人が着 ぐるみの中に入 っていたことなのかなと思 い ますね。だか ら
キャラクター として強いんです よ。例 えば最初の「ウル トラマ ン」 は、 ウル トラマ ンの中
に入っていた役者の古谷敏 さんの力があったので、あの独特 の雰囲気が出たのだと思 い ま
す。 アクションだけでな く、ちゃんとお芝居 をしてい る。そんなところ も含 めてす ご くい
いんです よ。
また庵野 は、先述 したように東宝特撮映画黄金期 の ミニチ ュアが非常 に精密 に制作 されてお
り、そ ういった技術 の底力や、映像 の持 ってい る力強 さも特撮 の魅力であるとも述べ ている。
デジタル特撮 の魅 力 は、先述 したようにアニ メー ションの表現 を実写 に持 ち込む ことが可能
な点であ り、 これはアナ ログ特撮 では難 しいこ とである と推察する。本稿では、アナ ログ特撮
に焦点 を絞るため、デジタル特撮 に関 して これ以上深 く言及 しない。
日本 の特撮が持つ独 自性 を挙げるとすれば、怪獣や災害 による様 々な破壊表現、怪獣映画の
発明であ る。怪獣 を用 いた映画 の晴失 としては、アメリカで制作 された『キ ング・コング』(1933
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年 )や 『原子怪獣現 わる』 (1953年 )が 挙げ られ よ う。 しか し、円谷英二 が「 着 ぐるみ撮影」
を発明 し、数多 くの怪獣映画 を独 自に発展 させ、 日本 の怪獣映画が海外 で も人気 を博 している
とい う点では、怪獣映画 は日本独 自の所産 であると断定す る。 また、怪獣が登場 しない特撮映
画 として『世界大戦争』(昭 和36年 )を 挙げる。 この映画のクライマ ックスでは、ミサ イルによっ
て世界中の都市が破壊 され、東京が融解するシー ンが特撮技術で表現 される。 こういった ミニ
チ ュアや火薬等による破壊 シー ンも日本 の特撮 の優 れた点である。
日本 の特撮が海外 の作品に影響 を与 えた顕著な例 としては、ギ レルモ・ デル・ トロが監督・
脚本・製作 を務めた 『パ シフ ィック・ リム』 (2013年 )が 挙げ られる。デ ル・ トロは幼少期 か
ら日本 の SF映 画や ホラー映画に親 しみ、怪獣映画やアニ メー ション作品を愛好 してい る。『パ
シフイック・ リム』 にはデル・ トロが親 しんだ作品の影響が顕著 に表れてお り、作中で対決す
る巨大 ロボ ッ トや怪獣 はCGで 表現 されなが らも、怪獣 は着 ぐるみの ように、 中に人が入 って
い るように見えるデザイ ンにした と述べ ている(4)。
日本の特撮 は、後述するが、 日本映画 の中で も早 い段階か ら存在 し、 ミニチ ュア模型の文化
を継承 したものである。その技術に よって生み出された作品の中には日本だけで な く、海外 の
映画人にも影響 を与えるような優れた作品 も存在する。 また、着 ぐるみの活用や怪獣映画を発
展 させたの も日本の特撮 の功績 と断言す る。これ らの点か ら、
特撮 は日本映画やサブカルチ ャー
において重要な分野 であると言えるだろう。

2 特撮 と表現技術の歴史
(1)特 撮 の歴史
特撮 の歴 史について述べ る前に、特撮が誕生・発展する場である映画の誕生について述べ る。
映画の発明者は、 フラ ンスの科学者 であった リュ ミユール兄弟である。彼 らが発 明 したのはシ
ネマ トグラフと呼称 される装置 で、1895年 12月 28日 にパ リで世界初 の映画上映を行った と伝 え
られてい る。直裁 の動画の発明 は、1891年 にエ ジソンによるキネ トス コープであるが、同機は
一度に一 人 しか見ることが出来ない極 めて小型な機器で、現在 の ような大型 ス クリー ンに映 し
出す映像 の発明はリュ ミエール兄弟が濫腸 となる。
当該映像機 を舶載 したのは、 リュ ミエール兄弟 と同窓生であった稲畑勝太郎 であったことは
周知 の通 りであ り、明治30年 (1897)の 出来事である。映画 の撮影に関 しては、シネマ トグラ
フを輸入 した稲畑 と共に来 日した撮影技術者 のジュレールが京都 の歌舞伎俳優 を撮影 したのが
日本で初めての映画撮影だと言われている。 ジュ レールは、 リュ ミエール兄弟の工房 にいた技
術者 であ り、短編記録映画 『明治の 日本』 には、彼 が撮影 した と考 えられる稲畑邸 の様子が収
め られている。 この頃の映画は「活動写真」 と呼 ばれ、写真が動 くことが大 きな反響 を呼 んだ。
博物館 の映像展示で も言えることであるが、 これ まで動かなかった ものが動 くとい うのは人の
目を引 き付ける要素である。「活動写真」 とい う名称 は、 明治29年 1月 31日 付けの F時 事新報』
の記事 の見出 しに使われたのが最初であるとされてい る(5)。
活動写真 "と い う文字 が い ちばん最初 につ かわれたのは、 明治29年 11月 19日 付 の神戸
又新 日報の第一面に載 っている「周布氏失当にあ らざるか」 とい う記事 の項 目 (四 )の な
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かである。
とい うのが現在 までの調査 の成果であ るが、キネ トス コー プの資料を追 って時事新報 を
閲覧 してゆ くと、1月 29日 付 と31日 付 の紙上に浅草公園花屋敷五 階楼 での公 開広告があ り、
31日 付 の 第十 五 面にはそれについ ての記事 があったが、その記事 の タイ トルがなん と 活

動写真 "と なってい るのにはお どろいた。
よって、我が国に活動写真 (映 画)が 登場 したのは明治30年 の出来事 となる。
特撮技術 の始 ま りは、世界的 に見ればフラ ンスの ジ ョルジュ・ メリエ スの「 トリック映画」
に遡 る ことがで きる。 トリック映画 とは、 トリック撮影技術 によって撮影 された映画 であ り、
通常 の撮影 ではあ り得ない映像が登場す る。 トリック撮影技術 は、現在 の特撮技術 に通 じる技
術 である。そ して、 トリック映画 の集大成が1902年 に公 開された 『月世界旅行』 である。 F月
世界旅行』 は この作品 に至るまでのメリエ スの世界が詰 め込 まれた作品であ り、世界中で公 開
された ことか ら、他 の映画製作者に影響 を与 える結果 となった。 この作品の影響 に関 しては今
後詳 しく調査を行 いたい。
特殊撮影 は、映画産業が始 まった頃か ら考 えられていた ものであ り、 メ リエ ス独 自の もの と
は言い難 い部分がある。彼 と同時期 には、映画制作者 で あるG・ A・ ス ミスや ロバー ト・ ウイ
リアム ・ポール も トリック映画を制作 してい る。 しか し、様 々な特撮技術 を生み出 し、特殊撮
影 について他 の映画制作者に多大なる影響 を与えた こ とを考 えれば、 メ リエ スが特殊撮影の創
始者 であると断言で きるのである。
「 トリック映画」 を撮影す る技術、即 ち トリック撮影が誕生するきっかけ となっ
我が国での、
たのは、 日本初 の本格的な映画監督兼 プ ロデ ューサ ーであ るマ キ ノ省三が深 く関係 してい る。
マ キノは、 カッ トアウ トや多重露光、逆回転撮影 といった撮影技法 を定着 させ、 トリック映画
を数多 く撮影 した ことか ら、我 が 国での特撮技術 を開発 した人物であると考 えられてい る

(6)。

マ キノは、日本初 の本格的な映画監督兼 プ ロデューサ ーであ り、
「映画の父」 とも呼 ばれてい る。
明治40年 に第 1作 を発表 し、多 くの作品の監督を務める一方、後 に映画会の第一線 で活躍す る
こととなる後進を育 てたことが特筆 に値す る。 明治30年 に我が国に映画が輸入され、 日本初の
映画監督であ るマキ ノ省三が トリック撮影を生み出 した ことか ら、特撮技術 は日本映画史の中
で も早 い段階か ら存在する技術である と断言で きる。
我が国 に特撮技術 が登場 した大正年間は、特撮映像 は映画制作 の主たる技法ではな く、映画
のために必要な映像 を作 る手段 で しかなか った。海外では、 Fキ ング・ コング』 のよ うな特撮
映像やキャラクターが主役 になるような映画 も制作 されていたが、我が国で特撮映画 は制作 さ
れていなかった。
我が国 における映画は見世物 の一種 であ ったが、 日露戦争 (明 治37年 2月 勃発)を 撮影 した
記録映画が映画の 人気 を上昇 させ 、人 々は これを見 るために映画館 に足 を運んだ。映画はマス
コ ミの役割 を果たす ようにもな り、戦争に よって映画業界は活気付 いた。 昭和 6年 (1931)の
満州事変 や、昭和 7年 の上海事変 の際 も戦争映画が流行 した。 F戦 争の映画史 恐怖 と快楽の
フィルム学』 では、第一次大戦で本格化 した空撮 の技術や空中戦 の存在が記録映画の撮影技術
を発達 させ、航空戦争映画 とい う新 しいジャ ンルを生み出 した と述べ てい るが、戦争が映画の
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人気 を上昇 させた とい う面 を見ると、戦争は、後述する戦争法等 によって映画 を規制す る面を
持 ちつつ も、技術や需要、産業 の面 で映画 に利益 をもた らす面 も持 つ と推察 で きる(7)。
明治41年 には日本で最初 の撮影所が作 られ、明治45年 には本格的な映画会社 であ る日活

(日

本活動写真株式会社 )が 創立 される。
大正 8年 (1919)に は、後 に様 々な特撮作品を世に送 り出す円谷英二が映画界入 りす る。 円
谷 は、カメラマ ンの枝 正義郎 か ら トリック技術 を習得 し、光学技術 と機械 工学 を組み合 わせ、
様 々な撮影技法 を生み出 してい き、 日本 の特撮 を発展 させてい くことになる。着 ぐるみや ミニ
チ ュアを使 った特撮 は、彼 の特撮 を象徴す る技術 である と断言 で きる。
昭和 16年 に大平洋戦争 が開戦。 これ を契機 として 日本 の映画業界 も大 きく変化 してい くこと
になる。太平洋戦争 の 2年 前 にあたる昭和 14年 には映画法が施行 された。 この法律 は映画制作
を政府が管理す るための ものであ り、映画 の制作や配給には政府 の許可が必要 にな り、事前検
閲制 も実施 された。 この法律 によ リスタジオの閉鎖や企業合併 などが行われ、規模 が縮小 した
ことで多 くの映画関係者が仕事 を失った。映画の内容 も軍国主義 を鼓舞する戦時色が強い もの
となっていった。戦争 のシー ンを表現す るために特撮技術 が求 め られ、 円谷英二 はカメラマ ン
として優 れた ミニチ ュア特撮映像 を撮影 し、ミニチ ュアと1,800坪 とい う広大なステー ジによっ
て リアルな戦争 シー ンが表現 された『ハ ワイ・マ レー沖海戦』(昭 和 17年 )は 大 ヒッ トを記録 した。
戦争映画での経験が、後 の優 れた特撮作品 に繋がったことは容易 に想像 で き、 この作品の存在
か ら戦争が映画 (特 撮 )の 発展 に関係 してい ると考察 で きる。円谷英 二 は戦後 『ゴジラ』 (昭
和29年 )を 制作 し、多 くの怪獣映画や空想特撮映画を制作 し、我が国の特撮 の発展 に寄与 した。
昭和20年 に 日本 は敗戦 し終戦。GHQの 中の民間情報教育部 の映画演劇課が 日本 の映画産業
を管理す ることになる。軍国主義 を承認す るような内容 の映画の制作 は禁 じられ、検閲 も行わ
れた。GHQが 日本映画に求めたのは、 日本 の民主化 のための映画 であ った。戦中、 日本映画
は戦意昂揚映画を撮影・公 開す るなどして戦争 に協力 し、戦後 になるとこの責任 の追求 によ り
何人かの映画人が公職追放 の指定を受けた。
戦後、特撮が主役 となる映画 は、戦争映画か ら怪獣映画に移 り変 わってい く。
昭和29年 に公 開された『ゴジラ』によ り怪獣映画 は日本に定着 し、日本 の特撮 を代表す るジャ
ンルになった。『ゴジラ』 以前 に も海外 で 『キ ング・ コング』 な どの怪獣映画 は制作 されてい
たが、着 ぐるみの中 に人が入って動 くこ とで怪獣 の動 きを滑 らかに見せ る特撮技術 を開発 した
こ とや、「 ゴジラが原水爆実験 によって 目覚めた怪獣である」 とい う「第二次世界大戦 でアメ
リカに原子爆弾 を落 とされて被爆国 となった 日本」、「 ビキニ環礁 での核実験」、「第五福竜丸 の
被曝」、「東西冷戦」 とい った時代的 ・社会的背景を反映 した怪獣 であ ったことが革新的であっ
たのであ る。第二次世界大戦で原子爆弾 を落 とされたことは我が国のみの経験 であ り、 この経
験か ら『ゴジラ』 が制作 されたのならば、原子爆弾投下 と敗戦 の経験 が、結果的に日本の怪獣
映画発展 に寄与 した と考察で きる。後に制作 される怪獣映画、特撮 シリーズの作品 にも、公害
問題が背景 にある 『ゴジラ対 ヘ ドラ』 (昭 和46年 )に 登場するヘ ドラの ように、時代的 ・社会
的背景を反映 した怪獣が登場するが、
先述 の通 り昭和29年 の『ゴジラ』がその晴矢 だと断言す る。
『ゴジラ』 のヒッ トにより昭和20年 代後半 か らは様 々な怪獣映画や SF映 画な どが制作 ・公開
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されてい き、怪獣映画 ブームが起 こる。昭和28年 の テ レビ放送 の開始に伴 い、特撮作品は映画
館 だけでな くテ レビ放送で も公開され るようになった。円谷英二 もテ レビに注 目し、昭和38年
に「円谷特技 プロダクシ ョン」 (後 の「円谷 プロダクシ ョン」)を 立ち上 げ、 テ レビで放送す る
特撮作品 を制作 してい る。その代表作 は、昭和41年 に放送 した 『ウル トラQ』 や

Fウ

ル トラマ

ン』 である。 この作品 は子供達に大人気 とな り、テレビで放映される特撮作品のヒッ トによ り、
特撮 のテレビでの活躍が主流 となった。 この流れに反比例 す る形 で、映画館で公開される怪獣
映画 ブームは衰退 してい った。 当該時期 には、 日本 の特撮 は国内の作品だけでな く、ア ジア圏
など海外 の作品にも影響 を与える程に発展 していた。 しか し、昭和45年 に特撮 の神様 と呼 ばれ
る円谷英二が逝去する。円谷英二亡 き後 も日本 の特撮 は発展 し続けるが、豊かな発想力 と優 れ
た技術 で 日本 の特撮 を牽引 し、多数の特撮 スタッフを育 てた人物 を喪失 した こ とは、後 の特撮
に影響 を与えるこ とになる。
昭和後期 までは、特撮作品は着 ぐるみや ミニチ ュアをメイ ンとしたアナ ログ特撮技術 によっ
て制作 されてい るが、平成年間に入るとその体制 を大 きく変化 させ る存在 として、CGに 代表
されるデジタル特撮技術 が登場す る。1993年 に制作 されたハ リウッド映画『ジュラシック・パー
ク』 はCGを 用 い ることで、現代 に復活 した恐竜 を非常 に臨場感 に満ちた存在 として描 くこ と
に成功 してい る。本作品は、 日本 の特撮 にも大 きな影響 を与えてお り、 これ までのアナ ログ特
撮 に代 わ リデ ジタル特撮 を多用す る方針へ転換す る遠 因 になった もの と推定 される。CGは そ
れまでのアナ ログ技術 では撮影不可能な映像 を作 ることがで きる表現方法 であ り、 また、CG
が登場 した頃は、CG映 像 とい うだけで集客効果があ り、必然的にCGを 使 った映画やアニ メー
ションが増加 してい った。『ウル トラマ ン』 シリーズの ように、CCを 使 いつつ も、今 も着 ぐる
みや ミニチ ュアを使 って特撮 シー ンを撮影する作品 も存在するが、現在では珍 しい事例 となっ
てい る。平成 16年 (2004)に 公開された 『ゴジラ FINAL WARS』 は、着 ぐるみや ミニチ ュ
アが多用 された怪獣映画 であ ったが、『ゴジラ』 シリーズ もこの作品を最後に 日本では制作 さ
れてい ない。
特撮 は、 日本が誇るべ き技術 ・文化 であ るに も関わ らず、学術的な調査 は現在 まで余 り実施
されてい ない。特撮映画 の歴史について述べ 、ス タッフのイ ンタビュー を収録 してい る書籍や、
ファン向けの怪獣・ ヒーロー を特集する書籍 は出版 されてい るが、 日本の特撮 を総合的に研究
し総括 したのは、平成24年 5月 に公 開された 『日本特撮 に関す る調査』が濫腸 であろ う。 こう
いった学術的な調査の遅れが、アナ ログ特撮技術 の保存 がほとんどされてこなかった原因の一
つ である と考察 される。

(2)日 本 の ミニチ ュア模型

(技 術 )の 歴史

日本 の特撮 の特徴 は、優れた ミニチ ュア及びその制作技術 である。 これには 日本に古 くか ら
あ った ミニチ ュア制作技術の延長線上であ り、 ここで は雛形等 の 日本の伝統的な ミニチ ュアに
ついて述べ る。
縄文時代 には人 間や猪、熊 を模 した土偶が制作 され、祭祀 に利用 された りした。 ミニチ ュア
土器 と呼 ばれる実用品 と比較 して小 さめの土器 も出上 してお り、 この時代か ら日本 には実用品
よ り小 さなもの を作 る文化が存在 していたようである。 これ らは模型 とは呼べ ない もの も含 ま
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れるが、 ミニチ ュア文化 の源流 になっていると考察す る。
古 くか ら日本人 は 自然 を敬愛 し、崇拝 して きた。 自然に宿 る神霊 を家 に招 く際 に神 々の宿 と
なったのが、自然を模 した仮屋であった(8)。 仮屋について 『民俗儀礼 の世界』では「頭屋 に「御
仮屋」を造 り、そ こに神社 か ら氏 神の分霊 を迎 えて一定期間祀 ったあ と再 び神社に送る村が多
い。」 と述べ、仮屋 を、神霊 を祀 る仮設の施設 としてい る(9)。 仮屋 の形態 は、依代 となる常緑
樹 の枝 を地面に刺 した ものと、屋形の内部 に依代である小型の御幣 を納 めた ものがあ り、前者
には鎮守 の森 の一 部 を頭屋 に移す とい う観念 が認 め られるとい う°0'。 仮屋 は、直接 ミニチ ュ
ア模型 と関係あ るわけではないが、鎮守 の森 の一部 を移動 させ、 自然に宿 る神 の仮 の宿 に した
とい う点か ら、仮屋は鎮 守の森 の ミニチ ュアだと言える。
時代が進むと自然の ミニチ ュアの 目的は、信仰か ら観賞へ移る ようになった。小 さなもの を
愛 でる文化 として人形が存在するが、 3月 の節供 の際 に飾 る雛人形 は、神道の形代 を源流 とす
るものであ り、時代が下る中で形代 が流 し雛 とな り、流 し雛が保存 ・鑑賞 されるようになった
のが雛人形 である。ここに も、信仰か ら観賞 に移 るとい う流 れが見 られる。
また、信仰や観賞以外 の 目的のために作 られた ミニチ ュアも古 くか ら存在する。古 い例 とし
ては、大工や職人が作 る精密 な雛形が奈良時代に遡って存在する。国宝に指定 されてい る「元
興寺極楽坊 五重小塔」は奈良時代 に制作 された、元興寺五重塔 の ミニチ ュア模型であ り、元興
寺五重塔 の雛形 であるとい う説があ る。雛形 とは、軒下 の組物作成 の際 に、その建築順序や建
材 の組み合 わせ を確認するための模型であ り、現代 で も建築 の分野 で制作 されてい る。 この雛
形 は、 日本に古 くか ら存在す る ミニチ ュア模型であると断言で きる。
古 い ミニチ ュ ア模型 としては、正倉 院 の宝物 の 中にある木製 の仮 山 の模型が残 されて い
る(・

)。

仮 山とは、築山 と称 される ことが多 く、中国式 の庭園の一 画に作 られた、土 を持 って

石や岩 を組み合わせて作 った人工的な山である。 この模型か ら、奈良時代 には中国か ら縮景文
化が伝わ っていたことが分か る。 また、平安時代には「花台」 とい う、箱 の中に小 さな植物 や
石 を置 くこ とで 自然 の景観 を表現 した ものが屋外 に置かれて観賞 されてい た(12)。 縮景文化や
平安か ら江戸時代 にか けての ミニチ ュアの歴史は調査不足 であ り、今後 も調査 を続けたい。
江戸時代 になると大名か ら庶民 に至るまで園芸趣味が広が った。庭 を持てる大名 と違 い、 自
分 の庭 を持つ ことがで きなか った庶民 の間では庭 の ミニチ ュアであ る箱庭制作が流行 った。歌
川国芳 の「今様見立箱庭人形」 には箱庭人形 とい う箱庭 に置 くための人形 を箱庭 に立たせた姿
が描かれて い る03)。 後述す るが、箱庭 は庶民 の 間で長 い間愛好 された趣味であ り、現代 で も
箱庭 を愛好する人 々は存在す る。 また、 この時代 には七沢屋 とい う小物細 工や ミニチ ュア製品
の制作販売が人気 となった店 も存在 し、庶民 の間にもミニチ ュア嗜好や節供 に人形 を飾 る風潮
が存在 していたことを物語 ってい る(14)。
また、 この時代 にはシーボル ト・コ レクションが形成 されてお り、 ミニチ ュア模型 も収集 さ
れてい る。 フ イリップ・ フランツ・ フォン・ シーボル トは長崎出島の オラ ンダ商館医 として 日
・
本に滞在 した ドイツ人で、日本に近代医学 をもた らした人物 として知 られてい る。 シーボル ト
コ レクシ ョンは、 シーボル トが 日本に滞在 した文政 6年 (1823)か ら文政 12年 の間に収集 した
日本関係 の資料 の コ レクションである。 また、当該資料群 は、オラ ンダのライデンにある国立
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民族学博物館が収蔵する、多 くの 日本関係 の資料 の母体 となってい る資料群である。 シーボル
・コレクションの特徴 は、あ らゆる分野の 日本資料が博物学的に収集 されてい ることである。
ト
また、それ らの資料 は「国宝・重要文化財」 と言 われるようなハ イ レベ ルなものだけではな く、
庶民 の 日常生活 で使 われていた所謂「民俗資料」 も多 いことが特筆 で きる。 これは、 シーボル
トはこれ らの資料 を日本 とそこに住む人 々を理解するために収集 したか らである。つ ま り、 こ
れ らの資料 の位置づ けや関係か ら当時の 日本 の生活様式 といった もの を復元することが可能な
のである。 この コレクシ ョンの 中には「墓石」や「矢矧橋」等 の ミニチ ュア模型 の資料 も含 ま
れてい る。 シーボル ト・ コ レクシ ョンに ミニチ ュア模型が含 まれてい ることか ら、当時 の 日本
には このような ミニチ ュアが数多 く生産 され、 またそれを愛好する人 々が存在 した ことがわか
る。 ミニチ ュア模型 は、幕末当時の 日本 の生活文化全般 に関連す る資料 であ ったことが窺える。
明治時代 になって も日本では箱庭等 の ミニチ ュアが愛好 されていた。 1878年 にパ リで開催 さ
れた万国博覧会で 日本の箱庭や盆栽 は注 目された。 これについて「 日本人はや っば りこうい う
縮み嗜好があ ります ね。 ルー ツは箱庭 で しょう。1878年 のパ リ万国博覧会で西洋人が驚 いたの
115)。
日本が国際博覧
は、 日本 の箱庭 と盆栽 で した。」 とフラ ンス文学者 の鹿島茂は述べ てい る
会 に初めて参加 したのは1867年 のパ リ万 国博覧会 であ り、その頃か ら日本の工芸品の技術 は優
れたもの として海外 の 人 々に評価 されていた。 この後 も日本 は国際博覧会 に積極的 に参加 し、
1878年 の第 3回 パ リ万国博覧会へ の参加 は、 第 2回 万国博覧会、 ウイー ン万国博覧会 の参加
と共に、「浮世絵 や陶磁器な どの優 れた工芸美術品の展示 と日本館 を通 じて当時の西欧諸国 に
「ジャポニズム」 を引 き起 こす きっかけ となった」出来事 であ り、恐 らく展示 された工芸美術
(16)。
明治時代 以 降の ミニチ ュア文化 であるが、
品の中 に箱庭や盆栽が含 まれ ていたと推察す る
箱庭 は現在 に至るまで残 ってい るため、庶民 に浸透 していた ミニチ ュア文化 はこの時代以 降 も
残 り続けたもの と考 えられる。大正時代以降の ミニチ ュア模型 の歴史や文化 は、フイギ ュアの
歴史等 も含 めて今後 の調査が必要である。
今 日の ミニチ ュア模型であ るが、 ヨーロ ッパ か ら入って きた ドー ルハ ウスや、鉄道模型 のジ
オラマ といった ミニチ ュアは、大人の趣味 として 日本 で広が っている。 ミニチ ュア模型で非常
に精巧 に作 られた もの として鉄道模型がある。それを展示する博物館 として原鉄道模型博物館
鉄道のスチールや フィルム、関連書籍 といっ
がある。所蔵する鉄道模型 の数 は約6000輛 であ り、
た資料 も数多 く所蔵 してい る。 この博物館 で展示 されている鉄道模 型は非常 に精緻 に制作 され
てお り、日本の電車 を制作 したもの も数多 く存在す る。 日本 の鉄道模型 も精巧に作 られてお り、
海外 で も評価 されてい る。 また、 ミニチ ュアか らずれ るか も知れないが、戦闘機や ロボ ッ トの
プラモデル (ま た、プラモデルを組み込んだジオ ラマ)や 、着せ替 え遊びなどがで きる ドール
といった ものは今 も大人か ら子供にまで人気 の玩具であ り、 これ らも含めて考 えると ミニチ ュ
アは現代 の 日本にも浸透 してい る基層文化 の一つである と看取 される。特撮 に使用 される ミニ
チ ュアも、ミニチュアの伝統 を引 き継 いだものの一つである と考 えられる。
伝統的な技術 があっ
たか らこそ、 日本 の特撮 や ミニチ ュアは高 い レベ ルの もの として評価 されたのであ り、 ここに
本資料群 の保存 と技術 の伝承 の意義が存在すると断言で きるのである。
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(3)博 物館 における模型
模型 は、愛好や映画撮影 の使用 に留 まらず、博物館展示にも普遍的に供 されている。実物資
料 を記録 した模型は二次資料 と呼 ばれ、二次資料 の学術価値 は実物資料 の客観的把握 に有る。
二次資料 は、実物資料 の理解 を助けるだけでな く、実物資料が何 らかの理由で失われた場合は
実物資料 と同等の価値 を持つ ようになることか ら、今 日の博物館 に於 いて不可欠 な存在である
と言える。 ここでは、二次資料 の 中で も模型や背景画が利用 されるジオラマやパ ノラマ、模型
その ものの概要を述べ る。精緻 な模型や、模型 と背景画 を利用す るジオラマ は特撮 のセ ッ トに
も通ずる部分があ るか らである。
F展 示学事典』 によればジオラマ やパ ノラマ は「 どちら も透視画法 を立体 の世界 に応用 して

い る点で共通 してい る。背景画の前景 に剥製や人形、植物な どを配 した透視画構成 に照射技術
を導入する こ とで、 よ リリアルな世界を再現するしくみ も類似 しているが、パ ノラマが全景を
鳥厳図風に表現す るのに対 し、ジオラマ は全景の一部分 の情景お よび場面 を主に実寸大 で、時
には縮小、拡大 して見せ る点 で異 なる」 ものであ ると述べ られて い る(17)。 また、模型 につい
ては「 一般的 に「実物 に似せて小 さくつ くった もの」 とある程度 で、今 までに模型 について
分析 し、定義付けた ものはないが、模型は人文 。自然科学館、資料館、PR館 、 ショー ルーム、
博覧会、工業用 モデリング等種 々利用 されている。模型の種類 を四つ に分ける と次 の とお りに
なる。①遺構 、遺物、模型お よび レプ リカ。② 地形、建築、プラ ン ト模型。③ IDス タデ ィ模
型お よび試作。④ ジオラマ、パ ノラマ」 といった ものであると述べ ている(18)。
博物館 における模型展示 の代表的な事例 は、江戸東京博物館 の常設展示 が挙げ られる。 当館
は比較的近年 に設立 された施設 である故、実物資料 の代用 として模型 の活用を初 めか ら取 り入
れてお り、常設展示 の模型 は、面積 が大 きく、江戸 と東京 を俯跛で きるもの となってい る。模
型 の周囲に関連資料が展示 されてお り、それ らを併せて見るこ とでその時代 についての理解 を
深 めることが可能 となっている。再現 された街 の中に様 々な住民の人形が設置 され、当時 の生
活や賑わい を想像 させるもの となってい る。
博物館 で求 め られる模型 とは、綿密な調査 に基づ き、最新 の研究成果を盛 り込 んだ資料 であ
り、精度の高 さも求 め られる。特撮 に使用 される模型 も調査 に基づいて精級 に制作 されるが、
特撮 に使用 される模型は「壊れる」 ことが求め られ、博物館 における模型 資料 はこの点 で大 き
く異なるものであ る。

3 特撮を保存 ・展示する博物館的施設の必要性
(1)特 撮 の文化的意義
我が 国の特撮技術 は、日本映画において早 い段階か ら存在す る技術 であ り、長 い歴 史 を持つ。
また、特撮作品 も同様 に長 い歴史を持 ち、特に怪獣映画は日本映画独 自のジャンルと言 って も
過言ではない。
日本 の特撮 は、海外 で も高 く評価 されてお り、現在活躍 してい る映画監督の何 人かは日本の
特撮 に影響 を受けた と公言 してお り、日本の特撮 は世 界的 に見て も多大な影響力 を持 ってい る。
特撮 の文化的意義 について、平成21年 (2∞ 9)の F東 京人』 では、次の ように述べ られてい
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る (19)。
震災や戦災 に よって、 実際 に廃墟 の都市 を体験 した 日本 にお い て、 これ らの シ リーズが
半世紀 以上 にわた って継続 して い るのは興 味深 い。世界 に も希有 な、伝統 芸能 と化 したサ

ブカルチ ャー と言えるだろ う。
また天本伸一郎 は、平成24年 の『キネマ旬報』 に於 いて、以下の ような論 を展開 している(20)。
怪獣映画や TVの ヒーロー もの などが作 り続 け られてきた 日本だか らこそ、独 自の発展
と進化 を遂げて きた日本 の ミニチ ュア特撮。その技術 は故・ 円谷英二氏 な ど先人 たちの創
意工夫 によって培 われ、後進 にも脈 々 と受け継がれてきた。世界最高峰 ともい えるその技
術 と作品 は、 日本 の文化 のひとつ といって も過言ではないだろ う。
ミニチ ュア模型や、その制作技術 も日本 の歴史の中で古 くか ら存在 し、特撮 に使 われる ミニ
チ ュアもこの伝統 を引 き継 いだ ものの一つである と考える。 ミニチ ュアを精巧 に作 り上 げ ると
い う文化 があって こそ 日本 の ミニチ ュアを使 った特撮 は発展 し、高 い評価 を受ける技術 になっ
たと言える。 こういった伝統 を引 き継 いでい るとい う面で も、 日本の特撮 は文化 の一つである
と言える。 この点が、特撮 の文化的意義 であ ると考 えられ、 日本文化 の一つ に位置付 けられる
と主張す る理 由である。

(2)特 撮 の現状 と危機的状況
アナ ログ特撮 に使 われた道具 は、現在その多 くが失われて しまってい る。基本的 に撮影が終
わって しまえば不要 であったため、撮影現場 で処分 されたものが多 いこ とが原因であ る。現場
か らす れば、毎週 の ように新 しい映画やテ レビ番組 の制作 ・放送があるため、道具 を保存 し、
保存 のための置 き場所 を考えることはなか った。特撮 の現場 では、映像作品の制作 が重要 だっ
たのであ り、着 ぐるみや道具は使 い回 し用の機材や、新 しい映像 のためのベー スで しかなかっ
た。
撮影 に使用 された道具が遺存 していない理由 としては、昔の着 ぐるみの材料 であ ったラテ ッ
クスが長期間の保存 に耐 えうる素材でなか ったことも挙げ られる。 ラテ ックスは、所謂 ゴム素
材 であ るため、時間の経過 による劣化や腐敗が発生 し易 い素材 であ った。 また、撮影に よって
水や火 にさらされたことによ り、加速度的に劣化が進んだ ことも保存がで きなか った理 由であ
る。特撮 で使用 される着 ぐるみは、あ くまで撮影用 の ものであ り、展示 や保存 まで考 えて制作
された ものではなかった と考察 される。
ミニチ ュアも、精巧 に作 られた ものは壊 れやす い。撮影後に残 っていて も、破損 ・崩壊 を原
因 に処分 された例が大半である。怪獣映画などに使われる ミニチ ュアは、撮影中に着 ぐるみ怪
獣 に踏み潰 され、火薬で爆破 されるなどしてその場 で役 目を終 えるものが多い。故に、映像作
品や関連書籍 にその姿が残 されていても、撮影所等 に伝存 している例は極 めて稀 である。
このような理由 によ り、アナ ログ特撮 に使 われた道具 の多 くは失われ、機材 の保存が考慮 さ
れる こ ともなかった。「特撮博物館」で展示 された資料 の多 くが、撮影会社や特撮専 門ス タジ
オか ら貸 し出された ものではな く、個人の コ レクン ヨンとして保管 されてきた ものであ ること
か らも、 この傾向を顕著に見出す ことがで きるのである。 また、個人の コ レクションに於 いて
も、収集者 の高齢化が進み、その物故 とともに破棄 されるケース もある。
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庵野秀明 も、樋 口真嗣 との対談 の中で次の ように述べ ている

(21)。

ミニチ ュアを主体 とした特撮映像 とい うものが どんどんな くなって きてい ます。それは
CGに 置 き換 わってい るためで、特撮的な映像 自体 はこれか らも続 くと思 い ますが、 ミニ
チ ュアを使 う撮影 はどん どん減 っている。そ して、 ミニチ ュア 自体 は映像 を作 るための素
材 で しかないので、壊 れて も修復 されず、ぞん ざい な扱 いの下 にそのまま朽 ちて捨 て られ
た りしている。60〜 80年 代 の 日本 の特撮 を支えて きた ミニチ ュアとい うものが失 われつつ
あ るんです。そ こで、今残 っている もの をで きるだけ後世 に遺 してお きたいのですが、そ
の作業 はい ま始 め ない ともう間 に合わない。
また、道具 だけでな く、アナ ログ特撮 の技術 も失われつつ もあ る。存命す る特撮技術者 か ら、
後進 の技術者が アナ ログ特撮 を引 き継がない限 り、技術 は失われる。かつ て円谷英二 と共に特
撮映像 を制作 した技術者 のほとん どは現在高齢 であるため、技術に関する情報 も収集・ 保存 し
なければならない状況にあ る。

1章 で述べ たようにアナログ特撮 は完全 に廃れたわけではない。 しか し、アナ ログ特撮 に使
われた道具の多 くが失 われ、アナ ログ特撮 か らデジタル特撮へ の移行や、かつ ての技術者 の高
齢化 によって、アナ ログ特撮 の情報 や資料 は収集・保存 しなければ失われて しまう危機的状況
にある ことを指摘 で きるのである。技術 の進歩 の速 さか ら考えるとアナ ログ特撮だけでな く、
デジタル特撮 に関す る資料や情報 を収集する必要 もあるだろ う。

4 常設的な特撮 を扱う博物館的施設の設置構想
(1)特 撮 に関する博物館的施設の必要性
ここまでは、特撮 の文化的意義や現状、危機的状況について述べ てきた。 ここか らは特撮に
関す る資料 を扱 う博物館的施設の必要性 について論 じる。
我 が 国の特撮 は、「特撮博物館」 が開催 されるまで、博物館や美術館 で特撮 をテーマ に した
展覧会が 開催 された回数は、同 じサブカルチ ャーに属す るアニ メー ションやマ ンガ と比較す る
と少ない。特 に、特撮技術 をテーマ に した展覧会 は「特撮博物館」以前はほとんど開催 されて
いなか った と考 える。
アニ メー ションを扱 う博物館 は、杉並 アニ メー ション ミュー ジアムや三鷹 の森 ジプリ美術館
が存在する。 マ ンガに関 して も京都国際マ ンガ ミュー ジアム等が存在す る。 また、現在明治大
学 で東京国際マ ンガ図書館 を開館する動 きも見 られる。 また、施設 だけでな く、アニメー ショ
ンやマ ンガをテーマ にした展覧会 は数多 く開催 されている。
それ らと比較 して、特撮技術 に関す る本格的な展覧会 は、平成24年 (2012)7月 に開催 され
た「特撮博物館」が恐 ら く初 めてである。「特撮博物館」が開催 されたのは、館長 を務めた庵
野秀明をは じめ とした諸関係者 によ り、特撮 ミニチ ュアの保存 と未来へ の継承 が必要である
との見解 が出された ことに起因する。庵野 は、平成24年 の 『熱風 (GHIBLI)』 に於 いて、原田
智生 との会食 において「昔 の特撮 で使 っていた ミニチ ュアで現存 してい るものって この先 どう
そ の中
なって しまうんだろ う ?」 とミニチ ュアの行 く末 を案 じた話 を したと述べ てい る
で庵野 は ミニチ ュアを保存す る維持経費の問題や ミニチ ュア制作技術 の危機的状況 といった話
(″ )。
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を聞 き、「僕 らが い な くなった後 もなんとか後世に残 してお きたい よね」 と考え、三鷹 の森 ジ
ブリ美術館 を設立 したスタジオジプリの鈴木敏夫 に相談 をした。その場 では「施設 の設立は難
しい」 と言 われたが、その半年後、鈴木が東京都現代美術館でやる次の企画を考 えてい る際に
庵野 との会話 を思 い出 し、「現在特撮 で使 われた ミニチ ュアが、 どこに どれだけ保存 されてい
るか とい う現状 の理解、 ミニチ ュアの保存 に関 して どこが どれ程協力的なのかを見るために、
一 回 (特 撮 の展覧会 を)や ってみた らどうか」 と提案 し、「特撮博物館」 の企画が生 まれた。
この ような経緯があ り、
「特撮博物館」が 開催 されたのである。東京都現代美術館 での
展覧会
「特
撮博物館」 は29万 人以上の来場数を記録 し、 また様 々な地方での巡回展 も実施 されてい ること
か ら、その注 目度の高さが窺 える。同年 には、文化庁 の平成24年 度 メデ イア芸術情報拠点・ コ
ンソーシアム構築事業 に伴 い、『日本特撮 に関す る調査』 とい う調査が実施 されるなど、特撮
に関す る調査が徐 々に開始 されている。
これを機 に、特撮 をテーマ に据 えた中心的な博物館的施設を設立 し、その施設に於 いて特撮
に関する資料 の収集・保存・展示 ・調査研究 を行 うことを提唱 したい。アナ ログ特撮 に使用 さ
れた道具や情報は、保存 しなければ失われてい く一方であ り、 日本の特撮 を後世 に伝 えてい く
ためにも、特撮資料 を扱 う博物館的施設の設立は急務 であると考察 される。
開館 に向けての問題点・課題 であるが、は じめに特撮資料 の展示・収蔵 スペ ースの確保 が挙
げ られる。 ミニチ ュアの行並みやキヤラクターの着 ぐるみは、資料によっては人の背丈 よ り大
きく、設置範囲 も広 く必要 となる。 こういった資料 を展示・収蔵 し、■つ周囲 に人が通れるほ
どのスペース を確保 しなければならないため、天丼が低 く、狭 い施設では展示・収蔵 は難 しく
なる。そのため、特撮資料 を扱 うにはどの ような施設 。設備が必要なのか、 どうい った団体が
特撮資料 を扱 う博物館 を経営す るのか といった問題 も存在する と推察する。

(2)特 撮 の展示
特撮 を扱 う博物館的施設では、当然特撮 に関す る資料 の展示 を実施するものである。 しか し、
当該館種 の展示には、様 々な構成案 を考える ことがで きる。
第一案 としては、マ ンガやアニ メー ションを単体で扱 う施設が存在す ることか ら、特撮 のみ
を扱 う展示 を実施することが一つの選択肢 である。 この案の利点 は、特撮 を研究する施設が設
立 されることで、特撮研究 の発展及 び展示に よる普及が望める点 である。 しか し、特撮 のみで
展示 を形成す ると資料数 は以下で述べ る第二案 よ りは少な くなって しまい、幅広 い分野 を扱 う
こ とはで きな くなる とい う欠点がある。
また、マ ンガやアニ メー ション、映画 (特 撮 もここに含 む)は 、 日本 のサブカルチ ャー とし
て注 目されてい る。 これ らの存在 が、相互に関係性 を持つ ものである と考えると、特撮 だけで
な くマ ンガやアニ メー ションに関す る資料 も収集 し、展示する施設 とする選択肢 もあ る。 これ
を第二案 とす る。そ う した場合 は、サブカルチャー についてそれぞれの関わ りを含 めた総合的
な研究 を実施 し、研究 に基づいた展示を構築す る必要があ ると考える。 この形 では特撮 はサブ
カルチ ャーの中に含 まれ、
サブカルチャー史や総合的な研究の一部 に組み込まれる ことになる。
特撮 やマ ンガ、アニ メー ション間の相互の関係性等が研究 されることで、サブカルチ ャー研究
の発展 に特撮 が関わる形 になるが、 これ らのジャ ンルに跨 った研究者が どれ程 いるのか とい う
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懸念があると考察す る。
第三案 としては、既存 の人文系博物館 の一角 に特撮或 いはサブカルチャー を扱 うエ リアを設
けるとい う方法が考 えられる。 しか し、 この場合人文系博物館 に組 み込む理 由や 目的が必要に
なる。 この案 には、既存 の施設 に組 み込まれる ことで施設を新設 しな くとも展示・研究 を行え
るとい う利点があると考察す る。だが、先述 したように既存 の施設に組 み込むのにはその必要
性 を説明で きる理由や 目的が必要であ り、既存 の展示 とどのように組 み合 わせ るか とい った問
題 も存在すると考える。 また、
研究や収蔵 スペースの確保 とい う問題 も発生する と推察で きる。
当該博物館 は、何 を主体 とす る博物館施設なのかによ り、収集資料 ・研究・ 展示 の内容 も変化
す る。 また、それによって教育活動等 の内容 も変わることか ら、今後 の精査が必要であると考
えられる。

(3)特 撮 を扱 う博物館的施設 での収集資料
広義 としての特撮 は、「技術 としての特撮」 =特 撮技術 であ り、当該定義 での収集資料 は、
カメラやフィルム、 ミニチ ュア、着 ぐるみ とい った撮影 に使 われた道具や機材、画 コンテなど
の図版である。 また、特撮技術 が使用 された映像作品は、当然主体 をなす資料である と考 える。
狭義 の特撮 は、「 ジャ ンル としての特撮」 =特 撮作品で あ り、 これに関係する資料 とは作品
その ものやキヤラクター を演 じる際に使 われた着 ぐるみや人形、世界観を示す ような小道具で
ある。 また、脚本や設定書な ども当該資料 に含 まれる。
特撮作品 に関する資料については、キヤラクターに関す るものはどこまでが博物館資料 にな
るのか とい う課題がある。平成25年 (2013)7月 24日 か ら8月 5日 まで 日本橋 三越本店で開催
された、「生誕45周 年

ウル トラセブ ン展」 では、上述の着 ぐるみや撮影道具等 と並び、ウル

トラセプ ンの玩具や雑誌、文具 といったグッズが展示 されていた。作品か ら取材 されたグッズ
は、 当時 これ らのキヤラクターが社会で どの ように取 り扱 われてい たか とい う世間の動 きや、
特撮作品 を取 り巻 く状況を理解す る上で必要不可欠な資料 であ ると言える。
撮影 に使用 された道具や ミニチ ュア、着 ぐるみは、博物館資料 に於 いての一次資料に分類 さ
れると考えられる。現存する当時の資料 は、アナ ログ特撮 に関す る貴重な資料 であ り、取 りも
直 さず保存 の必要性 を持 つ ものである。
また、劣化が激 しく保存 の点か ら展示が難 しい資料 も存在す ることを考 えると、資料 の実測
図や レプ リカを製作す る必要 もある と考 える。 レプリカは、一次資料 をほぼ正確 に再現で きる
二次資料であるが、実物資料 (一 次資料)で あるオ リジナルの特撮 ミニチ ュアの展示 が困難で
あった り、実物が残 っていない場合、一次資料 と同等 の扱 いをした り、実物 の代 わ りに展示す
ることが可能な点 であるか らも、その活用 が求 め られる。
また、特撮 ミニチ ュアは、撮影 に於ける破壊や、撮影が終 わってか ら破棄 されるものが多 い
ため、特撮 ミニチ ュアが使 われてい る場面が映 ってい る作品やそのメイキ ングの記録映像 など
も、特撮 を伝 える点 では重要な資料 になると考える。映像資料 について、特撮作品その ものは
一次資料に分類 され、その撮影 の様子 を記録 した映像 は二次資料 になると考える。例えるなら、
浮世絵 を扱 う博物館 では、浮世絵 を制作する道具だけでな く浮世絵その ものが一次資料 になる
の と同 じように、特撮 を扱 う博物館 では撮影 に使 われた道具 だけでな く、特撮作品 も一次資料
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に該当す るのである。 また、狭義 の定義 にあたる「ジャ ンル としての特撮」においても、完成
した特撮作品 は一次資料 であ る。 よって、特撮作品は特撮 を扱 う博物館 では一次資料 に該当す
ると考察 で きるのである。 しか し、その記録形態 によっても扱 いが変化する可能性 もある。撮
影 したフィルムが残 っていれば、そのフィルムが一次資料 とな り、その複製にあたる ビデオテー
プや DVDは 二次資料になるだろう。
二次資料 に分類 されるのは、上述 したような レプ リカや記録映像 の他 に、映画関係 の図書や
雑誌、 ス タッフや出演者 の証言 の記録が挙げ られる。 また、その作品が公 開された時代 の流行
が どの ようなものであ ったかを知るためには当時販売 された玩具 といったグッズ も収集の対象
に入 ると考える。 さらには、特撮作品には しば しば科学関連 の問題や時代 とい った事柄 が反映
されることか ら、映画 とは直接関係 しない歴史資料なども、博物館 にお ける特撮 の理解 のため
には必要であると推察 されるのである。
結論
本稿 では特撮、特 に着 ぐるみや ミニチ ュアを使 うアナ ログ特撮 を主なテーマ とし、特撮 の定
義や歴史 について述べ た。それ らの事柄 か ら日本 の特撮資料お よび技術 を文化 として把握 し、
それ らを保存・展示す る博物館的施設の必要性 を綾 々記 してきた。諄 い ようであるが、現在 は
アナ ログ特撮 に関す る道具や情報が失われつつ ある状況 であ り、それ らを保存 ・展示す る施設
が必要 であると筆者 は主張する。
平成初年代 に登場 した CGに 代表 されるデ ジタル技術 によってアナ ログ特撮 は廃 れていっ
た。今や着 ぐるみや ミニチ ュアを使 った特撮作品 は珍 しい もの とな り、今後 もアナ ログ特撮が
主流に戻 るような大 きな変化はない と推定 される。 しか し、現在で もアナ ログ特撮 による作品
は制作 されている。何故、
「実物がそ こにある」
現在 もアナログ特撮 が必要であるか考察す ると、
点が重要であることを挙げることがで きる。実物が持つ質感や、それが生み出す陰影は、アナ
ログ特撮独 自の ものであ り、 この特徴 によって着 ぐるみや ミニチ ュアは今 も特撮 に使 われてい
るのである。

CG技 術 の進歩によって、質感や陰影 を完全 に再現 で きる可能性 も容易に想定 される。その際、
アナ ロ グ特撮 は過去の技術 になるか、或 い は何 らかの形 で残 り、CG技 術 と共存す るのかはわ
か らない。文化の継承だけで な く、 こういった研究のため にも特撮 を後世 に伝 えてい く必要が
あると考える。そのために も特撮資料 を扱 う博物館的施設 の設立が必要 であると強 く主張す る
ものである。
筆者 の今後 の研究課題 は、特別展示「特撮博物館」の分析やサ ブカルチ ャー を扱 う展覧会や
博物館 の海外 を含 む事例調査が は じめに挙げ られる。今後 は博物館史 とサブカルチ ャー史を研
究 し、
何故博物館 でサブカルチャー を扱 うようになったのかを考察 したい と考 えてい る。 また、
特撮資料 を扱 う博物館的施設 を設置する可能性 を持つ 団体 について、マ ンガやアニメー ション
の博物館 を参考 にし、昨今各地で見 られる町お こ しの動 きと結びつ けなが ら考察 したい。特撮
資料 の収集・保存 の具体的な方法や、特撮資料 を扱 う博物館的施設設立 の意義についても引 き
続 き考察するものであ る。
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博物館 の 中核機能 としての展示
一 先行研究 の再検討一

Display as the core function of museums

豊川

理恵 奈
TOYOKA￢ 再rA Riena

は じめに
本稿 の タイ トル を「博物館 の 中核機能 としての展示」 と題 した理由を一言 で示すな らば、そ
れは「 もの」 とそれを見 る「人」 との関係、 さらには「 もの」を介 した観覧者 と制作者 との関
係 について論 じるためである。「 もの」 とは、人 間によって作 られた もの と、人 間の手 を介 さ
ず して この世界に存在 してい るものとの二つ に分類 で きる。つ まり、人工物 と自然物 と換言す
る ことがで きる。筆者 は、本稿 に於 いて「人が作 った もの」、すなわち人工物 を対 象 とし、人
工物 には必ず制作者 の存在があることか ら、博物館 における「 もの」を媒体 とした観覧者 と制
作者 との関係 について着 目す る ものであ る。
第 1章

博物館学 に於ける「もの」 と「人」

まず本章では、そ もそ もなぜ博物館学 とい う分野 にお いて「 もの」 と「人」 について論 じる
のか、その二つの理由について明確化す る ものである。
第一 としては、博物館 とい う空間に起 因す る。博物館 は、「 もの」 と「人」、「人」 と「人」
との関係 を生み出 し得 る場 として、代表的な存在 であるとい える。 また、多 くの実物資料 を、
不特定多数の人 々の観覧 に供することがで きる場 である ともい える。
その一方で博物館 は、「 もの」 と「人」そ して、「人」 と「人」 と関係 を実際 に成立 させ るこ
とが難 しい場 であるとも言える。なぜなら博物館 とは、展示・収蔵 されている資料 が、従来設
置 または使用 されていたオリジナルの場所 ではないためである。黒板勝美 は、『西遊弐年 欧米
ω
文明記』 において、同様 のことを述べ ている 。
元末博物館 の陳列法 で第一 に注意すべ きことは、その陳列品の出来た時代 とその場所 の
ア トモスフェヤ とが、成 るべ くその陳列品の上に現 はれ、その陳列室の内 に溢 れるや うに
せ なければならぬ、親るもの をして何 とな くその時代 の人 とな り、その遺跡やその土地に
あるや うな感を起 こさしめねばならぬ
また、三浦篤 は、「 もの」が置かれ る場所 について、美術 館 を例 にと り以下 のよ うに述べ て
い る(2)。
私 たちの中には無意識 の うちに、絵 は美術館 で見 るもの とい う「常識」が定着 している
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のではないで しょうか。確かに美術館 とい う近代 に成立 した制度 は、作品を安全 に保存す
る ことと、誰 もが鑑賞で きる環境 を整えた とい う点 において高 い意義 を有 しますが、作品
を本来置かれていた場所 か ら切 り離 して展示す るとい う、 いた し方 の ない条件 をも抱 え込
んでい ます。事実、近代以前 の絵画 は宮殿 や私邸、教会堂や政庁舎 など、特定の場所 に置
かれることで、その意味や機能を発揮 していたのです。美術館 では、本来の文脈における
作品の在 り方が見 えに くくなってい るとい うこ とは、頭に入れてお くべ きで しょう。です
か ら、同 じ祭壇画 を教会 の中で見るの と、美術館 で見るの とでは、宗教的な機能が印象づ
け られるか、美的な価値が前面に出て くるか、受け取 るイメー ジはかな り異なって くるは
ずです。現在私たちが「美術作品」 と呼 んで審美的 に鑑賞 しているものが、 もともとは個
人の信仰 の対象 であった り、教会の礼拝や典礼 に用 い られていた、 とい う当た り前 の事実
をもう一度思 い起 こすべ きで しょう。
もの を見る とき、資料 の原位置での展示 と、博物館 での展示 を対比 した際に最 も異 なる点は、
制作者 の存在 を感 じられるか否かである。制作者 の存在を意識す るとい うことは、制作意図や
使用 目的の把握 に も繋 がる。そ してそれは、「 もの」その ものか ら感 じるの と同時 に、 ものが
置かれている空間 によって も大 きく左右 されると考察 される。換言すれば、 ものが従来置かれ
ていた場所 ではない博物館 においては、制作者が観覧者 にとって遠 い存在 になってい る。つ ま
り博物館 とは、多 くの制作者 と多 くの観覧者 を含有 しなが らも、両者の繋が りを成立させるこ
とが難 しい存在 ともいえるのである。
次 に、 もの と人について考察す る第二の理由 としては、博物館 と観覧者 とが接触す る部分 に
あ る。青木豊が指摘す るように、博物館 と観覧者 との接点 は、唯一その展示 にあるとい うこと
に所以す る(3)。 っ ま り、観覧者 にとって博物館 とは、 もの と向 き合 う場 であることが前提 なの
である。そ してさらには、その先 に存在す る制作者をも志向す る場 であるこ とが求 め られてい
る。
たしかに、見るだけで観覧者に刺激や感銘を与えるもの も往 々に してある。観覧者 の直感的
な感性 を受け入れ、解放 させ ることも博物館 においては必要な役割 とも言え よう。 しか し、 こ
「も
「 もの」の表面 のみを見ているに過 ぎない。筆者 は、本稿 において、
の見方 は言 ってみれば、
の」 の内側 を見る、つ まり観覧者が制作者 を志 向す ることにつ いて考察す るものである。そ し
て、 ものの内側 を見るとい うことは、 もの を内部か ら見 るこ と、つ まりは、制作者 と同 じ視点
か ら見 ることである と考 える。
そ もそ も、 ものの内側 とは何 を意味するのであろ うか。それは、単 に「 もの」が内蔵す る物
質的な要素や、それを制作するにあた り使用 した道具を決 して指すわけではない。本稿 で用 い
「内面」、
「内側」 とい った言葉 は、形 には残 らない もの を指す ものであ る。それは、
る「内部」、
制作者 の意志や、過去になったときに「時代」 と称 されるような、制作者が存在 していた とき
の空気感 であ る。そ して、「 もの」 はこれ らすべ ての要素 を内包 していると筆者 は考えてい る。
ここで再度、
「 もの」 と人の関係 が、博物館 の展示 とどの ような繋 が りを持 つ のかについて明
確化す ると、それは一重に視覚 に基づ く繋が りとい うことである。視覚によって成立 し得 るこ
の関係 は、 まさに博物館 にお ける展示 の場 に見出す ことがで きよう。そ こでは、見 るとい う行
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為 が最重要の位 に据えられる必要があるのではなかろ うか。なぜ なら、見るこ とで人はその存
在 を知 り、実感す ることがで きるのである。
上記 の とお り、博物館 におけ る「 もの」 とは、必然的 に観覧者 と制作者 との関係性 を伴 うも
のであ り、また逆 に言えば、
「 もの」な くしては、それ らの関係 を創出するこ とす らままならない。
よって、筆者 はこれを以って、博物館学 にお いて「 もの」 と人の関係性 を扱 う意義 とし、観覧
者が「 もの」 の先 にあ る制作者へ とベ ク トル を向ける意味を考察す るこ とを、本稿 では意図す
るものであ る。
第 2章

見る ことによる存在

そ もそ も、作品 を作品たらしめてい るのは、観覧者がそれを目に映 してい ることに起因す る。
本章では、見 る者 と作品 との関係が頻繁 に成立す る博物館 の展示か ら、見 るとい う行為 につい
て考察す る。以下 に挙げ る六名 による先行研究の引用文 は、「見 る」 とい う行為 の重 要性 につ
いて触れてい る。 これを提示する意義 としては、視覚が作品の存在 を認識するための礎 になっ
てい る点 に注 目で きるか らである。本章 では、引用文 を用 い るとともに、視覚 による「 もの」
の存在 について論ず ることで、視覚 の作用を明 らかにしてい くことを目的 とする。
まず満州国立博物館館長 であ った藤山一雄 は、昭和 15年 (1940)の F新 博物館態勢』 におい
て、海外旅行者 は決 まってその滞在国の博物館 を訪 れようとする件について、以下の ように述
べ ている(4)。
海外旅行者 はその出奎 に際 し、総 じてそのスケ ジユールに、世界各国大都市 の代表的博
物館の名 を克明に列ねる。それは博物館がその國 々の「文化 の縮固」 であつ て、博物館の
建築な り、その構成、及 びその活動 を見れば大證その国の現勢 を概親 しやす いか らである。
また藤山は、
「博物館 を見る ことは、その国の現勢 を概親することにも繋がる」 と記 してい る。
つ まり博物館 における観覧者は、彼 ら自身の 目によって、作品の存在 を認識 し、 さらにはその
「その國の現勢 を概観」とい う点 においては、
国の全体像 までをも把握 しうると認識 されている。
視覚が直接的 に作用するわけではない。む しろ視覚は、 日の前 にある作品をその 目に映す とい
うことしか しない。 しか し、それ こそが、 日の前にはない ものについて思考 させる。そ してそ
の姿勢 は、
「見 る」とい う行為 を形成する一部 である とも言えるであろ う。作品 と向き合 うとき、
「見 る」 ことはすべ ての原点 になると考察で きるのであ る。
次 に、 同 じく満州国立博物館 の学芸員であ った木場 一夫 は、観覧者 にとって見ることは、そ
の存在 を知る ことであ り、作品を彼 らの 目に届けることが、博物館 の活動 を伝達する手段 であ
(5)。
ることを昭和24年 の 『新 しい博物館」 に於 いて述べ てい る
博物館 がその 目的を達成す るためには、 どんな仕事が、 どのような順 で なされなければ
ならないか。 この問いに答 えるために具体的 には。その博物館 自身のかかげている 目的や
分野、 たとえば藝術・歴史・科學・産業な どの匠別 によつ て若千 の相違があると思われる。
しか しなが ら通則 としては、つ ぎに例 としてあげる自然博物館 における方法が成立す ると
思われ る。
科學的な調査研究によつ て員理 を明 らかにし、その結果を一般 に廣 く知 らせ るためには
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つ ぎの四段階を組て完成する と考 えてよい。

1

資料 の蒐集 と整理保存

2 r,同 査研究

3
4

出版
展示

これ らは相互に関係深 くつ ながつ ていて、博物館 としてはどの一つ を快 いて も、その 目
的 と機能 とを十分 にはたす事 がで きないのである。展示室を訪れた一般 の人 々は完成 した
展示品 にだけ接 しているので、その成果を生むまでになされた博物館 の忍耐・努力・思考・
綿密な研究 については殆 ど知 らないか ら開心 が薄 いのが普通 といつ てよい。
まず、 この引用文か らは、展示 を見る とい う行為 によって、観覧者 は日の前 に置 かれている
「 もの」 の存在 を知 ると同時 に、そ の「 もの」が持つ情報 やそれに付随す る研究活動 までをも
垣間見ることがで きる とい うことが読み取れる。「博物館 の忍耐・努力・思考・綿密 な研究」は、
それ自体 として観覧者 の 目に触れ るわけではないか ら、観覧者が博物館 の活動 をあ りの ままに
知 ることは難 しいのであ る。その一方で、人は目に見えるものを起点 として、 日に見えない も
のへ と思考 を移行することが で きる ことは、先述の とお りである。つ まり観覧者 は、 日の前に
置かれた作品か ら「博物館 の忍耐 ・努力・思考・綿密な研究」 を読 み取 るのである。つ まり、
視覚が捉 える作品が どの ように置 かれているか、ただそれだけによって知るのであ る。
そ して、木場 は以下の ようにも述べ る

(6)。

博物館 の中核的機能 は展示であつ て、 あ る特別 の場合、 たとえば大學付属 の賠葉館 や、
學校 に資料 を貸出す仕事 を専門 とす る學校 システム博物館 などを除けば、 いずれの博物館
も展示 とそれにつ ながる仕事が博物館 の重要な責務 となってい るといつ てよい。 (中 略)
一般 の社會人及 び學校生徒 と博物館 とを結 びつ けることで最 も重要な仕事 は、展示品を
興味深 く展示す るこ とである。如何 に博物館員が忠賞 に研究 し、 または博物館員の研究成
果 がす ぐれていて興味があ り、かつ重要なものであって も、研究 した結果が見易 い形 に表
現 され、そ して美麗 で、人をひ きつ け るみ力 を持つ てお り、學問的 にまじめな ものに表現
されてい なけれ ば、博物館 はその教育上の活動 と効果を十分 に俊揮す ることがで きないの
であ る。
展示 を見る ことによって観覧者 は、その存在 を、 さらには目には見えない情報 までをも知る
ことがで きると認識 していた木場が、博物館 の中枢 に展示 を据えている点 は注 目に値す る。つ
まり彼 は、視覚 だけには とどまらない、「見る」 とい う行為 の 内実 を、 当該引用文 にお いて示
してい ると言える。
棚橋源太郎 は、昭和25年 の 『博物館學網要』 の中で、実物を見る ことがで きるとい う博物館
の特徴 を押 さえると同時に、「見る」 とい う行為 の重要性 を明示 した ものであ った(7)。
科學や歴史の博物館 は観覧者 の眼に訴へ て、賞物 か ら直接新 らしい知識 を獲得 させるの
である。 この直接 の経験賞物的教育 こそは、賞 に博物館の特色 とす るところで、知識 とし
ては最 も基礎的なもので ある。文字文章 の博へ るセカ ン ドハ ン ドの知識 とは債値 が異ふ。
しか もそれが陳列品の選澤陳列 の方法 に工夫が凝 されてゐるので、観覧者 は何 の苦勢 もな
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く、容易 く理解 し得 られるのである。極 めて短時間の見物 で書物 では、幾 日幾週 を費さな
ければならない分量 の知識が得 られるのである。親覧者 の頭脳 の経済 とな り、時間の節約
となること何程 か知れない。
ここで注 目すべ き点 は、棚橋 の言 う「この直接 の経験賞物的教育」 は、「知識 としては最 も
基礎的なものであ る」 と記 されてい ることである。
「 この直接 の経験賞物的教育」 とは、実物
を見る ことを意味する。換言すれば、実物 を見 ることが、知識 の根底部を形成す るとい うこと
であ る。そ して、それ こそが、
「博物館 の特色 とす るところ」 であると棚橋 は述べ てい るので
ある。
さらに棚橋 は、実物 に触れる ことの重要性、そ して、「見る」 とい う行為が導 き出す理解 の
効率性 について言及 している。実物 を見るとい うことは、人づ てに聞 く文字や言葉が持 ち得な
い価値 を持つ。それはひとえに 自分 の 日で見 る、つ ま り、 自分 自身が主体 となっている点にあ
ると言 える。そ してその行為 は、 まさに一 日見ただけで、観覧者に「 もの」 の全体像 を把握 さ
せ る。実物 を見 る ことは、「 もの」 が 直接的 に観覧者 に訴 える とい う点か ら、話 を聞い た り、
書物 を読んだ りす ること以上に、速 く正確 な理解 を見る者に供する ことがで きるのである。
棚橋 の文章か らも読み取 れる「見 る」 こ とによる効果 とは、見 ることが観覧者 の知識の基礎
「見 る」 ことが知識 の基礎 となる とい うこ とは、つ ま り見 る
的な部分 を成す とい う点 である。
ことが思考の原点 に位置づ け られるとい うことである。そ して、そ こか ら導 き出される ことは、
見 るとい う行為 の重要性 である。実物 を見ることは、それ自体 に価値がある。観覧者 が博物館
に求めてい るもの とは、それはまさに 美術史研究者 である小林忠 のい う「 日の満腹感」

(8)で

ある と言 う考 え方に賛同す る。
新井重 三は、昭和54年 の「博物館 の機能 と歴 史的変遷」 において以下のような考えを述べ て
いる(9)。
博物館 は資料 の もつ情報 をよい条件 (環 境)の 中で表現 し、市民 に提示 (Presentation)
思想 (表 現 の 目的、意義・価値お よび考え方等 )を 伝達 (Communication)
す ることによ り、
す る機関である。
また新居は、同書内の「資料 お よび研究成果の還元 と教育普及」に於 いて、以下 のように言
(10)c

及 してい る

かつ ては富 の象徴 としての展示 であった り、権力誇示のための展示 であったが、現在 で
は思想 を伝達す るための手段 として位置づ けられている。
以上 2編 の文章か ら分かることは、視覚が作用する範囲の広 さである。 日の前 の「 もの」 を
見ることを起源 とし、そ こか ら視覚 では捉 えきれない、富や権力、思想 の伝達へ と広がる。 こ
こでは、展示 の 目的が、富や権力 の誇示か ら思想 の伝達へ と変化 してきた ことが示 されている
が、それ らのすべ てが視覚的ではない。つ ま り、人が 「 もの」 を見る とい うことは、「 もの」
それ自体 にとどまることは意味 しない。むしろ、視覚的なものか ら視覚的でない ものへ の移行
が大切 なのである。 さらに新井 は、以下のように続けてい る

(・ )。

個 々の博物館 には、また、とくに重視す る機能があ り、それが、その博物館 の特徴 となっ
ている ことも事実 である。そ して、展示はその館 の 中心機能の表現 で もある と言える。
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ここで新井 は、展示 とは思想 の伝達手段 であるとし、それは、各博物館 の特徴 を表現す るも
のである と述べ てい る。見 ること、つ まり視覚 を軸 にしなが らも、 日で把握で きない ものへ の
到達を目指 してい る ことが理解で きよう。
また倉田公裕 は、昭和56年 の「美術系博物館― その展示 の基礎」 の なかで美術館 の展示 につ
いて以下の如 く述べ ている(12)。
展示 は学芸員 にとって成に重視すべ きことである。たとえ良い資料 を持 っていていて も、
これを上手に展示 して活用 しなければ、学芸員 の仕事 の大部分 は、一般大衆 に無視 されて
しま うであろ う。 (中 略)展 示 は美術館活動 の最 も重要な機能 であ り、それは美術館 の顔
であ る
「無
観覧者 は資料の観覧 によって、初 めて博物館 について知 るこ とがで きる。倉田はここで、
視」 とい う語 を用 いるが、そ こに観覧者 の意図は介在 しない。彼 らは意図 して「無視」 してい
るわけではな く、展示 を通 して 日の前 に示 されてい ないがゆえに、観覧者はただ気づかないだ
けなので あ る。そ して倉田 は、「顔」 とい う抽象的な言語 によって、展示 を定義づ けて い る。
つ ま り、博物館 で観覧者が 目にする「 もの」 は、博物館 その もの を表徴するものといえるので
ある。
さらに後藤和民 は、『博物館学講座第 7巻

展示 と展示法』 の「歴史系博物館」に於 いて、

以下のように持論 を展開 している

(13)。

い うまで もな く、博物館 は利用者 の活用のためにこそ存在す る。 しか も、博物館 のあ ら
ゆる活動や機能の うち、現象的 にもっとも目立ち、来館者が直接利用 しうる もので、 さら
に結果論的 に、あ らゆる博物館活動 の成果が集約 されてい るのは、展示 である。そ こで、
展示 こそは博物館 の象徴 であ り、その本質であ る。博物館 は、展示 に始 まり展示 に終 るか
ら、展示な くしては博物館 はあ りえない。
ここで もまた、視覚を発端 に して、象徴や本質 とい う視覚 にとどまらない ものへ と広が って
い くのである。 しか し、前記 の五者 の研究者 と異なる点 は、博物館 の本質 を展示 の なかに見出
した ところにある と言え よう。見 ることが、1専 物館 の本質 に触 れる行為 だ と明言する後藤 は、
その行為 の重要性 を極めて強 く認識 していたに違 い ないのである。
以上 に掲 げた六名 は、展示 ひい ては「見 る こ と」の重要性 を説 いてい る。博物館 において、
観覧者が資料 に触れるために展示 の場 は欠かせない。む しろ展示 とは、視覚的 に見せることを
基本 としつつ も、他 の感覚 に訴えることも重要な課題 となってい るのである。 しか し筆者 は、
ここで再度視覚 に立ち戻 りたい と考 えてい る。観覧者 にとって、博物館 とい う存在 の最大 の意
義 はなにか。それは、実物 を見ることがで きるとい う点 ではなかろ うか。そ こでは、見ること
の快楽 を謳歌すべ きであ ろ うし、そ のため に視覚 を研 ぎ澄 ませ る必要があると筆者 は考 える。
それが意味するところは、つ まり、実物 をみる ことに対す るこだわ りであると言える。博物館
が、人が持つ視覚以外 の感覚 を刺激す るのであれば、それは、実物 を見 ることへ の 回帰 を目的
としたものである必要がある。た とえば博物館 の中で、聴覚 に訴える音を用 い る場合、観覧者
はその音 を聞 くことによって、実物 に再度視線 を向けるものであ ることが求 め られる。つ まり、
その音 と展示 してい る「 もの」 との関わ りが ここでは重要 になって くる。
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本章で挙げた六名 は、目に見える「 もの」か ら始 まりなが らも、 日には見えない部分へ の思
考の広が りを示 した。 これは、筆者が前章で述べた、作品 としての「 もの」の見方 に近い。博
「 もの」
物館 にお けるすべ ての「 もの」 は、それ 自体が見 る者 に訴える力 をもつ。そ こには、
が属 している所謂分野 は間わないのである。
本章では、六名 の引用によって、「もの」 を「もの」 たらしめているのは、見 るとい う行為
によること、そして、もの を見るとい うことは、視覚では捉えきれない範囲へ の思考をも伴 う
とい うことを明らかにすることがで きるのである。
第 3章 「もの」から作品への移行
「 もの」の先 には必ず制作者あるいは関与者が必ず存在
人が人文系 の「 もの」を見 るとき、
している。「 もの」なくしては、
制作者 と観覧者 との関係 は成 り立たないのである。その一方で、
「 もの」が媒介 となることで、
制作者 と観覧者 との間に精神的距離が生 じる。つ まり「 もの」は、
見る人と制作者 との間にある距離を手 んでいる存在 だと言える。
「 もの」 と人 との関係 について考察することを目的 とす るが、その中でもまず、
「も
本章では、
の」 とい う言葉の持つ意味について一考 したい。なぜ ならこの言葉 は、本主題を論 じるにあた
り、二つ に区分すべ き意味を持ち合 わせていると考 えるからである。
冒頭部でも述べ たとお り、本稿における「 もの」 とは人工物を指す。さらに筆者は、
「 もの」
と人との関係 を論 じる上で、「 もの」を「資料」 と「作品」の二つ に分類 している。 しか しこ
の分類 は、「もの」がどちらか一方 にのみ属す とい うことを示すのではない。すべ ての「 もの」
は、資料 と作品、両方 に同時 に属 していると考 えられる。それは、云わば「もの」が創出され
た瞬間から、資料 と作品、両者の要素 を「もの」は持 っているとい うことができるのである。
° 「
まず、資料 とは「研究・判断 を行 う基礎 となる材料」 とある
・ 。
材料」 とい う言葉 を用 いて
いることか らもわかるように、資料 は、物質的意味合 いの濃い ものになっている。その姿勢は
つ まり「
、 もの」 を前にしたとき、
視覚が捉えるものを基盤にする。視覚が捉 えるとい うことは、
つ まり見るとい う行為 によって、その存在 を認めることができるとい うことである。
(15)。
一方作品 とは、
この定義 は一見す ると、
「心をこめて制作 したもの」と定義す るにとどまる
人が創 り出す とい う意味においては、
すべ ての「 もの」を、
「作品」
極めて曖味に感 じる。 しか し、

と呼ぶことは可能なのである。そ して、作品とい う語を用いるとき、人は 日には見えない部分
に立ち入 りたい とい う思いを往 々にして抱 く。見えない部分 とは、制作者 をはじめとす る人の
「 もの」が、今 日の前にある「 もの」
心の動 きである。なぜ なら、そのわずかな動 きでさえ も、
として存在す る理由になるか らである。また人の心の動 きこそが、
「 もの」を前 にしたときに、
見る者が美 として感 じられるものになると筆者 は考 える。
この美 は、視覚的な美 しさではない。 もちろん作品 として「 もの」 を目に映す ことは大切で
「 もの」の存在へ 向けられている。つ まり、なんの知識 も
はあるが、ここで言 う美 しさとは、
なしに、初めて「もの」 を見たときには得 られない感情 といえるのである。
作品 として「もの」 と向き合 うとい うことは、その中に美を見出そ うとす る姿勢 だと筆者は
考える。その美は、造形的、技術的、色彩的なものであ り、あるいは、精神性 の中から見出さ
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れるであろう。
以上 を踏 まえると、資料 とは「 もの」 を核 として物質的なものへ と繋が る視点、つ ま り表面
に向け られるものであるのに対 し、作品 とは「 もの」を核 として、それに付随す る精神的なも
の、つ まり「 もの」 の内奥へ と向かう見方だと定義づ けることがで きる。
両者 は、互 いに互 い を必要 とす る存在 であるために、その どちらかの優位性 を示す ことを要
さない。前述 したように、資料 と作品は、同一の「 もの」 に対する見方の差異 にす ぎない。そ
して、「 もの」 を資料 として見 るか、あるいは作品 として見 るかは、それを見 る側 にすべ て委
「 もの」の内部へ の考察 を図 るために作品 としての「 もの」
ね られてい る。本稿にお いて筆者 は、
を論 じるものである。
では、なぜ「 もの」 を見るときに、その内側 を志 向す ることが求 め られるのか。それは、観
覧者 と制作者 とを繋げ るためである。「 もの」 と観覧者 が出会った とき、そ こには両者か ら成
る関係が生 まれる。 しか し「 もの」 は、時間を伴 う。それは、制作者 と共 に在 った過去 の時 と、
観覧者 と制作者 を繋 ぎ、また、
観覧者 と共 に在 る今 の時である。「 もの」が内包す る時間 こそが、
両者 の距離 を隔てる原因となる。
見 る者が、作 り手 と繋がる手段 が、「 もの」 の内部を考えること、つ ま り作品 として向 き合
うこ とであると考察で きる。要するに作品 として見 るとい うことは、観覧者 の意志 の表出であ
る。「 もの」 を前 にした とき、
受け身 だと思われがちな観覧者 は、制作者へ と繋 がることを願 い、
そ して、その作品の中に美 を見るのである。
第 4章

作品を見る

作品 として「 もの」 を論ずるとき、その対象 はもはや「 もの」ではない。それは作品で しか
あ りえない。「作品を見 る」 とい う本章 のタイ トルは、「 もの」 を「 もの」 としてではな く、作
品 として見 るとい うことを表徴するものである。
ある「 もの」をひとたび作品 として捉 えた観覧者 にとって、それが再び「 もの」へ と戻 るこ
「も
とはないであろ う。なぜ なら、
何 も持 たない まっさらな
作品には感情が寄 り添 うためである。
の」 として、 まるで初 めてそれを目にす るかの様にその前 に臨む ことは、一度作品 として向 き
合 った者 にとっては難 しい。後には引けない行為 だか らこそ、作品を見 るとい う行為 に焦点を
当てて考察す る必要があるのである。
前章 まで、人 とものの 関係 は視覚 によって成立す る ことを論 じて きた。見る ことによって、
人はその存在 を初 めて知 り、そ してそれが起点 となって、人は目に見えない部分 までをも想像
する。 しか し、本章で提示 した「作品を見る」 とい うタイ トルか ら導 き出す ものは、想像 にと
どまらず、視覚へ の回帰 を意図するものである。本章では、作品を見るときに求め られる二点
の着眼点にについて論 を展開 してい く。
一つ は、作品を見 るときに用 いるディス クリプシ ョンとい う手法 についてである。ディスク
リプシ ョンとは、 フラ ンス語、英語 の descriptionを 指 し、言葉 によって既 にある作品 を記述
す る手法 のことである。当該手法は、絵画を論 じるときに用 い られるこ とが多い。 これは、絵
画 は「 もの」 として、 あるいは資料 として論 じられることもさることなが ら、作品 として も十
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分 に捉 えられてきた経緯 を持つ か らである。作品 としてみ られることをす でに当た り前 とする
絵画だか らこそ、そ こで用 い られているこのデ ィスク リプションとい う手法を検証する価値が
ある と筆者 は考える。 当該手法では、実物な しに、言葉のみによって作品を現前 させ る。つ ま
り読者は、言葉によって作品を見ると換言で きるのであ る。それは一見すると、筆者が これま
で述べ て きた こととは両立 し得ない。 とい うのは、筆者は前章 まで見るこ との重要性 を論 じて
きたか らである。視覚 こそが、見る者 と見 られる「 もの」 との関係 をつ くる礎 に位置づ け るこ
とがで きる。
このように主張す るに もかかわ らず、本章 に於 いてなぜ 目ではな く言葉で見 る手段 をとりあ
げるのか。その 目的は、見ることへ の回帰 にある。 ここで、デ ィスクリプションの構造 ととも
に、 この逆説的な理由の意味を明 らかに してい きたい。
そ もそ も、デイス クリプシ ョンにおける記述者 と読み手 との間 にあ る最大 の差異は、視覚に
ある。記述者 は、作品の外観や印象 を読み手 に伝 える。 この時点で、その記述 にはある程度の
客観性が求め られる。つ まり、記述者 はその作品 を知っている者、すなわ ち実物 を、あるいは
何 らかの手段 でその作品を目にしたことが ある者 であるといえる。 さらに、記述す るとい う点
において、記述者 はその作品を見てい る、 もしくは詳細に覚えてい る必要性がある。
一方 で読者 は、その作品を思 い起 こす ことができなかった り、見た ことがなかった りす る可
能性 も十分に考えられる。つ ま り、読み手 は言葉によってその作品を見 るとは、 まさにその言
葉が示す とお りなのであ る。
以上のことか ら、デ ィスクリプションにお ける書 き手 と読み手 との間には、観覧 した記憶 の
遠近、 もしくはその記憶 の有無 とい う違 いがある。 さらに筆者がその違 い を「最大 の差異」 と
呼ぶ理由は、その違 いこそが読み手の欲求をか きたてると推察 されるか らである。作品描写 を
読 んだ後 の読者 は、「実際 に見 たい」 とい う欲求 を抱 くことが大 い にあ り得る。それは、言葉
による描写が読者 にとって十分 であれ不十分 であれ、往 々にして認 め られるものである。 これ
が まさに、ディスクリプションか ら見るこ とへ の回帰である。
二点 目は、作品 として見 るときの博物館 の必要性 についてである。作品の内奥 をす くい とろ
うとす るとき、なぜ博物館へ 行 く必要があるのか。それは、実物 を見 るための一言 に尽 きる。
実物 を前 にした観覧者 は、作品 に対 して決 して受け身ではない。たとえば絵画の場合、そ こに
は筆の動 きの跡や、光 を巧みに描写 したまぶ しさ、遊び心ある画家 の視線 を見出す ことなどが
で きるだろ う。力強 い筆跡 を見てはっとさせ られた り、木 々の隙間か ら差 し込む光に目を細 め
た くなった り、画家 の視線 を追い なが ら微笑んだ りすることは、実物以外の写真 や コピーか ら
で き得ないのである。
作品 に対 して、観覧者は疑間を投 げかけた り、答えを見出そ うとした りす ることがあるだろ
う。それは、作品に向けられる観覧者 の 自発的な態度であ り、作品の制作者に向け られたまな
ざしで もある。 この とき、観覧者 と制作者 の関係 は成立す る。二者 の関係 は、一方的なもので
はな く、む しろ対等である。その姿勢 は、見方の方向性が縛 られていないことが望 ましく、そ
のために も博物館 では、「 もの を見る」 とい う行為その ものを尊重す る必要があ るのである。
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おわ りに
本稿 では、
「博物館 の 中核機能 としての展示」 とい う題 の もとで、そ こか ら始 まる視覚 の重
要性 について一考 した。「 もの」を見 るとい う行為 は、その「 もの」の存在 を認めることであ り、
「 もの」
これによって初 めて「 もの」と人 との関係 は成 り立つ。 この二者間の関係 をな くしては、
の作 り手 であ る制作者 との関係 を築 くことも不可能なのである。 もの を見 るとい う物理的な行
為 は、 さらにその内奥 にある、 日には見えない制作者 の心 の動 きへ と目を向けることにも繋が
「見
る。 もの を見た先に、制作者 を見 るとい う実物 を前にした観覧者が築 き上げる この関係 は、
る」 とい う行為 な くしては始 まらないといえるだろう。
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は じめに
筆者 はこれまで、我が国 にお け る博覧会研究 の成立 と、研究活動 の展開について調査 して き
た。 これは、我が国の博覧会研究事情 を理解す ると同時 に、今 日の課題 となっている、内外博
覧会史研究の推移 を学術的 に精査 し、現代 まで蓄積 された成果を分類する ことが 目的である。
今 日までの我が国における博覧会研究 は、昭和戦前期における概説的研究や 日本万国博覧会
開催前夜 の博覧会史の見直 し、開催事業報告 といった基礎的研究に始 ま り、年月を経て、研究
者の専門視点 による詳細な事象研究へ移行 していった傾向が見受けられる。その中で、特 に我
が 国で博覧会史研究が重要 となったのは、成果が蓄積 され始めた昭和Ю年代 と確認で きる。
昭和40年 代 には、アジア初の万国博覧会 となった 日本万国博覧会が開催 されてい る。当該博
覧会の成功は、我が国の戦後復興 の象徴的事業 であると同時 に、 明治期 よ り計画 されて きた、
万国博覧会構想 の試行錯誤 と挫折 を繰 り返 した末に達成 された悲願であった。その悲願を達成
するため、博覧会 の役割や 開催 の意義、我が国の博覧会活動 の推移 をまとめ、社会へ研究成果
を発信 し、公衆の理解 を深める ことが必要であ り、政府 の関係者やパ ビ リオ ン出品企業 に所属
す る研究者 によ り盛 んに研究活動 が行 われ、 当該期 には多 くの論著や報告書が世に発表 され
た(い 。
先述 の流れを汲 んだ現在 の研究活動 は、博覧会史の概説にとどまらず博覧会毎の詳細 な展示
内容や活動、お よび国家 の博覧会政策に関す る研究成果が多 く蓄積 されつつ ある状況にある。
現在 はよ り細部 に焦点 を当て、級密 な研究活動を展開されるこ とが、今後多様な成果 を発表す
る うえで求め られる。博覧会研究者 は、 この流れを意識 しなが らも、 自身の研究の視点認識を
明 らかにするために、蓄積 された研究成果の詳細 を理解 と再検討が不可欠な状況 を考慮す ると、
博覧会研究史の整理 は未 だ不十分 であるといえる。 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 なるため、博物館学 の視点 において博覧会史を専 門 とす る研究者 も多 いが、
当該分野 による研究実績 の蓄積 は発展途上 の段階にあ り、今後 よ り基礎研究 とその精査が行 わ
れる必要がある。
このような状況の 中、我が国を代表す る博覧会研究者 として、多 くの論著 を世に発 表 した吉
田光邦博士 (以 下、吉田 とい う)の 残 した功績は、博覧会研究史の中で重要 な位置付けを占め
る。吉田の研究成果 は、 自身の専門であ る科学技術史の視点 に基づ き、万国博覧会の噴矢 か ら
内国勧業博覧会の過程、1980年 代当時までの博覧会事情 に至るまで幅広 い時代 を網羅 した、多
種多様 な博覧会 の知識を取 り入れた もので、その多 くが現在 の博覧会意識の基盤 として役割 を
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果 た してい る。
吉田が広範囲な科学技術 の知識 を基 とし、博覧会研究 に身 を投 じ始めたのは、昭和40年 代半
ばである。我が国で各研究者 の専 門分野を駆使 し、 よ り精密 な博覧会研究に重点が置かれるの
は、昭和50年 代以降のことで、当該期 よ り多 くの研究者が本格的 に成果を残 してい るが、その
中で精力的 に研究成果 を発表 し、当該分野 での研究活動 の先駆けとな り、専門的視点に基づ く
博覧会史像 の構築 に大 きく貢献 したのは、吉田の科学技術史 に基づ く研究成果であった。
本稿 では、吉 田による研究論著 の中 よ り、博覧会関係 の研究成果 に焦点 をあて内容 を分析す
る。また、研究 の視座 や共通点 を明 らかに した後、現在 の博覧会研究活動 にお ける成果の位置
付 けを他 の研究者 による評価 を照 らし合わせ比較す る。そ して、吉田の博覧会研究 の内容が、
現在 の研究動向に どのような影響 をもた らす のかについて改めて考えたい。

1.略 歴
吉田は、大正 10年 (1921)5月 1日 に愛知県西春 日井郡に生 まれた。 1日 制愛知第一 中学校、
及 び第八高を経 て、京都帝国大学 の理学部 に入学 し、宇宙物理学 を学 んだ後、昭和20年 (1945)
大学 を事業、同時 に龍谷大学予科 の教授 に就任す る。翌年 には東方文化研究所 の嘱託職員 とな
り、同24年 には母校京都大学 の人文科学研究所 の助手に就任 してい る。
昭和31年 には、京都大学学生イラ ン調査隊の隊長 として海外調査を行 い、その 3年 後 には京
都大学イラ ン・ アフガニスタン・パ キスタン学術調査に参加 した。一連の調査 は、考古学者 の
水野清 ― を中心 とした、バー ミヤ ンに代表 される仏教遺跡 の調査 を目的 とするものであ り、宇
宙物理学 を専門 とす る吉田の本来の研究対象ではない ものの、後年 の技術文明論に代表 される
アジア史お よび芸術文化論 の基盤 となってい ることが確認で き、学術研究へ の意欲や興味、関
心 の深 さが うかがえる。同39年 には、人類技術班

(2)の

一員 として再 び同地区の学術調査 に参加

した他、東南 アジア諸民族の物質文化調査 を行 ってお り、研究活動が広範囲に及んでいること
を看取 で きる。
昭和35年 に京都大学 の人文科学研究所 の助教授に就任、44年 には文学博士号 を所得す る。題
目は「明治期技術史の研究」であ った。その後 も同60年 に大学 を退官す るまで、同大学 の人文
科学研究所 で順調に昇進を続け、最終的に名誉教授 に就任 した。
先述 の京都大学 におけ る研究活動以外 にも、通商産業省伝統的工芸品産業審査会委員、文化
庁文化財保護審議会専門委員、文部省学術審議会委員等 を歴任 した他、国立民族学博物館 の創
設や 日本産業技術史学会 の設立にも関与 してお り、 これ らを考慮す ると、博物館や文化財事業
に深 く関わってい ることが見受け られ、博物館 を主題 とする論文を残 している ことか ら、我 が
国の博物館学史の分野 において も今後精査がなされるべ きであろう。
先述 の京都大学退官後 は、京都府京都文化博物館館長や京都造形大学教授 を歴任 し、昭和62
年 に紫綬褒章を受章 した後、平成 3年 (1991)7月 30日 に他 界 した。享年70歳 。
以上簡単 ではあ るが、吉田の略歴 とす る。先述 の経歴 を一 見 して も分かる通 り、吉日の生涯
にわたる研究活動 は非常に幅広 い分野にお よんでい る。京都大学入学当初 こそ、
宇宙物理 とい っ
た理学系 の分野 を学ぶ研究者 であったが、海外 での学術調査 の参加 や経歴 を重ねるごとに人文
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科学の場へ活動 の拠点を移 してい った。博士号所得時には、その学位申請論文の題 目か らも見
受け られるように、完全に人文系研究者 としての地位に転換 してお り、その後 も研究の主題 と
してい る。 これに関 しては科学技術 と歴 史学、すなわち 自然科学 と人文科学 の折衷 とも解釈で
きるものの、筆者 は技術 の歴史やその発展 について論 じてい るこ とを考慮 し、人文科学 の視点
により重点が置かれた ものと認識 してい る。
最後に吉田の研究業績 を概観す ると、以下の 3点 に分類す ることが可能である。博覧会研究
との関連では、科学技術史の見地を基 とし、芸術文化論や時事問題、社会教育意識等 の社会科
学に よる見解 を組み合わせ、理想 とす る 自身の博覧会像 を打 ち立てていることが看取 される(3)。
① 日本及びアジア諸国における美術や工芸等 の芸術文化論
② 近代科学や伝統技術 の発展 の歴史
③現代 の国際事情や文化構想に関す る批評

2.吉 田光邦の博覧会研究とその特色
a.科 学技術 の視座 に基づ く博覧会史
吉田の博覧会研究 の根幹 にあるのは、先述 の広範囲にお よぶ研究対象の中で も、特 に科学技
術史研究の観点 よ り蓄積 された知識であ り、その研究成果 は、科学技術 の発展 の歴史を調査す
る中で立 ち上がった ことが明 らかである。
吉田の専 門であ る科学技術 の推移 に関 しては、著書 『日本科学 史』(4)や 雑誌記事 「博統技術
について」 「科学時代 における国家像―科学技術 の発達 は国家 を変質 させ るか―」°、「明治
°
0と い った ものがあ り、総 じて が の
後期技術 の諸問題」 、「明治の科学者 たち」
我 国 明治期 に
(5)、

おける急速な産業技術 の発展や科学知識 の進歩 を論 じてお り、 これ らの見解が博覧会研究にも
受け継がれている。特 に科学技術 に対する認識が打 ち出されているのは、「技術史研究のあ と」
の一節 に代表 されるものであろう。 この中で吉田は、技術 は文明をつ くりあげる基礎的な条件
とした うえで、以下 のように論 じてお り、専門である技術史研究 の重要性 を明記 している(9)。
つ まり技術 は、 あ らゆる現実 の文明をつ くりあげ る方法 であ り、そ こで、技術史を考 え
ることは、文明の基礎構造 の歴史を考える ことになる。
しか しこの技術史 とい う研究分野 は、それが文明の形成 に直接 かかわるだけに、その範
囲 は極 めて広 く、 また複雑 なものとなる。
また長 きに渡 リアジア地域 を調査 して きた吉田は、
「技術 を考 える視点」 の中で、今 日まで
の技術展開の過程 を、進歩史観や工業化至上主義 に代表 される、現実の国家 レベ ルで計測す る
ものではな く、地域 の歴史が生み出 した文化 とそれを支える 自然環境 を対象 として きたと論 じ
てお り(10)、 当該期 の科学技術 史研究 の基盤 となる ものである。異 なる文化 間 にお いて、一方
の文化 を先進的 とな し、他方 を発展途上 と解釈 し、別 の文化を適用することに疑念 を抱 いたこ
とも、独 自の文化論 を展開 させ る背景 となった。
(n)。
「明治の科学者 たち」 においては、 自身の科学者像 について以下の ように論 じてい る

科学 は西洋文明を最 も特徴づ ける要素 であ り、代表的な所産であ る。それゆえ科学 の研
究 と教育をその業 とした人びとは、最 もよく19世 紀的な ヨーロ ッパ的人間像 に近づいた人
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びとだったとい えるであ ろ う。
この ように、吉田か ら見た我が国の科学技術 の発展 は、殖産興業 の波 に即 し、既存 の学問や
技術 にとって代わる、新たな西洋的文明の流入 と模倣 であ り、近代国家 の形成に不可欠な事柄
として認識す ることが可能であろう。
科学技術 の動向や学術研究 の是非については、「テクノロジーの時代 と人 間」や「理性 は神
ではない一知術一致 のすすめ」 で持論を展開 してお り、吉 田の科学技術研究 の視野や、対象年
代 の広 さを見る ことがで きる。両者 とも当時 の科学界 における時事や問題点を、科学技術 の展
開 を背景 として論 じてい るが、前者では、更なる技術 の進展 と人 間社会の共存 を両立 させるた
めには、最新技術 の模倣ではない新 たな価値体系 の創成 とその多様化が不可欠であるとしてい
る(12)。 後者 では、 日本人の思考様式が科学的認識 と技術的生産 の 2点 を分離 させた ものであ
ると論 じ、現代社会における科学 と技術 の結合体系 の問題点 を指摘 してお り、今後 は体質化 し
た研究姿勢 に疑間を持 ち、科学技術 における体系 の見直 しの完成が可能であると解釈 してい
る(13)。
「ナ シ ョナ リ
国際事情 を踏 まえ、科学技術 の現代社会 にお け る在 り方を問 うた もの として、
ズムの志向す る もの」や「未来 をひらく発見 と認識」 を挙げ ることがで き、後年 の国家規模 の
大博覧会の研究解釈 に通ずる認識が見受け られる。前者 では、 国家主義 の概念や、相反す る統
一 と分裂の機能を自己流 に明記 したうえで、我が国のそれが 自己完結意識 の強い ものであ った
点、明治期 の近代国家形成期 に古来 の国家主義が否定、断絶 され、西洋 よ り新 たな国家主義が
導入 された点を論 じ、今 日の国家形成に必要な ことは、ナ ショナ リズムとい う言葉 の意味 を不
分明なまま放置せ ず、過去 に失われた国家像 を探究 し、科学技術 のような新 たな要素 の深 い知
恵 を得 ることであると結んで い る

(14)。

後者 では、 昭和45年 (1970)の 万国博 覧会 の広報活動

に端を発 し、それに代表 される未来の世界観が幻想 の まま色褪せた点を、科学発展 の虚栄 を現
実 の社会問題 と比較 し論 じてお り、問題 を解決 に導 くには、普遍性 を伴 う発想 の原点回帰 と、
それを発見 し、認識す る努力 の必要性 を打ち出 してい る

(15)。

以上の通 り吉 田の研究意識には、科学技術 と国家主義 に対す る認識が表れてお り、今 日の博
覧会研究 に代表される、 コ ミュニケー ションの場 としての解釈 に通ず る面が見て取 れる。
科学技術史の視点を基 とし、現代社会 にお ける科学技術 のよ り充足 した活用意義 を論 じた文
献 も存在す る。「技術大衆化 は歴 史の必然一 日本 にお けるテクノクラー トの系譜―」 がその例
であ り、我が国の19世 紀後半 よ り展開された技術官僚 による技術普請の大衆化 の過程を、国家
社会 の近代化 と結 びつ け、その課題 と当該期 の現状 までを論 じてい る点は、特 に広 い視野 と高
い専門性 を合わせ持つ ものであ り、後述 の研究成果にも通ずる内容 であろ う(16)。
(17)等
の
吉田による博覧会研究 の代表的な研究成果 として、『万国博覧会 ‐技術文明史的 に』
(18)に
よる『万
自身の見解 に基づいた多 くの論著 の他、 自らが代表 を務 めた万国博 覧会研究会
(19)や
(20)の
『図説万国博覧会史』
国博覧会 の研究』
編集 を行 ってお り、 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 としての博覧会史像 を構築 している。
吉田 による博覧会研究 は、 自身の専門であ った科学技術史の基礎知識に基づ くもので、その
成果を概観すると、
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①万国博覧会通史
②博覧会 と産業技術 の関係
③現代博覧会の活動分析
④博覧会 と博物館 の関係
の 4種 類 に分類する ことが可能であ り、 これ らの研究成果は、その後次第に多様化する博覧
会研究 において、専門性 に基づ く研究活動 の一種 の方向性 を決定づ けるものになった。
吉田が確 立 した科学技術史的視点 による博覧会研究 は、蒸気機関や電力、情報技術等 の科学
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 いてお り、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 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、殖産興業政策の一環 として博覧会を捉 えてい るのが、氏 の研究
視点 の特徴 である。そ して、「万国博 のこと」 では、以下 のように技術史か ら博覧会 を研究す
る契機 と博覧会認識 を論 じてい る(21)。
ず っと技術史を考えて きた者にとっては、19世 紀には じまった万国博 は、 もともときわ
めて重要な史的問題 となっていた。 い うまで もな くそれ らは、18世 紀以来の進歩 の思想 に
よって成長 して きた技術文明の一 大展示場であ り、今 日風 にい えば一大国際見本市で も
あったか ら。
吉田の博覧会史研究 の内容 を確認すると、先述 の科学技術史研究 の中か ら出てきた史的問題
の解読 と同様、一貫 した主張 と広 範囲な研究領域 を合わせ持 つ ものであ ることが明 らかだが、
その中で吉田は、博覧会 を19世 紀半ばに作 り上 げ られた新 たな情報交流 の形式 と解釈 し、博覧
会 の多岐 にわたる内容を論 じてい る。
吉田は編著 『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
ディアの場 と解釈す 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、19世 紀後半
の万国博覧会像 を、 国家意識 を高めようとす る強烈な国家意識 を発現 させ る場 であるとも認識
してお り、その過程 で産業技術 の推移 を関連づ けてお り、国威発揚 の場 としての博覧会 とい う
意識が、後世 の研究者 に多大な影響 を与 えていることは明 らかである。 また、我が国の博覧会
誘致運動が勧業政策の一環 として始 まり、国民に新 しい産業社会の到来を伝 えるものと して作
用 していた理由は、19世 紀 に近代国家組織へ移行 した我が国には必然の成 り行 きであ り、同時
(2)。

に娯楽 の場 を提供 した と論 じてい る

科学技術 の発展 と博覧会 の関係 について も、拡大する企業市場における先進工業国の国際市
場獲得 の機会や、新技術 や新製品の展示場 として意識 した うえで、20世 紀 に入ると、 これまで
の博覧会の性格が失われ、各国の文化 と技術 の存在が取 って代 わ り強調 されるようになったと
(23)。
し、博覧会の性格 の変遷 を、科学技術 や社会構造 の変化 と関連づ けてい る

これ ら著書の部分 に関 しては、以前拙稿 にて触れた面が多 く、本稿 では多 くを論 じないが∽ 、
一部 を抜粋 した限 りで も、吉田を中心 とした研究会 の精力的な活動 は、対象 とす る万国博覧会
の種類や年代 も広範囲に及 んでお り、今 日の博覧会史研究の基礎的役割 を果 た しているといえ
る。
この他 にも、吉 田が本格的な博覧会史研究 に一歩 を踏み出 した「 ロン ドンの「水晶宮」か ら
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大阪の「未来都市」 まで―万国博 の技術史的考察 ・エ ピソー ド風 に一 」では、初 めて開催 され
た ロン ドン万国博覧会か ら、昭和45年 の 日本万国博覧会にまで至る博覧会史の展開 を、我が 国
の万国博覧会参加 と関連付けなが ら概説 し、博覧会を最新 の技術成果を誇示す る場 と形容 した
(25)。
これは科学技術史の視
うえで、産業技術 の 向上や経済見本市 としての効果 を挙げてい る

点か ら見た博覧会通史 としての機能を有 してお り、万国博覧会開催前夜 においては、博覧会 に
関す る大衆へ の知識理解 を深めることに、多大な効果を有 していたであろ う。
同様 の博覧会通史 として、「 日本型工 業社会 の構想」 の一節が挙げ られる。 これは、現代 の
工業政策 にお ける事柄 を複数論考 したものであ り、万国博覧会 の項においては、19世 紀 よ り続
く万国博覧会 の系譜 を、 日本万国博覧会 まで紐解 いた うえで、万国博覧会 の歴史は、近代技術
(26)。
文明の成果 と、参加国同士 の工業社会へ の渇望 と競争 を展示 した ものであ るとしてい る
また「東は東、西は西―ある展覧会の経験 か ら日本 を世界 に理解 させ る前提要件 を開示す る
―」の一節 では、19世 紀後半 に開催 された万国博覧会 における我が国の独 自性 と、存在意義 の
明確 さ、そ してそれに結 び付 くヨーロ ッパの認識に関 して論 じなが ら、論著発表当時 の明治期
の万国博覧会認識 を以下の通 りに捉 え、事例分析 を行 ってい る(2)。
明治政府が万国博 に熱心 に参加 し、 日本 のアピールにつ とめて きたことは最近 ようや く
知 られて きた。 しか し明治政府は日本の専業 の実態 を紹介するばか りでな く、古美術 の展
示 にも力 を注 いでいた こ とは注意す る要があろ う。
最後 に、
「 日本 の美

歴史的性格 の変容」 を挙げ る。 この一節 では、科学技術史の見識 のみ

ならず、副眼 ともい える芸術史的観点 よ り、イギ リスで開催 された博覧会 における我が 国の出
品物に言及 してお り、産業革命に よ り工業文明へ と変貌 した ヨーロ ッパ諸国の、我が国の独 自
の文化体系へ の羨望が、19世 紀後半の駐 日大使 オールコ ックによる美術工芸品の収集 と万国博
覧会出品、慶応 2年 (1867)の パ リ万国博覧会におけるジャポニスムの隆盛、その後 の国家 の
近代化 を経 て、明治43年 (1910)の 日英博覧会開催 と出品物 の批判につ ながったと認識 してお
り、科学技術 の発展か ら美術性格 の変容 を説 いた興味深 い論考 である

(28)。

以上の通 り吉田の博覧会史研究 は、専門の科学技術史的観点 に基づ く見解が顕著 に表 れてい
る。吉 田にとって博覧会 とは、展示に よる情報発信 の機会であると同時 に、技術発展 の成果を
誇示す る場 として、激動 の時代 を映 し出 したものであった。今 日の社会 に当てはめた場合、 こ
れ らの論議がいかに活用 されているかを明確 にす るには、現在 の研究活動 における基礎認識 を
確認 し、再度検討 を行 うことが必要である。

b.現 代 の博覧会活動 と博物館学意識
先述 の科学技術史的視点に よる博覧会研究 は、19世 紀 か ら20世 紀前半に開催 された もののみ
ならず、現代 の博覧会活動 にも及 んでい る。 これは、吉田が博覧会史の研究に とどまらず、今
後 よ り良い博覧会の開催 に向けての構想 を描 いていた こ とによる もので、あ くなき科学技術ヘ
の探究が見 て取 れる。
吉田の博覧会研究 の萌芽 は、昭和45年 (1970)の 日本万国博覧会開催前夜 と重なっている。
本稿 の 冒頭 で論 じた通 り、当該期 は多 くの研究者や政府関係者が、我が国初 の万国博覧会成功
へ 向けて研究活動 を進めてお り、吉田もその流れを汲む一人 として、積極的に博覧会研究 を行

‑2∞

―

博十

吉 田光邦 の博 覧会意識 とその 評価

い、成果を導 き出 してい る。先述 の「 ロン ドンの「水晶宮」か ら大阪の「未来都市」 まで一万
国博 の技術史的考察・エ ピソー ド風 に一」 の結 びでは、博覧会が継続的 に開催 される条件 に、
19世 紀 よ り続 く国家 主義 の意識が、近年 の 国際主義 よ り志向され、科学技術 が思想や哲学 よ り

誇示 されるこ ととした後、以下 の通 りに論 じてお り、万国博覧会通史を踏 まえたうえでの博覧
(")。

会開催 に向けての展望 を打 ち出 してい る

この 日本万国博 は、世界 に何 を展示 しようとす るのだろ うか。恐 らくそれは ビック・サ
イエ ンス、 ビック・ ビジネス、 ビック・ アー トと、 巨大化 を中心 とす る現代文明を表現す
るもの となろ う。
(中 略 )は

じめて万国博 に接す る日本 の人びとは、巨大な科学技術 、巨大 な機械芸術 に

実体験 をもつ ことによって、深 い衝撃 を受ける ことになろう。鉄 と蒸気力は、ペ リーの黒
船が 与 えた衝撃 だった。
そ して、70年 万国博 の巨大 な構造物 の 間を通過す る何千万 の人び とは、 第二の黒船 "
にも似たシ ョックを、彼 らの精神像 に刻む ことになるか もしれない。
同時期に発表 された「 日本万国博覧会 とその教育的意義」 は、 日本万国博覧会 における展示
内容や教育普及活動 に関 して論述 してお り、吉田はその中で、新 しい教育 を受け入れ新 しい知
的領域 を開 きなが ら、急速 に変化す る現代社会 にて生 きるためには、各万国博覧会施設 を最大
限に活用 し、学校教育に連続する社会教育施設 とすべ きであるとしたうえで

(30)、

万国博 覧会

施設の恒久的な活用 における教育的意義 を見出 してお り、博覧会での教育活動 の必要性 を明 ら
か としてい る。
また吉田は、博覧会の役割 を大衆 のための啓蒙 と教育 を大 きな要素 としてお り、万国博覧会
の歴史を論 じた上で、博覧会 を契機 とし、博物館や美術館等 の社会教育施設が建設 された例を
並べ た後、工業技術教育や学校教育の方面 にも影響 を及ぼす ものであるとしている。その一方
で、今 日の博覧会 では、19世 紀や20世 紀前半の機能 とは異なるもの と認識 し、対象 とした博覧
(31)。
会の展示内容 やパ ビ リオ ンに関する論考へ展開 してい る
そ して、パ ビリオ ンの国家主義 に基づ く強い 自己主張 を万 国博覧会が受け継 いで きた形式の

1つ であると表現 してい る他、展示 の多様性 か ら現代技術 の成果 と今後 の活用 についての鮮烈
な印象や批評、予測 を持 って展示物 を受けとめるかが重要であると意識 し、実物教育 の機会や
歴史および地理、現代社会に関する現実 の明確 な認識 の場 として、万国博覧会が重要な意味合
い を持 つ と解釈 してい る。そ して、技術万能主義に裏付 けされた万国博覧会 の中における人間
教育の場 としての意義や、誰 で も自由に利用で きる教育施設へ の転用 を論 じている

(32)。

先述 した「 日本型工業社会 の構想」の後半 では、日本万国博覧会 の展示内容 に も触 れている。
未来都市 と称 された展示 に代表 される、 カプセ ル型住宅 の展示や巨大な映像資料 の使用 の内容
を問うた後、現代社会が博覧会 自体に投影 され、未来像 を発現 させた と論 じている他、個性が
はっきりと表 れた国家によるパ ビリオ ンと、個性 と娯楽 の間にあたる中性的技術 の企業館が並
列す る状況を、企業による出品の歴史を照 らし合 わせ、博覧会意識 の変化 と新 たな性格 の成立
に結び付けてお り、当該博覧会 の活動 は、今 日までの博覧会 の性格が包含 されたものであ ると
0。
解釈 してい る
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この他 にも、「博覧会一万博 か ら花博 までの20年 一」 は、 日本万国博覧会か ら20年 後 に再び
大阪で開催 された、平成 2年 (1990)の 国際花 と緑 の博覧会 に至るまでの博覧会事情 を、我が
国初 の万国博覧会以前 の性格変遷 を認識 した うえで、当該博覧会の到達点 を、多様 な幻想 を生
み出す技術 を付随 した、娯楽 の工業化 と解釈 し、認識の変化 を明 らかとした。 また、現代 の我
が 国の博覧会 は、草創期 より宿命づ けられた、夢 と楽園の追求 の継続意識 によるもの とし、沖
縄国際海洋博覧会 (昭 和Ю 年)、 筑波 で開かれ た万国科学技術博覧会 (昭 和55年 )、 同時期 の地
方博覧会 ブームに関 しての概況を論 じている。そ して、博覧会に対 して過度の期待 を持たな く
な り、意識が縮小 しつつ ある状況下 での開催 となる花 と緑 の博覧会 を、従来の科学技術展示 と
は異なるテーマ と称 し、博覧会像 を展望 してい る

(

)。

「万国博 のこと」 の結 びに詳 しく記 され
我 が国の万国博覧会政策 の立地的難点に関 しては、
ている。 この記事 では、博覧会都市 として名高 いパ リに見 られる都市開発 と博覧会 の有機的な
関係、博物館等 の教育施設へ の会場利用が、我が国では京都 の岡崎地区を除いてほとん ど見受
けられない状況 を論 じてお り、その原因は、我が国では外来文化 の一種 として博覧会認識 がな
され、その形態や制度 のみが受容 された点、伝統的な祭 りや縁 日の形式 を基 とした内容にある
ω
と結論付 け、今後 の展望 を論 じて い る 。 これに関 しては、国立民族学博物館 等、万国博 覧
会 の跡地利用が、活発 に展開 されている状況 を考慮す ると、再考せ ざるを得ない ものであ る。
吉田による現代博覧会 の研究 は、そのほとんどが我 が国で初めて開催 された 日本万国博覧会 を
主題 としてお り、それ以前 の博覧会史 を認識 したうえで、20世 紀後半の博覧会像やその展示内
容 に関 して重点的に論 じてい る点が大 きい。 また、博覧会 における教育意識 の展開や博覧会 の
時事問題 の批評 は、多様 な研究活動 の経験 に裏打ちされた吉田な らではの成果であ り、専門で
ある科学技術 の視座 を活用 し、
現代博覧会活動 の意義やその課題 を的確 に論 じてい ることか ら、
今後 よ りその主張 を再認識す る必要があろ う。
吉田の博覧会研究 は、博覧会 の機能の 1つ として、博物館同様 、資料 を展示公開 し、大衆 の
社会教育 に供す る面を強調 した点や、博覧会 の与 えた影響 として、 開催期間終了後、博物館や
美術館等 の社会教育機関が建設 された事例 を発 表 した点等、吉田は研究の中で、博覧会 と博物
館 を少なか らず関連づ けていることが見受け られる。そ して、次節で取 り上 げる博物館 に関す
る論考 に結 び付 くと解釈 で きる。現在吉田が科学技術史の専門家、博覧会研究者 としてのみな
らず、博物館学 の分野 で もその研究成果が重宝 されているのは、先述 の見解 によるものが大 き
い。
なお吉田は、経歴 を見れば分かる通 り、京都大学 における人文科学分野の研究活動以外 に も、
博物館 や文化財関係 の職務 に携 わってお り、後述 の論著 ではその経験 を基 として、博物館 の必
要性 を論 じている。先述 の通 り、吉田の研究成果が博物館学において も重要な立ち位置を占め
るのは、我 が 国の博覧会か ら博物館 とい う展示教育施設へ の継承過程 を明 らか としたためであ
るが、その他 にも、 自身の論著 の中で科学技術史的観点 よ り博物館意識 を示 してい る。
吉田が編集 に携 わった 『日本 の博物館

第13巻

企業博物館〕
産業 の発達史 〔
』 の 中では、

我が国の産業発達 の歴史を学 ぶ際 に、実状 を示す産業遺物やそれを展示する博物館が稀有 な現
状 に疑念 を抱 いてお り、欧米諸国における産業技術史 の博物館設置 と比較 し、今後 は企業間
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の相互理解 による産業技術史博物館 の構想、 お よびその実現 が不可欠であると論 じてお りω 、
博覧会史の分析同様、科学技術史研究者 としての面 目躍如 とい える。 また、同著内の一節 「近
代技術 と産業の発達

先進工業国 日本の責務」 では、技術文明の推移 を考慮 した後、 イギ リス

における産業革命 と産業考古学 の関係性 について展開 してお り、その中で近代産業技術 を形成
した遺物 や遺跡へ の種 々の興味が、産業記念物調査 の開始 や、博物館や展示施設 の設立につ な
がった としている(37)。
そ して、 ヨーロ ッパ諸国における産業技術史博物館 の成立 と各国へ の流布、発展 の歴史を概
観 した うえで、我が国では歴史を客観的に保存 しようとする姿勢が欧米諸国 と約1世 紀 もの差
違が生 じてい ると認識 し、近代技術 と産業 の歴 史的な遺跡お よび遺物 を早急 に保存する ことが
ω
今後 の課題 であると論 じている 。
「産業技術 史博物館 の提唱」 にお いて も、産業博物館関連 の議論 を同様 に展 開 してい る。 こ
こでは、西洋的な立憲国家 と工 業社会 を成立 させ た我が国 にお いて、 国家 の近代化や工業化
の歴史を発信する施設がないこ とに疑間を持 ち、以下の通 りに博物館展示 の現状 を論 じてい
る(39)。
このごろは全国各地で多 くの美術館、博物館があいついで建 てられてゆ く。そ して国立
の美術館、博物館 も古 くか らある。 しか しこの多 くの博物館 も、ほとん どは江戸時代 まで
しか語っていない。近代 を語るのはご く少数である。そのために、一世紀 の間に起 った大
きな近代化、工業化 の変動 の情況 は、あんがい に国民 には知 られてい ない。
続 いて吉田は、我 が 国では美 の価値基準 の変化 の歴史 を展示する美術館 と比較 して、 当時の
博物館 では多 くが先史期か ら江戸期 まで しか展示が成 されていない状況を指摘 し、欧米諸国の
産業技術博物館 に対す る認識 の違 い を論 じてい る。そ して、産業革命 と万国博覧会 の開催 を成
し得 たイギ リスの例 を出 し、博覧会 によ り諸国が最新 の生産技術 をその 目で見 て、持 ち帰 り我
が物 とした経緯 を明 らかにし、 これが工業発展 の高速化、産業技術 史博物館設立に対す る共通
の価値観 の形成へ とつ なが った と認識 した。そ して、産業技術史博物館 の設立は、社会文明の
歴史の捉 え方の問題であるとした他、近年 の企業 による博物館設立の増加 にも言及 し、我 が国
の技術 が独 自性 を発揮 されつつあ る現在 では、その実体 を明 らかにするための博物館 が要求さ
ω
れると結んでい る
)。

科学技術史の研究方法 を駆使 し、博覧会史 を経由 しなが ら、現代 の博物館設立事情 や専門的
博物館 の必要性 まで も詳 し く言及 してい ることか らも、吉田の博覧会史お よび博物館認識 は、
博物館学的視点 を充分 に備 えてい る もの と解釈 で きる。両者 ともに文化的かつ政治的な様相 を
示す ものであ り、それ らを結びつ けた功績 は大 きく、今後 も博物館学 の見地か ら再検討 される
べ き論著 であ り、現代 の研究動向では、それが重要 となるであろ う。

3.研 究業績の位置付 け
吉 田の研究成果 は、博覧会研究史の中にお いて重要な位置付けを占めるものだが、今一度現
代 の研究動向 に合わせて比較、再検討す る必要性があろ う。 これは、博覧会研究史上にお ける
吉 田の成果が、研究活動 の前後関係 を比較 した際、中継地点 としての役割 を持つ ためである。
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昭和戦前期 に発表 された、永 山定富 の 『内外博覧會総説並に我國に於ける高國博覧會 の 問題』
では、博覧会 の意義 を、物 品を陳列す ることで公 衆 の観覧 に供す る ことと認識 してお り

(4)、

吉田の提示 した展示に よる情報発信装置な らびに技術発展の成果 を誇示す る場 としての博覧会
認識 とは通 じるものだが、 これは、時代 の変化に伴 い博覧会研究の 目的や視点が変化 している
ことを示 してお り、研究が行 われた年代 や資料に差がある点を考慮で きる。吉田自身 も、先述
の論著 を見た限 り、永山が提示 した社会教育 の場 としての意識 を持ち合わせていた。
日本万国博覧会の開催 以降、我が国の博覧会研究 は吉田に代表 される、研究者各 自の専 門性
を重視 した ものに移行 していったが、吉田の後に続 いた代表 として、吉見俊哉 の社会史的研究
成果を挙げ ることがで きる。吉見 は、「博覧会 の政治― 明治国家形成 と内国勧業博覧会一」
い
や「博覧会都市 の現代的変貌―研究 のための準備 ノー トー」 、「博覧会 の歴史的変容― 明治
(42)

末〜大正期 日本におけ る博覧会文化―」
(

)、

「ジヤポニスム・帝国主義・万国博覧会」(45)と ぃっ

た一連 の論著群 により、幅広 い年代 および種類 の博覧会 を、社会発展 を象徴す るイベ ン トであ
ると解釈 し、
社会史的視点 による新 たな博覧会像 と、その政策の流れを確認 した。そ して吉見は、
「六四〇〇万
後年 の
明治期 の万国博覧会 を帝国主義 の祭典 と認識 した上で持論 を展開 してお り、
(46)や
『万博 と戦後 日本」(47)で は、 日本万国博覧会開催 よ り続 く
人 の幻影―再考・大阪万博―」
我が国の博覧会政策 について言及 し、それ らが有する断続的な課題 を述べ てい る。
吉見 は 『博覧会の政治学 ―まなざしの近代』 の 中で、博覧会研究 は、我が国で も様 々な観点
より行 われた と論 じる中で、吉田の研究成果を挙げてお り、それ らを技術史的な立場 か ら博覧
(

会 を捉 え、我が国 における博覧会通史研究 として、最 も本格的なものであると認識 してい る
先述 の吉見 による研究成果は、吉田同様 自身の視点 に基づ き広範囲な研究対象を設定 した上
)。

で、多数 の成果を残 してお り、 これは両者 の共通項 である。現在多様化す る博覧会研究 を行 う
うえで、研究者各 自の視座背景 は、研究の基礎意識 として今後 より必要 となるものであ り、吉
田と吉見は、研究成果を発表す る過程 で、それを明 らか としてい る。
吉田の研究成果が多 く発表 された後の平成元年以降 になると、研究活動 はよ り積極的なもの
とな り、先述 の吉見 による社会史的視点 の他にも、政治史や芸術史 とい った専門分野 の知識 を
活用 し、それ らの歴 史的観点の もとに数多 くの論著が世に出る こととなる。 このような状況を
踏 まえると、吉田の研究成果 は、それまでの概説的研究 と専門性重視 の研究 との中継地点の役
割 を持つ もの として認識 で きる。
また、近年 の博覧会史の視点分析 では、研究者各 人の解釈 によ り多少異 なるものの、概ね吉
田の科学技術史的研究視点およびその業績 に大 きく重点が置かれてい るこ とが理解 で きる。
伊藤真実子 も我が国のオ 覧会研究史の動向を精査 してい るが、ここでは戦前 の永山の通史お よ
:ま

び概説 を契機 とした うえで、昭和60年 代 より本格化 した と認識 してお り、その段階で、吉田の
産業技術史的研究 と吉見 の帝国主義 の祭典 としての研究、それぞれ 2つ の観点 による研究成果
を分類 してお り、吉田の研究成果 を以下 のように評価 してい る

(49)。

吉田の研究 は、万博参加 を通 じて欧米 の技術 を習得 し、内国勧業博覧会の開催 によ りそ
れを地方 に伝播するとい う明治政府の殖産興業政策の一環 として博覧会を捉 えた。
さらに後年の経済史的観点や政治史的観点 による博覧会研究が、 いずれ も吉田の科学技術 の
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導入 の一 環 としての博 覧会意識 を原 点 に据 えて い る と解釈 し、現在 まで続 く影響下 にあ る とし
て 詳論 を展 開 して い る③
)。

この 他、 國雄行 は 業績 の 分類 を 5点 に分類 してお り、先行研 究 の 概要 と視 点 を ま とめ て い
る

(51)。

説
覧会 出品物 の分析
済 史的分析

④社会史的分析
⑤美術史的分析
この中で吉田の研究成果 は、① の概説的研究に分類 されてお り、技術文明史の視点 による通
史的な役割 を重点的に認識 している点が見受け られる。 また、吉田を中心 とする万国博覧会 の
研究活動が、昭和40年 代後半か ら50年 代後半 よ り精力的に進め られた一方、内国勧業博覧会 の
分野 に関す る研究が非常 に少ない面を指摘 してい る

(52)。

また松田京子 も、同様 に、博覧会史の研究分析 を、博覧会 に対す る専門的な視点認識の方法
によって大 きく以下の 4つ の研究動向に分けることがで きると考察 している(")。
①科学技術史的視点
②経済史的視点
③ 政治史的視点
④社会史的視点
そ して、小林丈広 も自身の博覧会史の動向調査 において、吉田の研究 は、科学史研究者 とし
て昭和50年 代後半を代表す る成果 として一定 の評価 を与 えてお り、その うえで我が国では、今
後 日本史研究者による博覧会史研究が必要 となって くると論 じてい るい 。
以上 のことを踏 まえると、吉田の科学史的視点 に重点を置いた研究成果 は、研究史の中で も
特 に基礎的な段階 としての役割 を担 ってお り、現在 も多 くの研究者がその視点を理解 したうえ
で研究動向の分析 を行ってい ることが明 らかである。 また、いずれ も科学技術史研究 よ り博覧
会史をま とめた第一人者 として、吉田を評価 してい る点 も興味深 い。
現在 の研究活動 は博覧会 の意義を単なる技術 を誇示す る場 としてではな く、様 々な様相 を合
わせ持 つ複合的な教育活動 の場 として捉 えてい ることを踏 まえると、吉田の残 した研究成果は
幾分革新的な認識 であ ったと解釈 で きる。
しか しなが ら、吉田の研究成果 を論ず る場合、昭和50年 代後半 か ら60年 代 に代表 される、19
世紀 か ら20世 紀前半 にかけての万国博覧会通史が重要視 されがちな傾向にある。今後の博覧会
研究 をより詳細かつ 円滑に行 ううえでは、吉田の博覧会研究の他 の面 に も、研究視点を向ける
こ とが必要であ り、今 日まで意識 されて こなかった論考を再発見 し、分析するこ とで研究動向
の流れの中に位置付 けることが不可欠 となるであろ う。
最後 に、博覧会研究を分析するうえで興味深 いの は、ブームの波 が我 が国での大規模な万国
博覧会開催 と少なか らず結 びついてい る点であ る。例えば昭和30年 代 は、 日本万国博覧会 の招
致運動な らびに開催決定 とい う我 が国初 の万国博覧会成功へ 向けて動 き出 した時期であ り、博
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覧会の歴史や意義 を今一度見つめ直す必要性があ った。そ して、その機会 として研究雑誌等 で
万国博覧会 の特集が組 まれ、多数 の研究成果や基礎文献が生 まれる契機 となったのである。
その後、我 が国では 日本万国博覧会に続け と言 わんばか りに国際規模 の博覧会が立て続 けに
開催 され、同時に地方 自治体 の主体 による博覧会 もブームを迎 え、平成17年 (2005)に は再 び
愛知県 で大規模 な万国博覧会が開催 されるこ とへつ なが ってい く。 このような状況下、吉田を
始 めとす る研究者 が 自身の研究視座 を基 とし、盛 んに博覧会史お よび現代博覧会活動 をまとめ
る ことで、専門的視点 に基づ く多様 な研究成果の蓄積が可能 とな り、継続的に博覧会研究が行
われる基盤 を作 ったと解釈 で きるため、やは り博覧会研究史上において吉田の功績 は大 きい も
のである。
まとめ
博覧会史 と博物館学 を結びつ ける点 は、展示公開機能 と、博物館 と博覧会の歴史的関係性 に
他ならない。今 日までの博物館学的な博覧会史研究 の成果は、後者が よ り強調 され、我が国の
("'。
しか し、今後博物館学 の視点 か ら博覧会 を論
博物館史 に欠かせ ない分野 とな りつつ あ る

考す る際 は、博物館史の一面 として博覧会 を認識す るのみならず、展示 を主体 とす る博物館 と
博覧会 の共通項、すなわち展示運営 や最新 の展示手法、それ らを通 じた情報伝達手段 や教育普
及効果 を分析す る必要性 にも迫 られてい るのではないか。
博覧会研究が より発展するためには、
これまでの博覧会研究が整理・精査 され、研究史の流れを体系づ けることが不可欠である。
近年 は、博覧会研究史の再検討お よび精査が ようや く盛んに行われつつ ある状況にある。吉
田の打 ち立てた専門的視点による博覧会史研究は、今 日の研究動向 において主流 となってお り、
その研究成果が恒久的 に評価 されてい ることを考慮 して も、研究史分析等 の原点回帰が、今後
も自身の研究視点 の設定や、未研究主題の発見等 につ ながるため、執筆背景 や論著 の時代性、
後年へ の影響や波及効果の理解等 に大 きな意義を持 つ と解釈 で きる。そのため、現在 はまだ吉
田の今 まで取 り上 げ られて こなか った研究面 に視線 を向ける ことが必要 となる。
最後 に現代 の博覧会史研究 は、多角的視座 に基づいてお り、1つ の分野 よ り探求す ることは
内容に偏 りを生みかねない状況下であ り、1つ の学問領域 のみ をもって、博覧会史および博覧
会研究史を論ずる ことには限界があることは重 々承知 している。今後 も継続的な調査 を行 うと
ともに、博物館 の意義や独 自性、現代 にお ける役割 を追求す る学問である博物館学 が持 つ、学
域横断機能を駆使 し、引 き続 き博覧会研究史の整理 と分析 を目指す所存 である。

=キ
aェ

(1)

日本万国博覧会に関する研究成果 は、開催の数年前 よ り準備状況や開催意義等 に焦点が
当てられてお り、
数多 くの論考が残されている。『通商産業研究』や 『建築雑誌』 といっ
た研究雑誌において万国博覧会の特集が組 まれ、その中で当時の政府関係者や知識人が
盛んに持論を展開 している。それ らを整理すると、
①万国博覧会通史および博覧会の意義について触 れたもの
② 日本万国博覧会自体の開催意義を述べた もの
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③博 覧会運営の中間報告
(4)展 示内容や最新の展示技術 を述べ たもの
と大まかに分類す ることが可能である。
(2)

当調査では、美術考古班、地理班、歴史言語班、人類技術班の 4班 が編成され調査が展
開されている。

(3)

『吉田光邦評論集』 として、
現在吉田の幅広い分野 にわたる評論 は、
全 3巻 にまとめ られ、
思文閣出版より出版 されている。巻号 は以下の通 り。
①芸術 の解釈
②文化 の手法
③文明の基軸

(4)
(5)

吉田光邦 1987『 日本科学史』講談社学術文庫
吉田光邦 1956「 博統技術 について」『東方学報』第26号 京都大学人文科学研究所

(6)

吉田光邦 1968「 科学時代 における国家像―科学技術 の発達 は国家 を変質させるか―」
『季刊社会科学』 13号 経済往来社

(7)

吉 田光邦 1966「 明治後期技術史の諸問題」「人文学報』第22琥

京都大學 人文科学研

究所

(9)

吉田光邦 1967「 明治の科学者たち」『人文学報』第24琥 京都大學人丈科学研究所
吉田光邦 1988「 技術史研究のあと」『学術月報』VoL41 No7 日本学術振興会

(10)

吉田光邦 1983「 技術 を考 える視点」『国際協力』 19837 国際協力機構

(11)

註 8に 同じ

(12)

吉 田光邦 1969「 テクノロジーの時代 と人間」『日本及 日本人』1469号 J&Jコ ーポレー

(8)

シ ョン
(13)

吉 田光邦 1969「 理性 は神 ではない一 知術 一 致 のすす め」『日本及 日本人』 1477号

(14)

J&Jコ ーポ レー シ ョン
吉田光邦 1967「 ナ ショナ リズムの志向するもの」『日本及 日本人』 1446号

(陽 春特大)

J&Jコ ーボ レー シ ョン
(15)

吉田光邦 1976「 未来をひら く発見 と認識」『日本及 日本人』 1537号 (爽 秋)J&Jコ ー
ポ レー ション

(16)

『日
吉田光邦 1981「 技術大衆化 は歴 史の必然 一日本におけるテクノクラー トの系譜 ―」
本及 日本人』 1537号 (盛 夏)J&Jコ ーボ レー シ ョン

(17)
(18)

吉田光邦 1985『 改訂版万国博覧会 技術文明史的に』NHKブ ックス
この万国博覧会研究会 とは、昭和56年 (1981)か ら同58年 まで、文部省 よ り交付 された
科学研究費 (総 合研究 A)に 基づ き編成 された組織であるが、大部分 のメンバー は、吉
田が所属 していた京都大学人文科学研究所 の共同研究 の一員 として既に活動を開始 して
お り、「19世 紀 日本 の情報 と社会変動」 を主題 とし、万国博 覧会 を19世 紀 に登場 した新
たな情報環境 の文明の一形式 として認識す る等、一定の成果 を出 していた。

(19)

吉 田光邦編 1986『 万国博覧会の研究』思文閣出版
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(20)

吉田光邦編 1985『 図説万国博覧会史1851‑1942』 思文閣出版

(21)

吉田光邦 1989「 万国博 のこと」『建築 と社会』 1989年 6月 号

(22)

註19に 同 じ

(23)

註19に 同 じ

(24)

拙稿 2014「 博覧会研究史の整理 と動向」『國學院大學博物館學紀要』第38輯

日本建築協会

國學院

大學博物館学研究室
(25)

吉 田光邦 1970「 ロン ドンの「水晶宮」か ら大阪の「未来都市」 まで 一万国博 の技術史
的考察・エ ピソー ド風 に ―」『科学朝 日』30巻 3号 朝 日新聞社

(26)

吉田光邦 1970「 日本型工業社会 の構想」『別冊中央公論』中央公論社

(27)

吉田光邦 1983「 東 は東、西 は西 ―ある展覧会の経験 か ら日本 を世界 に理解 させ る前提
要件 を開示する 一」『日本及 日本人』 1572号 J&Jコ ーポ レー ション

(28)

吉田光邦 1986「 日本 の美

歴史的性格 の変容」『土木学会誌』Vo171土 木学会誌編集

委員会
(29)

註25に 同 じ

(30)

吉田光邦 1970「 日本万国博覧会 とその教育的意義」『文部時報』 1114文 部省

(31)

註30に 同 じ

(32)

註30に 同 じ

(33)

註26に 同 じ

(34)

吉田光邦 1989「 博覧会 一万博 か ら花博 まで の20年 一」「建築 と社会』 1989年 12月 号
日本建築協会

(35)

註21に 同 じ

(36)

吉田光邦編 1981『 日本 の博物館

(37)

吉田光邦 1981「 近代技術 と産業 の発達
13巻

第13巻

企業博物館〕
産業 の発達史 〔
』講談社
先進工 業国 日本 の責務」『日本 の博物館

第

企業博物館〕
産業 の発達史 〔
』講談社

(38)

註37に 同 じ

(39)

吉田光邦 1984「 産業技術史博物館 の提唱」『學鐙』第81号 丸善株式会社

(40)

註39に 同 じ

(41)

永 山定富 1933『 内外博覧會総説並 に我国に於ける高國博覧會の問題』水明書院
吉見俊哉 1988「 博覧会の政治― 明治国家形成 と内国勧業博覧会―」『都市問題』79巻

(42)

11号
(43)

吉見俊哉 1989「 博覧会都市 の現代的変貌―研究 のための準備 ノー トー」『早稲 田文学』
160号

(44)

東京市政調査会
早稲 田文学会

『都
吉見俊哉 19∝ )「 博覧会 の歴史的変容―明治末〜大正期 日本における博覧会文化―」
市問題研究』42巻 3号

(45)

都市問題研究会
吉見俊哉 1992「 ジャポニスム・帝国主義 ・万国博覧会」 F文 芸』31巻 4号

河出書房

新社
(46)
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