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おもしろい博物館 をめざして
一イギリス・ アメリカにおける博物館の取 り組み―

早 い もので、アメリカ 。シカゴの‑20℃ とい
う極寒 の地 をあとに してか ら 2度 めの冬が来て
しまい ました。私が博物館教育 をテーマ に東京
都職員海外研修でイギ リス・ アメリカを訪れた
のは、平成 7年 の秋から冬にかけての 3カ 月間
で したから、今回ご紹介するには、決 して最新
の情報ではな く、少 々申 し訳ない ように思 い ま
す。 しか しなが ら、最近の展示評価 をとりいれ
た展示開発 システムは欧米ではます ます盛んに
なってお り、その実例 を紹介 したものはあまり
多 くない ように思われます。私 の報告がお役 に
たてばと思 い、 ここに紹介 します。
多 くの、 とい うよ りほとんどすべ ての博物館

東京都教育庁生涯学習部文化課
原
員麻子
は、お もしろい博物館 に したい と願 ってい ます。
十分な予算 もないなが ら、多忙 を極め、アイデ
アをしぼって作 った展示なのになぜか人が入 ら
ない。来館者数で展示 を評価するのはナ ンセ ン
スだと考えながら、来館者数 はやは り人気 のバ
ロメー タになることは否定で きません。 よ り学
術的あるいは教育的に評価 の高い展示 と、通俗
的に人気 のある展示 とのギャップをどう埋める
かは欧米の博物館で も共通の課題 です。欧米 の
博物館 では、学術的評価 も高 く、人気 も高 い展
示 をめざしてさまざまな取 り組みがなされてい
ます。
現地で 日のあた りにしたことは、博物館 の役
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割 を考え、展示 の機能 と技術特性 を的確 に捉え、
来館者 のニーズにあわせた企画展開 とい ったま
さに ミュージアム・マ ネージメ ン トの実態で し
た。 ここでは昨今 日本で も話題 になってい る展
示評価 についてその概略 に触れなが ら、実際に
はどのようなスタッフが どのようなシステムで
展示 を開発 しているか、 イ ンタビュー した結果

す る。
(2)制 作 時評価 formative evaluation 展示制
作中に実施す る。展示模型 をは じめ とす る展
示試作の評価 を行 う。
(3)総 括評価 summative evaluation 展示開設
後 に行 う。来館者 の理解度、満足度 を調査 し
評価す る。
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を紹介 します。
1.展 示開発 における 3つ の評価
博物館 の展示評価法 については、欧米では来
館者研究 Vヽ ■or Studた sの 進展 とともに 1980年
代か ら広 く研究 され、試 み られてい ます。 ロジ
ャー・マ イルズ (1984)は 、展示評価 について
その適用す る展示開発 の段階の順 にしたがって
以下のように分類 してい ます。
(1)初 期評価 frOnt― end evaluation 展示 開発
以前に実施す る。来館者 の潜在的なニーズや
展示 テーマに関す る知識程度 を調査 し、評価

場合、以前 は図 2に 示す ように学芸員が展示 し
たいモノを選ぶこ とか ら始 まり、その展示物 を
解説す るラベルの作成 も学芸員の手 に委ねられ
てい ました。デザイナーはこれを受け、展示 を
よ り見やす くあるいは美 しく陳列す るためのデ
ザインを作 り、最後 にで きあがった展示 プラ ン
を見て教育担当者が教育プログラムを企画 して
い ました。 この方法 については、 日本で も多 く
の博物館が この手法 をとっていることだろ うと
思 われます。
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図 3大 英自然史博物館の展示開発システム
最近 は、図 3に 示す よ うにまず、 シナ リオ・
ライターが学芸員や外部専 門家 の助言 を得 なが
ら、展示 テ ーマ を企画 します。次 に評価担当者
が展示テ ーマ について来館者 の ニーズや理解度
を調 べ (初 期評価 )、 この評価結果 を踏 まえ、
シナ リオ・ ライターが学芸員等 と相談 しなが ら、
展示 シナ リオや展示内容 を決め ます。 この展示
シナ リオは、デザ イナ ーに送 られ、 これを基 に
展示 デザ イ ンな どを設計す る過程 で は、学校 の
教育 カリキュラム との整合性 を教育担当者 がチ
ェ ックし、内容 の レベ ルを評価担当者 がチ ェ ッ
ク します。 また、展示内の解説文 は、編集担当
者 がチ ェツク します (制 作時評価)。 これ らの
過程 を経て、 さらに細部 の展示設計 や製作過程
へ と進 んで い きます。

・ 改 良・ 改 薔
●

と展示開発

これらを自動車 の製作工程 になぞ らえて考 え
てみます と、図 1の ようにな ります。展示開発
の工程が、市場調査 を導入 したまさにマ ーケテ
ィングであることがわか ります。それではどの
ような組織、ス タッフで進めてい るので しょう
か。 また、評価 は展示開発 の工程で具体 的に ど
のように関わって きてい るので しょうか。
2.展 示開発の事例

・贋示物の選定
・ ラベルの作成

・ デザイン化

・ 教 育 プ ロ グラムヘ
の 対 応 (開催 後 )

図 2従 来 の方法

①大英自然史博物館
展示開発 のシステ ムは、大英 自然史博物館 の
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最初 に評価担当者 によ
る来 館 者 ニ ー ズ 調 査
デザイナー
教育担当者
(初 期評価 )か ら始 ま
…
ってい ます。来館者 の
関心 の高 い ものの 中か
ら展示テ ーマが決定 さ 図 4ア メリカ自然史博物
館の展示開発 システム
れ、学芸員が展示 シナ
リオを作成 します。 ここか ら先 は、開発 スケ ジ
ュールか ら予算管理 を含め、展示開発 プ ロジェ
ク トの全 責任 が展示開発担当者 に委 ね られ ます。
この展示開発担当者 の下、デザ イナ ー、教育担
当者、編集者 が一つのチ ーム を作 り、展示開発
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にあた ります。 もち ろん展示開発担 当者 は必 要
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に応 じて学芸員や評価担当者 の助言 (制 作時評
価)を 得 てい ます。
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図 5フ ィール ド自然史博物館の展示開発システム

③ フィール ド自然史博物館
シカゴのフィール ド自然史博物館 の場合 は、
図 5の ようにプログラム・デ ィレクターが展示
開発 にあたってのすべての権限 をもってい ます。
1つ の展示開発プロジェク トチームには、 この
デ ィレクターの もとに学芸員、教育担当者、評
価担当者、 コンピュータ・ プログラマ ー、デザ
イナー及 び経理担当者がお り、チーム会議にお
いてすべ てが決定 されてい きます。チームメン
バーの下にはさらに多 くのスタッフがお り、組
織 は枝葉のように広がってい ます。
このようにプログラム・ ディレクターに全権
が委任 されているのには、 この博物館 の歴史的
な背景があ りました。 この博物館では、以前 は
大英 自然史博物館 と同様 に図 2に 示す ようなシ
ステムで展示 を開発 して きました。 これをより
来館者 のニーズに合 わせた展示に変えるため、
十数年ほ ど前 に有名なボス トン子 ども博物館館
長であったスポ ック博士が副館長に招聘 されま
した。従来の方法 を通 して きた博物館 のスタッ
フにとっては、 もちろん大変な改革 を迫 られた
ことにな り、その改革の遂行 は、困難 を極 めた
と伝え られてい ます。そ こでで きあがったのが
このシステムであ り、スポ ック博士 に全権 を委
任 して、館 の運営改革をも成 し遂げたのです。
現在 は、スポ ック博士 は博物館 を去 り、残 され
たプログラム・ デ ィレクターは 3名 お り、それ
ぞれが新 しい展示 プログラムを抱え、取 り組 ん
でい ます。
3.評 価 がめざすもの
初期評価 は、 まず 自分 たちの博物館 を取 り巻
く現状 を把握することか ら始 まってい ます。来
館者 は博物館 に何 を求めているのか、あるいは
来館者が抱 えてい る潜在的な興味、関心や問題
意識 を調査 し、そ こに博物館 に対す る新 たなニ
ーズ を見 い出そうとしているのです。
制作時評価 は、展示技術 のための評価 とい っ
て もよいで しょう。展示試作品 を作 り、積極的
に来館者 に見せ 、使 いやす さ、わか りやす さや
耐久度 を調べ ます。カリフォルニアのエ クスプ

ロ ラ トリウムで は、展示室 の片隅 にプ ロ トタイ
プが置 かれ、その そ ばに簡単 なア ンケ ー トを置
き、来館者 に評価 を依頼 して い ま した。展示 は
的確 に情報 を伝 えて い るか、誰 にで も簡単 に操
作 で きるかなどを探 って い るのです。
実際 に展示が オー プ ン した後 の総括評価 につ
いては、予算が残 らずなかなか実施 で きない実
態 にある と多 くの担当者 か ら聞 きました。 どこ
の博物館 もこの総括評価 と展示 オ ープ ン後 の改
善費用 に展示開発 全予算 の5〜 20%(ち なみ に
ス ミソニ ア ン自然史博物館 は20%)を プール し
ているそ うですが、開発 を進めてい くうちに予
想外 に資金が必要 になった り、改善費が高 くつ
いた りで、総括評価 のための予算が残 らないの

だそ うです。
評価 を実施す る目的は、来館者 のニーズ を知
り、博物館 の現状 を認識 し、博物館 の事業 をよ
り効果的 にす ることにあ ります。特 にアメリカ
においては、博物館 の運営 はほとんどカリト
営利
い
団体 によって行 われて るため、 より広範な資
金援助 を得 るためにも社会 に役立つ博物館事業
であらねばな りません。 また評価その ものが次
の出資者 を募るための大切な資料 となるのです。
そのために も評価 は、展示開発 にな くてはなら
ないシステム となってい ます。
評価 は、一次的には展示について実施す るこ
とにな りますが、その結果 は展示の改良だけに
活 かすのではな く、それ を補 うワークシ ョップ
の企画やあるいは ミュージアムグ ッズに反映 さ
せ るなど博物館事業全般 に活か してい ました。
よ り有効な評価 を行 う前提 には、博物館が どの
ような理念 の下、展示で何 を伝えようとす るの
かを明確 にす ることが不可欠である と思われま
した。
最後 に、 ここで紹介 した展示開発 に登場す る
ス タッフの多 くは、博物館の専属 の職員です。
しか し、評価に関するスタップ1こ ついては、ま
だ専属 にかかえているところは少な く、調査会
社 に委託 している場合が多 く、時 には教 育担当
者がボラ ンティアを使 って実施 しているところ
があ りました。 日本の博物館がす ぐさま専門ス
タッフをそろえた組織 をもつ ようなことは不可
能だと思 い ますが、評価 を取 り入れた展示開発
システムの導入 は、遠い未来の話ではないで し
ょう。紙面が限られてい ますので、総括評価報
告書 の事例 までは紹介で きませ んで したが、 ま
た機会 を見つ けてご紹介 したい と思 ってい ます。
博物館が よ りお もしろ く、活気 にみちた場所 と
なることを願 ってやみませ ん。

企画展 『日野 の鍛冶屋』 の開催
日野市 ふ るさと博物館
日野市 ふ るさと博物館 では平成 9年 7月 4日
か ら8月 31日 まで の期間で 、平成 9午 暮企画展
『 日野 の鍛冶屋 〜受 け継 がれた鉄 の技術 〜』 を
開催 した。 日野市内の鍛冶屋 は時代 の流れ と共
に徐 々 に姿 を消 して行 き、現在 は 1軒 のみが仕
事 を続 けてい る。本展 はそ う した 日野市内の鍛
冶屋 の仕事 を、主 として技術的な側面 か ら紹介
す る もので あ った。展示 は市内か らの寄贈・ 借
用資料 を中心 に次 の 4つ の コーナ ーで構成 した。
① 暮 ら しの 中の鍛冶屋 :市 内の鍛冶屋 が製作

るとい う利点を生か し、敢えて講演会 を行 わず、
関連行事 として『鍛冶屋 さんの仕事場 をたずね
て』 と題す る体験学習 を全 4回 行 った。 これは
環皇農電 旨曇 鬼諏珠二隻責 1魔ri]言 と葎士
てみるとい うもので、小学生か らご高齢 の方 ま
でが多数参加 され、 ご好評 をいただいた。
末筆なが ら本展 の開催 にご協力 くださった皆
様 に改めて謝意 を表 したい。

した様々な鉄製品を展示 し、鍛冶屋の仕事の
多様 さを紹介 した。
② 道具と仕事場 (写 直):鍛 冶屋の仕事場を
再現 し、各種の道具の使用方法を紹介した。
③ 鉄を打つ :鍬 や包丁の製作工程を、実物 と
写真により紹介した。
④ 鍛冶屋の信仰 :金 山神への奉納物などを展
示 し、鍛冶屋特有の信仰を紹介した。
また本展では、市内に現役の鍛冶屋が存在す

『多摩文学紀行』 と『多摩民具事典』の刊行
(財 )た
当財団では出版 を通 じて地域文化 に貢献す る
ことを目的 に、平成 3年 度 よ り「多摩郷土文庫」、
「多摩歴史叢書」 として 7冊 を刊行 して きまし
た。そ して平成 9年 度 は装 い を新たに して、山
本貴夫著 『多摩文学紀行Jと 小川直之 。後藤廣
史 。佐藤広 。増 田昭子・ 関東民具研究会編著
『多摩民具事典』 の 2冊 を刊行 しました。
『多摩文学紀行』 は、多摩 を舞台 にした作品
や、そ こで生 まれ、育ち、在住 した文学者たち
の足跡 を、その地域 の歴史 と風土 とを関連 させ
なが ら訪ね歩 いた ものです。取 り上 げた作家、
作品は、国木田独歩、田山花袋、中里介山、太
宰治な どの名作 をは じめ、大 岡昇平、松本清張、
三島由紀夫 に触れ、村上龍、高橋三千綱、三田
誠広、山田詠美な どに及 びます。
著者の山本貴夫氏 は、三鷹で太宰治研究会を
長 らく主宰 して こられましたが、著者独 自の文
学観が縦横無尽 に語 られ、興味は尽 きませ ん。

ましん地域文化財団

一方、『多摩民具事典』 は昭和 30年 代 の高度
経済成長期 を境に姿 を消 した多摩地域 の民具 と
それにかかわる伝承技術か ら169項 目を選 び、
さらに他地域 との比較や、関東地方や全国の な
かでの位置づ けを行 った22項 目を加え、全体 で
は191項 目となってい ます。見開 き 2頁 を 1項
目として、適宜興味のある項 目から読めるよう
になってい ます。
執筆陣 は関東民具研究会会員や地域 の研究者
など総勢95名 で、編集委員 になっていただいた
小川直之、後藤廣史、佐藤広、増田昭子各氏 の
足かけ 4年 に及ぶ御尽力 によって完成 しました。
『多摩文学紀行』 四六判312頁 、本体 1,500円
『多摩民具事典』 A5判 400頁 、本体 2,500円
発行
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たましん地域文化財団
けやき出版

植 物 画 の 魅 力
東大和市立郷土博物館
当館では、毎年秋 に企画展示「野草 スケ ッチ
展」を開催 してい ます。これは、博物館講座「植
物画教室」講師 と講座受講者 のみなさんの作品
展です。
植物画 は、科学的な視点 と芸術的な視点から
描かれるものです。植物図鑑 に見 られるような、
正確な絵であ りなが ら、なおかつ、額 にいれて
部屋 に飾 りた くなるようなものと言えるで しょ
う。イギ リスの美術家 ブラン トは、著書「植物
画 の歴史」 の中で、「植物画 の 目的 は、花 を紹
介 し、見 る目を養 うため、植物学 を志す学生に
知識 を教授す るため、あ るいは人々に喜 びをも
たらすためである。
」 と書 いてい ます。
ところで、東大和市では1972(昭 和47)年 か
ら「野草教室」 をはじめました。現在 は博物館
の 自然観察会「野草教室」 として行 われ、昨年
25周 年 を迎 えました。
「野草教室」 では、植物
の観察 とスケ ッチを中心に行 ってい ました。そ
して、植物画をもっと専門に描 きたい方 のため
に、1995(平 成 7)年 か ら博物館講座 「植物画

教室」 をはじめました。初級 。中級 と二つ にわ
けて開催 してい ます。 また一昨年 には、講座終
了後、自主グループ「植物画 クラブ」 も誕生 し、
公民館で活動 してい ます。
今後 も、植物画の魅力 を広め、身近な自然 に
「野
目を向けて もらえるよう「野草スケ ッチ展」
草教室」「植物画教室」 を継続 してい きたい と
思い ます。

野草 スケッチ展のようす

小金井市文化財 センター
○季節展「名勝小 金井桜」 (4/1〜 5/5):収 蔵
品の錦絵・紀行文 。古写真・絵葉書・文献等
によ り名勝小金井 の歴史や桜文化 を解説展示
した。毎年花期 に開催 している。
○企画展「変わ りゆ く風景一高度成長期 の小金
井」 (8/1〜 10/12):風 景 の都市化 を主題 に
昭和30〜 40年 代 の市内の風景写真 (モ ノクロ)
80点 と現在 の写真 (カ
ラー)と を対比 した。
○企画展「縄文時代 の貫
井遺跡」 (1/15〜 3/1予
定):過 去20数 次 に及
ぶ貫井遺跡 の発掘調査
で 出土 した多数 の土器
や石器 により縄文時代
中期 の村 の生活 や文化
に触れ る。

平成iO年 度予定
○企画展 (仮 )「 小金井小次郎 と三宅島」 (10〜 11
月):幕 末〜明治維新 にか けて活躍 した地元
の侠客小金井小次郎 に焦点 ををあて、時代背
景や人物像、配流先 の三宅島での事練 を展示
す る。また、三宅村 との友好20周 年 を記念 し
て、三宅島の文化財 もあわせて紹介す る予定。

郷 土 食 づ く り
東村山ふるさと歴 史館
平成 8年 度 は、11月 に開館 したとい うことを
回実 にしてい ますが、本当にろ くな事業 もで き
ず に終 わって しまったとい う反省 の年で した。
が、今年 も半年以上が過 ぎて、振 り返ると同 じ
ような反省。ただ唯一定着 したのがこの題名 に
あ る「郷土食づ くり」 で した。 この事業 は、東
麦 をつ くる畑作地域 で、特 に「 うどん」
村山力Ⅵヽ
や「ゆでまん じゅう」 とい ったものが各家庭 で
つ くられたとい うことから設定 されたものです。
特 に館側 の当初 の思惑 とは裏腹 に「ゆでまん じ

ゅう」の人気 は申込み開始10分 で一杯 となって
しまうものです。 これは 1回 の定員力20名 とい
う少数であることが原因なので しょうが、多 く
の回数 を行 う事でや りくりしてい ます。特 に こ
の企画 は、地元の主婦 ボラ ンテ ィアの方 々に支
えられたおかげで歴史館 の負担 は最少限度で、
隔月の事業が スムーズにすす んでい ます。
さて、 これで味 をしめてい る歴史館 としては
他 にもボランティア参加 の事業 はない ものか と
色 々模索 してい るわ けですが、 (秋 ごろ電話 で
ア ンケー トさせていただきました。あの時 はあ
)公 募 をしてボ ラ ンテ
りが とうござい ま した。
ィアを受け入れる博物館 の力量 はまだ、我ふ る
さと歴史館 にはな く、いつかを夢見 てい る次第
です。ただ職員だけの対応 には限界 もあ り、行
政改革の嵐が吹 きまくる昨今では講師謝ネLも ま
まならず、ひたす ら市民の手を。 この考 え方に
は問題あ りですが、
「市民 とつ くってゆ く博物
館」「 開かれ た博物館」 の理想 は忘 れた くない

(

と肝 に命 じてお ります。

奥多摩郷土資料館 の体館 について
現在、奥多摩町では、奥多摩郷土資料館 を取
り壊 し、その跡地 に東京都水道局 と共同で新 し
い施設「奥多摩 水 と緑 のふれあい館」 の建設
事業 を進めてお ります。 このため平成 9年 6月

1日 よ り平成10年 11月 頃まで当館 は休館 いた し

ます。
新 しい施設 の完成 は、平成10年 11月 を予定 し
てお ります。

甲野勇資料 の整理を通 して想 うこと
くにたち郷土文化館
当館 では今年度末 の1998(平 成 10)年 2月 7
日か ら 3月 29日 の期間 に、企画展「 甲野勇 の軌
跡」 を開催 します。
縄文時代 の研究者 として著名な甲野勇氏 は、
戦後 まもない1946(昭 和 21)年 に国立 に居 を構
え、御逝去 されるまでの21年 間を多摩地域 の地
域史研究、青少年 の育成活動 などに力 を注 ぎま
した。
具体的 には武蔵野郷土館 に代表 される博物館
建設 を挙げ ることがで きます。氏 は戦前・ 戦 中
の皇国史観的歴史教育が もた らした被害 の甚大
さを顧み、国民 が正 しい歴史観 ・歴史認識 を得

生へ の発掘指導 を積極的に行 ない ま した。
高度経済成長、バ ブル経済 を経 て 、全国的な
現象 として、市町村博物館 の建設が増 加 しま し
た。 しか し、バ ブルの崩壊 による極 限的不況 に
よって、右 に習え的運営 の博物館 は淘汰 される
時期 が来 てい ます。今 こそ先人の想 い を顧みて
それぞれが独 自の観点 で、地域 の個性 を活か し
た活動 を展開 してゆ きたい ものです。

るためには、中央集権的歴史観 に固執す るので
はな く、各地域 の歴史、 とりわけ民衆 の生 活史
を解 き明か し、博物館 にお いて 自ら見 て触れて
実感す ることが必要 で あ ることを文章 の 中で述
べ てい ます。実際 の展示 で も、あ りふ れた土器
の陳列 をす るのではな く、 テ ーマ を絞 った展示、
地域 に根 ざした展示 を行 い ました。 また、実際
に石器 を作 った り、火 を起 こ させた りす るなど
青少年対象 の体験学習 的教育普及活動 や、中高

春の特別展「シルクの生活 と文化」 を開催
／ゝ

東京農工大学工学部附属繊維博物館
去 る 5月 21日 か ら25日 まで の間「 シルクの生
活 と文化展」 が開催 され ました。

今回は、農林水産省蚕糸・昆虫農業技術研究
所、 (財 )大 日本蚕糸会蚕糸科学研究所及 び横浜
シルク博物館 からの協賛 をは じめ学内
外 の多数の方 々か らの協力 を得て、生
活の部では、蚕から最新技術 による最
終絹製品 までを、文化の部 では、本学
の歴史、蚕織錦絵等約 500点 を展示 し
ました。
総入場者数 は1,635名 にも上 り、
成功裡 に終了 しました。
さらに、当館友 の会サ ー クル「絹研
究会」 による生糸や紬糸等 の製造実演
及 び当展運営委員長 で あ る重松正矩氏
(農 学博士 )に よる記念講演会 を開催
し、講演会 には約 150名 の参加者 が訪
れ会場があふ れかえる盛況 ぶ りで した。
(写 真は最新技術 による絹製品の展示風景 )
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今年度の活動 と入館者層
羽村市郷土博物館
当館 は常設展示 を一新 し、平成 9年 4月 1日
か ら公 開 を始めた。実物資料 に加 えて模型や グ
ラフイックパ ネルなどを活用す る ことによって
視覚的な表現 に努 めて い る。
また、 こ
の よ うな中、
開館 13年 目
の10月 12日
に入館者が
50万 人 を突
破 した。 1
年間の入館
者数 は約 4

って入館者が減少 したが、今年度 は企画展や秋
の遠足 シーズンを中心に増加 となっている。
、き
今年の企画展 の中で特 に好評 を得たのは「
で
の
る
もののひな形」 と「大昔 羽村」 あ 。前者
は、明治時代 の和洋裁 のひな形 の展示 である。
特 に女性 から人気が高 く、女性教育 や裁縫教 育、
多摩地区での洋服 の普及 などの視点か ら、多 く
の方面か らの反響 をいただいた。
一方、
「大昔 の羽村」 は夏休 みにあわせて、
青梅市か ら日野市 までの多摩川沿 いの上総層群
か ら採集 されたアケボ ノゾウやメタセ コイアな
どの化石 を展示 した。
大昔 (約 200万 年前 とした)
の羽村 の イメージは、写真やイラス トなどのパ

万人、現在
はその内約
3分 の 1が
小学校 の団
体 で ある。
一時期子供
の減少 もあ

ネルで示 した。当館は歴史系 の展示 に偏 りがち
だったが、今回は他館 の協力 を得 て新 たな客層
の開拓 をすることがで きた。職員が少数の館 で
は対応で きるテーマカ゛
限 られがちだが、近隣の
の
博物館同士 協力体制 を深 めることによって互
いに補 いあう可能性 を確認で きた企画展であっ
た。

￨

学 校 との 連 携
東京都高尾 自然科学博物館
当館 では学校 との連携 を深めるために教員 と
の懇談会 を実施 した。 6月 5日 、15人 の教員の
参加 を得 て 3時 間にわた り「学校 と博物館」 に
ついて 自由な意見の交換 を行なった。 この時の
学校側 の もつ事情 についての意見の一端 をとり
あげてみよう。

先ず、時間がない、1日 がか りになるという
授業の進行にかかわる問題がある。そして次に
引率をどうするかということである。父母の理
解、引率者の確保、交通手段の選択その利用の
仕方など心配は尽きないようである。また、学
校は博物館を理解 していない。実際に館を利用
するに当たっても、子 どもに注意事項や禁止事
項を多く発することになり、自由に利用できな
いのが実態であるという意見には、相互の理解
不足を痛感せざるを得ない。 とにか く利用の仕

方 が分 らない など、学校教育へ の位置付 け に学
校 が苦慮 して い る こと も事実である。 これにつ
いては当館 で も、学校支援活動 につ いて検討 に
入 った ところで あ る。今後 とも懇談会 を継続 し
て学校 の期待 に応 えて い きたい と考 えて い る。

北村西望没後 10年 にあたって
東京都井の頭 自然文化園
井 の頭 自然文化園では、当園彫刻園ゆか りの
彫刻家 。北村西望 の没後 10年 にあたって、彫刻
に関す る催物 ・ PRを 強化実施 しました。
北村西望 は、明治、大正、昭和 にわたって活
躍 した 日本 を代表す る彫刻家 で あ り、長崎平和
祈念像 の制作者 として知 られて い ます。井 の頭
自然文化 園で は、寄贈 を受 け た西望 の作 品700
余点 を維持管理す る とともに、そ の うち約 240
点 を彫刻園 にて展示 して い ます。本年 は、西望
が没 した1987年 3月 4日 か ら数 え10年 目であ り、
西望 とその事績 を忍ぶ機会 として、彫刻園や彫
刻文化 の普及 に関す る事業 に力 を入れる ことと
な りました。
まず 3月 20日 には、 リサ イクル をテ ーマ に、
「 親子 で楽 しむ彫刻教室・ 空 き缶か ら鋳造す る
アル ミのアクセサ リー」 を開催。空 き缶 を炉で
溶か し、 メダル型 アクセサ リー をつ くる催物 に、
13組 29人 の参加 があ りました。
6月 8日 (日 )に は、彫刻家 で あ り西望 の助手
で あった柳澤飛鳥先生 による「西望彫刻 ガイ ド
ツアー」 を開催。西望後期 の ものを中心 に、作
品 を鑑賞 しなが らの解説 をお楽 しみい ただ きま
した。午前 ・午後 の 2本 立てで、計27人 の参加

8月 17・ 24日 (日 )の 2日 間、同 じく柳澤飛鳥
先生 による「親子 で楽 しむ彫刻教室・ FRPで
ブロンズ風 レリーフを作 る」 を開催 しました。
強化 プラスチ ックを使 った レリーフ製作 に、小
学生 とその保護者 9組 18人 の参加があ りました。
10月 10日 (体 育 の 日)に は、 3月 と同様「 親
子で楽 しむ彫刻教室・空 き缶から鋳造す るアル
ミのアクセサ リー」 を開催。12組 27人 の参加が

あ りました。
(勤 労感謝 の 日)に

は稼山美術館 よ
り学芸員の千 田敬一先生 をお招 きして「 日本の
ロダニズム と北村西望」 と題 した講演会 を開催
しました。若 き日の西望 を魅了 したロダニズム
についてのお話 に、44人 の参加があ りました。
PR面 では、「長崎平和祈念像」「あ くび」 を
モチーフに したポス ター 2種 類 を製作 し、全国
の博物館施設 に送付、京王線 の各駅 にも掲出 し
ていただきました。
彫刻園は、自然文化園の動物園 としてのイメ
ージのせ いか認知度がい まひとつで したが、自
然文化園来園者 に対する利用者比率 も漸増 の傾
向にあ り、 このような普及活動の成果 は着実 に
上がって きているといえるで しょう。
11月 24日

があ りました。

福生 市 史普及版 の製作
福生市郷土資料室
平成 9、 10年 度 の二か年事業 として市史普及
版 の製作 に取 り組 んで い ます。当市 の市史編纂
事業 は、市制20周 年記念 として昭和 58年 度 に開
始 し、市史本編上 。下 2巻 、資料編 10集 、研究
誌 17集 を刊行 して平成 7年 度 に事業 を終了 しま
した。終了後、刊行物 の普及 と管理、収集資料
(古 文書 の複写 マ イク ロ フィル ム)の 保存 と活
用が本庁部局 か ら教育委員会へ 移管 され、 8年
度か ら郷土資料室 において市史情報 の提供、刊
行物 の頒布、普及事業 (市 史 を読 む会 、見学会)
な どを開催 して い ます。
市史普及版 は本編 をベ ース に最新 の成果 を加
味 し、ハ ンデ ィな体裁 の もの を作 ろ う と作業 を

進めてい ます。 9年 度 は執筆、編集 を事業委託
し、10年 度 に印刷・ 製本を行 い刊行す る予定 で
す。
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た て もの 園

1995
江戸東京 たてもの園

江戸東京 たて もの園では、秋から冬にかけて
復元建造物 の新規公開や普及事業 などで、賑 わ
い を見せてい ます。その中で、今年度の事業 の
い くつかを紹介 します。復元建造物の新規公開
では、10月 10日 に綱島家 を公開 しました。綱島
家 は一般的に「広間型」 と呼 ばれる間取 りの民
家です。当園 に復元 されている茅葺 き民家の中
では、建築年が最 も古 く、江戸時代中期 と推定
されます。
また、来年 2月 末 には、 日本建築 におけるモ
ダニズム運動 を主導 した堀 口捨己が、設計 した

住宅 で あ る小 出邸 を公開す る予定 です。当時 ヨ
ーロ ッパ で流行 して いたデザ イ ンと、 日本 の伝
統的 な造形 を折哀 したつ くりになって い ます。
その他 、宇野家 の茶室 で ある会水庵 、伝統 工
芸 の場 として復元す る植村邸 など、今年度末竣
工 を目標 に準備 を進めて い ます。
今年度 のこれか らの普及事業 としては、11月
の下町 の大道芸に引 き続 き、 1月 18日 、 2月 15
日、 3月 15日 に炉端 の昔 がた りを実施 します。
現代 の「語 り部」 瓜生喬が、信州 の民話 を語 り
ます。

今年度の活動 から

〜企 画写真展 につい て 〜
あきる野市五 日市郷土館

今年度 の活動 の 中か ら、企画写真展 につい て
紹介 したい と思 い ます。
五 日市郷土館では以前 か らあ きる野市内の貴
重 な写真 や古 い写真 の収集 に心掛 けて きました。
これ ら館 で収集 して きた写真資料 を市民 の方 に
公開 して、地域 の歴史 を知 って もらう一つの契
機 になれば と考 え、写真展 を企画 しました。
企画写真展 は、五 日市郷土館 2階 の写真 パ ネ
ル展示 スペース を利用 して、あ きる野市 の 自然、
昔 の風景 や町並み、産業や生活 の様子 など、概
ね 3カ 月間、各回 ごとにテ ーマ を設 けて 開催 し
「 秋川流域 の野鳥」「写真
てい ます。今年度 は、
で見 る昔 の橋」
「写
真 で見 る昔 の 山仕
事」 を開催 しまし
た。
企画写真展 の 開
催 にあた って は、
単 に写真 の羅列 に
ならない よ うに配
慮 しました。例 え
￨ゴ 「 写真 で 見 る昔
の橋」 では、展示
写真 と比較 で きる
よ うに現在 の橋 の
写真 や市内の昔 の

橋の模型な どを展示 した り、市内の橋 について
の簡単なマ ップを作成 し配付す るなど、各回の
テーマに関連 した資料 の展示や配付 などもあわ
せて行 い ました。
また、広報 を通 じての企画写真展 の PRに 際
して、テーマ に関連 した写真 の提供 を市民 の方
に呼 びか けを行い、写真資料が よ り充実す るよ
うにも努 めてい ます。
今後 も、市民の方 にあ きる野市内の歴史 。自
然・民俗な どを理解 して もらうための、一つの
契機 として継続 して企画写真展 を開催 してい き
たい と考えてい ます。
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年 中行事 につ い て
清瀬市郷土博物館
今年 の始めのことであるが、市の広報担当者
から「 まゆ玉 をしているお宅を取材 したいのだ
が紹介 してほ しい。
」 との依頼があった。 さっ
そ く心当た りの旧家数件 に問い合 わせてみたが、
答えはいずれ も「何年か前 まではやっていたが、
今 は小 さい枝で作 って玄関に飾 る程度である。
」
とのことであった。比較的厳格 に年中行事 を実
行 していると思われるお宅で も瞬 く間に簡略化
している。当主の代替 わ りや生活様式 の変化な
どによ りこれ らは早晩消失 してい くのだろ う。
ところで当館 では「博物館年中行事」 と称 し
て年 に数回年中行事や農作業 を再現 してお り、
そ の指導 を地元の皆 さんにお願 い してい る。
「 まゆ玉」 も実施 しているが、開館以来十二年

を経過 し、協
力 していただ
いている婦人
会の顔ぶれ も
入れ替わ りが
あ り、初めて
するとい う若
い方 も現れて
来 る。婚家が
農家であって
も諸般 の事情
によ り伝承 さ
れに くいのが
実情 である。
「家」から遊
離 した博物館
とい う「;朴 」
の場では、 どの方 も物珍 しさも手伝 ってか興味
深 く事 に当たって くれた。
各家 々の特徴 を出 し、家族の中で楽 しんだ年
中行事 であったが、昨今 は現実の くらしに即 し
てい ない行事 は継続 し難 い。「粟穂・稗穂」 な
どは今や博物館で しかみ られない行事 である。
家の制度が失 われつつある現在、外 =博 物館が
皆が集 い伝 えあ う場 としての役割 を果た し始 め
てい る。

(1歩

常設展示 室 の活性化
府 中市郷 土の 森博物館
府 中市郷土 の森博物館 も1997年 4月 をもって、
満 11年 を迎 え、新 たな活動 に取 り組 むべ き時期
に きて い る。最 も大 きな課題 は、常設展示 の更
新 で あ る。 とはい うものの 、数年前か ら話題 に
すれ ども、なかなか前 に進 んで くれない。
され ど、常設展示 は博物館 の顔 で ある。そ こ
に開館以来 の資料収集 と調査 。研究 の成果 を何
とか反映で きない ものか、 いや、 しなければい
けない。そ して また、 いつ 来 て も同 じ展示 では
リピー ターが来 るはず もない。常 に新 しい情報
を提供す る展示室 に した い。

そ こで、「 ミニ展」登場。常設展示室内で さ
わやかな展示会 を行 うことに した。既 に、「や
・」 (8〜 9月 )、 「大田
・
がて、学校 に も戦争が・
蜀山人 と玉川 巡視」 (10〜 12月 )、 「江戸時代、
是政村で経典が埋め られた」(11〜 2月 )を 実施。
現行 の常設展示では触れ られなかったテーマや、
特別展・企画展ほど話題 を広 げるのは難 しいけ
れどちょっと面白い、あ るいは今が旬な どなど、
これからも年 3〜 4回 のペースで開催す る予定
であ る。
何度で も楽 しめる常設展示室 をめざしてノ

仕

収蔵品展『 トウロマチ (灯 籠祭
の世界』

)

武蔵村山市立歴史民俗資料館

広報課移管 フイルムの
保存 と活用
調布市郷土博物館
1955年 4月 1日 、調布市が誕生 し、その 3か

昭和30年 代 まで
市内各地で行 われ
ていた トウロマチ
(灯 籠祭)の 様子
を紹介する展示 を
6月 29日 か ら11月
25日 まで実施 した。
この灯籠 は一般
に地口行灯 と呼 ば
れ、駄洒落入 りの
絵が描かれている。
地域 の子供達が
共同で灯籠を飾 る
主要な行事であっ
た。

月後 に「調布市報」力判 刊。以来、市報や報道
用 に、広報課 で撮影 した写真は膨大な量 に達 し
てい ます。 この うち、1958年 か ら1991年 までの
モノクロのネガフイルム約8,000本 (200,000コ
マ)が 、現在当館 に収蔵 されてい ます。内容に
ついての簡単な リス トはあ りましたが、撮影年
量曇昌峯璽 8奮 張 ::3:象 身にF議 乳T馨 電
す る作業が延300日 間かけて行 なわれ、担当者
は途中で老眼鏡を作 り替えるはめにな りました。
整理後、市制40周 年記念展 や学校 の記念誌 の作
成 に活用 してい ます。現在、市の刊行物 はすべ
て登録 されてい ますが、その作成 のために撮影
された写真 を保存するルールやシステム作 りは
当館 にとって も今後の課題 です。
̀

恵比寿大根喰

(エ

ビスダイコク)

常 設 展 示 の模 様 替 え
立川市歴史民俗資料館
開館 13年 目を迎 えた当館 では、 ここで初 めて
常設展示 の一部改修 に取 り組 む。
計画 は、今年度構想、来年度実施 とし、現在
業者 とそのイメージ作 りにあ
たってい る。
主な改1参 点 は、展示室内中
央 の島部 を見通 しのよい構造

にす ることと、地図や年表類
に最新情報 を追加することで
ある。
これについて職員側か らは、
改修後 において も新情報 の追
加修正が容易であること、既
製品等 による交換 や修理が可
能なことなど、職員 の手で も
修正や調整がで きるような機
器構成及 び展示装置の導入 を
もとめている。
近年の情勢 を考 えると、大
規模な改修がす ぐに実現す る
とは思えない。 したがって、

奇抜 な最新技術 の導入 よ り、丈夫 で修 理や調整
が ラクで、職員 で も手直 しで きる よ うな展示 に
したい と考 えてい るか らである。
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倉 に み る生 活 文 化
八王子市郷土資料館
当館 では、数年来、名主家な どに残 された資
料 を中心 に、ムラの暮 らしぶ りを解明 しようと
す る試 みを行 って きた。今年度の特別展「八王
子宿周辺の名主たち」 は、一連の名主家資料調
査 の成果である。今回の特別展 の鍵 を握 ってい
たのは、名主家の「倉」であった。当た り前 の
ことか もしれないが、倉が古文書や調度品類の
散逸 を防 ぎ、風雨や虫・鼠害か ら守 って くれた
か らこそ、今、展示 も出来るのである。 また、
一つの倉 の持つ情報量 ははか りしれず、倉それ
自体が極めて重要な資料であることを、改めて
考 えさせ られた。
無論、名主家の倉 だけが重要なのではない。
当館 では近年、市内に残る講中膳椀収納倉庫 の
調査 を行 っている。講中膳椀 とは、講中な どの
近隣組織 の単位で共同所有 している、人寄せの
膳椀類 のことである。講中膳椀 の保管方法 には
倉のある家に預ける他、専用の倉 を建てる場合
が多い。 このようなものは多摩全域 に広 くみら

れ、す でに羽村市や福生市 。国立市 ・ 多摩市 な
どか ら、詳細 な報告が出されてい る。
多摩地域 に限 ってい えば、講中膳椀 が成立 し
たのは、早 い ところで幕末、一般 には明治頃 と
い われて い る。そ して冠婚葬祭 を式場で行 うよ
うになる昭和30〜 40年 代 には、 ほ とん ど使用 さ
れな くなって い る。つ ま り講中膳椀 は、漆器 を
用 いた本膳形式 の宴席 をもうける ことが 一般化
し、冠婚葬祭関連産業がそれ らに取 って代 わる
までの、限 られた時代 の産物 であ った。講 中膳
椀 とその収納倉庫 は、地域社会 が 、近世 か ら近
代 にか けて変容 して い く過程 で生 まれた とはい
え、す ぐれ た民俗資料 で ある と同時 に、近代 の
生 活文化資料 とい えるので あ る。
当館 では、八王子 ニ ュー タウ ン開発地区 での
緊急調査 を1994095年 度 に行 ったほか、市 内の
講中膳椀収納倉庫 の所在確認調査 を進めて い る。
他市町村 の事例 も参考 にさせてい ただ きた く、
情報収集 にご協 力 をお願 いす る次第で あ る。

博物館事業 としての調査資料の活用
― 町方文書調査 を通 して一
青梅市郷土博物館
現在 、青梅市 の行政区域 は、江戸期 の 旧三田
領 1町 1山 34カ 村 で あ る。特 に青梅 町 は、その
核 となる渓 口集落交易都市 として陣屋 が置かれ、
青梅街道馬継 の宿駅 で あ った。 この青梅町 の文
書 の収集 。調査 は村方文書 に比較 して遅れ、考
察す るための資料 に乏 しか った。
当館 では、青梅町関係 の文書 の概要 を調査 目
録 として作成す る「町方文書調査」 を平成 3年
度 よ り開始 し、今年で 7年 目となった。
この事業 は、町方文書調査会 (会 長 齋藤慣
一氏 )に 委託 し、市域 の 自主 グルー プの青梅古
文書研究会 と青梅 生活文化研究会 の女性達 を中
心 として、調査期間中、週 1日 のペ ースで調査
文書 を整理 。分類 し目録 を作成す るのである。
約 6年 間で有力商家等 6軒 の文書合計 1万 5千
点余 を調査 し、現在、 7軒 目を整理 中で ある。
一方、平成 708年 度 には、調査 した文書か
ら『商家の生 活・文化』 とい うテ ーマ をたてて
資料 を選 び、「郷土博物館講座一 史料 を通 して

歴史 を知 る一 」 の教材 として使用 し、調査 の経
過報告 もあわせ て行 なった。 この文書読解 の実
体験 とその資料提供 とい う市民へ の働 きかけを
意図 した講座 には多 くの参加者 があ り、好反響
を得た。敬遠 されが ちな古文書 をいか した博物
館事業 として新 しい試 みで あった と思 う。
調査 6年 目の平成 8年 度 には、企画展 「青梅
の菓子屋一 お菓子作 りの道具―」 で 、平成 3・
6年 度 に調査 した菓子仕入帳や菓子袋 な どを収
蔵民具 と関連 して展示す るな ど、町方文書調査
によって発見 された資料 を市民 の身近 な博物館
展示事業 として活用 してい くよ うに努力 した。
また、来年度に開催予定 の特別展「青梅宿」
(仮 題 )で は、更 に 6年 間 にお よぶ「町方文書
調査」 の成果 を全体的に とらえ、青梅町 の変遷
の様相 を民具や古文書 を使 って、来館者 の方 々
が 身近 に見 て、読 んで、楽 しく考 える ことがで
きる展示 を立案計画中で あ る。
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近距離 望遠 鏡 の 設置
町田市立博物館
町田市立博物館 では今年度、館蔵 品展 を 4回 、
企画展 を 3回 開催 しま した。新 たな試 み とい え
ば近 距離望遠鏡 の設置 が上 げ られ ます。そ の き
つか け は、10月 28日 か ら11月 30日 まで 開催 した
「 ミニ チ ュア展 」 です。 この展覧会 は、古 くは
縄文土器 か ら新 しくは現代 の ドールハ ウス まで、
古今東西 の ミニチ ュ アを480点 近 く集 め ま した。
小 さ く美 しい もの、 かわい らしい ものな ら小 さ
なお子 さまか ら年配 の方 まで家族で楽 しんでい
ただ けるだろ う と企 画 した ものです。 ところが 、
こ うした ミニチ ュアは手 に とって鑑賞 され るこ
とが多 く、 またそ うしない と細部が見 て とれな
い とい う事情 があ り、 ガラス越 しの展示 の 限界
が問題 とな りま した。 その とき、大阪市 立 東洋
陶磁美術館 の学芸課 よ り近距離望遠鏡 (単 眼鏡 )
をご教示 い ただ きま した。 4倍 の拡大率 の もの
十数基 を設置する ことに しま した。高 さ60セ ン
チ、縦横 25セ ンチほ どの木製 の台 を 2メ ー トル

編

集

ほどの 間隔で設置 し、各台 ごとに 2基 を1.5メ
ー トルほどの細 い鎖 で固定 しました。肉眼で鑑
賞す るとい うことと細部 を細か く見 るとい うこ
とを来館者各 自が組み合 わせることがで きると
い う点が好評 で した。
で言雷 ￨ま 軍腫誓[皇 票 :児 育 aTttλ 言 ふ乾年
ら見るとい う、受け身の態度 に終始せ ざるを得
ないのが難点です。単眼鏡で覗 くとい う単純 な
行為であれ、作品に働 きかけることがで きたた
めか、480点 とい う展示点数 の多 さに もかかわ
らず、終 りまで飽 きずにご覧 になった方が多 か
ったようです。 この単眼鏡 は続 く「大津絵展」
で も設置 され、照明の暗い東洋絵画 の細部鑑賞
に有効であることが確 め られました。 そのほか、
当館所蔵 のガラスなど、作品の細かな部分 を観
察 したい来館者 は多い ようで、予想以上 に用途
が広がるもの と思われます。

後

記

東京都 三多摩公 立博物館協議会 は、昨年 4月 30日 に平成 9年 度定期総会 (青 梅市教育 セ ン ター)を
開催 し、そ の際、都教育庁文化課 の原具麻子氏 に講演 をお願 い し、「 イギ リス及 びアメ リカにお け る
博物館 の展示 ・教育活動 の展 開」 につい てお話 しい ただ きま した。 さらに同 8月 19日 に平成 9年 度第
1回 協議会 (調 布市東部公民館 )を 開催 し、「博物館及 び資料 の消毒・ 燻蒸」 につ い て、各館 の現状
や課題 を話 し合 い ま した。
本号 では、 この 2つ のテ ーマ を特集 に して、前者 は原具麻子氏 に、後者 は東京国立文化財研 究所 の
木川 りか氏 に執 筆 をお願 い しま した。両氏 とも、 これか らの博物館 が取 り組 むべ き課題 につい て、研
修や会議 による海外 か らの新 しい情報 を提供 してい ただ きま した。 また、研究者 としての意見 をま じ
えなが ら今 後 の問題 につい て も提起 してい ただ きま した。
三博協会員館 には、
「 ここ 1年 の話題」
「活動報告」
「最近取 り組 んで い る特色 ある活動」
「そのほか」
のテ ーマ で原稿 の執筆 を依頼 し、各館 か ら様 々 な情報 をお寄せ い ただ きました。
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