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特集

『収蔵庫問題』 の解決 に向 けて

今回 の三多摩公立博物館協議会会報 の特集 は、表題 のとお り収蔵庫 に関す る問題 を取 り上げま した。 これは平成 15
年 11月 19日 に実施 された研修会 での課題 として研究 された ものです。今回は、当 日事例報告を頂 いた、 日の出町教育
委員会 の佐伯秀人 さん、府中市郷土 の森博物館 の小野一之 さん、 日野市 ふ るさと博物館 の峰岸未来 さんの三名 の方、
並びに この研修会 を受講 された福生市郷土資料室 の笹本省二 さんか ら特集 に際 して特別 にご寄稿 いただ きま した。
また、会員各館 か らも収蔵庫 に関連 した事例 を数多 く報告 してお ります。

日の 出町 における文化財 を活用 した学校支援
―平成 14015年 度事例報告―
日の出町教育委員会 社会教育課文化財係
は じめに

秀人

す ことは難 しか ったの で、 厚生 労 働 省 補助 事 業 で あ る

日の出町教育委員会 は、平成 12年 度 か ら「 総合的な学

「 緊急地域 雇 用創 出特別交 付金事 業」 で事 業計 画 を立 案

習 の時間」 の試行 として文化財 の活用授業を町立本宿小
学校 と行 って きた (註

佐{白

した。
事業期 間 は平成 14〜 16年度 の 3カ 年 で、体験学 習 の支

1)。

学校側 の要望 は年 々高 ま り、
「 総合学習」 の実施 され
る平成 14年 度をひかえ、要望 に応えて行 くことが早急 な

援者 を配置 し、特別事業 として本宿小学校 の校庭 に縄文・
古墳 時代 の竪穴住居 を 2軒 復元 し、復元作業 も学 習 プ ロ

課題であ った。

グ ラ ム と して実施 す る もので あ る。 予算 は9,551千 円 で

以下 に詳述す る内容 は、
「 総合学習」 の試行期間にお
ける経験 を踏 まえ、学校支援 (註

あ る。

2)に 取 り組 んでいる

事例報告 である。
なお、本報告 の内容 は、平成 15年 11月 19日 に行 った東
京都三多摩公立博物館連絡協議会第 1回 研修会 の発表要
旨に加筆修正を加え たものである。

1.平 成 14年 度 の学校支援体制
平成 12〜 13年 度 の実践 では、授業時数が 6→ 23時 間 と
増加 し、学校 か ら色 々な体験 に取 り組 みたいとの要望 が
あり、多様な学習プ ログラムの作成が課題 であった。
また、 この間 の授業 に関 しては、専門職員 である筆者
が事前打ち合わせ・ 授業準備等、全 ての対応 を していた。

2.学 校支援体制の整備

そのため、通常 の業務 との整合性を図 るためには物理的

平成 14年 度 の実施当初 は、学習 プ ログラムの作成 と教
材 の調達、教具 の開発 と作製 が緊急 の課題 であった。

に限界 があ り、体験学習 の支援者を配置する ことも課題
であった。

そのため、学校 と連携 した文化財活用 を推進 している

この二つの課題を解決す るために、体験学習 の支援者

(財 )群 馬県埋蔵文化財調査事業団で支援者 の研修を行 い、

を育成 し、授業 に対応する方策を検討 した。 しか し、当

支援方法並 びに教具 の作製方法 について指導を いただい

町 も財政状況 は極 めて厳 しく、町単費で新規事業を起 こ

た (註

―
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3)。

1学 級分 の教具を作製するには時間 と経費 もかかるの
で、廃材 の有効活用 を行 い、消耗品的 な教材 は、間屋や
製造元 か ら直接仕入れを行 い、 コス ト縮減 に努 めている。
このように、学習 プ ログラムを作成す るためには、材料
の調達先や仕入先 の探索 に予想以上 の時間 と手間がかか
る。

3.平 成14年 度の実践例 1(本 宿小学校)
前項 の準備期間 を経 て、実際 に授業 を開始 した。実施
内容 は、第 1表 に示 したとお りで、考古資料を活用 した
縄文学習 は 6年 生で34時 間 に及 ぶ。 この学習 は、年度当
初 に年間計画 を学校で作成 して もらい、実施 したが、年

平成 14年 度本宿小

学習発表会

また、年間 の学習 をとお して、筆者や支援者 も児童 と

度途中で学校 と協議 して実施 した授業 もある。

の触 れ合 いで様 々な事 を学習 し、今後 の支援活動 に関 し
て多 く学ぶ ことがで きた点は、大 きな成果 と考えてい る。
この他、
「緊急地域雇用創 出特別交付金事業」 で実施
した民具整理作業を経た資料を活用 した授業 も行 った。
考古資料 に比 べ、 より近 い歴史 の遺産である民具 の活
用授業 は、今後 プ ログラムを充実 させ、提供 して い きた
いと考 えている。

平成 14年 度本宿小

・
どんくり水団作 り

年度当初 の担当教師 との打 ち合わせでは、多様な体験
学習 を設定 し、最終的 に年度末 の学習発表会 で次年度
「総合学 習」 の対象 となる 5年 生 に成果 を発表す ること
を目標に設定 した。
児童 の学習 に対す る意欲 は、様 々な体験 を行 うことで
徐 々に高ま り、学習 のまとめに関す る質問 は授業 として
筆者 が係わ った ものは、 1時 間であるが、班毎 に個別 に

平成 14年 度本宿小

民具活用授業

4.平 成14年 度 の実践例 2(都 立秋留台高校)

数回筆者 に質問 の確認 に訪 れた。
また、班毎 に自主的 に町立図書館 で関連す る内容 を調
べ た り、発表 に使 うポスターの作製 など、恐 らく10数 時
間 を費や して作製 したものと思われる。
学習発表会 は、各班 1回 の発表時間 は10分 程度数回発
表を行 い、 5年 生がグループ毎 に回 ってい く方法である。
発表内容 は、筆者 が質問で答えた以外 の問題 にも言及
している班 もあり、 自主的 な学習 で得 られた成果 を発表
に取 り入れている事 が窺 えた。
年間学習 を行 った 6年 生 も、成果を第二者 に発表す る
ことで、学習内容 を確認 し、成果 を自分 の ものにす るこ
とができたと思われ る。
年間 をとお した学習では、児童 との関係 の構築 が重要
である。授業中 に生 じた気づ きや、質問を時間内 に直接
筆者 や支援者 に寄 せるような環境 を作 るには、かなりの
時間 とコ ミュニケーシ ョンを図 らないと構築 できない。
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後述す る復元住居作製 の事前学習 として、 1年 生 8ク
ラスを対象 に「火起 こし」
「勾玉作 り」 に 2班 に分 けて
授業 を実施 した。時間数 は各 クラス 2時 間で16時 間 であ
る。

高校 との連携 には、東京都教育庁生涯学習 スポーツ部
計画課・ 指導部高等学校指導課 に事業計画及 び趣 旨説明
を行 い、実施校 を依頼 した。
その結果、平成 15年 度か らエンカ レッジスクールとし
て研究指定 される都立秋留台高校 を紹介 され、平成 14年
か ら同校 と実施 について協議を行 い、前項 で述 べ た

10月

事前学習 を行 うこととなった。
平成 15年 度 の秋留台高校 の授業 は、 系列選択講座 で 2
学年 の各 クラスか ら自主選択で受講す るもので、毎週木
曜 日に 2時 間 (100分 )割 り当て られて いる。受講者 は
平成 14年 度秋留台高校

42名 (男 子 230女 子 19)で ある。

火起 こし

実施当初 は、高校生が このよ うな体験学習を受 け入れ
るか疑 問 な点 もあ ったが、授業を行 ってみると、 2時 間
の授業 を集中 して行 った。

年間 の授業計画 は、第 2表 のとお りで、住居 を作 るた
めの課題を抽出 し、構造 や歴史を調 べ、 その内容 を基 に
プ レゼ ンテーシ ョンを作成 し、成果 を小学生 に発表 し、
材料 の伐採・ 加工 。住居作製作業 の全 ての工程 を体験す

また、火起 こしは回転摩擦式 3種 類 (も み切 り式 0紐 切
り式・ 舞切 り式)と 火打 ち式 の計 4種 類行 ったが、小学

るものである。

生では発火 しない もみ切 り式を 3割 程度 の生徒が発火 ま

い る (註

平成 16年 2月 末 の完成 に向けて現在 も作業を実施 して
4)。

で至 り、全 ての火起 こしを発火す ることができた。

平成 15年 度秋留台高校

平成 14年 度秋留台高校
勾玉作 りは、当町では勾玉

調 べ 学習

勾玉作 り

10丸 玉 2を 教材 として使

用 しているが、大半 の生徒が時間内に完成す ることがで
きた。通常小学生 の場合 は、 2時 間では勾玉 1個 の完成
が限界 である。
このよ うに、小学生に比 べ高校生 の体力的 な優位性を
改 めて認識すると共 に、後述する復元住居作製事業に、
高校生 と小学生 の共同作業が有効 と考 えた。

5。

平成

15年 度竪穴住居復元事業

復元住居作製事業 は、本宿小学校 グラ ン ドに縄文 。古
墳時代 の竪穴住居を 2軒 建てるもので、復元作業を学習
プ ログラム として作成 し、本宿小・ 秋留台高校共同で作
製するもので ある。
この事業は、当初小学校 のみで実施する計画で いたが、
小学生 の体力的な面か ら単独で実施す るよりは、高校生
と連携 して実施 し、世代間交流 もね らいと して取 り入れ
ることに した。
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群馬県渋川市「中筋遺跡」復元住居見学

授業内容 の詳細 は別稿 に譲 るが、小学校 。高校 の交流
授業 は、世代 の差をとお して自分 自身を見 つめ直す機会
にもな り、相乗効果を生 みだ したようである。

6.学 校支援 の今後 の課題
平成 14015年 度 の事例 について報告 してきたが、以下
に今後 の課題 について触 れてみたい。
平成 12年 度 に学校 と連携 を行 った当初 は、 ここまで事
業 が拡大す るとは予想 して いなか った。先 に触れ たとお

本宿小・ 秋留台高校

り、学校 の要望 は年 々高 まり、町内では本宿小学校以外
の小学校 か らも授業 の依頼 が徐 々に増えつつあ る。

プ レゼンテーシ ョン発表

このような状況下 の課題 には、学校 の多様 なニーズに
応える学習 プ ログラムの作成 が望 まれて いる。今年度作
製 した住居 の活用方法 も、魅力的なプラ ンニ ング行 うこ
とはもちろん、平成 14年 度 に整理作業を実施 した民具 の
活用方法 も緊急に策定すべ き課題である。
また、平成 15年 度 は町内小学校 0秋 留台高校 2年 (復
元住居)01年 (火 起 こし・ 勾玉作 り)の 授業 を合算す
ると100時 間 を超え る授業 に係 わ ってお り、恒常的な支
援体制 の確立 も必要である。「緊急地域雇用創 出特別交
付金事業」 は平成 16年 度 が最終年次であり、拡大 した事
業 を定着 させ るために、平成 17年 度以降 の実施形態 につ

本宿小学校 。秋留台高校交流授業

いて計画 を策定 しなければな らな い。
皮むさ体験

さらに、学校支援を推進す るためには、文化財 サイ ド
と学校間 のよ リー 層 の情報交換 が必要 と思われ る。学校
が文化財 どのように活用 して い きたいのか ?ニ ーズを把
握す るために、情報提供 を積極的に行 いたいと考 えて い
る。
年間をとお した学習では、児童・ 生徒 との コ ミュニケー
ションの構築 が最 も重要 であり、一人一人 の名前を覚 え
ることか ら始 まり、 日常 の様子 や対応方法 など学校・ 文
化財 の情報交換 をすべ き内容 は多岐 に及 ぶので、可能 な
限 りきめの細 かい方法 を考えて い きたい。
平成 12年 度 か ら始 ま った学校支援 は、早 4カ 年 が過 ぎ
ようとして いるが、未 だ組織的 な体系化 が確立できず、

縄文時代復元住居

常 に試行錯誤 を繰 り返 しなが ら実施 して い るのが現状 で
ある。本稿 は、 この間 の経過報告 の域 を出ないが、大方
の ご批判 を頂戴で きれば幸 いで ある。
おわ りに、研修会及 び本稿 の機会 を頂 いた福生市郷土
資料 室菱山栄二郎氏 と、三 多摩公立博物館連絡協議会 の
金子淳氏 にはお世話 になった。末筆 なが ら記 して謝意 を
表 したい。

古墳時代復元住居
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註

1

平成 12〜 13年 度 の学校支援 に関 しては、拙著「 市

(教 師 。児童 。生徒)が 主体であ り、我 々文化財側 は、

第 7回 埋蔵文化財関係職員交流集会実行委員会 2001

支援す るとい うス タ ンスが必要であると思 うのである。
確か に、授業 の進行・ 専門的情報 の提示・ 作業上 の段取
り等 々、我 々が担 う部分 は多 い。 しか し、個 々の児童 。

において報告 しているので参照 されたい。

生徒 の気 づ き 。課題 。その対応等 々、育 む ことに関 して

註 2 文化財行政を執行す る機関である社会教育行政や

は、 あ くまで も学校 が主役 であると筆者 は考 えている。

博物館では、学校 との交流事業 を「学社連携・ 融合」
「博
い
まれて
る
・
といった概念で取
り
組
。筆者
学連携 融合」

註3

は、 それぞれの学問体系 の門外漢 であ り、検討する資格
は無 いが、学校現場 との関わりをとお して思 うことは、

註4

授業 カ リキ ュラムの一環 として事業を行 う場合 は、学校

いる。

町村 にお ける普及啓発活動一学校 と連携 した文化財 の活
用―」
『第 7回 埋蔵文化財関係職員交流集会 まとめ集』

第 1表
学習内容
縄文土器 の観察
縄文土器 の施文体験
火起 こし体験

日時

6月 7日

アンギ ン編み体験

6月 21日
7月 11日
10月 17日

考

10月 29日

都林業試験場学芸員 に指導 を受 ける
自分 たちで採取 した ドング リの皮 をむ き、 ドング リの灰汁 を抜 く。

10月 30日

灰汁抜 きした ドング リを使 って、 ハ ンパ ーグとクッキーを作 る。

10月 4日

勾玉 づ くり体験

12月 6日

ドング リ水団調理体験

備

本宿小資料館 で実施
粘土 に文様を付 ける体験
回転摩擦式 3種 類、火打 ち式
黒曜石で矢 じり 。片岩 で斧 を作 る
麻紐 と編 み具を使 って コースター作 り
元秋川市文化財審議委員河野先生指導

5月 31日
6月 13日

本事業 は、現在 も作業 を実施 してお り、 その内容
に関 しては、年間授業終了後 に別途詳論 したい と考 えて

14年 度本宿小学校授業内容一覧表

時間数

5月 17日

石器作 り体験

縄文土器作 り体験
野焼 き体験
ドング リ採取体験
ドング リ灰汁抜 き体験
ドング リハ ンバ ーグ
調理体験

平成

研修 には (財 )群 馬県埋蔵文化財調査事業団普及
情報課 の桜岡正信 。小林大悟両氏 に議指導 いただ いた。

12月 13日

学習 のまとめ質問
学習発表会

1月 31日

1

3月 4日

滑石 と紙 ヤス リを使 って勾玉を作 る。
ドング リの粉末 を使 って水団 を作 り、石器 を使 って材料 を切 り、火起 こ し具
で火を起 こし、復元土器を使 って調理す る。
土器 。道具 。食生活・ 装身具・ 火起 こしの 5グ ループ毎 に質問 し、解答す る。
調べ た内容をパ ネルに して、来年度学習予定 の 5年 生 に発表す る。

(実 事業時数34時 間)
本宿小学校民具活用授業
1.第 4学 年 平成 14年 11月 1日 (2時 間)
郷土学習 の一環 として昔 の道具を観察 し、唐箕・ 脱穀機 。背負子 。大八車・ ベ ーゴマを使用 して道具を動 かす体験を行 った。
2.第 5学 年 平成 14年 11月 21日 (2時 間)
農業体験学習 の一環 として、農作業 に使 った道具 (唐 箕 し脱穀機 など)を 観察 し、実際 に動 か して昔の農業の体験 を実施。

第 2表
学期

指 導

項

目

一
則
期

4月

オ リエ ンテ ー ション

5月

課題 の抽出

6月

調 べ学習

7月

調 べ学習

8月

校外見学

9月
10月

後

プレゼンテーション作成
打製石斧作 り
プ レゼ ンテーション作
成 。発表材料 の調達
材料 の加工穴掘 り

12月

材料 の加工・ 建て方
屋根を作成す る
内部施設作成
屋根作成
学習まとめ

期

11月

1月

3

都立秋留台高校年間授業内容

指 導 内 容
授業時数
4
「 竪穴住居復元作業」 の年間計画を説明す る
グループでK」 法 を用 い、竪穴住居 を作 るために必要 な調 べ学習 の課題 を
4
出す。
課題 を解決す るため、 イ ンター ネ ッ ト、文献等 を活用 して縄文時代 か ら古
4
墳時代 の歴史や住居 の構造 を調 べ る。
同上 。宮大工 さんの仕事をプ レゼ ンで紹介す る。
6
夏休みを利用 し、実際の竪穴住居を見学する (東 京都埋蔵文化財 セ ンター
2日
日野市教委) (群 馬県中筋遺跡 。かみつけの里博物館)
自主参加
調 べ学習 をまとめ、本宿小生徒 に説明す るプ レゼ ンテーシ ョンを作成す る。
竪穴 を掘 る道具 の打製石斧を作成す る。
本宿小生徒にプ レゼ ンテーシ ョンを発表する。
建築材 を伐採 し、材料を調達す る。
伐採 した材料 を加工す る。住居 の縄張 りを行 い竪穴を掘 る.小 学生 と合同
で材料 の皮むき 。穴掘 りを行 う。
住居 の構造体を建てる。
構造体 の上に屋根 を葺 く。樹皮・ ソダを被せ、屋根 の下地・ 内部施設 (炉・
竃・ 貯蔵穴)を 作成す る。
屋根 に土を被せ、住居を完成 させ る。
年間学習をまとめる
配当時間合計

*建 築全般 (材 料 の寸法出 し 。加工・ 建て方・ 細部仕上 げ)に ついては、宮大工 木住野智行氏 の指導・ 協力を受 ける。

*材 料 の伐採 。加工 。建て方 などについては、金子隆氏

(製 材業)羽 生英昭氏 (造 園業)の 職人 さんに指導 。協力を受 ける。
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民具 の収集・ 活用 についての 3つ の弁明
府中市郷土の森博物館
1、

収蔵庫 は民具で溢れているのに、まだまだ集めて し

小野―之

では、寄贈をお断 りするしかな い。
その当た り前 の方針を最近 は明文化 して来館者 に配 っ

まう本当の理 由
お、
つ うに博物館をやっていれば、民具 などの民俗資料

た。夏 に「 むか しの道具」展 を開催 し、 ここ数年 に収集

はどんどん増 えてい く。収蔵庫 が満杯 になって久 しく、
置 き場 に困 っているといった博物館 は非常に多 いので は

した民俗資料を体系的に紹介す るにあたり、寄贈依頼件
数 が増 えることを予測 してである。下記 に示 したこのチ

ないか。 1968年 の前身館開業以来、40年 近 い博物館歴 を

ラシには 2つ の意味がある。展示会 を契機 に市民 に呼び

持 つ当館 も、 もちろん例外ではな い。現在8000点 に近 い

かけ、 さらなる資料 の充実を図ろうとする意 図 が 1つ 。

民俗資料 が登録 されているが、一般収蔵庫には収 まりき

もう 1つ は申 し出をお断 りする時の理由付けである。もっ

れずに、 さいわ い広 い敷地 に復原 された旧家 の蔵などを

とも提示 されたモノを前 に して、担当者 が もらうか もら

文字 どお り蔵 として活用 している。

わないかを決心す れば、 どち らの場合 に もこの文章 は使

それで も、 まだ集 める、将来 にわたって も集めて いか

える。

なければな らない理由の 1つ めは、市民 の要望 があるか

ただ、将来 は収集対象 の範囲 をもう少 し限定 して いっ

らである。長 く使 って愛着 のある品々、古 くて珍 しくな っ
た道具 の数 々を、個人 の所有 を離 れて後世 へ の文化遣産

て もいいか も知れない。民俗分野 に限 らず、資料 の収集
方針 は、言 い換 えれば博物館 の運営方針 の重要 な柱 であ

として伝 えて行 く。 これが博物館 の役割 であることをみ

る。 これについて館 の内外 で共 有化 で きる目標を作 って

んな知 っている。 われわれは期待 されて いる。残存す る

いこうとす る姿勢 は持 っていたい。 その場合 で も、資料

資料 は減 っているはずなのに、寄贈 の相談件数 が増えて
い るの は、 こうした期待感 が高ま って きて い るか らでは

収集 は、 あ くまで も市民 の期待 に応えなが ら行なうもの

ないか。地域 の博物館 が これを行 なわな くな った らお し

であって、調査研究 はその延長 にあ り、その逆ではない。
研究 の成果 はすみやかに市民 にわかるように公表すべ き

まいで ある。

である。 まずは寄贈者 が喜 んで くれるはずである。

2つ めの理 由 は、資料 が増 えることによって必ずや調
査成果 が挙 げられるだろうという点 である。 まだまだ価
値 のある資料 は出て くる。収集 の対象 となる範囲 も変化

2、

収蔵庫 の扉 は厳重 に閉ざ してお くべ きなのに、 つい
つい開けた くなる本当の理 由

して くる場合 もある。1960070年 代 の初期電化製品 も注

集 めた資料 は、展示 はおろか、収蔵庫 に厳重 に しまっ

目され出 したように。それに、同 じ種類 のモノが複数 あ っ

て、 できるだけ手 にも日にも触 れさせないほうが保存 の
ためにはいい。 しか し、美術品 や歴史・ 考古資料 と違 っ

て初 めてわか ることが多 い。地域 の人たちの具体的 な生
活 の様子、今 との比較、 モノの製作・ 仕様 0流 通 などの
解明 には豊富なデー タの蓄積 が必要 となる。値 の張 る骨
董品が 1つ あれば いいとい うものではな い。

て、民具 はモノだけが残 って も、 どれほどの価値 があろ
うか。民俗資料 は、「使 い方 0思 い出 。使 える人」 とと
もに記録・ 伝承 していくのが一 番 だ。

民具 は集 めやすい資料 である。 ほとんどが寄贈 によ つ

せ っか く寄贈 したのに、展示 して もらえないとい うお

て得 られるので直接経費 はない。収納 のための容積 だけ
用意 できれば、劣化 のための対策 も少な くてすむ。 その

叱 りを時たまいただ くが、 これは寄贈者 の勘違 いではな

替 わ り、収集 と活用 のための手立 てだけはきっちりとし
ていこう。 そうすれば、民俗資料 は今後 も地域博物館 に

ずは、展示を。 それだけではな く、実際 に使 って みよう。

おける基本資料 の 1つ として生 きていけるのではないだ

具 の新 しい価値を発見す ることができるだろう。
たとえば、 こき棒・ 千歯扱 き 。足踏み脱穀機 など各時

ろうか。

く、市民 の潜在的 な期待 に応えていないか らである。 ま
そうすれば、実測 や銘文解読 の作業 で も気付かな い、民

まずは収集 の方針 が大切 であるが、 まず思 いつ くのは
「 何 よ りも地域 の資料 を」 ということである。 い くら市

代 に発展 した稲 の脱穀具 がある。時代背景 や使 い方 の一
応 の説明は、展示解説文 などでお馴染みだが、実際 に使 っ

民 の要望 といって も、古 いものをなんで もかんで も集 め
ていたらたいへんである。地域 で作 られ 0地 域 で使われ

ていた人か らの体験談 には到底及ばない。毎年子 どもた

たモノ 。来歴 のわかる資料 であることが前提である。 い
くらお宝だ として も、先 ごろ古道具屋 で買 ったとい う品
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ちと体験学習 で使 っていると、道具 の進歩を実感すると
同時 に、仕事 は早 くな った、「 だけれ ど…」 の部分 に も
みんな気が付 いているのがわか る。新 しい道具 は発明 さ

れ続 けるが、 い くら トラクターがあ って も、 1本 の鍬 は

る専門的職員である。博物館には絶対 に学芸員 が必要 だ

いまも必要なので ある。 その鍬の形 は、弥生時代 と大差
が無 い。イヽ
学校 の指導要領 に昔 の道具を学 ぶ項 目がある

と多 くの人が主張 してきた。専門業務 を学芸員 でない人
が して しまえば、あるいはできて しまえば、む しろその

が、先人 の労苦 を偲 ぶばか りではない、体験学習 の意義

方がいろいろな意味でよか った りして、そんなことにな っ

と可能性 は大 きいと思 う。
当館では、 こうしたス ローガ ンをいいことに、 かな りの

て しまえば、今 いる学芸員 は要 らな くなる。無償 のボラ

資料 を「 活用」 している。使 えば必ず傷む。修理をする

めには、専門家 の仕事 と信 じる部分 は、独 占 して これを

こともある。その箇所をきちんと記録 しておけばいいのに
それを怠 り、 いつの修理 だかわか らない もの も出てきた。

楽 しみ、 口や手を出させないに越 したことはない。
しか し、多 くの博物館 でボランティアが導入 され、展

現役時代 の「使 い込んだ痕跡」は資料価値を高 めると謳 っ

示解説や下請 け仕事 だけではない 自主的な活動 が展開 さ

ているにも関わ らずである。胸が痛む場面である。
民具 を使用する 。できるだけ展示をす るといって も、

れるようになると、 やはり専門職員 が必要 なことが逆 に
証明さてきたといえるのではないか。

限界 がある。展示点数 の数十倍 もの資料 が収蔵庫に隠さ
れているのが、ふつ うであろう。それな らば、収蔵庫 の

当館で もボランテ ィアの活動 が活発 にな り、民俗 の分

中を見 せて しまえばいいのである。今 までで こうした少
ない機会 を得 た、職場体験 の子 どもやボラ ンティアの人
たちのほとんどは、民具が ぎっしり詰ま った光景 に驚 く。
「 これ こそ博物館」 といえ る空 間 ではな いか。民具を借
りにきた小学校 の先生 らは、要求 したモノを出 されるよ
りも、 いろいろな古道具類 を前 に しなが ら、 お もしろい

ンティアだけいればそれでいいので ある。それを防 ぐた

野 に限 っていえば、風前 の灯火 だった鍛冶屋小屋 と銭湯
の調査 が実現 し、資料 の受入れ、調査成果 の紀要 へ の掲
載、
「 むか しの道具展」開催、一 方 では、各種 の民具 を
用 いた体験学習 の実施 などに漕ぎ着 けた。 これ らはボラ
ンティアの面 々の主体的な参画があ って初 めてで きた こ
とであるが、学芸員 は要 らな い自分 たちだけでで きると
思 っている人 も、 たぶん一人 もいないと思 う。

授業 の着想 が浮 かぶ らしい。 うちではまだ したことがな

ボランテ ィアの制度 は、市民参加 の学芸活動や博物館

いが、「博物館収蔵庫探検」 などとい う企画 はお もしろ

運営を目指 してい くための一番適切 な方策 である。 これ

いと思 う。

を通 じて真 に地域 に根 ざ した「 自分 たちの」博物館作 り
が可能 となるのではないか。資料収集 の課題、収蔵庫 の

学芸員 だけですればいいのに、や は り市民 の人たち
とやっていくべ きだと思 う本当の理 由
学芸員 は、資料 の収集・ 調査 。展示・ 普及事業 にあた

3、

問題 もこうした ことを通 じて、 自ず と解決 の方向 に向か
うのではないだ ろうか。

民俗資料寄贈 の呼 びか け文 (1例 と して)
古 い生活道具 など、博物館 で受入れを します―作 った人・ 使 った人 の思 いを博物館 はいつ まで も伝えて い きます 郷土 の森博物
館 では、市民 の貴重 な文化遺産を伝えてい くため、次のような資料を、市民 の寄贈 により収集 してお ります。ぜひご協力 ください。
1、 こんな資料 を集 めています。①府中市域で使われていた古 い生活道具 など。 (食 器 。
家具・衣類 。
農具・信仰や社会生活 の用具
など、当時の暮 らしの様子 がわかるもの。年代 は、江戸時代か ら昭和30年 代 くらいまでの もの)② いつ誰 が作 った。
買 った 。使 っ
た 。使わな くな ったなど、 おおよその来歴 がわかるもの。 (使 っていた方 の思 い出話をお聞 きで きると、 なおあ りがたいです)
③傷みがひどくな く、運搬や長期 の保存 に耐え られるもの (た だ し、使 い込 んだ痕跡、当時 の書 き込みなどは、逆 に博物館資料
としての価値 を高 めます)④ 府中市域外 で使われて いた もの、最近 ほかか ら譲 られたり骨董店で購入 した ものは、原則 として収
集 の対象 にはな りません。 (市 外 の資料 は、地元の博物館・ 資料館 などに保存 されることが望 ま しいと考えます)
2、

こんな方法 で集 めています。①お申 し出をいただいた ら、後 日博物館 の担当学芸員 が参上 し、実物を拝見 し、 それにまつわ

るお話 しを伺 い、寄贈 いただ くか どうか判断 させていただ きます。 (1の 要件 を満 た していて も、資料 の性質や分量、収蔵場所
などの問題 でお断 りす ることがあります)② 寄贈 いただ く資料 は、当方で博物館 まで搬送 します。③寄贈 いただいた資料 は、洗
浄 。殺菌や調査 。写真撮影 などを行 い博物館 の民俗資料 として登録 されます。寄贈者 には寄贈礼状を発行 します。 (お 申 し出か
ら登録 までの間 は、時間が多少かか ることがあ ります)
3、

集 めた資料 は、 このように活用 して います。寄贈 いただいた資料 は、博物館 の民俗資料 として収蔵庫 において恒久的 に保管

されますが、次のように活用 が図 られます。資料の管理や活用方法 についてはすべてお任 せ ください。①博物館が主催す る各種
の展示会や復元建 物 において展示 されます。 (常 設展示 はされません。寄贈者名 やその他資料 に関わる情報を解説文 と して表示
す ることがあ りますが、 プ ライバ シーに関わ ることは配慮 します)② 実際 の使用 に耐え られる資料 は、体験学習会 などで使 うこ
とがあ ります。③他 の博物館 が主催する展示会へ の出品や、市内の学校 の教材 として、短期間貸出する ことがあ ります。④地域
の民俗資料 と して研究対象 にな り、 その成果 が公表 されることがあ ります。
問合せ先

:

府中市郷土 の森博物館 学芸係 民俗担当

‑7‑

博物館 における 自然系資料 の収集 と保管
日野市応、
るさと博物館

峰岸未来

きるだけの標本 の整備が必要 となる。研究、保存、教育

は じめに
動物・ 植物、地質など自然界 にあるものか ら学 べ るこ
とは多 い。博物館ではそのよ うな、動物、植物、化石、

普及それぞれの 目的 を考慮 して収集 の方針 が定 ま って く
る。実際当館 では、計画的 な収集を行 い、博物館 コ レク

岩石などを自然界か ら切 り取 って、形 を整え保存処理を

ションを整備するには至 っていない。
企画展示 の開催 は一つの テーマでの調査・ 収集活動 の

行 った標本 を、資料 として展示や調査な ど様 々な博物館

契機 となる。回を重 ねなが ら資料 を蓄積 してきた。逆 に、
新規 コレクションの受入 が契機 となり、 その コレク シ ョ

活動 に用 いてい る。
生物 の質感、動 きや成長 などの変化 は命あ って こそ観

ンを軸 とした企 画展示を開催する こと もある。貝類 コレ
ク シ ョンの例 をあげると、平成 11年 に開催 した企 画展

察が可能 なことであ り、観察 により得 られる情報は多 く、
有用 なことはい うまで もない。 しか し、標本 にす ること
で得 られるメ リットもある。詳細 な観察や分析、保管 や
移動 が容易 にな り、腐敗を防 ぐことで後世 に形 を残す こ

「員 は語 る」 においては、 日野 にはどんな員類 が生息 し

とも可能 になる。
繊細 な昆虫標本 か ら頑丈 な岩石まで、採集 し資料 に至 る
まで の手順や保管方法まで、それぞれの性質を見極 めて

ているのか、興味や知識を広 げるためにも、 日野 に生息
す る淡水・ 陸生 の貝類 だけでな く、 日本各地や海外産 の
色や形 も様 々な海生貝類 をあわせて展示 した。 この コ レ
ク シ ョンは幅広 く、量、質 ともに充実 してお り、生命 の

取 り扱 う必要 がある。筆者 の勤務す る日野市 お、るさと博
物館 において、 そのような 自然系資料 をどのよ うに扱 い、

多様性や面 白 さも伝 えることが可能 となった。

収集・ 保管 を して い るのか紹介 した い。

原資料 の入手
当館 のよ うに地域 にねざ した博物館 では、 自然系資料
とい うと生物や地学分野 の資料 が通常 占めている。 それ

日野市ふるさと博物館の性格
日野市 ふ るさと博物館 は、平成元年 に開館 した。準備

らはもともと野外か ら取得 される「原資料」 であって、

室段階か ら人文・ 自然系 の学芸員 がお り、
「 ふ るさと日
野 の川 と文化」 がテーマの常設展示 では、多摩川 の魚類

そのままでは、資料 としての役割を果 たせな い。

や日野 の鳥類 を紹介 して い る。歴史・ 民俗博物館 だけで

す るなら季節や採集場所 も考慮 しな くてはな らない、花

な く、 自然史分野 も含 めた博物館 として開館 して い る。
しか し、 それ らのバ ー ドカービング・ フィッシュカービ

や種子 は季節が限定 される。植物 の生育状況を見極 めな

ングは装飾的で もあ り、収蔵庫 は、古文書、民俗、考古
と3つ に区分され、自然系資料用の収蔵 スペースはなか っ

情報 があるので、採集時 に記録する必要 がある。
目的 を もった収集以外 にも、様 々な場面 で原資料 に出

た。

くわす。歴史散策 の引率中 に衣服 にとま ってきた昆虫、
通勤中 に拾 った野鳥 の死体、 ク リーンセ ンター に持 ち込

市町村立 の博物館 の場合、設立 の経緯・ 展示物 0人 員
‖
‖
配置 か らみて も、郷土博物館 は郷土 人文 。歴史 博物館
の性格 が強 くなる傾向 にある。専門館 を各分野で設置す
るのは難 しく、 自然史 の分野 をど こか しらで担当す るこ
とになる。 自然史分野 の展示、資料 の取扱 い、不十分 な
設備 について悩 みを持 っている公立博物館 があるのでは

基本的 な原資料 の入手方法 は採集 である。植物 を例 に

が ら、 目的 に応 じて採集 を行 な う。後 か らでは追えな い

まれた哺乳類 の死体・・ それ らは「博物館行 き」 となる。
通常哺乳類 。鳥類 を入手す るのは、拾得す る機会 に限 ら
れるため、関係部署 には情報 があった場合 には連絡をお
願 い している。
個人 コ レクションの受入 は量・ 質 ともに博物館資料 を

ないか。

充実 させる。来館者や知人 の紹介 といった人 との出会 い
があって、寄贈 の話 が持 ち上がる。 日頃か ら人 とのつ な

目的をもつた収集

が りを持ち、博物館活動 を充実 させることが必要である。

館 の性格 にあわせて収集 の方針 が決 まる。当館 の場合
は、 日野 に関連 した資料 を収集する ことが必要 となる。
また、地域 を限定 しな い分類標本 も調査や展示 などに有
用 である。今後 はさらに総合学習 の教材 としての資料 も
需要 が見込 まれる。 その場合は、閲覧 目的 に十分対応 で
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マウン ト
入手 した原資料を博物館資料 として価値 のある標本 に
する工程をマ ウ ン トと呼ぶ。標本 は保存処理がなされ、
原資料 の もつ情報 をできるだけ生かすよ うな形 に作成 さ

を用 いて対応 している。整理・ 管理 0点 検 の確認作業 が

れ、必要なラベルが付 されている。
例 えば植物 の場合、実物資料 としては乾燥標本 が広 く
用 い られている。押葉標本 は平面的で、特徴 を観察 し易
く形を整え、乾燥 させるもので ある。本来 の色や形をで
きるだけ保持 させる必要 がある。採集地、採集 日などの

容易 になるよう収蔵 したいものである。
寄贈 された貝類 コ レクションは、 チャック式 のポ リエ
チ レン袋や透明 スチ ロールの標本 ケースに整理 されて い

デー タや、調 査を行 い特定 した種名を記 したラベルを添

た。寄贈者 か ら引出式 の棚 ごと受入れたので、 その棚 を
移動棚内 に設置 した。昆虫標本箱 の場合 は既存 の棚 では

付 して標本 となる。展示用 に立体的に乾燥 させ ることも

ピッチが広す ぎる。棚板 を追加 し、箱 を重ねずに収納で

あるが、保存 には適 さない。

きるように した。 さらに保護 のため、暗幕 を引 いた。重

名称をつ ける「同定」作業 も一筋縄ではいかな い。類
似種 がある場合や、検索 のための文献 がない場合 は名前

量がある岩石・ 化石 は、一人で も持てるように、標準 の
半分 の コンテナボ ックスに収 め、棚 に収蔵 した。数 は少

を与 えることが困難な作業 となる。また、各分野 で専門
化 が進み、図鑑があればこと足 りるもので はな く、すべ

ないのだが、水生昆虫 やクモ類 といった液浸標本 は、他
の資料 へ の影響 や液体 の補充 といった維持管理 を考 えて

てを専門家 に同定依頼す るわけにもいかない。参考 に し

収蔵庫 ではな く、別室 の棚 で保管を している。大型 の化

た文献 など根拠を記 しなが ら、暫定的 に整理を進めるの

石 は板 に載 せて運び易 いよ うに してある。

が当館 での現状 である。資料 となるためには、 そのよう
な一連の手仕事や調査が必要 となる。

収蔵庫

最後に

乾燥剤を用いて立体的に乾燥させた植物

映像、写真、標本技術 がい くら優 れたものにな ったと

昆虫、動物、岩石、化石など、 それぞれの性質 にあわ

して も、 自然界 で感 じる体験 に代わ り得 るものはない。

せてそのような作業 が行 なわれ、標本 となる。多 くの場
合は、館職員 の手作業だが、剥製 のよ うに高 い技術を要

博物館 に収蔵 されて い る自然系資料 を活かすためには、
館内で「 モノ」 として見 るだけに終わ らせず、 自然界 と

するものは、専門業者 に委託す る。

のつなが りについて、来館者 に伝 えることを忘れてはい
けない。資料を充実 させ るだけでな く、展示方法を工夫
し、 自然観察 の機会 をつ くるように努 めたい。

整理、維持管理、収蔵
標本 となった後 は、維持管理や整理 が必要 となる。点
数 が多 い コ レクションを受入れる場合 は リス トを作成す
るだ けで も膨大な労力が必要 となる。 コツコツと採集場
所 。採集 日などデー タ入 力 しなが ら採集者 の行動 に思 い
を馳せると、採集者 の努力、根気、技術 には頭 が下 がる。
単品で標本 に した場合 は十分 な量が集 まらないため分
類整理がで きない。 グループ分 けできな い昆虫標本は同
ケースに収 めてある。今後標本数 が増加 した際 には入替
え作業 が必要 となる。
先 に述 べ たよ うに、当館 には自然系資料 を収蔵する専
用 の設備がない。主 として考古遺物用 の収蔵庫 の一部を
自然史分野 のスペースとして使 うことに した。収蔵棚 は、
スチール製移動 ラックで ある。資料 の形状 に応 じて棚を
設置す るのが望 ま しいのだが、 そ うもいかず既存 の棚枠
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民俗資料 の収蔵 整理 と収蔵資料 の活用 について
るさと歴史館
東村山応、
東村山遮ゝるさと歴史館 は、平成 8年 (1996)オ ープ ン
の館 であるが、 それ以前 にあった郷土館か らの収蔵資料
を引き継 いでお り、開館 と同時に収蔵庫 が満杯 になると
い う問題を抱えていた。収蔵庫不足 が慢性的 な問題 であ
ることは、 スペースの限 られた地域博物館にとって宿命
と言 って も過言 ではない。 しか しどんなに足掻 こうと根
本的 な解決策 としては、収蔵庫を増やすか収蔵資料を減
らす しかな く、 その点 での議論 の余地 はな い。収蔵庫 を
増やせ る可能性 がなければ、後 は整理方法を見直す こと

詳細 な収蔵資料 デー タとその分析 が必要 になろう。

2.資 料分類 と活用の問題
続 いて、資料 を取捨選択するに して も、活用す るに し
て も、地域博物館 が何 を収蔵すればよいのか、 とい う根
本的 な問題 を考えねばな らない。
まず、地域博物館 の使命 は、地域資料 を収集・ 保存 。
研究 してゆ くことにある、 とはよ く聞かれる言葉 である。
しか し地域資料 とはいったい何 であるのか。 その地域で

策 は見 出せないであろう。

使 っていた ものすべてが地域資料 とい うのであれば、収
蔵庫 がい くつあって も足 るまい。例 えば、鍬 の柄 の取 り

しか も問題 はそれだけではない。収蔵庫 に資料 が満杯
にな り、担当者以外 にどこに何 が収蔵 されて いるのか判

付 け角度 のように、環境 と関 わ り地域性を示す資料 があ
る。 また宗や唐箕 のよ うに商品 として流通 していた商業

らな い、活用 できな いとい う状況は、やはり避 けるべ き
であろ う。 この ことは、「保存 あ っての活用」 なのか

圏 か ら地域性を示す資料 もある。 また一 口に地域 といっ
て も様 々な範囲が想定 されよう。東村山であれば旧村域、

と、 ある程度収蔵資料 の取捨選択 をす ることに しか解決

「活用 な くして保存 の意義 な し」 なのか、博物館 の意義
にも繋がる問題 として議論 される必要 もある。 こうした

現市域 の他 に狭山丘陵周辺、多摩、武蔵野あ るいは武蔵
国 など様 々である。 こうした地域性 の種類、 その想定地

い くつかの課題を、 ここでは考 えてみた い。

域 を明確 にせずに、 ただ「 地域資料」 と叫んでいては、
その意義が伝わ らな い。 ある程度 の粗漏 は怖 れずに、何

1.収 蔵整理方法 の再考

が地域資料足 りえるのか、 という議論 をおこな ってゆか

収蔵庫整理をどのよ うな理念 でお こな うのか、 という
問題 は極 めて悩 ま しい。収納効率 を主 に整理をお こな う

ねばな らない。

のか、分類 を主 iこ 整理をお こな うのか、 とい う課題 は常
に収蔵庫整理 につ きまとっている。

それか らもうひとつ大 きな問題 としては「民俗資料」
の範疇である。 この館 で もそ うだが収蔵庫にはハ ン ドメ
イ ドの「民具」 か ら現代 の流通製品 に至 るまで広範囲 な

近年、収蔵展示 という考 え方が為 されるようにな った。
管理上 の問題 は別 として、収蔵 された資料を いつで も見

資料 が存在す る。民具 というよりも近世資料、近代資料、
産業遺産、 として分類すべ き物 も数多 い。 そ して例 えば、

ることができるの は望 ま しい態勢だと言 えよう。収蔵展
示までいかず とも、探 した い資料 がある時、す ぐに見つ

「 むか し探 し」 と
小学校 の社会科見学 で訪れ る児童 は、
い う課題 で、昭和 30年 代前後 の電化製品や 日用品等 の見

ける ことができる収蔵庫 が望ま しいことに異存 はなかろ
う。

学 を要望 す る傾向が強 い。 もちろん、 こ うした学校側 の
学習内容 に迎合 せず、博物館側 か ら民俗学等 の学術研究

しか しこうした「見やすさ」を基準 に収蔵庫整理 をす
れば、多 くのデ ッ ドスペースが生 じることになる。見や

にもとづいた地域学習 を提案す る必要性 も叫ばれてはい
るのだが、 しか し現状 は無視できな い。彼 らが望む のは

すさ優先 か、効率優先 か、 これはどこまで いって も相反

「地域資料」 で はな く、近現代史 であ り物質文化史 なの
であって、そ うした資料を体系的 に収集・ 保存す る必要

す る問題 である。
だが、現場 にいる者 としては煩悶 し続 ける訳 にはいか
ない。現実問題 としてその折衷 0妥 協点 を探す ことを要
求 されて いる。現在、収蔵庫再整理 に着手 して いるこの
館 では、 とりあえず次 のよ うに考えている。
まず、棚一 つ分 といった大枠を資料分類 にもとづいた

性 は否めな いのである。 そ してその結果 が収蔵庫 の分類
整理 に活 かされるべ きであろう。単なる学術上 の分類 の
みでは、済 まされな いので ある。
これ らの問題 は少 なか らず地域博物館共通 の課題 とな
ろう。今後 さらに発展 した形 で論議 を詰めてゆきた い。

「見 やす い」分類 にする。 そ してその棚 の中 には、効率
を優先 し出来得 る限 りの資料 を収納す る。
当然 と言 えば当然 の結論 であるが、実現す るためには、
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「収蔵 庫問題」 の解決 に向けて
一まず収蔵品の電算化から始めています一
青梅市郷土博物館
1

青梅市郷土博物館 の収蔵小史

青梅市 は、多摩地 区 で も歴史 的 に古 く、文化財 も数多
く保有 して い ます。郷土博物館 が建設 され る前 は教育委
員会 内 に郷土資料 コー ナ ーが あ り、 それが前進 で した。
昭和49年 に郷土博物館 が建設 され ま したが、 す で にその
資料数 は当初 か ら多 か った と思 われ ます。 そ して、高度
経済成長 の波 に乗 り、首都東京 の ベ ッ トタウ ンと して青
梅市 の人 口は増 え続 け、 それ にあわせて 開発 が されて、
遺跡 の発掘 や古民家 の建 て替 え な どで様 々な資料 が、郷
土博物館 の収蔵庫 に収蔵 されて来 ま した。 開館 して 間 も
な く館 内 にあ る収蔵 庫 は、 資料 で い っぱ いにな って しま
い ま した。 このため隣接 した土地 にプ レハ ブ倉庫 を何棟
も建設 し、収蔵 して い きま したが、 昭和 63年 新 たな収蔵
棟 が完 成 し、 その ス ペー スの問題 は、解 消 され たか に見
え ま したが、 それ もほん の数年 で新収蔵庫 も一杯 にな り、
現在 は、大 きな収蔵 庫 が 3つ あ るに もかか わ らず、新 た
な収蔵 はで きな いよ うな状態 にな って お ります。
収蔵庫内 の様子 (民 具類 )

2

収蔵 品 のあ るべ き姿
収蔵 品 は、 ただ保管、保存 す るだ けで な く、展示 を し

その管理 におのず か ら限 界 が あ り、十分 な活用 を して い

た り、閲覧 した り して活 用 され な ければ な りません。収

るとは、到底 いえ ません。 時代 の流 れ の 中 で、 21世 紀 と

蔵受入簿 を見 ると民具、古文書 な どだ けで も 3万 点 に も

な った現在 は、 コンピュー タによ る様 々な管理運 営 が さ

お よび、遺跡 か ら出土 した土 器、石器類 な どを加 え る と

れて い ますが、 当然 この収蔵品 を コ ンピュー タ管 理 して

膨大 な コ レク シ ョンが あ るわ けですが、受入簿 だ けで は

いか な ければ、 とて も管理 しきれ ません。
この よ うな状況 の中 で、青梅市総合長期計画 は、将来
的 なデ ジタル ミュー ジアムの構築 を 目標 に、収蔵 資料 を
電算管理 し、検索機能 を高 め、展示、公 開 の作業 の効率
化 を図 る収蔵 資料管 理 シス テ ムの導入 を掲 げて い ます。

3

平成 15年 度 の取 り組 み
この総合長期計画 を受 け、平成 15年 度 は、 収 蔵 品 1つ

1つ を、 デ ジ タルカメ ラで撮影 し、 収蔵 品 に付 け られて
い る収蔵票 と受入簿 を確認 し、寸法、収蔵庫 内 の住所 な
どを新 たに記入 し、 パ ソ コ ンにそのデ ー タを入 力、写真
を リンクさせ る ことを行 って い ます。 1日 あた り、延 ベ

25人 で約 40点 の資料 を扱 い、平成 16年 1月 現在 で2000点
の資料 が整理 で きま した。 す べ て の収蔵資料 を整理 す る
にはまだ まだ時間がかか ります が 、貴重 な地 域 の資料 の
有効活用 を図 るため、地道 に続 けて行 きた い と思 い ます。

収蔵庫内 の様子 (土 器類 )

―

H―

資料受 入基準 と収蔵資料 の活用 について
〜「 収蔵庫問題」 の解決 にむけて〜

八王子市郷土資料館
用促進・ 資料収集方針 を考え ることとした。平成 16年 1
月 に策定 した「資料受入基準」 は、すでに職員 の間 では

収蔵資料 について
当館 は、昭和42年 (1967)4月 に開館 し、 2004年 の 4
月で37周 年 となる。現在 ある多摩地域 の博物館 では一番

暗黙 の了解事項 であった ことを明文化 した もので ある。

古 い。 それは、建物が一番古 いということで もあ り、同
時 に資料収集 の歴史 ももっとも長 いということになる。

今後 の課題一収蔵庫 の存在意義
「収蔵庫 に眠 っている」 などの表現 に表れているよう

「収蔵庫問題」 が、 もっとも深刻 な博物館 の ひとつで あ

に、収蔵庫 の資料 は「活 きて いない」 とい う意識 が、行
政 の中で も市民 の間で も未 だ根強 い。 だが、戦後、 自治

ろう。
当館 の所蔵資料数 は、概算 ではあるが、歴史資料 (古
文書等)約 15,000点 、考古資料約 3,000点 、民俗資料約
10,000点 、 その他 (写 真・ 二 次資料 など)約 20,000点 と

体 の博物館 ができて初 めて、一 般市民 の資料 を組織的 に
収集 。保管す ることができるようにな った意義は大 きい。

な っている。当館 は組織 としては課 に位置 し、平成 12年
度 に社会教育課文化 財係 を統合 し、 15年 度 には、生涯学

住居 や生活 の大 きな変化 により、蔵 や屋根裏 のよ うな空
・
間が年 々少 な くな ってい く代わ りに、博物館 の収蔵庫 は

習 スポーツ部文化財課 を新 たに立 ち上げ、郷土資料館 は
文化財課内の施設 となった。 これにより、埋蔵文化財緊

「市 民 の蔵」 として機能 して きたといえよ う。展示や体
験学習 に使 うだけが資料 の「活用」 ではな い。地域博物
館 の収蔵庫 の役割 は、生活文化財 を後世 へ伝 えることで

急調査 に伴 い出土 した遺物や写真・ 記録類 なども、文化
財課 の管轄 とな った。 これ らの実数 は正確 には把握 で き
ていないが、上述 の資料 と合 わせ ると100,000点 に もの

あり、長期的視野 に立 って考 える必要性がある。地域社
会 が これまで 自身 で保持 して きた生活文化財 を継承 して
い くことが難 しくな ってきている現在、その散逸 を防 、
ためにも、公的機関である博物館 にはある程度 の規模 の

ぼると推測 される。
収蔵庫 の現状
一方、それを収蔵す る当館 の構造 は、鉄筋 コンク リー
ト造、半地階 01階 02階 で、延 べ床面積 1,508ピ である。
この うち収蔵庫 は、古文書等 の収蔵庫 が59ピ 、考古収蔵
庫86ピ 、民俗収蔵庫275ぽ 、合計420ピ である。収蔵庫 が
非常 に狭 い上 に、質的 な問題 も大 きい。民俗収蔵庫 はも
ともと収蔵庫 としてつ くられたのではな く、 自転車置場
だ った半地階 の場所 を転用 した ものである。開館当時 の
収蔵庫 は、現在 の考古・ 古文書収蔵庫 の分 155ピ のみで
あ った。
開館当時 の収蔵庫 に対す る考え方 が、時代性 もあ って
貧弱 だ ったことは否 めない。 だが、平成 3年 に敷地内 プ

収蔵庫 がどうして も必要 である。
当館 における「収蔵庫問題」 の根本 には、 もともとの
収蔵庫 が155ざ しかな いとい うことがある。開館 当初 に
長期的展望 に基づ く資料収集活動 が考 え られて いなか っ
た上、その後 の新博物館建設構想 も実現 しなか ったこと
は大変残念 なことであ った。 しか し、 これを嘆 くだけで
な く、少 しでも多 くの利用者 に博物館資料 の大切さを知 っ
て もらい、地域 の生活文化財 へ の興味 を持 って もらう し
かないと考 え、そのための普及事業 を続 けて いる。
当館 では、年 2回 の特別展・ 企画展 のほか、常設展示
場 に「新収蔵資料 コーナー」 を設 け、一年 に約30件 前後
受贈 する新 しい寄贈資料 や購入資料 を公開 している。 ま

レハ プを 2階 建 の ものに建 て替え、館外 にも八王子市教
育 セ ンター内埋蔵文化財整理室、市 内小中学校 の空 き教

た、繊維産業 が盛んだ った当地域 の特色 を活か し、明治
時代 の高機 を復元修理 して、館内のはたおり体験 コーナー

室を 2室 、 および片倉町 にあるプ レハ ブ収蔵庫 を利用 し
て、上述 の資料 を収蔵 して いる。 しか し、 これ ら館外 の

や、市内小学校 のサタデース クールでの利用 に供 して い
る。

収蔵 スペース はもちろん、館内で も空調設備 を整えて い
るのは古文書等収蔵庫 のみであり、構造上燻蒸 がで きな

展示以外 では、館蔵資料 に対す る調査研究を「八王子
市郷 土資料館 だより」や『 八王子 の歴史 と文化』 (研 究
ベ
紀要)の 形 で公開 して いる。今後 は、資料デー タ ース
の充実や、学校 へ の資料貸出の促進 などが課題 である。

い場所 も多 く、収蔵庫 は量的 にだけではな く、質的 にも
限界 にきて いるといえる。
地域博物館 の資料 は増え続 けて い く。 その上 で、 なる
べ く効率的 な収集 を行 うために、当館 では平成 14年 度 に
ベ
収蔵資料 と図書資料 のデ ー タ ースをまとめ、今後 の利
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時代 に即 した収蔵資料 の管理 を 目指 して
瑞穂町郷土資料館

1

開館時収蔵状況

瑞穂町郷土資料館 の収蔵庫 は、資料館 が開館 した昭和
52年 11月 において、以下 のよ うな面積配分 となっていま
した。
資料館施設総面積

220.2ゴ

休憩室

15.8ざ
45.Onf

収蔵庫

周知広報 の方法等 を検討する段階 に入 っています。
これ らの作業 とともに、小型収蔵品 の分類別収納、紙
質資料 の整理 と別置、消防具・ 唐箕 0高 機等 の大型収蔵
品 の整備点検 と別置等 を順次実施 して い ます。

281.0ざ

展示室

具民具 をほぼ終了 し、今後 は大型収蔵品や細かな紙質資
料 の整理点検を含 めなが ら、収蔵水準確保、資料閲覧 や

現在 の収蔵状況 は以下の通 りとなって い ます。

i資 料館収蔵庫 (45.0ポ )
農具民具、 日常生活資料等 の小型収蔵品

資料館施設 の面積状況 は、創立26年 目の平成 15年 にお
いて開館当初 と変更 はあ りません。当初、収蔵庫 は主 に

五中央体育館下大型機器収蔵庫

瑞穂町史編纂時 に収集 した資料保存 を想定 したものであっ
たため、収蔵庫 のみでの対応 が可能 で したが、 その後、
事業 の拡充 とともに瑞穂町域 に直接係 わる資料 の収集 に
限 って も、収蔵品は次第に増加 して現在に至 っています。
このため、 これまで幾度 かその収蔵場所 の確保等 が館
の緊要 の問題 として掲げ られてきました。 しか し抜本的
な解決 が見出されないまま、町有施設 に分散保存す るこ
とで対処 して きま したが、収蔵年月の長期化 とともに、
収蔵状態 の水準確保 の問題 が新 たに浮上 してきま した。

2

データベー ス化

消防具・ 唐箕・ 高機等 の大型収蔵品

こうした事態を解消す るために、平成 8年 度 よ り収蔵

i中 央体育館下埋蔵文化財収蔵庫

量、収蔵状態等 の実態調査を開始 し、 あわせて収蔵施設
の増補等を検討す ることとな りま した。

埋蔵文化財関係資料

この実態調査 の経過 において、収蔵品 の正確な把握 と
そのデー タベ ース化 が基本的作業 と認識 され、平成 12年

市スカイホール3階 収蔵庫

度 よ リデー タベース化 の準備 を行 い、平成13年 度 よ り、
収蔵品 のデー タベ ース化を開始 しました。 その項 目は国

v図 書館2階 市町村資料室

古文書・ 写真資料 0紙 質資料一般
東京都区市町村等刊行資料

際標準化機構、国際博物館協会お よびアメ リカ合衆国 の

DUBLIN CORE等

の動向を考慮 しなが ら選 んだ、 8項

目か らなる新 しい「 瑞穂町郷土資料館 目録」 の作成 を始
め、平成 15年 12月 末 において2300点 までデー タベ ース化
が進捗 しています。

4

おわ りに
このデー タベ ース化 を始める前 は、瑞穂町郷土資料館

の収蔵資料 については、 ほとんど人 の記憶 が頼 りで した。
そうした反省か ら、 目的の「物」 に誰 で も容易 に辿 りつ

平成 15年 度 か らは館蔵 の写真資料 のスキ ャニ ングによ
るデー タベ ース化 も併行 して実施 され、現在 1000点 が既

ける体制を構築 してい くことが、近 々の課題 として認識

にCD― ROM化 されています。

重要課題 として取 り組んで い きたいと考 えています。

これ らの作業 に当 たっては、過去 に発行 された 3冊 の
民俗資料 目録 との整合性を計 りなが ら、新 しい時代 にふ
さわ しい資料検索法を構築するように努 めています。

3

収蔵庫整備
デー タベ ース化作業 は、収蔵品 の主要部分を占める農
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されて います。今後 も一 日も早 く目標が達成 で きるよう

資料 室 の現状 と収蔵庫 問題
れあ い館
奥多摩水 と緑の応、
奥多摩町 には、博物館・ 資料館 と称 される施設 はな く、
文化財関係 の展示 は、奥多摩湖畔 に平成 10年 11月 に東京
近代水道 100周 年及 び小河内貯水池竣工 40周 年記念事業
れあい館 が拠点 になっ
として開館 した奥多摩水 と緑 のお、

れあいの場 として位置づ けられ活動 し
都市住民 とのおゝ
ていますが、展示 スペース も小 さい中では、他館 で開催
されて いる企画展等 の文化財関連事業 もで きない状況 に
あるため、収蔵庫 の確保 は、他所 へ頼 る以外 にあ りませ

ています。

ん。

「 水 と緑 と奥多
この館 は、東京都 と奥多摩町が共 同で
摩 を再発見す る場所。 そ して人 と自然、都市 と水源地 の

収蔵庫 については、悩 んでいるところですが、当館内
の資料室以外 に関連す る施設 もな く、現在 は町 の倉庫、

よ りよい関係 を考える場所」 として建設 され、奥多摩 の
自然・ 水 の大切 さ・ 水源林 の機能・ 貯水池 の仕組 みと役

小・ 中学校 の空教室 と倉庫・ 文化会館内等 の様 々な場所
での保管 のため、管理面 において多 くの問題 を抱 えて い

割・ 水 が水源 か ら家庭に至 る過程 を各 ゾー ンとも映像で
分 か りやす く紹介 して いる施設 です。

ます。
数年前 に収蔵施設 の計画 が浮上 しま したが、用地 の問
題・ 多額 な資金 を要する等 で建設 には至 らなか った経緯
があり、止 む無 く各所 での分散保管 にな っているのが現
状 です。
今後 の方向 としては、児童・ 生徒数 の減少 により廃校
予定 の学校施設 を活用 して、収蔵庫 の確保 と校庭 へ の新
0遠 距離 である こと
設 が考 え られますが、施設 の老朽化
と、 自治会 や地域で の活用等 の関連 が考 え られる ことか
ら、実現 には幾 つかの問題を抱えています。
山間傾斜地 の多 い当町は、施設建設 に膨大 な資金 を要
す ることか ら現段階では、既存施設 の有功活用 が最善策
と考え られて います。

応、
れあい館全景
施設 の維持管理・ 事業運営 は東京都 と町が行 ない年間
0秋 の
計画 として、水源地郷土芸能 フェステイバ ル、春

収蔵品 が年 々増えてきて いる状況か ら、現有 の収蔵場
所 での保管が限界 にきているため、 この問題 の解決 につ
いては、早期 に対応 を要す る課題であると考 えて います。

ミニコ ンサー ト等 のイベ ン トを開催 して います。

0郷 土芸能等
以前、同所 に旧資料館 があり歴史・ 文化
の多 くが展示 されて いま したが、現在 は当館内 の一部 の
0歴 史文化 の旅」 と称 して、国
エ リアに
「 水 のふ るさと
指定 の小河内の山村生活用具、都指定小河内の郷土芸能
の獅子舞関係、町内 の下野原・ 西 の平・ 滝 の平 の三遺跡
で発掘 された出土品等 が展示 されて いる小規模 な資料室
のみ とな っています。

資料 室

出土品展示
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収蔵 資料 か らの新発 見
福生市郷土資料 室
博物館活動 の重要 な機能 のひとつに、資料 の収集 とそ
の活用があります。 しか し近年、多 くの博物館 において
は、収蔵庫 が飽和状態 とな ってお り、新 しい資料 の受 け
入れや、管理 の問題 など多 くの課題や問題点が発生 して
いるのが現状 だと思 います。そのため死蔵 して い る資料

的 として資料 の再整理 に取 り掛 か りま した。
平成 3年 度 よ り福生市郷土資料室 では、パ ソ コンによ
る収蔵品 の管理 システムを導入 し、資料 の管理 を行 なっ
て います。資料 の検索や台帳管理、またその来歴 など一

も少 な くないことで しょう。収蔵資料 に対 して、
「 これ

目瞭然 とな り、比較的作業 はスムーズになりま したが、
このパ ソコンの台帳 か ら漏れて しまった資料 や、平成 3

はなんだろう。
」、
「 あれはどこにあるのだろう。」 といっ
た声が時々聞 こえて きます。福生市郷土資料室 でもすべ

年以前 に収蔵 した資料 の管理 に少 々不安 を残 して います。
これを解決す るため、 まず民具資料 の整理を始 めると、

ての収蔵庫 が飽和状態であるうえ に、収蔵資料 の整理整

新 しい資料 の発見がありま した。 なん と可動す る大正 末

頓 が正 直 なところ完全ではありません。 そこで ここでは

期 の 自動販売機 です。

福生市郷土資料室 の収蔵庫 の現状を紹介 し、今後 どのよ
うに問題を解決 し、資料 の活用を考えてい くのか事例 を
お、まえて展望を述 べてみます。

収蔵資料 の中か ら新発見 というのもおか しな話ですが、
死蔵 していたと考 えると新発見か も知れません。

収蔵庫 の問題 は、資料 の整理・ 管理 に直結す る問題 だ
と考 え られます。狭 い場所 にた くさん の資料 を収蔵す る
ため整理が追 いつかず、 またそのために もともと収蔵 し
ていた整理 済 みの資料 が移動 して しまい、大変困 ること
も発生 して います。 このよ うな経験をされた館 もある こ
とで しょう。特 に資料点数 の多 さと、資料が大 きいこと
か ら考古資料や民具資料 にその傾向が強 いので はないで
しょうか。 いか なる場合 において も資料 の所在 。資料 の
写真・ 資料台帳 の 3点 が、誰 が見 て も理解で きなければ
資料活用 の点 で、支障が 出て しまうで しょう。
福生市郷土資料室 では、館内 に 2箇 所 の収蔵庫、 そ し
て市内 に倉庫 を含 めた収蔵庫 が 5箇 所 あります。特 に考
古資料 と民具資料を収蔵 した 2棟 の収蔵庫 は、 それぞれ
飽和状態で資料 の再整理 を必要 とする状態 となっていま
す。福生市では、文化財 の保護・ 普及を目的 とした「 福

現在、 この 自動販売機 は、郷土資料室内 に展示 され子

生市文化財保護条例」 を昭和48年 に制定 (昭 和54年 全文

どもたちの人気者 となっています。出て くる物 はなん と

改正、平成 3年 4月 1日 一部 改正)し 、学術的 に貴重な

展示 に関す る質問。子 どもたちはその答 えを展示室 で今

文化財は福生市登録文化財台帳に登録、 さらにこの うち

日も探 して います。

重要なものを福生市指定文化財 に指定 して保護 してきま
した。 これ と同時 に、発掘調査 などで出土 した考古資料

今回 のよ うに一度収蔵 されて しまい、 そ して収蔵庫 が飽
和状態 とな ったことか ら、なかなか日の 目を見 ることの

や、郷上 の生活・ 習俗を知 る上で欠かせない民具などの

なか った資料 たちに もう一度 目を向け、再 び活躍できる

民俗資料 の収集を行な って きま した。 このよ うな文化財

時間 や空間を探 っていき、今後 も活用を図 ってい くこと

総合調査を開始 して30年 、福生市郷土資料室 が開館 して

は、資料 の保管 という収蔵庫問題を解決する原点 になる

20年 以上が経 ち、 この間 に収蔵 した資料 は数万点 におよ

のではないかと考え、収蔵庫 の再整理 と同時 に今後 も可

ぶため、既存 の収蔵庫は飽和状態 となっています。

能 な限 り資料 の活用を進 めていきたいと思 っています。

現在 の課題 としては、新 たな収蔵庫 の建設や場所 の確
保 が急務 とはいえ ますが、実際 は学校 に空 き教室 もな く、
現状 の収蔵庫をよ り効率的 に使用す るしかありません。
そこで今年度 か ら収蔵庫 の効率的なスペースの確保を目
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収蔵庫問題解決 に向 けた試 み
武蔵村山市立歴史民俗資料館
1 開館23周 年 を迎えて
平成 15年 11月 に開館23周 年 を迎え、その間、 自然・ 歴
史 0民 俗 に関す る様 々な特別展示 をは じめ、地域 に根 ざ

どを収 めま した。 くん蒸室 は本来 の機能 を度 外視 して
「石器 0土 器庫」 として一元化 しま した。それで も当然、

した各種講座・ 教室を開催 してきました。 それと同時 に、

資料すべてが収ま るわけはな いので、次 に考 えたのがい
わゆる「 屋根裏 スペース」 の活用 です。展示 スペ ースの

市内に残存 している農具 などの民俗資料 をはじめ、土器・
石器 などの考古資料や古文書類等 々を収集す るため積極

真上 に相当す ることか ら約 200ピ はあ ります。す でに発
掘機材や整理後 の石器・ 土器 が入 ったテ ンバ コ物置 とし

的 に受 け入れ、展示 あるいは保存 に努 めてきま した。 そ

て活用 されて いま したが、 まだ十分余裕がありま した。
ただ問題だ ったのは、隙間 の風通 しが良 いため砂 ボ コ リ

の結果、散逸する可能性 のあった貴重 な資料 について も
保存す ることがで き、展示替えや特別展 などの機会 に活
用す ることがで きま したが、その一方 で、収蔵庫 スペー

が付着 しやす く、 また、外気 の影響 をもろに受 けるため

スを圧迫す る事態が長 らく続 いていま した。

夏 は蒸 し暑 く、冬 は吐 く息が自 くなるほど寒 くなること
です。 しか し背 に腹 はかえ られないので、気温差 の影響

2収 蔵 スペースの現状

が比較的少 ない鉄 。陶器 などの資料を ほとんど屋根裏 に
上げました。 その結果、既存 の収蔵資料全体 の分類整理

当館 の収蔵 スペースと しては、第 1収 蔵庫 (約 31ピ )、

も併せて行 うことができま した。

第 2収 蔵庫 (約 34ピ )、 整理室 (約 34ざ )が あ ります。
開館当初 は これで もまだ余裕 があったと思われますが、
20年 以上経過 した収蔵庫 は体系的に保管する ことが困難
で、種類 も年代 もバ ラバ ラなまま通路部分 も資料であふ
れ、 1つ の資料 を出す ために手前 の資料 をい くつ も移動
させなければならな い状態 になっていま した。整理室に
は遺物 の入 ったテ ンバ コが いつ整理 されるともな くうず
高 く積 まれ、 くん蒸室 (約 16ピ )に いた つては石器・ 土

5学 校の余裕教室を「 ミニ ミニ資料館」 に
館内 に置 ききれな い大型 の収蔵資料 は、数年前 か ら市
立雷塚小学校 の余裕教室 に置かせていただいて いました。
その数 は大小合わせて数百点あ ります。 それ らの資料 に
ついて、資料館 に足を運ばな くて も学校 の中で授業 の一
環 として活用 して もらうよう、置 いてある教室 の一部 を
展示 スペースとして整備 し「 ミニ ミニ資料館」 を作 りま

器 で埋め尽 くされていま した。

した。 テーマ は「稲 の一生」で、当市 の小学生 は高学年
になると学習園 で田植 え 0稲 刈 り等 の一連 の体験 をす る

3新 収蔵庫の建設計画

ので、 その学習 の流れが追体験 できるよう、関連す る農
具 とその説明板を設置 しま した。職員手作 りの展示 コー

当館裏 には新収蔵庫建設用地 として約370ポ が確保 さ
れてお り、延 べ床面積約 280ざ のスペ ースを擁す る収蔵
庫 を建設す る計画がありますが、現下 の財政状況 の中 に
あ っては、建設費 が 1億 円を超 える当該事業 はここ数年

ナーです。今後 は 1校 1展 示を目標 に、養蚕や機織 など
様 々なテーマの展示 コーナーの設置を進 めるとともに、
収蔵資料 の分散化 による有効活用 と教育普及 を図 ってい

進展 していません。 その必要性 については十分認識 され

く予定 です。

ていることか ら、将来的 には建設す るにして も、当面 は
厳 しい状況 が続 くで しょう。

4予 算 はな くとも一歩ずつの取 り組みを
新収蔵庫建設計画 の事実上 の凍結 はマ クロの問題 とし
て、資料寄贈者 の思 いに応え、今後 における資料 の有効
活用 を期するために、足元 の「 で きる こと」か ら取 り組
みをはじめました。
まず 1つ めとして、収蔵資料 の保存場所 の体系化 を手
がけま した。雑然 としていた資料 につ いて、書籍・ 古文
書な ど紙 ベースの資料 を第 1収 蔵庫 に収 め「 書庫」 とし、
第 2収 蔵庫 は「民具庫」 として農具や衣類、生活用具 な
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雷塚小学校の展示 コーナー

〜収蔵庫 についての事例報告 〜
立川市歴史民俗資料館
収蔵庫 の問題 は、当館で もしば しば話題 になる問題 で
ある。当館 の事例 を報告 し、解決方法 を探 ってみたい。

欲 しいとい う気持 ちで寄贈 して くださる。館 として も寄
贈者 は大切 な支援者 と考 えて いるので、寄贈 の 申 し出を

数年前、 かな り大規模 に収蔵庫 の整理を行 った。当館 で

断 った り、欲 しい資料 だけを選 んで貰 い受 ける ことは じ
に くい ところである。毎年多 くの資料 の寄贈 があり、 こ

は開館以来 かなり無造作に収蔵庫を利用 してお り、空 の
ダ ンボール箱 など本来収蔵庫 に入れな くて もよ い もの ま

こ数年 も年 に700件 近 い寄贈 が続 いている。 したが つて、
(語 弊 があるか もしれな いが)欲 しくな い資料 も収集 し

でが収蔵 されていた。 これ らを一掃 した結果、 かなりの
スペースを確保す ることがで きた。 それで もその後 の収

ているのが実状 である。 この辺 は他館 の事例 なども参考

蔵資料 の増加 によって、すでに 9割 近 くまで埋 まり、特

に したい。

に大型 の民俗資料 (民 具)な どはこれ以上収蔵す ること

二番 目に考 え られるのは資料 を減 らす ことである。博
物館 が資料 を処分す ることについてはかな り抵抗 がある

がかな り困難な状況 となっている。
この問題 を考 えるにあたり、他 の館 はどの くらいの収
蔵 スペ ースを もっているのか、手元 にある資料 か ら分 か
る範囲 で調 べてみた。 その結果、平成 15年 度三博協会員

が、最後 の手段 として一考 の余地 はあると考 えて い る。
文化財 のセクションとも関連す る事例 であるが、昨年、

館 の うち、 20館 について収蔵庫 の面積を知 ることがで き

考古資料 の うち資料的価値 がないと判断 された礫 を一括
して処分 した。 おかげでその分 の収蔵 スペースを確保す

た。施設 のデータの うち、収蔵庫 と示 されて い る部分 の

ることができた。ただ し、博物館 は「 もの」 にとって最

面積を集計 したもので、あ くまで参考数値 のひとつ と考

後 に行 き着 く場所 なので、処分す る際 は学芸員間で充分

えたいが、平均す ると1館 あたり約300Jの 面積 となった。

に議論す る必要 はあるだろう。

他 に倉庫 などを もっている館 もあろうか ら、実際 はもう

昭和60年 に開館 して以来、郷土 の資料 を集め収蔵資料

少 し増えるものと考 え られる。 ちなみに当館 の場合、収

を増やす ことに務 めてきたが、収蔵庫 の問題 を考えると、

蔵庫 は 3室 あり、面積 の合計 は497.6ざ となっている。

現在、あ らためて収蔵庫 の中味 について考 えなけらばな

収蔵庫 の問題 を解決す る方法 としてまず考 え られるの
は新 たなスペースの確保 である。場所 と予算 があれば新

らない時期 にきているのではないか と感 じる。

たに収蔵庫を設置す ればよいのだが、現在 の状況 では不
可能 に近いことである。専用 のプ レハ ブが建て られれば
まだ良 いほ うで、大方 は学校 の空 き教室を借 りたり、市
内の施設 に間借 りしたりす るのが精一杯 の ところではな
いだ ろうか。当館では、市施設 の敷地内 に約 80ピ のプ レ
ハ プを確保 し、大型 の民俗資料を保管 している。 しか し
なが ら、 これ らの施設 は資料 を保管す るためにつ くられ
た施設ではないので、当然、あ らゆる種類 の資料 を保管
できるわけではない。 また、防犯・ 防災管理面 で も不安
があ り、 これ らのスペースは一 時的な もの と考 えた方 が
よさそ うである。
次 に考 え られるのは資料 の増加 を抑えることである。
博物館 は資料 を収集 し保管す る事業を行わ なければな ら
ないので、収集を全 く止 めるわけにはいかないが、収集
の基準を見直 し、本当 に必要な資料だけを収集す るよう
に した い。当館では資料購入予算 をもっていないので、
資料 の収集 はもっぱ ら寄贈 に負 うところが大 きく、寄贈
の申 し出があった場合、 よほどのことがない限 り受 け入
れて いる。多 くの場合、寄贈者 は市民 であ り、郷上 の歴
史 0民 俗 に興味があって持 ってい る資料を館 で役立 てて
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収蔵庫 の整理委 託事業
小金井市文化財 センター
当館 が収集・ 保管 している資料 には、考古資料 0民 具
資料 0古 文書 。写真資料及 び文化財関係図書等 がありま

近代 の古文書約 1500点 を保管 して い
託 されて い る近世 。
ます。 13年 度 か ら専門家 に委託 し、詳細 な内容 目録 の調

すが、 これまで十分 に整理・ 活用 される ことな く収蔵庫

査を実施 し、新 たな収納袋に入れ替 え、件名 目録 につい
てはデー タベースヘ の入力を終了 しました。活用面 では、

を始め学校の余裕教室等複数 の施設 に分散 して保管 して
いま した。
そこで、資料 の整理 と有効活用 を図るため、平成 12年 度
か ら緊急地域雇用創出特別補助金 を活用 した収蔵資料 の

昭和 50年 代 か ら、悉皆筆写 を行 ってお り (現 在 は明治時
代 の小金井市保管文書)、 毎年 1冊 ずつ資料集 を刊行 して
います。
また、来年度は、補助金事業を活用 して、撮影済 み の

整理委託事業 (補 助金事業)を 実施 して います。
①考古資料 (埋 蔵文化財)
考古資料 は、市内の遺跡 か ら発掘 された旧石器時代及
び縄文時代 の遺物を中心 に、 コンテナに して2500箱 程 あ
りま したが、収蔵 スペースが飽和状態 で、久 しく保管 に
苦慮 して いま した。そ こで、 12年 度 に補助金事業 により
整理委託事業 を行 い ました。遺物 の活用頻度 により分類
し、文化財的価値 や活用頻度 が低 いと判断 される礫類を
廃棄処分 した結果、約30%の コンテナの減量 がで き、余

古文書 マイ クロフ ィルム及び収蔵す る古写真・ 絵葉書等
の写真資料 のデ ジタル化 を予定 して います。
④文化財関係図書
当館 では、都内市町村 か ら寄贈 された市史や調査報告
書等 の図書資料 が約 12000冊 程度 あ り、 日録 を作成 し、
図書室 で一般公開 していますが、利用頻度 はけ して多 く
ありません。図書 は年 々増える一方 で、書架 も飽和状態
にな りつつ あ ります。今後、 PRを 充実 させ るとともに

裕教室等 に整理、集約で きる状態 にな りま した。 コンテ
ナには箱番号・ 遺跡名・ 調査年次 0出 土遺構名・ 種別 0

図書館 との相互利用 を図 る等、有効活用 するための方策
を検討すべ き時期にきて います。

活用頻度等 を記載 したラベルを添付 し、必要 に応 じて検
索 で きるように して います。

課題等

また、展示資料等 として活用頻度が高 い完形 の縄文土
器・ 土製品 。旧石器時代 の石器等 については、 14年 度 に

当館 ではスタッフや予算的な制約 か ら、収蔵庫 の整理
について日常業務 の中で十分 に取 り組 む ことがで きませ

考古資料管 理 システ ムを構築 しま した。縄文土器 (287
点)と 旧石器時代 の石器 (400点 )を 対象 に、資料 のデ

んで したが、緊急雇用創出特別補助金事業等 を継続的に

ジタル写真 。実測図 を含むデー タカー ドを作成 し、検索

活用す ることによ って整理 が進んだのは大 きな成果で し
た。 しか し、本格的 な収蔵・展示施設 の整備 とい うハ ー

や閲覧が容易 にな りま した。 この他、破損 した完形土器
20数 点 の復元修復 もあわせて行 っています。

ド面 の抜本的 な問題 は依然 として将来 の課題 です。活用
面 では構築 したデ ー タベ ースの有効運用 や、 ホームペー

②民具資料

ジ等 での一般公開、 さらにはデ ジタル ミュージアム等、
今後取 り組 むべ き課題 も多 く残 されて います。

農機具 や衣食住関係 の生活用具等 の民具資料 について
も、数か所 の倉庫 に分散保管 されて、活用 されな いまま

資料 のデジタル化 は、確か に管理面 のみな らず、活用
面 で も効率化 をもた らす有効な手段 ですが、資料館 は実

で した。そ こで、 15年 度 に補助金事業 を活用 し、倉庫及
び資料 の清掃、資料 ラベルの付 け替えを行 い、分類別 に

物展示が基本であり、定期的 に収蔵庫か ら出展示室 に出
して、多 くの人 に実物を見 て もらい、触 れて もらうこと

並 べ替 え作業 を行 いま した。 さらに、民具資料管理 シス
テムを作 り、既存 の台帳 をデ ジタル化 し、写真 を含む資

が必要 と考えて います。 こうした観点か ら来年度 は収蔵
品展 (民 具資料)の 開催 を予定 して います。

料 カー ドを作成す る等デー タベ ース化を行 いま した。 こ
の結果、約 1700件 (約 2500点 )の デー タを入力、資料 の
検索や集計 が可能 にな りま した。
③古文書 0写 真資料
当館 では過去 の市誌編纂 の事業 の過程 で寄贈、又 は寄
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くにた ちの収蔵庫事情 と これ か ら
くにたち郷土文化館
ただ し、学校側 が積極的 に利用 して い るとは言 い難 い

くにたち郷土文化館 (以 下、当館)が 平成 6(1994)
中 に点在 していた。例 えば、市内遺跡 か らの出土品や民

し、管理者 である生涯学習課 も定期的 な点検等 を怠 って
いるため、現状 としては当初 目的 の成果 を得 られて い る

具 は小学校 の余裕教室 に、 それぞれの資料 の調査 カー ド

とは言 い難 い。

や写真 などは市役所倉庫 に、古文書調査 によって得 られ
た古文書 は図書館 に、 といった状況であ った。 この他 に

こうした状況 の中でも、 どんどんと資料 は増えてお り、
昨年 はスチール製 の棚を数台購入 し配置 した。 しか し、

も市内在住作家 による絵画や彫刻 は市役所 の倉庫や廊下

当館 には体験事業 の関係 などか ら、資料以外 にも備品が

の突 き当たりといった場所 に置かれていたこともあった

数多 くあり、それ らを収 めている倉庫 も飽和状態である
ことか ら、設置 したスチール棚 は、資料 も備品 も消耗品

年 11月 に開館するまでは、国立市が収集 した資料 は市内

という。

3(1991)年

3月 に、江戸時

等 も一緒 くたである。 しか も一般来館者 も通 る廊下 の壁

代後期 の萱葺 き屋根 の民家・ 旧柳沢家住宅が移築復元 さ
れ、当館 か ら徒歩 10分 の位置 に開館 した。 それにより、

面 に設置 していることも不安要素 である (こ の廊下 は収
蔵庫 に向 う搬入経路 であるが、当館 の エ レベー ターは資

若干 の資料 が収蔵 されることとなった。古民家 は収蔵を

料運搬用 も来館者用 も兼用 であるためバ ックヤー ド空間

兼 ねた生活復元展示 とし、 それ と同時 に、納屋や屋根裏

にも一般来館者 は入れて しまう)。

当館 よ りも一足早 く平成

にも資料 を収蔵 した。

また、小学校 の余裕教室以外 にも、市内の各施設、例

収蔵する こととなった。 しか し、全体 の 6〜 7割 程度 の

えば公民館や市役所 ロビー、南北 にある出張所 などを会
場 に、「移動博物館」 と銘打 って、 パ ネルを主体 とした

資料 を移動 した段階 で、す ぐに収蔵庫 は飽和状態 となっ

展示活動を行 ってい る。今後 は移動式 の ケースなどを用

て しまった。

意 し、実物資料 の展示を検討する必要 があるだろうし、

さて、当館 が開館する と一気 に、点在 して いた資料 を

ちなみに、郷土文化館 には一般収蔵庫 と特別収蔵庫 の

常設化 できれば多少 の問題解決 にはなるであろう。

二つが ある。一般収蔵庫 には、主 に民具・ 考古資料を、
特別収蔵庫 には絵画 。着物・古文書などを収蔵 して いる。

ことか ら、直営施設 での活動は事務手続 きが煩雑である

また、大 きな資料、例 えば大八車や消防 ポンプ車、長持、

という問題 がある。 また、担当す る学芸員 は嘱託職員 で

壺類などは、廊下を展示 スペースと捉 え展示 し、収蔵 を

あり、契約年限があ り、本年度 で契約 が切れるため 2名

兼 ねている。 その他、温湿度 の変化 に対 してあま り敏感

とも退職する。新年度より交代 の学芸員 が 2名 採用 され

でない土器 などの一部 を、倉庫 に収蔵 している。

る予定 であるので、 どのような形 で解決が図 られるのか、

このような状況であ ったため、待望 の当館が開館 して

しか し、当館 は市 の直営 ではな く、財団 の所属 である

もなお、小学校 の余裕教室 には資料 が残 って しまった。

新 しい体制 に委 ねるしかない。
これが当館 の、 というよりも国立市 の現在 の収蔵庫事

そこで、 ただ押 し込んでお くのではな く、資料室 として

情 である。

児童 の授業 に供す ることができる空間作 りが望 ま しいと
考え られ、教育委員会生涯学習課 の指揮 の下、 8つ の公
立小学校 の うち、 4校 に民具資料室 もしくは郷土資料室
を設置 した。
ところが、平成 11(1999)年 ごろか ら、新築 されたマ
ンシ ョンの入居が相次 いだ り、 コンピュー ターを使用 し
た授業 がカ リキ ュラムに加わ って、 コンピュー ター室設
置 の必要ができた りしたため、教室 が足 りな くな り、 4
校 の うち 3校 は撤収 しな くてはな らな くな った。
現在 では 1校 が残 ってい るに過 ぎないが、 この 1校 で
は、
「 農家 の一年」 というテーマで、市内谷保地域 の農
家 の生活を、実物資料 と写真パ ネル、解説パ ネル などで
表現を した、触 って学 べ る展示室 としている。
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生活文化財保存庫 と博物 館収蔵庫
東大和市 立郷土博物館
東大和市立郷土博物館では、現在館内の収蔵庫 の他 に、

して いたのか を、道具 を とお して実感 す ることがで きま
す。収集 した資料 を活 かす とい う意 味 で も、郷土学習 の

別棟 の収蔵施設 lヵ 所を管理 して います。「 生活文化財
保存庫」 というこの施設 の当初 の由来 は、確かな記録 が

場 と して保存庫 を利 用 して いるので す。 当初 あ った囲炉

な くは っきりしな いのですが、博物館開館 のはるか前 に

裏 は残念 なが らもう無 くな りま したが、毎年市 内 の ほ と

まで遡 ります。東大和市教育委員会 では、すでに昭和40
年代 か ら地域 に残 された古 い農具や生活用具 など、 いわ

ん どの小学校 が見学 に訪 れ るとい う実績 が20年以上 も続

ゆる民具 の収集 をは じめま した。 この生活用具を保管 し
たのが生活文化財保存庫 で、当初 は囲炉裏を復元するな
ど生活 の形態 も保存 しようと考慮 したようです。 プ レハ

見学 の際 には必 ず市 の文化 財担 当者 が立 会 い、保存庫

ブ倉庫 のお粗末な施設ですが、 その後 も増えつづ ける資
料 に増築や改修 も行なわれま した。その結果、現在4,600
点 を越える民俗資料 によ り埋 め尽 くされてお り、郷土博
物館 の開館後 も重要な収蔵施設 としてそのまま存続 して
います。 しか しその収蔵能力 はすでに限界を越えており、
老朽化 した施設 の維持 とともに この整理 が大 きな課題 と
な っています。
一方、平成 6年 4月 に開館 した郷土博物館 には、当然
収蔵庫 が設 けられま した。 この収蔵庫 には、考古資料 や
文書資料 などとともに、新規受 け入れの民俗資料 が収蔵
されて います。ただ民具 に関 しては、棚 ごとの分類 はせ
ず、 スペースを有効活用す ることを優先 して収納 して い

いて い ます。
の概要 と見学 にあた っての諸 注意 につ いて、 は じめに話
‖
を します。実 は この 諸注意 "に 、大 きな特徴 が あ ります。
それ は
「 保 存庫 内 の どの資料 に も自由に触 って いい」
とい う ことで す。 もちろん、壊 さな いよ うに と念 は押 し
ますが、 多 くの子 ど もたち は これを聞 いた とたん 目を輝
かせ ます。 もと もと見 せ るため に展示施設 で はな く、保
存 す るため の倉庫 ですか ら、奥 の ものを見 よ うと思 えば
手前 の もの を どか さな くて はな りませ ん。 そん な物理 的
な理 由 も多分 にあ ります が、実際 に触 れ ることで道具 ヘ
の理解 が深 ま り、 ひいて は昔 の暮 らしに対 す るイ メ ー ジ
が膨 らむだ ろ うとの 目算 が あ ります。 お世辞 に も「 収蔵
展示」 とは言 え ませんが、 あ る意味 で は体験学 習 といえ
るで しょう。

ます。そのため特定 の資料 を見 つ けるのには時間がかか
ります。 そ して開館 してほぼ丸10年 を経過 した現在、 こ
の収蔵庫 にもそろそろ余裕 スペースが無 くな って きまし
た。
さて以上 のよ うに 2ヵ 所 の収蔵施設 がありますが、単
に空 いているところに物 を入れて いる状況 なので、実際
には合わせて大 きな一つの収蔵庫 です。一度両者を統合
して整理を したいのですが、別施設 であることや分量 の
多 さか ら実現 して いません。逆に別施設 であることをう
ま く利用す ることがで きればとも思 いますが、それ には
一 つの課題 があります。
実 は生活文化財保存庫 では、施設 の利用 につ いて継続
した事業を実践 して います。 といって もそれほど大袈裟
な ものではありませんが、要す るに小学校 の授業 におい
て保存庫 を公開 し活用 して い るのです。 これまで小学校
の社会科 では、郷土 に関す る学習 が盛 り込まれて いま し
た。現在 も昔 さが しとい う項 目で、身近 な地域を学習す

こうした実践 は、 この保存庫 だか らこそできるとい う
側面 も大 きく、博物館 の収蔵庫 において同様 の見学 を受
け入れる ことは現実的ではありません。 また触 らせ るこ
とで損傷す る資料があることも事実 です し、時代 の変化
で見学 のあり様 も少 しずつ変わ って きて い ます。 しか し
手 にとって資料 を観察す る子 どもたちの姿 は、 こうした

保存庫 なのです。

見学 の必要性 を感 じさせ られます。
ですか ら、収蔵庫問題 の解決 に向けては、 こうした事
業 の継続 を念頭 において検討 して い くべ きだと考えて い

保存庫 の資料 は、 ほとんどすべ てが市内で実際 に使 わ
れて いた道具 ですか ら、 ひと昔前 の人 々がどんな生活を

ます。博物館収蔵庫 と生活文化財保存庫 の現状 と将来 を、
よほど慎重 に天秤 にかける ことになるで しょう。

ることにな っています。 そ こで活躍す るのが生活文化財
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「複合文化施設」 として の あゆみ と収蔵庫問題
パルテノン多摩歴史 ミュージアム
■現状
あまり知 られていないが、パルテノン多摩 (正 式名称

:

■「 たまの里」計画 の浮上
パ ルテノ ン多摩 の開館 によって、実質的 に多摩市立郷

多摩市立複合文化施設)で は、 5つ の収蔵庫 を持 ってい

土資料館構想 が破綻 して しま ったため、開館 か らわずか

る。第 1か ら第 5収 蔵庫 まで、 それぞれ88.69ピ 、 117.06

3年 後 の1990(平 成 2)年 には、早 くも新 たな博物館構

ピ、 40.70ど 、 4070ピ 、 166.13Jと い う面 積 を もち、用

想が持 ち上が っている。 この ことは、
「複合文化施設」

途別に温湿度調節 ができる環境 とな っている。だが残念

としての決着 が、必ず しも当初 の郷土資料館構想 を具体

なことに、 ホール機能 を併設す る複合文化施設 であるが

化す るものではなか ったことを示 している。 こうして浮

ゆえに、 なかには各種書類や備品置 き場 と化 して いると

上 してきたのが、
「 たまの里」計画 であった。

ころもあり、収蔵機能 はきわめて低 い。
一方、バ ブル期 には、後 に記す ように別 に博物館 の建
設計画 もあり、それとの統合を前提 とした機能分担 が検
討 されていたこともあった。 ところが、 バ ブル崩壊後 に

この計画は、多摩市 の南端 にある一本杉公園内の40,000
ポあまりの敷地 に、公園や古民家 などと一体化 した博物
館を建設 しようとい うものであ り、開館 したばか りのパ
ルテノ ン多摩 の博物館機能 の うち、郷土文化 に関 わる部

その計画は宙 に浮 き、統合 を前提 として動 いていた博物

分をたまの里 に移転す ることとされた。

館機能 も、未整理 のまま現在にいたっている。 そのため、

ところが、 1996(平 成 8)年 に、計画 の凍結 が正式決
定 し、 それまでたまの里 へ の統合を前提 に動 いていた多

資料 の収集や活用 に関 して も多 くの課題を背負 った まま
となってい る。

摩市 の博物館機能がまたもや暗礁に乗 り上げることになっ
た。 そ して、資料 の収集・ 保存、調査・ 研究、公開・ 教

■「 複合文化施設」 への道の リ
この問題 を考えるにあた って、 まず、当館がどのよ う

育 といった博物館 の基本的 な機能 に対応する事業 は、未
整理 の ままそれぞれ独 自に行 われるようになる。

な経緯 の もとに、
「複合文化施設」 とな ったのかを一 瞥
■まず は知 つてもらうことか ら

しておきた い。
その端緒 は、 もともと別 々の構想 として進め られて い
た郷土資料館構想 と市民 セ ンター構想 に求 め られる。 こ
の二つの構想 が浮上 したのはほぼ時を同 じくしており、

1979(昭 和54)年 のことで ある。同年に多摩市立郷土資
料館建設調査審議会、多摩市市民 セ ンター建設審議会 が
相次 いで設置 され、 その後、建設 に向けて本格的 な審議
が並行 して進め られて い く。
ところが、 1981(昭 和 56)年 2月 に多摩市 は、両施設

｀
以上 のように、多摩市 における博物館 は、 2回 の 挫
″
折 を経 て、問題をますます複雑な ものに して いる。当
館 のハ ー ド面 において も、複合文化施設 であるがゆえに、
単独 の建物を有す る博物館 とは違 った悩 みを抱えて いる。
その最大 の ものが収蔵庫問題 であり、限 られた資源であ
る収蔵庫をどのよ うに有効 に活用 してい くかが焦眉 の課
題 とな っている。 しか しなが ら、多摩市 の文化財行政 の
方針 そのものに関 わることで もある ことか ら、 その解決

を一本化 する ことを決定 し、博物館機能 を、多摩市中央

は容易ではない。

公園内の教養施設 (市 民 センター)に 組 み入れて しまう。

当館 では、2000(平 成 12)年 3月 の常設展 リニ ューア
ルを機に、それまで単 に「常設展示室」 と称 していた展

ここにおいて、
「複合文化施設」 という枠組 みが成立 し、
時 に、教育委員会 と市長部局 とでそれぞれ責任分担的 に

示室 の名称 を、新 たに「 歴史 ミュージアム」 とした。 こ
れは、複合文化施設 の中 にあって、博物館 としての存在

進 められていた両建設準備組織 も統合されることにな り、

を市民 に広 くア ピールするための措置であ り、特 に特別

教育委員会 か ら市長部局 に移管 された。

展 の開催 に力 を入れた。展示 だけでな く、2002(平 成 14)
年度 か らは、古文書講座を開始 し、市内 の古文書 の解読

郷土博物館 の計画 はこの中 に吸収 されることになる。同

博物館機能 を併設す る「複合文化施設」 とはいえ、事

を通 して資料公開へ の道を模索 しつつ ある。 1999(平 成

実上 ホール機能 に吸収 された形 となったため、結果的 に、
ホール事業 を メイ ンとす る「 劇場」 として一般に認知 さ

11)年 度 か らは年報 と紀要 の刊行 を開始 し、資料紹介 を

れるようにな ったことは周知 の とお りである。複合文化
施設 としてのパ ル テノ ン多摩 の開館 は、多摩市立郷土資

は じめ、当該年度 に入手 した資料 の報告 を して いる。博
物館機能 の充実 と資料 の有効 な活用に向けて、少 しずつ

料館構想 の頓挫 を も意味 して いたのである。

ではあるが努力を重ねて いるところである。
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昭和初期 の紙 芝 居 よみ が え る ?
府中市郷土の森博物館
紙芝居屋 のお じさんは、荷台 に木枠 と数段 の引き出 し
を取 り付 けた、 が っしりした自転車 で毎 日決 ま った時間

のだが、何故 この種 の資料 がそ このお宅にあ ったのか、
などについてはあまり詳 しく分 か っていない。

にや って来 た。 それを待 ちかねた放課後 の子供 たちがそ

いずれ に して も戦前 の紙芝居 がまとま って残 っている
のは大変珍 しいことだそ うである。 しか も博物館資料 と

こい らか ら集 ま って来 て、荷台 の回 りに群が る。握 り し
めた小遣 い銭 は水飴だのソースせんべいだのの駄菓子 と

して整理 され、閲覧 できる状況 なのは他 にな いことらし

交換 される。子 どもの人数 は十数人 というところだろう、
ひとしきりそのざわつ き力ゞ
終 わると、 いよいよ始 まり始

い、 ということは梅田 さんに教えて いただいた。 その上
梅田 さんは是非 ともこの うちのい くつか を上演 してみた

まり。

いと仰言 る。

日はたかだかB4サ イズ くらいのどぎつげな画 か ら離
せず、耳 はお じさん の声 しか入 らな い。割 り箸 につけた

改 めて所蔵資料 の貴重 さを認識 し、保存 について も早
急 に最善 を尽 くさなければな らない、 また、上演 も実現

飴をなめて いた筈 の手 がいつのまにか止ま っている。出
し物 は 3つ くらいあるのだけれど、何 た って面 白いのは

して市民 に知 らしめたいと考 え、予算 の許す限 りとい う
条件付 ではあるが、今年度 は次 の様 な手立 てを講 じた。

冒険活劇。 またねえ、お じさんの リズ ムがいいの。主人
公 があわや !っ ていう時に「 ああ運命 はいかに、後 は明

①現物 は、紙資料 を劣化か ら守 る目的で開発 された透
明 フィルムのアーカイバ ルフォル ダー (商 品名)に
収蔵 し、出 し入れを しな くて も内容が確認 で きるよ

日のお楽 しみ」 って終わ って しまう。また明日も来なきゃ、
と子 どもたちに思わせなか った ら、 この商売 は資格 な し
だろう。
こんな街頭紙芝居 の情景 を頭に描 けるの は、今一番 レ
トロと言われて いる昭和 30年 代 の子 どもたちまで。 テ レ

うに した。
②今年度 か ら古文書史料 をデ ジタル化 しようとして確
保 していた予算 を回 し、 カラースキ ャニ ングか らデ
ジタル媒体

にする。 さらにそれを出力 して、複製 を作 ってお く。

ビがまだお金持ちの家 に しかなか った頃までは紙芝居屋
のお じさんは彼等にとって最高 のエンターテナーだ った。
今、 この街頭紙芝居屋 さんの流れを汲 んでわずかにこ
の子 ども文化 を伝えている方 が数人 い る。 その中で も梅
田佳声 さんは、下町風俗資料館で定期的 に演 じた り、各
地 に呼ばれて舞台上演 した りと大活躍 されて い る。今郷

(CD)と し、閲覧 が容易 にで きるよ う

これを台紙 に貼 って梅田 さんに来年度再演 して いただ
く。彼 が一 番演 じたが っているのは「 悪魔 の笑 ひ」。梅
田さんはもう、欠 けて いるところを補 って台本 は出来上
が ってい る様子。来年度 は当館では不気味 な高笑 いが響
く予定。乞御期待。

土 の森博物館 では梅 田さん とある計画を練 っている。
私 たちを結びつ けたの は館蔵 の紙芝居 である。全部 で
10種 類、439枚 。 いわゆる手描紙芝居が 6点 、印刷紙芝

居 が 4点 である。印刷 のほ うは全 て 1巻 もので、枚数 も
大部分揃 っている。 これに対 して手描 きの ものは、 いず
れ も途中が抜 けて、 ス トー リーが全 て分 るものは無 い。
作成年代 は印刷物 が1941〜 1944年 、つ まり第二 次世界大
戦真 っ最中。手描物 ははっき りしないが、押 されている
警察 の検閲印 は1938039年 が初出であるか ら、描 かれた
のはそれ以前 ということにな る。
手描物 は紙 も良 くな い上 に、各地 の紙芝居屋を送 り回
して使われて いるので特 に痛みが激 しい。角が擦 り切れ、
中 には裏 の台紙 がはがれて い るものがある。
これ らの一部 は、 1999年 8月 に ミニ展「 読本・ 双六・
紙芝居一昭和前期

子 どもの見 たの・ 見せ られた もの」

で 出品 し、 また館報『 あるむぜお』 (m50、 1999年 12月

)

で簡単 に紹介 したことがある。あ る市民 か らの寄贈品 な
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昔 の紙芝居再演会
日 時

2004年 5月 16日 (日 )15:00〜 17:00

定

100人 (小 学生以上)

員

参加費

1人 300円

要 申込

お問合せ ください。

(お 菓子付)

平成 15年 度 の活動 か ら
羽村市郷土博物館
平成 15年 度 は、玉川上水 が羽村 か ら四谷大木戸まで開

で示 したり、史跡指定 (平 成 15年 8月 27日 付官報告示)
の意義等を解説 しま した。特記す べ きは、東京都指定有

削 されて350年 の記念す べ き年で した。羽村市 をあげて
記念事業を実施 しま したが、当館で もさまざまな企画を
行 いました。以下 にその概要を報告 します。実施期 日や

形文化財 に指定 されて いる東京都水道局所蔵 の『 上水記』

参加者数 などについては、紙面 の都合上省略させて いた

当時将軍家に献上 され、現在国立公文書館に所蔵 されて

だきます。詳 しくは羽村市 が公表する「平成 15年 度事務

いる『 上水記』 も展示 しま した。

を、水道局施設以外 で初 めて展示 したことです。 さらに、

報告書」あ るいは、平成 16年 度発行予定 の「 羽村市郷土

有料 コーナーでは、国立国会図書館 や東京都立中央図

博物館紀要」第 19号 を参照 していただければ幸 いです。
①記念 バ ッチの作成

書館等所蔵 の資料を、当館 としては初 めて借用 して展示
しました。 このよ うな機関か らの資料借用 とい うノウハ

玉川兄弟をモチ ーフに した、 かわいいイラス トを市民
の方 に書 いていただ き、それを缶バ ッチに仕立てました。

ウがなか った当館 にとって、美術梱包輸送 も含 めて、大
変貴重 な経験 とな りま した。 また、近隣 の博物館や個人

また、取水堰の水門を モチ ー フに、七宝焼 きのバ ッチ

所蔵 の資料 も、好意的 に借用 させていただ くことがで き

も作成 しま した。

ま した。

② のぼ り旗 の作成

さらに、展示図録 について も、今回初 めて作成 しま し

記念事業会場 に掲出 し、事業を アピールす るために、

た。展示本体 に先行す るため、掲載資料写真 の手配 など

「 東京文化財 ウ ィー ク」 ののぼ り旗 を参考 に して作成 し

時間 との戦 いで したが、 これ もまた貴重な経験 とな りま

ました。市役所などの市内各所 に掲出 しま した。

しだ。

③ 自然観察会 の実施

資料 な らびに資料写真を借用 させて いただいた機関、

羽村 か ら杉並区までの開渠 で残 る玉川上水沿 いを、主

諸氏 に対 し、改 めてお礼申 し上 げます。

に植物 の観察を しなが ら歩 きま した。
春 の回 …三鷹駅付近か ら小金井公園まで

宅」 と「特別講演会」 を開催 しま した。講談 ライブは、

夏 の回 …拝島駅付近か ら武蔵砂川駅付近 まで

女性講談師田辺鶴女師匠をお招 き して、「 玉川上水 の 由

秋 の回 …三鷹駅付近 か ら丼 の頭公園まで
④「玉川上水論集 Ⅱ」 の編集 0印 刷

来」をお話 いただ きま した。
「特別講演会」 には馬場憲

絶版 となって しまった「 玉川上水論集

特別展 の関連事業 と して、
「講談 ライ ブin旧 下 田家住

一氏を講師 に「 近世 の玉川上水」 についてお話 いただ き
I」

以降に発表

ました。

された玉川上水に関する論考 の うち、新 たに入手が難 し
い11点 について、執筆者 と初出発行機関 の承諾 を得 て、

⑦「上水記」レプ リカの作成

1冊 の書籍 にまとめて「羽村市史料集」 として発行 しま

東京都指定有形文化財『上水記』 の うち、羽村市 に関
係 の深 い第二巻 と第八巻 について、今後 の展示 の利便を

した。
⑤ シンポジウムの開催

図 るために、 レプ リカを作成す るとともに、東京都水道
局 が所有す るカラーマイク ロフ ィルムの複製 も作成 しま

玉川上水 のこれ までの研究成果 をまとめ、新 たな視点

した。第二巻 は、540cm×

140011も

の大絵図面で、取水堰

か らの上水像 を導 くために、
「新 たな視点か らみた玉川

付近 の様子 が描 かれています。第八巻 には、玉川上水 の

上水」 と題 した シンポジウムを開催 しま した。
パ ネラー 肥留間 博氏

開削 について記 された
「 玉川庄右衛門清右衛門書付」があ
り、 この部分 の複製を作成 しま した。

坂詰智美氏
松浦

.

平成 15年 度 は玉川上水一色で過 ぎて しまった感があ り
ます。 この 1年 に得 られた貴重 な情報 や連携を大切に、

節氏

今後 の博物館活動 に活か して い きたいと考 えています。

米谷開司朗氏
⑥特別展「 玉川上水 350年 の軌跡」 の開催
開削以来350年 の歴史 と、 その果 た して きた役割 をわ
か りやす く展示 0解 説 した特別展を開催 しました。
展示 にあたっては、無料 コーナー と有料 コーナーに分
け、無料 コーナーでは現在 の玉川上水 の様子を航空写真
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平成 15年 度企 画展報告
清瀬市郷土博物館
清瀬市郷土博物館 では平成 15年 度 に 4つ の企画展 を行 い
ま した。

会期中 にあわせて行 った昔 のお もちゃ作 りと昔遊 びで
は、竹・割 り箸・折 り紙 などを使 って竹 とんぼ・ 竹鉄砲・
ガ リガ リトンボ 0風 車 などを作 って遊びま した。竹 とん

企画展「 清瀬 の野鳥展」
の
清瀬 自然 を守 る会 (市 民団体)と の共催 により企画

ぼを楽 しそうに飛 ば して遊ぶ小学生 が とて も印象的で し
た。

展「 清瀬 の野鳥展」を開催 しま した。清瀬 の 自然 の素晴
らしさを再認識 していただ くとともに、 自然環境 の大切
さをア ピールす ることを開催趣 旨 とし、 9月 13日 か ら 9
月21日 までの会期で実施 しま した。会期 中 に3,600名 が
入場 されま した。
市内の野鳥 スポ ッ トなどでよ く見 られる鳥を中心 に、
写真 およそ150点 をは じめ、解説・ 情報等 の壁面展示、
バ ー ドカー ビングの台上展示を行 いま した。 また、連 日、
鳥 に関す る16olllフ ィルムを上映 しま した。最終 日の21日
には元NHKチ ー フデ ィ レクターの中坪礼治氏 を招 いて
「 宝物 の中でのバ ー ドウォッチ ング」 と題 した講演会を
行 いま した。更 に、関連事業 として、 14日 と20日 にクイ
を、 15日 と21日 に鳥 の巣
箱作 りを、 15日 と20日 に小鳥 のプローチ作 りを行 いま し
た。親子 で助 け合 って創作 に取 り組 む姿が見 られ、 ふれ
ズショー「君 は トリ博士 だ

企画展「 染 める・ 織る・ 縫 う」
今年 で 4回 目を迎える企画展「 染 める・ 織 る 0縫 う」

!」

あいの輸 が広が っているようで した。

は、当館 の「 衣」 をテーマに した 3教 室 (染物教室、 は
たおり教室、和裁教室)の 参加者 と講師・ 活動 グループ
の皆 さん の作品 を展示 して紹介す ることで、伝統文化 と
手仕事 の楽 しさとを知 っていただ こうとい うものです。
今年 は66名 の出品者 か ら作品 を出品 して いただ き、 6月
25日 か ら 6月 29日 までの会期 で開催 しま した。会期中 に
は1,000名 を超す方 々にご覧 いただ くことができま した。
会期中にあわせて行 った講習会「 す ぐに役立つ一閑側 、
「体
「藍 で染 めるプチスカー フ」、
「 端布 で作 る巾着袋」、
験 はたお り」、 では、 自分 で作業 す る楽 しさを感 じ取 っ
ていただけた ことと思 い ます。
「 第19回 清瀬美術家展」
今年 で19回 目を数 える「 清瀬美術家展」 は、清瀬美術

企画展「 くら しの中の玩具」
清瀬市 の姉妹都市 である新潟県岩船郡朝 日村 の 日本玩
具歴史館 の協力を得 て開催 した、企画展「 くら しの中の
玩具」 で は、金太郎人形 (土 もの、 紙 もの)、 張 り子
(秋 川、春 日部等)、 凧、 など全国 の郷土玩具 およそ850
点 を壁面展示・ ケース展示・ 台上展示 しま した。 10月 11
日か ら10月 19日 までの会期中に1=600名 を超す方 々が来
館 し、展示 されていた様 々な玩具 をとお して、人 々の夢
日本 のこころを感 じ取 っていただ けた ことと思います。
0
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家懇話会 との共催 で当館開館当時 か ら毎年行 っている企
画展 です。清瀬市地域住民 の文化向上 を目的 として清瀬
市内在住・ 在勤 の美術家 の作品33点 を展示 しま した。会
期中 には出品 された美術家 の先生 も会場 に姿 を見せ、観
覧者 との語 らいが持 たれて いま した。 11月 15日 か ら11月
24日 まで の会期 中 に訪 れ た2,200名 の方 々に美術作 品
(絵 画・ 彫刻)の 素晴 らしさを感 じて いただ けた ことと

思 います。

村最古 の史跡
桧原村郷土資料館
檜原村郷土資料館では毎年、村 の文化財専門委員会 と
タイア ップ して「歴史探究会」 を実施 してお ります。
平成 15年 度 につ きま しては東京都 で一 番標高 の高 いと
ころにある遺跡「中之平遺跡」 と村内最古 といわれ国指
定重要文化財 とな ってい る「小林家」、 そ して村指定天

これ らを主眼 とした発掘 は17日 間、延 べ390人 が従事
して行 われ、 次 のよ うな事が確認 された。
①

焼土混入 の黒色土で覆われ、焼土 フロ ックが含ま
れて い る。

②

覆土 は焼土混 じりの黒色土 と ローム層 とが互 層 と
な る、 きわめて不安 定 な状態 で壁 と覆土 の 区別 が

実施 しま した。三箇所 は村 の最西端に位置 し、一 日あれ

は っ き り しな い。

ば充分見学 で きる範囲 にあ ります。参加者 を公募 しま し
たが当日は非常 に少 な く、文化財専門委員 と村社会教育

③ ④

然記念物「 藤倉 の大杉」を多 くの方 々に知 って頂 くため

係 の職員及び資料館職員で合計 11名 の少人数 ではあった
が充実 した探究会で した。

覆土 は比 較 的 よ くしま った黒褐色 で あ る。
焼土粒・ カーボ ン粒・ 焼土 プ ロ ックの存在 が確認
され た。

⑤

今回はその時 の「 中之平遺跡」 について紹介 します。

復原可能 な土 器 1個 分 が つぶ れた状態 で 出土 し、
土器 の周辺 には黒 褐色 を した落 ち込 み の存在 が確
認 され た。又、覆土 か ら特 に土器 の周 り及 び下側
か ら炭化物 の 出土 が 目立 ち、 ク リ 0ク ル ミの他 か
な りの量 の木炭 が 出土 した。

⑥

場所 によ って は一応 平面形 を して い ると ころ もあ
り、覆土 も黒褐色 を して い る。

⑦

完掘 して いな いの で正 確 で はな いが 、炉穴 といわ
れ る もの に相 当す る土壌 も見 られ、遺物 の集 中 も
目立 つ ので「 生活遺構」 の可能性 が ある。

このよ うな発掘状況を元に、中之平遺跡 についての見解
を調査担当者 と村 の教育委員会では、次 のよ うに「 まと
め」 ている。
この遺跡 は、標高 950mの 尾根 にある平坦地 で、昭和
35年 3月 に地域 の ものによ り始 めて発見 されたと「檜原

村史」 に記 されている。当初はこんな高 い山の上に約 7・

9千 年前 の生活 の跡があるのか不思議な点 もあ ったと し
ている。同年 の 6月 よ り部分的な発掘調査 を行 い、有望
な遺跡 であることが確認 された。

◎遺跡 の時期 は縄文時代早期 (9000〜 7000年 前 )中 葉
の撚糸文系土器、後葉 の略系体圧痕文・ 員殻条痕系土器
などの時期 で、特 に後者 の時期 が主体 となる遺跡 という
ことや、遺跡 の範囲 も想像以上に広 く、遺物 の包含状態
も良好であることが明確 となった。
発掘 は遺構 の存在が確認 されたこと程度 にとどまった
が、復原可能な土器 と保存状態 の良好なク リ 0ク ル ミな
どを含む炭化物が出土 し今後調査 を進めれば、 よ り良好
な資料 が得 られそうだ。
この時期 の生産活動を反映する石器類 の出土例 は非常
に少ない力ヽ この遺跡には石鏃 (や じり)・ スクレーパ ー 0

掘調査 を実施 したが 、調査 目的 と して次 の 4項 目を主 と

打製打斧・ 局部磨製石斧 (斧 )0礫 器・ 石皿・ 磨石 など
種類 も数 も豊富であ った。特 に石鏃 とス ク レーパ ーの量

して行 われた。

が多 く本遺跡 の性格 は狩猟活動 にウエイ トをおいた人々

① 遺跡の性格と時期を確認する
② 遺跡の相違的関連と遺跡 と遺 の関連を把握する

の生活跡 と考 え られる。
以上 のよ うなまとめとなっており。第 2次 調査 を実施す

③ 土器片や石器、剥片、礫等 の出土品を記録する
④ 発掘 によて得 られたデータを整理する

ることが最善 であるとされているが、社会情勢等 の事情
によ り現在 まで実施 されていないのが実状であります。

昭和49年 8月 には、檜原村教育委員会 によ り第 1次 発
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「新選組のお、
るさと日野」展の開催 と、展示室の改修
るさと博物館
日野市応、
平成 16年 は甲州道中日野宿 の開設 か ら400年 目にあた
り、折 しもNHK大 河 ドラマでは『 新選組 !』 が放映 さ

に合 わせて製作 した DVDを 放映す るように した。 また
これまでなか った資料 (書 籍)の 閲覧 0検 索 コーナ ー も

れる。 日野市 は土方歳三 。井上源二郎 ら新選組隊士 を生
んだ地 であ り、新選組 の最大 の支援者 であ った佐藤彦五

展示室 の一角 に設 けた。 これは展示室外 に適 当な設置場

郎 は日野宿問屋 0日 野本郷名主を勤 めていた。 このため
日野市 では、「新選組 のふ るさと日野」 をア ピール して
まちお こしをはかるため、全市 をあげて「 新選組 フェス
タin日 野」 の事業 を行 うことにな った。当館 もその一環
として、平成 16年 1月 10日 か ら12月 12日 まで の 日程で企
画展「 新選組 のふるさと日野」 を開催す ることにな った。
「新選組 フェスタin日 野」 では、当館 のほかにもい く
つか の新選組 に関連 した展示施設、 イベ ント会場 が設 け
られる。当館 の展示 は新選組 の結成前史 か ら追悼 の動 き
までを追 い、新選組 と日野市 との関係 を幅広 く理解 でき

所 がなか ったためで もある。
以上 の改修 によ り、 これまでのデ ッドスペースが活用
され、展示面積 は従来 に比 して 1.5倍 程度 に広が った。
さらに映像 コーナー も含 めた各種 の設備 は、職員 の手 に
よる移設・ 撤去 が可能 となったため、今後様 々な状況 に
応 じた設営が容易 に行 えるようにな った。
どこの 自治体 も財政的 に厳 しい状況 に置かれて い る昨
今、 このような展示室 の大改修 は異例 か もしれな い。今
回 の改修 は全市的 な事業である「新選組 フェスタin日 野」
の開催 に向け、博物館 の設備充実 をはか る目的で行われ
た。 その点では、千載一遇 のチャ ンスを活か した改修で

る内容 とな っている。展示室 のすべてを活用 した大規模

あ った。

な展示である。

「新選組 のふるさと日野」展 の開催 について も同様で
ある。大河 ドラマ に運動 した事業ではあるが、逆 にとら

この「新選組 のおゝるさと日野」展 の開催 に伴 い、当館
では開館 15年 を経て初 めて、展示室 の大幅 な改修 を行 っ
た。 この改修 は、展示環境を整 え、可能 な限 り多 くの資
料 を展示 して市内外か らの観覧者 を迎えるようにとの指
示 によるものだが、当館 にとつて も展示室 の改修 は懸案
であ った。
当館 の展示室 は一室 のみで、企画展 のたびに常設展 を
撤去 しており、資料への影響が懸念され、労力 も大 きか っ
た。固定 された造作物 も多 く、各所 にデ ッドスペ ースが

えれば、新選組 に関す る資料 の発掘・ 保存 をはかる上で
絶好 の機会 で もある。
開館 か ら15年 を迎え、 これまで蓄積 した資料をどのよ
うに展示に活 か しなが ら、 日野市 の歴史・ 文化・ 自然 を
物語 って行 くかが大 きく問われている。「新 選組 のふ る
さと日野」展 に して も、 これを一過性 の事業 に終わ らせ
ることな く、 その成果 を今後 に活 か して行 くことは、博
物館 の使命 である。今回 の、言 わば天佑 のよ うな改修 に

生 じ、展示空間が限 られて いた。 また各種 の映像機器 は
老朽化 が進み、情報 を更新する こともままな らな い状態
であった。 そこで今回 の改修 は、展示 スペースの拡大、

よって、 それ らを活かす器 は出来上が った。平成 17年 1
月 には、今回 の改修 や展示 の成果 を十分 に活 か した、新

10年 20年 先を見据 えた利便性 の向上 を 目的 として行 った。

と願 っている。

しいふ るさと博物館を、市民 の皆 さんにお目にかけた い

もちろん可能 な限 り少 な い予算 で。
この改修 では、 まず固定的で展示 の 自由を奪 っていた
露出展示台や各種 の造作、大 きな スペースを占めていた
｀ 〃
映像機器 などを撤去 し、展示室 を大 きな一つ の 箱 と
した。移設や撤去 が難 しい固定的 な工作物 は一切設 けず、
代 って移動可能 な240011ull× 120011ullの 露出展示台 を複数作
り、展示内容 によって 自由 に組 み合わせて使用 できるよ
うに した。
展示室 を区画するパ ーテーシ ョンも設 けた。 これによ
パ
り当館 では初 めて独立 した企画展示室が誕生 した。 ー
テーションを撤去す れば、全展示室 を通 しての大規模 な
企画展 も可能 である。
映像 コーナーは一箇所 にまとめ、今回 の企画展 の開催
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「江戸 のモノづ くり」 と繊維博物館 の活動
東京農工大学工学部附属繊維博物館
「 江戸 の モ ノづ くり」 とは平成 13年 度 にス タ ー トした

繊維博物館 では内記台を この後 6月 24日 〜 8月 31日 ま

文部科学省科学研究費補助金 (科 研費 )の 特定領域研究

で国立科学博物館 で開催 された「江戸大博覧会」 にも出

の テ ーマで正 式 な名称 は「 我 が 国 の科学技術黎 明期資料

典 しま した。

の体系化 に関す る調査・ 研究」 といいます。 この特定領

繊維博物館 には元東京都立繊維試験場研究員 の重松成

域研究 は国立 科学博物館理工学研究 部 を 中心 と して総 括

二氏 が作成、寄贈 された精巧な日本各地 の手織機模型が

班、 6つ の計 画研究班 とそれぞれ に対 す る公 募研究班 か

約 70点 あ ります。重松氏が20年 以上前に日本各地 の手織

らな りた ってお り、 総勢300名 に も達 す る一 大 プ ロジ ェ

機 を尋 ねて調査 し実物 の15%の 縮尺模型を作成 したもの

ク トです。研究 の 目的 は『 江戸 時代 の文献資料 (知 識体

です。重松氏 は平成 14年 11月 に亡 くな られたため、第60

系 )と 器物資料 (実 践体系 )を 具体 的 に検証 し、体系化

回特別展 ではその追悼展 として、 その うち24点 を展示 し

す る ことに よ り、 日本人 に新 たな歴史 観 を提 示 し、「 モ
ノづ くり文化 」 の伝統 を継承 して い くことにあ る』 とあ

ま したが、 あまりに見事 な作品 に見学 の方 々か らは驚嘆
の声があが りま した。手織機模型 コ レクションの一部 は

ります。

常設展示 もされて います。

研究項 目 は 6種 類 あ りますが、繊維博物館 はその うち
の「 器物資料 の保存・ 修復 。復元 。再生研究」 の研究班
に平成 14年 度 か ら参加 して い ます。 テ ーマ は「 江戸 時代
に起源 を もつ繊維 関係道具 0機 械類 に関す る総 合調査研
究」 とい うもので、主 に組 ひ も、手織 り、座繰 りな どの
道具類 の調査 。研究 を して い ます。
繊維博物館 で は平成 15年 4月 23日 〜27日 に第 60回 特別展
「 日本 の わ ざ― 組 む 。結 ぶ・ 織 る二 」 を 開催 し、 上記 の
補助金 で行 った組 台 の研究―特 に内記 台 の構造― につ い
ての展示 を行 い ま した。
埼玉県秩父地方の腰機模型
模型 の元 とな った手織機 の所在地 は東北 か ら沖縄 まで
の49か 所 に及 びま したが、重松氏 の調査 か ら20年 以上経
過 して い る所 もあ り、現在 の状態 を知 るためにア ンケ ー
ト調査 を行 い ま した。廃業 した工 房 な どの手織機 は廃 棄
され る ことはな く博物館 や保存会 な どに移 されて い る場
合 が多 く、地域 の伝統 を守 りた い とい う人 々の熱意 を感
じま した。廃棄 は して いな いが破損 した り、解体 して あ
るな どの回答 もあ り、 その復元 の ために重 松氏 の縮 尺模
型 が役立 つ とき もあ るので はないか と考 え、現在 調査・

内記台の展示 (第 60回 特別展)

研究 を続 けて い ると ころです。 三 博協 の博物館 の皆様 に

内記台は歯車 の組み合わせや両側 にフックがついた駒
が左
右に首を振 る しくみなど手組みか ら機械組みへ移
板
る中間的存在で、糸が組まれて い く様子 は見ていて飽 き
ません。 ただ不思議 なことに内記台はその仕組みか らお
そ らく江戸時代の後期にで きたものと考え られるのです
が、文献資料 が全 く見 つか らな いのです。考案 した人 も
諸説あ ってよ く分 か らず、当時 の秘密主義 のため文献に
残 さなか ったとも言われて います。
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も多大 の ご協 力 を い ただ きま した。 あ りが とうございま
した。
繊維博物館 ホームペ ー ジ
http://www.tuat.ac.jp/〜 museum

博物館経営 の転換

一地域連携 を推進 す る一
江戸東京 たて もの 園

○求められた経営改善
平成 12年 度 に東京都 は文化施設 に対 して行政評価を実
施 した。江戸東京博物館 と分館 の江戸東京 たて もの園
「事業
(以 下、当園)は 、
「 D評 価」 となった。 これは、
の抜本的 な見直 しが必要」 という位置付 けである。同 じ
評価 で「 E評 価」 とな った東京都近代文学博物館 は廃館
となった。
「 抜本的 な運 営 の見直 し」 の結果、当園 の予算 は2/3
に削減。各建造物 に配置 されて いた案内 ス タッフは全廃
となった。職員 の数 も年 々削減 され、開園時 に 6人 いた
学芸員 (常 勤 4、 非常勤 2)は 、平成 15年 度 か ら 3人 と
非常勤 2)。 当園 は平成 15年 3月 に開園
10周 年 を迎えたが、大 きな転換を迫 られたので ある。
なった (常 勤

1、

伝 える」 ため、建造物 を活用 しての寄席や居酒屋、酒屋、
雑貨屋、仕立屋 などを実際 に開業 した。 7月 は年間で も
入園者が少な く、 lヶ 月 で 1万 人を超 えたことはなか っ
たが、初 日だけで 1万 336人 の入園者 を迎え、開園以来
最高 の記録 とな った。 11月 か らは園内の空 き地 (本 来 は
復元建造物 の予定地)に 土管や古 い電柱を置 き、 はらっ
ぱに仕立て、ベーゴマ、竹馬、 カンケ リなどの遊びを行 っ
て いる。 1月 か ら特別展「 はらっぱ」をオ ープ ンさせ 3
月中旬 まで実施 して い る。展示 と屋外 の催 しを連動 させ
当園 の もつ魅力を最大限 に生かそうとい う試みである。
今 は失われたはらっぱを再現 し、世代や地域 をこえたあ
らたな絆を創造す ることをめざ して いる。
公立博物館 として、集客収益だけで測れ ない文化機関
としての使命 をま っとうしなければならない。 その一環

一他館、ポ ランテ ィア、商工 会、学

校一

で学校 との連携 も推進 して いる。授業 の一環 として行 う
昔暮 らし体験 のほか、夏休 み期間中 には「子 どもボラ ン

当園存続 のためには最小 の費用 で最大限 の効果 を発揮
しなければな らな い。 まずサ ービス低下 にな らないため

ティア」 を学校を通 して募集 している。 これはサ マース
クールのよ うなもので、古民家 の掃除 を して、昔 の遊 び

に、 ボランティアに協力 を呼 びかけた。 これまで委託 の
案内 ス タッフが実施 していた建造物 の案内 などを部分的

を覚え、来園者 に教 えるとい う活動 である。

に肩代 わ りす るばか りではな く、 自 ら湯茶 の提供 なども
行 い、 かえ ってサービスが充実す る面があ った。平成 15

36万 93人 とな った。昨年度 の総入場者 27万 2,503人 を超

○地域連携 の推進

このような取 り組 みの成果があり、今年度 の入園者 は
え、 この10年 で最高 の記録を更新 して い る。

年度 か ら季節 ごとの催事 に企画段階か ら参画す るように
な っている。人数 も平成 14年 か ら倍増 させ現在約 200名

○今後 の博物館経営

である。 さらに、 ボランティア活動 に気軽 に参加 できる
よう、昨年 の11月 か ら「臨時 ボランティア」 を開始 した。

当園 の場合、職員、 スタッフ、 ボランティアが危機感
を共有 し、 たて もの園 の持 つ魅力 を最大限 に引 き出そ う

周辺 に大学 が多 いこともあり、学芸員志望 の学生 や、 ボ
ラ ンティアに興味 の ある近隣 の人 たちに対 して、 ボラ ン

と打 開策 を次 々 と打ち出 した。そ うした動 きに ジプ リ美

ティア活動入門 の場 とな っている。
つ ぎに集客 。収益を伸ばす ことが課題 とな った。 スタ

術館 や商工会などが呼応 したことで、経営状況 が 向上 し
たのである。今後、博物館 をかけがえ のない場 と思 う人
がどれだけ周 りにいるか。 このことが公立博物館 の命運

ジオ・ ジブ リ、 ジプ リ美術館 の協力 の もと平成 14年 10月

を決するのではないだろうか。

か ら平成 15年 8月 にかけて「 江戸東京 たて もの園 と千 と
千尋の神隠 し展」を実施 した。映画のヒットとアカデ ミー

博物館をお神輿 にたとえてみると、次 のよ うな ことが
いえるか もしれない。今 までは手 ごろな大 きさの神輿 を

,
賞受賞 もあり、入園者数 は急上昇 した。
来園者 の満足度を高 めるために物販・ 飲食 サ ー ビスの

職員中心 に担 いで きた。 ところが担 ぎ手が一人二人減 り、
足元 がおぼつかな くな って きた。す ると周 りにいた人 た

向上 に着手 した。地元 の小金井市商工会 と連携 し、催事
で食物などの出店 を要請 した。当園 は野外博物館 とい う

ちが、 どんどん担 ぎ手 に加わ って盛 り立てて くれ た。 も
しかすると、今 まで担 いでいたよ りも大 きなお神輿を担

こともあり、入園者数 は季節や曜 日によ って大 きく変化

げるのか もしれ ない。 また職員 の役割 も変 わ ってい く。
自ら神輿 を担 ぐだけでな く、神輿 の行 く方向を示 したり、

する。商工会が柔軟に出店する方法 は、当園 にとって も
メ リッ トは大 きい。地域 との連携 が実 を結んだのが、平

いた り、担 ぎ手 を集めた りする ことに移 るだろう。

に開催 した「下町夕涼 み」である。
は じめて夜間開園 を行 い、
「 生 きた生活 0文 化 。歴史を

成 15年 7月

20、

21日
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体験学習 !本 物の縄文土器・ 石器 にさわってみよう
働東京都生涯学習文化財団
東京都埋蔵文化財 センター
企画展示「縄文草創期の世界 一前田耕地遺跡を中心に一」

成 させます。古代 の技術 と工 夫を体験 して、形や仕上 が
り具合 は、 どれだけ自分 が納得 したか という自画 自賛 の

平成 15年 度 は、国指定遺跡「 あきる野市前田耕地遺跡」
の縄文草創期 の遺物を中心 に、同 じ頃 の多摩 ニ ュー タウ

行事 です。

ン遺跡 の遺物を展示 しま した。 また、今年度 か ら試み と
して年 6回 土曜 日の午前・ 午後各 1時 間を限 って、企画
展示 と多摩 ニ ュー タウン遺跡群 の通史である常設展示、
東京都埋蔵文化財 セ ンターの発掘速報展示等 の解説をす
る「 展示説明会」行 いま した。普段 は発掘や報告書作成
に従事 している専門職員数名が、参加者 に解説 し、質問
に答えるように しています。併 せて、本物 の縄文時代を
は じめ弥生・ 古墳時代、古代 の土器や石器、石製品等に
触れ る体験 コーナー も設 けま した。通常、来館 される方
は展示品の解説や キ ャプ シ ョンを読んで理解 し、分 か ら
ない時だけ質問をするとい うことが多 いと思 うのですが、
普段 は聞けない細 かなことや、素朴な質問 に対 して も丁

縄文土器作 り教室 毎年、夏休 みに小学生 (保 護者同伴)

寧 に応対する ことでとて も満足 して帰 られま した。

と一般 の大人が、本物 の縄文土器 を手本 に、自分 の手 で

企画展示 の理解を深めるために、 テーマ

制作す る体験教室 を開催 して います。今回 も17組 の親子

に合 った映画 の上映 と合わせ年 6回 、平 日と土曜 日の午

と一般19名 の方が参加 し、見本を参考 に、オ リジナ リティ

後 に 2時 間半をかけて行 いま した。今年度 は、縄文時代
草倉1期 と同 じ頃の東・ 西 アジアや北アフリカ、多摩 ニュー

を交え縄文人 に感心 しなが ら制作 して いま した。今年度
か ら、完成後 に縄文土器 に付 いた模様 の作 り方や意味、

タウ ン等 の遺跡調査で得 られた最新 の情報 を基 に、当時

素材選 び等 について観察を行 い、子供達 の素直 な感想を

の気候や植生、生活状態等 の特徴 について映像を交えな
が ら紹介 しま した。参加者 は、多摩 ニ ュー タウ ン地域や

聞 きなが ら解説 を しま した。 その後、 自分 たちの作 った

文化財講演会

日本 の状況 だけでな く、世界中の最新情報 が得 られ、他

縄文土器 の模様 を、実際 に作 り、付 ける ことも行 い、縄
文人 の土器や モノヘ の思 い と技術 について体験 し、少 し

地域 の文化 と比較 ができたことに関心 と興味 を寄せてい

で も縄文時代 の創意工夫・ エコロジー等 の理解が得 られ

ま した。
文化財講座

平成 15年 は江戸開府400年 に当た り、当館

るようにと努 めま した。

｀

も江戸遺跡 の発掘 か ら得 られた成果をテーマに 2時 間 の
講座 を、 11月 の平 日午後 に 4回 開催 しま した。他施設 で
は江戸時代を様 々な視点 で扱 った講座・ 講演会 が行われ
る中で、大名屋敷 や町屋 (商・ 町人等 の店舗・ 住宅街)
等 の発掘調査 か ら分か った成果を紹介 した。遺跡 の発掘
調査 で分 か った江戸時代 に生 きた人々の生活 の痕跡や道
具類を文献資料等 と比較 。検討 して解釈 された遺跡情報
を映像 と資料 を基 に解説、紹介 しました。老若男女 と幅
の広 い年齢層 に関心 を呼び盛況を博 しま した。
勾玉作 り教室 古代 の勾玉作 り体験です。実際には、縄
文時代や古代 の石材 より加工 しゃすい軟質 の石材を使 っ

講演会や講座

て、約 2時 間程度で「勾玉」を完成 させる。 2〜

理解を深め、合わせて昔人 の技 と創意工夫等 に接 して 自

3 clll程

モノ作 りの体験を通 して、文化財 に触 れ、

度 の大 きさの直方体 の石材 を、親子で力を合わせるか 自

分 にもで きることに気付 き、行動で きる自発性を惹起で

力 で制作 します。制作工程 と加工方法 の説明を行 い、後

きればと考えます。今後 も参加・ 体験型 の展示・ 行事を

は適宜要点 を指示 し、各 自思 い思 いの作品を自分流に完

継続 して開催す る予定 です。
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聖 ヨハ ネ教会で使われていた39鍵 のベ ビーオルガンで、
現在 は音 が出 ません)。

藤氏 による独奏をはじめ、寄贈者 のご遺族や修復 したオ
ルガンエ房 のお話、相田南穂子 さん の独唱、女優 の木内

寄贈者 は、明治41年 に岩手県金田一村 に生 まれ、小学
校卒業後 に東京 へ 出て、東京地方簡易保険局 に給仕兼事

みどりさんの朗読、地元 の コー ラス北 の台 と深大寺児童
館の子 どもたちによる合唱などのプログラムで、会場 となっ

務員 として採用 され、仕事 のかたわ ら夜学 (現 。中央大

た調布市 グリーンホール小 ホールは満席 とな りました。
寄贈 されてか ら 2年 後、海保 オルガ ンが「 再発見」 さ

学法学部)に 通 いま した。 その後、
特定郵便局長 とな り、
昭和 の初 め頃 に東京市 目黒区上 目黒 8丁 目で近所 の子 ど

れ、 コンサ ー トの 日がオルガ ンの 2度 目の誕生 日とな っ
たと言 えるで しょう。役 目を終 えて、博物館 の展示室で

もたちを対象 に幼稚園 を開設、幼稚園で賛美歌 などを歌
うために、園児 の親 の紹介 で、中古 オルガ ンを買 い求 め

眠 っていた資料

ま した。昭和 15年 に出征 し、 ニ ューギニアのハ ルマヘ ラ

ることになったのは、関係者 の思 いや熱意 によるところ

島へ行 き、昭和 23年 に復員 しました。家族 は、昭和 16年
に青森県三戸 町へ疎開、翌年金田一村 へ、半年後 に小湊

が大 きか ったと思 います。

(オ

ル ガ ン)に 新 たな生命 が吹 き込まれ

町へ、 その後盛岡、仙台市長町、東室蘭、八戸の日計、
同番町、同大杉平、三沢市 の古間木 と引越 し、昭和30年
夏、上 目黒 に戻 りま した。 その間、 オルガンは家族 とと
もに引越 しを重ねま した。寄贈者 は、 ドイツ製の柱時計
とこのオルガ ンをひ じょうに大切 にされ、復員 してきた
時 にも、 オルガンが無事 か どうかを真 っ先 に尋 ねたそ う
です。
この貴重 なオルガンを約 lヶ 月かけて修復 し、明治時
代 の音を現代 に蘇え らせることになり、平成 15年 11月 29
日に調布市平和事業 として コンサー トを開 きました。佐
□ 研修会「収蔵庫問題 の解決 にむけて」に参加 して ―資料収集 と活用 の事例報告―
福生市郷土資料室

笹本省二

収蔵庫 の不足 はど この館 で も同 じように、当市 にとって も常 に収蔵庫不足 で悩 んでいるのが現状 です。研修会案
内通知 の前文 にもあるよ うに、
「収蔵庫 は博物館 にとって もっとも基礎的な機能 の一つですが、すでに満杯で 0。 ・ 」
な
が
かれています
多種多様 史料 置
。
一般行政文書 のよ うに、一定 の保存期間が くれば廃棄処分等ができるものと違 い、博物館 の史料 は、土器等、貴
重で古 い物 (?)ほ ど保存する必要 があるので、増えることはあ って も、減 ることがな く、 その現実 にどういう解
決を見 いだすか・・ 0。 それが今回の研修参加 の動機 で した。
当市 の収蔵庫 の状況 は、中央図書館内 に併設 された郷土資料室 の中 に 1つ (約 93ポ )、 その他 は市内 に散在 して
いて、考古資料収蔵庫 (プ レハ ブ平屋建 て 約 50ピ )、 民具収蔵庫 (プ レハ ブ 2階 建 て 約 127ポ )が あ り、 また他
の課 か ら借用 して いる倉庫 (頒 布用刊行物等収納)が 2つ あ りますが、 どれ も満杯 の状態 です。
史料活用の工夫と実際
当 日の研修会で の事例報告 は三例あ りま したが、 それぞれ大変参考 にな りました。
日の出町教育委員会 の「学校連携 での考古資料活用」 は、資料館 を もたないなかでの実践事例 は、系統 だてた年間
の学習内容で もよ くわか り、地域 の方 の指導 もうかがえ、 よい企画 だと思 いま した。府中市郷土 の森博物館 の「民
具収集・ 保存 。活用」 は、資料調査や展示会準備 0開 催 には博物館 ボランテイアの資料整理班・ 体験学習班 の活躍
があったことが資料 にあ りま したが、 そういう活動 が博物館 が身近 な ものになることとお もいます。 また日野市 ふ
るさと博物館 の「 自然資料 の収集 と保管」 は、博物館 での展示 が「郷土 の歴史」的性格が強 いなかでの、他 の資料
との共存等、 自然史資料 の収集 0保 管 の活動 ぶ りがよ くうかがえま した。当市で も「歴史」、
「 自然」 を大
「 民俗」、
きなテーマ としていますが、 自然関係 の資料収集・ 活用 が他 の分野 にくらべ少 ないのが現状 です。最近 の環境問題
にか らめ、 と りくむ分野だとお もいます。
また、事例報告後 の情報交換 で も、
「専門分野 の職員が いない」、
「市史編纂業務 の引継」、
「学校 の余裕教室活用 の
失敗例」、
「 家電製品 の受 け入れは道具 の変遷 で活用 で きるものを」、
「 雛人形 は年代を くぎって受入」等、 よい情報
交換 で した。
当市 で も、博物 館構想 の凍結、 また、展示室 リニ ュウアル (昭 和 55年 開館以来 な し)や 新収蔵庫建設 は財政事情 に
より延期等、課題が い くつ もありますが、今後 も研修会による情報交換 で、資料活用等よりよい郷土資料室活動を
めざ してい く必要があります。
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東京都 三 多摩公 立博物館協議会会員名簿
館名

交通

電話

住所

東村山市諏訪町1‑6‑3

042‑396‑3800

国分寺線
西武新宿 。
「 東村山駅」西 口下車徒
歩 10分

八王子市郷土資料館

八王子市上野町33

0426‑22‑8939

府中市郷土 の森博物館

府中市南町6‑32

042‑368‑7921

京工線
「 京王 八王子駅」また はJR中 央線
下車
「八王子駅」か らバ ス
「市民会館」
。
」
R南
武線「分倍河原駅」か ら健康
京王線
セ ンター行 きバ ス
「 郷土 の森」下車

町田市立博物館

町田市本町田3562

042‑726‑1531

小田急線 。」R横 浜線
「 町田駅」か ら藤の台
下車
団地行 きバ ス
「市立博物館前」

青梅市郷土博物館

青梅市駒木町1‑684

0428‑23‑6859

」R青 梅線
下車徒歩 12分
「青梅駅」

調布市郷土博物館

調布市小島町3‑262

0424‑81‑7656

下車徒歩5分
京王相模原線
「京王多摩川駅」

瑞穂町郷土資料館

西多摩郡瑞穂町石畑 1962

042‑568‑0634

」R八 高線
下車徒歩20分
「 箱根 ヶ崎駅」

奥多摩水 と緑 のふれあい館

西多摩郡奥多摩町原5

0428‑86‑2731

」R青 梅線
「奥多摩駅」か ら小河内方面行 き
バス
下車
「 奥多摩湖」

福生市郷土資料室

福生市熊川850‑1

042‑530‑1120

」R青 梅線
「 牛浜駅」東 口下 車徒歩7分

武蔵村山市立歴史民俗資料館

武蔵村山市本町5‑21‑1

042‑560‑6620

「上北台駅」か ら武蔵村 山
多摩 モノ レール
「横 田」
市内循環 バ ス三 ツ木地区会館行 き
下車徒歩 10分

あきる野市五 日市郷土館

あきる野市五 日市920

042‑596‑4069

」R五 日市線
下車徒歩 17分
「武蔵五 日市駅」

羽村市郷土博物館

羽村市羽741

042‑558‑2561

」R青 梅線
「 羽村駅」下車徒歩 20分

清瀬市郷土博物館

清瀬市上清戸 2‐ 6‐ 41

0424‑93‑8585

北 口下車徒歩 10分
西武池袋線
「 清瀬駅」

立川市歴史民俗資料館

立川市富士見町3‑12‑34

042‐ 525‑0860

」R中 央線
「 立川駅」南 日か ら立川駅北 口行
きバ ス
下車徒歩5分
「農業試験場前」

檜原村郷土資料館

西多摩郡檜原村3221

042‑598‑0880

」R五 日市線
「 武蔵五 日市駅」か ら小岩行 き
か藤倉行 きバ ス
下車
「 資料館前」

日野市 ふ るさと博物館
小金井市文化財 セ ンター

日野市新明4‑16‑1

042‑583‑5100

」R中 央線
「 日野駅」下車徒歩 12分

小金井市緑町3‑2‑37

042‐ 383‑1198

」R中 央線
下車徒歩 25分
「 武蔵小金井駅」

くにたち郷土文化館

国立市谷保6231

042‑576‑0211

」R南 武線
下車徒歩8分
「矢川駅」

東大和市奈良橋 1‑260‑2

042‑567‑4800

多摩市落合2‑35

042‑375‑1414

西武拝島線
「 東大和市駅」か ら長 円寺行 き
バス
下車徒歩 2分
「 八幡神社」
京王相模原線・ 小 田急多摩線 。多摩 モノ

東村山

8、

るさと歴史館

東大和市立郷土博物館

パルテノン多摩歴史 ミュージアム

レール
「多摩 セ ンター駅」下車徒歩5分

東京農工大学工学部 附属繊維
博物館

小金井市中町2‑24‑16

042‑388‑7163

東京都高尾 自然科学博物館

八王子市高尾町2436

0426‑61‑0305

江戸東京たて もの園

小金井市桜町3‑7‑1

042‑388‑3300

京王高尾線
「 高尾山 口駅」下車徒歩4分
」R中 央線
「 武蔵小金井駅」北 口か らバ ス7
分
「 小金井公園西 □」下車

たま しん歴史・ 美術館

国立市中1‑9‑52

042‑574‑1360

」R中 央線
南 □前
「 国立駅」

御岳美術館

青梅市御岳本町11

0428‑78‑8814

東京都埋蔵文化財 セ ンター

多摩市落合 1‑14‐ 2

042‑373‑5296

」R青 梅線
「御嶽駅」下車徒歩20分
京王相模原線 。小 田急多摩線 。多摩 モノ

」R中 央線
南 口下車徒歩9分
「 東小金井駅」

レール
下車徒歩 5分
「多摩 セ ンター駅」

※東 京 都 高 尾 自然科 学博 物 館 の 廃 止 に つ いて
東京都高尾自然科学博物館は平成 15年 3月 31日 をもつて廃止となりました。関係者の方々には、長い間大変
お世話 にな りま した。

あ りが とうござ い ま した。

ミュー ジアム 多摩 No。 25
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関口 宣明 (調 布市郷土博物館)。 野 口 英雄 (瑞 穂町郷土資料館)
れあい館)。 菱山栄二郎 (福 生市郷土資料室)
正 (奥 多摩水 と緑の応、
小峰
東京都三 多摩公立博物館協議会
(会 長 パ ルテノン多摩歴史 ミュージアム/〒 206‐ 0033多 摩市落合2… 35 TEL042‐ 375‐ 1414)

2004年 3月 31日
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