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開館５周年記念シンポジウム 

パネルディスカッション記録  
 

パネラー   兵庫県立美術館館長     蓑    豊 

大和ミュージアム館長     戸髙 一成 

愛媛県総合科学博物館館長 近藤 昭一 

宇和島市立伊達博物館館長 本田 耕一 

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 坂の上の雲ミュージアム館長 松原 正毅 

 

司会 

皆様、お待たせいたしました。ただいまから、パネルディスカッションを始めたいと思います。

まず、パネラーの方々をご紹介いたします。さきほど、基調講演をいただきました兵庫県立美

術館館長 蓑 豊 様です。大和ミュージアム館長 戸髙一成様です。愛媛県総合科学博物

館館長 近藤昭一 様です。宇和島市立伊達博物館館長 本田耕一 様です。そして、コー

ディネーター役は、坂の上の雲ミュージアム 松原正毅館長です。それでは、パネルディスカ

ッションの進行をコーディネーターの松原館長、お願いします。 

 

松原館長 

本日のシンポジウムのコーディネーター役をあずかっています、坂の上の雲ミュージアム松

原です。今日は坂の上の雲ミュージアム開館５周年という記念で、蓑館長の基調講演からシ

ンポジウムに繋がっている行事を行っています。お聞きいただいたように蓑館長のお話は大変

刺激的なお話でありました。本当に博物館、美術館、ミュージアムが持っている力、それと市

民がそれを支えているということの大事さ、それが合わさって博物館、美術館の力が出てくる

のだと思います。坂の上の雲ミュージアムは、司馬遼太郎さんの小説『坂の上の雲』を基盤と

して開館されまして、この長大な作品を一度に展示するのは不可能です。特に、小さな規模

のミュージアムでは不可能です。私自身は４０年間、毎年テーマを変えて４０年間の時間が最

低限必要であろうと思っています。この坂の上の雲には、いろいろなメッセージが込められて

います。その中でも私は、一番大事なのは、日本における近代国家制度というものが形成さ

れていく過程というものを子規や好古、真之を中心とした、人々の生き方というものを通じて分

かりやすく描いた。そういう意味で大変大切な作品だと思っています。 

このミュージアムは、ようやく５年の年月を経ました。先程、市長のあいさつにありましたよう

に、この１月に８０万人の入場者を迎えまして、現在は８５万人近くの入場者をお迎えしていま

すが、お聞きいただいたように兵庫県立美術館、後でお話をお伺いしますが、大和ミュージア

ムは、１００万人近くの人たちが１年間に入場されています。このミュージアムが５年かかったこ

とを１年間で、それも毎年されている。これは大変難しいことをよくやられておられる。改めて感

動を覚えます。 

本日は、ミュージアムというものが、今後、どのいうふうな連携・協力というものをしていく必要

があるか。どういうことができるかについて、それぞれのお立場からお話をしていただきたいと
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思います。そして、その背景には瀬戸内海というところを巡る、本日、説明をしていただく館長

が勤められている施設は全て瀬戸内に面しているわけです。この瀬戸内海に面した博物館、

美術館のネットワークということの重要性が最近いろいろと言われています。特に昨年、大和ミ

ュージアムでは、瀬戸内海の博物館、美術館のネットワークの大事さ、構築の必要性につい

てシンポジウムを開かれ、ある意味ではこのシンポジウムもそれを継承した形で、次の一歩を

どう歩み出すかを探るために開いたものの一つです。瀬戸内というのは現在海ですが、８千年

近く前に海になった新しい歴史をもった海です。ですから当然のことですが、人は自由に行き

来し、瀬戸内ができてからもたくさんの人が行き来し、そして、いろんな文化の交流が瀬戸内

を通じて行われたわけです。日本列島の歴史の中でも瀬戸内が持っている意味は非常に大

きなものがあると私は思っています。これからこの持っている意味がさらに大きくなる可能性が

あると考えています。 

それでは、それぞれのお立場から現在、博物館、美術館が置かれている状況、取り組まれ

ていることについて１０分前後でお話いただきたいと思います。まず初めに、大和ミュージアム

の戸髙館長の方から口火を切っていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

大和ミュージアム 戸髙館長 

最初に、坂の上の雲ミュージアム５周年、本当におめでとうございます。大和ミュージアムも

できてまだ７年しか経っていないので、ほぼ同期の新しい博物館だと思ってお互い頑張らせて

いただきたいと思います。大和ミュージアムができて７年でありますが、人数的にはありがたく

多くの方に見ていただいていますが、私としてはまだまだ発展途上で、あれもやらなければい

けない、これもやらなければならない、まだたくさん積み残しています。博物館はいろいろな評

価の仕方があると思います。人が多い、観光客が誘致できる、これも大事ですが、博物館とし

て、これは素晴らしい施設であると言われること、それがまず、第一です。それがなければ、そ

れは博物館なのかと言うことになるわけです。博物館は、設立の基本コンセプトがどれだけ達

成できるか。そういうことを考えながら、地道な活動ですが、それをクリアしていかないと博物館

として評価されることはない。それでなければ存在意義もない、という気持ちでやらなければな

りません。 

博物館は教育施設であると同時に、集客施設、一種の地域の商業施設、文化の中心でも

ある、といろいろなものを要求され、なかなか大変で、教育施設だから、そこだけやれば良いと

いうことでは博物館として十分ではなく、いろいろなところと調整しながらやっています。現状、

呉地域ということでオープン以来、「男たちの大和」や「山本五十六」の映画などのたび、呉と

なんらかの関わりあるところで協力していく。そうすることで結果的に呉を認識、知ってもらう手

立てとなるところで連携する。これも広報の柱です。 

また、近隣の館との連携ということで、最近では「なでしこジャパン」世界一の記念品が「筆

の里工房」という博物館にあり、お互いの館の半券をもって行けば団体割引がうけられるという

簡単な連携をしています。深い大きなことでなく、何の準備もいらない、何の設備もいらないと

いう、お互いに簡単な・いつでも・だれでも・どこでもできることからスタートする、そういうことが

大事かなということで、一つひとつ増やしています。 



開館５周年記念シンポジウム・パネルディスカッション 

平成 24年 4月 28日 坂の上の雲ミュージアム 

 

3 

 

大和ミュージアムは呉市の博物館でありますので、運営が館側で勝手に好きなようにはでき

ません。基本的な予算の問題、自治体との関わりなどがありますので、市側の考えを十分に

取り入れないと満足してもらえず続きません。博物館はこんなものだと自分たちで思い込んで

できるものではありません。ただ、創る作業そのものについてプロではありませんので、作業そ

のものは任された私たちがプロの責任でもってきちんとしたものをやらなければなりません。そ

ういう譲っていいもの、譲れないものの調整が大きな仕事になってしまうのも事実です。 

博物館の設立目的・コンセプトがありますが、例えば、坂の上の雲ミュージアムは司馬遼太

郎先生の作品を中心にした展示を行うわけです。関連したところでも、明治の歴史、海軍の歴

史、そういうところが広がって、松原館長が言われたように４０年分くらいテーマがあるわけです。

しかし、４０年先の企画は今、見られないわけです。そうすると１つの館でできることは限界があ

るので、連携することで関連した地域のこのテーマについては、あそこの博物館がいいですよ、

ということで連携することで自分の館の言い足りないことを言ってもらう、よその館ではできない

ことをうちの館ではできますよというようにすれば、多くの方がそれぞれの館を巡ることで知識

が立体的になり、興味が深まっていく。そういう意味の連携が博物館の連携で、その館独自の

事業を深めることが連携の重要な要素になると思います。 

博物館同士の具体的な連携、交流を考えると、どこの博物館を紹介するときには、何をして

いるのかがハッキリとしていることが大事で、お互いに共通認識を高めるとともに、各博物館の

カラーがあるというのを表明できるような、誰が聞いても分かることが大切だと思います。 

先程の蓑先生のお話で一番おもしろかったのは「麗子登場」です。大和ミュージアムの正

式名は呉市海事歴史科学館ですが、これを聞いて日本中の人が何をやっている所か分から

ない。すぐ分かるようにということで、オープン前に公募し「大和ミュージアム」にしたんです。聞

いた瞬間にどんな所か分かることが大切なんです。 

最後に、私、呉に来て周りを見渡して一番驚いたことは自然の素晴らしさ、景色の素晴らし

さです。これは関東にいたら想像を絶する素晴らしい所です。地域としての素晴らしさ、時間と

しての歴史の長さ、面白さ、そういうアイテムが無限にあります。これらをいかに上手に使える

かが仕事であり、それぞれの地域で一番良い形でテーマをもった館とこれから連携していかな

ければと思っています。瀬戸内の観光や文化の連携を進めていますので、その中でそれぞれ

の館ができるだけのことをしてメリットを共有すること。館がメリットを共有するということは来館

者がメリットを共有することだと思います。やっている側も楽しく面白くし、見ている人は当然面

白かったと言えるような館になることが、これからの博物館の目指す方向の一つだと思いま

す。 

 

松原館長 

お話の中に今後の展開についていくつか触れられておりました。シンプルな形でメリットを

共有する、これは当然これから大事なことになっていくと思います。また、今後のことについて

はもう一度補足した形でお話を伺いたいと思います。続きまして、愛媛県総合科学博物館の

近藤館長から現状と取り組みについてお話をお願いします。 
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愛媛県総合科学博物館 近藤館長 

県の総合科学博物館の館長の近藤です。館の現状につきまして説明させていただきます。

当館では愛媛県内の皆様に科学に対する正しい理解を深めるため、科学技術の進歩や愛

媛県の産業の発展に寄与することを目的として、平成６年に開館いたしました。現在１８年目

を迎えています。その間、約３５０万人の方にご来館いただきました。現在、資料といたしまし

て約２７万５千点の資料を収集しています。量が膨大ですので順次整理し、資料の保存には

万全を期しています。学芸員が現在当館には１１名います。毎年初めにその年の研究テーマ

を決定して、単年度、場合によっては数年をかけることもあります。学芸員の専門分野につい

て研究したものを年度末に報告書を作成し、各方面に配布するとともに研究会で発表、また、

当館の企画展として研究したものを来館してくださった方々に見ていただいています。 

現在の展示は常設展として大きく３分野に分かれており、「科学技術一般に関すること」「愛

媛の自然」そして「愛媛の産業」について年間を通じて展示しています。その他にも春休み、

夏休み、ゴールデンウィークを中心として特別展、企画展、巡回展を実施しています。加えて、

博物館友の会と共同して様々な展示をしています。館内では工作や実験、また、天体観測も

四季を通じ何回か実施しています。それから、地元企業に出かけ実際の企業がどのような生

産活動をしているか見学させていただくほか、地元市町、団体からの要請により年間１３０回

ほど出張講座を実施しています。 

最近の当館の新しい出来事は、この３月に可動式の恐竜模型を２体リニューアルしました。

これについては開館から十数年を迎え、かなり老朽化はしていましたが、なかなか最近は県も

国も予算が厳しくリニューアルが難しかったのですが、発想を転換して恐竜について子どもた

ちに触れてもらう、若しくは親子連れで見てもらうこととし、日本のこれまでの歩みを理解しても

らう。これが子育てにつながるんじゃないかという観点から、これまでの社会教育でいいますと

文部科学省の所管でありましたが、厚生労働省の「安心子ども基金」を活用させてもらいまし

た。結果として恐竜模型を２体リニューアルできたとともに、総務省の交付金も活用させていた

だき、主に自然史展示用に LED を使用しました。明るくなり、大変見やすいということで現在、

利用いただいていますが、自然史展示につきましても国の交付金を利用しリニューアルするこ

とができました。２年前になりますが、プラネタリウムも更新いたしました。これも、内閣府の「地

域活性化交付金」というものを利用して新しくすることができました。 

以前の社会教育という教育面からの縦割りの考え方ではなく、発想を転換することにより、

厳しい予算の中で国の交付金等、様々なものを活用し、博物館のリニューアルができたことは

大変幸運であったと思っています。その他には、国の科学技術振興機構の事業で四国理系

女子会というものを昨年開催しました。将来、理科系の学校に進みたいとか、理科系の企業

に就職したいという希望を持っている中高校生の女子生徒に参加をいただき、博物館の活動

を見てもらう体験、それから学芸員と一緒になって資料を調査研究したり体験したりすることに

より、理科系について興味をもってもらう事業を実施しました。この結果、理科系における男女

共同参画という面からも貢献できたのではないかと思っています。 

また、国立極地研究所がありますが、そこと協定を結び、現在、南極の昭和基地の様子を

インターネットを通じライブ中継の映像を配信しておりまして、来館者に見ていただけるように
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なっています。 

事業の取り組みとしては以上になりますが、予算は社会教育という面から離れ様々な方面

から視点を変えたことにより、博物館の充実を図れたことは大変良かったと思っていますし、関

係する国の機関等、協力をいただき新しい展示ができ、より来館者の方々に興味をも持って

いただけることは、今後とも努力しなければならないと考えています。 

学校教育との関係ですが、学習指導要領も改訂となり当館では先ほど申し上げた３つの分

野をなるべく分かりやすい形で展示するよう心掛けていますが、現在の要領に基づき先生向

けの資料を配布しています。一昨年の数字ですが、年間で小中高校が２４０校来館していま

す。生徒数では約１万４，８００名に来館いただきました。 

先ほども小さい頃に体験したものが一番受け入れられやすいというお話がありましたが、小

さい時に実際に実物を見て興味を覚えたことを、大きくなって恋人同士で来るとか子どもが生

まれて一緒に来るということで、そういったものを繰り返し継続していくことで、博物館の利用も

高まりますし、存在意義も継続していくのではないかと思っています。 

ご存知と思いますが、愛媛県総合科学博物館は新居浜市大生院という所にあり、愛媛県

では東の方に位置していますので、県内全ての学校に来てもらうのは難しいと思いますが、今

後も学校教育、社会教育と連携させていくことが、博物館の利用価値を継続することになり、

科学教育にも役立つということで重要と思っています。 

最後に博物館の連携ですが、当館は現在愛媛県の博物館協会の会長館となっています。

協会については県単位それから、四国地区博物館協議会があります。中四国にも西日本自

然史系博物館ネットワーク、科学博物館の方の中四国ブロック組織、それから全国の日本博

物館協会と様々な組織がありますので、既存の組織を十分活用する必要が今後もあると思い

ますが、既存組織の活動との兼ね合い等も含めまして、今後検討していく必要があるのでは

ないかと思っています。私の方からは以上です。 

 

松原館長 

どうもありがとうございました。 

科学博物館の方でも様々な取組みをされて、その中でもやはり特に子どもたちに対する対

応と言いますか、子どもたちが施設の中でいろんなものを楽しみながら、子どもたち自身で考

え始めるという、それが最終的に一番大事なことだと思います。教育という一面的なものでは

なくて、やはりこれは子どもたちだけの問題ではないのですが、その場に来ることが楽しいとい

う、そういうものを何とかできないかということを坂の上の雲ミュージアムでもやっているんです

けれども、なかなか難しいことであります。 

続きまして、宇和島市立伊達博物館の本田館長の方から、現状と取り組みの現状につい

てお話をお願いいたします。よろしくお願いいたします。 

 

宇和島市立伊達博物館 本田館長 

宇和島市立伊達博物館の館長本田でございます。本日は坂の上の雲ミュージアム開館５

周年誠におめでとうございます。そして、この場に呼んでいただきまして、松原館長以下、関
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係者の皆様方に厚く御礼申し上げます。 

私は、博物館の館長といいましても本当の素人です。それで今日、蓑館長様のご講演の中

でいろんな成功事例を与えていただき、大変感謝申し上げます。早速帰って、実践を心掛け

ていきたいと思っています。 

坂の上の雲ミュージアムが開館当初、愛媛県の博物館協会の会合の時に館長さんの方か

らご講演があったと思いますが、その時にオープンミュージアム構想というのを言われました。

ミュージアムというのは建物ではなく、松山市全体それを全てミュージアムとしてお客様を呼び

込んで勉強していただく。あるいは松山市、先ほど言われた３人の館長方たちの歴史に触れ

てもらうんだとこういう意気込みで作られたものだと私は思っています。そういうような意味で、こ

のように年間相当な人数の観覧があったということで、大変喜ばしいことだと思っています。 

さて、この場に呼んでいただいて大変感謝申し上げますと言いましたけれども、これは私自

身の考えで、本館の職員は非常にありがたくないことだと考えていると思います。「館長、この

ほてら忙しい時に何しに松山まで行くの」と。なぜかと申しますと、現在宇和島市の方では「南

予いやし博 2012」が開催中なんです。特に、今日はゴールデンウィークの初日ですので、て

んてこ舞いだろうと思います。実は私どもの博物館の職員数は７人しかおりません。全てこの７

人がやります。何もかも。館長も同じで、開館時に現在重要文化財である「秀吉像」を出して

います。これの展示まで。梯子に上って、私、太閤像を下まで降ろします。その時やはり手が

震えますけれども、それも館長として、あるいは男手があまりいないので全部やらんといけんの

ですね。お客さんが多い時にはお客さんの接待、あるいは入館券の販売とかも全てやらなけ

ればなりません。私１人抜けたら、あと６人しかいません 

今朝の愛媛新聞、愛媛県の方見られたと思いますが、このために私、今日参っています。

「さあ、いやしの旅に出かけよう」これですね。愛媛新聞の見開きです。その中で、宇和島市は、

一面、私の写真も出ていますが、髪の毛をもうちっと増やしといてくれと言っといたんですけれ

ども、このとおりで出ています。これは先ほどのオープンミュージアム構想と同じような構想で、

「伊達のまち歩き」というネーミング、これをいただいています。この中でも、例えば松山市の方、

宇和島市の方でさえですね、なぜ宇和島に伊達があるのかご存知ない方が非常に多いんで

す。実は伊達といっても、今、１３代公宗信様がおられます。当然のことながら博物館は、先ほ

ど言ったように、現状の展示物は、ほとんど公益財団法人宇和島伊達文化保存会、ここが持

っています。先ほど言った重要文化財の豊臣秀吉像ももちろんそうです。「伊達家」のもので

す。伊達政宗の長男、秀宗が宇和島１０万石の当主、１６１５年に入府しております。それの宝

物類が脈々と４００年以上保っている訳です。これが現在展示中でございます。蔵の中には、

だいたい２千点眠っています。現在展示中が１５０点ですので、入れ替えるたびに変わったも

のが出るんです。宇和島市民の方は、「あそこに行ったらいつも同じものしかないけん、行かん

で」という方が多いので、いつも違ったもの年２回は必ず展示替えしています。先ほどお話の

中で常設展という言葉を入れないとのことでした。早速、私どもも常設展、今度、後期常設展

になりますが、何かネーミングを変えなければ、と思っています。 

そういった意味で伊達博物館というのは財団のものを無償でお借りして、建物は宇和島市

のもの、中身はほとんどが伊達家のもの、もちろん宇和島市のものもありますが、そのような展
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示をしています。特別展に関しては、いろんなところからお借りしてやっていますが、特設の部

屋がありません。入館者は一律の入館料で特別展も見ていただく形になっています。 

ここに「にゃんよ」君がいますが、「にゃんよ」というのは「南予」ですね。愛媛県を南と中「中

予」と「東予」に分ければ南の方に位置しています。八幡浜から南の方は全て昔の伊達領、こ

ういう形になっています。現在のところがそのような関係で、宇和島市と伊達文化保存会の連

携の下で博物館運営がなされています。入館者数は先ほど（蓑先生のお話では）何百万人と

言われましたが、私どもの所はその１００分の１ぐらい、誠に入館者は少ない。けれど展示物の

中で日本一が５つあります。そんな館は全国でもあまり無いんですね。1 つは百歳大名、百歳

まで生きた大名、７代宗忠の肖像画、宗忠の書があります。百歳書といいます。２番目、秀吉

像と先ほど言いましたが日本で重要文化財の秀吉像５つあるんですね。その中で 1 番大きい

のが宇和島伊達にある。日本一の秀吉像。そして次が、日本一大きい甲冑。これは昨年、一

昨年と産経新聞に出て、どこからも異論が出ていないので恐らく日本一だろうと。早いもの勝

ちで先ほどの中国のお話もありましたけれど、取られたらいけません日本一の甲冑。宗贇とい

う３代公、仙台からのご養子さんなんですが、宗贇公の甲冑日本一。今、誰に合うのかというと

魁皇関にぴったり合うという甲冑です。それだけ大きい甲冑があります。現在は展示しておりま

せん。それから日本一古い日の丸があります。現在展示はしておりません。痛みが激しいので。

徳川に取り上げられ徳川が薩摩に渡したという日の丸です。それで現在伊達家に残っている

のが日の丸の旗としては日本一古いもの、それが残っています。それから、輪島の漆の里から

折り紙付のものをいただきましたが、女籠、乗り物です。お嫁入りの道具ですけど、女籠の中

で一番保存の良い女籠。秋田佐竹藩からの乗り物、お嫁入り道具なんですけれども、これ日

本一の女籠。この５つのものが日本一です。宇和島市民ももちろん知りません。今日発表する

のが初めてです。そういう宣伝が足りないと、いろいろ言われるんですね。 

市として自治体の政策と、それから連携というような取り組みをどのようにしているのかがあり

ますが、次から次へ歴史的には４００年のスパンがあります。その中で４００年間積みあげられ

てきたもの。私、たった５年半の館長ですけれども、なかなか皆様方にお知らせすることができ

ない。歴代の館長さんもいろいろと勉強はされていると思いますが、新しい発見がいろいろあり

ます。この館にはミシンの模型があります。前原巧山という人が作ったものです。そのアイディ

アは長崎で勉強し、長崎で書き写したものです。その書き写した原版が宇和島の伊達家に残

っています。後で言いますが、長崎に原版を持って行こうと今画策しているところです。この前、

某テレビで「宇和島紀行」という土曜日の朝の５分番組ですが、その撮影に３日間、博物館に

撮影隊が入りました。その時に束になった茶色の封筒が見つかった。当然のことながら、その

ときは私は学芸員に変身しますので、白い手袋をして全部開けてみた。その中に何があった

か。これどっかで見たことあると思ったんです。坂の上の雲ミュージアムに復元模型を作ってい

ただいています。いつかまた松原館長さんにお願いしてお借りしたいなと思っています。そのミ

シン、あるいは、日本で初めてだろうパン焼き器の設計図も残っています。江戸時代ですから

オーブンはありません。土で作ってその中の引き出しに入れるパン焼き器。これは司馬遼太郎

が本に書いてあるとおり失敗をしています。あるいは日本で最初に日本人が作った蒸気機関。

それは設計図がありません。もう５年探していますが、ありません。おそらく戦争の時に燃えた
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んだろうと思います。そんな新しい発見がどんどんあります。というようなものも含め、今後博物

館というのは中に閉じこもっていたのではお客さんは来ない。館の方では出て行こうということ

にしています。小学校の方から要望があれば授業に行きます。出前授業と呼んでいますけれ

ども。年間５つぐらいの学校、小中学校で１，０００人ぐらい、この５年間で５，０００人ぐらい。予

算が少ないので大規模なものではありませんが、できるだけ伊達文化を知ってもらう、そういう

活動をしています。 

「宇和島に何でそんな良いものがあるのに入館者が少ないの？もっと宣伝したら？」と言わ

れる方はいっぱいおられます。私が思っていることは、具体策をお願いしたいということです。

どこかの国の政治家たちが色々なこと言います。具体策が無いのです。今日ここに来て勉強

になったことは、蓑館長さんの講演で、具体策があるんですね。これについては自分の心の

中に焼き付けます。例えば、こういうこと言われます。「ＪＲの駅に全部ポスター貼ったら」と。こ

れにはお金がいるんです。どれだけいるかお分かりですかね。1 ヶ月間２万円。県内にずっと

駅ありますけれども、全部貼ったら２０万ですよ。１ヶ月にですよ。次言われるのは何か。「サー

ビスエリアに置いたら？パンフレットを」。ここも１週間置けば７千円。これが本州ではさらに高

い。東京駅はまだ高い。葛飾柴又が１週間７千円でした。そういったアイディアはいくらでもい

ただくんです。しかし、行政はお金を出してくれません。博物館は後回しになります。そういっ

た苦労しながら小さな館で毎日努力はしていますが、今日、蓑館長はじめ各館長さんのお話

をお聞きして、明日からの自分の活力になりました。館員の顰蹙（ひんしゅく）をかいながら頑

張っていきたいと思っています。 

最後になりますが、本日、参加している博物館で共通のものが何かないかなと考えたところ

１つ浮かびました。海です。松原館長さんの言われる瀬戸内ミュージアム構想、大賛成です。

是非これには参加させていただきたい。長くなりましたが、本日呼んでいただいたことに対する

感謝と共に皆様方にご挨拶申し上げたらと思います。どうもありがとうございました。 

 

松原館長 

どうもありがとうございました。 

今まで考えてきた瀬戸内海というのは、必ずしも地図上の瀬戸内海にこだわる必要は何も

ないと思います。最終的には、私は世界と通じていかなければならないだろうと思っています

から。瀬戸内というのは 1つの切り口だと思ったら良いと思います。色々な取り組み、具体的な

内容を挙げていただいて、さらにこれから展開すべき方向についても言及していただいてあり

がとうございました。 

続きまして、兵庫県立美術館の蓑館長の方から先ほどのご講演で補足しておくものがあり

ましたら補足していただいて、お話をいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

蓑館長 

一応皆さんに取り組んでいるものをお話ししたつもりです。まだまだまだいろんなことが頭の

中にありますが、先ほども言いましたが、瀬戸内に限らず、日本の美術館がもっともっと連携し

て助け合いながら、いいものを皆さんに見せていくという責任が私はあると思っています。それ
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にはお客さんがどうしたら来てくれるかということを私が常に考えているのは、まず存在感がす

ごく大事。兵庫にこういう美術館がある。あそこに行けばこういうものが見られるという存在感を

どうしたら作れるか。まず初めに名前を覚えてもらう。兵庫県立美術館という名前。一番大事な

のは、機会さえあれば新聞に毎日のように必ず一行でもいいですから兵庫県立美術館を。そ

れといろんなところから取材もあります。そういう時には断らずに。あらゆる雑誌、新聞等はなる

べく必ず応えるようにした方がいいですね。本当に毎年すごい数の兵庫県立美術館という名

前が雑誌、新聞に出てきています。これも一つのやり方で皆さんもぜひ。普通に兵庫県立美

術館という名前をあらゆるところに出るような、そういう努力がまず最初にやっていただきたいと

思いました。 

 

松原館長 

どうもありがとうございました。 

博物館・美術館の現在の取り組みについてお話を伺ってきました。いくつもの問題があると

思いますが、やはり蓑館長が基調講演でおっしゃっていた、子どもたちに対する対応ですね。

その相談ですけど、子ども、これからいろんなことを担っていく子どもたちがその場を訪れる。

それからその場を訪れなくても、いろんなことを学んでいく。その時に博物館・美術館というも

のが持っている社会的役割は、ますます大きくなっていくと思います。子どもたちへの対応、

先ほど本田館長から出前事業ということをおっしゃってましたけれど、この子どもたちへの取り

組みについて、これからどういうことをやるべきかについて、それぞれの立場でお話をお伺い

できればと思います。お願いします。 

 

本田館長 

今から３年ほど前でしたでしょうか。宇和島歴史文化研究会という組織ができまして、その

中のある方のアイディアで、学校に出向いて授業していくのがいいのではと。それと伊達家に

は古文書類が６万点ちかくある。そして非公開のものがいっぱいあります。あまり知られていま

せんが、ペリーの似顔絵とか。浦賀の黒船が来た時の文書が残っています。克明に書いてあ

ります。大砲がいくつ乗っているのか、人数が何人とか、それを実際に子どもたちに見せてい

く。博物館はガラス張りの中で空調のきいた部屋でしか見せていない。 

異例にはなりますが、実際に子どもたちに目の前で見せて、ということをやっていこうではな

いか。現在、続けているのが、その古文書等を持って行って学校でプレゼンテーションを１時

間の授業をしています。博物館の出前授業でぜひというお願いをしています。 

 

松原館長 

学芸員だけではなく、その博物館の以外の方々。例えばボランティアみたいなかたちで、そ

のように関わってもらうということは、まだやってないんでしょうか。 

 

本田館長 

はい、歴史文化研究会の方では別の講座をもっています。そちらの方ではやっていますが、
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博物館自体でやっていくというのは、資料の扱いがありますから、学芸員でないと難しい面が

あります。今後の課題にしておきます。 

 

松原館長 

ありがとうございました。次に近藤館長から先ほど修学旅行生も含め２５０校ぐらいでしたか、

もう少し詳しく子どもたちに対する対応について、また今後どのようなことを考えているのか、お

話をお願いします。 

 

近藤館長 

先ほどリニューアルした中での可動式恐竜の話をしました。２体ありまして、ティラノサウルス

とトリケラトプス。これも子育てという観点から「安心子ども基金」を利用したという話をしました

が、基金をもらうことで当初のプログラムの中に恐竜体操というのが入っています。実際、恐竜

が体操をすることは、まずありえなかった話ですから。交付金をもらうため入れていいのかとい

う議論が学芸員の中でありましたが、結局、まずは博物館に足を運んでもらうということを念頭

においた場合、そういうあり得ないものをするということも許されるんではないかと、プログラムに

入れ申請をしました。３月にリニューアルオープンして、昨年と比較すると同じ期間で２．５倍の

来館となりましたので、結果として、展示物をより多くの方に見ていただき博物館を活用いただ

いたと思います。これからもより多くの方に来館していただくために、そういった観点も含め許さ

れる範囲の中で工夫をしていかなければならないと思っています。 

それ以外の具体策は、今はちょっと考えはつかないですが、博物館は地域にとって認めら

れるためには、より多くの方に来ていただいて、学校もただ教科書で習うということも大事だと

思いますが、やっぱり百聞は一見にしかずということで、習ったものを当博物館に来て、実際

に見ていただければ２倍３倍にも教育効果があがると思います。学校教育との連携はこれから

もできる範囲でより良くしていかなければと思っています。 

 

松原館長 

どうもありがとうございました。あの恐竜体操というのは、一応恐竜の動きというのに基づいて

いるんですか。 

 

近藤館長 

以前は油圧式ということであまり柔軟な動きができなかったのですが、今は空気圧を利用し

ているということでかなり動きが滑らかになっています。恐竜ですので実際は人間と同じような

動きまでは無理ですが、そういうことで興味をもっていただくということでは成功したと思いま

す。 

 

松原館長 

続きまして、大和ミュージアム戸髙さんの方からお願いします。 
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戸髙館長 

あの、恐竜体操ぜひ見たいですね。大和ミュージアムは、やはり技術。造船の技術、そして

明治以降の歴史です。子どもといっても実際は中学生以上。歴史は難しいとこがあるので見

てもらいますが、やはり小学生も多いので。最初の技術に対する興味のきっかけの場として３

階に未来のフロアというものを作り、船、造船の原理・原則、浮力であるとかを体験遊具として

遊びながら「あっ！こんなことがあるんだ」という程度のことをまずは体験してもらうコーナーが

作ってあります。実際の歴史展示は淡々とした明治以降のものなので、面白く易しいかという

となかなかそうでもない。かなり難しいです。事実っていうのは、きちんと教えないといけない部

分はある。そういうことで展示の方は地味なんです。 

私は、館外でミュージアムのことを説明してくださいと言われて行くと、真っ先に言うのが「大

和ミュージアムは日本で一番地味な博物館です」とよく言うんです。これは、何が有るかという

と歴史展示で入って一番最初に煉瓦のかけらが３個置いてあるんですね、ケースの中に。そ

の隣に水道管のかけらが一個。要するに明治２０年頃ですね、明治政府と海軍が呉に海軍工

廠を造ろうとした時に呉は本当に小さな田舎の村でしたから。建物を造るといっても真っ先に

「はい、分かりました」といって煉瓦を焼くところから始めなきゃいけなかった。そのぐらい何もな

い時代であり、場所だったんです。その時の記念の煉瓦が残っているので、それが置いてある。

モノとしてはお宝ではない。ずうーっと先にいっても海軍工廠の話。造船ですからスパナがあ

ったりハンマーがあったり。今でもその辺の工場に転がっているようなモノが展示ケースの中に

あります。そういったモノ自体はちっともお宝ではありませんが、それがもっている歴史的背景

がどれほど面白いかということをいかに伝えるか。まあそういうところに力を入れなければいけ

ない。 

ただ見る側が興味を掻き立てられるように誘導しなければというところで、入った瞬間のとこ

ろに戻って１０分の１の巨大な戦艦大和の展示模型を造ったんです。私がよく言うのは、今作

ったものだから文化財でも何でもない。模型で中は空っぽだから技術資料でもない。何である

か。これはやはり技術とか歴史に対する興味を掻き立てるツールなんです。それを見て７０年

前の日本が何でこんなものを作らなければいけなかったんだろうかとか、何で世界中でできな

かったものが日本で造れたのか。また、呉という小さな町で造れたのか。そういうことをビックリ

するような大きな展示模型で驚いてもらい「えー！どうしてこんなものが造れたんだろう」という

気持ちを持ったうえで歴史展示に入ると、順次それが少しずつ解消され「あぁ、なるほど。そう

なのか」という全体構造で見てもらえるよう造りました。 

だから中学生以上だと、まあまあ納得していただけるし、修学旅行の下見の先生に「これは

面白いですね」と。「博物館の名前を聞いた時には生徒を連れて行くのはどうなのかと一瞬思

ったけど、行ってみたら非常にニュートラルで、いい展示だと思います」って、言っていただき

修学旅行がどんどん増えている状況です。やはり、その歴史を客観的にみせていくので相手

が子どもだからといって易しく説明することはないと思います。それから学校の教室ではないの

です。博物館、美術館に行って「はい、ここで座ってこれを覚えなさいよ」「後で試験しますよ」

という場所ではない。つまらなかったらその場でＵターンして帰ってもいいのです。だから当人

が「あ！面白そうだ」と思って興味をもつ場だと思います。 
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大和ミュージアムは、大きな博物館ではありません。中ぐらいマイナスαぐらいの規模です

が、対象にしなければならない歴史は莫大で、時間・空間ともに大きいので、大和ミュージア

ムで造船の歴史が全て言えるかというととんでもないんですね。ほんの一部しか展示できない。

だから教えることは私はいらないと思っています。日本の歴史、技術の歴史、造船の歴史に、

ああ面白いんだなと思ってくれれば後は自分で勉強すると思います。そういう最初のきっかけ

の場所を与える場でありたい。それが子どもに対する博物館の一つの存在の意味でないかな

と思いますね。あれを教えるこれを教えるじゃなくて「あ！これはもっと自分で知りたい」と思っ

て初めて自分で勉強する。自分のことを思えば分ります。学校で教えられたことは大体忘れて

います。自分で興味を持って調べたことはずうーっと覚えているんです。自分で興味を持って

調べられるそういう場でありたいと。子どもは将来の大人ですからね。今、来た子どもが将来ま

た来てくれるお客でもあるわけです。そういう人たちを自分の施設で養成しているところが博物

館・美術館には必要だと思うのです。 

私がいつも思っているのは、今の教育は主観教育というか、答えは一つという教育ですね。

数学は１００人の人間がいると答えは一つですね。一人が違っていたらお前は間違えたって

言う。ところが教育はそれだけではないですね。人間は、みんな個性と考えがあるので。私は

美術大学だったので、１００人の生徒がいて１００の絵を描く。同じのがあったらお前は誰かの

真似しただろうと。１００人いたら１００の答えがないといけないのです。だから、歴史の展示を

見て、これはこうだという説明ではなく、あれを見てこれを見て自分はこう考えると。そのような

考え方ができるような博物館にしたいというのが、大和ミュージアムの基本です。若い人に対

する教育の場である。きっちり伝えるっていうことは本当に大事なこと。それをいかに面白く、

楽しく見せるかっていうのが、さらに大事なことだと思います。歴史の展示を見て、これはこうだ

という展示でなく、自分はこう思うと考える展示を博物館でしたいと思います。 

 

松原館長 

 呉市として、小・中学生に対し博物館に訪れることを教育委員会を通じて定期的に来るなど

仕組みはありますか。 

 

戸髙館長 

 呉市は、生徒さんは無料にしています。規則的に回ってくるところまで行っていません。これ

からできるようにと思っています。 

 

松原館長 

 金沢は小・中学生の全員を連れてくる予算をとって実行され素晴らしい成果を上げています

が、現在はどのようになっていますか。 

 

蓑 館長 

 まず、戸髙館長のお話の中で、日本の教育というのは教えるというか、その感じを直してほし

いです。教えることが教育ではない。英語でエデュイケーションですが、それは、ヒントを与える
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という意味です。だから子どもたちが自分で答えをつくるような教育をしてほしいです。その思

い込みを直してほしいです。自分で考えるということをもっともっと教育してもらうことで変わると

思います。子どもはいずれ大人になります。だから、子どもだからこの部屋に入ってはダメ。子

どもだからはダメで、子どもだから絵を下げよう、子どもだから字を大きくしよう、もう少しカナを

ふろうとか。子どもはそれをやられると一番嫌なんです。常に大人になりたいんで大人と同じで

いいんです。自分が読めなくても見えなくても。それによって親が一緒になって見えるようスキ

ンシップで掲げてあげたり、それを子どもはしてほしいんです。そういうことをしないで子どもに

見えないから絵を下げてみると、子どもはなおさら来なくなります。美術館というところは、子ど

もがいなかったらこどもは来ません。大人しか入っていなかったら（子どもにとって）そこは自分

の場所ではないんです。子どもをうんと美術館に入れておけば、子どもは自然に入ってきます。

金沢は、これで成功しています。 

外国だと、入場者の６０％が家族連れなんです。日本では１％あるかどうかです。親が子ど

もに美術館に行こうと誘っても絶対に行きません。子どもが親に美術館に行きたいということを

われわれ美術館がしないとダメです。 

そして、小さな子どもがいると、なかなか外に出れない。そこで、金沢では託児所をつくりま

した。誰でも子どもは預けられるようにと。兵庫県では託児所はないですが、まず最初にやら

せたのが、土日に会議室を託児室にした。子どもを連れてきても、そこへ専門家に来てもらっ

て子どもをみてもらう。これが浸透してくれば、いづれは専用の部屋をつくりたいと思っていま

す。だから、みんなが来れるような取り組みを美術館側がすることが大事である。 

それと、成功している事例では、毎年、兵庫県の全部の子どもたちが学校で作品を作りま

すが、数日ですが、３棟のうち貸館となっている１棟を貸し切りにして子どもたちの作品を展示

しています。それがすごい人気で、毎年１日１万５千～２万人。親、おじいちゃん、おばあちゃ

ん、親戚の人たちが来てくれますので。場所があれば、そういうことをすることも大事です。もち

ろん、子どもの絵画教室なども。 

また、この間テレビの番組だったのですが、安藤さんをお招きして美術館を使いながら中学

生を対象に２階建ての家を造るというプロジェクトを開催したところ好評でした。これをきっかけ

に、建築家になりたいなという子も出てくるでしょう。皆さん、子どもを本当に大事にするのなら、

子どもではなく大人と同様に扱っていただきたいと思います。 

 

松原館長 

 そのとおりだと私も思います。坂の上の雲ミュージアムでも細やかですが、４階テラスを利用

して、子どもたちに萬翠荘を写生していただき、それをここに展示するということをやっていま

すが、残念ながら託児所を置く空間はありませんが、今のお話をお伺いして工夫する必要が

あると思いました。 

残念ながら時間がなくなってきました。最終的なテーマであるミュージアムの連携をどのよう

に具体的にしていくかということをお伺いしていきたいと思います。連携、ネットワークというの

は口にするのは簡単ですが、実際はとても難しいんです。戸髙館長さんのお話にあったように

シンプルな形で実行するのがよいと思います。それとそれぞれの博物館の個性を尊重しなが
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ら。私の造語ですが、「存意共生」。異なることを存在させながら共に生きるという、今のテーマ

のみならず将来的な地球上すべての問題に繋がっていく。存意共生、それぞれの個性を大

事にし、尊重しながら共生する。なかなか難しいことです。 

それでは、蓑さんの方からミュージアムの連携について、提案や問題点など発言をお願い

します。 

 

蓑 館長 

 私はアメリカでいろいろな美術館を野球選手のように渡り歩きました。アメリカでは普通です

が、日本の場合はあまり例がなく、入ったらそのまま最後までその博物館にいる。そうではなく

て、外に行くというのは大事なことで、連携するからには学芸員の交換といいますか、数カ月

でもいいから外の博物館に行って、実際にその場に入り働く、そして知る。それによって自分

のところの有り難さも分かりますし、いろいろな再発見がある。そういった機会、可能性があれ

ばもっと変わっていくと思います。 

 

戸髙 館長 

 先ほど言いましたように、まず出来ることからです。無理のない労力のかからないところから

連携をしていきたいと思います。 

 

近藤 館長 

 昨年の東日本大震災によって東北地方の博物館の資料が随分痛みましたが、西日本の自

然史系博物館ネットワークに加盟している学芸員から資料の復元を支援しようという声があが

り、当館の学芸員も分担し 1 年間かけて復元作業を行いました。復元過程の報告や今後博

物館の資料をどのようにして守っていくかという話し合いが、５月１日に大阪で開かれます。今

後も各館の学芸員同士が具体的な作業を一緒にやるということが大切ではないかと思ってい

ます。 

 

本田 館長 

 私どもとしても、できるだけ自らの展示について協力できるような館がありましたら、どんどん

交流を深めていきたいと思っています。平成２０年ごろまでは他の館と交流がなく、閉鎖的な

博物館でしたが、２０年以降、いろいろなところから資料をお借りするというようなことから交流

が深まっています。瀬戸内ミュージアム構想だけでなく、日本全国の博物館を勉強させてもら

いたいと思っています。 

 

松原 館長 

 ありがとうございました。時間がなくなってまいりました。会場からいただいた全ての質問には

答えられませんが、一つだけ。「蓑館長の元気のもとは何ですか」蓑館長お願いします。 

 

蓑 館長 
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 常に前に前にと前向きなんです。それが元気の源なんです。 

 

松原 館長 

 時間が参りましたので、本日の発表していただいたことは、今日、明日できることではござい

ません。長い時間の中で道を見つけて具体化していくものばかりだと思います。本日をきっか

けとして、上にさらに議論を重ね実践に結びついていく。連携は議論だけでは意味がなく、最

終的には実践が大事なもの、それぞれ無理がないよう実践することが。できそうなものを考え

実行していくため、今後の具体策について出来ることを提案そして声をかけていく。それが今

後も長く続くよう期待しています。その意味で、昨年の大和ミュージアムのシンポジウムから始

まったのですが、少し連鎖が始まってきたと思います。それが実り多いものに、ひいては、そこ

に集う人たちがいろんなことを思索する上でのプラスになることを期待しています。本日は、多

くの方々、ご参集いただき誠にありがとうございました。 

 

司会 

 長時間にわたり、ご議論いただき誠にありがとうございました。以上をもちまして、坂の上の雲

ミュージアム開館５周年記念シンポジウムを終わります。 


