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はじめに

第 25 回 ICOM（国際博物館会議）京都大会（以下

「大会」）は、2019（令和元）年 9 月 1 日～ 7 日を期

間として ICOM 本部事務局、ICOM 日本委員会、公

益財団法人日本博物館協会、ICOM 京都大会 2019 組

織委員会の主催と、日本学術会議の共同共催によって

開催された。ICOM（1）の創立される 1946 年以来、3
年に 1 度開催される国際大会としては、アジア圏で

は 2004 年の第 20 回ソウル大会、2010 年の第 22 回

上海大会に次ぎ、3 回目の開催となった。

ICOM によれば、通常の大会平均参加者数がおよ

そ 3,000 人ほどであるのに対し、今回は日本を含む

120 の国や地域から史上最多の 4,590 人が参加し、う

ち国内からの参加は前回の第 24 回ミラノ大会の 15
倍を超える 1,866 名であるなど、ICOM への関心の

高さを窺わせる大会となった（ICOM 日本委員会事

務局編 2019 p.44）。
ICOM と日本のミュージアム（2）との関わりを考慮し

たとき、例えば非欧米圏からは初の ICOM 名誉会員

に推戴された棚橋源太郎（3）、ICOM や ICOFOM（博

物館学国際委員会）のボードメンバーを歴任した鶴

田総一郎などの研究者（ICOM 大会招致検討委員会

編 2013 p.4）や、組織的なキャリアや社会関係資本

を多く有する国立館や都市部のミュージアムは、長

く ICOM をはじめとする国際社会とのグローバルな

交流を築いてきた。その一方で、ICOM とはあまり

繋がりのないその他の地方のミュージアムや博物館学

は、様々な要因からその恩恵を受けにくいという現状

にあり、グローバルな課題や成果を共有するにあたっ

て格差が生じているのもまた事実だ。そのようななか

で、世界中から関係者が集う国際大会が初めて日本

で開催されたのは日本のミュージアムの歴史を飾る 1
ページとなったが、それ以上に同じ場で世界中の人々

とグローバルな課題をシェアすることにより、改めて

日本や世界の現状を見つめなおすことができたという

点において各報告者にとって貴重な経験であった。

本報告は、各報告者が大会に参加したその状況をレ

ポートとしてまとめたものである。なお、各自がそれ

ぞれにテーマを設定したうえで執筆しているため一貫

性のない構成となっている点ではご容赦願いたいが、

基本的に大会をとおして ICOM をはじめ国際社会の動

向について共有していくことを目指している。 （伊東）

１．CAMOC（都市博物館のコレクション・活動国際委

員会）と CECA（教育・文化活動国際委員会）のセッショ

ンに参加して

報告者は、CAMOC と CECA のセッションに参加

した。というのも、報告者が研究の主要なテーマとし

て位置づけている「アクセシビリティ」（accessibility）
や「インクルージョン」（inclusion）にフォーカスし

た報告が多くされていたからだ。以下、紙面の関係か

ら本セッションの該当する報告に焦点をあてて概観

し、さらなる検討は今後の機会に譲りたい。

CAMOC で は、9 月 3 日 の セ ッ シ ョ ン 2
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「CAMOC+DEMHIST（ 歴 史 的 建 築 物 の 博 物 館

国際委員会）：ミュージアムの定義改訂の文脈

における都市と歴史的建築物のミュージアム」

（CAMOC+DEMHIST City and House Museums in 
the Context of Revising Museum Definition）、4 日

のセッション 3「多文化主義再考―都市のミュージ

アムで多種多様な“ダイバーシティ”とともに生き

る 」（Reconsidering Multiculturalism: Living with 
Different ‘Diversities’ in Museums of Cities）に参

加した。

セッション 2 の、Nathalie BONDIL（モントリ

オール美術館館長）による報告「インクルージョン

とウェルビーイングを備えたヒューマニスティック

なミュージアムに向けて」（Towards a Humanistic 
Museum with Inclusion and Well-being） で は、

OECD（経済協力開発機構）と ICOM による『文化と

地域開発：最大限の成果を求めて―地方政府、コミュ

ニティ、ミュージアム向けガイド』（OECD ICOM 
2019、ICOM 京都大会準備室編 2019）においても取

り上げられたモントリオール美術館（The Montreal 
Museum of Fine Arts）の事例を紹介し、社会的に排

除された人々にコミットメントしていくためのミュー

ジアムの公共的役割として「インクルージョン」と

「ウェルビーイング」（well-being）を ICOM 規約

（ICOM Statutes）第 3 条 1 項に定める「ミュージア

ムの定義」（Museum Definition）に加えることの重

要性を提唱した。

セッション 3 の、村田麻里子（関西大学教授）と

松田陽（東京大学大学院准教授）による報告「日

本のミュージアムと多文化主義」（Museums and 
Multiculturalism in Japan）では、21 世紀において

移民の増加やエスニック・マイノリティ、障害者など

多様な他者との共存にベクトルが向けられるなど、多

文化社会の時代を迎えた日本とミュージアムをとりま

く現状について、稲庭彩和子（東京都美術館アートコ

ミュニケーション係長・学芸員）と伊藤達矢（東京藝

術大学特任准教授）による報告「アートと参加を介

した異文化間コミュニケーションの育成：“Museum 

Start あ い う え の ”」（Cultivating Intercultural 
Communication Through Art and Participation: “ 
Museum Start a-i-u-e-no”）や、Antonella POCE（ロー

マ第 3 大学准教授）、Maria ROSARIA（同教授）ほか

による報告「インクルーシブ・メモリー・プロジェクト：

新しい共有メモリーの創造を促進するミュージアム・

エデュケーション」（The Inclusive Memory project: 
Museum education to promote the creation of a new 
shared memory）では、文化的な理解を高め、社会

問題へのアプローチを促進していくためのインクルー

シビティなプロジェクトのあり方について焦点があて

られた。

CECA では、2 日のセッション 2「ミュージアムの

健康とウェルビーイングに関するパネルディスカッ

シ ョ ン 」（Panel Discussion on Museums Health 
and Well-being）と、3 日のセッション 4「CECA
と ICOFOM による合同セッション：カルチュラ

ル・アクションとは？」（Joint Session CECA with 
ICOFOM: What is Cultural Action ?）の一部に参加

した。

セッション 2 では、「健康」（health）と「ウェル

ビーイング」をテーマとした報告がされ、日本の関係

者による報告もされていた。例えば、林容子（一般社

団法人アーツアライブ代表理事）による報告「ARTRIP
と A-Health：高齢化するコミュニティのために美

術館ができることとは？可能性と課題」（ARTRIP 
and A-Health: What Art Museums can do for aging 
communities? Possibilities and Challenges）や、安

曽潤子（東海大学講師）による報告「日本のミュージ

アムにおけるインクルーシブ教育の壁とは？」（What 
is the wall for Inclusive Education in Museums in 
Japan?）では、先述の CAMOC での報告ともリンク

してくるが、異なる文化的背景をもつ他者を繋ぐこと

で、その拠点（hub）を提供しようというミュージア

ムの社会的意義を見出している点では共通していると

いえる。

ま た、 セ ッ シ ョ ン 4 で の Colette DUFRESNE 
TASSÉ（モントリオール大学教授）による報告「ミュー
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ジアム・エデュケーションとそれについて語る言葉」

（Museum Education and Words to talk about it）で

は、18 世紀以降、近代制度としての「公共ミュージ

アム」（public museum）の機能を担ってきた「エデュ

ケーション」（education）という概念に焦点をあて、

そのなかで「アクセシビリティ」はあらゆる人々が

ミュージアムを最大限に利用できる状況を意味し、さ

らに「インクルージョン」は健康上の問題や障害、教

育の欠如、または失業によるミュージアムからの排除

を無くすためのアドボカシーの手段であり、ゆえに「ア

クセシビリティ」と「インクルージョン」は、ミュー

ジアムの教育機能を強化するための必須条件であると

した。このような視点は、氏によれば学校教育と比較

してミュージアムではあまり重視されていないことか

らも、そうした問題に対していかにアプローチしてい

くかという点では、日本と共通する課題であると実感

した。

2018 年 12 月の ICOM 執行委員会で採択された

「ミュージアムの定義」の改訂案では、「ミュージア

ムは、過去と未来に関する批判的な対話のための民

主化を促す、インクルーシブでポリフォニックな空

間 」（Museums are democratizing, inclusive and 
polyphonic spaces for critical dialogue about the 
pasts and the futures）であり、さらに「あらゆる

人々の遺産への平等な権利と平等なアクセスを保障

する」（guarantee equal rights and equal access to 
heritage for all people）ことがミュージアムの社会的

役割であることが打ち出されている（ICOM 2019）。
最終日の 7 日に、改訂案を議題として招集された臨

時総会では、さらなる議論によるアプローチが必要で

あるとして採択は先送りされたが、もちろんそうした

活動を展開してきた欧米諸国の意向も反映されている

ものの多文化主義的なアクションを見据える ICOM
の積極性をうかがえる。このようにミュージアムが社

会に貢献していくことの必要性への認識はますます高

まっているようであり、CAMOC や CECA において

も共有されていることがわかる。

なお、先述のセッションでは幾度となく「ウェルビー

イング」という言葉を目にするようになった。「ウェ

ルビーイング」は、WHO（世界保健機関）憲章によ

れば「肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、

すべてが満たされ」（4）ていることを意味する言葉であ

り、「アクセシビリティ」や「インクルージョン」の

目的ともリンクしてくるが、あらゆる資源を介在し

ていくことで“人間の幸福”に携わっていくという、

ヒューマニスティックな場としてのミュージアムの新

たな可能性を認識することができた。 （伊東）

２．ICDAD（装飾美術・デザインの博物館・コレクショ

ン国際委員会）のセッションに参加して

報告者は、大会に全日程出席をした。このようなイ

ベントが日本で開催されたことは、日本のミュージア

ム業界において歴史的意義のあることだったと後年評

価されるのであろう。その位、一部のミュージアム関

係者にとっては冷めた対応もみられ、また一方で祭り

のような局地的な盛り上がりをみせたことは、我が国

が「ミュージアム」を観光政策の一環と捉え売りにす

る目的には合致していた。

報告者は、ICOM 傘下の 32 を擁す国際委員会の 1
つである ICDAD（5）というグループに所属している。

この分科会に所属している関係者は世界中に 600 ～

700 人程度在籍しており、ICOM 総会員数 4 万有余
（6）に比して執行運営をしている役員はわずか 6 人との

ことで中々厳しい状況である。

なお、ICOM 会員は、入会金（初年度）と年会費を

納めると月に 1 回、国際委員会の動向や世界のミュー

ジアムの最新情報が e メールにより会報として届くこ

とや、会員証の呈示により世界の会員館へ優待入館で

きるなどの特典がある。また、自身の所属する国際委

員会以外に任意登録をすることで、3 つの委員会から

の情報を得ることが可能となる。これは、ICOM 公

式ホームページから好きな時に自由に所属を変えるこ

とが出来るため、有効に使いたい。報告者は、自身の

専門性から COSTUME（衣装の博物館・コレクショ

ン国際委員会）、GLASS（ガラスの博物館・コレクショ

ン国際委員会）、ICME（民族学の博物館・コレクショ
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ン国際委員会）の各国際委員会に登録している。

今回、大会へ参加した目的は、報告者の研究の深化

を目指すための情報収集及びミュージアムでのモノ資

料の取り扱いが、世界の研究者の間で、どのように扱

われているかを知る必要性にある。また本報告におい

て取り上げたセッションは、数ある報告の中から自身

の研究のヒントとなり得るものだけにピックアップし

て記している。すなわち、装身具、陶磁器、職人技術

の伝承である。

9 月 2 日、報告者は開会式と建築家の隈研吾（東京

大学大学院教授）による基調講演に参加後、自身が所

属する ICDAD セッションに直行した。

セッション第 1 部でのテーマは、「装飾美術にお

ける異文化の影響」（Cross Cultural Influences in 
Decorative Arts）であり、デンマーク・コペンハー

ゲンにあるイスラーム美術で著名なデヴィッド・コ

レ ク シ ョ ン（The David Collection） の Joachim 
MEYER（同キュレーター）による「キリスト教の十

字架とイスラムのお守り容器について」（Christian 
Crosses and Islamic Amulet Containers）をはじめ、

Shirin MELIKOVA（アゼルバイジャン・カーペット

博物館館長）の報告などを聴いた。宝石・宝飾品商で

もある報告者の研究は、宝石・宝飾品の展示に関する

総合研究だが、正直なところ ICOM の様々な分野の

国際委員会にでさえ、古から存在する宝石・宝飾品を

テーマとした独立した団体は存在していないのが現状

である。しかしながら、冒頭の聖遺物とイスラム・ア

ミュレット（装飾護符）の報告を聴くことができ、同

志の心情を鑑み少々安堵した。ただし参加者の注目度

は低く、「絨毯」をテーマとした報告に比べると圧倒

的に肩身が狭いのは変わらない状況であった。

第 2 部は、「ヨーロッパの室内装飾にみられるジャ

ポニスムとシノワズリ」（Japonisme and Chinoiserie 
in European Interiors）、第 3 部は、「伝統を未来

へ」（The Future of Tradition）と題して、日本人研

究者が考える「京都の伝統工芸を世界に紹介する」

（Introducing Kyoto’s Decorative Art Traditions to 
the World）という試みや、Diane DURSTON（ポー

トランド日本庭園名誉キュレーター）と松山幸子

（京都精華大学）との共同による「職人：未来を見

つめる京都の 5 人の匠」（SHOKUNIN: Five Kyoto 
Artisans Look to the Future）の報告等と盛り沢山な

初日であった。

9 月 3 日のセッション第 5 部は、「世界各地におけ

る東アジアの陶磁器について」（East Asian Ceramics 
around the world）をテーマとして、HUANG Lan 
Yin（國立故宮博物院キュレーター）の「明朝の永楽

帝から宣徳帝時代における青花染付の伝統、模倣と

相互作用：図案と変化」（Tradition, Imitation and 
Interaction: Pattern and Transformation of Yongle 
（1403-1424） and Xuande （1426-1435） Blue-and-
white Porcelain of the Ming Dynasty）の報告や、降

旗順子（京都国立博物館学芸部保存科学室長）による

「修復保存を通しての文化交流の探求」（Conservation 
Science and Explorations of Cultural Exchange）の

報告と続き、第 6 部では、「日本の茶の湯の伝統と

革 新 」（Tradition and Innovation in Japanese Tea 
Ceramics）と題して、出川哲朗（大阪市立東洋陶磁

美術館館長）による徳川家伝来の「日本の茶道具と

しての宋代天目茶碗の受容」（The Reception of Song 
Dynasty Tenmoku Tea Bowls as Tea Utensils in 
Japan）、SANG Seung Yeon（東京藝術大学国際交流

基金研究員）の「“陶芸作家”としての野々村仁清再考：

彩壺会と大正期日本の陶芸鑑賞の台頭」（Reimaging 
Nonomura Ninsei as “Artist-Potter” : The Saikokai 
and the Rise of Ceramic Appreciation in Taisho 
Japan）など、「ジャポニスム」（Japonisme）や「テ

キスタイルとデザインの伝統と革新」（Tradition and 
Innovation in Textiles and Design）として講演が進

められた。

9 月 4 日 ICDAD のセッションも最終日を迎え、

他分科会の ICFA（美術の博物館・コレクション国

際委員会）と GLASS との共同開催であった。共同

開催のテーマは、ICDAD の大会での総合テーマで

ある「東西の美術における温故知新」（The Future 
of Tradition in the Arts, East and West） に 加 え
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て、「西洋のミュージアムにおけるアジア美術の表現

手法（1）」（Presentation of Asian Art in Western 
Museums（1））、「異文化の影響と日本」（Cross-
Cultural Influences and Japan）、「 美 術 の 伝 統

と革新やミュージアムの展示手法等」（Tradition 
and Innovation in the Arts and in Museum 
Presentations）、「西洋のミュージアムにおけるアジ

ア美術の表現手法（2）」（Presentation of Asian Art 
in Western Museums（2））と、各分科会が入り乱れ

てオムニバス形式に横断的・網羅的な議論が交わされ

た。

この日は、午前中に調査の一環として「ICOM 開

催記念」と銘打たれた京都大学総合博物館企画展の「比

企鉱物標本」を見学し、一般的に自然史系の鉱物標本

展示は鉱物由来の宝石・宝飾品展示とは類似性もある

が、概念が違うために似て非なるものなのかを再確認

した。

報告者は、脇目も振らず 3 日間にわたり ICDAD 総

セッション数 14、1 セッションにつき短いもので 10
分、長いもので 60 分程度の登壇者 45 名余りの講演

全てに参加したが、そこで語られる世界の各担当学芸

員を含めた研究者の口からは、何ら新しい考えは聞こ

えてこなかった。我が国を含め、モノ資料を扱う各国、

各地域の専門家の作品に対する着眼点や展示手法の考

え方の一端を垣間見ることができると期待したが、あ

る程度は予想していたもののさほど得たものは多くは

ない。ただ、現在の世界のミュージアムの潮流を肌で

感じられたことは大きな成果であるといえる。  
（戸倉）

３．ICLCM（文学と作曲家の博物館国際委員会）のセッ

ションに参加して

報告者は、文学者の原稿や遺品を収集、保存、展

示する文学館について研究中のため、ICLCM のセッ

ションに参加した。文学館に関わる言及に偏ってしま

うが、大会で得られたものをまとめていきたい。なお、

本項において便宜上のカテゴリーとして日本の文学館

を「文学館」、海外のそれを「文学博物館」（literary 

museum）と呼ぶこととする。

今回の ICLCM 総会のテーマは、「文化をつなぐ

文学と作曲家の博物館」（Literary and Composers’ 
Museums as Cultural Hubs）であった。プログラ

ムのスケジュールとして、セッションでは 9 月 2 日

から 3 日までの 2 日間に 14（7）の報告があった。4 日

には次期委員長とボードメンバーを決める選挙が行

われ、5 日のエクスカーションでは宇治市源氏物語

ミュージアム、平等院とミュージアム鳳翔館を訪れた。

本項では一部の報告について紹介する。ほとんど

の報告が自館での取り組みを紹介するものであった

のに対し、ノルウェーの Ulrike SPRING（オスロ大

学准教授）と Johan SCHIMANSKI（同教授）によ

る「作家のミュージアムにおける国境を越えた展示」

（Exhibiting Transnational Mobility in the Author 
Museum）は、文学博物館や展示品の性質にせまる内

容であったため興味深い。ある作家の母国外にある文

学博物館や、作家の旧家で展示される外国産のタイプ

ライター、時計などに着目し、文学博物館におけるト

ランスナショナリティ（Transnationality）、すなわ

ち国境を越えた交流や国家との結びつきについて報告

された。質疑応答では、作品が翻訳されることもトラ

ンスナショナルと言えるのではないか、文学博物館は

モノではなく作品に注目するべきなのではないか、と

活発な議論が行われた。

中川成美（立命館大学教授）による「文学館の戦

略としての日本の文学界のマッピング」（Mapping 
Literary World in Japan as Strategy of Literary 
museum）では、日本の文学館の紹介があった。日本

語は世界的に見てマイナーな言語であり、文学館は来

館者に日本人のみを想定しているため、多言語対応が

整備されていないことを指摘した。また、日本を代表

する作家であるにも関わらず芥川龍之介を記念する文

学館はない（8）こと、作曲家や音楽関係のミュージアム

としては大分県の瀧廉太郎記念館や鳥取県のわらべ館

があることを紹介された。

4 日の選挙では 2019 年から 2022 年の ICLCM 委

員長にノルウェーの Fredrikke Hegnar von UBISCH
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（The Asker Museum）が選出された。その後、2020
年にアゼルバイジャンで開催される予定の年次総会

について案内があった。5 日のエクスカーションで

は、宇治市源氏物語ミュージアムのホールにて木村朗

子（津田塾大学教授）による『源氏物語』の講演の後、

2018 年 9 月にリニューアルされた館内を見学した。

昼食後、宇治市営茶室対鳳庵にて抹茶と和菓子をいた

だき、平等院とミュージアム鳳翔館を見学した。

大会の会期中、各国際委員会の活動を紹介するポス

ターが会場となった国立京都国際会館内に展示されて

いた。ICLCM のポスターでは、文学と作曲家のミュー

ジアムの発展を目的としたミッション（9）とおもな活動

内容が紹介されており、現在進行中の活動として「ヨー

ロッパ、アジア、アメリカの文学者と作曲家のミュー

ジアムの地図」（A map of writers’ and composers’ 
museums in Europe, Asia, and the Americas） と、

発足した 1977 年から 2019 年までの主要な研究成果

をまとめた書籍の作成が挙げられていた。

セッションとエクスカーションには連日 30 名ほど

の参加があった。そのうち、日本人の登壇者は 1 名

で、出席者もごくわずかであった。大会のホスト国で

あるにも関わらず、日本の現役の文学館関係者によ

る報告はなく、ICLCM と日本の文学館界の遠い距離

を感じた。そもそも、日本のミュージアム界全体で

も ICOM 加盟館は 50 施設と少なく、文学館としての

活動が中心である施設は含まれない（10）。後日、国内

のある文学館関係者から「博物館という意識をもつ文

学館は少ない」という発言を聞いた。文学館研究で

は、文学館には図書館、文書館（アーカイヴ）、博物

館としての 3 つの役割があると指摘されている（鳥

羽 2007）ものの、館の形態がさまざまな文学館の現

場では、「博物館」という意識が薄いところも多いの

かもしれない。今後、博物館学の見地から文学館を研

究するうえで、留意するべき点であることがわかった。

14 の報告のうち、11 がヨーロッパ、3 つがアジア

の国々からのものであり、なかでもロシアのミュー

ジアム関係者による報告が 5 つあった。ICLCM は、

1977 年の第 11 回 ICOM モスクワ大会にてソビエト

連邦（当時）のミュージアム関係者の呼びかけによ

り、ICLM（文学博物館国際委員会）として発足して

いる。当時から、ロシアが ICLCM の活動を積極的に

維持していることがうかがえる。アジアでは、日本の

ほかにイランと台湾からの報告があった。過去、アジ

ア文学系博物館会議（Asian Conference for Literary 
Biographical and Memorial Museums）（11） が 1982
年にインドにて開催されたが、以降この会議の活動は

みられない。日本やアジア、その他地域への ICLCM
の浸透は未だに余地がある。

今後は国内の文学館の歴史について研究予定であ

る。文学を展示する文学館はどのように誕生したのか、

海外との関わりにも目を配りつつ、今回得られた経験

を活かして研究に取り組んでいきたい。 （橋口）

４．博物館の基本的機能の重要性

報告者は 9 月 4 日の大会 4 日目に参加した。参加

したプレナリーセッション、基調講演、パネルディス

カッションは、以下のとおりである。

・プレナリーセッション「被災時の博物館―文化遺

産の保存に向けた備えと効果的な対応」

・基調講演「私の美術館春秋―ミュージアムあれこ

れ考」蔡國強（アーティスト）

・プレナリーセッション「世界のアジア美術と

ミュージアム」

・パネルディスカッション「博物館と地域発展」

プレナリーセッション「被災時の博物館―文化遺

産の保存に向けた備えと効果的な対応」では、モデ

レーターとして Corine WEGENER（スミソニアン

文化財レスキューイニシアティブ）、スピーカーと

して小野祐一（東北大学教授）、Alejandra PEÑA 
GUTIÉRREZ（プエルトリコポンセ美術館館長）、

Aparna TANDON（ICCROM（文化財保存修復研究国

際センター））、Renata VIERA DA MOTTA（ICOM
ブラジル委員長）が登壇した。ミュージアムの災害時

の被害や修復の現状、その後のデータベース化につい

て、また自然災害被災時におけるコミュニティ内での

ミュージアムの役割、被災時の文化財レスキューと現
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場の人命救助員の食い違いとそのギャップを埋めるこ

との重要性などが説明された。

次に基調講演で登壇した蔡國強は、自身が各国で開

催した展覧会について紹介した。氏は都市だけではな

く、日本でも新潟などの地方でも展覧会やパフォーマ

ンスを行っており、芸術家との関わり方や、ミュージ

アムで行えるイベントの多様さを説いた。

プレナリーセッション「世界のアジア美術とミュー

ジアム」では、モデレーターとしてYukio LIPPIT（ハー

バード大学教授）、スピーカーとして河合正朝（千葉

市美術館館長）、KIM Min Jung（応用美術科学博物館

キュレーター）、Christoph LIND（ライス・エンゲル

ホルン博物館美術・文化史部長）、Anne Nishimura 
MORSE（ボストン美術館日本美術シニア・キュレー

ター）、が登壇した。主に東アジアの美術の特徴や西

洋におけるアジアアートを紹介し、それらはアジア人

が感じるアートと差異がありその原因が当時の西洋人

が看取した「アジアアート」であること、また国際間

でのキュレーターの連携や育成の重要性を実例をもと

に解説した。

パネルディスカッション「博物館と地域発

展」では、モデレーターとして Dorota FOLGA-
JANUSZAWAKA（ヤン 3 世宮殿博物館副館長）、

Joana Sousa MONTEIRO（リスボン博物館館長）の

2 名が務め、スピーカーとして門川大作（京都市長）、

Lamia KAMAL-CHAOUI（OECD 起業・中小企業・

地域と都市センター局長）、Peter KELLER（ICOM
事務局長）、Luis Orlando REPETTO MÁLAGA（教

皇庁立カトリック大学リバ・アグエロ研究所美術・大

衆伝統博物館館長）が登壇し、ミュージアムの経済的

価値や地域発展における役割を紹介した。その中で、

ミュージアムはクリエーティビティやイノベーション

を生み出すものであり、都市開発・再生の源ともなり

えるものであるとし、そのためには新たな定義作りや

他組織との連携などが必要である説明した。

報告者が、大会で考えさせられたことは、大学院在

学時の研究テーマであった「遺跡博物館」とそれにと

もなう連携についてである。それらを特に感じたのは

パネルディスカッション「博物館と地域開発」である。

ディスカッション内で Lamia KAMAL-CHAOUI に
よる「ミュージアムが地域やコミュニティ、企業など

と連携することにより、文化的、経済的、社会的観点

から貢献できる」という発言があった。後日配布され

た OECD と ICOM の協同編纂によるガイド『文化と

地域開発：最大限の成果を求めて―地方政府、コミュ

ニティ、ミュージアム向けガイド』（OECD ICOM 
2019、ICOM 京都大会準備室編 2019）に詳細に載っ

ているが、ミュージアムが地域社会に寄与できること

は文化的価値を保存・創造することに加えて、経済発

展、都市の再生と地域社会の発展、教育文化の発展

とクリエーティビティ、インクルージョン、ヘルス、

ウェルビーイングなど多岐に渡る。それらをなすうえ

でミュージアムと地方自治体、地域社会、関連企業、

ミュージアム同士の連携や目的に合った施策や都市計

画などが必要であるとのことである。

この事柄について全く同内容というわけではない

が、観光やまちづくりについては、文化庁による『史

跡等のてびき―保存と活用のために―【総説編】』（文

化庁文化財部記念物課監修 2005 pp.61-62）において

以下の記述が見られる。

史跡等の活用には、来訪者に対して史跡等を適切

に「公開」することをはじめ、来訪者が史跡等の

空間において快適に過ごし歴史及び文化を学ぶこ

とができるように諸施設の設置を行うこと、…（中

略）…また、史跡等の運営及び史跡等の「活用」

に関連することとして、史跡等の運営及び史跡等

を核とするまちづくり、地域づくりをはじめ、こ

れらに関わる地域連携の促進及び市民活動への支

援等の施策がある。

以上の他にも多数の論が見られるが、史跡整備には、

隣接したミュージアムの必要性とそれらを核としたま

ちづくり、地域おこしまでもが目的としてあげられる。

しかし、ミュージアムを伴わない史跡整備や施設が隣

接しても十全に活かされないことがままある。史跡を

核としたまちづくりを実現するためにはさまざまなコ

ンテンツが必要であることはもちろんであるが、その
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一つとして必要不可欠なものは地方自治体や地域コ

ミュニティとの連携や協調である。ミュージアムは、

連携の際に史跡整備やそれに伴うミュージアムにどの

ような価値や意義を提供できるか説明しなければなら

ない。そのために重要なのが収集、保存、調査、公開（教

育普及）といったミュージアムの基本的な機能なので

あろう。それらを活性化させることでミュージアムの

価値を証明することができ、連携につながる。そこか

らまたミュージアムの機能が深められるのではないだ

ろうか。

報告者は、大会に参加して以上のような当たり前の

ことを、恥ずかしながら改めて考え気付かされたので

ある。その他にも各国の館長やキュレーターの話を聞

きことができ非常に刺激を受けたことは事実である。

しかし報告者にとっては、理解しているつもりであっ

た基本的な事柄について改めて考える機会を得たこと

が一番の収穫であった。 （大久保）

５．横断的な博物館学形成の必要性

報告者は、今回大会 4 日目に参加した。ICOM 会

員ではなく、事前登録もできなかったこともあって 1
日間のみの参加ではあったが、報告者の普段の業務へ

の所感と絡め、当日の様子の報告を行う。

大会 4 日目で印象に残った報告の一つは、CAMOC
による「多文化主義の再検討：都市のミュージア

ムの様々な「多様性」との共生」（Reconsidering 
M u l t i c u l t u r a l i s m :  L i v i n g  w i t h  D i f f e r e n t 
‘Diversities’ in Museums of Cities）である。日本

の報告者をはじめ、西オーストラリア博物館（Western 
Australian Museum）、ニューヨーク市立博物館

（Museum of the City of New York）、ダビデの塔博物

館（The Tower of David Museum）などの代表者が

それぞれ自身の館での活動を報告した。様々な事情や

背景をもつミュージアムが、コミュニティにおける自

館の役割を話したが、国や地域によってそもそも「館

がアプローチするべきコミュニティ」の対象は違う。

しかし、Alec COLES（西オーストラリア博物館館長）

による、「コミュニティの少数者に対しては、一人称

で語ることのできる場を提供し、私たちは彼等の“代

弁”をするべきではない」という言葉は、どの環境に

も適用できる重要な指摘である。先住民族の多い地域

に新設された当該館では、館職員にアボリジニ出身者

を雇用していると紹介があった。他にも、移民が自身

を表象する言葉を刻むウェルカムウォール設置など、

「一人称」を重視する姿勢が見られる。

同じ地域内においても、国籍、人種、性別、宗教など、

様々な視点から「コミュニティ」（community）を設

定してみる試みは、どこの館にも必要であろう。いず

れにしても我々ミュージアム職員は、コミュニティの

少数者を「代弁」による二次的な被害（差別の再生産

等）に遭遇させることのないようにしなければならな

いと再認識した。

また、メインホールで行なわれたセッション「博物

館と地域発展」では、ICOM と OECD が共同で編纂

した『文化と地域開発：最大限の成果を求めて―地方

政府、コミュニティ、ミュージアム向けガイド』（OECD 
ICOM 2019、ICOM 京都大会準備室編 2019）につい

て解説がなされた。このガイド内では、ミュージアム

の文化における権威的な面より、雇用を生みだし、生

活の場として機能する面が強調されている。しばしば

関係者からですら経済効果を求めない場のように捉え

られているミュージアムであるが、このイメージに反

し、積極的に経済的側面を肯定した内容である。

さらに、このガイドの目的の一つとして、それぞ

れのミュージアムに「自己評価の枠組みを示すこと」

（The Guide provides a self-assessment framework）
が挙げられた。これもまた、事情が異なる館同士が博

物館学に基づく共通言語で課題を捉えるために必要な

ことである。来館者に対し、学習到達目標を設定しな

い生涯学習施設では、学年ごとの到達目標を設定する

学校より、自己評価の規範をもつことは難しい。館の

事業の影響力について、効果測定がしづらいためであ

る。自己評価の枠組みをもつ取り組みによって、最終

的に ICOM 大会のような広範なミュージアム同士の

対話が成立する。我々ミュージアム職員の基礎固めの

重要性を強く感じるセッションであった。
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また ICOM では、「ICOM 規約」の他に「ICOM 職

業倫理規程」も定めており、近年では 2001 年、2004
年と改訂がなされている。この「職業倫理規程」であ

るが、原文は「ICOM Code of Ethics for Museum」

であり、個々の職員ではなく、ミュージアムやミュー

ジアムの管理機関自体の倫理に重点が置かれているこ

とが分かる。職員は基本的に、ミュージアムの方針に

従い、管理者がミュージアムの職業倫理に反すると思

われた際に正当に異議を唱えることができるものとし

ている。

ミュージアムの職業倫理において問われるべき大前

提は、まずミュージアムそのものがどういう役割をも

つ場なのか、という点である。このことは、ミュージ

アムの自己評価の重要性と併せて我々が忘れてはなら

ないポイントであろう。

最後に、ICOM の今後への期待について、自身の

考えを述べる。大会で改訂が図られた「ミュージアム

の定義」は学芸員の職業倫理の大前提となるものであ

るが、実際のところ館の個別の事情が先に立ち、全国

の館で共通の土台をもつことは諦められているところ

も少なくないのではないかと考える。研修や学会など

の情報を手に入れにくい地方では殊更であり、国立や

県立の大規模館以外で、今回の大会参加を職場から許

され、その成果を持ち帰ることを期待された職員がど

れだけいるのかは疑問である。この場でなされた討議

は、一部の関心ある人物だけに共有されるべきもので

はない。

ICOM の認知度はまだまだ低い。それでも今大会

の参加者は予想を大幅に上回るものであったとのこと

だが、今後は個別の地域の事情を横断して、こうした

大会の情報を含めミュージアムの倫理の基礎固めをす

る議論の情報を地方にも届けられるようなネットワー

クの形成が重要になってくるのではないかと思われ

る。 （山極）

６．「博物館と地域発展」に参加して―地域のミュー

ジアムと課題解決のためのガイドラインー

パネルディスカッション「博物館と地域発展」は、

大会 4 日目の最後にメイン会場で行われた ICOM と

OECD（12）による共同セッションである。公式プログ

ラムでは、「ICOM と OECD（経済協力開発機構）に

よる、博物館、地方自治体の代表者が博物館・コミュ

ニティ・地方自治体の関係について様々な角度から検

討する合同セッションです。地域の持続可能な発展に

向けたよりよい行動計画を策定するための具体的な

戦略について討議します」とある（ICOM 京都大会

2019 組織委員会編 2019 p.53）。
当 該 セ ッ シ ョ ン の モ デ レ ー タ ー は、Dorota 

FOLGA-JANUSZAWAKA（ヤン 3 世宮殿博物館副館

長）、Joana Sousa MONTEIRO（リスボン博物館館長）

の 2 名が務め、スピーカーとして門川大作（京都市長）、

Lamia KAMAL-CHAOUI（OECD 起業・中小企業・

地域と都市センター局長）、Peter KELLER（ICOM
事務局長）、Luis Orlando REPETTO MÁLAGA（教

皇庁立カトリック大学リバ・アグエロ研究所美術・大

衆伝統博物館館長）の 4 名が務めた。本ガイドライ

ン（OECD ICOM 2019）の冒頭では、学習、自己評価、

開発の使い方として「地方政府や地域政府が、文化遺

産のもつ社会的、経済的価値の最大化を目指す自らの

アプローチを評価し、改良するため」「ミュージアム

が、現在そして今後の地域経済や社会組織とのつなが

りを評価し、強化するため」「ミュージアム、地方政府、

およびその他の関係者が連携するための具体的な方法

を確立するた」「文化と文化遺産をてこに地域発展を

進めるための学習ツールとして」と前書きされている

（ICOM 京都大会準備室編 2019 p.6）。
ICOM は、ICOM 規約に定める「ミュージアムの

定義」に基づいて運営されている。一方で、今回の

ICOM と OECD のガイドラインは「ミュージアムの

定義」とは別に地方のミュージアムとそれを取り巻く

関係機関に対する新たな政策方法であり、「1、経済発

展のためにミュージアムの力を利用する」「2、ミュー

ジアムの役割を足掛かりに都市再生とコミュニティ開

発を進める」「3、文化意識の高い創造的な社会の創

出に貢献する」「4、包摂、健康、幸福を達成する場

としてのミュージアム」「5、地域開発のための手段
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としてミュージアムを重点的に活用する」と、大きく

5 つのテーマに分けられ、1 から 5 までの各項目につ

いてミュージアム側と行政側の具体的な政策と事例を

挙げている。以下、ICOM 京都大会準備室による日

本語版『文化と地域開発 : 最大限の成果を求めて―地

方政府、コミュニティ、ミュージアム向けガイド』か

ら引用する（13）。

表１　経済発展のためにミュージアムの力を活用する

（ICOM 京都大会準備室編 2019 p.13）
地方政府 ミュージアム

・ ミュージアムを地方の観光開

発戦略に組み込む

・ ミュージアムとビジネスコ

ミュニティを結び付けて、新

たな商品やサービスを開発す

る    
   

・ ホスピタリティ産業および地

方の文化施設と協力して、多

様な対象者に働きかけ、新た

な来場者を引き付ける

・ 企業だけでなく研究機関や教

育機関をも取り込んで、イノ

ベーションを促進する

表２　都市再生と地域社会の発展における

　　　　 ミュージアムの役割を強化（同上 p.21）
地方政府 ミュージアム

・ ミュージアムとその周囲を都

市計画に組み込む

・ ミュージアムを、公共的討論

と地域社会の出会いのための

スペースと見なす

・ 創造的地区における要として

のミュージアムを活用する  
   
 

    
    
   

・ ミュージアムの計画と発展を、

より幅広い都市計画プロセス

の一部と見なす

・ 地域社会のための安全で開か

れた場としての役割を果たす

ことで、対話と意識向上を促

進する

・ 創造的地区の発展において先

を見越した役割を果たす

・ 地方という環境において、地

域社会の資産と遺産の価値を

安定的に維持する

表３　文化を意識し創造的な社会を促進する

（同上 p.30）
地方政府 ミュージアム

・ 青少年および成人のための教

育と訓練にミュージアムが果

たす役割を認識する

・ ミュージアムと協力し、訪問

者の経験に対してより幅広い

アプローチをとるためのリ

ソースと能力をつくりあげる

・ 地方在住の観客と観光客の

ニーズを満たすことのバラン

スを支える

・ ミュージアム訪問を、内省と

創造性を促進する経験として

体系づける

・ 教育、訓練、生涯学習の機会

を提供する

・ 文化多様性を促進する  
    
    
    
   

表４　包摂、健康、幸福感の場としてのミュージアムの推進

（同上 p.35）
地方政府 ミュージアム

・ データ、連携や資産を通じて、

ミュージアムによる社会福祉

への貢献を最大化する

・ 雇用への道筋の提供において

ミュージアムが果たす役割を

検討する

・ 幸福向上への幅広いアプロー

チにミュージアムを組み込む 
    
    
 

・ その地方で不利の立場に置か

れているグループのニーズを

認識し、対応するための内部

能力を構築する

・ しかるべき組織と連携して、

雇用に適したスキルを高める

・ 特定集団（ホームレス、受刑

者、高齢者その他の周縁的集

団）のニーズを満たすために

他の組織と共同でプログラム

を立案する

表５　地域開発におけるミュージアムの役割の主流化

（同上 p.43）
地方政府 ミュージアム

・ ミュージアムどうしの協力に

対して、長期的で総合的なア

プローチをとる

・ 保全、保存と研究をミュージ

アムの中核的機能として支援

する

・ ミュージアムの能力を拡大す

るために、資産をプールする

などの戦略を考える

・ 地域開発にミュージアムが果

たす役割を明確に表現し、そ

れを主要な文書とプロセスに

おいて運用可能にする

・ 保全、保存と研究を中心的課

題として維持する

・ 他の関連組織と連携して、影

響力を高める   
   

上記のごとく、社会教育や文化の保存・管理だけで

なく経済面に対しても政策が盛り込まれているのが

一つの特徴と言えよう。本セッションではこのガイ

ドラインに触れ、「使命の違う経済セクターの OECD
と関わることは ICOM にとっての将来的な戦略であ

り、異なるカテゴリーに興味をもってやっていかなけ

ればならない。両者の視点から共通の基盤を見出すこ

とによってギャップが埋まっていく」との発言があっ

た。この表１・２・５では、地域との接し方とミュー

ジアムの立ち位置が述べられており、観光地としての

ミュージアムや都市開発など、行政の他部署との連携

が強調されている。

表３・４では、ミュージアムの社会的な役割や社会

教育を念頭に置いている。特に表４のホームレスや受
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刑者をも含めたあらゆるニーズに応える政策方法が記

され、SDGs（持続可能な開発目標）の掲げる誰一人

として取り残されない人間の安全保障が盛り込まれて

いる。

今回のパネルディスカッションで明らかとなったガ

イドラインは、共同相手の OECD からも明らかなよ

うに経済的利益を追求している。一方、現行の「ミュー

ジアムの定義」では「ミュージアムは非営利である」

（Museums are not for profit）と、経済的利益に関し

て追求されていない。パネルディスカッションでは、

経済セクターの OECD 側が考える持続的開発目標の

柱として「文化」を挙げており、経済的利益を追求し

ていたとしても表５から理解できるように、ミュージ

アムが観光地や地域の中心的な役割を担うことが前提

としている。

以上、大会で開催されたパネルディスカッション「博

物館と地域発展」とガイドラインについて報告した。 
 （細樅）

７．21 世紀の「博物館学」を考える

「博物館学」はどうあるか―大会への参加は、これ

までグローバルな研究と接することのなかった報告者

にとって様々な面において考えさせられた経験であっ

た。というのも、日本の博物館学は大半が先行研究に

おいても ICOM 規約の定義を参照するなどある程度

はその関わりを保つものの、基本的に国際社会で展

開される「ミュゼオロジー」（museology）、あるいは

「ミュージアム・スタディーズ」（museum studies）
とは無縁であることが多いからだ（以下、日本と海外

との混交を避けるため、あくまで本項における便宜上

の概略的な分類として日本の博物館学を「博物館学」、

海外のそれらを「ミュゼオロジー」とする）。

例えば、大会参加者に配布された最新刊の『Museum 
International』（Vol. 71）によれば、21 世紀のミュー

ジアムのトレンドとして「グローバリゼーション」

（Globalisation）、「地域のアイデンティティとナショ

ナリズム」（Local identity and nationalism）、「脱植

民地化」（Decolonization）、「都市化」（Urbanisation）、

「 デ ジ タ ル 化 」（Digitisation）、「 知 識 の 大 衆

化 」（Democratisation of knowledge）、「 不 平 等 」

（Inequality）、「気候変動」（Climate change）、「人間

の権利」（Human rights）、「政治的介入」（Political 
interference）、「公的資金の削減」（Reduction in 
public funding）…などが挙げられている（Fleming 
2019）。まさに 21 世紀の世相をポリティカルに反映

したものであり、大半は博物館学ではあまり目にする

ことのないキーワードである。そもそも、なぜこうし

たキーワードが国際社会において注目されているので

あろうか。その背景には、市場原理主義としてのネオ

リベラリズムやあらゆる資本の移動を促すグローバリ

ズムといった思想の拡大や社会の著しい多様化などと

いった要因があげられる。日本の社会も例に漏れず、

21 世紀に突入して以降よりますます多様化への兆し

をみせているが、そうした意味でも日本の課題は世界

にも共通する部分があり、これからのミュージアムの

立ち位置を考えるにあたって欠かすことのできない

キーワードとして深く掘り下げていくことの重要性を

認識した。そういった意味で、世界を知ることで改め

て日本を俯瞰することの意義を多く感じることができ

た。

その一方、大会に参加して痛感したことは、こうし

た語句の意味もさることながら、もちろん言葉の壁や

日本語訳の少なさといった要素も存在するが、グロー

バルな研究成果にアクセスできていない、あるいはア

クセスをしないことによって生じる情報量の格差や自

らがもつ知的資源の希薄さを思い知らされたことだ。

このような状況は、逆に目まぐるしく変化し続ける

21 世紀において「博物館学」という学問の視野をさ

らに狭めてしまうことに繋がるように思われた。

なお、先行研究によれば「ミュゼオロジー」と呼ば

れる学問は、西欧近代思想として言語化された「ミュー

ジアム」の萌芽をもたらしたルネサンスの時代を契機

に、その先駆者とされるザムエル・クヴィヒェベルク

（Samuel Quiccheberg）（14）以降、16 世紀から 19 世

紀にかけての神聖ローマ帝国をはじめとする西欧近代

の学者たちによって形成されていった（15）。維新以来、
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棚橋源太郎ら日本の学者たちが咀嚼吸収し、発展させ

ていったことからも自明であるように、歴史的に博物

館学は欧米諸国のミュゼオロジーとは切っても切り離

せない関係にあるといえる。とはいえ「ミュージアム」

という概念が、それを生んだ西欧近代にヴァナキュ

ラーなシステムとして文化帝国主義的にもたらされて

いったがゆえに、ICOM をはじめとするミュゼオロ

ジーは西欧中心主義的なイデオロギーをもって展開さ

れてきた。報告者が参加したいくつかのセッションに

おいても話題となっていたが、近年こうした姿勢が内

省され、これまでの欧米中心の価値観を是正しようと

する「脱植民地化」への試みとともに非欧米への関心

の高まりもまた世界的潮流となっており、さらに欧米

や非欧米を問わず多国間において学術的なネットワー

クも構築されていくなど 21 世紀においてミュゼオロ

ジーはますますグローバリゼーションの様相を呈して

いる。大会では、中国や韓国、台湾といったアジア諸

国間の交流が目立ったが、そうした意味で博物館学も

国境を超えた多様な知的資源を享受し、シェアしてい

くためのプラットフォームを形成していく必要性があ

るように思われた。

なお、ICOM の会員はその専用サイトをとおして、

『Museum International』 を は じ め、『Journal of 
Heritage Tourism』『Heritage & Society』『Museum 
History Journal』『Museum Management and 
Curatorship』『Museums & Social Issues: A Journal 
of Reflective Discourse』といったミュージアムに関

する国際的な専門雑誌のオンライン版にアクセスする

ことが可能だ。しかしながらこうしたメリットを享受

できることを知らないという状況も存在するようで、

ICOM をはじめとする国内外の専門的な情報を積極

的な情報公開のもとにシェアできるように整備してい

くことが必要であり、そしてそれは「ミュージアムの

定義」をめぐる議論はもちろん、「ミュージアム」と

いう公共的な役割を考えていくうえで、あらゆるコ

ミュニティをも巻き込んだオープンな議論の醸成にも

繋がっていくのではないだろうか。

もとより近年の日本では、従来の「博物館学」とい

うカテゴリーの外側からベンチャーとして台頭した

ミュージアム・スタディーズをはじめ、文化政策学や

文化資源学、メディア・スタディーズ、カルチュラル・

スタディーズなどといったあらゆる学問において、広

汎的かつ学際的に「ミュージアム」を研究の対象とす

るいわゆる境界領域研究（interdisciplinary studies）
が芽生えていくようになり、ミュージアムをめぐるさ

まざまな知見を切り拓いている。かつて伊藤寿朗は、

「機能主義博物館論批判」の展開をもって一方的な「啓

蒙的説教」に終結する戦後博物館学を支配してきたそ

の構造を批判し、社会との関係をより重視したアプ

ローチを提唱したが（伊藤 1986）、これまでの博物館

学がメタ知識としても有効とはいえ、制度や組織とし

てのミュージアムの視点という片方の立場に立った偏

向的な理論形成がラディカルに再生産されていく一方

で、社会からの視点にフォーカスした社会科学的な研

究や双方向的な理論形成の展開が少ないがゆえに、よ

り幅広く社会のニーズを把握しにくいという欠点を有

している。そのような運営論・機能論をヘゲモニーと

した本質主義的なスタンスを脱却し、ミュージアムと

いうポリティクスを明らかにするとともに、それを取

り巻く「人間」や「社会」への関心を高めていくなど

学問の幅も拡がりをみせており、現在はまさにその過

度期にあるといえる。こうしたムーブメントの高まり

は、1980 年代の欧米諸国で台頭したいわゆる「新し

いミュゼオロジー」（new museology）（Mason et al. 
2018）ともリンクしてくるように思えなくもないが、

社会の多様化とそれに伴う学問の学際化はこれからの

ミュージアムを考えていくうえでも無視することので

きない動向であり、哲学的、社会学的な視点からもそ

れらに関心を寄せていくことの必要性を改めて再認識

した。 （伊東）

おわりに

以上、各自の報告とセッションに参加した所感を論

じた。

ICOM は、138 ヵ国のミュージアム及びその関係機

関が所属している国際機関であり、32 の国際委員会、
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6 つの地域連盟、21 の加盟機関、8 の特別委員会、3
つのワーキンググループに内訳され、大会では組織ご

とにセッションが行われた。大会は、我が国初となる

ミュージアムに関する総合的な国際会議であったが、

「脱植民地化」のような聞きなれない言葉や、「アクセ

シビリティ」や「インクルージョン」のようなこれか

ら我が国でも議論が必要な話題が飛び交っていた。“国

際”と名が付くと、普段の活動や研究と縁の遠いよう

に見えるが、世界を跨いで地域との関わりにおける悩

みや問題、学芸員・研究者としての課題、これからの

ミュージアムについて、各報告者から共有の問題意識、

その国独自の問題意識が浮き彫りとなった。

大会で国内外から最も注目を集めたのは、プレナ

リーセッション「博物館定義の再考」である。セッショ

ンでは、「ミュージアムの定義」について脱植民地化

や気候変動、地域のアイデンティティなどを踏まえて

スピーカーだけでなく会場からも鋭い質問が飛び、大

会最終日の臨時総会では新たな「ミュージアムの定義」

に関して、長丁場な議論となり、2020 年 6 月にパリ

で開催される予定の ICOM 臨時総会に議論を持ち越

すか投票が行われた。投票の結果、賛成多数となり新

たな「ミュージアムの定義」に関して 2020 年の臨時

総会で再び議論を行い、そこで採択をすれば正式に定

義を改訂する運びとなった。我々日本人の側とすれば、

「ミュージアムの定義」に関してこれほど議論を交わ

す姿に驚きを見せる人もいただろう。

我が国では、諸外国と違い独自に制定した博物館法

や文化財保護法、文化芸術基本法を基盤とした法律に

よってミュージアムを定義づけている。一方、諸外国

では、アメリカのようにミュージアムに関する基本的

な法律が無い国も存在するが、概ねヨーロッパを中心

にミュージアムや文化財の保護に関する法律が整備さ

れている。本大会に参加して ICOM は、各国のミュー

ジアムにとって国の法律と国境を越え、ミュージアム

と文化遺産を守るための組織であることを認識した。

我が国でも仏像の盗難や自然災害による損壊などが話

題を集めているが、他国では様々な文化遺産が略奪・

破壊されているのが現状である。こういった現状を、

国を超えた法律・倫理規定を設け、協力して立ち向か

うためにも ICOM と ICOM が掲げる「ミュージアム

の定義」の明文化や危機的文化遺産のレッドリスト化

は重要な位置を占めていると言えよう。

現代社会は、グローバル化が複雑化し、これから

も益々複雑化していく。それにともない、社会問題

や学問もまた、より複雑化・多様化していくだろう。

大会を一つのイベントとして終わらせるのではなく、

ICOM や各国のミュージアムの動向に耳目をそばた

て、情報共有し現代社会におけるミュージアムがどの

ような役割を担うべきなのか模索していくべきであ

る。 （細樅）

註

（1）ICOM は 1946 年に創設されたミュージアムに関する国

際 NGO で、パリの UNESCO 本部（Maison de l’UNESCO）

に拠点を置く。UNESCO をはじめとする国際機関とパー

トナーを結び、ミュージアムと文化遺産の保全に関す

るネットワークを広げている。主な法令として ICOM 規

約と ICOM 職業倫理規定などがあり、ミュージアムに関

する国際的な基準を設けているほか、専門家の人材育

成などを主なミッションとしている。2018 年の時点で

138 の国や地域から 44,686（うち個人会員 41,677 名＜

女性 68％・男性 32％＞、団体会員 3,009 館）の会員が

参加している（Keller 2018 ほか）。

（2）本報告では、「博物館」「美術館」といったカテゴリー

の混交を避けるため、固有名詞などを除いて基本的に

「ミュージアム」の表現を用いている。なお、ICOM の

委員会名や大会のセッション等の名称は、一部 ICOM 京

都大会 2019 組織委員会編（2019）ほかに準拠している。

（3）ICOM の記録によれば棚橋源太郎は 1957 年に名誉会員

となったが、それ以前に名誉会員となったのは、ス

ウェーデン国王グスタフ 6 世アドルフ（King Gustaf 

VI Adolf、1947 年）、フランス国立美術館芸術評議

会議長で世界的なコレクターであった D・D・ワイル

（David-David Weill、1950 年）、アメリカ博物館協会

会長や ICOM 初代会長などを歴任したチャウンシー・J・

ハムリン（Chauncey J. Hamlin、1953 年）の 3 名であ
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り、いずれも ICOM の創立に関与してきた（Baghli et 

al. 1998 pp.86-88）。一方で、棚橋が名誉会員に推戴

された理由については史料が確認できないことから不

明であるが、戦前からの日本のミュージアムへの貢献

が ICOM に評価されたことが一つの要因として考えられ

る。なお、棚橋は社団法人日本博物館協会専務理事と

して 1951 年の ICOM 日本委員会の創設に関与している

（ICOM 大会招致検討委員会編 2013 p.3）。

（4）公益社団法人日本 WHO 協会ホームページ「世界保健

機 関（WHO） 憲 章 」（https://www.japan-who.or.jp/

commodity/kensyo.html〔2019 年 10 月 25 日確認〕）

（5）ICOM 日本委員会ホームページの説明によれば、博物館・

家屋・城・歴史的記念物などに保存されている装飾美術・

デザインの博物館・コレクションを専門とし、歴史的

な室内装飾、応用美術コレクション、現代のデザイン

を研究テーマに活動している（https://www.j-muse.

or.jp/icom/ja/inter_data.php?name=ICDAD〔2019 年

10 月 31 日確認〕）。

（6）ICOM 会員数の内訳は、前掲註 1を参照。

（7）ICLCM 委員長によるあいさつをのぞいて 16 の報告

が予定されていたが（ICLCM 2019）、デンマークの

Catherine LEFEBVRE（The Karen Blixen Museum） と

Maria DUBIN（同上）、ラトビアの Maira VALTERA（The 

Janis Akuraters Museum）による報告はなかった。

（8）2023 年に東京都北区田端の旧居跡一部に芥川龍之介記

念館（仮称）が開館予定である（公益財団法人北区文

化振興財団編 2019）。

（9）同内容のミッションが ICLCM のホームページ（http://

network.icom.museum/iclm/〔2020 年 3 月 25 日確認〕）

に記載されている。

（10）ICOM 加盟館の江戸東京博物館は全国文学館協議会に

も加盟している。同館は 2002 年に閉館した東京都近代

文学博物館より引き継いだ資料を収蔵している。（全国

文学館協議会編 2013）

（11）和訳の「アジア文学系博物館会議」は、中川（1983）によっ

た。

（12）なお OECD とは、経済協力開発機構（Organisation 

for Economic Co-operation and Development）と呼ば

れる、国際経済について協議することを目的とした国

際機関である。

（13）OECD ホームページにて英語、フランス語、スペイン

語版のダウンロードが可能となっている（http://www.

oecd.org/cfe/leed/oecd-icom-guide.htm）

（14）ザムエル・クヴィヒェベルク（1529-67）は、神聖ロー

マ帝国領バイエルン公国の医師、学者。バイエルン公

アルブレヒト 5 世の侍医となり、コレクションの管理

人となる。1565 年に刊行された『Inscriptiones vel 

Tituli Theatri Amplissimi…』（広壮なる劇場の銘あ

るいは標題…）は、劇場（theatrum）をコレクション

の展示空間として構築し、観客の心（animus）を教育

する場として掲示した西欧近代思想としての「ミュー

ジアム」に関する最初の理論書とされる（桑木野 2013、

Mairesse 2019 ほか）。

（15）たとえば、「museography」や「museology」のルー

ツは共に 18 世紀から 19 世紀の近代ドイツにおいて

誕生し、前者の初見は 1727 年に刊行された神聖ロー

マ帝国領自由ハンザ都市ハンブルクの商人カスパー・

フリードリヒ・ネイッケリウス（Caspar Friedrich 

Neickelius） に よ る『Museographia oder Anleitung 

zum rechten Begriff und nutzlicher Anlegung der 

Museorum oder Raritäten-Kammern』（ミュージアムと

珍品室のよりよい理解と有益な組織のためのミュゼオ

グラフィーと解説書）、後者の初見は 1830 年に刊行さ

れたプロイセン王国の学者カール・オトフリート・ミュ

ラー（Karl Ottfried Müller）による『Handbuch der 

Archäologie der Kunst』（考古学のマニュアル）であ

るとされる（Aquilina 2011、Soares 2019 ほか）。
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