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はじめに
　中華人民共和国香港特別行政区、及び澳門特別行政区（以下「香港」「マカオ」）は、ともに
20世紀末まで英王室領及びポルトガル領による植民地時代を経験し、当地のミュージアムも西
欧に起因する特質を色濃く残していることが考えられる。
　また、中華人民共和国本国とは異なる政治的・経済的・社会的状況に加えて、歴史的な経緯
からも多文化主義的な土壌が育まれている。とりわけ香港は、世界有数の金融拠点としてグ
ローバル資本主義の成熟する地であり、近年では巨大化するアジアアートにフォーカスした世
界最大級のミュージアムとしてＭ

エムプラス

+が開館を控えるなど、アジア有数のグローバル都市におけ
るミュージアムの社会的地位はますます高まっている。
　東アジアという地政学的カテゴリーのなかで、あらゆる資本の移動に伴うグローバリゼー
ションの著しい香港及びマカオのミュージアムにおけるアクセシビリティの最新状況を把握す
ることは、2020年に開催予定の東京オリンピック・パラリンピックの開催も相まって多文化社
会へとベクトルを向けつつある日本のミュージアムのアクセシビリティの実践を考察していく
うえでは格好の研究材料となることが期待できる。
　本稿では、海外のミュージアムにおけるアクセシビリティの最新動向について把握すること
を目的とした、筆者による令和元年度國學院大學大学院文学研究科高度博物館学教育プログラ
ム海外調査「香港及びマカオのミュージアムのアクセシビリティ実践に関する調査」（以下「本
調査」）（1）のフィールドワークによる調査成果に基づき、香港及びマカオのミュージアムの最新
事情とともにアクセシビリティの実践とその特徴について検討する。

１．香港とマカオのミュージアム
（1）香港のミュージアム事情

香港におけるミュージアムの歴史は古く、英女王の代理として派遣された香港総督による統
治が始動した1842年以降、ヴィクトリア時代中期の1869年に開館した「舊大會堂博物院」（Old 
Hong Kong City Hall Museum、1947年閉館）に遡る。これは、1962年に開館した「大會堂美
術博物館」（1969年に「香港美術博物館」に改称）を経て、1975年には現在の「香港藝術館」

（Hong Kong Museum of Art）と「香港歷史博物館」（Hong Kong Museum of History）へと
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引き継がれていった（2）。このほか、英国統治時
代から存続するミュージアムに加えて、1997年
の香港返還後も多くのミュージアムが設立され
ている。
　このうち、香港特別行政区政府（以下「香
港政府」）において、ミュージアム行政を担当す
る 康 楽 及 文 化 事 務 署（Leisure and Cultural 
Service Department）が管理する公立のミュー
ジアムは18館であり（3）、このほか康楽及文化事務
署以外の政府部門が設置する公立のミュージア
ムや、法人が設置するミュージアムなど、未分類
のものも含めて総数およそ60～80館を数える。
　なお、香港は英国統治時代の歴史的建造物を
多く遺すことから、近年ではそうした歴史的建
造物をミュージアムに加えて、香港の現代アー
ティストによる作品を展示するアートギャラ
リーからショッピングセンターに至る文化複
合施設として活用する傾向が多く認められる
ようになり、例えば2014年にセントラルの旧
ハリウッドロード既婚警察官宿舎（Hollywood 
Road Police Married Quarters） に 開 館 し た

「PMQ元創方」（写真１）、2018年にセントラル
警察署（Central Police Station）・裁判所（Central 
Magistracy）・ヴィクトリア監獄（Victoria Prison）から構成される旧司法複合施設に開館し
た「大館―古蹟及藝術館」（Tai Kwun-Centre for Heritage and Arts）（写真２）などが挙げられ、
香港の新しいアートスペースとしても人気を集めている。さらに街中には元SMAPの香取慎
吾によるウォールアート「大口龍仔」（写真３）な
どのストリートアートが溢れており、こちらも新し
い観光資源として注目されている。また、近年の香
港ではアートへの注目が高まっており、アジア最大
規模のアートフェスティバル「香港藝術節」（Hong 
Kong Art Festival）や、同じくアートフェア「巴
塞爾藝術展香港展會」（Art Basel Hong Kong）の
催事に加え、世界的なギャラリーが進出するなど東
アジアにおけるグローバル拠点としてのアート市場
を確立しており、香港のアートビジネスはヴァイタ
リティのある様相を見せている。

写真１　PMQ元創方
（1889年に竣工した英領香港政府による官立の中等学校
「皇仁書院」（Queen’s College）の跡地に立地しており、
遺構が地下展示として公開されている。）

写真２　大館―古蹟及芸術館
（写真の建物は1864年に竣工した「舊營房大樓」）

写真３　香取慎吾作「大口龍仔」
（セントラル、ハリウッド・ロード）
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　近年の香港におけるミュージアムの動向をめぐる特徴としては、ミュージアム・エデュケー
ションへの意識の高まりが挙げられる。もっとも、こうした意識の高まりは欧米諸国において
より顕著であり、英国におけるミュージアム・スタディーズ（museum studies）の第一人者と
して知られるアイリーン・フーパー＝グリーンヒルが「ミュージアムは遺物の静的な宝庫から、
人々のための動的な学習環境へと変化している」（4）と指摘したように、1980年代の欧米諸国では
いわゆる「新しいミュゼオロジー」（new museology）への機運が高まっていくとともに、年
齢やファミリー層などあらゆるグループにコミットメントしたプログラムを展開するようにな
るなど、これまでのミュージアムのあり様に対するパラダイムシフトをもたらした（5）。
　英国による統治から欧米諸国の影響を強く受ける香港では、1980年代以降においてミュージ
アムが「学習」（leaning）と「楽しみ」（enjoyment）を提供する場としての新しい役割を担っ
ていくことの重要性が認識され、ミュージアム・エデュケーションへの機運が高まっていった。
そのため、社会資本としてのミュージアムのあり様に関心が寄せられ、ミュージアムが学校や
高齢者を含む多様なコミュニティに貢献していくことが目指されてきた（6）。こうした経緯からも、
現在においても公私を問わず多くのミュージアムにおいて様々なプログラムが展開されている。
　また、香港政府の資金援助を受ける公立のミュージアムでは、2016年以前までは毎週水曜日
を無料としていた常設展示を通年無料にするなどミュージアムを香港市民に開き、先に挙げた
ような「学習」と「楽しみ」を提供することによって市民の余暇活動を支えているほか、観光
資源としての活用も見出されつつある（7）。
（2）マカオのミュージアム事情
　マカオでは、1919年にポルトガル領マカオ政府によってマカオ港務局（港務局大樓）（写真４）
内に開館した「海事及漁業博物館」（1934年閉館）を先駆けとするが、1990年代まではミュー
ジアム設立への機運はさほど高まることがなかったため、その動きは低調であった。1990年代
に入ると、具体的な理由は不詳であるもののマカオ返還への動きが現実味を帯びてくるにつれ
て、「黃金十年」と呼ばれるポルトガル領マカオ政府によってミュージアムが大量に設立され
る時代を迎えた（8）。現在は、マカオ特別行政区政府旅遊局によれば、政府部門が設置する公立

写真５　鄭家大屋（1869年竣工）
（清末期の思想家・鄭観応の屋敷で、広東建築と西洋建
築の折衷様式となっている。世界文化遺産「マカオ歴史
地区」を構成。）

写真4　マカオ港務局（1874年竣工）
（UNESCO世界文化遺産「マカオ歴史地区」を構成。）
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や法人・団体が設置するミュージアムを含めて36館に上る（9）。
　マカオのミュージアムは、1998年に開館した「澳門博物館」や、その翌年に開館した「澳門
藝術博物館」に代表される現代的なミュージアムに加えて、16世紀から20世紀の長きにわたる
ポルトガル統治時代に遡る歴史的建造物（写真５）を多く遺すことからも、一部のミュージア
ムはUNESCO世界文化遺産「マカオ歴史地区」（澳門歷史城區）の構成資産として登録されて
いることも特徴の一つとなっており、ガジノビジネスを中心とした観光に依存するマカオ経済
を支える観光資源としての活用が見出されている。

２．アクセシビリティの諸相
　香港のミュージアムにおいて展開されるアクセシビリティは、基本的に物理的なアクセスへ
の対応がメインとなっており、香港文化博物館（Hong Kong Heritage Museum）の事例（10）を
例示すると以下のとおりのアクセシビリティが展開されている。

・障害者専用駐車場
　（Designated car parking space for persons with disabilities）
・バリアフリースロープ（傾斜路）
　（Barrier-free ramp）
・１階～３階の視覚障害者誘導用ブロックと点字及び触覚案内板
　（Tactile guide path and Braille and tactile floor plan at the Ｇ/F, １/F and 2/F）
・ロビーの自動ドア
　（Automatic door at the foyer）
・車椅子利用者に適した案内カウンター
　（Enquiries counter suitable for wheelchair users）
・券売カウンター及び案内カウンターの聴覚補助システム（ヒアリングループ）
　（Assistive listening system at the box office and enquiries counter）
・障害者専用トイレ
　（Accessible toilets）
・乗客昇降機の点字及び触覚によるピクトグラムと音響による合図
　（Braille and tactile markings and audible signal in passenger lift）
・緊急警報システムの音声及び視覚による合図
　（Audio and visual signals of the emergency alarm system）
・劇場の車椅子利用者専用スペース
　（Designated spaces convenient for wheelchair users in Theatre）
・館内全フロアのエレベータ設置
　（All floors are accessible via lift）

　このような典型的ともいえるアクセシビリティは、香港文化博物館以外のミュージアムで
も同様に展開されており、また各館の公式ホームページ上のバリアフリー情報（Barrier-free 
Facilities／無障礙設施）においても、一部画像付きでの紹介がされている。なお、これらの情報

19-12-348　11_研究ノート-伊東　俊祐氏.indd   160 2020/02/13   午後 3:25:58



香港及びマカオのミュージアムのアクセシビリティ実践

― 161 ―

では、各館のアクセシビリティ担当者への問い合わせが可能（基本的に電話番号のみでメールア
ドレスの併記は確認できず）となっているが、一部の館ではアクセシビリティ担当者の実名が公
開されており、直接問い合わせることが可能となっている点では興味深い。他方、こうしたアク
セシビリティは、ミュージアムに限らず香港の公共施設においても展開されているため、いわゆ
るハード面でのバリアフリーによる対応がある程度進んでいることが確認できる（写真６～11）。

写真６　香港歴史博物館の正面入口
（自動ドアは観音開き形式）

写真７　香港文物探知館の正面入口
（左上：バリアフリースロープ、下部：視覚障害者誘導用ブロック）

写真８　香港文化博物館の案内カウンター
（ヒアリングループの利用と障害者への対応が可能
なことを示すピクトグラムの設置）

写真10　香港海事博物館のフロア内
（点字・触覚案内板）

写真９　香港文化博物館のフロア内
（左上：障害者専用トイレのピクトグラム、中央下：視

覚障害者誘導用ブロック、右下：点字・触覚案内板）

写真11　孫中山紀念館のエレベータ
（1914年に竣工したエドワード時代様式の歴史的建造物
であるため、建物外に増築する形で設置されている。）
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　なお、展示面ではミュージアム・エデュケーションへの重視から、特に子供向けの教育普及
スペースを含む多様なハンズオン展示が展開されているほか、パネルやキャプションを含む映
像展示物では館によって異なるが、基本的に香港の公用語である英語と広東語を中心に展開さ
れており、字幕の表示は一般的に実施されている（一部にクローズドキャプション有り）（写
真12～15）。また、館によっては北京語や日本語をはじめとする多言語対応がされている。
　このほか、教育普及活動の一環として障害者を対象としたツアーやプログラムを一部実施し
ており、例えば香港歴史博物館では、「博物館共融計劃」（Inclusive Life: Museum for All）と
題したプログラムを展開している。このプログラムは、障害者の芸術文化に関する非営利団体
である「香港展能藝術會」（Arts with the disabled Association Hong Kong）と連携した活動
で、視覚障害や聴覚障害を含む障害者向けに、香港の歴史や文化への理解を深めることができ
るように常設展示「香港故事」（The Hong Kong Story）や特別展示でのアクセス可能なガイ
ドツアー（香港手話（11）付き）やワークショップを開催している（12）。香港文化博物館でも同様
に「共融計劃」（Social Harmony Project）と題したプログラムのなかで、特殊教育や高齢者、
障害者向けの教育普及プログラムに加えて、知的障害者や認知症患者を対象としたプログラム
も展開されている（13）。このほか香港科学館（Hong Kong Science Museum）では、科学の基

写真14　香港歴史博物館の常設展示
（広東語と英語を併記した展示解説ボートと音声表示機
能ボタン）

写真12　大館の常設展示「歷史故事空間」
（広東語・英語の字幕表示）

写真15　香港歴史博物館の常設展示
（タッチパネル式の映像展示物（音声・字幕表示ととも
に広東語・北京語・英語に対応））

写真13　展城館の常設展示
（吹き出し形式で表示された字幕（広東語・英語））
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礎知識へアクセスすることを目的とした公募ボランティアによるガイドツアーが実施されてお
り（14）、そのほかの公立博物館においても茶具文物館（Flagstaff House Museum of Tea Ware）（15）

や孫中山紀念館（Dr Sun Yot-sen Museum）（16）では特殊学校をはじめ、高齢者や障害者団体に
向けたガイド付きツアー（事前予約制）の実施がされている。
　マカオについては、マカオ博物館やマカオ芸術館において香港と同様にハード面でのアクセ
スの対応が認められたが、展示や教育普及を含むその他のプログラムへのアクセスは確認する
ことができなかった。また、鄭家大屋・市政署・聖ドミニコ教会聖遺物宝庫（玫瑰堂聖物寶庫）・
盧家大屋などに代表される世界文化遺産「マカオ歴史地区」を構成するポルトガル統治時代の
歴史的建造物を利用したミュージアムにおいては、理由は不詳であるが文化財保護の観点から
かハード面でのアクセスは皆無であった。一方で、ソフト面ではヒアリングループの設置や映
像展示物での字幕表示（写真16・17）のほか、観光客を意識したガイドブック等の多言語対応
が確認された。

３．M+にみるグローバル戦略とアクセシビリティ
（1）Ｍ+と西九文化区
　Ｍ+は、香港島と九龍半島を挟むヴィクトリ
アハーバーを臨む西九龍（写真18）に、香港政
府（西九文化区管理局）が開発を進める「西九
文化區」（West Kowloon Cultural District）を
構成するコンテンポラリーミュージアムである。
　 西 九 文 化 区 は、1998年 に 董 建 華（Tung 
Chee-Hwa）香港政府行政長官（当時）による
施政演説（17）のなかで公表された、香港を「亞
洲娛樂之都」とする構想が出発点となっており、
2007年から2008年にかけてドナルド・ツァン

写真16　盧家大屋の案内カウンター
（ヒアリングループの利用が可能なことを示すピクトグ
ラムの設置（中央右下））

写真17　盧家大屋の映像展示
（広東語字幕（下）とマカオ手話（右）の表示。なお、
映像展示物に手話が確認できたのは、今回の調査にお
いてこの事例が唯一であった。）

写真18　香港島から臨む西九龍
（中央左の建造物がM+ビルディング）
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（Donald Tsang／曾蔭權）行政長官（当時）によるアジアカルチャーにおけるグローバル拠点
を目指すというアジェンダ（18）によって始動した巨大プロジェクトである。2019年の時点では、

「Ｍ+大樓」（Ｍ+ Building、以下 「Ｍ+ビルディング」）（写真20）をはじめ、「戲曲中心」（Xiqu 
Centre）、「Ｍ+展亭」（以下 「Ｍ+パビリオン」）（写真21）、「苗圃公園」（Nursery Park）、「自
由空間」（Freespace）、「「香港新晉建築及設計師比賽」 展亭」（Competition Pavilion）、「藝術
公園」（Art Park）、「演藝綜合劇場」（Lyric Theatre Complex）、「香港故宮文化博物館」（Hong 
Kong Palace Museum）など、ミュージアムや劇場、広場などを中心としたあらゆる大型文化
施設が2030年を最終目標に建設されており（2019年現在、一部竣工・開館済）（19）、その予算も
400億香港ドル（約6,400億円）以上にも上る桁違いの規模となっている（20）。
　この巨大プロジェクトの目玉となるのがＭ+であり、20世紀から21世紀にかけての視覚芸術
やデザイン、建築、フィルムなど、視覚文化（visual culture）を扱うコンテンポラリーミュー
ジアムとして2012年から開館に向けた活動を始動している。Ｍ+は始動の段階からコレクショ
ンの構築に着手しており、2018年６月の段階でメインとなるＭ+コレクション5,000点、Ｍ+ 
SIGGコレクション（21）1,510点、Ｍ+コレクションアーカイヴ15,000点の、総数21,510点に及ん
でいる。現在もコレクションの構築中であり、2014年には戦後の日本を代表するインテリアデ
ザイナーとして著名な倉俣史朗の設計による寿司店「きよ友」のファサードとインテリアを、
コレクションとして購入した件は記憶に新しい（22）。
　Ｍ+の館長スハーニャ・ラフェル（Suhanya Raffel）は、2017年に来日した際に受けたイン
タビュー（23）において、コレクションの体系化を含むＭ+のヴィジョンを次のように語っている。
　　 　（上略）……美術館を企画する段階でリサーチを行い、香港の人々は現代美術だけでは

なく、現代水墨、デザイン、ドラマなど、様々な種類のミュージアムを欲しがっているこ
とが分かりました。結果として、たくさんのミュージアムを作るのではなく、１つのミュー
ジアムでたくさんのものを紹介することにしました。20世紀以来、世界、特にアジアにお
いて、デザイン、アーキテクチャ、フィルム・カルチャー、デジタル、パフォーマンスな
どの分野で、大きな動きがありました。Ｍ+はそれらを映りだそうとしています。とても
長い道ですが、いいストーリー、重要なストーリーなんです……（中略）……私達はコレ

写真19　建設中のM+ビルディング 写真20　M+パビリオン
（前掲写真19の左側に立地）
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クションを積極的に増やしていますが、コンテンツや傾向性については非常に慎重です。
香港は既にいくつのミュージアムがあり、それぞれ重要なコレクションを持っています。
Ｍ+はそれらと重複しないことを意識しつつ、体系的にコレクションを作っています。我々
は違う視点からビジュアル・カルチャーの文脈を語ろうと試みています。もちろん、Ｍ+
のコレクションのコアも『香港』です。それに加え、中国本土、日本、韓国、東南アジア
などの地域との関連性を深めるものもコレクションしています。そして、香港の歴史や文
化に関連する西洋の作品、アーカイブなども視野に入れております……（下略）

　このように、香港に限らず中国や日本、韓国、東南アジア諸国など、香港を中心とする“ア
ジア”に焦点をあてたコレクションを収集し、展示するトランスナショナル（transnational）
な活動を展開するという点において、21世紀における「新しいミュージアム」（new museum）
を志向するプロジェクトとして世界中の注目を集めている（24）。そこには、従来のアートを支
配してきた西欧中心主義的なイデオロギーを脱却してグローバル化するアジアカルチャーに
フォーカスし、世界有数の経済都市としての香港の地政学的な利点を生かすことで、アジアに
おける文化的拠点（cultural hub）を目指すという戦略が込められているといえる。その背景
として、1997年にスペインのバスク地方に開館し、いわゆる「グッゲンハイム効果」と呼ば
れる地域活性化をもたらした成功例として知られるビルバオ・グッゲンハイム美術館（Museo 
Guggenheim Bilbao）や、2017年に中東のアブダビ首長国に開館したルーヴル・アブダビ（Louvre 
Abu Dhabi）等の有名ミュージアムの分館設立に代表されるグローバル戦略が念頭に置かれて
いるといわれているが、観光（tourism）や経済成長（economic growth）のみならず、カル
チュラル・クリエーティビティ（cultural creativity）とも結びついた「新しいミュージアム」
の設立が目指されている（25）。とりわけ、文化的インフラストラクチャーとしてのクリエーティ
ビティは、21世紀のグローバルな価値観を受容し、新しい活動を創造していくための理念とし
てもUNESCOの文化政策（26）においても注目されている。
　なお、初代館長にはテート・モダン館長やストックホルム近代美術館館長などを歴任したス
ウェーデン人キュレーター、ラルス・ニッティヴェ（Lars Nittve）を、現在は上述のスリラ
ンカ人キュレーター、スハーニャ・ラフェルを館長に招聘している。また、香港人のみならず
日本人キュレーターとして横山いくこ（Ｍ+デザイン＆建築リード・キュレーター）が在籍し
ているなど国際色豊かな布陣を揃えており、人的資本においてもＭ+のグローバル戦略を垣間
見ることができる。
　このＭ+の本拠点となるのが、スイスの建築家ヘルツォーク＆ド・ムーロンの設計による逆
Ｔ字型にデザインされたＭ+ビルディング（高さ90.6ｍ・18階）であり、 17,000㎡に及ぶ展示
スペース（個展廳）に加えて、３つのシネマ（間戲院）、メディアテーク（個媒體中心）、1,000
㎡のラーニングセンター（教學中心）、1,500㎡のリサーチセンター（研究中心）など、あらゆ
る活動を展開していくためのスペースが備えられる予定で、名実ともに世界最大級の規模を有
するコンテンポラリーミュージアムとなる。2019年10月現時点の計画では、2020年３月にビル
ディングが竣工、そのおよそ９か月後に開館することが予定されている（27）。
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（2）Ｍ+のアクセシビリティ
　西九文化区は開発の段階から、あらゆる
人々が文化芸術にアクセスできるようにアク
セシビリティを展開していく方向性を示して
おり（図１）、その基本的なポリシーについ
て以下のとおりに表明しており、そのアクセ
シビリティに対する積極性が窺える（28）。
　　 　西九文化区管理局（WKCDA）は、「多

様性」（diversity）と「平等性」（equity）
を重視し、あらゆる人々が西九文化区

（WKCD）にアクセスできるようにし、
「尊厳」（dignity）、「独立」（independence）、「インクルージョン」（inclusion）、「平等な
機会」（equal opportunity）の原則のもとに芸術や文化に楽しみながら参加する権利を促
進し、アクセシビリティを擁護するリーダーシップを発揮するよう努めます。（筆者訳）

　Ｍ+では「Talk Series－Open Up: Museum Learning in the 21st Century」と題したシンポ
ジウムを2017年11月から2018年８月の間にシリーズとして７回開催しており、21世紀のミュー
ジアムに求められるトピックをテーマに、その戦略とアプローチの方法について再考すること
を目的として、世界中のミュージアム関係者を招聘している。このうち、第４回の2018年２月
24日には、「Opening up the Museum to All – On Accessibility Awareness」と題して、ニュー
ヨーク近代美術館（MoMA）教育局でアクセスプログラムの開発を担当しているエデュケー
ター、キャリー・マギー（Carrie McGee）をゲストに迎えたシンポジウムを開催している。
シンポジウムの記録集は現時点では刊行されておらず内容を窺うことはできないが、以下の「開
催概要」から見出すことができるように、世界クラスのグローバル・ミュージアムでもある
MoMAでのアクセシビリティの事例を取りあげて紹介している（29）。こうしたシンポジウムの
開催からも、アクセシビリティの先進国ともいえる欧米諸国に学ぶ姿勢が窺える。
　　 　アクセシビリティとインクルージョンは、ミュージアムのプランニングに不可欠な要素

であり、豊かな学習環境の構築を支援し、かつ、あらゆるオーディエンスとのアイデアの
交換を促進します。ニューヨーク近代美術館（MoMA）のキャリー・マギーと同僚は、様々
なアビリティを有するビジターやその他の十分なサービスを受けることができないオー
ディエンスが、MoMAの豊富な資源、コレクションとプログラムにアクセスすることが
できるようにするユニークな取り組みによって、国際的な尊敬を集めています。マギーは
MoMAのアクセシビリティへのアプローチを説明し、多様な能力を有するあらゆる人々
の「平等」（equality）に関する概念とアイデアを紹介することで、こうした取り組みが
ミュージアムとオーディエンスとの両者に貢献し得るかについて検証するためにアクセ
ス・プログラムの開発と成果について議論します。彼女はさらに、その他の芸術、及び文
化施設におけるアクセシビリティの事例をもとに、ミュージアム・エデュケーションの好
事例について確認します。（筆者訳）

図１　�西九文化区管理局がヴィジョンとして示した
「インクルージョン」の概念（註28より転載）
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　 筆 者 が 調 査 時 に は、 Ｍ+パ ビ リ オ ン に お い て「 境 遇 ― 五 個 人 」（Five Artists: Sites 
Encountered）と題した企画展（2019年６月７日～10月20日）が開催されており、メイ・フォン（香
港）、イ・ブル（韓国）、アナ・メンディエタ（アメリカ合衆国）、シャルロッテ・ポゼネンスケ（ド
イツ）、ララ・アルマルセーギ（スペイン）の５人の国際的なアーティストによる立体作品や
インスタレーション、フィルムを中心としたコンテンポラリーアートの展示がされており、Ｍ
+の開発をヒントとして都市環境にコミットメントしたキュレーションという点では興味深い
展示であった。この展示では、アクセシビリティの一環としてアクセスプログラムが実施され
ており、特定のニーズを有するリハビリテーションサービス利用者や障害者に関係する特殊学
校、慈善団体及び非営利団体に向けたアクセスツアーが展開されている。このほか、ツアーを
含むすべてのプログラムにおいて、視覚情報の音声通訳や手話通訳といった視覚障害者と聴覚
障害者に対応したアクセスサービスを利用することが可能となっている。いずれも、希望する
日時の２週間前を期限に電話またはメールにて事前通知することで利用することが可能となっ
ている（30）。
　こうした取り組みは、Ｍ+パビリオンの開館した2016年以来、過去に８回行われた展覧会に
おいても同様のアクセスが持続的に図られており（31）、Ｍ+パビリオンがＭ+ビルディングの開
館するまでの展覧会の代用会場として使用されていることを鑑みれば、将来的にはＭ+におい
ても同様に展開がされていくことが予測される。
　また、2018年には特殊教育にフォーカスした「Ｍ+ Outreach Access 2018」と題したプロ
グラムが実施されており、多様なニーズを抱える生徒に「視覚文化」を紹介することを目的と
したワークショップやガイドツアーが行われた（32）。こうしたプログラムでは、アートへのア
クセスのみならず、アートを介在した自らの経験や意見を共有することで他者を含む多様な価
値観を知ることを目的に、対話を通したアプローチが重視されている（33）。
　Ｍ+におけるアクセシビリティへの取り組みは、あらゆる文化的背景をもつ他者とのアイ
デアや対話をとおしたコミュニケーションを育成するというＭ+のグローバル・ミュージア
ムとしての本質ともリンクしており、現にラーニング部門（Ｍ+ Learning and Interpretation 
Team）では、ローカルなコミュニティにフォーカスした様々なアウトリーチプログラムやワー
クショップを開発することで、「参加者が自らの文化の多様性を理解し、かつその他の文化的
表現に関心をもつ」（34）ことを目的とした活動を展開していくことがめざされている。

おわりに
　本報告では、香港及びマカオのミュージアムのアクセシビリティの現状について報告したが、
その進捗度については物理的なアクセスを含めておおむね日本のミュージアムと同様の傾向が
認められた。香港の一部の公立ミュージアムでは日本のミュージアムではあまり見られないい
わゆるアクセスプログラムを実施することでミュージアムを障害者にも開き（35）、社会との接
続を試みるなど積極的な活動が窺える。とりわけ公立ミュージアムの無料化やミュージアム・
エデュケーションへの重視からも英国をはじめとする欧米諸国の影響が見出される。こうした
点においても、香港のミュージアムのアクセシビリティは、その経緯も含めて中華人民共和国

19-12-348　11_研究ノート-伊東　俊祐氏.indd   167 2020/02/13   午後 3:25:58



香港及びマカオのミュージアムのアクセシビリティ実践

― 168 ―

の一部の事情（36）とは大いに異なる傾向が認められる。その一方で、マカオについては目立っ
たアクセシビリティは確認することができず、そういった意味では同じ特別行政区とはいえ香
港との差は大きいことが把握できる。
　香港海事博物館（Hong Kong Maritime Museum）を事例とした来館者研究の英国との比較
に関する興味深い研究（37）によれば、香港ではミュージアムへの来館は欧米諸国と比較して一
般的ではないこと、さらに香港市民は常にマーケティングに依存するため新たなオーディエン
スを獲得するためには持続可能な広報戦略が必要になること、そして他館との差別化を図るた
めクオリティの高いミュージアム体験とあらゆるオーディエンスのニーズに対応した幅広いコ
ンテンツの提供が求められているなど、社会資本としてのミュージアム・エデュケーションへ
の意識はますます高まっている。その一方で、日本の学芸員課程のような専門的職員の育成の
ためのトレーニングプログラムの存在しない香港（38）においていわゆるエデュケーターを採用
することは困難であるため、ミュージアムにおける専門性の高い人的資本の獲得を含め、その
育成が今後の課題となっている。
　こうした香港の一般的なミュージアムの事情とは裏腹に、世界クラスのミュージアムを目指
そうとするＭ+における戦略からは、ミュージアムが“グローバル”であることの要件として
アクセシビリティの導入が求められているように思われた。それは単に日本のミュージアムに
も多く認められる建築面でのアクセスに留まらず、展示や教育普及へのアクセスをも含む。と
りわけICOM（国際博物館会議）をはじめ国際社会の潮流としてますます重要視されている人
間の権利（human rights）を保障する手段としてのアクセシビリティへのまなざしともリン
クしているといえよう。Ｍ+は香港のミュージアムのなかでも世界的な注目を集めるなど異彩
を放つが、グローバル時代のアジアにおけるミュージアムのあり方を考えていくうえで、一つ
のロール・モデルとなるものであるため、来年以降の開館が予定されていることからもその動
向は見逃すことができない。

※本調査の実施にあたり、鄒海寧氏（香港在住・博物館学研究者）には、香港のミュージアム
に関する諸情報の御提供をいただきました。この場を借りて厚く御礼申し上げます。
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（14）　�Hong Kong Science Museum, Guided Tour Service（https://hk.science.museum/en_
US/web/scm/ed/gts.html）（2019年10月４日最終確認）

（15）　�Hong Kong Museum of Art: Flagstaff House Museum of Tea Ware, School & Group 
Visits（https://hk.art.museum/en_US/web/ma/60.html）（2019年10月４日最終確認）

（16）　�Dr Sun Yat-sen Museum, Guided Tours（https://hk.drsunyatsen.museum/en_US/
web/sysm/visittomuseum/guidedtours.html）（2019年10月４日最終確認）

（17）　�董建華　1998『1998年度香港行政長官施政報告』香港特別行政區政府
（18）　�曾蔭權　2007『2007至2008年度香港行政長官施政報告』香港特別行政區政府
（19）　�West Kowloon Cultural District （https://www.westkowloon.hk/en）（2019年10月21日

最終確認）
（20）　�長谷川仁美　2016「香港アートシーン─大規模プロジェクトの展開と民主化デモの影響」

『artscape』01月15日 号 （https://artscape.jp/focus/10118505_1635.html）（2019年10月
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21日最終確認）
（21）　�Ｍ+SIGGコレクションとは、スイスのコレクター、ウリ・シグ（Uli Sigg）によって寄

贈された1970年代以降の中国のコンテンポラリーアートで構成されるコレクション群。
（22）　�architecturephoto®　2015「香港の美術館 「Ｍ+」 がコレクションとして購入した、倉

俣史朗設計の寿司店 「きよ友」 のファサードとインテリアを解体する様子や、関係者の
コメントを収録した動画」（https://architecturephoto.net/41608/）（2019年10月21日最
終確認）

（23）　�ARTcollectors’ IN ASIA　2017「インタビュー：香港Ｍ+のスハーニャ・ラフェル館長」
（https://asia.tomosha.com/asia/9102）（2019年10月21日最終確認）

（24）　�Ｍ+の動向は日本でも注目されており、2018年11月24日には「平成30年度文化庁大学に
おける文化芸術推進事業」の助成を受けた東京藝術大学大学院国際芸術創造研究科の主
催にて、Ｍ+の主任キュレーター、ポーリン・ヤオ（Pauline J. Yao／姚嘉善）が「Ｍ
+香港：視覚文化が美術館と出会うとき」と題した特別公開講義を東京藝術大学で行っ
ている。また2019年９月には、Ｍ+と森美術館の共催による国際シンポジウム「森美術
館の『コレクション』 を考える」（25～26日）、同じく公開フォーラム「アジアの近現代
美術館におけるコレクションの新しい在り方を考える」（26日）が森美術館にて開催さ
れている。こうした背景には、近年において注目されつつあつモダンアートやコンテン
ポラリーアートの脱植民地化（decolonisation）が念頭に置かれており、グローバル時
代におけるミュージアムのあり方を再考することが求められているためといえる。

（25）　�Vivian Ting. 2018. A Global Museum in the Twenty-first Century; The Making of  
Ｍ+, Hong Kong, Caroline Lang and John Reeve （eds.），New Museum Practice in 
Asia, Lund Humphries, London, pp.54-64

（26）　�UNESCO, Protecting Our Heritage and Fostering Creativity（https://en.unesco.org/
themes/protecting-our-heritage-and-fostering-creativity）（2019年10月14日最終確認）

（27）　�Ｍ+ Building （https://www.westkowloon.hk/en/mplus/ｍ-building）（2019年10月21日
最終確認）

（28）　� 楊慧珊　2019『Accessible for ALL：無障礙、人人共享』（香港西九文化區管理局無障
通達計畫分享）、西九文化區管理局無障通達項目統籌

（29）　�Ｍ+, Opening up the Museum to All – On Accessibility Awareness（https://www.
westkowloon.hk/en/whats-on/current-forthcoming/opening-up-the-museum-to-all-on-
accessibility-awareness）（2019年10月21日最終確認）

（30）　�Ｍ+. 2019. Five Artists: Sites Encountered（境遇―五個人）
（31）　�Ｍ+ Pavilion: Past Exhibition（https://www.westkowloon.hk/en/mplus/m-pavilion/

m-pavilion/chapter/exhibition）（2019年10月21日最終確認）
（32）　�Ｍ+ What’S On: Ｍ+ Outreach Access 2018（https://www.westkowloon.hk/en/mplus/

whats-on-51/ｍ-outreach-access-2018）（2019年10月21日最終確認）
（33）　�Ｍ+. 2019. Designing Museum Tours That Are Accessible for Everyone（設計適合

19-12-348　11_研究ノート-伊東　俊祐氏.indd   170 2020/02/13   午後 3:25:58



香港及びマカオのミュージアムのアクセシビリティ実践

― 171 ―

所有人的展覽導賞團），M+ Stories Newsletter（https://stories.mplus.org.hk/en/blog/
designing-museum-tours-that-are-accessible-for-everyone/）（2019年10月21日最終確認）

（34）　�前掲註25に同じ。
（35）　�なお、香港における障害者の歴史は18世紀のヴィクトリア時代に遡り、古くはキリスト

教団体による慈善活動に起因する福祉が展開されているが、英領香港政府による公的な
障害者政策の開始は1970年代、とくに第25代香港総督クロフォード・マレー・マクレー
ホス（Crawford Murray MacLehose）の執政下（1971-1982）とされる。1995年８月に
はアジア圏ではいち早く障害者差別を禁止する立法措置として「1995年殘疾歧視條例」

（Disability Discrimination Ordinance of 1995）が制定されており、香港返還以前に制
定された法律として現在も法的効力を有している。ちなみに、英国本国においては同年
11月に「1995年障害者差別禁止法」（Disability Discrimination Act 1995）が制定されて
おり、英領香港は本国に先駆けて制定していたことになる。

（36）　�伊東俊祐　2019「中国の博物館のアクセシビリティ―西安地域を事例として」青木豊・
張哲編『中国博物館学 序論』雄山閣、pp.215-243

（37）　�Caroline Lang. 2018. Building New Audiences in Hong Kong, Caroline Lang and John 
Reeve （eds.），New Museum Practice in Asia, Lund Humphries, London, pp.169-174

（38）　�な お、 香 港 大 学 専 業 進 修 学 院（Hong Kong University School of Professional and 
Continuing Education）では英国・レスター大学（University of Leicester）と連携
した留学プログラムが用意されており、博物館学の修士号（Master of Science in 
Museum Studies／博物館管理學碩士）を取得することが可能となっている。
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 （國學院大學大学院後期博士課程）
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