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はじめに
新型コロナウイルスによるパンデミックはミュージ

アムに甚大な影響をもたらした。人とモノが一体と
なったミュージアム活動の条件は変化し、展示は対応
を余儀なくされている。「展示」とは「現場で見る」
営みであり、必然的にミュージアムは「場」の性格を
変えざるを得なくなった。

ミュージアムの場所性、即ち、「現場」がいかなる
特性を持つのかに関する議論は、これまでにも芸術研
究や人文地理学、ミュージアム研究等で展開されてき
た。代表的なものに複製技術ⅰやデジタル化ⅱに関す
る議論があり、ミュージアムの性質の変化が技術論、
産業論及び文化論で考察されてきた。一方コロナ禍以
後の状況に関しては、まだ時期も早く、現場・研究の
両面で成果が日々生まれている只中にあるⅲ。

そこで本稿では、以下の問いから考えていきたい。
展示の閉鎖はミュージアムという場所の特性にどう影
響したのだろうか？　デジタル化とくにインターネッ
ト技術は、展示が有す射程をいかに変えたのか？

前半では、コロナ禍における展示空間について
「ミュージアムのメディア特性」と「デジタル化」の
二点から振り返り、パンデミック以前の状況や議論と
つなげて考える。後半では、場所性の変化を象徴する
展示の取組を概括する。これらによって、未曾有の事
態に足下で生じる現象を記録し、同時に目下起きてい
る変化を考えるための試論としたい。

1 ．いま、ミュージアムの「現場知」を再考する
「現場」と紐づけられたメディアとしての展示／ミュー
ジアム

ミュージアム教育の主軸は展示である。現行の
ICOM定義でもミュージアムは「収集、保管、研究、
解説、展示」の場とされているように、来館者が
ミュージアムからの情報を受け取るのは、先ずは展示
からという事になっている。

尤も、科学系や人類学系・歴史系博物館では体験型
展示の普及が進み、展示物だけが教育の主役ではなく
なってもいる。美術館を見れば、「ラーニング」や「教
育的転回」等と呼ばれ、来館者を重視してミュージア
ム教育を再構築する潮流が現れたり、それに呼応して
国際芸術祭及びその国内型たる「アートプロジェクト」
の現場でも、ホワイトキューブ型展示が問い直されて

もいるⅳ。社会運動やコミュニティの基盤として
ミュージアムが「公民館」的な役割を果たす、このよ
うな認識も次第に広まってきたといえようⅴ。近年話
題になった、ICOMの定義更新の一つの背景であるⅵ。
しかし現状では、ミュージアム教育の主流は「展示」
と言って良いだろう。

この前提に立つならば、展示を旨とするミュージア
ム教育は「現場」に紐づけられている。つまり、空間
を直に体験するメディア特性に軸足をおく。しかし、
コロナ禍は現場での体験知を届ける手段に制限をかけ
た。
「展示」が閉じられている。例えば筆者が調査する

フィラデルフィアの医学博物館では2020年、制限下で
158日間開館ができずⅶ、その間は展示教育の機会が
ストップした事になる。ユネスコの今年 4 月の報告で
は、国立ミュージアムが241日〜365日閉館した国が13
もあった（図 1 ）ⅷ。昨年 5 月の試算では、加盟国で
一割、アメリカでは三割ものミュージアムが再開の目
処が立たないとされておりⅸ、日本国内でも疲弊が伝
えられているⅹ。一方来館者の生活様式では、移動の
制限・自粛や余暇の過ごし方の変化はミュージアム教
育の機会を減少させた。教育の影響は、長期スパンで
現れる。今後も「閉ざされた展示」の問題に留意し続
ける必要がある。

一方、ミュージアムとは観光地でもある。日本でも
アートツーリズムが普及しているが、観光機会の減少
とはミュージアム教育の低迷と捉える事ができる。ユ
ネスコ加盟国のデータによれば、世界平均74％減と鈍
化した現状ではⅺ、「観光」即ち「非日常の空間に移
動し楽しみ学ぶ」行為そのものが萎んだ。建築や自然

コロナ禍で変容する「展示の現場」
―第四のミュージアムのデジタル化
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図1　�2020年・国立ミュージアムの国別開館状況。横軸は休館日
数、縦軸は国の数（出典：ユネスコによる報告　注ⅷ）



特集／インターネットを通じた展示公開■

博物館研究　Vol.56 No.9 （No.640） 3

景観から日用品に至るまで広い意味では「展示」とも
言えるが、それらを見る機会も減少した。「異文化で
見聞を広める」という、古風だがなお影響力を持つ観
光経験の低迷は、ミュージアムと展示教育に影を落と
している。

ミュージアムのデジタル化の功と罪
ミュージアムでは、その主な教育手段たる展示の現

場が閉じてしまった。これまでの機軸だった展示を
「封じ手」にされた状態で、教育手段を考える必要に
迫られた。そこで、デジタル技術を使う工夫もこれま
でと異なる次元でなされはじめたのである。

代替的な展示としては、展示室をヴァーチャル化し
たもの、展示室や展示物をツアー形式で動画配信した
ものがある。またウェブ用のコンテンツを作る「展示」
に、展示物や展覧会をウェブサイト形式にしたもの、
各種SNSで発信する文字＋写真及び動画等がある。「教
育プログラム」に近いものには、リアルタイムのツ
アーや講演の配信や、チャット機能で相互にやりとり
をするワークショップ等がある。デジタル技術によっ
ては、活動の継続性が保たれた意義は大きいだろう。

展示の継続以上に重要なのは、利用者とのコミュニ
ケーションが継続した事ではないだろうか。コンテン
ツは何にせよ発信し続ける事で「来館者」とのコミュ
ニケーションが継続している。来館者がいない展示室
とはただの「箱」である。そこに行けば何かが起こっ
ているという期待を持った人々が訪れて、はじめて箱
は「展示室」となる。場と人のつながりを継続する事
で、コロナ後にも「展示」が生まれる条件が維持され
る。

こうした点ではデジタル化が「功」を奏した一方、
「罪」の側面として意識すべきは、情報格差（デジタ
ル・ディバイド）の問題である。即ち、ICT技能や機
会の不均衡が格差を生む現象であるが、「所得」や「教
育水準」、さらに「ジェンダー」「人種」、高齢者にお
ける「年齢」、また文化習慣やインフラ普及から生じ
る先進国・途上国や都市・地方といった「地域」等で
格差が生じる。ミュージアムにおいては、これらの格
差が教育機会の格差に直結する。

ユネスコは2015年以降ミュージアムの情報格差を報
告してきたが、今年の最新版では、コロナ禍で特にア
フリカや諸島地域の女性や先住民等で格差が拡大した
と指摘された。つまり、デジタル化の進展が地域及び
ジェンダー格差を拡大させた虞がある。

だが一方でデジタル化の普及は格差是正の手段にも
なる。ミュージアムや図書館等文化教育施設が充実し
ていない地域――特に途上国や地方――にとって、ま
た経済的な困窮者や教育機会が十分与えられない女性

等にとっては、この時期世界中のミュージアムが充実
させたデジタル展示を利用できるようになった人々も
いただろう。日本のように都市部に展示施設が集中す
る国の過疎地域では、相対的に利用可能な「展示」情
報が急増したといえる。

コロナ後のミュージアムのデジタル化：「第 4 段階」
として

こう見ると、コロナ禍以後のデジタル化は、「閉ざ
された展示」の単なる継続や代替を越えて、現場知を
基礎としたミュージアムの有り様そのものを再考する
きっかけとなった側面があると考えられる。

過去に筆者がミュージアムにおけるデジタル化の展
開を 3 段階に分けた区分を元に理解してみよう。第 1
に、フロッピーやCD-ROM等による「文字データ圧
縮とアーカイヴズ発展期」、第 2 に、コンピュータの
私有化とネット初期の「ミュージアムサイト登場期」、
第 3 に、視覚情報の高精度化と大容量化、ネットワー
クや端末の遍在化が進んだ「発信・受信の展示インフ
ラ普及期」であるⅻ。

続く第 4 の段階を、パンデミック下でミュージアム
で起きたデジタル化と考えてみたい。この段階を特徴
づけるのは、既にICTのインフラや理解が普及した後
で、対面・現場の困難を乗り越えるためにデジタル技
術を利用する事、また社会の間に（やむなくにせよ）
利用への合意形成が広くなされた事で成立するミュー
ジアムの取組が現れた事である。

2 ．�日本から「ミュージアム／展示のデジタル化」
をみる

以下では具体例から「第 4 段階」の素描を描きたい。
無数の事例が生まれゆくなか何を取り上げるべきか
迷ったが、2021年夏に日本語で書かれる「インターネッ
トを通じた展示公開」の特集で扱うべきは、コロナ禍
に日本国内で見られた事例ではないかと考えた。

知名度、グローバル展開、経済規模、英語圏等、
様々な水準で情報発信力が強い館ならば、記録される
機会も多くあるだろう。その意味では、日本という
ローカルから「ミュージアム／展示のデジタル化」を
記憶しておく事も無益ではないだろう。

展示室の3D化　森美術館
2020年の早い段階で既に展示を3D化して公開する

館も出てきた。森美術館では、「未来と芸術展」が会
期途中で終了になった事が契機となった。最新技術を
用いた芸術を紹介する展覧会の主題とも相性が良かっ
た。

延 暦 寺 や セ ン ト ラ ル パ ー ク 等 広 く 3Dを 扱 う
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exAgentの技術で作られたものだが、展示室移動の操
作性も良く、キャプションや情報リンクの利便性等オ
ンラインならではの利点も感じる。

2017年に筆者が実施した調査を顧みれば、展示室の
3D化事業は飛躍的な発展を遂げた。当時は仏ルーブ
ル美術館等の大規模館であっても精度が低く、Google
技術を応用したものを除けば到底実展示に代替できる
ものではなかった。他方で、館の間で生じた資金面で
の格差に関する懸念や、蓄積されたノウハウの共有も
課題になろう。

展示イメージを丸ごと記録するこうした方法は、「展
示」メディアをアーカイヴィングの対象と見なす事に
もつながる。ディスプレイやインスタレーション等展
示室の構成に関しては、その重要性が理解されるにも
関わらず実はこれまで記録精度が低かったといえよ
う。新たな資料種別となるだろうか。

またこの方法は、収集品保護の副次的手段となる。
ブラジル国立博物館、ノートルダム寺院、首里城の火
災、川崎市市民ミュージアム等の災害が記憶に新しい
が、災害に備えた保護は喫緊の課題である。ブラジル
では展示室がストリートビューで保存されていたため
貴重な考古資料の情報が一部残った。ウィキメディア
コモンズも再現の元になる写真を来館者に募った。「み
んなの首里城デジタル復元プロジェクト」は訪問者の
写真を集めてデジタル再現する企画であり、数年の間
に驚くほど精度が高まっている。知名度や愛着の高さ
を生かしてデジタル復元すると同時に、文化財を軸と
した伝承共同体を作り出す手法の実験例にもなったと
いえよう。

ヴァーチャル展示のラボ　ハイパーICC・ヴァーチャ
ル初台

NTTを母体に1997年開館したインターコミュニ
ケーションセンターは、日本のメディアアート系
ミュージアムの最古参であるが、今年の 3 月まで実展
示とヴァーチャルを交差した展覧会「ハイパーICC」
を開催した。所在する施設を3D化した「ヴァーチャ
ル初台」と併せて、ウェブ上で公開（DL可）されて
いた。
「来館者」はアバターで3Dの展示室を動き作品を鑑

賞できる。3D空間は実展示を再現したもので、同じ
箇所に展示物が置かれている。現地の展示は、アプリ
を利用する事で作品鑑賞が完成する仕組みになってい
る。展示物のQRコードを読んだりスマートフォンの
カメラ越しに展示空間を覗く事で効果が生まれる。展
覧会全体でも各作品でも、オンラインとオンサイトを
併用する方法を模索しているような印象を受ける。

同展は、ミュージアムのデジタル化のなかで技術の

汎用化が進む機運を感じさせる。3D化の技術監督を
担当した豊田啓介氏は、過去にスマートシティの計画
に関わった経験を振り返りながら、現状では驚くほど
に汎用的な3D記述のデータが存在しないと指摘するxiii。
国土交通省によるプラトー等オープンデータはいわば
基礎インフラがやっとでき始めた段階で、ここに来て
ようやく各所で目的に合わせた使用法を設計する事が
可能になったという。同展は、ミュージアム／展示分
野における試験的な取組と位置づけられるようだ。展
示設営会社は、今後こうしたデジタル展示の施工を請
け負うことになり、ノウハウが普及していけば活用方
法も多様化していくだろう。

また同館では、アルステクネ社と連携して、浮世絵
や著名な絵画を高精度にデジタル化、保存・活用を研
究する「Digital×北斎」も展開する。今後、出版事業
の拡大再編が計画される中、ICT技術をミュージアム
で展開する基盤――デジタル展示の方法を実験する

「ラボ」のような機関となると期待される。

オンラインとオンサイトをいかにつなぐか？　あいち
⇄オンライン

あいち⇄オンラインは今年 2 月に主にオンラインで
開催された芸術祭だxiv。この試みが独特なのは、ウェ
ブ中心の展開を前提としながら、中京という地域性や
具体的な場所性を重視した点にある。美術・演劇・映
画・音楽・文学・研究とジャンルを横断して、「いず
れコロナ禍が過去のものになった時に、インターネッ
ト上ではなく、具体的な場所やものとして経験」でき
る表現をサイトに「展示」した。

その名が示す通り、「あいち」に出かけた感覚をオ
ンラインに再現するサイト設計となっている。鑑賞の
窓口は衛星写真地図で、作品アイコンが「展示」場所
を示す（図 2 ）。例えばON READINGによる短歌作

図2　�あいち⇄オンライン（AICHI⇄ONLINE）サイト内の地図。作品
アイコンが表示されている。一部の作品は2022年3月31日まで
アーカイブとして公開中（出典：https://aichionline.jp/）
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品では、鑑賞者は地図上に歌を見つけ、テキストを読
むと同時に歌が詠まれた実際の風景をグーグルスト
リートビューで見る事ができる。

同展は、コロナ禍の「オンライン」と「オンサイト」
の有機的な関係の構築を試みたキュレーション実践で
ある。参加作品それぞれがコロナ禍の「現場」とどう
関わるか考えつつ制作したものとなっており、各分野
の「現場」につながる窓口にもなる。文化の継続性は
企画の趣旨でもあり、「コロナ禍で閉ざされた現場」
の問題に省察を促している。

芸術祭を訪れた時、来場者の心には何が残るだろう
か。筆者の場合、作品よりもその土地の記憶である。
そこで感じた「地域」が「作品」体験とつながった時
に、ホワイトキューブとは異なる、芸術祭ならではの
芸術経験を感じることが出来る。「オンライン」で「あ
いち」を見て、ある短歌が詠われたなんの変哲もない
場所をこの目で観たいと思った。地域や場所との距離
をこのように新鮮に感じさせる「展示」に、キュレー
ションによる文脈化の力を感じた。

教育コンテンツの自由化　Google�Arts&Culture
世界のミュージアムや収蔵品をオンラインでつなげ

るサイトGoogle Arts&Cultureも、コロナ期に大きく
拡充した。過去には目立った自動リンク不具合等も解
消され、参加するミュージアムやコレクションの数も
増加し、ウェブ上でキュレーションされた「展覧会」
コンテンツ、またよりライトユーザ向けの娯楽コンテ
ンツも拡充した。

展覧会コンテンツとは、ウェブサイトをスクロール
すると、テーマに沿った解説と共に美術品・歴史資料
が次々と現れるものである。自動で解説されるポイン
トにクローズアップされる等サイトを生かしたデザイ
ンとなっている。

ここで取り上げたいのは、コンテンツの柔軟さや公
開の早さ、地理的な制約からの解放である。これらは
柔軟に教育資源を提供することによって、情報格差へ
の対策となる。

ウェブならば世界中どこからでもアクセスでき、実
展示では触れる機会が少ない展示も距離を超えて提供
される。その好例は、2020年 6 月公開の黒人史展示

「Black History and Culture」だ。ブラックライヴズ
マター運動の大規模拡大に応えたものだが、実展示で
はアメリカ国内でないと余り観られない充実した内容
だし、当地でもこのタイミングでの公開は貴重だ。

さらにGoogleの提供のため、自動翻訳ではあるがほ
とんどの説明文で多言語表示が可能であり、言語障壁
を乗り越えるものとなっている。例えば黒人史では最
大規模の「スミソニアンアフリカ系アメリカ人歴史と

文化博物館」でさえも、日本語のキャプションは提供
されていない。

筆者が大学でこのサービスを教材にした経験では、
「高校の時こういう歴史教科書があれば良かった」と
多くの学生が口にしていたが、母語圏のメディア環境
に左右されない多言語化機能は、異文化について学ぶ
機会を幅広い観点で拡大している。

コンテンツ産業と大学教育での展示例
ヴァーチャル展示はミュージアムに留まらずコンテ

ンツ産業や大学教育等の例にも見られ、各領域が連動
している点も確認しよう。昨年春頃からは、オンライ
ン参加型ゲームや3D空間の会場サービスで、イベン
トが盛んになった。clusterではヴァーチャルの渋谷
でハロウィンが、Fortniteではミュージシャンのライ
ブが催された。あつまれどうぶつの森ではゲッティや
メトロポリタン美術館から作品画像が公式に提供さ
れ、プレイヤーはゲーム内で展示する事が可能になっ
た。

同時期には、こうした3D空間を大学学園祭や展覧
会の場所とする例も見られ始めた。国内の例を挙げれ
ば、建築学や芸術学専攻の大学から中学高校まで広く
展覧会が催された。また、大学キャンパスを再現する
ものもあり、学生たちが現場の経験や交流を求める声
に応えたものが目立っていた。

著者がミュージアム研究を教える武蔵大学のゼミで
も「ヴァーチャル武蔵大学」を実施した（図 3 ）。公
式の学園祭がYouTube配信のみとなったため、実空
間をイメージでき交流できる「場」があると良いので
はないかと議論し、同じ期間にヴァーチャルキャンパ
スでの展覧会を行ったxv。会場にはclusterを使用し、
来場者はアバターで遊歩できる。同年度のゼミでは当
初より「コロナ禍のミュージアム」を主題に調査して
おり、その結果を用いて、ミュージアムで感染防止の

図3　�ヴァーチャル武蔵大学（Virtual�Museum�at�Musashi�University,�
VMMU）会場風景。3Dイベント会場を提供するウェブサービ
スclusterで開催した。（出典：注xv）
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ために作られたピクトグラムを解説つきで展示した。
この経験から、今後は博物館学の展示論や実技でも

デジタル技術の導入を取り入れる重要性を実感した。
英語圏研究が専攻の本学科は、制作系学部ではない。
プログラミング技術を持つ学生が声を上げてヴァー
チャル展示が実現したが、そのように、非制作系大学
の学芸員課程やミュージアム教育であっても、学生と
教員が有する技能に応じていかなる実践教育が可能な
のかを個別柔軟に考えるべきだと学ぶ機会となった。

おわりに　デジタルの「常態化」へ　
以上、筆者の活動も含めてこの一年ほどの国内の事

例から「ミュージアム／展示のデジタル化」の第 4 段
階の素描を描いた。様々な展示の現場で活躍する読者
の方々に補完していただければ、これほど嬉しい事は

ない。
既にデジタル化は、好むと好まざるとに関わらず普

及が進んでいる。ミュージアム運営・展示設計におい
ては、このデジタルの常態化を前提にデジタル技術と
向き合う事が肝要である。この視座をパリーは「ポス
トデジタル・ミュージアム」と呼び、デジタル技術を
制御し、取捨選択しながら新たな展示規範を練る必要
性を指摘しているxvi。

本稿で見たコロナ禍の事例は、ポストデジタルな
ミュージアムにおける展示に関するヒントを与えてく
れよう。「緊急事態」での模索で実現したアイデアも
また、宣言解除とともに忘れ去られてしまわぬように

「常態化」できると良いのだろう。
 （こもり・まさき）
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