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開かれたミュージアム
Museum for Everyone

ミュージアムがまもるもの
Preservation by Museums

和歌山県内の博物館・美術館の学芸員や文化財技師

は、文化財を守り、将来に繋げていくために日々、試行

錯誤を繰り返しています。私たちが守ろうとしている

文化財は、地域の宝であるとともに、地域に生きる人

たちの拠り所ともなる貴重な存在と言えます。それら

の文化財には多くの人の思いが宿り、文化財を守ると

いうことは、モノに付随する多くの人たちの記憶を

守るということです。

本章で紹介した事例の多くは、学芸員や文化財技師

だけでなく、学校や地域の人たちの協力なくして活動

することが困難なものが多くありました。地域の宝を

盗むという卑劣な犯行から文化財を守るために高校生

の協力のもと編み出された「お身代わり仏像」の製作、

紀伊半島大水害の教訓をもとに地域の災害の記憶を

記録し、未来に繋げるための活動、はたまた、時間とと

もに薄れていく記憶の記録化やさまざまな事情から

失われていく文化財を守るための分野を越えた行動、

学校に思いも掛けない文化財が眠っているものの気付

かれずに廃棄されていくことへの抵抗など、和歌山

県の学芸員たちの仕事は全国的に見ても先進的かつ

独創的であることに気付いていただけたのではないで

しょうか。

これらの活動の根底にあるのは、目の前で失われる

文化財を少しでも減らしたいという思いです。文化財

を守ることが個人や地域の記憶を守ることになるなら

ば、それらを次世代へ継承していくための芽を育てて

いくことも、文化財に携わる者の責務でもあります。

Curators and specialists for cultural properties in 

Wakayama repeat trial and error to preserve 

cultural properties and hand them down to future 

generations. Such cultural properties are more 

than simply community treasures; they serve as a 

valuable cornerstone for community residents. 

Since cultural properties are infused with many 

people’s various feelings, the preservation of 

them means the preservation of people’s 

memories of the articles.

Many of the projects introduced in this chapter 

would be difficult to achieve without cooperation 

from not only curators and specialists, but also 

from schools and community members: 

Reproducing Buddhist statues with students to 

protect the community treasures from theft; 

recording the community’s lessons of disasters 

from the serious flooding for the next generation; 

implementing cross-sectional measures to 

record various memories fading away; and taking 

action to stop the disposal of cultural properties 

stored at schools with their excellent value being 

unrecognized. We believe that Wakayama is rare 

in the country in that curators make such 

advanced and original efforts.

These efforts are based on the curators’ 

determination to reduce cultural properties being 

lost to the fullest extent possible. If the 

preservation of cultural properties means the 

preservation of each individual’s and 

community’s memories, it will follow that those 

engaged in the preservation of cultural properties 

have the responsibility of growing seeds for 

handing such memories to the next generation.
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Discussions 
+ Information

人を育て、ミュージアムを育てる
Education—People and Museums

ミュージアムには次世代へとつなぐべき貴重な作品や

資料が残されていますが、そんなにも大切なものであ

れば、誰にも見せずに保管しておく方が安全です。学

校からの団体来館に際しても、引率教員は、子どもた

ちが作品や資料を破損する危険をとても恐れています

し、美術館や博物館の中にも、子どもたちを展示室に

迎えるのは大人よりもリスクが高いとする意見がある

のも事実です。

しかし私たちは、展示を中心としたさまざまな場を

設けて、作品や資料ができるだけたくさんの人の目に

触れることを望みます。それは学芸員がどんなに資料

を厳重に保管したとしても、重大な事件や災害、あるい

は社会の変化を前にしては、まもりきれないからです。

人々が「そんなもの無駄だ」「私には関係ない」と切り

捨ててしまえば終わりです。ですから資料の価値を

理解し、「自分たちでまもらなければ」と関心を持つ人

を増やすことが、保存の観点から見ても、実は最も

確実なリスク回避の方法だと言えるのです。

さらには資料について与えられる情報や知識だけで

なく、ミュージアムという場で人々が勝手に学ぶことも

大切です。「勝手に」というのは、解説に書かれている

情報だけでなく、自分にとっての資料の意味や価値を

各自が見いだすことを意味します。そしてその価値は

受けとめる人によって、時代によっても、さまざまに

変化することを認め合い、あらゆる人が多様な意見や

見方を共有することを担保するミュージアムの役割

を、この社会で育てていきたいと思っています。

Museums have valuable collections to be handed 

down to the next generation. Some may insist 

that such invaluable articles should be closed off 

from the public for protection. Actually, 

schoolteachers are really worried that their 

students might damage exhibits. It is true that 

some museums view children as riskier visitors 

than adults.

However, we would like to provide a wide 

variety of opportunities for as many people as 

possible to view works and materials. This is 

because, no matter how securely curators 

safekeep materials, they cannot be fully protected 

from serious incidents, disasters, and changes in 

society. If people disregard materials, saying 

“They are just waste” or “They are irrelevant to 

us,” it will be all over with the materials. In this 

regard, even seen from the perspective of 

safekeeping, to increase the number of people 

who understand the value of materials and stir 

their interest to be involved in their preservation is 

actually the most reliable risk-avoidance measure.

Furthermore, it is also important that people 

not only obtain information and knowledge on 

exhibited materials, but also learn at museums at 

their own discretion. Visitors’ learning “at their 

own discretion” means that they discover the 

significance and value of the materials for 

themselves, which varies depending on people 

and even changes over time. Museums have the 

role of encouraging people to respect this fact 

and ensuring that all people share diversity in 

opinions and perspectives. We would like to 

expand this role in society.
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The Working Group for Promoting Activities of Prefectural Museums in Wakayama




