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早稲田大学坪内博士記念演劇博物館第三者評価報告 

 

 演劇博物館では、２００１年３月に自己点検評価報告書を作成したが、それ

を踏まえて学外の有識者をお招きし、第三者評価委員会を開催した。すなわち

２００１年６月に各委員を委嘱し、夏休み後の１０月１８日に、それまでにお

目通しいただいていた自己点検報告書に基づきつつ、館内をくまなくご案内し、

同日午後６時より８時半までの間、大隈会館Ｎ棟会議室において座談会を開い

た。 

 本報告書は、その座談会の概要紹介と、後日、各委員から寄せられたメモと

からなる。座談会は煩を避けて要点を摘録しつつも、私意を交えず、なるべく

当日の雰囲気を正確に再現すべく努めたが、各委員の校閲を経てもなおテープ

起こしの際の誤り等がないとはいえない。それらはすべて演劇博物館の責めに

帰すべきものである。 

 ここに座談会の内容を要約しておく。本報告書においては全体を以下の８章

に便宜的に分割した。 

    １ 演劇博物館の沿革と専任職の問題を中心に 

    ２ 施設上の問題―６号館を中心とする、収蔵庫とその他のスペース 

    ３ 演博の展示室を見ての感想 

    ４ 映像との関連 

    ５ 海外との連携―国際交流とアジア演劇への視座の重要性 

    ６ 報告書に対する意見１―ボランティアの解説者 

    ７ 報告書に対する意見２―海外とのネットワーク構築 

    ８ 報告書に対する意見３―演劇博物館の真価 

１においては博物館の人事配置上の問題点、２においては収蔵スペースの問題

点、３においては展示の技法、４については展示企画のあり方、５については

研究の方向性、６については館内運営、７については情報発信のあり方、８に

ついては全体のまとめが、主な内容である。 

  これらのうち、とくに問題となったのは、資料の価値の高さに比して収蔵ス

ペースをはじめ多くの点で施設が狭隘であるということが第一であり、次に専

任の学芸員を擁することの必要性ということが第二であった。また将来性とい

う点で、本館が世界の演劇研究の先進的拠点に発展しうる可能性を有する、特

色ある組織であることが指摘された。 

  問題点二つについては、自己点検報告書中においても自覚していることであ

り、この報告書を通じて大学当局にはぜひとも理解してもらいたい事柄である。

いずれも一朝一夕に達成可能な課題というわけではないが、大学当局と問題意

識を共有しつつ、今後ともいっそうの改善に努めることとしたい。 

  将来性については、世界にあまり例を見ない研究施設として、評価していた

だいたものと理解している。この期待に応えるのは容易ではないが、究極的に
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は予算の問題に帰着することでもあると考える。研究的な側面のいっそうの充

実をはかるのはもちろんながら、それだけではなく、演劇資料の展示・閲覧施

設としての社会的使命を十二分に果たすことを第一に考え、それらの実績を背

景として、研究拠点としてのさらなる飛躍・発展を期したいものと考える次第

である。 

  なお末筆ながら、ご多忙の中、長時間にわたって館内を監査・ご高評下さり、

数々の貴重なご意見を賜った委員各位に、深甚の謝意を表する。 

 

第三者評価委員 

 歌田 眞介 先生（東京芸術大学教授・同大学美術館長） 

 リチャード・エマート 先生（武蔵野女子大学教授） 

 尾子 隼人 先生（国際交流基金トリエンナーレ準備室長） 

 山崎 有一郎 先生（横浜能楽堂館長） 

  

演劇博物館出席者 

 伊藤 洋（司会 演劇博物館長・教育学部教授） 

 竹本 幹夫（演劇博物館副館長・文学部教授） 

 和田 修（大学自己点検・自己評価小委員会委員・文学部助教授） 

 碓氷 喜信（演劇博物館事務長） 

 鈴木 善夫（演劇博物館館員 撮影・録音スタッフ） 

 竹本 希（演劇博物館館員 撮影・録音スタッフ） 
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早稲田大学演劇博物館座談会 

 

１ 演劇博物館の沿革と専任職の問題を中心に 

○（司会・伊藤） 本当に今日はありがとうございました。演劇博物館の全体

を駆け足で見ていただきましたけれども、おわかりいただけなかったところも

あるかもしれませんし、あるいはもっと見たいというところもあったかもしれ

ませんが、ご質問などあればこの席でしていたただければと思います。そんな

に堅苦しくお考えにならなくて結構ですので、ざっくばらんにご意見をいただ

ければと思います。それからご批判も承りたいと思います。もし、ここはユニ

ークだからもっとこうした方がいいということでもありましたら、それもおっ

しゃっていただきたいと思います。小さな博物館ですがすでに七〇年の歴史を

有しており、例えば錦絵のように演劇資料という点ではかなり特色のある収集

をしてきていると、自分で申すのも変ですが、私どもはみなそのように考えて

おります。 

○（和田） 演劇博物館の資料収集方針は、伝統的に質より量というところが

ございまして、錦絵も美術品としての一級品はそれほどないと思うんですが、

坪内逍遙以来、とにかくたくさん集めて比較研究するのだという方針がはっき

りしております。逍遥旧蔵品を核として収集を継続してきた結果、膨大なコレ

クションに成長いたしました。私どもはそれを整理しながら勉強しているわけ

で、助手として勤務しておりましたころから、そのようにスタッフとしての仕

事と勉強が一体化していました。 

○（司会） 錦絵も、したがっていわゆる芝居絵といわれるものだけを集めて

いるわけですが、ただ集めるだけではなく、「役者絵研究会」というのを、月に

１回、他大学の方々もお集まりいただいて、１０人前後でしています。とにか

く、誰を描いた絵かというところからして、まだわからないところが随分ある

のですね。 

○（エマート） 実物を見ながら研究しておられるわけですか。 

○（和田） いや現在では、演劇博物館のホームページ上に全点が公開されて

おりますので、Ｗｅｂ上でラベルを大きく映してみて、データベース化された

翻刻や題目の字が違うとか、役者を描いていてもその役者がだれなのか記録が

なかったりするものもあるんですね。そういう問題のあるものをピックアップ

して、場合によっては現物も確認し、考証したりというようなことを、遅々と

して進まない仕事なんですけれども、やっています。 

○（エマート） そうした資料の整理に日常的にあたるために、専任の研究職

が置かれているのでしょうか。たとえば学芸員の方ですとか、あるいは和田先

生のような専任教員は、とくにいらっしゃいますか。 

○（竹本） 本館には専任の学芸員がいないのです。どこの私立大学でもほぼ

 1



同じなのではないかと思うのですが、事務職の場合、一つの箇所に永続的に勤

務させないのが普通です。これはいろいろな部署で経験を積むことによって、

大学全体にわたる視野を養うという点ではよいのですが、博物館のようなとこ

ろでは、それがかえって災いして、職人的な人が育ちにくいというか、そもそ

もそこで骨をうずめる覚悟でやってやろうという専門家が、来てくれないので

す。せっかく専門的技量を持っていても、数年後にはまったく関係ない部署に

配属替えを命じられる可能性が強いですからね。こういう特殊な文化財を取り

扱う箇所では、一般の学務と同じ人事配置をされてしまうと非常に困ってしま

うわけです。 

○（司会） そうなんです、そこがちょっと問題なんですね。そこは理事会と

いろいろ交渉したりしているところなんですが。 

○（エマート）  それでも専門家がいないと演劇博物館のような業務は遂行不

可能でしょうから、そこのところはどういうふうに補っておられるのですか。

たとえば学部の教員でもあり、博物館の仕事をやるというと、兼務ということ

になりましょうが、具体的にはどの程度の仕事配分になるのでしょう。 

○（竹本） 教員の場合は、学部からの出向という形とはちょっと違いまして、

全面的にこちらの仕事だけをするわけではありません。 

○（司会） 演劇博物館の専任の教員というのはいないんです。私は教育学部

ですし、竹本先生は文学部というふうに、そこから出てきているわけですね。

ですから、本属である学部の授業なり校務を担当しながら、演劇博物館にも出

勤するわけです。 

○（エマート） すると週に１日はこちらの仕事をやるとか、両方の仕事を按

配されるのでしょうね。 

○（和田） 私の場合は研究員として、ボランティア的な形で関わっています。

しかし私が助手から文学部の専任になったときは、どちらかというとこっちに

いる時間の方が長かったりしたんですけれども、だんだん本属学部の校務が増

えて来るので、そうもいかなくなってまいりまして。 

○（竹本） 学部の校務も 近では異常に忙しいですからね。なかなか勉強の

時間が取れません。演劇博物館に勤めると勉強になっていいだろうと、私も副

館長職を二つ返事でお受けしたのですが、学部のほうが忙しいとついこちらが

おろそかになる面があります。 

○（山崎） 例えば、竹本さんのところに用事があって、電話をしようとする

と、あなたはどこにいるのですか？ 

○（竹本） 文学部の研究室か、演劇博物館の館長室におります。 

○（山崎） どっちが多い？ 文学部に電話してもいないのですか。 

○（竹本）  今は文学部です。季節によって違います。季節労働者みたいです

けど（笑）。今、時間割編成の時期で、学部の方にもいないといけない場合があ
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ります。春先ですと、私は学部の方は暇なんですけど。 

○（山崎） 大体、館長さんも副館長も、その他の役職でも、教員を兼ねてい

ると大体そういう形になるのですね。 

○（竹本）  そうです。だから、どうしても片手間になってきます。学部でほ

かの仕事も引き受けたりしますと、両方が成り立たずに、どちらも中途半端に

なりますね。申し訳ないことですが。 

○（山崎） 基本的には、そこらに問題があるような気がしますね。 

○（竹本）  専任がいないということですね。 

○（山崎）せめて、館長とか副館長は専門職であるとか…。 

○（エマート） こっちの方がメインで、ときどき向こうで教えたりするとい

うことの方が。 

○（山崎） その方が本筋だろうと思う。教授資格を持っているものが館長に

なる。授業をときどきやるといったふうに・・・・・ 

○（尾子） ところでどなたが企画展の立案をなさるのですか。 

○（竹本） 我々がやる場合もありますし、助手や館員がいろいろアイデアを

持ち寄って、展示ワーキンググループという会合で企画立案します。 

○（尾子） 館員というのは、博物館の。 

○（和田） 演劇博物館の館員は、さすがに事務職とは申しましても、図書館

との人事交流などによって、司書の方が配属されたり、職責上は学芸員ではな

いけれどもその資格を持った人がいたりと、仕事の特性にある程度は応じた、

演劇や博物館という分野に近い方に、できるだけ来ていただくようにしていま

す。 

○（司会） 今の大学本部は、図書館の司書の資格を持っている方に学芸員の

資格もとってもらって、司書学芸員という形で人事交流をするという方針なん

ですね。 

○（尾子） 自己点検の報告書には、専任の学芸員は９８年まで在勤とありま

すが。どのくらいそういう形で、演博に学芸員という方がいらっしゃったので

すか。 

○（和田） 多分、学芸員という名称は、博物館法が戦後新しくなってからの

名称だと思いますけれども、そのときに学芸員を置いて以来ではなかったかと。

ただ、８０年代くらいまでは６人も学芸員がおられたんです。職員の半分が学

芸員だったというような状態で。その状態が大学の職員人事の方針と合わなか

ったために、だんだん減らされていく原因になったのだと思うんですが、定年

で辞められていった後が補充されなかったということで今日に至ってしまった

わけです。もちろん、どんどん減っていくのがわかっておりましたので、代々、

館長、事務長以下、いろいろと折衝はしてきたのですが。 

○（尾子） 今はどなたが実習生の受け入れなどの職務をやっておられるんで
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すか。 

○（和田） 現状は学芸員が皆無というわけでもなくて、嘱託のような形で一

人、学芸員の役割もできる人がおりますのと、前、ここにいた人で他箇所転出

してしまった人に頼んで、博物館学の授業の出講なども含めて、時々手伝いを

してもらうということで、何とかしのいでいるような具合です。 

○（司会） 他大学から博物館実習を早稲田大学でさせてほしいという申し入

れがあるんですね。数年前までは学芸員がいるから引き受けられたんですが、

それがこのところはちょっと手が回らないということでお断りしているんです。

これも、私ども演劇博物館の公開性といいますか、もっと広く外に開かれてい

かないといけないという観点からすると、何とかそれを復活できないかという

気がしているんですが、先程来お話しの学芸員の問題があって、今は他大学の

実習生というのは引き受けられないですね。 

○（尾子） もちろん先生方は研究者あるいは教育者として演劇に携わってお

られ、その一方でこういう施設があってそこで貴重なものを扱わなければいけ

ないということがあるので、当然学内の専門家の間から、資料の取り扱いにつ

いて万全の管理態勢を作っていこうという雰囲気が出てきそうな気がするので

すがね。 

○（司会） 実際には大学組織の動きとしてそうはならないわけでして、おっ

しゃるとおり大きな問題ではあるんですね。専門的な学芸員がいないというの

はね。 

○（歌田） 博物館実習の受講者は何人くらいいるんですか。 

○（司会） 全学で３００人くらいです。 

○（歌田） 大変ですねそれは。自分の大学の学生だけで手いっぱいですね。 

○（和田） 近、資格取得というのが学生の間ではやっているので、あんま

り博物館学芸員をとってもそれほど使い道がないのは思うのですが（笑）、とり

たがる学生が非常に多くて、抽選でかなり落ちているような状況です。 

○（山崎） 学生の中で、特に演博に興味を持つ人はいるんですか。 

○（竹本）  結構おります。 

○（和田）学部の学生ではなかなかそこまでは難しいでしょうけれども、大学

院生などは授業をやると、その都度資料整理など手伝ってくれます。本人の勉

強に一番なりますので、私自身も大学院のころから、そういう仕事をしながら

勉強しているというところがありましたから。 

○（山崎） そういうことのためには、非常に地の利がいいわけですね。 

○（和田） ええ、もうここは 高の環境が整っています。でも 近の学生は

地道な資料研究を、なかなかしなくなってまいりまして。 

○（竹本） 歌舞伎・浄瑠璃関係ではすごい資料が集まっているんですが、も

っとたくさんの学生に関心を持ってもらいたいですね。 
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○（歌田） 話が 初に戻りますけれども、専門の学芸員みたいなものを置か

ない、学芸司書みたいにしたというのは、昔、そういう専門の人で働かない人

がいて、それに懲りてそうなったんですか。 

○（司会） そういうこともあるかもしれません。 

○（竹本） これは早稲田だけの問題ではなくて、どこの大学でも、このまま

いけば専門職として一流になるなという感じの人が、ぱっとあるとき全然違う

部署に配転される。そういう感じなんです。有能な人ほど、次々にいろいろな

部署を動くわけです。 

○（歌田）公立美術館でも、先生で美術館学芸員の資格のある人が来て、３年

か４年でまた学校に戻ってしまうというところがあるんですね。そこは研究の

蓄積ができないんですね。情報を人に与えられない、人から情報がもらえない

ようになる、そういうのが一番だめなんです。そうかといって、能力のない人

がずっといてしまうとまたどうしようもないですね。難しいですね。 

○（司会） 本当に難しいですね。 

○（竹本） 今の演博には、それなりに人材の蓄積はあるんです。むしろ、今

動かれるとちょっと困ってしまうところがあります。異動の心配がなく、待遇

の保証された専門職があれば、その辺の悩みが解消するのではないかと思うん

ですが、大学は専門職を置いてくれませんね。繰り返しになりますが、つぶし

が効く人材じゃないと、組織としてはまずいということのようです。 

 

２ 施設上の問題―６号館を中心とする、収蔵庫とその他のスペース 

○（歌田） 芸大の美術館も今から１０年くらい前ですか、赤松俊子さんとい

う文部大臣が視察に来られて、実はその人の父親が赤松麟作という絵描きさん

なんですね。そのとき、資料館の地下の収蔵庫に案内したんです。それがすご

く狭いところにゴチャゴチャに置いてあった。これだけのものをこんなところ

に置いてはいけない、何とかしなくてはいけないということになって、ようや

く平成１１年に新しい美術館ができたんです。ですから、演博の図書収蔵庫で

天井の裏に屋根を張るみたいなことをしているところを、総長に見てもらうと

か（笑）。 

○（司会） なるほど。 

○（歌田） あれはちょっと恥ずかしいような。どこでも収蔵庫は大体人に見

せたがらないもので。みっともないとか、何とかで。芸大の場合はとにかく、

赤松文部大臣にたまたま見てもらったのがきっかけで、話が進んだのです。早

稲田は文部大臣というわけにいきませんけど（笑）。 

○（山崎） さっきずっと拝見させていただいて、蔵書なんかもかなりあるけ

れども、本部校舎の図書館との関係はどういうことになるんですか。 

○（和田） もともと、坪内逍遙がこの博物館を作ったときに、もと図書館に
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あったものの中から演劇関係のものを引き抜いて演劇博物館の蔵書とするとい

う形で出発しましたが、それ以後は全く独自に、お互い無関係に集めています。

非常に高額なものとかで、私どもの方では手に負えないものを図書館に依頼す

るようなことはあったりしますけれども、基本的には独自でやっております。

演劇関係はこっちが買うだろうと思って、図書館の方はあまり手を出さないと

かいう程度のバランスの取り方ですね。 

○（山崎） ということは、図書館にも演劇資料は、まだいくらかはあるわけ

ですか。 

○（和田） 残っております。 

○（山崎） 演劇関係は全部こっちということではなくて？ 

○（竹本） 移管したときに不徹底だったのか、能楽関係図書については、古

くからの蔵書でも図書館にあるものもあります。 近でも初めから図書館に依

頼して買ってもらうこともあります。資料価値はきわめて高いけれども、高額

図書で、演博としてはどうしても手が出ないという時には、図書館に頼むと購

入してもらえる場合があるんですね。 

○（山崎） そうして購入されたものは、図書館に保存されているわけですか。 

○（竹本） そうですね。 

○（山崎） それは、こちらの方に目録があるわけですか。 

○（竹本） いや、ないです。 

○（山崎） そこがもっと有機的にいく必要があるんじゃないですか。 

○（竹本） 能楽に関しては、総合目録を自分の研究として作ろうとしている

ところです。 

○（司会） 図書館本館を中央図書館と言っていますけれども、その中央図書

館の蔵書も、洋書の類や一般図書の場合は、インターネットで全部検索できる

ようになっています。したがって、そういうものの検索は、例えば演博の方に

探しに来られた方が、演博のパソコンで検索すれば中央図書館の方にあるとい

うことまでがわかる。 

○（山崎） どうしても演劇関係を調べようとする場合は、中央図書館へ行く

よりもまず演博に来るでしょうからね。逆に両方にあるものも多いわけですね、

一般的なものは。 

○（和田） ええ、そうです。ただし貴重書の分野になりますと、まだそうい

う形のデータベースは図書館も私どもも公開できていないので、それはやはり

研究者の研究努力によって補ってもらうという段階です。 

○（山崎） 外部の閲覧者は多いんですか。学生の方が多いんですか。 

○（司会） 演劇博物館ですか。そうですね、学生よりはむしろ外部の方が。 

○（碓氷） 学外の利用の方が多いですね。 

○（竹本希・博物係）  学内・学外のデータをご報告いたしますと、９９年度
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の和漢書の方のデータで、学内者は教職員１６０人、学生 1,５４７人、一方、

学外の方は 1,２１６人、他大学の学生７２６人で、トータルにすると学外が若

干多いのですが、ほぼ半々です。 

○（山崎） チェックするゲートがありますね。この前、こちらの竹本（希）

さんに案内していただいたときには、通ってもひとつも反応しなかった（笑）。 

○（竹本） 本を持って出てもですか？ 

○（司会） そういうこともあるんですか（笑）。 

○（碓氷） あれから修理いたしました。 

○（山崎） この前も、拝見して気がついたのですが、今日もそうで、温度調

節というのはクーラーで簡単にできるけれど、湿度の調整がほとんどできてい

ないんじゃないですか。特に、ああいう資料関係のものは湿度が一番問題だと

思うし、それから陳列しているケースの中を見ても、湿度調整の機械もないし、

それを加減するものもない。 

 簡単なことだけれども、そういう湿度計を入れることでも、まず手始めにお

やりになったらどうかなと、感じたんです。 

○（和田） とにかく湿度管理ができないことは事実でございまして、特に冬

場の収蔵庫の中が、電気のエアコンが入っているために乾燥しがちであるとい

うことは非常に大きな課題になっております。そういうときは、これもまた資

料に直接当たると良くないのですけれども、スチームみたいなもので、しかも

できるだけ温風が強く吹いたりしないのを探して置いておりまして、何とか６

０％を保てるようにということで努力しております。また展示ケースの中には、

アートソーブという、若干の湿度を吸収したり、吐いたりしたりしてくれる薬

剤を置いたりしています。 

○（山崎） 私ども横浜能楽堂で一番頭を悩ましているのは、能の作り物（大

道具・小道具類）の収蔵庫なんですね。随分厳重に消毒しても、竹にタマゴが

入っている場合には、それは消毒が効かないんです。そうすると、適当な温度

になっていると、それが出てきてしまう。気がついたら、もうボロボロになっ

てしまう。それから、年に何回からは表へ出したり、燻蒸したり、エアコンも

したり、いろいろと絶えずやっているんですね。一時はいろいろな竹製品の作

り物を全部揃えて、「うちにはこれだけのものがあるぞ」と言っていたのですが、

ほとんど使えなくなっていて驚きました。みんな、虫がついてしまった。横浜

は狭い収納庫一箇所だけですから、それでも何とかできますけど、演博のよう

に収蔵庫が分散されている場合は大変でしょうね。 

○（竹本） 竹を食べる虫がいるのですか。 

○（山崎） ええ。それがタマゴごと入っている場合にはわからないんです、

どんなに燻蒸しても死なない。 

○（尾子） 資料を、とくに博物資料ですが、その取り扱いとか、それを安全
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に管理するというのは、それが美術的にどうのこうのというのとはまた別の観

点で、きちんと７０年続いてきた、それをまた後世に伝えていくといった面か

ら、保存事業の専門の方がぜひとも必要ですね。それから文字資料（古典籍）

ですか、あれだって将来的には非常に厳しいですね。美術工芸品以上の管理シ

ステムの整備というのは。とくに古典籍はものすごく大事なものが今後もどん

どん増えて行くはずで、それに対応できるような施設を考えてほしいと思いま

す。６号館はかなり問題ですね。海外の研究者とか、来られたときに、ああい

う状態を見ると何かこう、失望を感じるのではありませんか。 

○ (司会) おっしゃるとおりですね。私どもも理事会と話をしたりはしている

んですが、なかなかそこまでいかないのですね。 

○（山崎） さっき竹本（希）さんには申し上げたんですが、近代劇が展示の

中で少ないですね。それにしても、例えば築地小劇場あたりの、あそこに『夜

明け前』のチラシが一つあったので非常に懐かしく思ったんですが、私なんか

がちょうど大学に入ったころですから、昭和８～９年くらいに、毎日大学の授

業の後で『夜明け前』を見にいって、帰りに今のガンセンターの前がずっと川

でしたからね、今、高速の通っているところ。あそこにずっと屋台のおでんや

が来ていて、帰りにそこで一杯やりながらそれこそ「夜明け前」まで飲んでい

たこともあるんですね。そういう思い出をいくらか持っている連中がいると思

いますが、ああいった資料なんか、まだ集めようと思ったら集められるんじゃ

ないですか。ことに、築地小劇場というのは、劇場そのものが当時のシンボル

ですね。あそこから、新協劇団なんかも生まれてきたわけだし、それでだんだ

ん分裂していくような時代があそこでつくられていった。そうすると、資料な

んかはまだ持っている方が多勢おられるんじゃないかと思うし、今、伺うと旧

帝国劇場というのは、ぜひ模型でも造っていただきたいと思うけれども、それ

は今やっておられるんですね？ 

○（司会） 今やっております。 

○（山崎） それはありがたいですが、築地小劇場なんかも、模型をつくられ

たら良いと思います。 

○（和田） 小さな模型はあるんですが。 

○（山崎） そこのステージは、ほとんど高さがないんです。ということは、

観る者もやる者も一緒だという考え方ですから、とくに左翼劇なんかやると、

客席でもって「そうだ、やれ！」とかいって、両方でもって手を握り合ったり

するような雰囲気でしたね。こんなことをいって大変尾籠な話だけれども、左

右両側にトイレがあるんですよ。それが何となく匂ってくるのが、いかにも築

地小劇場という感じで、こちらの展示でそれを思い出して、僕は非常に懐かし

かった。それから、一番後ろに、当時、ライスカレーがあったんです、唯一の

売店で。そこへ飛んでいって、まずライスカレーを売り切れないうちに食べる。
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コーヒーが５０銭でしたね。だから、きっとライスカレーが１円くらいだった

のかな。あの時分の芝居を見ていらっしゃる方は、多分資料も持っておられる

んじゃないですか。私なんかもずっと持っていたんですが、全部、戦災で焼い

ちゃって、何もないです。 

○（司会） 千田是也さんがお持ちだった資料は 近全部いただいたんです。

まだ、それは未整理なんですけれども、ただ千田さんも焼かれたり、また外遊

なさったりしたときに築地小劇場くらいのものはなくしていらっしゃるかもし

れませんが、その資料の中にあれば、あるかもしれない。 

○（山崎） そうですね、お兄さんもおられましたね。 

○（司会） ええ、伊藤道郎さん、伊藤熹朔さん、そして千田是也さんと３兄

弟の遺品をいただいたんです。 

○（山崎） 伊藤熹朔さんのところには、あそこに築地の舞台装置の図がある

はずなんですね。拝見したことがあります。あれなんか、ここにあったら貴重

ですね。 

○（司会） これから展示できるものがあればと思っています。 

○（和田） ポスターですとか、チラシですとか、プログラムですとか、あそ

こに出していないものももちろん持っておりますので、決してあれだけという

ことはないんですが（笑）。 

○（竹本） 写真が大分ありますしね。 

○（和田） そうですね。できるだけ今後もそういったものを増やしていく努

力は当然していくんですが、 近、近代のものが高くなってまいりまして、な

かなか……。 

○ (山崎） そうですか。 

○（竹本） 近代のものは値上がりしています。偽物がないので、結構、いい

値段がするんですね。 

○（山崎） それこそ、今の学生の父兄なんかに持っている人がいるはずなの

で、寄付してもらって、我々ばかり寄付させないで（笑）。私も募金委員なんだ

けど（笑）。 

 

３ 演博の展示室を見ての感想 

○（司会） いろいろご感想を交えてお話も出てきておりますが、今日ごらん

になってのご感想を改めてお聞きするのも変ですが、何かありましたら。 

○（歌田） 芸大美術館で「絵のタイトルが小さくで読めない」という苦情が

ものすごくありまして、思い切って大きくしたら苦情が出なくなったんですが。

さきほど博物館で見ましたらこんな小さい字で書いてあって、苦情、ありませ

んか、読めないって。 

○（竹本希・博物係） あります。 
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○（歌田） ものすごくあるんじゃないですか。この間お伺いしたときにも、

僕と同じくらいの年代の人がいっぱい来ていて、あの人たちはきっと見えない

と思う。絵とのバランスだとか、資料とのバランスで形を決めるのではなくて、

見る人の立場に合わせていないといけないと思う。 

○（司会） そうですね。 

○（山崎） 今のお話はとてもいいと思うんですが、たしか遠山美術館ですか。

あそこの展示は、人形はこんな小さな人形ですが、こんな大きなタイトルが付

いててね（笑）。あれはとってもいいですね。まず、それを見てから、人形が見

られるんですね。だから、説明を大きくするということは大事じゃないでしょ

うか。今、横浜能楽堂でもそれを真似してやっているんですね。 

○（歌田） 昔は専門家が見るということを想定して、タイトルは控えめにや

っていたんですが、今、我々の世代はみんな暇ができて歩き回って、好奇心だ

けはあるけれども、自ら勉強する人はあまりいないです。だから、展示の解説

でにわか勉強したいという気持ちもあるみたいですね。 

○（司会） キャプションが小さいという苦情は確かにあるんですね。それは

できるだけ解決したいと思っております。それから、キャプションを簡単なと

ころでいいから、英語でという要望もあるんですね。それもできるだけ努力し

てやっていきたいと思っています。 

○（尾子） チラッと見ただけですが、館の小さな部屋を時代で区切っている

んですね.その他に韓国のものを紹介したり、現代のものを紹介したりして、若

干、詰め過ぎているのでは……。 

○（司会） ゴタゴタしている？ 

○（尾子） あれがいいのかなとも思いはするんですが、手元の資料によれば、

企画展が年に２～６回、それにあとミニ企画展ですか。むしろ半年くらいのサ

イクルで焦点を絞って、それを全館でやるみたいなやり方もあるんじゃないで

すか。私は専門は美術ですから、演劇のことはよくわかりませんけれども、外

部の人間から見ると、何でこれこれの劇団の展示があるのか、ということがよ

くわかりません。紹介する基準とか、どうなっているんだろうという……。と

もかく皆さん方が評価して、これはおもしろいという形でやられているという

ことですか。 

○（竹本） 今年は特に若い人に人気のある劇団の展示が多かったですね。学

生たちがドッと集まりまして、入場者が多いものですから（笑）、われわれも良

かった、良かったと喜んでいたんですが、特に基準というのは……。 

○（尾子） この座談会の前の雑談の時に、あなたがいろいろ予算の関係で、

持込みが多くてありがたいとちょっとおっしゃっていたので、そうするとそう

いうものの紹介が主になっちゃうのかな、あれもそうなのかなと。 

○（司会） そういうふうにはならないようにということは心がけているんで
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すが、基準みたいなものは、例えばそんなにありふれた―東京であっちでもこ

っちでも上演していて、しょっちゅう見られるようなものというのではなくて、

少しユニークな活動をしている劇団だとか、あるいはこれは早稲田の関係とい

うこともあるんですね。早稲田の卒業生が主としてやっている劇団だとか、今

出たように、若い世代、特に去年からの「キャラメルボックス」というのをや

っていたのは、これは今高校生にものすごく人気がある劇団なんです。それが

実は早稲田の出身者なんですが、そういう関係で、ちょっとユニークなところ

とか、早稲田と関係があるとかいうようなことを一応は基準にしていたりする

んですね。ですから、必ずしも向こうから持ち込まれたものをやるというよう

なことにはしていないつもりです。できるだけ、そんなふうになってばらばら

にならないようにと。それから、もう一つ、 近われわれの所で多いのは関西

の劇団です。これは東京では公演をときどきやっても、一般にはあんまり知ら

れていない。ところが、早稲田の中には関西出身の学生が結構いるわけです。

そういう学生なんかは喜んでそういうのを見に来るということもありますね。 

○（竹本） 古典系の展示ですと、どうしても博物資料よりも文献資料が展示

品の中心になって、展示室としては非常に格調が高くなるんですけれども、お

客さんはあまり来ないですね。現代演劇の展示では、活気が非常に出ますし見

学者も多いのですが、雰囲気としては、既成の博物館とはちょっと違ったよう

な感じで……。演劇というのは、ある意味では独特の俗悪な面を持っています

し、今の展示室はひょっとしたらけばけばしい感じなのかなと思っています。

現代劇は、それがエネルギーみたいなものですから、そういうものを強調した

いという思いも、展示するわれわれの側にはあります。一番いいのは芝居を観

にいってもらえることで、見学した人が、それが縁になって「じゃ、観てみよ

うかな」と思ってくれれば何よりだと思います。 

 

４ 映像との関連 

○（尾子） さっきのキネマ旬報のバックナンバーとか、映像のことを言われ

たんですが、演劇と映画との関係というのは？ 

○（和田）映画関係は展示としては少ないですが、図書資料は決して少なくは

ない。雑誌等含めてかなりの資料を持っております。 

○（司会） 現在、学生は映像、映画の方にかなり傾いてきているわけですね。

ですから、今、早稲田の文学部にある演劇映像専修は、もとは演劇専修といっ

ていたのですが、今は「演劇映像専修」と名前を変えましたけれども、これも

現在の学生の動向に対応した措置だと聞いています。現実問題としても、学部

の卒論の半数以上が映画映像になっちゃうんですね。それくらいに学生には映

画映像の方が人気があるということがあるので、われわれとしても、今後比重

を増す可能性が大きいと感じている分野です。ただし、今のところは、演劇博
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物館にも多少の資料はあるんですが、映画映像関係の展示会というのはまだや

っていないんですね、あまり。 

○（和田） 映画作品の収集もあまりしていないですし、それはフィルムセン

ターなど、別の大きなところができていますので。 

○（山崎） 演劇の各分野が時代ごとにずっと展示されているのはいいと思う

んですが、いきなり来た方には、演劇史のそういう流れはわからないと思うん

です。だから少し不細工かもしれないけれど、頭からちゃんと矢印でもつけて、

年代ごとにずっと見てくれば現代まで見られるということを理解してもらえる

ような展示の方法、ディスプレーの方法だと思いますが、その工夫の必要が一

つ。もう一つは、演劇にどうしても切っても切れないのは民俗芸能だと思うん

です。演劇というと、ほとんどコマーシャルベースに乗った演劇になってしま

うけれども、基本的には僕は民俗芸能だと思うんですね。だから、もう少し民

俗芸能に力を入れていただいてもいいんじゃないか。紙の飾りみたいものがパ

ラパラとあるだけで、これで民俗芸能が終わりというのは寂しいと思う。展示

室の入り口なんかに、全国の県別にパネルがあって、そこに代表的なものがリ

ストアップされてあるといいと思うんだけれども、東京の代表が三社の御神輿

ではちょっと情けないと思うんですね（笑）。そういうものをもう少し、「ここ

にはこれ」というものを現物の資料がなかなかできなければ、やはりパネルに

して写真にでもというものがあったりしてもいいと思うし、同じ浅草だったら、

まだあそこの鷺舞などが民俗芸能的でよいのでは。御神輿というのはちょっと

……（笑） 

○（竹本） 民俗芸能を映像で残すという事業は和田さんがずっとやっておら

れますが、企画自体が発足してまだ日も浅いのです。 

○（山崎） それは僕は絶対に必要だと思いますね。写真映像をやってもしよ

うがないですね。動画の方がいいです。 

○（竹本） 展示というのは静止画とか、動かないものというのが博物館の常

識で、演劇博物館は建て方からして、そうした展示物向きに出来ているのです

が、だんだん世の中が映像で見るという時代になってきていますから、そうい

う資料は集めてはいるんですけれども、どういう形でそれを一般閲覧へ供する

かというと、さっきごらんいただいたように、テレビ画面でご覧頂くとかいう

形になるんですね。それにしても目録とか、そういうものを充実させて、「こん

なものもあります」と広報していくことが大事だとは思います。 

○（尾子） 宣伝になって恐縮ですけれども、私は今、横浜で横浜トリエンナ

ーレという企画をやっています。赤レンガ倉庫と１万平米の舟庫というような

巨大な空間を使っています。赤レンガの方は建物の構造上、大きなものがあま

り置けなくて、実際に見せるのは映像が主体です。要するにパフォーマンスな

んですね。国際現代美術展と名乗ってはいますが、実際にやっていることはい
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わゆる美術の既成ジャンルを超えた、恐らく日本の民俗的な要素もごちゃまぜ

になって入っているのではないかと思います。それから、現代演劇の要素も加

味されていて、それも映像と結びついているし、また音楽など、一柳慧という

作曲家も実は出ているんですが、そういうものの集合体として表現されていま

す。そういうように、新しい文化現象を紹介するというときには、従来の枠を

超えた視点を持つということも考えた方がよいのではありませんか。実際、ど

のように展示するかというのは難しいと思うんですけどね。 

 

５ 海外との連携―国際交流とアジア演劇への視座の重要性 

○（エマート）  私、きょういろいろ見ていて、武蔵野女子大学能楽資料セン

ターとは全然スケールが違うところがいっぱいありましたが、私も逆に勉強に

なって、うちの大学の能楽資料センターは能だけの専門ですが、それでも、も

っといろいろやることがたくさんあるなと思いました。同時に似たような問題

もあるわけです、専門学芸員がいないということももちろんその一つです。私

は二つ考えていることがあるのですが、一つは、今、日本のものを海外に紹介

していくという機能を充実させることの大切さです。例えば外国人で日本演劇

を研究している人たちは、基本的には日本語がいくらかできるわけですが、

近はあまり日本語ができない人も短期間で訪問したりするということがあるの

ではありませんか。だからキャプションによる英語の説明はもちろん大事です

けれども、いろいろなガイダンスをもっと外国人を対象に考えて頂きたい。日

本演劇研究を志す外国の研究者は、まず演博を訪問することから研究の第一歩

を始める、というような状態になったらいいと思います。それは細かくどうや

っていけばいいかというのは私もちょっとわからないけれども、これだけの豊

富な資料があるのですから、もっとそういうところをやってもらいたい。私は、

国際部で教えているから、 近、国際部の学生を演博に連れていって、彼らを

かなりいろいろと指導したんです。大変効果的だったと手応えを感じています。

もう一つ、アメリカの大学と比較しても、演劇博物館本館という建物自体はお

もしろいと思う、大変すばらしいと思いますけれども、今、いろいろな話を聞

くと、本館自体が随分狭くなっちゃっているんですね。また、事務所とか倉庫

とか、貴重書の閲覧室とかＡＶコーナーとかが別棟になっていますが、どこも

手狭な印象です。もっとすばらしい建物があったらと思いますよ。博物館はこ

のままにしておいて、近くにもっといろいろな、展示施設を含めて、収蔵庫や

閲覧スペースまでも大規模に確保する。開かれた場所をつくろうとしているの

ですから、そのようにして、外からの人がたくさん来るようにする。東京に行

くときは演劇に興味がある人は、歌舞伎座の次は演劇博物館でと、いうような

くらいになってもおかしくない、そのくらいの資料があると思うわけです。も

ろちん、民俗系の展示もいろいろあってもいいし、私から見ると、かなりある
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ことはあると思いますけれども、これからはアジア―例えば韓国のものをいろ

いろやったりするのはすばらしいと思うし、そういう学生も来ているけれども、

それ以外のアジア全域の伝統芸能とか古典芸能とかを視野に入れていくと、今

でもすばらしい基盤はもうできているわけですけれども、もっとすごいでしょ

うし、それに見合ったすばらしい建物もできたらいいなと思います。私、いつ

も感じるわけですけれども、アメリカに行くと、案外にアメリカの大学の建物

は、新しい建物と割と古いしっかりしている建物とが共存しています。日本で

は、早稲田でも、うちの武蔵野女子大学もいくらかそうですが、新しい建物を

作っても、やはりずいぶんと狭いところに建てられているわけですね。早稲田

の中で、博物館の本館自体はこの建物でいいけれども、それだけでは狭くなっ

ているし、もっとすごい建物があったらいいなと。 

○（尾子） 文学部の体育館くらいね（笑）。 

○（和田） それができたら 高です。アジア関係が少ないというのは本当に

残念なのですが、スタッフの中にそこまでできる人がいないという事情もあっ

て、資料自体も戦前に収集したようなものが中心で、ちょっと珍しいものもあ

ったりするのですが、体系だったところまでいっていないんですね。でも、考

えていないわけではないんですが。 

○（司会） おととしになりますか、中国展はやったんですね。中国の民間芸

能ですがね。それからインド演劇との交流も行いました。現在文部科学省の学

術フロンティア事業として、アジアの地域文化研究ということで、會津八一記

念博物館・文学研究科と共同研究の形で、少しずつですが進めています。 

○（竹本） 中国を中心としながら、プロジェクト研究の形で、収集も兼ねた

アジア演劇研究というねらいを定めて動き出してはいるんですが、なかなか予

算面が厳しいです。結局そこに帰着するわけで、とくにこれ以上スタッフを広

げられないのが痛いです。現状は数年前にインド演劇についての研究事業を行

ったことは例外として、東アジア演劇中心ですが、将来的には、東南アジアの

演劇資料の収集は必須でしょうね。しかしそこは全く研究者もいないし……。

したがって外国の戯曲は、どうしても西洋中心になりがちです。日本の近代で

は、西洋から学ぶものが多かったんですが、やはりこれからはアジアも視野に

入れて、そういうスタッフも常時いてもらうようにしないとだめだろうと思い

ます。現在、助手の一人に韓国からの留学生がいまして、彼は韓国関係のいろ

いろな民俗芸能の研究とかやっていますので、成果発表を展覧会や国際シンポ

ジウムといった形でやってもらう予定なのですが、今現在の具体的な展望とし

ては、そんなところです。 

○（尾子） ６カ国の共同制作で、シェークスピアのリア王をマレーシアの脚

本家がつくったものを演ずるのがありましたし、ヨーロッパでもすごい評価が

ありましたね。 
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○（エマート）  今までは、日本がある程度、西洋と比較しながらいろいろな

ことを考えていたりしていましたけれど、これをアジアのいろいろな国でやっ

たりするとおもしろいですね。 

○（尾子） それぞれの国の俳優たちが自国語でやるんです。能楽観世流シテ

方の梅若猶彦さんが京劇の人と共演したりとか、そういう演劇を通しての国際

交流を非常によく見かけるようになりました。 

○（エマート）  そうですね、いろいろやっていますね。 

○（竹本） 早稲田ではアジア文芸の研究者というと、どうしても中国関係が

多いんですね。東南アジアの演劇というのはなかなか学生が出ません。 

○（司会） 学内にもこの分野についての教員がいないんですね。 

○（竹本） そういうものを学ぶ場すら学内にはありませんから。インド演劇

との交流も、学内の研究者だけではなくて、「三輪プロジェクト」という名前で、

能楽観世流シテ方の清水寛二さんがコーディネーターになって実現したんです。

それで、インドの国立の演劇大学と共同研究のような形で演技交流をしました。 

○（和田） 展示とか資料という方向には動かなくて。 

○（エマート）  向こうはこんな資料がないんです、逆に。 

○（竹本） 研究者で、そういうことをやってくれる人がいるといいんですけ

れども、なかなか日本では難しいんじゃないですか、どうでしょう。美術大学

でそういう方はいらっしゃいますか。 

○（歌田） 現代演劇がありませんので、これから映像関係の方を少し新しく

連れてこなくてはいけないかなと。去年、ちょっと映像関係のことを少しやっ

てほしいと。映像関係といってもカルチャー的な映像で、学科ができるかどう

かというところなんですけど。 

○（尾子） 音楽の方面の研究者は多いのでは……。 

○（エマート）  私の祖父もそうですけれども、音楽から入って芸能をやって

いる人は結構いると思いますけどね。 

○（和田） 音楽系か人類学系かですね。芸能研究者というのは少ない。 

○（歌田） 高校の同級生、女性ですが、御主人とバリ島に住んで、バリ島の

子供たちのために芸能学校を作った人がいる。夫妻は随分と長いこと、自分の

金で学校を建てて、子供たちに教えていたんです。そろそろ帰国したいと考え

ているようですが、二人の体験が日本で生かせない。 

○（竹本） バリ島の舞踊や演劇は有名ですものね。 

○（司会） バリ島あたりのことをやっている研究者が早稲田の学内にでもい

ると、そういう方向も出せる。 

○（エマート？） そういうものを映像で保存していくことは大事ですね。す

でにあるものについては、先ほどのＡＶ閲覧スペースでビデオを通してみられ

るでしょうけど……。民俗芸能の撮影済みビデオも公開されるんですか。 
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○（和田） はい、目録が不備なので、知る人ぞ知るという感じなのですが、

例えば島根の神楽で神かがりになっているシーンを撮影したものがあるのです

が、あれなどは日本唯一の記録で、しばしば閲覧の希望があります。そのほか

いろいろ利用はあります。 

 ＡＶブースも規模が小さかったんですが、ようやく時間帯も広げて拡大しつ

つあるんですけれども、狭いので機器の設置が限られているのです。 

○（竹本） 取材なんかも大変なんですね。突然出掛けて行って、撮らせても

らうというわけには行かなくて、何年も通い詰めて信頼関係をつくってからで

なければできませんから、そう大量にははかどりません。お金があればできる、

というものでもないのです。 

○（エマート） それでもまた膨大なお金があればできるんでしょうけれども

（笑）、だけどそこまでの予算確保はね。 

○（竹本） なかなか現場のものを撮影させてもらうのは難しいですね。 

 

6 報告書に対する意見１―ボランティアの解説者 

○（司会） 前にお渡ししてお読みいただいた報告書ですが、何かご意見があ

ればいただきたいと思います。各論の形になりますが、私も教育活動という形

で博物館主催の授業を運営しておりますが、研究活動の面では幾つかお話が出

ました。プロジェクト研究の発表会では複数の研究グループが、先ほどお話も

出ました役者絵研究会のように、他大学の方が集まって、もちろん早稲田の研

究員も入って毎月例会を開いているわけですが、そういう研究活動のようなこ

となどで何かお考え、ご意見がございましたらお願いいたします。 

 またこれは先ほどもご指摘がありましたけれど、収蔵資料があふれてきてい

るということは事実でございまして、収蔵庫の問題は現実に対応を模索してい

る段階です。 

 あと、展示につきましても、先ほどごらんいただいたのでご感想をちょっと

伺いましたけれども、さらにご指摘いただければ、私どもとしてもできるだけ

目前の問題として解消する、あるいは改善する方向に向かっていきたいと思っ

ております。 

○（山崎） この間、私が伺ったときに、ボランティアで解説している方たち

がおられましたね。 

○（司会） 金曜日と土曜日の午後にボランティアの方々にお越しいただいて、

解説していただいているんですね。これは全くのボランティアでやっていただ

くものですから、私どもはちょっと恐縮しているのですが、とくに常設展の３

階のところが中心です。なかなか好評で、希望されれば、その解説を聞きなが

ら見学していただくことにしております。 

○（山崎） 私ども一緒に見学しながら、チラッチラッと耳に挟んでいたので
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よく聞いていたわけではないんですが、どのくらい人数がいて、どういうふう

な資格でお願いしているんでしょうか。 

○（司会） 今現在はボランティアの方は１０人いてくださって、その方々が

交代で金曜、土曜、大体一回に２人ずつ、午後４時間くらいですか、解説をし

ていただいているんです。本当は、ご負担を考えると、もう少し人数が増えた

方が交代がうまくいくのかなという気がするんですね。というのは、今の状態

ですと、どうしてもその日はだめという方がいると、お１人だけになってしま

ったり、ある日はゼロになってしまったりということもありますので。 

○（山崎） 募集するのですか？ 

○（司会） 随時募集しているんですが、それで研修をしてやっていただくと

いうことです。もともと演劇に関心がおありだとか、あるいは演劇を学部のと

きに勉強した、あるいは演劇専修も出たとか、そういうような方々が多いんで

すね、現在は。 

○（山崎） 卒業生に限るとか、そういうことではなくて？ 

○（司会） いえ、そんなことはありません。どなたでもということで、随時、

応募してくださればやっていただくと。 

○（山崎） テストみたいなものはあるんですか（笑）。 

○（司会） いやいや、テストまでしておりません。ご意思があれば……。な

にせボランティアですので。 

○（山崎） その方が本当のことはわからないで、いい加減なことも言われて

も困るのではありませんか。 

○（司会） ですから、研修だけはちゃんとさせていただいています。随時と

いっても、応募してくださって、大体、半期ごとくらいに少しずつ増えていく

とかいうことでやっています。 

○（歌田） 研修はどなたが？ 

○（司会） それは助手がしたり、あるいは私どもが担当したりしています。 

○（歌田） 結構、その手間がかかるんじゃないですか。 

○（司会） そうですね、まあ。 

○（歌田） 手取り足取りで。 

○（山崎） 僕は、いちいち伺っていないからわからないんですけれども、ど

ういう程度の説明になるのですか。 

○（司会） その人にもよるんですけれども、ご自分で日本舞踊をなさってい

る方がいらっしゃるんですね。そうすると、その方はその関係の資料のところ

では詳しくなったりというようなこともありますね。それから、苦手のところ

があるわけです。外国演劇のシェークスピアのところは私はイヤということも

ありますのでね。 

○（山崎） わからないところは研修の範囲だけでとめておいてくださればい
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いけれども、うっかり、その人が余計なことを言って、例えば読めない字のフ

リガナ一つでも、フリガナが間違っていたら、フリガナをしない方がいいんで

すね。知っている人はちゃんと読むんだから。違うフリガナをしたらという、

そのようなこともあるわけですね。その人の解釈でもって間違った説明をする

こともあるので。どなたか一度くらいついて回ることはあるんですか？ 

○（竹本） 私はしたことがないです。 

○（竹本希・博物係） 今、そういうことも実は問題になっているんです。 

○（山崎） そうでしょう。それ、僕はあると思います。 

○（竹本希・博物係）  スキルアップというか、ブラッシュアップというか、

研修制度―つまり一回研修を受けた方の再研修ということが今提案されており

ます。もう一つ、１０人もいらっしゃると、一度に同じ時期に集まっていただ

くのは無理なものですから、例えばビデオで古代なら古代、中世なら中世のモ

デルパターンというか、「こんなようなことで」ということを録画するなり、録

音するなりして、それを見ていただくというようなことを今計画中でございま

す。 

○（山崎） 今、横浜でもやっているんですけれども、来た方がうちの職員な

り、カルチャースタッフのような時間給で来ている方もあるんですが、見にい

らした方は、そこに勤めている者ならば、だれでも能のことを知っていると思

うんですね。職員の方も聞かれると、「私、知りません」と言わないで、つい答

えようとするんです。私がたまたまそこに通り合わせて、変なことを答えてい

るから、「それはだめよ、これ、こうこうよ」と（笑）。そうすると、質問者は

私が何者か知らないから、「何だ、あの人、余計なことを言って。今、ちゃんと

説明されたのに、あんた、黙っていなさい」というような顔をするんですね。

そういうふうに、変に知ったかぶりをされると困る。この間も、実はそういう

質問に対応できるために再研修をしたんですね。つまり、長くいると、自分で

もわかっているような一種の錯覚を起こしてしまうんです。聞かれると、「知ら

ない」と言えないものだから、間違ったことを平気で言ってしまうんですね。 

○（司会） それはありえますね。 

○（山崎） それ、怖いことですね。我々でもそうだけれども、専門のことを

聞かれたときに、「いや、それは知りません」となかなか言いにくい。何とかそ

こを誤魔化そうとすると必ず間違ってしまう。私なんかでも、よく聞かれたと

きに「それはわからない」というと、あの先生、何も知らないのかと（笑）。知

らないということがはっきり言えるということは、とても大事なことだと思う

んですね。 

○（司会） そうですね。それは確かに、今、竹本（希・博物係）が申しまし

たように問題になっているんです。それで、再研修のような形を何とかやろう

と。 
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○（山崎） ちょうど、たまたま行き合わせて、あれは非常にいいことだと思

いました。職員がいちいち付くわけにいかないとなると、代わりにお好きな方

がいらして、そうやってボランティアでやってくださればね。それは、ほかで

やっていないことですね。ほかでもやっているんですか。僕はここで初めて見

て、これはいいことなので、やっぱり横浜能楽堂でもやろうかと思った次第で

す。 

○（エマート） 前もって何か連絡があった場合は、そういう人がいるという

ことですか。 

○（司会） 前もって連絡があった場合には、その日、ボランティアさんがい

ない予定であっても融通をつけて対応します。もちろん普通は希望者が何人か

いた場合ですけどね。１人だけではちょっとむつかしいかも知れません。 

○（エマート）突然に来る人も場合によって。 

○（司会） そうですね。金曜日、土曜日の午後は解説がつくということにし

ております。 

○（山崎） いつもそこに待機していらっしゃるわけですか。 

○（司会） ええ。 

○（山崎） ２～３人行けば、自然に説明してくださる？ 

○（司会） ええ。 

○（竹本希・博物係）  なかなかお声がかからない場合もあるようで、そのと

きは何となくうろうろして、「いかがですか」というようなことをこちらから声

をかけているということです。 

○（山崎） だけど、そこでもって説明してくださるということが、わからな

い人もいるでしょう。 

○（鈴木） 入り口のところで案内が出ていまして、あといらっしゃるグルー

プですとか、人によって持ち時間がどのくらいあるかわからないですが、例え

ば、ゆったり説明を聞きたいという方は大体４０分～１時間くらいで回るんで

すね。その持ち時間に合わせて解説をする。時間がない方は、要所要所だけ解

説して、時間内に帰れるようにと。 

○（山崎） こちらの場合だと１時間みないとだめですね、あれだけのスペー

スがあると。 

○（エマート）  さっきおっしゃったんですけど、英語でそういう解説をする

人もいると？ 

○（竹本希・博物係） うちの助手で英語の堪能な者がおります。 

○（竹本） 常時できるわけではなくて、特別なときだけですね。そのために

週の内、何日か待機しているというわけではないです。来賓としておいでにな

ったお客様の応対をする場合が中心です。 

○（エマート） 私も国際部の学生を連れて、一度、そういう解説をしたわけ
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ですが、そういう専門の人がおられるなら、お願いすれば良かった。 

○（司会） でも、エマート先生の前では（笑）、能のことはエマート先生に聞

けばね。 

 

７ 報告書に対する意見２―海外とのネットワーク構築 

○（尾子） この資料によりますと、演劇博物館には外国から留学を希望する

研究者が極めて多いとあります。また過去に海外展とか国際シンポジウムとか

を開催されておられるようですが、具体的に世界的なネットワークづくりをさ

れたり、実際に博物館に留学を希望する研究者を受け入れていらっしゃるんで

すか。 

○（司会） これは、留学するというか、外国の研究者が早稲田に訪問学者と

していらっしゃった場合や、演劇博物館の資料を利用して研究したいという場

合は受け入れています。 

○（和田） これは大学を通してという形で。 

○（尾子） 早稲田大学に留学するということですか。 

○（和田） はい。その受け入れ先が学部ではなくて、博物館になるというこ

とがあるということです。 

○（尾子） 海外展ですが、いろいろな先進国でそうしたことをおやりになっ

ていて、そういった国際化とか、ネットワークづくり、成果というのはいかが

でしょう。 

○（司会） 実は、私が館長になってから、演劇博物館主導の世界的なネット

ワークづくりは一つの課題として考えてはいるんですが、まだはっきりときち

んとでき上がってきているというわけではないですね。こちらから呼びかけて

も、資料交換的なことから始めないといけないものですから、なかなか進まな

いということもあるんですね。 

○（尾子） 早稲田大学に留学して、専門の人たちが国にお帰りになって、そ

ういう関係の仕事につかれて、そこから広がっていくとか。 

○（司会） それは、いろいろな国に早稲田の演博で研究をなさったという方

が大学に就職されたりするということもあります。そういう方々を通して広が

れば、もっと早くうまくいくかもしれませんね。 

○（尾子） ただ、いま話に出た留学生は日本演劇の研究者ですから、相手の

国の演劇を彼らを通じて情報収集するいうような、双方向にはなかなかならな

いでしょうね。 

○（司会） ならないですね。 

○（山崎） こういうふうな形で大学に演劇専門の博物館的な、例えば研究機

関というものは、ほかにあるんですか。 

○（司会） 外国では若干ありますね。 
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○（山崎） アメリカではありますか。 

○（エマート） 演劇の博物館があるかどうか、残念ながら詳しくはわからな

いけれども、いろいろな博物館があります。 

○（司会） 演劇を中心にしてというと限られてきます。 

○（山崎） ヨーロッパにもないですか。 

○（エマート）  ヨーロッパの方があるんじゃないかな。 

○（司会） ありますね。 

○（山崎） もしあるとすれば、そういうところとの交流というのは？ 

○（司会） はい、それが一番 初だと思って、例えばスペインとか、そうい

うところと連絡をとっているところなんですけれども、なかなか反応がありま

せん。 

○（竹本） 演劇に関心のある日本学の研究者が、ヨーロッパで国際シンポジ

ウムを開いたりしていますが、そういうところで話題になるのは、ネットワー

クの要になってくれる機関が日本にあってほしいということです。私どもが「は

い」と言わないといけないんでしょうけれども、先立つものがないとなかなか

できないということなんです。国際的なネットワークづくりというのは、演博

あたりが国際演劇学会みたいなものを立ち上げると割とさっとできてしまうの

ではないかと思います。 

○（尾子） 私どもの仕事を通して、要するに相変わらず、歌舞伎とか文楽と

か能とかは、世界中で日本で見たいものとして位置づけられていて、どこでも

すごい人気があるんです。だけど、それがそれで終わっているみたいな状態は、

もったいないなと思います。本当にどこへ行ってもすごいんですね。 

○（竹本） 向こうでそういうような企画をすると、日本演劇研究者だけでは

なくて、シェークスピア研究者だとか、あるいは日本文化の研究者まで集まっ

てくるんですね。日本の古典劇に興味を持っている層が大変に厚いのです。だ

から日本の外国演劇の研究者も行って何か一緒にやるという場にはなると思う

んです。もし、そういうことができるようになればと思います。 

○（尾子） シンポジウムを開くとかね。 

○（竹本） シンポジウムが定期的に開けるような環境があればね。 

○（尾子） そういう形で一緒にできればと思います。 

○（竹本） それはぜひやりたいと思います。 

○（エマート・竹本） ただし準備がね。 

○（山崎） 世界各国の大学に、規模は違うと思いますが、そういう機関があ

って、連携ができればお互いに資料の交換というのが可能になるのではありま

せんか。先ほど見たけれど、６号館内の事務所前の階段に重複している資料が

山積みになって置いてある。あれを外国の機関の持っている重複資料と交換す

れば、ということを考えると、あれは決して無駄なストックに終わるものでは
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ないですね。これをやるから、そっちのを寄越せといえば、あれは決して邪魔

なものでなくなってくる。 

○（竹本） 本学の図書館なんかではすでにそれをやっているそうです。教員

が公費で購入した図書とかは、定年退職後は原則的に図書館に帰属するのです

が、ほとんど重複本なんです。今や単純な蔵書数よりも、スペース確保の方が

深刻な問題ですから、重複本をなるべくなくして効率化しようというのが大き

な流れです。同じものが何冊も学内にあってもしようがない。廃棄するわけに

いきませんので、外国の研究者から欲しいという要望があれば、先方の所属機

関に重複本は寄贈しているようです。 

○（山崎） 私の趣味ですが、絵馬というのがね。あれ、私の蒐集したのが４

０００～５０００種類あるんです。それが実は、かなり重複しているんです。

４０００枚くらいは１種類しかないものですけれども、あとはもう２０００枚

以上がダブっているんです。３枚も５枚もダブっているものがある。これ、交

換すると恐らく倍になるんですね。実は、実際に交換もしたんです。能楽宝生

流シテ方の今井泰男君なんかも集めていましてね。向こうが２枚買っていくと、

こっちも２枚買ってきて、１枚ずつ交換しようということをやると、そこの現

地に行かなくてもとたんに増えてしまう。事務所の所で重複資料が階段にずっ

と置いてあったのを見て、相手があって交換すれば、これだけの量が新しく増

えるわけですからね。なんかこういう交流ができたらね。だから、それにはさ

っきの赤松さん（文相）じゃないけれども、大きな建物をバンと建ててもらわ

ないと（笑）。 

○（尾子） 映画の世界では、映画大学というのはないですけれども、そうい

うアーカイブ的な機関は世界各国にありますね。そういうところでフィルムの

交換などもしているわけです。 

 ところで今までの資産をきちんと管理していくのと同時に、将来に向けて博

物館として今後どういう活動をしていくんですか。国際的にどういう視点で。

それぞれの相互理解が重要だと思うのですが。 

○（司会） そうですね。デジタル化が現在のわれわれの事業で大きなウェイ

トを占めつつあるのですが、海外との交流もネット上で実現する可能性がある

のでは、と思います。 

○（エマート）  恐らく、外国でもインターネットを通じて、そうした情報交

換をすることは出来ると思いますが、言葉の壁が問題ですね。データベースな

どのコンテンツについてはせめて英語版が欲しいし、すでに公刊されている目

録も日本語だけでは、外国に対する情報発信という点では不足があります。中

には公開のむつかしいものもあるのでしょうが、長い目で見るとおそらくどん

どん公開する方向にあると思いますよ。ですから公開できるものをとにかく英

語で―これは欲張りですけれども（笑）、他の事も忙しいだろうと思うけれども、
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英語の資料もあるというのが国際化に向けての一つの大きなステップだと思い

ます。 

○（司会） そうですね。今、錦絵については、イギリスのブリテッシュミュ

ージアムの研究員の方がぜひ交流したいということで、まだ話し合いの段階で

すが、そういう交流ができればというところまで話は煮詰まってきているんで

すけどね。ただ、向こうの方は錦絵を研究していますから、日本語はできるわ

けです。英語の問題は今のところはまだ出てきていないのですが、確かに、錦

絵の検索が英語でできるようなことは必要になるかもしれないですね。 

○（尾子） 美術の世界では、日本で発行された展覧会のカタログを、現在ワ

シントンにあるスミソニアン博物館に送っているのですよ。英文翻訳の有無に

関わりなくですね。それが海外との情報交換のポイントになります。早稲田大

学にはドイツにボンセンターがあるでしょう。演劇博物館でもそういうような

所を拠点にして、そこからはじめると、広がっていくような気がするんですね。 

 

８ 報告書に対する意見３―演劇博物館の真価 

○（山崎） 一つ伺いたいんですけれども、會津先生のところの記念博物館、

あれとここはどういう関係ですか。 

○（司会） あれは、まだできてから３年か４年ですね。 

○（山崎） 別にここの管轄ではないんですか。 

○（司会） ないです。 

○（山崎） 全く別個のもの？ 

○（司会） 別個です。ただ、この報告書は両方一緒にしています。というの

は、自己点検、自己評価は、博物館関係は一緒にできないかということで、そ

ういう試みをしたんですが、あちらでは評価委員の方は、こちらとダブらない

ようになってしまいましたので、また別個ということになってしまったんです。 

○（山崎） あれ、前のご自宅のところでしょう？ 

○（司会） 今は移転して旧図書館の建物がそれです。あそこを博物館にした

んです。 

○（山崎） 前、学生のころ、よく伺って、庭掃除をさせられたことが。 

○（司会） 今は、旧宅の方はもう……。新潟の方に會津先生のご出身という

ことで、會津記念館ですか、完成したということですが。 

○（山崎） 講義を受けましたからね。それで「来い」と言われて、何をする

のかと思って４～５人でいったら掃除をさせられた。 

○（司会） 會津八一記念博物館とは、いろいろな形で、たとえば事務的にも

共同でできるようなところはないかという話し合いは行われています。 

○（山崎） 會津さんのところも見てこなければいけないのかと思った。 

○（司会） いえいえ（笑）。 
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 あと、何かまだお話しておきたいということでもありましたら、どうぞ。 

○（尾子） 施設をもっとすっきり整備すべきです。貴重なすばらしい資料が

あるのだから、もったいないですよ。 

○（エマート） 利用しやすい状態になれば、外から来る人たちがもっと増え

ると思います。 

○（山崎） 今、大学の予算とかあるいは理事とか、そういう力を持っている

方たちにもっと演博の価値を認識させるということが大事で、それには我々Ｏ

Ｂでもあるけれども、声を大きくして、これだけ立派にすれば学生も集まるん

だから、そう、基金募集ばかりしていなくてもいいと思うんだけれども、何か

そういうことにだけ汲々としている感じがして非常に残念なんですけどね。こ

れだけのものがあるんだ、これをもっと拡充してきちんとするためにはこれだ

けの金が要るんだと、的を絞って言う方が、むしろいいと思うんですけどね。 

○（エマート） すごい早稲田のＰＲになるんじゃないかと思うんですね。早

稲田はＰＲはそんなに必要ないでしょうけれども。 

○（尾子） 海外の人にとってみればね、こういうジャンルの展覧会をやりた

いといっても肝心の展示品がないんですよ、演博以外にはね。そういう立場に

あるのだから、ホームページなどを通じてデジタル展覧会の形であってもＰＲ

は出来るのではありませんか。 

○（山崎） きょう、いろいろ見せていただいたんですが、収蔵庫なんかも、

実際に学校を経営する管理責任者というか、そういう主だった人に見学させた

方がいいですね。そういうことをやってもらうと、「これじゃ、狭いね」とか、

そういうのを実見させてみないと、いくら文章で書いてもピンとこないと思う。

実際に歩かせて、この階段を上がって、「なんだ、こんなもの置いてあるんだ」

と（笑）。そういうところを見せて、体験させないとピンとこないんじゃないで

すかね、いくら予算を要求してみても。実際に現場にいる人の苦労なんか、全

くわからないんじゃないですか、偉い人は。 

○（司会） 私なんか、芸大の美術館を見せていただくと、わあ、すごいと思

うだけでね。この前からのお話では２億幾らか寄付があったという、そんなお

話も出てくる、まるでケタが違うので。 

○（尾子） いえいえ、この渡された資料の中にも、寄付が集まったとあるじ

ゃないですか。 

○（司会） それは、みんなからの寄付を合わせた額でね、７０周年で募金を

やっているから。 

○（山崎） でも、今、本当に大学の貴重な、大学の宝になるようなものって

どこに何があるんですかね。僕は、演博で尽きちゃうと思う。 

○（司会） ありがとうございます。 

○（エマート） いや、ほんとに。 
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○（山崎） そう思えば、もっと大学できちんとすべきだと思いますね。それ

は大きな声を出して言えます。 

○（歌田） 理事たちに演博の展示を見てもらっても意味がないですね。僕も

見て、こんな程度だと思っていたんですよ、先週来てね。でも、蔵へ入ったら

すごくびっくりして、ごく一部しか展示していない。それは我々４人が、絶対

「蔵を見ろ」と声を大にして言う。そこからしかはじまらないですね。 

○（山崎） まず、報告書や何かよりも、それを第一にやっていただければ。

私はそれしかないと思います。 

○（司会） では、理事会メンバーの見学日をつくると。どうやら結論が出た

ようです。色々お話しも尽きませんが、もう予定をだいぶ過ぎておりますので、

この辺でお開きにしたいと思います。それでは皆さん、どうもいろいろありが

とうございました。 

 

－了－ 
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早稲田大学會津八一記念博物館第三者評価報告  

鈴木潔（北澤美術館学芸部長） 

 

１．展示の問題点 

学芸員、すなわち博物館運営の専門家がいないため､あるいは権限の所在が不明確なた

めと思われますが､展示計画が場当たり的な印象を受けました。キャプションに記載さ

れた収集経緯を見ると明らかになりますが、展示ケースの配置が所蔵者別に区分けさ

れているのは､管理者の都合を優先させた結果でありましょうが、観覧者が全体を一巡

した時に､どのような印象を受けるかについては､十分な考慮がなされていないように

思われます。一つの展示室内に､同時代､同地域の陶器などが分散して展示してあるの

がそのいい例です。一方は考古学研究室の収集品であり､もう一方は會津コレクションと

いった具 合 で、各 セクションの場 所 取 り争 いの結 果 、展 示 の流 れが分 断 される傾 向 が

出 た と し た ら 惜 し ま れ ま す 。 ま た ､ そ れ ぞ れ の 所 蔵 者 に 配 慮 し た た め な の で し ょ う が 、 手

持 ち の 資 料 を 満 遍 な く 見 せ る 意 図 で ､ 明 器 に ア イ ヌ の 服 飾 資 料 と 油 彩 画 ､ 日 本 画 の

取 り合 わせは、展 示 を通 じていったい何 を観 覧 者 に提 示 しようとしているのか不 可 解 で

す。この種 の展 示 施 設 では、あるもの全 部 を一 度 に見 せる必 要 は無 いので､その都 度

テーマを持 たせて展 示 の流 れがスムースになるような配 慮 を加 えた方 が､見 る側 には理

解 しやすいでしょう。玄 関 ホールにいくつかの古 典 的 彫 刻 に混 ざって､明 らかに他 の展

示 品 とミスマッチに見 える現 代 作 家 の陶 器 が置 かれているのも同 様 で、全 体 の展 示 計

画 に一 貫 性 がないのは今 後 すみやかに改 善 すべき点 でありましょう。展 示 計 画 の立 案

に は 、 そ れ な り の 経 験 と 学 識 に 裏 付 け ら れ た 主 張 が 必 要 で す 。 現 状 の 所 蔵 品 を た だ

単 に並 べる発 想 は､素 人 的 で評 価 に価 しま せん。助 手 の方 々に､展 示 計 画 を作 成 す

る権 限 を与 える必 要 がありますし、その点 に関 しては､大 学 当 局 の役 員 といえども安 易

な介 入 を慎 むべきです。また、客員研究員を今は受け入れていないということですが、

多分オーバードクターなどで､肩書きが必要な人は少なくないと思います。調査研究に

人手が足りないのならば、そういう人を活用してやっていくことも検討したらいかが

でしょう。 

 

２．導線計画について 

古いながら非常に美しい建物ですが、裏口から観覧者が出入りしている現状は適切な

方法とは思えません。通用口は通常一般の観覧者に見せたくない部分ですから、そこ

からお客さんを入れるのは、あの建物の見せ場を隠していることになります。設計者

は、正面玄関からロビーに入って階段の上の｢明暗｣という作品を見上げたときのイン

パクトを大事になさったと思いますが、今はそれが全く生かされていません。博物館

にはイメージが大切です。お客さんをわくわくさせる、期待感を持たせるのが導入部

分の重要な要素なのです。柱なども非常にきれいな細工がしてあるし、建築家があそ

こに力を入れているということがわかります。｢明暗｣の保存を考えて正面の扉を閉め

ているということですが、現在はそこが物置のようになっているのは非常に残念です。

来館者数の増加を考えるのであるならば、あの博物館に来られた人に、いかにして感

動を与えるのか､施設の有効利用も含めて知恵を絞って欲しいところです。 
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ところで、｢明暗｣は修復に非常にお金がかかったと伺いました。今は露出展示で、ガ

ードマンが２階の展示室にいましたが、むしろ監視するべきは「明暗」でしょう。文

化財に対するテロ行為をしようとする人間がいたら、多分あの作品を 初に攻撃する

と思います。あれほど大きな絵になると、アクリルにしろガラスにしろ､前面に保護の

ための透明板をはめるのは非常に難しいのですが、文化財としての価値が大変に貴重

なものですから、更なる保存と防護の対策を考えるべきでしょう。 

 

３．収蔵庫の問題点 

自己評価報告書を拝見しますと、収蔵庫のスペースの不足を訴える内容が書いてあり

ます。しかし、収蔵庫内の床には軸物や、巻物が散乱している状態で、スペースが広

いとか狭いとかの次元の問題ではないようです。博物館の収蔵庫で、あのように乱雑

に資料が散らばっているということは通常はあり得ないことです。収蔵品の管理に対

する責任の所在が曖昧なのではないかと思われますので､早急なる対策が求められま

す。狭ければ狭いなりに工夫をすればスペースは有効に活用できます。整理整頓をし

て有効に場所を使う工夫をしたらよろしいかと思いました。湿度に弱い絵画資料は比

較的乾燥している３階に移し､明器などは１階に降ろすような配置換えも必要でしょ

う。また､収蔵庫の管理は、特定の人だけに任せておくよりは、監査を定期的におこな

い、在庫の確認作業をやるべきです。面倒でしょうが、時々、一つの棚に必ず二人の

人間が立ち会って検査して間違いがないようにしたほうが、将来いやなことが起きて

周りが不愉快な思いをしなくて済むと思います。公の財産が特定の人に聞かないと、

どの棚に何が入っているのかわからないというのでは不都合です。きちんとシステム

として誰が探しに来てもすぐわかるようにして、整理整頓、収蔵の工夫に努めてくだ

さい。 

 

４．来館者を増加させるための提言 

観覧者の動員数が少ないということですが、案内の看板を大きくしましたという程度

ではまだまだ不十分です。博物館の来館者数を増加させるには､実際に見にこられた

方々が満足して､リピーターとして再び来館してくださるようにしなければなりませ

ん。そのためには、どうしたらいいのかを考える必要があります。 

私の経験では、博物館や美術館でギャラリートークをおこなうとお客さんは非常に喜

びます。展示品の解説をテープで聞かせるとか、パネルの文字を読ませるのではなく、

実際にマンツーマンで説明をしてさしあげると非常に喜ぶのです。早稲田にはエクス

テンションセンターがあり、年配の人たちがいろいろと学習なさっているとうかがい

ました。そこで、例えば展示作品の解説員を養成する講座をエクステンションセンタ

ーにおつくりになって、美術史なり、そのほか考古学でもいいのですが専門の勉強を

していただいて、その成果を博物館や美術館の展示解説員として使えるようになさっ

たらいかがでしょう。自分が勉強したことをほかの人に伝えることができるシステム

をつくるわけです。高齢者や時間に余裕のある人で、何か社会に貢献したいという意

識をお持ちの方が大勢いらっしゃるのですから､需要はあるでしょう。例えば早稲田大

学認定の展示解説員という資格をつくって、その資格を得れば東博でもどこでも受け
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入れてもらえるといったルートをつくることもいいでしょう。東博でも始めています

が､ボランティアの解説員を、それぞれの施設が自前で養成するのは大変な時間と労力

が必要です。早稲田は大学で公開講座を持ち、受講生は授業料を払って勉強をしに来

てくれるわけですから、まことに好都合ではないでしょうか。 

既存の大学と博物館が連帯をして、相互にメリットがあるように考えればいいのです。

博物館と公開講座がうまく提携して解説員を養成すれば、専門的な知識を学んでお客

さんに対する接し方や話し方を仕込まれた人ですので、他の博物館でもすぐ使えます

から、非常に感謝されると思います。そういうことをやっている大学はないはずです

から、早稲田が先鞭をつけたらよろしいのではないかと思います。 

いろいろとチャレンジしても、すぐに博物館のお客さんがドッと増えるということは

あり得ませんが、よい評判はだんだんと口コミで知られてくものです。今、博物館が

あるということが早稲田の学生にも十分に知られていないのは惜しいことです。あれ

だけの東洋関係の資料をお持ちなのですから、活用なさればそれなりの評価が得られ

るはずです。重要なのは、お客さんがここに来てよかった、もう一度見に来たいとい

う気持を起こさせることです。あそこはいいから行ってみなさいという評価が出来れ

ば､芋づる式に一人が来ると次に友だちを連れて来て、その友だちがまた次の人を連れ

てくるという連鎖で、だんだんと知名度が高まってゆくものです。どうやってその魅

力を出すか。コレクションは立派なものがお揃いですから、あとはその見せ方という

ことになるわけです。「さあごらんなさい」とキャプションで説明しておくだけで、勝

手に見て帰れというのでは、多分考古とか美術史を専門にやっている学生ならばとも

かく、専門外の学生が見てらチンプンカンプンで、何がなんだかわからないでしょう。 

品格を保ちつつも､敷居が高くなってはいけません。論文を執筆する場合と同じですが、

博物館の展示も、高度な内容を平易な語り口で説明するのがもっとも難しいのですが、

そのことに常に留意しなければなりません。 

たとえば、博物館には馬の形をした明器で漢代のものと唐代のものが収蔵されていま

すが、両者を比較展示して、焼き物としての相違の解説はもとより、生物学的な馬の

種類の違いについて語ったり（その場合は生物学の専門家の知恵を拝借して）､優れた

軍馬を西域に求めて出兵した漢の武帝の故事について語ったり、あるいは古代の騎馬

風俗について語るなど、解釈の切り口を変えることで､一つの収蔵品からいくつものス

トーリが引き出せるでしょう。それらの情報を活用できるかどうかは､学芸員(助手)

の手腕次第です。 

 

また、来館者を増やすための広報活動には専門の人材が必要です。学芸員としての研

究活動とは性格が異なる仕事ですが､博物館には是非必要なものです。博物館の企画、

運営、広報に関すること、身分は嘱託でもいいのですが、研究者とは別の要員を確保

なさると、博物館の活動がもっと活性化するのではないでしょうか。ボランティアを

導入したときの統括もそういう部門でやったらいかがでしょう。また、受付でビデオ

テープなどを販売されているようですが､生協の商品開発の担当者などと相談して､生

協など博物館外の店舗で販売する商品にも、収蔵資料の写真を使ったオリジナルグッ

ズを少しずつ増やしていかれると、博物館の存在のアピールになりますし、そういう
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ものから興味を持たれる方も必ずいると思います。 

   

私は明器の CD-R0M をいただいて見ましたが、あまり感心いたしませんでした。３００

点入っているという収蔵品の画像を出すための操作手順がなんとも煩雑で、使う側の

利便性を考えて作られているとはとても思えません。作る側のこだわりは伝わってく

るのですが、それは自己満足に過ぎず､使う側の都合が考えられていないのでは､持て

余します。この点は､展示計画の立案とも関連してまいりますが、どのようなレベルの

人に使用してもらうのか、あるいは観覧してもらうのか、相手の目線を考え､来館者の

立場にたった計画の立案が常に求められます。 
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早稲田大学會津八一記念博物館第三者評価報告書 
小林三郎（明治大学文学部教授・考古学博物館館長） 

 
１．大学博物館としての基本的方針 
 「自己点検・自己評価（博物館）」総論の項で述べられている如く、今後の大学博物

館は研究と教育が、単に大学内にとどまらず広く社会全般に対して開かれていくべき

時に、その先頭に立って指導的役割を演じなければならない機関である。早稲田大学

の研究面での特色を発揮し、その成果を一般社会に還元していくことになる。大学博

物館としては、その意味あいから「総合博物館」がのぞましいが、諸般の事情からそ

の目的を達成するのは容易なことではない。しかし、大学の伝統から滲み出る特色が、

大学の顔としての「専門的博物館」であってもよいだろう。大学博物館が実践しうる

生涯教育は、その範囲がきわめて広いが、どの分野においてでも継続的であり、かつ

一定の水準を保持しうる環境をもっているといえよう。多くの専門的研究者をもつ大

学は、それらの人々を有効に活用すべきである。そしてその門戸は、機関としての「大

学博物館」であることがのぞましいのではなかろうか。大学博物館が「総合博物館」

であるべきとするのはこの理由によっている。とくに一般社会に向けて大学を開放す

る方法は、学生に対する教育とは別な方法を考慮すべきではないだろうか。 
 
２．會津八一記念博物館に対する評価 
 以上述べてきたような基本方針を軸として會津八一記念博物館は、将来的展望が大

きくひらけている施設であると思う。ただし、現状を改善すべき点があり、いくつか

の段階を経なければならないであろう。 
 以下、いくつか気のついたことを記して、今後の検討作業に役立てていただければ

幸いである。 
 
①建物について 
 現在の會津八一記念博物館は、かつて図書館として建てられたものであると聞く。

１９２５年の建築というから建築史上はもとより、早稲田大学の未来を展望するとい

う意味あいから重要な建物であった。堂々とした重厚な雰囲気をもち、外観的には博

物館として何の不足もない。しかし、現在の博物館学的所見からすれば、内部に種々

な問題点があろう。會津八一記念博物館への改造時に種々検討されたことではあろう

が、もともとの建物のもつ創造性までも改造する訳にはいかなかった。人々の出入り

がどれほど館内の環境を変えてしまうかは、計り知れないものがある。空気清浄や空

調施設の効果を十分に発揮させるには、建物全体を封鎖してしまえばよいが、博物館

としての価値は無くなる。現在、正面玄関を閉じて出入口を建物の脇に設けた事情は

よく理解できるが、その分、エントランスホールの空間が実に空虚で無駄になってし

まった。建物外観の現状を壊さない程度に、入口部分の改善が必要であろう。ホール

部分を十分に活用させ、かつ館内のコンディションを保持させるために是非とも改善

されるように要望したい。ホール両側の展示対応部分も、一方を事務室として活用す

ることも考えられ、入館者への十分な対応が可能となるのではないだろうか。ミュー
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ジアム・グッズや参考資料の頒布などをおこなうと同時に館員の可視範囲が拡大する

ものと考えられる。２階の展示室は、かなりの配慮のもとでつくられている。広く大

きい空間は、ゆったりとした気分である。無理に壁面を使用しない展示は好感が持て

る。ただし、フロアの中央に大形の竪形展示があって、やや圧迫感がある。全体的に

みると、美術館的性格とやや説明的展示の性格とが同居している感じが強い。小さな

展示品、大きな展示品ともに優品であるが、それだけに観る者への配慮が必要かも知

れない。小さな展示品に大きな説明ラベルは似合わないばかりでなく、むしろ邪魔な

存在だが、説明の不足部分を別刷解説で十分に用意するか、あるいは求めに応じた解

説員も必要となろう。展示室に隣接した学芸員室が不可欠なものとなる。 
 一階から中央階段で二階にあがる。その部分のロビー的空間は欠かせない。もとも

と博物館施設ではないとはいえ、その部分は十分な空間となっている。解説員の待機

場所を確保しうると思う。 
 自己点検報告書にも記しているが、資料の保存・管理システムが全く不十分であっ

た。會津八一氏の蒐集品が中心であると聞くが、資料の劣化は現状では進行するばか

りと思えた。資料の収蔵室は別棟で設けるべきである。資料の収蔵量が増加しないと

仮定しても、現在保有している資料の量からすると、資料の保全を目的とする諸施設

を加えて２００～３００㎡程度の収蔵スペースが必要となろう。また、関連する資料

の収集、研究部門も必要となると、学芸員研究スペースも当然考慮しなければならな

い。現在の建物に接しての、主として収蔵目的の施設がのぞまれる。 
 建物について申せば、全体としてもう一工夫ほしいような気がする。 
 ついでながら、一階～二階の踊場壁面に展示してある大観・観山「明暗」は甚だ危

険に思えた。レプリカかあるいは、かなり密封度の高いケースに容れた展示がのぞま

れる。 
 
②研究と教育の体制について 
 「大学自己点検報告書」には、「専任学芸員」、「専任研究員」という記述がない。専

任研究員はともかくとして、「博物館」である以上「学芸員」が不在ではいけないと思

う。学芸員養成課程の教育にあっては、博物館実習は欠かすことのできないものであ

る。博物館学芸員による実務実習のカリキュラム作りや、現場における指導は、優秀

な学芸員養成に不可欠であることはいうまでもない。會津八一記念博物館は、一面で

は美術館であり、一面では歴史資料や考古資料をももつ歴史博物館としての性格をも

っている。共通しているようで、実は内容の異なる資料については、当然複数の学芸

員が必要である。しかも、学芸員の仕事は継続的でなければならない。各々の専門分

野における研究に立脚した博物館学的研究が要求される。ことに、博物館を介して、

大学の研究成果を還元するという使命からすれば、学内外の関連する専門的研究者や

博物館との連携や共同研究が必要不可欠であることはいうまでもない。 
 早稲田大学に限らず、現在の大学機構の中で、博物館学芸員を専任者としておくこ

とは、かなり難しい。生涯教育、生涯学習という大学のもう一つの顔を力説しながら、

実のところ実践的な生涯学習部門については、どのようにすべきかを積極的に理解し

ようとしていないことが多い。学芸員の役割は、この分野の仕事が中心であるといえ
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よう。 
 対学生の教育、研究指導、一般社会へ向けての学問的成果の還元、一般社会人を巻

き込んだ博物館活動の展開など、学芸員の荷負う仕事は多岐にわたる。専門的職業人

であることはいうまでもない。 
 
③博物館友の会の必要性 
 一般社会への学問的成果の還元は、大学側、博物館側からの一方通行ではいけない。

早稲田大学のエクステンション事業は、一面では大学の学問的成果の還元として評価

されている。この部門は一方通行でよいかもしれないが、博物館は市民と共に歩む姿

勢が要求される。日常的な市民の学習活動に積極的に協力し、また市民側の博物館活

動への積極的な参加を要請するという協力体制がのぞましい。この部分を進展させ、

成功させる第一歩は「博物館友の会」活動である。地域に密着した市民と大学との関

係は「友の会」による組織的な活動によって、より深くまた広くなるものと信じてい

る。欧米の諸大学博物館でも少なからず「友の会」活動がみられる。講座を通して、

各種出版物を通して、日常的には博物館解説員としてのボランティア活動、友の会々

員同志による研究会や勉強会の実施など、生涯学習全般にかかわる活動として位置づ

けたい。同時に、友の会々員が、會津八一記念博物館ひいては早稲田大学の一員とし

ての誇りをもつようになれば、素晴らしいことだと思う。 
 
④博物館資料の公開～とくに図書資料の一般利用～について 
 博物館資料として専門図書をも加えておきたい。総合的な図書館でこと足りるとい

うものでない。やや専門的な勉強や調べものをする場合、専門研究者の指導を受けな

がら勉強する方がよい。會津八一記念博物館独自の図書資料をもつべきであり、また

それを公開して学生はもとより一般社会への学習に供することが、次のステップを生

むことになると思う。学習へのカウンセラー役も、学芸員の大切な仕事である。 
 
⑤要望事項 
 會津八一氏の蒐集品と、その後の考古学的資料が同居していて、全体として中途半

端な展示となっているように思える。會津八一氏の蒐集品は増加することはないが、

考古資料は、考古学研究室の活動によって、さらに増加し、今後の早稲田大学考古学

研究の特色が表面化するであろう。また、エジプト調査にも努力しておられるので、

「エジプト学」に対する一般社会人の関心も高い。将来的には會津八一記念博物館と

は別な展示計画あるいは博物館構想が生まれて来ることを期待したい。 
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早稲田大学會津八一記念博物館に関する評価 
              後藤 治（工学院大学建築都市デザイン学科助教授） 
 
 會津八一記念博物館に関して、以下に評価すべき点と再考すべき点を列挙する。文

中に「報告書」とあるのは、「大学自己点検・自己評価小委員会（博物館）報告書」を

意味する。 
 
○評価すべき点 
１．キャンパス内に残る歴史的な建物を博物館として再生したこと 
 都市においては、大学キャンパスに限らず各所で、土地の高度で効率的な利用を図

る観点から、大多数の歴史的な建物は取り壊される運命にある。そのなかで早稲田大

学は、その核ともいうべき早稲田キャンパスにおいて、故今井兼次教授が設計した歴

史ある旧図書館（現２号館）を保存し、博物館として再生する道を選択した。このこ

とは、歴史的な建物の保存という点で評価できる。 
 その改修にあたっては、必要 小限の範囲だけに手を加え、現代的な性能にあう建

築とする方法がとられている。このため、設計者が当初に意図した建物の価値を減じ

ておらず、価値有る建物の改修方法という点においても、模範的な事例として評価で

きる。 
 この建物が保存再生されたことは、物理的に建物が残されたというだけでなく、生

きた教材がキャンパス内に出現したことを意味する。建物の歴史並びに歴史的建物の

保存修復方法を学ぶことは、建築学等の教育上において必要な事項である。報告書で

はこの点について、歴史的建物を学ぶ場としての意義には触れているが、保存修復を

学ぶ場としての意義には触れていない。その意義をふまえると、改修の設計を外注に

よらず学内の研究者が担当したという点も賞賛されて良い。 
２．歴史的な建物のイメージと展示物が合っていること 
 都市内において歴史的な建物の保存が盛んな欧米の先進諸国でも、歴史的な建物を

保存する際に、それを博物館として再生することは、 も一般的な手法のひとつであ

る。欧米ではむしろ、博物館や美術館を開設する場合に、歴史的な建物を好んで利用

しているといっても過言ではない。この理由は、建物がもつ歴史やデザインから想起

される印象が、博物館や美術館のイメージにあうからである。例えば、古典様式を取

り入れた洋風の歴史的建物は、絵画、彫刻等の西洋の古典美術を展示するのにふさわ

しい器といえる。 
 1925 年につくられた旧図書館の建物は、會津八一が活躍した時代に建てられたもの

であり、會津の生きた時代を彷彿とさせる器といえる。また、高いヴォールト天井を

もつ２階常設展示室や正面玄関ホール等がもつ格調の高さは、會津八一のコレクショ

ンである歴史的な美術品や考古資料等にふさわしいものといえる。 
 こうした観点に立つと、単に歴史的な建物の保存再生というだけでなく、この建物

を會津八一記念博物館にあてたという計画自体も評価すべきである。 
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○再考すべき点 
１．大学博物館整備計画の方向性 
 報告書では、大学における将来の総合博物館構想のなかに、この會津八一記念博物

館を位置付けている。総合博物館の構想は大いに推奨されるべきである。けれどもこ

の構想が、旧図書館の建物自体を将来的に総合博物館にかえていくことを想定してい

るのであれば、それには疑念をはさまざるをえない。 
 先述したように、器となる建物のイメージと中身の展示物との整合性は、博物館・

美術館にとって重要な意味を持つ。早稲田大学における総合博物館を想定するならば、

そのなかには理工系の 先端技術の開発に係わる資料等の展示といった機能もあわせ

もつことになろう。こうした 先端技術に係わる展示等は、現在の旧図書館の建物に

あうとはとても思えない。 
 早稲田大学の場合、キャンパスが各地に分散して存在する。このことからすると、

各キャンパスごとに、所属する学部・研究科等に応じたサテライトの博物館があり、

センター的な機能をもつ博物館がどこかにひとつあるという、ネットワーク型という

手法も検討してよいのではないかと思われる。この場合、センターとサテライトとい

う関係だけではなく、展示・収蔵・研究といった博物館の機能をキャンパスごとに分

担するという方法も有り得るだろう。早稲田大学には既に、會津八一記念博物館と坪

内博士記念演劇博物館の両館が併存している。このため、分散型の総合博物館という

形の方が、その実態にもあっているように思われる。 
 會津八一記念博物館の施設については、バックヤード等にいくつも問題点を抱えて

いることは報告書が指摘する通りである。それらを改善すべきことはもちろんだが、

現時点においてはそれらの改善を急ぐよりもむしろ、総合博物館の方向性とそれらを

あわせて考える必要があるように思われる。なぜならば、総合博物館の性格や運営方

針によって、會津八一記念博物館の性格そのものや、旧図書館に必要とされる機能や

利用形態もかわってくるからである。 
２．教育・研究・展示環境の改善－定員の配置 
 この点についても、報告書では多くの問題があげられているが、 も必要なのは展

示を担当する学芸員と研究者が常駐する体制を整えることであると考える。現在も展

示・研究を行うスタッフとして若手の助手が期限を定めて配置されているが、これだ

けでは不十分である。とはいっても、定員増を容易には望めないという問題が存在す

る。 
 大学博物館と一般の博物館との 大の違いは、大学には多数の研究者が存在する点

である。このため、収蔵品として研究者が収集した資料を入手しやすい、展示に専門

の研究者の協力を得やすいといったことが、大学博物館の利点として容易に想定され

る。この利点を生かすには、関係する研究者と博物館とが常日頃から様々な面で交流

を図っていることが不可欠である。 
 報告書をみると既に交流の努力は払われているようである。けれども、報告書以上

にすべきことは多々ある。例えば、報告書が指摘していないものとして、博物館に配

置される定員と研究者との人事交流がある。より具体的にいえば、若手の助手を配置

するだけではなく、既に研究の実績を持った助教授・教授級の者を年限（３～５年程
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度）を限って専従スタッフとして配置するのである。そして、博物館に配置された研

究者は、自らの研究を公開するために、ひとつの企画展示を担当するのである。 
 現在、大学研究者の研究公開は、産官学の連携を推進していくことや、少子化時代

に大学の定員を確保すること等のために、その必要性への認識が高まりつつある。こ

うした時代の要請を考えれば、研究者の研究公開の場としての博物館の役割は、今後

さらに重視されていくものと思われる。大学博物館における展示が、学内の広報活動

の有力な手段として位置付けられるとすれば、それは定員確保という問題を解決する

一助となるだろう。 
３．教育・研究・展示環境の改善－施設の運営 
 博物館の基本的な機能は、資料を収集・収蔵し、収蔵資料をもとに研究を行い、研

究結果を展示によって伝えることだといわれている。これまで日本の博物館において

は、そのうちの収集・収蔵・研究という静的な部分が関係者に重視されてきた。とこ

ろが近年はむしろ、展示という動的な部分に目が向きつつあるといわれている。 
 展示については、ハンズオンやコミュニケーションといった語がキーワードになる

など、その手法自体にも動的なものが求められている。この背景には、博物館の経営

という問題があり、そのための入館者確保という命題が存在する。経営の問題は、民

間が運営する博物館や美術館等では、より深刻である。このため民間では、展示以外

にもに運営に関して様々な努力や工夫がなされている。 
 大学博物館は、大学という公共的な教育機関が運営する施設であり、かつ、学を志

す者が集まるという も入館者を集めやすい絶好の場所に位置する施設である。この

ため、民間と同等の経営努力を行う必要はない。また、會津八一記念博物館の場合、

開館してまもないということもある。 
 けれどもこうした諸条件を差し引いたとしても、會津八一記念博物館の場合には、

もう少し入館者の増加を目指した運営の努力や工夫が必要であると思われる。例えば、

夜間に公開を行う日を設ける（１部の授業終了後で、２部の授業時間）等はその一例

である。 
 こうした運営に関する努力や工夫を行うために必要なのは、施設や設備の充実では

なく、むしろ人材である。前項からの繰り返しになるが、その人材とは博物館運営の

プロフェッショナル（＝専門の学芸員）ということになるだろう。 
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