はじめに
和歌山城の南側、三年坂通りをはさんで、
近代美術館と並んで建つ県立博物館は、間もな

寄稿

4

く創立 50 周年を迎えます。ここでは博物館の
多角的な仕事をより多くの方に知っていただき
たいと思い、筆を執らせていただくことにしま
した。

きのくに−和歌山県の
文化財を守り伝える
ー和歌山県立博物館の取り組み−

和歌山県立博物館（1994 年竣工）

1 「博物館」とは何か
和歌山県立博物館 主幹（学芸課長）

竹中

康彦

そもそも「博物館」という言葉は、古くから
使用されていたわけではなく、欧米ですでに誕
生していた近代的な museum を日本人が認識
するようになった時期、つまり幕末維新期以後
に museum を翻訳した言葉として用いられる
ようになったものです。一般的には、1860 年
と 1862 年に、それぞれ江戸幕府の命でアメリ
カとヨーロッパに渡って現地の制度や技術など
を見聞した上で、1866 年に刊行された『西洋
事情』（初編）という本の中で、福沢諭吉が初
めて翻訳・使用したとされています。福沢は、
物知り・博学という意味の「博物」という古く
からの言葉に、「館」という建物・施設を表す
言葉を合体させて、造語したものと思われます。
日本で最初の博物館は、1872 年に創設さ
れた東京国立博物館です。和歌山県内では、
1921 年に創設された高野山霊宝館が最も歴史
のある博物館です。こうして、戦前から徐々
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に博物館の数は増えていき、現在では全国で

それを買い戻すこともあります。資料の内容と

5,700 館程度の博物館があります。和歌山県は、

価格について、外部の有識者による「美術資料

博物館の多い県ではありませんが、大小合わせ

選定委員会」に諮り、妥当性を検討してもらい

ると 100 館程度の施設があります。

ます。②は資料を譲り受けるということで、代

ところで、博物館のあり方については、戦後

替わりや家の建て替えなどに伴って、寄贈を受

「博物館法」という法律で規定され、社会教育

けることが時々あります。③は長期的に資料を

施設の 1 つとして、運営されるのが一般的で

お預かりするというケースです。これは、過疎

す。この法律では、資料の収集、保管、調査研

化を背景にして、県内地域での文化財の保存・

究、展示、教育普及の活動を行う施設を博物館

伝承が困難になり、さらに文化財の盗難や津波

と定義しています。つまり「博物館」という概

災害などへの危惧が相まって、近年増加傾向に

念は、法律上はかなり幅広いもので、動物園や

あります。博物館的には、貴重な文化財をお預

植物園・水族館なども含まれることになります。

かりすることで、より容易に展示できるので、

統計区分上、日本の博物館は、取り扱う資料に

とてもありがたい話ですが、収蔵庫の容量とも

よって総合博物館・科学博物館（自然博物館）
・

関係してくるので、複雑な心境です。

歴史博物館・美術博物館（美術館）
・屋外博物館・

（2）保管

収集した資料は、収蔵庫内で保管

動物園・植物園・動植物園・水族館というよう

することになります。しかし、日本の文化財は

に種類分けされます。この区分によると、和歌

非常にデリケートなので、様々な点に気をつけ

山県立博物館は歴史博物館に属します。

ないと、うまく保存することができません。ま
ず、外から持ちこまれた文化財には、燻蒸作業

2

県立博物館の仕事

を施して文化財害虫やカビを駆除した上で、収

「博物館法」で定められている資料の（1）

蔵庫に配架します。収蔵庫内で害虫やカビが発

収集・
（2）保管・
（3）調査研究・
（4）展示・
（5）

生していないか、常時モニタリングをしていま

教育普及という 5 本柱の仕事を、県立博物館

す。また、収蔵庫や展示ケース内では、温湿度

ではどのように行っているのでしょうか。

の変動がないように、24 時間空調などでコン

（1）収集

県立博物館のホームページ（www.

トロールする必要があります。空調機には、特

hakubutu.wakayama-c.ed.jp）でも公開してい

定の化学物質を除去するフィルターを組み込

ますが、「県立博物館の使命」を定めていて、

んで、有害な空気が流通しないようにします。

そこに示されているように、県立博物館が取り

さらに、文化財が置かれた空間の照明は、LED

扱う資料は、和歌山県ゆかりの文化財であると

や紫外線を出さない特殊な蛍光管を使い、さら

しています。そこで、県立博物館の活動は和歌

に照度・色温度もコントロールして変色を抑え

山県ゆかりの文化財を収集することから始まり

ています。なお、寄託された文化財については、

ます。収集にあたっては、高野・熊野信仰に関

2 年に一度、所有者に対して寄託の継続を確認

わる資料、紀伊徳川家旧蔵品など、8 項目の具

する寄託更新作業を行います。このようにし

体的な内容を定めて、それに合致する資料を収

て、現在県立博物館の収蔵庫で保管している資

集しています。県立博物館の収集の方法には、

料は、館蔵品が 1,100 件あまり、寄託品が 2,600

①購入・②寄贈・③寄託の 3 通りがあります。

件あまりで、点数は合わせて約 40,000 点にの

①は年間の購入予算の枠内で、古美術商や個人

ぼります。

から購入するやり方です。もともと県内に残さ
れていた資料が、長い歴史の中で県外に流出し、
18
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（3）調査研究

調査研究は、県立博物館の仕

事の中でも、重要な意味合いがあります。県内

には、すぐれた文化財が数多く残っているにも
かかわらず、残念ながら、文化財、とくに美術
工芸品を総合的・学術的に調査研究できる機関
や研究者が非常に少ないのが現状です。そのた
め、県内の文化財所有者や市町村教育委員会な
どから、文化財の調査の依頼を受けることが多
くあります。実は、県内には調査を受けていな
い貴重な文化財が多く残されていて、地域の住
民も、その価値に気づいていないことも多いよ
うなのです。先に述べたように、文化財の防犯

常設展示室展示風景

や防災といった観点からも、早くこうした文化
を調査して、その成果を住民に知らせ、地域で

中からテーマを設定して、年間平均 6 本程度

文化財への関心を高めてもらいたいと、県立博

開催しています。2020 年度は、近世田辺の画

物館では考えています。そのほか、資料を収集

人 ･ 真砂幽泉、
「稲むらの火」で有名な濱口梧陵、

したり展示したりするにあたっては、個々の資

南葵音楽図書館と県立図書館に勤めた作家の喜

料を詳細に調査する必要があり、仕事の中でも

多村進といった人物に光を当てた展示を行って

多くの時間を費やしています。そして、調査研

います。③は、文字通り特別に規模の大きな展

究の成果は、おもに展覧会で紹介され、また研

示として、春と秋に開催する展示です。県内外

究紀要といった媒体や講演会などで公表される

の様々な場所から資料を借用して開催し、全展

ことになります。なお、2019 年には県立博物

示資料が掲載された展覧会図録を刊行します。

館は国の科学研究費補助金を獲得できる機関と

また、広報のためにポスターやチラシを制作し

して認定されましたので、今後はさらに研究を

て、各所に配布します。

充実させるための可能性が開けてきました。
（4）展示

これまでに行った特別展は、高野山・熊野三

展示という博物館の仕事は、一般

山・道成寺・紀州東照宮といった寺社の文化財

の方にとっては、一番イメージしやすいものか

を紹介したもの、鞆淵・天野・荒川・笠田など

も知れません。県立博物館では、①常設展・②

の文化財が多い地域を総合的に調査して紹介し

企画展・③特別展・④その他という、4 種類の

たもの、徳川頼宣・徳川吉宗・明恵・応其・西

展示をしています。①は「きのくにの歩み−人

行などの人物に関する展示などが基本的なス

びとの生活と文化−」というタイトルで、和歌

タイルです。ちなみに 2020 年度の秋の特別展

山県の歴史を紹介する展示です。ほぼ年中展示

は、粉河寺がテーマです。特別展を行う意義と

していますので、資料の劣化を防ぐため、実物

しては、上述した点とも重なりますが、やはり

資料の身代わりに複製を多く使用しているきら

文化財所有者や文化財が残っている地域住民に

いがありますが、模型や大きなパネルなどを用

より関心を高めてもらい、文化財の保存につな

いて、きのくに 3 万年の歴史を簡便に学習し

げていってほしいという点が第一です。もちろ

ていただくことを目的にしています。ただし、

ん、広い範囲の多くの人びとにゆかりの文化財

毎年 10 月〜 11 月は秋の特別展開催のため、

を知ってもらいたいという思いもあります。特

常設展を全て撤去せざるを得ないことは残念で

別展に展示した資料について、その重要性が認

す。②は、収蔵品（館蔵品・寄託品）を中核と

識されて市町村や県の指定文化財に指定される

して行う展示で、いずれも和歌山県の文化財の

こともあります。なお、どの展示でも、文化財
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の保全と来館者の快適さを両立させることが求

に配布します。企画展を含め、展覧会の情報は、

められます。来館者へはアンケート調査を行い、

県立博物館のホームページ上でもその都度紹介

展示の満足度や希望するテーマなどを設問し、

し、またマスコミに取り上げてもらうべく、資

今後の参考としています。④は、2 階にある独

料を提供します。

立ケースなどを用いて、臨時に行う「スポット
展示」
「コーナー展示」など、その他の展示です。
ちなみに、今年の春には新型コロナウィルス流

3

近年のユニークな活動
これまで紹介してきた通常の仕事のほか、

行を受けて、スポット展示「疫病平癒の霊験仏」

2010 年度以降、県立博物館は文化庁の補助金

と題して、薬師如来坐像を展示しました。

を活用して、あらたな挑戦を続けています。

（5）教育普及

博物館での教育普及活動は、

1 つ目は、「さわれるレプリカ」の制作です。

多岐にわたります。一般の来館者に対しては、

この取り組みは、ミュージアムは目の不自由な

ミュージアムトーク（定期的な展示解説）や講

人に対して「敷居の高い」施設であるので、そ

演会・博物館講座・現地学習会などを開催し

れを何とかしたいという問題意識から始まりま

て、調査・研究の成果をわかりやすく伝えよう

した。たまたま、県立和歌山工業高校に 3D ス

としています。また、展示に関しては、通常の

キャナーと 3D プリンタがあったことが契機と

キャプション以外に、より解説の言葉を簡単に

なって、県立博物館の収蔵品のレプリカを制作

した「かんたんキャプション」や音声ガイドな

し、さらに県立盲学校の協力を得て点字キャプ

どを制作してきました。さらに、近年は社会教

ションと点字図録も作って、目の不自由な人を

育施設であるだけでなく、学校教育との連携が

はじめ、来館者に提示するという基本的なスタ

博物館に求められていますので、学校の遠足や

イルを築きました。この試みは、盗難のおそれ

校外学習に対応することはもとより、インター

のある仏像・神像を県立博物館で預かり、その

ンシップ（職場体験学習、中高生）
・学芸員の

代わりにレプリカを現地に置いて信仰の対象と

資格取得のための学芸員実習（大学生）・中堅

する「お身代わり仏像」という意義も加えなが

教諭等資質向上研修（教員）なども実施してい

ら、現在まで継続して活動しています。とくに、

ます。また、館内での教育活動だけでなく、
「エ

計測・成形を和歌山工業高校産業デザイン科の

キスパート職員派遣事業」という県教委の制度

授業に組み込み、着彩は和歌山大学教育学部の

を活用して、県内の学校への出前授業を行った

美術教育専攻の学生ボランティアで実施するな

り、歴史や文化財にとりわけ興味を持つ小学校

ど、地域の学校教育とも連携していることは、

高学年〜中学生を募集して開講する、「けんぱ
く・こどもゼミ」という少数精鋭のこどもを対
象とした授業も行ったりしています。和歌山大
学教育学部と県教委との連携の枠組みの中で
は、ミュージアム ･ ボランティアの学生ととも
に、音声ガイドのナレーションや「さわれるレ
プリカ」
（後述）の着彩などの作業を行ってい
ます。広報活動としては、年度初めに「博物館
だより」と年間カレンダー・教員向けパンフを
制作・配布しています。特別展については、前
述の通りポスターとチラシを印刷して、県内外
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実物（左）と「さわれるレプリカ」（右）

各界から注目・評価されている点です。

館してから、すでに 25 年以上が経過しました。

2 つ目は、2011 年 9 月の紀伊半島大水害を

さて、このような歴史があり、上述したよう

受けて、津波や洪水被害が想定される地域を

な活動を行っている県立博物館ですが、やはり

対象に、先人たちが残してくれた「災害の記

様々な課題があります。まず、これは全国どの

憶」の発掘と、その地域に残された文化財の調

博物館も同じ悩みを抱えていることですが、収

査を行い、地域住民に伝えるという活動です。

蔵庫の容量の余裕が少ない点です。新館開館後

2013 年度から、市町村単位での調査と普及活

25 年を経て、現在の残り容量は 10 〜 15％ほ

動（学習会の実施と住民向け小冊子の制作）を

どになっています。防犯や防災の危機に瀕した

継続しています。なお、このことと関連して、

文化財を収蔵する余裕はそれほどあるわけでは

もし大規模な災害が発生したときに、県内の文

ありません。これと関連して、過疎化の進行に

化財保護に関わる機関が協力できるよう、「和

より、県内各地に分布する文化財を地元で守る

歌山県博物館施設等災害対策連絡会議」という

ことが非常に難しくなりつつある点も、危機感

組織を 2015 年に設立しています。

をもってとらえています。一方で、趣味的・拝

3 つ目としては、近年増加している外国人利

金的な骨董文化が一定の広がりを持っている点

用者のために、常設展のパンフレットと音声ガ

は気になります。文化財への関心のきっかけや

イドの外国語版を整備しました。また、QR コー

一定の文化財保持の役割を果たしている点は否

ドを来館者がスマホで読み取って、音声と画像

定しませんが、地域で守られ残されてきた文化

の解説を受けることができるシステムを整備し

財が、換金目的だけで処分されて流出したり、

て、将来的に多言語対応が可能になりました。

場合によっては文化財の盗難を誘発したりする
引き金になりかねない点は心配な点です。

4

県立博物館の歩みと今後の課題

このようなことを含め、県立博物館からの発

ご存じだとは思いますが、県立博物館はもと

信力が必ずしも十分ではないことは、大きな課

もと現在の場所にあったわけではありません。

題です。伝統的な紙媒体やマスコミを利用した

県立博物館は、1971 年 4 月に和歌山城二の丸

情報発信は続けながら、自らのペースで発信で

跡でその歩みを始めました。もっとも、その時

きるホームページや SNS などを利用した手法

の建物はさらに 8 年前の 1963 年に開館した

をより洗練させていく必要があります。県立博

県立美術館の建物を改装・転用したものでした。

物館の利用者は、現在のところ、シニア層が突

建物の規模は現在の約 3 分の 1 程度でしたが、

出し、小中学生がそれに続くという状況なので、

すでに和歌山県ゆかりの文化財の保存と公開と

その間の大学生・勤労者世代に訴求するために

いった活動をしていました。ただし、歴史の文

も、こうした手法が有効であると思われます。

脈の中で展示をする現在のスタイルとは異な

県立博物館は、2020 年 2 月下旬以降、新型

り、どちらかと言えば資料を古美術品として展

コロナウィルス流行の影響を強く受けていま

示する美術館的な色合いが強い施設でした。

す。GW の時期を除いて、休館することはなかっ

高度成長期に建設された建物で、その後増築

たものの、利用者の数は大きく減少し、講演会

なども行われ、全体的に老朽化が進行していた

やミュージアムトーク・音声ガイド・さわれる

中、1994 年 7 月に開催された世界リゾート博

レプリカなどのサービスを中止せざるを得ない

覧会に合わせるスケジュールで、新館の設計・

状況が続いています。こうした状況がいつまで

建設が行われました。和歌山大学教育学部の跡

続くか見通しは立ちませんが、今後は状況に応

地に、県立近代美術館と並んで県立博物館が開

じた臨機応変の柔軟性が求められるでしょう。
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