
資料紹介

ベルギー・フランスにおける産業技術史博物館本

森田恒之料

【ベルギー】

1. はじめに

本稿は大阪市立大学教授・中岡哲郎を研究

代表者とする共同研究「産業技術史研究にお

ける各国博物館の機能に関する国際比較調査

研究」において井上章一と筆者が分担したヨ

ーロッパ・フランス語闇〈フラソス・ベルギー〉

のうちベルギーにおける調査結果である。共

同研究全体に共通した調査目的，項目につい

てはすでに本誌4巻 1号に発表された中岡・

安固ならびに庄谷・種目の両報告に触れられ

ていることと重複するので省略する。

調査実施期間は1987年10月21日から周年10

月31日までフランス，同年11月1日より 8日

までがベルギーである。ベルギーにおける調

査地はリエージュ市を中心とする東北部の工

業地帯と首部プリュッセル市である。調査は

2人の担当者が行動をともにして行った。

* 1988年7月27日受理
料国立民族学博物館

＊＊＊ 国立国際日本文化研究セシター

井上章一料＊

2. ベルギーにおける産業史の

概略とリエージュ・プリュ

ッセル両市の位置づ、け

ベルギーにおける産業技術史に関する情報

は，わが国では余り知られていないが，同国

の南半分に当たるワロン語〈フラγス語〉圏は

ごく最近までヨーロッバの主要な鉱工業地域

の→つであり，とりわけ南部の山地から東部

に向かつて国を横断して流れるサYプル旦マ

ース川流域は中世以来中部ヨーロヲパでは最

も重要な鉄および非鉄金属〈と〈にスズならび

に各種の銅合金〉の鋳造業マ知られた地域であ

った。また北西部の平野地帯（と〈に西フラン

ドル刈〉は近世・近代の中・北ヨーロッ・パ経

済を支えた亜麻の生産と加工ならびに羊毛工

業の中心地であり，その産業は今日に至るま

で継続している。

サンプル＝マース流域の金属工業はこの一

帯で得られる鉱石資源と森林資源，豊がな水

量に支えられた水運を背景に発展をしたもの

であるが， 18世紀後半から木炭に代わってaコ

(1) 中岡哲郎・安田孝「く資料紹介〉英国における産業技術史博物館建設の現放」 r技術と文明』 4巻1
号， 81-96頁。

(2）庄谷邦幸・種目明「く資料紹介〉産業技術史研究における各国博物館の機能に関する国際比較調査研
究ーードイツ・オーストリア一一」「技術と文明』 4巻 1号， 63一回頁。
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技術と文明 4巻2号制
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図「1 調査地を主としたベルギーの主要産業記念物所在都市

ーク不を使用する製鉄法が普及するととも

に，それまで上流地域の鉱工業製品集積地で

あったリエージュ市一帯はその北方のオラン

ダ・西ドイツ・ベルギ一三国国境地帯に広く

産出する石炭資源を使って製鉄業を中心とし

て，さらに機械，兵器，その他各種の重工業

中心地となった。とりわけ1795年，当時は

オーストラリア領であった現在のベルギー領

土がフランス革命政府によって併合され，ナ

ポレオン帝政期を経て1931年に独立するまで

の間，この地域は激動期のフランス経済を支

える最重要重工業地域として厚く保護され

た。！これを契機に独立後もリェージュ地区は

近代重工業地帯として著しい成長を遂げた。

この地域は西ドイツ西部のケルン，デュ yセ

ノレドルフ，ポγ フムなどの工業地帯と隣接す

るためわが国では知名度においてその陰に隠

れている。第1次， 2次大戦を挟んで1960年

代までは活況を呈した産業地帯であったが，

北海油田やオランダの天然ガス開発の進展に

伴うエネルギ一転換，さらには近年の鉄需要

の変化と共に，鉄と石炭に依存してきたリエ

ージュ市一帯は最近著しい不況に直面してお

り，事前調査の段階でも相当数の工場閉鎖，

失業者の増大が伝えられていた。産業都市と

して発展してきた市内外には数多の産業記念

物が散在しているはずであるが，その保存と

活用の実状を調査することもこの調査の大き

い目的のーっと考えた。

プリュッセル市はベルギーの首都であるが

同時に19世紀中ごろから周辺地域の工業化が

進展し，化学，繊維などを中心とする諸工業

が栄えているが，同時に流通経済に依存する

ことの大きい同国の交通の要地である。この

首都は20世紀後半から EC,NATOなどの

国際機構の本部を持つ国際首都的様相を強く

しており，それに伴う都市の改造が急速に進

んでおり，都市関連の産業記念物の保存が重

視されはじめている。
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ベルギー・フラyスにおける産業後術史際物館（量毎回・弁上）

3. リェージュ地域における

調査

この調査の実施に当っては，調査地の選

定，各施設担当者への紹介などでリエージュ

市立兵器博物館 Museed’Armes館長兼ベル

ギー産業考古学会会長の ClaudeGaiyer民

に大変お世話・になった。

調査に当つては，用意したアンケート用紙

を使用せず，全くの聴取調査によった。前項

に期したようにこの市域における経済不況は

著しく，市の施設は市税収入の大幅減少のた

めに職員数を定員の半数近くまでに削減し，

なおかつ博物館のような施設では職員数に非

帯勤職員を含む場合があるほど切迫した経営

をしていることを知ったので，なるべく先方

の負担を軽減するために講じた処置である。

(1) リヱージユ市立兵穏博物館

Musee des Armes. Quai de Maastricht 

8, 4000 LIEGE. 

職員数は館長，学芸研究員〈常勤） 1・同

欠員2，受付〈出札） I，守衛・監視2であ

る。

私立の施設として設立されたが，現在は建

物，収集品にかかる費用ならびに人件費は市

が負担し，市の助役室所管である。

収集品は15-20世紀にわたる狩猟用銃砲，

寧用銃砲，各種万剣類の製品，この地蟻にお

図ー2 リエージュ市兵禄博物館の展示・軍用銃
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ける伝統的狩猟銃の製作用具，銃身および銃

柄部分の美術彫刻資料が主たるものである。

その他，勲章，軍服等若干の資料がある。そ

の総数は12,000以上を有している。収蔵庫は

な〈展示を兼ねている。監視員不足のため時

間差で展示場を部分閉鎖している。 18世紀の

住宅を改造したもの。一見，単なる兵器博物

館に見えるが，この地域で行われてきた伝統

的狩猟銃の製作工程ジオラマおよび隣接する

Herstal市にある近代兵火器工場 Fabrique

National 〈略称F.N）社の関係資料を併せて

展示することによって，地域の金属工業が持

つ特殊な応用地場産業の実態をよく伝えてい

る。近代兵器史関係資料は F.N社からの寄

贈によるものが相当数ある。この件について

は後に再度触れる。

(2) リヱージユ市立ワロン民俗博物館

Musee de la Vie Wallonne. Cour d回

Mineurs, 4000 LIEGE. 

私立博物館として設立されたが，現在は全

額を市財政で運営する市立博物館である。職

員定員は13だが現在6名で運営している。建

物は15世紀の個人所有になる修道施設を改築

したもの。ヲロン語圏の日常生活に使われた

各種資料を保存展示している。 1930年開館で

あるが， 1976年に大幅な改造を行なった。と

くに生業関係資料が豊富に集まっている。生

業が鉱工業に重きを置いていた関係で， 19世

紀から20世紀中頃に実在した石炭，製鉄，鋳

鉄，錫鋳物，ブロンズ，計量を始め，蝋燭工

業，木工業，刃物，繊維， レース，酪農製品

加工，館編物等広範にわたる地域産業の概要

を知るに十分な資料が収集展示されている。

業種毎にそれぞれ個室の修道室を改造した小

展示室に職人工房の一角を暗示的に再現して

いる。資料は単体でなく，作業に必要な道具

類をセ y トとして収集展示しているのが特色

である。この方式は小規模ながら，資料群を

ひとつのシステムとして理解するのに便利で



技術と文明 4巻2号制

－図－3 JJ ，：.：.－~，，.・ワロシ民俗博物鎮の内庭，

図－4

古いな有修道院を転用している’

!1＝ークュ・ワロ γ民俗惇物館の展示

洋降作り職人の工房

ある。通常の部屋にロープ一本だけで展示物

と観客を隔離する方式は簡単なものである

が，観客は資料に対して身近きを感じながら

’豊かな想像を働かせることができる。パリの

国立民俗学博物館（MuseeNational des Arts 

et Traditions Populaires）が採用している壮大

なドラマを組み込んだジオラマ構成も分かり

やすい面白さがあるが，ここの展示はより自

ー然、な形でものとの対話を可能にするという点

でパリのそれと異なった側面を持っている。

(3) 鉄と石炭の博物館

・ Musee du Fer et du Charbon. Boulevard 

Poincare 17, 4020 LIEGE 

組織的には上記市立ワロ γ民俗博物館の分

館である。 1975年に開館した。財政上の理由

により，調査時においては，土曜の午後のみ

開館，その他の平日は本館に依頼すると開館

回

図－5 石炭と欽の博物館，移築した18世紀の

工房，左手に大きい木製の裁断R~ti~見
える。

する情況にあった（ただし観光シーズγは毎日

開くようである〉。学芸研究員は本館職員が兼

任しているが，開館時には臨時職員の受付員

が勤務する。その他非常勤嘱託の専門員がお

り，専門的事項に関することおよび必要に応

じ来館者への解説，ボランティア活動の組織

を担当している。身分は嘱託であるが，一定

範囲内で市職員に準ずる権限を付与されてい

るようである。現在この任に当たっている

Foche氏の前職は国の鉱山監督官〈定年退職〉

である。紹介の労をとっていただいたGaiyer

氏の説明によれば，同国の制度では鉱山監督

官の職務は鉱山機械工場の検査業務を含み，

鉱山と機械技術の双方に精通していることが

求められるとし、ぅ。 Foche氏の説明は実に適

切であり，退職後の専門技術者のこうした形

での導入は人材活用という意味でも有効であ

る。

建物は19世紀初頭に大幅に改築された製鉄

工場を転用したもの。主な所蔵品として現在

するヨーロッパ最古の圧延機（1812), 17世紀

の木製ふいご， 18世紀の大型鉄鎚（Makas型〉，

埼塙類，鉄板ほかの各種製品， ワットの小型

蒸気機関，初期のオットー型気化式エンジン

〈模型〉などがある。気化式エンジンの原型は

19世紀前半に Verviers市の繊維工場で使わ

れた当時の最大に近い 12,OOOHPのもので，

同時代に亡の地方で職工教育用の模型機械作



ベルギー・フラソスにおける産業伎術史博物慾（蘇回・弁上J

りを専門とした人が製作した原寸大もの。機

関類は国立リエージュ大学が1970年代に郊外

移転をした際に，寄贈されたものであるとい

う。

これら歴史的機峨類もさることながら，こ

の博物館における圧巻は17世紀末に作られた

製鉄工房のほぼ完全な移設復元展示である。

一連の工程を石組のアーチで作られた広いホ

ールと共にそっくり復元し，階上からはこれ

らの設備の全貌を見渡し，あるいは重量物の

移動を支えた滑車類を真近に見ることが出来

る。守護神の祭壇もきちんと移設しである。

残ったスベース〈かなり広い〉を使って水車時

代から初期の電力時代にかけての鋳造．圧延

加工など鉄と錫関係の諸工業の作業場主要部

も移築再現している。いずれも市内およびマ

ース河の上流地帯の廃工場の内部設備をそっ

くり移設復元したものである。

産業技術は一連のシステムである。いかに

歴史的に価値の高い機械や設備であっても，

単体である限りにそこから読み取れることに

は限界がある。とりわけ，専門外の領域に関

するものであるほど，なおさらである。動く

ということはシステムのある部分を見せるこ

とであり第三者にとっては大変に興味あるこ

とであるが，製鉄業のように高温や重量物を

扱うシステムが動いている状態でその中に部

外者を入れることの危険は言うまでもない。

この復元展示では溶解した鉄を赤い塗装その

他で暗示的に示しているが，観客が工房の中

を自由に歩き回ることでそのスケーノレや導棋

を理解し，さらにシステムを疑似体験するこ

とができる。復元されたシステムが原型によ

り近いほど，特別の解説員などなしに「動

く」に匹敵する教育効果をもっている。産業

記念物保存に当ってシステムの問題はぜひ留

意したい点である。

なおボランティアグループによる資料の調

査研究および公閥解説会が隔週土曜日に開催

されるとのことである。
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図－6 !} zージュ市ガラス博物館。階段下を
使ったガラス吹き風景の展示。

(4) ガラス博物館

Musee du Verre, Quai de Maastricht 13, 

4000LIEGE 

同じ敷地内に3つの施設を有する考古・工

芸博物館の一分館施設である。 Pエージュ考

古学協会が設立し， Pエージュ市が財政補助

をしている。広報資料によると約9,000点の

古代から現代までのガラス製品を所有してい

るとある。この地域は鉱工業と共に古くから

ガラス産業でも著名である。博物館の実状は

2階建て展示室の1階にリエージュ地方の主

要なガラス工場または工房で製作された主に

20世紀の各種ガラス器100点余り（一部に見本

としてのガラス塊を含む〉を展示し， 階上に同

地域で出土した古代ローマガラスならびに伝

世品のグェネツィアガラス等の参考資料を展

示している。性格としては，考古博物館なら

びにデザインを主とした商品陳列館に近い。

，財政的理由で監視員が不足しているため半日

単位で階上，階下を交互に公開している。入

口ロピーの一角を利用して伝統的な吹きガラ

ス製作の情景を実際の道具と等身大の職人写

真〈切抜き〉の組合せで展示しているが眼を止

める人はほとんどない。

( 5 ) Fabrique Nationale産業考古学博物館

Mus品ed’Archeologie Industriel, Fabrique 
Nationale, HERSTAL 

ベルギーの代表企業の一つであるFabriqqe



技術と文明 4巻2号制

Nationale社の付属博物館である。代表者は

前記の市立兵器博物館長の Gaiyer氏が兼務

している。この企業はリエージュ市郊外のエ

スタル町にあり，創業はこの地域がナポレオ

ン支配下に置かれた18世紀末にさかのぼる。

古くから伝統的地場産業であった狩猟用銃砲

産業を基礎にヨーロ vパ有数の近代兵器産業

に成長した。事前の文献調査の段階では，こ

の博物館には機械，兵器，精密工業などに関

連する相当の資料が収集され，予約をすれば

支障のない限り見学を許されているはずであ

った。しかし，現実にはここ10年来の企業の

経営不振を理由に，施設は閉鎖されていた。

形式的な組織は残っているが，建物はすで

に取り壊されて用地の一部は売却すべく整地

が進み，コレクションの主要部分のうち兵器

関係資料ならびに文献，写真類はリエージュ

市立兵器博物館，鉄とエネルギー関係資料は

後述するプレユィ観光セシターへ寄贈され，

歴史的生産機械の一部が資材倉庫の一角に積

み上げられているのが実状であった。代表者

に人材を得ていたため，主要なコレグジョシ

は他施設へ寄贈という形で散逸を免れたもの

の，一私企業の所有になるこうした施設はそ

の経営次第によっていつ崩壊するか分からな

い危険にさらされていることを示す好例であ

った。産業技術をも文化のー形態と考えると

き，記念物保存は何らかの形で公有化するこ

とを前提にすることが必要であろう。なお，

同社では歴史的建造物については，極力，原

形保存の努力をしている姿勢がみられた。

(6) ブレニィ観光センター（リ・トラシプル一石

炭博物館〉

Complexe Touristique: Li Trimbleu. Rue 

Lambert Maelet 23, 4570 BLEGNY 

プレニィ町はPエージュ市の中心から北西

約40キロ強，オラシダとの国境にほど近い位

置にある旧炭坑町で，このセンターは，閉山

した民有炭坑の跡地利用として作られた施設
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図ー7 プレニー観光センター。炭抗の送風室
元のままの形で保存展示している．

である。 1970年代に入ってオランダの北海沖

で天然ガス掘削が進んで石炭需要が激減した

ために， 1977年，この炭坑経営者は閉山の意

志決定をすると同時に，この施設をなるべく

現状保存し炭坑博物館の機能をもった観光セ

ンターとして活用する計画を立てた。計画は

りエージュ州ならびにリエージュ市両自治体

の支持と若干の補助金をえて，閉山準備とセ

シター閉所準備を同時に進めた結果， 1977年

8月初旬に閉山，同月末に新施設を開所し

た。改装に当っては，原則として歴史的な産

業記念物はすべて保存する，設備等もなるべ

く現状を維持することとした。保存された主

なものは次のようなものである。カッコ内は

センターでの利用方法である。

坑道最深部は地下580メートル〈地下30,

60メートルの各斜坑に安全設備を設けて公開〉

リフト 1基 〈観客の坑道内への輸送手段とし

て使用時のままの状態で使用〉

ぼた山 1 〈遊歩道を整備し散策路ならびに

展望台として利用〉

送風機械室，発電機室その他の機械室

〈いずれも施設，設備をそのまま公開。若干

の手摺，解説パネル等を付設〉

坑夫用装備保管室 〈ヘッドライト，小型酸

素ボンベなどの安全装備を各人の識別番号毎

の棚に配置してある。最終日に全員引き上

げ，坑内無人になった状態をそのまま見せて

いる〉
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坑内環境検査室 〈各種ガスや民挨量の検査

装置をガラス棚に展示している。一部パネル

で説明を補強している〉

技師長室 〈最終日の終業時の様子をそのまま

残し，廊下から内部を見せる〉

選炭場 〈ガイダンス映画用ホール，観覧者用

入坑着更衣室，倉庫などに手l朋〉

機械整備工場 〈建物の外観ならびに設備等の

一部を外から見えるように整備〉

揚水井戸 〈ポンプ室の機械設備を公開〉

坑夫待機所 〈ホール，売店などに利用〉

事務所 〈一般食堂，セルフサービス食堂に利

用。食堂だけでも利用できる〉

マース川に面したヴィゼ Vise町まで通じ

ていた鉱山鉄道をそのまま残し，遊覧鉄道と

して観光シーズンに運行している。

坑道公開に当って閉山後に安全対策を講じ

たとはいうものの，最終日の出炭後に坑道内

壁に簡単な坑と木柵で崩れ止めを設け，床面

の歩行部分からトロッコの線路を外し，裸電

球をいくつか設置した程度である。入坑用の

リフトは内扉も灯火もない。臨場感に満ちて

いるが， 日本では各種防災管理面で当局の許

可を得られそうにない。しかし，現状をその

ままに保存し公開する手法は大変に分かりや

すく，興味が持てる。鉄と石炭の博物館の項

で触れたシステム保存は，復元の場合よりず

っと完全度が高い。

私企業であるため，経営の多角化を図って

空き地は駐車場， ミニゴノレスゴーカート，

サイクリング場，小遊園地などに利用して，

収益を図り，また独自の豪華観光船を運行し

てリェージュ中心から遊覧鉄道経由でこのセ

ンターへ観客輸送するなどの経営努力をして

いる。

職員は所長： 1 （元技師長〉， 技師： 2(!J 

フト操作員，前職も同じ〉，事務員： 1が常勤で

ある。その他， 一般事務， 券売，売店，食

堂，清掃，電車・観光船運行要員，ガイドた

どはすべて季節雇用の臨時職員で賄う。職員

回

総数は時期により 5-80名である。とくに坑

内ガイドはすべて繰上げ年金受給を選択して

離職した元坑内夫のうち希望者が登録制で就

労している。このため説明は具体的で分かり

やすく評判がよいとのことである。所長以

下，元就労者を活用する方法は，テーマが限

定されているこうした施設では，当面の人材

活用策として高く評価できるが，長期の運用

を考えると次世代の人材養成を考えておく必

要があろう。目下のところ多角経営ム職員

削減で赤子は出していないという。

事業として，学校教育との協力を重視して

おり，石炭史と石炭産業史に関する入念な教

師用，児童生徒用のワークシートが用意され

ている〈有料〉。教育活動については市と州双

方からノウハウの援助があるとのことであ

る。私と公の協力関係は私たちももっと考え

る必要がある。

4. プリュッセル地域における

調査

プリュッセル地域の調査は，休祝日と交通

機関の乗継ぎなど行程上の日程調整の合聞を

利用して予定外に行ったもので，ほとんどが

観客としての施設見学や旧知を介しての情報

であり，相手方の担当者と正規の対面調査を

していない。このため報告も印象を主にごく

概略を記すにとどめる。

(1) 交通・輸送関係の博物館

近年改装されたプ！｝ .::&. 'YセJレ北駅の一部を

使って国鉄（SNCB）が鉄道博物館。fos品edes 

Chemin de Fer Beiges: Gare du Nord-rue du 

Progres 76, 1000 BRUXEL日 s）を設置し，古い

車両・機関車〈相当数のミェチュア模型を含む〉，

信号施設，切符の発券機などを保存展示して

いる。圏内の鉄道網発展史に関するパネルな

ど周辺資料が充実しているが，空間的制約も

あって総合的な交通博物館にまで展開するの

は難しそうである。単一事業体の仕事として
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は保存がよい方である。

プリュッセル市交通局は，都市交通の整備

の結果，不用になった市電の郊外車庫の一つ

を転用L，都市交通博物館（Museedes Trans-

ports Urbains Bruxellois: Avenue de Tervueren 

36bis, 1160 BRUXELLES）を設置している。 ．古

い形式の路面電車を含む数十の車両を車庫と

もに保存し， 日曜の午後には敷地内でその一

部をデモ運行している。

世界自動車得物館（MuseeAuto World: Esp-

lanade du Cinquantenaire 11, 1040 BRUXLL回〉

は地区のオートもピルクラプ会員が所有する

古今の自動車約500台〈うち450台は特定個人〉，

ほかアクセサリー，ミニチュアを集めて保

管・展示している。趣味性が強いが製品のコ

レクションとしては評価できる。

軍用の車両〈兵器車両を含む〉，航空機など

はま立軍事博物館（MusるeRoyal de I' Armee et 

d’Histoire Militaire : Pare du Cinquantenaire 

3, 1040 BRUXELLES）に収集・公開されてい

る。独立以来150年間の軍事史を扱う博物館

であるが，機械兵器にはかなり力を入れてい

る。傘捕兵器を含め外国の兵器を含んでい

る。比較的新しい大型車両の一部（装甲車な

ど〉は屋外においている。

(2) 地域産業関係の博物館

ベルギーの地場産業でもあるピール関係の

博物館が2つある。 ビール蔵造博物館（Musee

de la Brasserie: Maison des Brasseurs, Grand-

Place 10）とグーズ得物館.（MuseeBrux・ellois

de la Gueuze: Rue Gheude 5のである。前者は

醸造組合が管理し， 15世紀以来の開業組合の

歴史的建造物を使用している。主な収集品は

18・19世紀に使用した醸造用具類，醸造風景

を示す古版画，各種のジョッキコレグショシ

である。産業として捕えるより，回顧趣味

的なところが強いが建物と資料は貴重品が多

い。市中心の観光名所に面しているが，観光

客の閑散期は閉鎖する。後者は一種の地酒博
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物館である〈グーズは著名な高アルコールピール

のー名称である〉。 19世紀以来稼動していた工

房を市の補助で公開施設として転換したもの

で，ものは前者に比して新しいが，システム

は可動状態で残されている。原則的に週一回

程度の開館で，専門家によるデモを行ってい

る。業界団体との密な提携で可動状態の産業

遺跡保存を行っている一例である。

レース博物館（Museedu Costume et de la 

Dentelle: Rue de la Viole悦 4ーのも市中央の

観光名所に近い。 17世紀から現代にいたるレ

ースの名品と若干の編み道具を置いている。

工芸品としての美的要素を強調することにな

っているのはやむを得ないことだろう。

(3) その他の博物館

郵政通信博物館（Museedes Poste et Telふ

communications: Place du Grand Sablon 40）は

切手の収集を主とした小博物館であるが，若

干の古い電話機実物や，電信電話関係の古い

写真資料を多量に持っている。

美術家の個人顧彰館にいくつかの見るべき

ものがある。オルタ美術館（MuseeHorta: Rue 

Americaine 25, 1050 BRUXELLES）は19世紀

末から20世紀初め流行したアールヌーボ一様

式の代表的建築家であったオルタの居宅を改

装したものであるが，本人ならびに知友の設

計なる家具，什器類に初期の工業デザインの

優品とその関連資料が残っている。

また，ムニエ美術館（MuseeConstantin Me-

uniぽ〉は19世紀末に活躍した画家兼彫刻家の

居宅兼アトリエを改装した美術館である。こ

の作家は当時台頭した社会主義思想に共鳴

し，炭坑，タバコ産業，港湾労務などで働く多

くの労働者の姿を克明に描写しており，作

品とともにスケッチ類が沢山展示されてい

る。

(4) 博物館以外の活動

主立文化財研究所(InstitutRoyal du Patrimoine 



ベルギー・フラyスにおける産業技術史縛物館（蘇図・弁上〉

Artistique: Pare du Cinquantenaire 1）内の写

真資料室Photothequeは，過去40年間にわた

って圏内に所在する重要な美術工芸品，建造

物，考古遺跡および出土品にくわえて圏外に

あるベルギー〈旧フラ γ ドルを含む〉関係の同

様資料を写真記録し公開していたが， 2年ほ

ど前から対象とすべきものの中に圏内に所在

する産業考古学資料を追加し，その記録作業

が着手された。一部はすでに公開され始めて

いるが，まだ100点前後である。

ベルギー・ツーリング・クラグぐTouringClub 

Eフランス】

de Belgique）は産業考古学会と協力して圏内

の産業遺跡巡り用のロードマヲプならびにガ

イドプテク必 ・＇laRencontre de Notre 

Pass' Inaustriel （仮訳・2昔の産業をIiiねて〉を

出版し.－・支の利用の使を図っている．この・

小冊子は，産業別にその略史と，国内の産業

技術史に関連する博物館，重要な建造物，稼

動していて見学可能な産業記念物〈風車，関

門，鉄道，一部の野外博物館など〉を整理し所在

地を添えてまとめている。 （森岡笹之〉

ラ・ヴィレット

一一「科学と産業の都市」をおとずれて一一

1. 開館まで

パリ市の東北に，ラ・グィレy トとよばれ

る地区がある。 18世紀いらい，屠殺場として

つかわれてきた。

いま，そこに「蒋~7cf官業活官官j が
つくられている。産業と科学についての巨大

な情報センターが形成されだしている。
" ~ 

ここでは，との「都市Jについての報告を

しておこう。産業技術史博物館構想を日本に

おいて考えるとき， 「者~·告」の前例は，なに
かと示唆にとむと思う。良きにつけ，悪しき

につけ。

きて，ヲ・グィレット地区である。ことに

は， 「都市」がいまつくられている。しかし

この地区で構想されているのは，産業と科学

についての情報セγターのみではない。ほか

のブラシもある。

ラ・ヴィレットには，音楽についてのセン

タ｝も並設される予定になっている。さらに

もろもろの都市公園機能も整備されることだ

ろう。
.. ，，~ν，，a 

ラ・グィレγ ト複合体。この55万平方メー

トルにおよぶ地区は，そうした空間としてい
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となまれることになっている。すヲγス政府

の文化政策は，今，ここに焦点をあてている

といってよい． .. ,,. 
. 4万平方メートルの般地をもっ「都市」は

その一部をなしている。ラ・グィ νyト全体

計画のー画となるところである。

まず，その歴史からはじめよう0 ． 
1977年のことである。当時のジスカール

デスタン大統領は，建築家のロジz ・テPベ

ールにひとつの提案をもとめた。ラ・グィ μ

柑ト地区の再開発についての構想を依頼し

んとくに，旧肉市場のたてかえについての

具伝的な計画をもとめたのである。

とれにたいして，テPベールは，明確な回

答をする。科単技術，そして産業について

の博物館をたでればよいというのである。

バP第6大学のそ－ !1ス・ νグィ教授は，

この構想にしたがって，博物館計画を立案す

えして， l例年同， νグィ・レポートを

提出した。そとには，学際学的な博物館学胞

ついての新しい組織法が書かれている。ここ

に， 「蔀走」構想は，本格的にスタートし

た。
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この年，内閣は， レヴィ・レポートにえが

かれた博物館構想に同意する。と，同時に音

楽セγター構想、にも， GO！のサインをだし

た。 「都市」についての建築コシベ図案が募

集されだしたのも，この年である。

1981年， ミッテラシ新大統領も，ラ・グィ

レット計画の推進を約束した。左右両政権に

よって，この計画はおしすすめられることに

なったのである。
ν テ

「都市」の館長には， レヴィ・レポートの

レヴィ教授が指命された。 1985年， ミッテラ

ンによる指命である。
シテ

翌年， 5月14日， 「都市」はオープニング

にこぎつける。いよいよ，この巨大な産業と

科学についての情報センターが，一般にもひ

らかれるようになったのである。

2.展示と学際学
., .,. 

「都市」の展示は，とくに歴史に重点をお

いているわけではない。産業技術記念物のた

ぐいは，まあ見かけない。

ここでは，現代と未来に力点がおかれてい

る。

これは，当初からの方針であった。 1979年

のレヴィ・レポートも，以下のような目標を

かかげている。

「現代の複雑化する社会における，科学と

産業の役割りについての，よりいっそうふか

い理解に貢献する」

こうなると，産業技術史は顔のだしょうが

ない。

じっさい，パリにはすでに， コシセノレバト

ワーノレがある。そして，ここには数多くの産

業技術記念物が，おさめられている。由緒の

ある記念物もすくなくない。

これがある以上，歴史に重点をおいた大博

物館の新設は，みとめられなかったろう。

「蔀岳」が現代と未来を指向する一因は，こ

こにあると思う。

展示の具体的な方法に話をうっす。

4巻2号制
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これも，レヴィ・レポートからの構想なの

だが，じゅうらいの博物館学的な展示方法は

とられていない。

とくに，その枠組みである。展示のセクシ

ョシは，たとえば機械，電気，化学，建設，

などといった分類にはなっていない。学問系

統樹風の区わけを拒否している。

では，どのように，分類されているのか。
., .,. •J ... 

「都市」の展示スベース設定は， 「都市」

独自のユニークな方法でなされている。あえ

ていうならば，学際学的なそれだといってよ

い。以下に，常設部門のセクショ γ名を列記

しておこう。

第 1セクション地球から宇宙へ

第2セクショシ生命の探険

第3セグジョン人間のいとなみとはたら

き

第4セクション言葉とコミュニケーショ

ン’

これだけの分類のもとに，学際的な展示が

おこなわれている。博物館学の常套をやぶっ

たニュー・ウェープだといえるだろう。

さらに，具体的な空間配置のありかたも，

たいへんユニークである。

ここでは，部門ごとに部屋があるわけでは

ない。明確なパーティションがないのであ

る。
ν .，. 

r都市」は，まことに巨大な建築である。

4万平方メートルにおよぶ敷地を，ひとつの

屋根がおおっている。そして，その屋根の下

に，いろいろな展示がなされることになる。

各展示コーナーは，中央の巨大なふきぬけ

の周囲に配置されている。観客は，このふき

ぬけをとおして，他のコーナーをもうかがう

ことができる。

さらに，各コーナーは，たがL、にたがし、を

浸食しあうようにディスプレイされている。

各部門が，相互に浸透しあうかのような印象

が演出されている。

ここにも学際学のにおいがある。しかし
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ここまで演出されると，ややうさんくさい感

じもしなくはない。

予算をとるためには，新機軸が必要とな

る。いままでにない学際学的展示などという

ものを， うたいあげねばならない。そのプレ

ッシャーが，これみよがしの学際風ディスプ

レイとなる。

いやあ，苦労しとるんだなあ。ほんとうに

大きな予算をとるのは，たいへんだ。ついつ

い，そう思ってしまう。

3.企業参加

展示の話をつづけよう。

科学と産業に関する展示となると，各種企

業との協力関係は不可欠である。企業からき

れてしまえば，その運営もなりたたない。

だが，国立の博物館となると，そこにむず

かしい問題がおこってくる。

たとえば，出品物の企業名。たいていの公

共博物館だと，私企業のネームが館内に露出

するのをきらうだろう。企業の宣伝活動につ

ながるような展示はさけたいと思うにちがい

ない。
" .,. 

この点でも， 「都市」のやりかたはユニー

クである。ここでは，展示品に堂々と企業名

がうたれている。企業によるパネル展示さえ

なくはない。
ν テ

「都市」も，いもおう国立の博物館であ

る。にもかかわらず，企業のキャンベーンに

つながりかねないような展示をおこなってい

る。通常の公共博物館を見なれた目には，や

や奇異な感じがする。 NHKが宣伝をしても

いいのか， といった素朴な疑問がわいてく

る。

この秘密は，企画展示の運営方法にある。
g，，‘ 

かりに， 「都市」のスタッフがひとつの展
ν テ

示企画を考えたとする。だが， 「都市」の内

部には，それだけの展示をクリアーできるだ

けの展示物もないし情報もない。経費も不足

しているし，人材にも欠けるところがある。
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そこで， 「都市Jは，その企画に関連のあ

る企業によびかける。そして，展示物，情

報，経費等の提供をこうのである。

「蔀長」と各企業は，ひとつの財団をもっ

ている。 FIPECC「訴還鵠カ国踏釦〉と

いう財団である。 「蔀岳」の運営に関する第

3セクターといってよい。

各企業は，この財団をつうじ 「都市Jと

のパートナーシップをもっ。さらに，スポγ

サーシγプをももっている。

「蔀会」のスタッフが企業によびかけるの

も，この財団をつうじてのことである。

企業名が博物館内に露呈しているのも，こ

のためにほかならない。企業から多大な協力

を得る以上，企業名の表示をことわるという

わけにはいきに〈いのだろう。

‘” 企業にしてみれば， 「都市」へのスポンサ

ーシップも，宣伝経費だと考えればよいこと

になる。この宣伝経費で館の運営をささえ

る。 「蔀合」サイドでも，との点は暗暗裡に

自覚しているように恩われた。

なお，企画展示が終了すれば，展守物など

は，各企業にかえされる。物が「都市」にの

こることはない。

いってみれば， 「蔀希」は，物の展示場所

を企業にかしているということにもなる。ス

ポシサージップは，そのための空間貸借料だ

と考えればいいのかもしれない。

ありていにいって，これは見本市会場であ

る。あるいは，博覧会場だといってもよい。

「蔀岳」には，ほんらいは一時的に開催され

る博覧会を常設化したようなおもむきがあ

る。 .. .,. 
そういえば， 「都市」の建築も，その空間

構成は， 19世紀のパリ万博会場をひきついで

いるように思われる。巨大なふきぬけの周囲

‘”’ に，各展示を配置する。 「都市」のこの空間

コシセプトは，どこかかっての博覧会場をほ

うふつとさせる。

名目は，教育や啓蒙という文脈で博物館を
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設置する。しかし，実質的には，博覧会方式

の運営で，各企業からの援助をうける。ラ－
g，テ

グィレットの「都市」は，この両者のアマル

がムとしても，位置づけられるだろう。
",,. 

だが，こんな、ζとで， 明市」の独自性が

たもてるのだろうか。

館内には，企業名が堂々と顔をだしてい
",,. 

る。これと同じことが， 「都市」の運営にも
ν テ

おこらないといえようか。企業が， 「都市」

の運営に口をだきないという保障はあるの

iJ、a
ー，，

いまのところ， 「都市」はそれをくいとめ

ている。企画立案も基本的には「都市」の

スタヲフのみが担当する。外部の企業は，こ

こに顔をだすことはない。企業からの館内へ

の浸入は，展示物につけられている名前のみ

にとどまっている。

じっさいには，いろいろな要請もあるらし

い。業界団体の事務所をおいてくれというよ

うな希望を耳にするととも多いという。

しかし，これを許可しだすとキリがない。
ν ， 

「都市Jは，すっかり企業に占拠されτしま

う。こうした話は，ぜったいにことわってい

るとのことだった。 生，，
くりかえすが， 「都市」は国立の機関であ

る。だが，財団などをつうじ企業への依存

傾向はいちじるしい。民営化を指向する公共

機関といったユュアンスもある。

民間活力にたょった公共体の運営。このむ
",,. 

ずかしい問題を，ラ・ヴィレットの「都市」

はっきつける。

産業技術に関する博物館だと，企業とのタ

イ・アップは絶対である。そして，それを公

共の機関でおこなうとなると，どうしても公

と民の問題がおこってくる。

じっさド， この種の博物館は， ラシュン

グ・コストが大きい。どうしても，民間への

依存度は高くなる。公と民の問題は，他の博

物館よりも，大きくなるだろう。

との問題は， どう処理するべきか。 「都
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， 
市」の前例は，そのたたき台にもなると思わ

れる。

4.情報センタ ー

" ,,. 
「都市」は，現代と未来に展示の力点をお

いている。歴史的な産業技術記念物は，ほと

んどない。さきほどは，そうのベた。

だが，おいていないのは，産業技術記念物

だけではない。そもそも，ここには物がない

のである。

では，いったいここにはなにがあるのか。

ひとことでいうならば，情報である。物は

ない。産業と科学についての情報がここには

ある。文字どおり，情報センターなのであ

る。

館内のあちこちには，パネル展示がある。

それが，産業と科学についての諸情報をった

えている。

そのパネルも，文字だけの表示ではなし、。

現代風のデザインでレイアウトされた，おし

ゃれな表示になっている。もっとも，これを

読んでいるひとは，あまりいなL、。啓蒙活動

のアリバイとしておいているようなにおいも

ある。

館内にあるのは，もちろんパネルだけで、は

ない。ほかに，オーディオやヴィジュアルの

装置もある。

オーディオ装置が，観客のもとめにおうじ

て，展示の説明を再生する。それを観客がき

くというしかけになっている。

ヴィジュアルは，グィデオや映画などであ

る。館内では，あちこちのコーナーでこれら

を上映している。観客は好きなときに，これ

らをながめることができる。

だが，なんといっても，重要なのは観客が

操作する操作台のたく叫、である。観客がスイ

y チをおせば，テレピ画像が応答する。そう

いう装置が，いたるところにおかれている。

そして，観客がし、ちばんむらがるのも，こ

の手の装置である。とくに，子供たちの興味
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は，これらに集中する。

おそらく，子供たちにとっては，テレピ・

ゲームに興じるようなおもむきもあるのだろ

う。ゲーム・センターであそんでいるような

気分にもなっているのだと思う。

スイッチの操作じしんは，無料である。コ

インをつかわす．に，たのしむことができる。

入場料さえはーらえば，あとは好きなだけテレ

ど・ゲームであそベる。子供たちは，ひょっ

としたら，そういうゲーム・センターとして
ν ・，

「都市」を位置づけているのかもしれない。

．子供の興味をひきつける。これは，どの博

物館でも困難なテーマである。あそびざかり

でうつり気な子供の目を，啓蒙活動にひきょ

せる。なかなかできることではない。
ν テ

「都市」では，テレピ・ゲームの活用とい

う手段で，この難問にこたえた。啓蒙精神と

いう枠の許容範囲内で，最大限，子供の好奇

心にあゆみよったのである。

いや，好奇心を刺激されるのは，ひとり子

供だけではない。大人の観客たちも，テレ

ピ・ゲーム風の装置には，たのしそうに接し

ていた。このこころみは，観客の歓心を，じ

ゅうぶんに買っていたのである。

しかし，ここまで観客に迎合する必要があ

るのだろうか。じゅうらいの博物館なら，こ

の点に疑問をいだくだろう。

じじっ，そうした批判は強L、。 「あんな，

おもちゃ箱のようなところ！」、とし、う戸は，

あちこちで耳にした。
ν ， 

だが， 「都市」は，そこまでふみきった。

良し悪しはともあれ，観客へのアピールに，

たいへんな努力をはらっているのである。こ

の点については，またあとでもふれてみた

し、。

ともかくも， 「都市」には，物はない。情

報のみが，あつめられている。

物があつまり，収蔵庫がパンクする。この

博物館の宿命ともいうべき展開を， 「都市」

はまぬがれている。 ．
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ν テ

産業と科学についての情報が， 「都市Jめ

空間に乱舞する。新しい情報が，つぎからつ
νテ

ぎへと， ζの舞台のうえで回転する。「都市」

は，そもそもそういう場所なのである。

博物館のありかたとしては，画期的という

べきだろう。まさに，ニュー・ウzーグだと., ,. 
いえる。 「都市」も，との点はほこりに七て

いた。

ただ，画期的であるだけに，否定論がとびか

うのも事実である。 「あれは，博物館ではな

い」という発言をする博物館人も，多くいてた占
νテ

この点について， 「都市」では輿味ぶかい

アンケートをおこなっている。観客たちに，
ν テ

「都市」の印象をたずねたアンケートであるム
ν テ

これによれぼ， 84%の観客が， e「都市」の

ことを，やはり博物館だι思ったらしい。

内もっとも，こんな質問をするぐらいであ

る。「あれは，博物館ではない」という世評も，

じゅうぶん意識しているのだろう。ともかぐ

も，たいへんユ弓ークな博物館ではあった。

5.予算

ラ・グィレット地区は，パリの東北端にあ

る。都心からも，地下鉄にのるとすぐたどり

つく。交通の便は，まあ良好だといえる。,, ,. 
そのせいもあるのだろう。 「都市」には，

たいへん多くの入場者がやってくる。数だけ

でいえば，ポγピドーセンターにつく・。フラ

ンスでは，ナンパー・ツーに位置する博物館

である。

ここで， 1986年，開設年次の観客動員数を

紹介しておこう。

：開設いらい， ここにあっまったひ＆び＆

は， 1年間で約350万人。 1日平均， l万人

ということになる。

すくない時だと， 1日に2千人。多い場合

だと， 3万2千人になった1という。たいへん

な入場者数だといえる。

この入場者数は，地理的な便宜のみはよる

ものではない。やはり， 「蔀会」じしんの魅
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カにも，よるのだろう。
ν， 

じっさい， 「都市」は，観客を魅了すべく

さまざまな努力をつづけている。この，いわ

ば営業努力がみのったという側面もあるのだ

ろう。

ラ・ヴィレヲト地区には，いずれ音楽セン

ターもできあがる。都市公園としても整備さ

れていくだろう。動員力は，しだいにあがっ

ていくものと思われる。... ,,. 
ここで， 「都市」の運営予算についてふれ

ておこう。

1986年の運営経費は，合計6億フラ Y，約

150億円〈当時〉である。このうち， 5億4500

万フランは政府出支。そして，のとりの5500
ν， 

万フラシは， 「都市」の活動収益である。
ν ， 

運営経費にしめる，「都市」じしんの収入は

約10%。かなりな比率だということができる。

だが，当初の方針だと， 3年後にはこの数

字を30%にたかめることになっている。

博物館運営経費の3割を，入場者収益など

の活動でまかなれたいへん，きつい話であ

る。

「都市」は巨大である。運営経費も露大な

額にのぼる。政府のザポートだけでは，ささ

えきれない。 「都合」じしんも，営業努力を

する必要がある。どうやら，そのように考え

られているらしいのである。
ν テ

「都市」は，企業からのスポンサーシップ

をとりつける努力をおこたらない。企業との

対応は，たいへん柔軟である。企業の宣伝め

いた活動さえ，館内でみとめている。

これも， 3割を自前でかせがなければなら

ないというプレヲジャーのしからしめるとこ

ろなのだろう。
",,. 

「都市」のディスプレイは，観客の好奇心

にそぐうように考えだされている。それこ

そ，ゲーム・セシター， 「おもちゃ籍」のよ

うでおもしろい。

これも， 3割をかせぐという条件によるの

だと思れともかく，ここでは，観客動員に
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最大限の努力をはらわなければならない。そ

の要請が，ああした展示システムをうみだし

たのにちがし、ない。

だが，どうだろう。こうしたシステムは，

いつまでつづくのだろうか。

テレビ・ゲームのような装置は，なるほど

たのしそうである。観客にも好評だ。

だが，こうしたものは，すぐにあきられ

る。いずれは，もっとおもしろいあたらしい

装置が出現し，たちどころに陳腐となる。
ν テ

そのとき， 「都市」はどうするのだろう。

あたらしいおもしろさをめざし，新装置をと

りいれるのだろうか。

新奇さで観客の好奇心をそそっていく。つ

ねにそそりつづけてLぺ。この，おもしろさ
ν テ

の自転車操業を， 「都市」はいつまでもくり

ひろげていくのだろうか。

疑問は，まだある。

いったい，モーリス・レグィは，こうした

自転車操業をしたくて， レポートをまとめた

のだろうか。産業と科学についての情報セγ

ターをつくる。この構想を発案したとき，は

たしてテレビ・ゲームで観客のうけをねらう

ことを考えていたのだろうか。

臆断にすぎぬが，おそらくそんなことはな

いだろう。学問的な重要性を痛感すればこ

そ，この構想をまとめたのだと思う。

だが，いざ実現となると，さまざまな問題

がおこってくる。予算，運営等々の問題であ

る。企業ともタイアップする。観客の歓心を

買う。そうした努力もしなければならなくな

ってくる。

せつない話である。実現はかなしし、。セン

チメンタルな結論だが， 「おもちゃ箱」の

ラ・ヴィレットをおとずれて，そう感じたし

だいである。
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