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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＊

渡辺正雄＊＊ 中

1. はじめに

本報告は，アメリカの産業技術史関係博物

館調査の成果である。調査にあたっては，圏

内での予備調査と，イギリス，フラγス， ド

イツをその調査対象とする各班との総合調整

を行なうため，数回の打ち合わせをしたう

え，訪問対象の博物館にたいする調査頂目の

設定とそれにもとづいた国内での特定した博

物館での予行演習的調査とその結果を再吟味

して最終調査質問票 〈この質問票は，庄谷邦幸 ・

種田明「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」，本誌第4巻1号，

63～66頁の脚注く1）に記述されている。〉を作製

し調査前に各館に郵送した。

われわれは当初，アメリカとカナダをその

対象に考えていたが， 日程の圧縮でアメリカ

のみとしたうえ，ヘンリー・フォード博物館

〈デト ロイト〉，近代美術館〈ニューヨーの，ス

ミソニアン協会のアメリカ歴史博物館を主要

調査対象とすることにした。車社会を代表す

るアメリカのその中の象徴的存在としてのへ

ンリー・フォード博物館，アメリカソ・ライ

フそのものを示現しているアメリカ歴史博物

館，以上の 2館がどちらかといえばハードな

展示物で圧倒しているのにたいして主として

デザインを中心としたソフトな展示において

徹ホホ＊ 三宅宏司＊＊料

は白眉の近代美術館を主要調査対象とした。

以上3館のほか，デトロイト・サイエンス・

センター，エューヨークにあるクーパー・ヒ

ューウイット博物館〈スミソェアン協会に属す

国立デザイン博物館〉とイソトレピ y ド海・

空・宇宙博物館，アメリカ自然史博物館，ワ

シントンのスミソニアン協会に属す芸術産業

館と航空宇宙博物館等も調査した。調査期聞

は1987年10月19日から同年11月8日までであ

る。

以下において，主要調査対象の博物館を．中

心とし，調査し得た概要とその特徴点を述べ

ることとする。

2. へγ リー・フォード博物館・

デトロイト市ディアボーン地区にあり，

18～19世紀のアメリカの歴史に関係の深い数

々の建物を各地から移築したグリーンフィー

ルド・ヴィレッジを併設している。ヘンリー

フォードのコレクションを基にトーマ,7...・エ

ジソンの業績を残すエジソン館として1929年

フォードによって設立された。中央入口は，

時計台を設け， レンガと白い大理石を組み合

わせたデザインでだれにも親しみやすい奮囲

気である。工場の建物を利用した大展示場

は，天窓のついた間仕切のない建物で，ラジ

エータを内装した柱が縦横に規則的に配列さ

* 1988年 7月15日受理
柿国際キリスト教大学， 料＊国立科学博物館， 料料大阪教育大学
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れている。展示面績は 49,000m2 （本館〉あ

り，地上1階， 8分野80項目の展示分野にわ

かれている。自動車コーナーでは，フォード

社でつくられた170台のオールドカーが時代

をおって展示されている。 600トンを超える

大陸横断鉄道の蒸気機関車をはじめとする蒸

気機関くその時代に活躍した石油採掘機など）， Ck 
耕機械が所狭しと展示されている。アメリカ

の産業技術の変遷を豊富な実物で幅広〈紹介

しており，自動車の多くは運転可能な状態で

保存されている。アメリカ第一号のラジオ，

エジソンの白熱灯，フォードのT型車，ニュ

ーコメンの燕気機関，マークトゥウェイ γの

使用した電信機など，歴史的に価値の高い展

示物が多ト。各ジ予ンル毎の展示物を見て廻

るtこと，により，アメリカの文化史，技術史， ．

生活史が見．学者の心に残るように工夫されて

いる。主な展示物としては，

O陸J:::・航空運輸の陳列はアメリカ最高であ

る〈自動車，消防寧，機関車，民間飛行機馬車

など〉

0農耕機具としては，酪農用具， トラクター

脱穀機，収穫機

0動力機械としては， 150台の蒸気・内燃機

関，発電器，木工金属加工機械， 1700年代

初期の蒸気エシジγ，アメリカ最初の組立

ロポット

0通信関係としては，印刷機，電信電話器，

事務機器，ラジオ，テレピ，その他の無線

装置，大西洋の海底ケープル敷設機械，イ

コノスコープとよばれたアメ Pカ最初のテ

レピ，ポータプル・タイプライター

0照明関係としては，最初のランプから20世
紀の主な照明

O家庭用装備品，などがある。

との博物館の展示の一つの特徴は，ともす

れば生産技術宅その歴史的な発展ばかりを追

う従来の展示とは異なる，技術が大衆の生活

とどのように係わりあっているか，またそれ

がどのように生活に変化をもたらしたかとい
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図－1 展示模様替え中の自動車コーナー
（へソリー・フォード博物館）

図－2 電気機展示コーナー，つめこみ過ぎには館
員も反省 〈へγ リー・フォード博物館〉

図－3 蒸気機関車を復元中の工場
〈ヘソリー・フォード博物館）

うユーザー側に立った生活史に近い展示が増

えていることである。フォード博物館には，

家庭技術（HomeArts）の展示コーナーがあ

り，暖房器， 1930年代の台所，洗濯機，乾燥

機などの資料が展示されている。

収集展示物が自動車を主体とした大型のも

のが多いため，約 16,000m2の別棟倉庫も
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るあが，不足気味である。また軌道外線と直

結した館内レールも展示作業には欠かせない

ものである。

グリーγフィーノレド・ヴィレッジtこUま， 18

世紀の入植者の家や当時の学校，教会，また

はリンカーンの勤めていた裁判所，フォード

の生家をはじめ，フォードの最初の工場など

アメリカ各地から移築した数多くの記念建築

物が約100棟保存されている。エジソンの実

験工場やライト兄弟が飛行機を発明した時に

営んでいた自転車店など当時の状態を再現し

た建物も多い。スチームを動力にした工場，

Pゲラスや木工・陶器の工場では，博物館の職

員（多くはヴォラ γティア〉が当時の技法によ

る実演を行なっていたり， 19世紀当時を再現

した出場では，職員が当時の服装で働くとと

もに，実際に農家の家庭生活を再現するなど

の方法で・運営されている。 6月一8月には，

V フィールド・ヴィレッヂ鉄道が1870グリーンノ
年製の汽車を走らせ， 1913年製の蒸気船スワ

ニー暑がスワニー池にうかび， 馬車も走って

いる一例えば，移築されたアメリカ開拓時代

山家の台所で博物館の職員が当時の衣装を

まとって当時の料理を当時の調理器を使って

作るといった実演を見せており，ここを訪れ

る人々に，生活史・風俗史といったものの理

解を深める一種の比校文化論的な面白さを感

。じさせる展示方法ともいえる。映像を利用し

た展示の紹介はないが，オリエγテーショソ

用の映像ホールが設けられ観客に便宜を図っ

ている。
鍛冶屋職人が古い鍛冶作業場で実際に種々

の金具を造っていたが，彼は8年前に先代の

親方からこの仕事を受け継いだとのことであ

る。このように職人が持っている伝統的な技

術， 言い換えれば無形の技術遺産を保存する

ことも博物館の重要な要素であり，ここのよ

うに，演示を兼ねながらそのような位術を保

存するのも一つの方法である。

収蔵品は，申し出や調査によって物の存在
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を知り，キュレータの判断で収集委員会には

かられる。収集品の印%が寄贈品である。

以下，聴取内容を数点あげておく。

展示物は実物で，かつ大きく重量物が多い

ので，展示する際には様々な問題がある。野

外展示物に対しては耐久性が要求されるし

金属製と木製についても注意が必要である。

展示を入れかえる際に，天井走行クレーンや

フロックチェーンが必要である。また収集品

の保存に関しては，大型機械が多いのでいた

みや変化に注意されなければならない。特

に，温度・湿度の上下変化， 日照・日光も一

般的に注意されなければならない。木材以外

のものは，一般的に乾燥している方がよい。

金属にぬる塗料は，金属の地金の縮みがある

のではげおちるおそれが多い。電気製品はエ

ナメルがおもるので，あまり移動させずにミ

ネラルオイルラッカーも塗布しておくのがよ

し、。

収集に関しては，何を収集するか的をしぼ

る必要があるが，一つのまとまったインダス

トリアルプラントを集めるのもー案である。

さらにそれに対応する工作機械を残すことも

一つの方策であると考えられる。動態展示に

関しては，何の作業をしているのか具体的変

化がよくわかることが第一義である。科学と

同様技術もユニバーサルなものであることを

示す必要がある。入館者に興味をもたせる動

態展示であるが，すべてをうどかす必要はな

くビデオを併用してもよいであろう。

展示のフィロソフィーに関しては，機関

車 ・蒸気機関などいくつかは実現しており，

自動車に関しては現在入れかえ中である。発

電機などの電気機器については，余りに多数

を並べるだけで現在のところ全く無秩序の状

態である。徐々に整理し入れ替えていく予定

である。すべての展示分野に関して，どのよ

うに使用され，社会的な意味まで示せるよう

にしたいと考えられている。

自動車の展示に関しては，現在作業中であ
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り，アメリカン・ライフを示せるものとし

て， ドライヴkγグ，ガソリ γスタンド，シ

アタ一等も取り入れ，’87年11月に完成の予

定で， 20年間はこの展示を続けるつもりであ

る。事のもつ社会的影響に注目し，自動車産

業技術の内的発展についてはとりあげない。

特別展に関しては，常時開催し，教育的効果

をねらいとしている。期聞はだいたい6カ月

ぐらいで展示に関しては館外からの借用品も

ある。逆に他に協力される場合もある。全予

算は， 600万円を予定しており，二人のキュ

レータを含む約50人のスタッフが従事してい

る。

館の運営などに関しては，フォード自動車

会社と現在は直接的な関係は存在しない。館

長の決定にあたっては，現在の館長の場合，

理事会で4人の候補を選出し，各キュレータ

が面接によって最終候補者が選ばれた。キュ

レータはその資質として歴史の理解と物に対

する理解が必要である。特に歴史学やアメリ

カ文化，博物館学等についての学位をもった

ものでなければならないとは考えられていな

L、。

博物館へ物が寄贈される場合，気をつけな

ければならないのは，博物館の自主性を保持

しながら寄贈者特に会社の宣伝になるような

ことは，極力さける必要がある。特にアメリ

カにおいては，税金との関係を念頭において

おく必要がある。

博物館がシアターの要素をもち，展示をシ

ョーとして演出する必要性も追求されてい

る。観覧者に来てもらうことが必要であり，

婦られてしまっては存在意識がないと考えら

れている。

スタ vフの員数は，フノレタイム277人〈その

内，キ品レータ15人，教育関係20人〉，パートタ

イマー3田～750人〈警備員を含む，夏期に多く，

冬期に少なくなる〉， グォラ γティア400人〈登

録者数〉がいる。友の会々員は約15,000人で

ある。
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3. モダンアート美術館

〈ニューヨーク近代美術館〉

1929年創立. 19世紀後半から20世紀にかけ

てのあらゆる分野の芸術品の展示がされてい

る。収集品に関しては. 1880年以後のものが

主流である。

収集にあたっては．優秀なデザインのもの

が精選されている。インダストリアルデザイ

ンに関しては， 1930年代以後のものを収集し

ている。写真やフィルムもほぼ同様である。

建築およびデザインに関する展示として

は，日本の帝国ホテルを設計したF.L.ライ

トの建築模型をはじめ，種々の建築模型や設

計デザイン図が展示され，さらに工業デザイ

ンでは， 1946年イタリア製自動車クリスタリ

ア202の実物展示や机， 椅子， タイプライタ

ー，電気スタンドなどオフィス器具のデザイ

γに関する実物展示がなされ，美術と技術と

の接点という新しい対象を展示に生かしてい

る。

また，展示しておもしろいもの，興味がも

てるものを収集する方針がもたれている。展

示にあたっては，館外からの借用品を展示す

ることもあるが，館で製作したパネルなども

ある。’88年には， ポスター展を行なう予定

である。

資料の保存に関しては，特にネガフィルム

の保存にあたっては低温保存の方法がとられ

ている。他のもの（紙・木製品〉に関しては，

倉庫に保管し，特別な措置は行なっていな

し、。

館の運営は，館長のもとに美術館，キュレ

ータ，公共，財政の四業務部門がある。

キュレータの業務には，六つ〈絵画，禁摘，

印刷物，建築とデザイン，写真， フィルム〉の研

究部があり，それぞれの各部門に 6～7人の

キュレータ，アシスタントキュレータ，キ a

ーレトリアルアシスタントが所属しており，

全館員は300人で構成されている。キュレー
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一一一，一一ー一句F守明

図－4 すぐれたデザイ γの家庭用品展示ヨーナー
（モダYアート美術館〉

図－5 z 九カレータの真上に吊られている
へロコプター

タは， 20世紀の芸術，歴史，美術史，建築を

学んだものを主として採用されている。

外国や圏内の学生が数十人来館してインタ

ーンとして実地に学んでいる。

展示は，常設特別展のほか，国内外への移

動展も行なわれる。展示や収集に関する基準

や判断において，キュレータは指導的役割を

はたしている。

館の財政は， 年間約2,000万ドルで， その

財源の内わけは入場料20%，会員20%，寄附

15%，基金15%，売店及び食堂10%，奨励金

10%，その他10%である。

新規の博物館建設にあたっては，次のよう

なことに配慮しておく必要が指摘された。博

物館の費用，教育的配慮が重要で、あり，展示

のプログラムについては事前の分析と将来性

が目的に適切なものでなければならないこ
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と。建物のデザインは建築開始以前に充分考

えてから決定する必要があること，等であ

る。

4. スミソニアン協会

スミソニアン協会は，芸術，科学，歴史の

各分野での知識の増集と普及をはかる目的と

して設立された国立の機関である。

総数13におよぶ博物館，美術館及び動物園

を擁する機関である。スミソニアン協会は，

イギリスのジェイムズ・スミッソンの遺言に

より，アメリカに寄贈した私財を基本とし

て，連邦議会の決定で1846年設立された。博

物館，美術館及び動物園はエューヨーク市に

あるターパー・ヒュウイット博物館をのぞい

て， ワシY トンにあり，モール（連邦議会議事

堂からワジYトン記念塔の聞にひろがる緑地帯〉

周辺に集中している。

Oスミソニアンピル

キャ yスルの愛称で親しまれている建物。

1855年完成。ウ y ドロー・ウィルソン・セ

シター，スミソニアン協会の事務局として

利用されている。

Oフリーア美術館

東洋美術のコレクションを誇る美術館

Oアメリカ歴史博物館

電気の発達，医学の歴史，アメリカの海洋

事業，重工業機械類，紙幣やメダルなど，

印刷・報道の歴史，移民の時に旧大陸から

持ってきた文化関係の資料など6,000万点

以上にのぼるコレクションを有する。

0国立自然史博物館

0国立アメリカ美術館

18世紀から現在にいたるまでのアメリカに

おける絵画彫刻及びグラフィックアートを

中心とする 2万6千点の美術作品をほこ

る。アメリカ歴史上偉大な人々（500名以上

にもおよぶ〉の肖像画や銀板写真時代のも

のから現在のものまで歴史的に貴重な数多

くの写真を含む個人肖像ギャラリー。



技術と文明 4巻 2号制

図－6 Pーパー・ヒューウ4タト博物館（旧アγドロュー・カーネギー邸／国立デザイγ博物館〉

図ー7 4半生による発明コーナー， 19お～f!{l年中の

優秀作 （アメリカ歴史侍物館）

0国立航空宇宙博物館

1903年ライト兄弟からアポロにいたるまで

のアメリカにおける飛行史がわかるよう展

示されている。

Oハーシュホーン美術館及び彫刻庭園

O芸術産業館

1881年にジェイムス・ガーフィールドが大

統領に就任した時の舞踊会々場になった建

物内につくられた。

Oレンウィ vグギ＋ラリー

Oアフリカ芸術博物館

0国立動物園

Oアナカスティア町内博物館

。国立美術館

13世紀から現代までのヨーロ yパ，アメリ

．カのすぐれた絵画を収集・展示。

O'クーパ｝．ヒューウィヲト博物館〈デザイ

γ博物館〉

ニューヨーグ市の旧アγ ドリュー・カーネ

ギー邸にある。デザイシの歴史的変遷と現
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図－8 地下1階にある工房（アメリカ歴史博物館）

在デザインの研究と展示を専門とする博物

館。

われわれは以上のスミソニアン協会の博物

館のうち，デザイン博物館，アメリカ歴史博

物館及び航空宇宙博物館を中心に訪問した。

1）クーパー・ヒューウイット博物館くThe

Smithsonian Institution’s National Museum of 

Design) 

1897年慈善家として著名なピーター・グー

パーの孫ヒューウイット姉妹によってクーバ

ー・ユニオン校の附属施設として創立され

た。 1968年スミソニアン研究機構の一部とな

り，修復された旧カーネギー郊に1976年移転

され， 現在に至る。 300年にわたる世界の文

化を代表する芸術的に価値のある装飾作品，

デザイ γ，版画，家具，金属製品，ガラス製

品，木工製品， Eししゅう，染色， レース，壁

かけ，壁紙などが展示されている。展示品

は，デザイナー，学者，学生等に参考資料と

して役立つよう陳列されている。付属図書館
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は， 4万冊の書籍が集められており， 200万

点にのぼるさし絵作品が保管されている。人

々が住んでいる状態で展示されているのが特

色である。

2) アメリカ歴史博物館（National Museum of 

American History) 

1964年創立。 1881年設立の芸術・技術館が

基本となっている。 1858年特許庁からスミソ

エアγに移された「工芸品と写真で風変わり

な研究品」や1876年に開催されたアメリカ建

国百年記念博覧会の陳列品を基に， 44分野・

16万件の展示分野を有する。建物延面積は3

万 7千平方メートル， 他に収蔵作業場〈サポ

ートセγター） 2万 8千平方メートム地下1

階，地上3階の建物である。管理部門は3階

になっている。目をみはるものとして30トソ

の大型エレベーターが2基あり，大型収集品

の館内搬送に用いられている。トーマス・エ

ジソンの電球，アメリカ歴代大統領の遣され

た品物，民族，芸術，機関車，アメリカの進

歩・発展を示す数々のものが展示されてい

る。例えば，電気の発達，医学の歴史，アメ

リカの海洋事業，重工業機械類，紙幣やメダ

ル，印刷・報道の歴史，移民の時にヨーロッ

パから持ってきた文化関係の資料など。また

特にアメリカならではの展示だが，ワシント

γからロザリソ・カーターまでの大統領夫人

たちが着用したガウンがある。

館内では， 19世紀風に復元された田舎の雑

貨屋兼郵便局で－切手を買ったり， トランス・

ラックス劇場で古いニュース映画を見たり，

昔ながらの丸太小屋の内装を点検したりでき

るようになっている。

3) 国立自然史博物館 (National Museum of 

Natural History) 

6千万点以上にのぼるコレク ションを有す

るこの博物館では，人間とそれをとりまく自

然環境について学習できるようになってい

る。実際の生活環境の状態で標本は展示され

ており，見学者は「自然」により近い状態で

見学できるようにしである。ネアンデルター

ル人たもの埋葬の再現によって，人聞の起源

とその進化が見学者に学習できるようになっ

ている。アフリカ，アジア，太平洋地域，南

北アメリカ大陸の伝統文化とその住民の日常

生活の有様が紹介されている。

地下1陪，地上4階の展示場及ひ・地下の売

店， レストランがある。学校からの見学者が

多く，そのため学生用食堂，レセプションセ

ンターも用意されている。図書室は主として

研究者用に使用されている。

4) 国立航空宇宙博物館（NationalAir and Space 

Museum) 
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1903年に初飛行したライト兄弟の飛行機か

らスピリット・オブ・セγ トルイス号，ジョ

ン・グレYのフレンドシγプ号やアポロの司

令船等が展示されており，アメリカの航空宇

宙技術の発展が見学者にわかりやすく展示さ

れている。またスカイラプ宇宙実験室の内部

展示や月から持ちかえった石に手をふれるこ

ともできる。

設立は1976年。施設は20万平方フィートあ

り，年間予算は7万ドルである。職員は，研

究者が20名〈内，パートタイム5名〉，専門技術

者3～5名，事務職員45名（内，バートタイム

5名〉，技術職員50名〈内，バ｝トタイム10名〉監

視員70名である。収蔵資料は3万件あり70%

が宇宙， 30%が航空に関するものである。受

贈件数のうち，宇宙に関するものの70%は

NASA，空軍，海軍からのものである。借用

資料はほとんどなく，資料交換の相手先はソ

ピエト連邦である。資料の貸出は， 3～5年

で博物館．宇宙センタヘ教育機関に限って

行なわれる。研究職員はほとんどが航空技術

訓練を受けたか，アメリカ，世界，科学，技

術の歴史，または地学を学んだ者であり，博

士10人，修士15人で，補助研究員はいない。

現在，ションズ・ポプキンズ大学との共同研

究が行なわれている。研究費の補助は，スミ

ソニアγ協会，個人基金， NASAから出て
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いる。教育事業としては，成人対象と子ども

むけの事業が行なわれ，小・中学校のカリキ

ュラムに博物館の展示内容を組み入れる試み

がなされている。

企業とは資料の受け入れ，特別展，特別な

研究などのほか，財政援助，資料提供，情報

提供などの面において関係をもっている。

5. さし、どに

アメリカでは，知識はすべて公のものとい

う考え方が徹底しており，近代科学技術の成

果に関してはことさらその感が強い。従って

それらは図書館とか博物館等の公共の費用で

保管・研究も含めて公共に役立てるようにす

るということが行なわれて会た。．文書資料及

び＋もの。についての私的所有観念は，それ

を博物館に寄贈あるいは寄托することでより

有効活用をはかるという一般的傾向によって

薄められている。

また，それ以外に資金援助〈友の会制度によ

る〉や労力提供〈ヴォラ γティアによる労働力，

館内説明員として〉というかたちで社会的参加

が自発的に行なわれている。アメリカの博物

館におけるヴォラ γティアの活動は活発で，

古い貨車の修復作業〈フォード博物館〉や展示

解説（ニューヨーク自然史博物館，アメりカ歴史

博物館〉などにかつて現場で働いていた技術

者や普通の会社員あるいは主婦などが参加し

ている。このようなことはアメリカの博物館

ではヴォラシティアの支援体制が良く整って

いるから可能なのであり，財源不足やそれに

伴う職員不足のため活動が沈滞しがちな日本

の博物館にはこのようなヴォランティア制度

の導入が必要であり，そのためにもアメリカ

のグォラシティア制度は参考になると思われ

る。どの館でも喜々として復元作業，展示，

案内などに励んでいる彼等を見ていると，わ

れわれに社会におけるグォラシティアという

もののもつ存在意義の大きさとその歴史性の

相異に思いいたらされる。もちろん個人の献
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身的な奉仕活動に支えられてしるのである

が，それは立場を替えて入館者である我々に

そのことが彼等ほどにつとまるかということ

が単に個人の決意を越えて存在しているよう

に思われるのである。

各館とも展示コンセプトには十分な配慮，

とりわけ入館者本位に見て楽しめ，あきない

ようにされており，常に次の模様替えの準備

をおこたっていない。そのため館の研究員

〈多くはキュレータ〉は， 国内外の関連分野に

目を配り，調査研究に余念がない。またさま

ざまな展示を通して，あってはならない社会

的差別を解消する一助ともしていることは大

変有意義な取り組みといえる。

展示にフィロソフィーの必要なことは，今

回の調査に協力してくださったすべての人か

ら聞いたが，次の二例はそのフィロソフィー

に歴史性と社会性が見事に反映された企画展

として我々はもとよりすべての入館者に強い

感銘を与えずにはおかないものであった。

ひとつはアメリカ歴史博物館における第2

次世界大戦中の日系米人収容所問題である。

我々が訪れる少し前，米国議会下院を収容さ

れた日系米人に対する国家としての謝罪と慰

謝料支払いについての法案が通過（’88年上院

通過，大統領署名〉したことは閉し、ていたが，

このことに関する展示を博物館で見られると

は思ってもいなかったことである。

もう一つの例は，航空宇宙博物館における

黒人パイロットに関する展示である。アメリ

カにおける黒人問題は我々にとってたやすく

理解できることではないが社会のあらゆる分

野に貫徹している〈展示ではかつてそうであっ

たという論調であるが〉問題であることを示し

ている。

これらのコーナーには，特にめずらしい貴

重なものを展示しているわけではない。当時

のフィルムや写真，新聞記事，現在のインタ

ピューが中心になっている。しかし，だれも

が胸にひっかかっている問題を真正面から取



産業技術史研究における各国博物館の織能に関する国際比較調査研究｛渡辺・中Jll・三宅｝

り組んでいるのには頭が下がる思いである。

これらの展示の企画， 実施にあたっては，議

会，関係議員，当事者と博物館とが完全にP

γクして実現できたことを聞き，アメリコりと

いう国のふところの深さといったものを再認

識させられた。

先の日系米人コーナーのテーマ“AMORE 

PERFECT UNION”はあくまで印象的で

ある。問題をわれわれ自身に引きもどしたと

するなら，現在および将来にわたり，博物館

のもつ意味は常に新しく聞い直し続けねばな

らないことである。アメリカと状況は異なっ

ても根源がかかえる問題としては同義だか

らである。かつて， 日本の博物館でこのよう

な問題を取り上げるとするなら，フィロソフ

ィーの必要性を口でいうのはたやすいが，ど

のような歴史観や社会観を反映し得るであろ

うか。問題はアメリカにではなく，われわれ

にあるのである。

産業技術史が独立した研究領域として地位

を獲得している欧米先進諸国においては，産

業技術とともに知的生産物で‘あるという共通

の社会的認識を前提として産業記念物の保存

や技術史博物館の運営がなされていることが

明らかになった。

また，この種の研究には不可欠な基礎資料

の保存や廃棄，もしくは秘匿が私企業の意志

で決定されやすいわが国の事情と基本的な相

違点がある。逆にアメリカにおいて博物館

は，資料がもっ社会的な役割りの重要性を企

業や一般大衆に周知させる役割も果している

のである。

スミソニアン協会における文献図書室の充

実は目を見張るものがあるが，同時に資料の

工作工房施設の充実は，単に資料の保存と展

示のための補助施設ではなく，再現実験を通

じて技術の本質を研究する実験室としての機

能を有するものである。

産業記念物の保存にあたっては，機械，道

具，設備など実物資料のもつ価値がそれらの

写真，文献等より数段優れることはいうまで

もないが，それらをそれぞれの単体で残すの

ではなく，一連のシステムとして保存，展示

する努力が必要であることが調査例から明ら

かとなった。
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の入口左右にある彫像の台座に，次のような

言葉が刻まれてし、る。

WHAT IS PAST IS PROLOGUE 

STUDY THE PAST 

このニつの言葉は，日本と欧米の知識につ

いての基本的な考え方の遣いを表しているよ

うに思える。欧米ではこの言葉が示すよう

に，過去を学ぶことがまず基本であるという

考えなのである。

われわれが主要調査対象館とした3館は，

アメリカの博物館や科学館が最近，現代的・

近未来的科学セγターと歴史博物館へとはっ

きり 2極分解してゆく傾向にあって，産業技

術史の研究部門を明確に打ち出しているきわ

だった館であり，われわれの調査目的に適合

していた。

今回の調査の結果，アメリカに限らず調査

したどの固にもその国を代表する産業技術史

関係の博物館が存在しており，それぞれ素晴

しい展示で、多くの入館者〈アメ Pヵ歴史博物館．

航空宇宙博物館ともに年間約制万人〉を引き寄せ

ている。しかし，とのような博物館のいずれ

もが，それぞれの歴史性，社会性を自館の存

立基盤から展示にいたるすべて局面において

反映しており，そのままを他国に持ち込める

ものではない。われわれにとっては他のもの

を参考としながらも，独自の産業技術史研究

の方法論にたった構想が望まれるのである。

今回の調査にあたって，訪問した各館で多〈

の人達のお世話になったが，へγリー・フォー

ド博物館の JohuBowditch，近代美術館の

Stuart Wrede, James Snyder，アメ Pカ歴史博

物館の BernardFinn, Steven L由民航空字
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宙博物館の DavidDevorkinの諸氏には特に なお，本調査の一部は昭和62年時文部省科学

好意をもって長時間，我々の調査，聴取り等に 研究費補助金〈海外学術研究，代表：中岡哲

協力して下さったことに対し，深く感謝の意を 郎，課題番号： 62041135）に負っている。

表する次第である。
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