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　レオナルド・ダ・ヴィンチ（1452-1519）は、最初のミラノ

時代にあたる1485年頃に、彼の唯一の男性肖像画である《音

楽家の肖像》（ミラノ、アンブロジアーナ図書館・絵画館、

図 1 ）を制作した。プロフィール（横向き）の肖像形式が主

流であった15世紀後半のイタリアにおいて、 4 分の 3 正面

で描かれた《音楽家の肖像》は、16世紀以降に普及するより

自然主義的な肖像表現の早い作例として位置づけられる。人

物が画面に対し斜めに配されていることによる奥行きの効果

に加え、頭部に見られる精緻な細部描写と、三次元性を増す

効果的な明暗表現により、描かれた人物はあたかもそこにい

るかのように迫真的に見える。

　細部描写や明暗表現を極めた写実的な肖像表現は、ヤン・

ファン・エイクらに代表される15世紀フランドルの画家たち

の作品に特徴的な表現である。レオナルドが修行時代を過ご

した15世紀フィレンツェでは、ヨーロッパ各地で取引をする

商人を通じてフランドル絵画が持ち込まれ、北方とイタリア

との文化的交流が促された。フィレンツェ最大のヴェロッキ

オ工房で修業を積んだレオナルドもまた、同時代の芸術家や

パトロンたちと交流するなかで、北方美術やその影響を受け

た作品に触れる機会が少なからずあった。だが、レオナルド

がフィレンツェ時代に手掛けた《ジネヴラ・デ・ベンチの肖

像》（ワシントン、ナショナル・ギャラリー）には北方的な特

徴が希薄であること、また《音楽家の肖像》が、レオナルド

がミラノへ移り住んだ後に制作されたということを考慮に入

れるならば、本作はむしろ、ミラノ周辺の芸術的環境との関

わりから生み出されたものと考えるのが自然であろう。先行

研究においては、フィオリオが2010年に開催された展覧会カ

タログにおいて、スフォルツァ家治下のミラノ宮廷を通じた

北方美術の受容という文脈のなかで《音楽家の肖像》につい

て論じている1）。本稿においては、第一に《音楽家の肖像》を

めぐる諸問題を整理した上で、肖像画の変遷と本作の位置づ

けを確認する。次に、フィオリオの論考にもとづき、スフォ

ルツァ家の趣味と関連づけながら、本作における北方美術の

影響について検証する。以上を踏まえた上で、《音楽家の肖

像》におけるレオナルドの新たな試みとその意図をあらため

て考察したい。

1 ．《音楽家の肖像》をめぐる諸問題

　1452年にヴィンチ村近郊のアンキアーノに生まれたレオナ

ルドは、フィレンツェのアンドレア・デル・ヴェロッキオ工

房に入り、ボッティチェッリやペルジーノらとともに修業時

代を過ごした2）。フィレンツェでいくつかの聖母子像や祭壇

画を手掛けた後、30歳になる1482年に、さらなる活動の場を

求めてミラノに移住した。その際、レオナルドが当時のミラ

ノの僭主ルドヴィコ・スフォルツァ（イル・モーロ）に宛て

た自薦状を携え、自分を売り込んだということからも、彼が

新天地で一旗揚げようと目論んでいたことがうかがえる。そ

うした野心あふれるミラノ時代初期に生み出されたのが《音

楽家の肖像》である。

　《音楽家の肖像》の制作年は、ミラノに到着してから数年後

の1485年頃に置くことで衆目の一致をみている3）。年代推定

の根拠は、レオナルド自身の作品と比較したときの様式的見

地から見て、光の扱い方や若者の繊細な顔立ちにおける《岩

窟の聖母》の第一ヴァージョン（パリ、ルーヴル美術館）と

レオナルド・ダ・ヴィンチ作《音楽家の肖像》再考
──スフォルツァ宮廷との関わりから

小林 明子

図 1 	 レオナルド・ダ・ヴィンチ《音楽家の肖像》
	 1485年頃　油彩、板　ミラノ、アンブロジアーナ図書館・絵画館
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の明らかな近似性にある。ミラノのサン・フランチェスコ・

グランデ聖堂のために依頼された《岩窟の聖母》は、信心会

とレオナルド及びデ・プレディス兄弟との間で交わされた契

約書の日付から、おそらく1483年に着手され、遅くとも85年

頃までには完成していたと考えられる。従って多くの研究者

は《音楽家の肖像》の制作年を1480年代半ばから後半とみて

いる。

　作品に目を向けるならば、右頬が手前に向くように描かれ

た男性は、視線を画面の外側に向け、 1 点を見つめている。

落ち着いたまなざしは、思慮深い人物の内面を映し出してい

るかのようだ。頭には真紅の帽子をかぶり、聖職者風の胴衣

に黄色い袖なしの上衣を身に付けている。男性は胸の高さま

で上げた右手に楽譜を持ち、譜面をこちらに示している。人

物描写はきわめて簡潔であるが、特筆すべきは顔面の描写に

見られる写実性であろう。強い光に照射された顔面は、皮膚

の質感や筋肉の細やかな隆起が丁寧に表わされ、また金色に

輝く巻毛は、髪の一本一本までもが微細に描き込まれている。

折り目のついた譜面の質感や音符の描写にも、細部描写に熟

達した画家の技量を見て取ることができる。　

　一方で、実際に作品自体が未完であるとしても、人物のポー

ズのぎこちなさ、帽子から後頭部にかけての頭部や胴部の平

坦なモデリング、また解剖学的な描写がいまだ未熟であるこ

となどから、レオナルドへの帰属は絶えず議論されてきた4）。

《音楽家の肖像》に関する最初の記録とされる1671年のアゴ

スティーノ・サンタゴスティーノによる記述においては、ア

ンブロジアーナのコレクションに、レオナルドによる「ある

学者の肖像」があることが記載されている5）。この記述の信

憑性については議論の分かれるところであるが、この肖像を

《音楽家の肖像》と同一のものと考える場合、本作が当初はレ

オナルドの手に帰されていたということがわかる。また、や

はり記述内容が作品と一致しない部分があるものの、本作に

関する記録の一つと考えられる1672年のボスカの記述は、ミ

ラノ公の顔を描いたレオナルドの絵画に言及しており、ここ

でもやはりレオナルドの名が明記されている6）。1685年に作

成されたアンブロジアーナ図書館の財産目録には、「ミラノ公

の半身像の肖像画、ルイーニの手による」とあり、その後に

「もしくはレオナルドの手に」と修正の書き込みがなされてい

る7）。ルイーニとは、レオナルデスキの一人であり、甘美な

様式で名を馳せたベルナルディーノ・ルイーニを指す。この

記録以降、19世紀を通じてレオナルドへの帰属は否定され続

け、作者はルイーニとアンブロージョ・デ・プレディスの間

を揺れ動いた。20世紀初頭になると、ベルトラミ（1906年）

を筆頭に、スイーダ（1929年）、ベレンソン（1936年）らに

よるレオナルド真筆説が支持されるも、否定的な見解が常に

提示された8）。20世紀後半には、再びレオナルドの手が認め

られ、ペドレッティ（1998年）とマラーニ（1999年）は、レ

オナルド以外の手とは考えられない表現、すなわち、波打つ

優雅な巻髪や曖昧な口元、憂いのある雰囲気、目の潤いと曲

線、そして偏執的な光の表現を認め、レオナルドへの帰属を

確固たるものとした9）。

　帰属とともに、描かれた人物が誰かという問題も長年にわ

たり議論されてきた10）。先に触れた1685年の財産目録におい

て、「ミラノ公の肖像」と記されていたように、当初はレオナ

ルドの庇護者であるスフォルツァ家のルドヴィコ・イル・モー

ロの肖像であると考えられていた。その後もスフォルツァ家

にゆかりの人物と推測されてきたが、1905年の修復で紙片を

もつ手が発見されたことにより、人物は音楽家であるという

説が有力となった。先行研究においては、たとえば1484年ま

でミラノ大聖堂の聖歌隊長を務めたフランキーノ・ガッフリ

オ、1480年代前半にミラノにいたフランスの音楽家ジョスカ

ン・デ・プレ、1490年代にミラノ宮廷にいたジャン・コル

ディエ・デイ・ブリュージュ、イザベッラ・デステに歌の手

ほどきをした音楽家のアンジェロ・テスタグロッサなどの名

が挙げられている。こうしたなか、もっとも有力視されてい

るのは、モデルをフィレンツェ出身の音楽家アタランテ・ミ

リオロッティとする説である。彼は、1482年にレオナルドに

同行してミラノに赴き、レオナルドからリラの手ほどきを受

けたとされる11）。レオナルド作品との関係を考えるとき、ア

タランテは1466年生まれであり、《音楽家の肖像》が描かれ

たと思われる時期には20歳前後であった。したがって、若々

しく描かれた人物の容貌と実際の年齢と、外見上一致する。

そればかりでなく、《音楽家の肖像》と同じアンブロジアーナ

図 2 	 レオナルド・ダ・ヴィンチと弟子《頭部の素描、作品リスト、
	 アタランテ・ミリオロッティの肖像に関する言及》1482－83年頃

ペンに数種類のインク、石墨、石墨の痕、紙　『アトランティコ手稿』
第888葉表　ミラノ、アンブロジアーナ図書館・絵画館
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図書館に所蔵される『アトランティコ手稿』第888葉表（図

2 ）には、レオナルドがフィレンツェからミラノに移り住ん

だときに携えていた作品リストが含まれており、その一つに、

「顔を上げたアタランテを描いた頭部」という記述が残されて

いる12）。これが油彩画を指しているのか、あるいは現存しな

い素描を指しているのかは明らかでないが、いずれにしても、

鏡文字で記されたこの記述は、レオナルドが当時、アタラン

テの頭部にとりわけ興味をもっていたことの証であり、すな

わち本作のモデルをアタランテとする裏付けとして有効なも

のと考えることができるのである。

2 ．肖像表現の変遷と《音楽家の肖像》の位置づけ

　ヨーロッパにおいて、肖像画が独立した絵画ジャンルとし

て確立したのは15世紀半ば以降のことであった。それ以前の

肖像画は、宗教画や物語画のなかに、寄進者像として描き込

まれることが常であった13）。たとえば、フィリッポ・リッピ

の作品（図 3 ）では、寄進者であるバルディ家の人物が、側

面から捉えられた姿で描き込まれている。人物をプロフィー

ルで描く伝統は、古代ローマのメダルに刻まれた皇帝の横顔

の肖像に遡る。古代の型を踏襲した横向きの肖像表現は、描

かれた人物が皇帝にも匹敵する高貴な身分であることを示

し、かつ宗教画においては、聖なる人々と世俗の人々を区別

するしるしとなった。したがって、肖像画が独立したタブロー

として描かれるようになったとき、人物は初めプロフィール

の形式で表わされた。たとえば、ピエロ・デッラ・フランチェ

スカによる《フェデリコ・ダ・モンテフェルトロ公夫妻の肖

像》（フィレンツェ、ウフィツィ美術館、図 4 ）においては、

頭部を側面から捉え、開かれた戸外を背景に、半身までの人

物が描かれている。これは15世紀イタリアにおける肖像画の

典型といえる。公爵夫妻の肖像からもわかるように、プロ

フィールによる肖像は人物に気品や威厳を付与することがで

きる一方、人物を直立した姿で、かつ顔の半分のみで容貌の

特徴を表現しなくてはならないため、形式的で表情や身体的

な動きに乏しく、ときに衣服や装飾品を強調することで人物

を差別化する必要がある。

　肖像画というジャンルが確立し、その表現がプロフィール

から正面観へと変わりゆく過渡期に活動したレオナルドは、

《音楽家の肖像》を一度はプロフィールで描くことを構想して

いたかもしれない。レオナルドの最初の弟子の一人フラン

チェスコ・ナポレターノによる素描（図 5 ）には、《音楽家

の肖像》に似た人物がプロフィールで描かれている。素描の

男性の巻毛のようすや目鼻立ち、また帽子や襟元の特徴は、

《音楽家の肖像》のそれに酷似している。この素描は、かつて

はレオナルドの手によるものと考えられていたが、影の斜線

の向きが左利きのレオナルドのものとは異なるため、現在は

ナポレターノに帰属されている14）。素描の左下に描きかけの

部分が見えるが、実のところ、この素描は四隅が切断されて

いる。切断される前の状態は、ルーヴル美術館に所蔵される

同素描のコピーから知ることができる。コピーには、中央に

描かれた巻毛の男性と向かい合うように、レオナルドらしい

グロテスクな頭部が描かれており、素描がレオナルド周辺で

制作されたことを推測させる。フランチェスコ・ナポレター

ノに関する情報は少ないが、ミラノのスフォルツァ城に所蔵

される聖母子像をはじめとするその作品は、1480年代のレオ

ナルド作品の影響を強く受けていることから、彼がレオナル

ド自身のアイデアを素描した可能性も否定できない。容貌は

図 3 	 フィリッポ・リッピ《寄進者をともなう受胎告知》
	 1440年頃　油彩、板　ローマ、国立美術館

図 4 	 ピエロ・デッラ・フランチェスカ《フェデリコ・ダ・モンテフェ
ルトロ公の肖像》1465－66年頃　テンペラ、板　

	 フィレンツェ、ウフィツィ美術館
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異なるものの、レオナルドは1485年前後に、帽子をかぶった

男性や巻毛の男性をプロフィールの形式で描いた素描をいく

つか残している（図 6 ）。こうした素描より、レオナルドが

半身の男性像を描くにあたり、理想的な形式を模索していた

ことがうかがえる。

　15世紀後半になると、人物表現により本物らしさが求めら

れるとともに、三次元性を描き出す画家たちの絵画的技量が

向上したことにより、肖像画においては、プロフィールより

もむしろ、人物をより自然にみせることのできる正面観、あ

るいは 4 分の 3 正面で描かれることが主流となる。レオナル

ド作品としばしば比較されるピエロ・デル・ポッライウオー

ロの《ガレアッツォ・マリア・スフォルツァの肖像》（ウフィ

ツィ美術館、図 7 ）に描かれた人物は、頭部をわずかに右方

向に振り、胴部の 4 分の 3 を手前に向けている。右手に手袋

をもつ姿は、レオナルドの楽譜をもつ音楽家のポーズを想起

させる。黒い髪は背景に溶け込み、顔面が浮き上がって見え

る。この作品は当時、メディチ家の邸宅にあったことがわかっ

ている15）。

　また、フィレンツェでレオナルドと同時期に活動したボッ

ティチェッリは、1470年代という早い時期に、《音楽家の肖

像》にも似た青年像（図 8 ）を描いている。赤い帽子をか

ぶった巻毛の青年は、開放的な屋外の風景を背に、両手でメ

ダルを掲げ、視線をこちらに向けている。メダルには、数年

前に没したメディチ家のコジモの肖像が刻まれている。ここ

では青年が観者と対面する 4 分の 3 正面で描かれているのに

対し、コジモは伝統的なプロフィールで表わされている。コ

ジモの肖像を顕示することで、描かれた人物またはパトロン

のメディチ家に対する敬意を示すとともに、生者と故人とを

描き分けることによって、新旧の世代交代が暗示されている

のである16）。すなわち、この頃すでに、プロフィールが過去

の表現として認識されていたことがわかる。同じボッティ

チェッリによる《若い男の肖像》（ワシントン、ナショナル・

ギャラリー、図 9 ）には、ほぼ正面観で頭を右に傾けた青年

が描かれている。背景が黒地であることにより、人物が明る

く際立って見えるが、ボッティチェッリらしい繊細な線描で

表わされた顔面は平坦であり、明暗表現による浮彫り的な効

果は希薄である。

　レオナルドはおそらく、ポッライウオーロやボッティチェッ

リによる先例を知っていただろう。だが、彼がフィレンツェ

時代に手掛けた《ジネヴラ・デ・ベンチの肖像》（ワシントン、

図 7 	 ピエロ・デル・ポッライウオーロ《ガレアッツォ・マリア・スフォ
ルツァの肖像》1471年頃　テンペラ、板　フィレンツェ、ウフィ
ツィ美術館

図 5 	 フランチェスコ・ナポレターノ《横顔の若者の肖像》　1488－90年頃
ペンにインク、水彩、紙　パリ、ルーヴル美術館

図 6 	 レオナルド・ダ・ヴィンチ《横顔の若者の胸像》1485－87年頃　
	 ペンにインク、紙　英国女王陛下所蔵
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ナショナル・ギャラリー、図10）に目を向けると、人物はほ

ぼ正面観で描かれているものの、その表情は堅く、陰影の少

ない顔は平板に見える。また、女性の背後にはモデルの名前

を示唆する植物が、右奥には遠方に広がる澄んだ風景が描か

れており、コントラストを強調する黒地の背景も採用されて

いない。これを踏まえるならば、《音楽家の肖像》で新たに試

みられた表現、すなわち、人物描写における写実性と際立っ

た明暗表現は、レオナルドのミラノ移住をきっかけとするも

のであると推測される。画家は模範とすべき肖像画の先例を

知りつつも、ミラノに活動の拠点を移した後に、なんらかの

契機でそれを自作において実践することとなったのであろ

う。そこで、次節において、レオナルドがミラノを訪れた15

世紀後半におけるミラノ宮廷の芸術的環境を確認したい。

3 ．ミラノ宮廷とアントネッロ・ダ・メッシーナ

　15世紀後半のミラノは、スフォルツァ家の支配下にあった。

ミラノ公ガレアッツォ・マリア・スフォルツァ（1444-1476）

の時代にさかのぼるならば、宮廷ではミラノ出身の画家ザ

ネット・ブガット（1458年以降記録あり-1476）が宮廷肖像

画家として重用されていた17）。彼は、ガレアッツォの母ビア

ンカ・マリア・ヴィスコンティによってブリュッセルに遣わ

され、1460年から1463年までロヒール・ファン・デル・ウェ

イデンの工房で過ごした経歴をもつ。さらに1468年にはフラ

ンスへ赴き、ガレアッツォの結婚相手となるルイ11世の娘

ボーナ・ディ・サヴォイアの肖像画を制作した。このように

ザネットはフランドル絵画に直接に触れた経験があるにも関

わらず、その作品には精緻な描写を特徴とするロヒールの影

響がほとんど見られない。ザネットに帰属される《ガレアッ

ツォ・マリア・スフォルツァの肖像》（ミラノ、スフォルツァ

城、図11）を見るならば、人物が完全なプロフィールで描か

れており、髪や衣服の描写も簡潔である。現存するザネット

の作品はわずかであるため、フランドル滞在後の画家の作品

がパトロンの期待に応えるものであったかどうかは不明だ

が、少なくともビアンカによって北方に派遣され、当時もっ

とも名を馳せていたロヒールのもとに長期間滞在したという

事実により、当時のミラノ宮廷がフランドル絵画に関心が寄

せていたことがわかる。

　1476年 3 月にザネットが没すると、ガレアッツォは即座に

後任の宮廷画家を探し始めた。そこでガレアッツォが目を付

けたのがアントネッロ・ダ・メッシーナ（1425-30頃-1479）

であった。ガレアッツォはヴェネツィア駐在大使のレオナル

ド・ボッタに宛てた1476年 3 月 9 日の書簡において、アン

トネッロの作品について「自然から掘り出されたような人物」

図 9 	 サンドロ・ボッティチェッリ《若い男の肖像》テンペラ、板　
	 ワシントン・ナショナル・ギャラリー

図10	 レオナルド・ダ・ヴィンチ《ジネヴラ・デ・ベンチの肖像》
	 1478年頃　油彩、板　ワシントン、ナショナル・ギャラリー

図 8 	 サンドロ・ボッティチェッリ《老コジモのメダルを持つ若者の肖
像》1470年代　テンペラ、板　フィレンツェ、ウフィツィ美術館
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と評している18）。ガレアッツォがアントネッロ作品を目にし

たのは、弟のバーリ公スフォルツァ・マリアが所有していた

作品を見たことがきっかけであった。スフォルツァ・マリア

が所有していたアントネッロ作品は特定されていない。研究

者スリッキア・サントロは、スフォルツァ・マリアが確実に

ヴェネツィアにいた1475年 1 月という年代にもとづき、彼が

所有していた作品を、画中に1475年という年記のある《男性

の肖像（傭兵隊長）》（ルーヴル美術館）と推測している19）。

　アントネッロ・ダ・メッシーナは、イタリアに北方美術の

影響が波及する過程において重要な役割を果たした画家とし

て知られる。しかしながら彼の生涯と活動については不詳な

点が多く、1457年までの確実な記録は皆無とされる20）。アン

トネッロはおそらく1430年頃にメッシーナに生まれ、初期時

代はナポリの画家コラントニオのもとで修業したと推測され

ている。当時のナポリは、フランスのアンジュー家とスペイ

ンのアラゴン家というヨーロッパの外国人君主の支配下にあ

り、彼らの芸術政策によって、ヨーロッパ諸国の芸術文化が

複雑に混在する状況にあった。アンジュー家の最後の君主で

あったㇽネ・ダンジューは、プロヴァンスやフランドルの美

術の輸入に努め、優れた画家たちを招き入れていた。また、

次の支配者となったアラゴン家のアルフォンソ 1 世は、自国

スペインの画家を重用しながらも、アンジュー宮廷のフラン

ドル趣味を引き継ぎ、ヤン・ファン・エイクやロヒール・ファ

ン・デル・ウェイデンなどのフランドル絵画を積極的に蒐集

した。こうした環境下で活動していたイタリア人画家コラン

トニオの作品（図12）は、ファン・エイクやロヒールを折衷

させた様式を作り出した。

　ナポリの芸術的環境と、コラントニオの指導のもと、アン

トネッロは細部描写と写実性に優れた北方美術の表現と、丹

念なモデリングによるモニュメンタルな人物表現を発展させ

たイタリア美術の特徴とが混在する、独自の様式を作り上げ

た21）。彼の肖像画はすべて小型の板またはカンヴァスに描か

れた男性像で、一貫して黒地を背景とする胸までの半身像で

ある。そのうち 1 点を除き、すべてが 4 分の 3 正面の肖像

形式をとる22）。彼の肖像画においては、ときに欄干があるほ

かに人物の素性をほのめかす要素は何もなく、物語的な部分

が極力排除されている。肖像画家として名を馳せたアント

ネッロは、その卓越した洞察力と見事な技量によって、明快

な構図のなかに、人物の外形と内面を徹底的に描き出した。

ロンドンのナショナル・ギャラリーに所蔵される《男の肖像》

（図13）は、細やかに描かれた髪の毛や眉毛、目の精緻な描

写が際立つ作品である。観者に向けられた目は、虹彩の輝き

や眼球のふくらみが丹念に表わされており、アントネッロ特

有の静謐で思慮深いまなざしを呈している。また、強く照射

された肌や鮮やかな真紅の帽子は滑らかにモデリングされ、

黒地の背景により効果的に浮かび上がって見える。ルーヴル

美術館所蔵の《男性の肖像（傭兵隊長の肖像）》（図14）は、

前述のとおり、画中の欄干の中央に描かれた紙片に、1475年

にアントネッロによって制作されたことが明示された作品で

ある。描かれた人物の唇に傷があることから、傭兵隊長とも、

あるいはバーリ公スフォルァ・マリア・スフォルツァの肖像

ともいわれる23）。人物の顔立ちや衣服の特徴が類似すること

から、レオナルドの《音楽家の肖像》は、この《傭兵隊長の

肖像》としばしば比較される。アントネッロの肖像では、黒

い帽子と衣服が闇に溶け込むように描かれているため、光の

にぶい反射を受ける赤茶の髪と、肌色の明るさが強調されて

図11	 ザネット・ブガットに帰属《ガレアッツォ・マリア・スフォルツァ
の肖像》ミラノ、スフォルツァ城絵画館

図12	 コラントニオ《会則を説く聖フランチェスコ》1446年頃　
	 油彩、板　ナポリ、カボディモンテ美術館
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見える。頬から顎にかけての洗練された陰影表現により、男

性の彫りの深い、逞しい顔立ちがいっそう彫塑的に浮かび上

がる。従来の肖像画には見られないこうした強烈なリアリス

ムと明暗表現、そして鋭い内面洞察は、レオナルドの《音楽

家の肖像》における人物の、内面に迫る際立った写実性に通

じる特徴といえよう。

　では、実際のところレオナルドはアントネッロの作品に直

接に触れる機会があったのだろうか。再びガレアッツォ・マ

リア時代のミラノ宮廷に立ち返るならば、ザネット・ブガッ

トの後任としてアントネッロを招聘したいと考えたガレアッ

ツォ・マリアは、先に触れた1476年 3 月付けの書簡におい

て、アントネッロを宮廷に迎えたいことを先方に伝えた24）。

アントネッロ自身は、1475年 8 月にヴェネツィア貴族のピエ

トロ・ボンから、サン・カッシアーノ聖堂のための祭壇画制

作の依頼を受け、ヴェネツィアに滞在していた。招聘を受け

たアントネッロがミラノ宮廷を訪れたとき、画家は、祭壇画

の注文主であるピエトロ・ボンの意向により、作品が完成す

るまで招聘を延期せざるを得ない旨を伝える。実際のところ、

祭壇画は1476年に完成するが、同年 9 月にはすでにアント

ネッロは娘の結婚式のためにすでにメッシーナにいた。ガレ

アッツォ・マリアは同年の聖ステファノの祝日にあたる12月

26日に暗殺されたため、結局のところ、アントネッロに一族

の肖像画を描かせるという彼の望みは叶わなかった。だが、

ガレアッツォ・マリアがアントネッロを招聘しようとしてい

たという事実より、少なくともスフォルツァ家がこの画家に

高い関心を寄せていたということに留意しておきたい。

　一方のレオナルドがミラノを訪れたのは、ガレアッツォの

弟ルドヴィコ・スフォルツァ（1452-1508）の時代であった。

先に言及したスリッキア・サントロの仮説に従い、アントネッ

ロの《傭兵隊長の肖像》のモデルがバーリ公スフォルツァ・

マリアの肖像であり、彼自身がこれを所有していたと考える

ならば、レオナルドがミラノ宮廷を介してこの作品を目にし

た可能性も考えられる。あるいは、レオナルドは1486年頃に

ヴェロッキオを訪ねてヴェネツィアを訪れたときに、アント

ネッロが同地で手掛けたいくつかの肖像画を見ることができ

たかもしれない25）。レオナルドがアントネッロ作品をどのよ

うに受容し得たかについては慎重に検証する必要があるとし

ても、顔や頭部の描写における写実性と熟練した明暗表現に

明らかな類似が認められることから、レオナルドが《音楽家

の肖像》の制作に際し、アントネッロ作品のような先例に特

有の表現を意識的に取り入れたことが推測される。

4 ．《音楽家の肖像》の制作におけるレオナルドの意図

　1482年にミラノを訪れる直前のレオナルドは、フィレン

ツェでサン・ドナート・ア・スコペート修道院から依頼され

た《東方三博士の礼拝》（ウフィツィ美術館）の制作に従事し

ていた。だが、作品が完成しないうちに、画家のミラノ行き

によって制作は中断した。当時、レオナルドがフィレンツェ

を離れる理由がなかったわけではない。彼はヴェロッキオ工

房からすでに独立していたとはいえ、《東方三博士の礼拝》の

制作依頼は、修道院の公証人を務めていた父親の伝手による

ものであった。加えて、フィレンツェでは主要な聖堂の壁画

や祭壇画はおおかた完成しており、美術品の需要が減少する

状態にあった26）。このようにレオナルドを取り巻く状況は必

ずしも良好というわけではなかったが、しかしながら大規模

な注文作品を手掛けていながら、なぜミラノに赴いたのであ

ろうか。

図13	 アントネッロ・デッラ・メッシーナ《男の肖像》1475年頃　
	 油彩、板　ロンドン、ナショナル・ギャラリー

図14	 アントネッロ・デッラ・メッシーナ《傭兵隊長の肖像》1475年　
	 油彩、板　パリ、ルーヴル美術館
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　レオナルドがミラノへ移住した理由はさまざまに議論され

ており、いまだ解決をみない。レオナルドに関する最初の伝

記とされるアノニモ・ガッディアーノ本（1530－40年頃）に

は、彼はロレンツォ・デ・メディチによって、アタランテ・

ミリオロッティとともにリラを献上するためにミラノ公のも

とに派遣されたとある27）。この記述に従えば、当初、レオナ

ルドは楽器を献上するためにミラノへ赴いたのであり、画家

としての才能を見込まれて派遣されたわけではなかったとい

うことになる。よく知られているとおり、レオナルドはミラ

ノを訪れる際、ルドヴィコ・スフォルツァに宛てた自薦状を

用意していた28）。自身のさまざまな才能やアイデアを列挙し

たその書面では、とりわけ軍事兵器類の工学技士もしくは発

明家としての才能が強調されており、芸術家としての能力は

ささやかに付け加えられているに過ぎない。地理的にヨー

ロッパの大国に近く、フランスをはじめヴェネツィアやフィ

レンツェと敵対関係にあった当時のミラノの状況を考慮し

て、レオナルドは軍事面において実務的に役立つ人物が求め

られていると考えたのであろう。自薦状から判断する限り、

レオナルドがミラノに拠点を移したのは、芸術家として名を

馳せるためというよりも、身分を保証する君主の庇護を得て、

確固たる地位を確立することにあったと考えられる。

　レオナルドは1482年にミラノに到着してから《音楽家の肖

像》を描くまでのおよそ 3 年間に、デ・プレディス兄弟と共

作の《岩窟の聖母》の第一ヴァージョンを除いては、目立っ

た注文制作をしていない。レオナルドが書き残した膨大な手

稿からもわかるように、彼は並外れた探究心をもって、工学

や幾何学など幅広い分野にわたる事象を研究した。だが、斬

新な兵器や軍事施設の計画が実際にかたちになることはな

かった。そうした状況のなか、レオナルドはさまざまな分野

に対する生来の関心を保ちつつも、実績のある芸術家として

の技量を誇示することのできる好機を狙っていたことだろ

う。そこでレオナルドはおそらく、《音楽家の肖像》の制作

を、特定の肖像画家のいないスフォルツァ宮廷に対し、自身

の画家としての才能をアピールする機会と考えたのではない

だろうか。そうであるならば、《音楽家の肖像》に新たに採用

されたフランドル的表現、もしくはアントネッロ的な表現は、

スフォルツァ家の伝統的な趣味と関心を考慮したものである

と考えらえる。すなわち、レオナルドが《音楽家の肖像》に

おいて試みた肖像表現は、彼自身の表現の深化を表わすと同

時に、彼自身への庇護を期待するスフォルツァ家の趣味を反

映した表現と捉えることができるだろう。

　《音楽家の肖像》に対する当時の評価は、同時代の資料が残

されていないため明らかでない。しかしながらその影響は、

ミラノ周辺で活動したレオナルドの追従者（レオナルデスキ）

の作品に見てとることができる。レオナルドの工房で活動し

たジョヴァンニ・アントニオ・ボルトラッフィオの《若者の

肖像》（ミラノ、ブレラ美術館、図15）では、人物の容貌が

類似しているだけでなく、 4 分の 3 正面の肖像形式、構図、

視線の向きが踏襲されている。とりわけ金髪の輝きや毛皮の

質感、また黒地を背景とする強い明暗表現に、レオナルド作

品からの影響がうかがえる。1490年までレオナルドの工房に

いた画家マルコ・ドッジョーノによる肖像画（図16）もまた、

《音楽家の肖像》の系譜に位置づけられる作品である。人物の

顔面はやや平坦であるが、左肩を後ろに下げ、右手を上げる

姿勢や緻密な目の描写、また際立った明暗表現はレオナルド

のものである。こうした作例より、《音楽家の肖像》がミラノ

周辺で人気を博し、男性肖像画のひとつの型として認められ

図15	 ジョヴァンニ・アントニオ・ボルトラッフィオ《若者の肖像》
	 1490－01年頃　油彩、板　ミラノ、ブレラ絵画館

図16	 マルコ・ドッジョーノ《20歳の男性の肖像》1494年　油彩、板　
	 ロンドン、ナショナル・ギャラリー
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ていたことがわかる。スフォルツァ家のミラノで生み出され

た若きレオナルドの肖像画は、結果として、ミラノにおける

フランドル様式の伝播に貢献したといえよう。

結び

　以上、レオナルドの《音楽家の肖像》に認められるフラン

ドル的な絵画表現について、アントネッロ・ダ・メッシーナ

の肖像表現との類似を指摘するとともに、その創意がスフォ

ルツァ家の伝統的な趣味に合致することを明らかにした。

　1500年までミラノに滞在したレオナルドは、ルドヴィコ・

スフォルツァの庇護を受け、絵画制作のみならず舞台演出を

手掛けるなど、多才な能力を発揮した。1491年にはルドヴィ

コとベアトリーチェの結婚祝典を演出し、またルドヴィコの

父フランチェスコ・スフォルツァの騎馬像の制作依頼を受け

る。さらに、サンタ・マリア・デッレ・グラツィエ修道院の

《最後の晩餐》の制作は、ルドヴィコの取り計らいによるもの

であった。ミラノ宮廷にレオナルドが迎えられるにあたり、

《音楽家の肖像》がルドヴィコに直接的に作用したかどうかは

定かでない。だが、宮廷芸術家としての活躍とレオナルデス

キに対する影響力を踏まえるならば、この肖像画が、レオナ

ルドがミラノで活動の場を広げる布石となったことはまちが

いない。《音楽家の肖像》は、自然を第一の手本とし、常に他

の芸術家たちの手本であり続けたレオナルドが、初期時代に

おいては、パトロンをめぐる芸術的環境に配慮しながら、新

たな表現を柔軟に取り入れていたことを裏付ける。やがては

《モナ・リザ》へと導かれる半身の肖像画の原点をなす本作

は、肖像形式の転換期の作例として重要であるばかりでなく、

孤高の芸術家の創作活動と当時の文化的状況との関わりを示

す興味深い作品といえるだろう。

※	 本稿は、2013年 4 月23日から 6 月30日にかけて東京都美術館で開
催した展覧会「天才の肖像」の関連事業として、2013年 6 月 1 日に
実施した講演会「レオナルド・ダ・ヴィンチと肖像画」をもとに執
筆した。
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はじめに

　美術館と学校が連携する教育活動はこの10年で全国的な広

がりをみせた。その背景には、いくつかの要因がある。学校

側では平成14（2002）年と平成24（2012）年の学習指導要領

の改訂1）で美術館の利用や連携が明記され、また、図工・美

術の中で、それまでは「表現」活動に従属的であった「鑑賞」

について改定後は独立した指導を行うことも可能となったこ

とがあげられる2）。一方、美術館側から考えれば、1990年代

以降、少しずつ美術館の教育機関としての認識と理解が日本

の現場でも広がって来た事、また、学校単位の児童・生徒の

来館を、相対的に来館者数が少ない平日の新たな来館者層の

獲得として、あるいは少子化の中で長期的な視点で育成が求

められる若年層利用者の新たな創出の機会としてとらえ、学

校来館利用の促進が目指されてきた事などがあげられる。そ

うした動きの中、2008年には博物館法が半世紀ぶりに改正さ

れ、大学における学芸員養成課程では博物館教育の単位取得

が必須となり、また、すでに現場にいる現役の学芸員に対し

てはエデュケーション分野の研修の機会が2011年から設けら

れている3）。学校と美術館の連携は、今や公立美術館の教育

普及活動のベーシックな要素として認識されつつある。

　しかし一方で、学校と美術館がどのようなプロセスを経て、

どのような授業を行ない、学校と美術館の両者で何を目指し

て連携活動が行われているかについて、公に報告される機会

は非常に少ない。この実践報告では当館の学校連携事業につ

いて、特に学校と連携して行う「授業」について焦点を当て

て報告する。まず、新しい事業として立ち上がったアート・

コミュニケーション事業がどのような趣旨の事業で、そのな

かで学校連携がどのように位置づけられているのか、次に、

学校と美術館が連携して行う鑑賞プログラムの具体的なプロ

セスについて、 3 つめに、鑑賞プログラムを通してどのよう

な学びにつながるのか、これら 3 点を報告し、最後に今後の

課題を述べる。

1 ．アート・コミュニケーション事業と学校連携　

1 - 1 ．アート・コミュニケーション事業の目的

　東京都美術館は2012年のリニューアルオープンと共に、

アート・コミュニケーション事業を立ち上げた。この事業は、

美術館の 4 つの事業の柱（展覧会事業、アート・コミュニ

ケーション事業、公募展事業、アメニティ事業）のひとつで

あり、またリニューアルした当館の特色ある事業として位置

づけられている。「アート」を介した「コミュニケーション」

を掲げているこの事業の目的は、大きく分けて 2 つある。ひ

とつが、美術館に展示する作品や展覧会のテーマ、また美術

館建築など、文化財について多様な人々に情報を伝えるため

の、いわゆる教育普及活動。 2 つめが美術館を拠点として、

人々が文化活動へ主体的に参加することを促し、アートを介

して人々の繋がりを育むことを目的とした、コミュニケー

ション促進活動、およびコミュニティ形成活動である。事業

名として「教育」や「普及」といった一方向の情報の動きを

連想させる言葉を避け、双方向もしくは多方向を意識させる

「アート」と「コミュニケーション」という単語を連ねた事

で、リニューアル後に動き出した実際の活動の中でも、主に

2 つめの目的に、より注力がなされてきている。

　「アート・コミュニケーション」というあまり例のない名称

がつけられたこの事業は、どういうものなのか。そうした質

問に答えるべく、リニューアルオープンに向かって事業計画

は立てられたが、テーマが「アート」×「コミュニケーショ

ン」であるだけに、予測通りにしか事が起こらないようにがっ

ちりと計画を立ててしまっては「アート」も「コミュニケー

ション」も柔らかく機能できなくなってしまうかもしれない。

現実には、その新しい領域に乗り出し、コミュニケーション

を介した実践を積み重ねていく先にしか、新しいアートを介

したコミュニケーションの形は生まれてこない。そう考える

と「不確かな領域に覚悟を決めて歩を進めつづけること」自

体をプラスの事として抱え、新しく起きる事と対峙し、学び

合いが起こる状況をデザインすることがこの事業の要である

とも言える。リニューアルオープン後、いわば事業を走らせ

ながら「アート・コミュニケーション事業」と冠するにふさ
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わしい事業の中身について、その事業に関わる人々が、考え

続け、試行錯誤し続けられる、実践と学び合いが起こるコミュ

ニケーション環境を美術館の内外に作っていく仕組みづくり

が、何より重要な課題であり、同時にそれが事業の目的とも

考えられる。

1 - 2 ．学校連携事業の概要

　学校連携事業は「公教育」との連携事業である。つまり学

習指導要領をはじめとして、さまざまな学校活動の基準や枠

組みに乗っ取って行われている教育活動と連携するというこ

とであり、アート・コミュニケーション事業の中で最も公的

で「教育的4）」な使命を持つプログラムである。当然のこと

ながら、実施するプログラムには学校側の「活動のねらい」

があり、授業を行なう場合には教員は指導案を考え実行に移

す。美術館側はこうした学校連携事業の基本的な性質をよく

理解した上で対応が求められている。

　学校連携事業とは、当館では次のような活動を指している。

①教育目的利用に対する情報提供・サポート・授業内容の提

案と実施、②教材開発と貸出し、③中・高・大学生の職業体

験やインターンシップなどの受け入れ、④教員向けの研修会

の開催。これらの事業の概要については平成24年度の年報に

掲載されているため5）、ここでは①の学校の教育目的利用に

対する情報提供・サポート・授業の実施についてより詳しく

説明をしたい。

　学校の教育目的利用に対する情報提供は、教員が参照でき

るジュニアガイドや、展覧会のポスター・チラシの参考配布、

学校向けプログラムのリーフレットの配布などがある。こう

した印刷物の送付は広報の趣旨も含むが、美術館発の教育コ

ンテンツの学校への提供は、継続的に行えば連携の基礎回路

を作る事につながるため重要である。例えば、平成24年度の

エル・グレコ展ジュニアガイドは、一都三県の全小中学校

5,655校へ数部ずつ参考配布をしている6）。校長や図工・美術

の担当教員がジュニアガイドを受け取り、生徒に配布したい

と考えた場合、必要部数を申請するとその部数が学校に送付

される仕組みになっている。ジュニアガイドは特別展に合わ

せて年間 2 回程度制作しており7）、学校の教員が教育活動に

利用したり、夏休みの宿題などで子供たちが利用できること

を考えて制作している8）（図 1 ）。

　次に、直接来館するケースとしては、主に修学旅行や校外

学習での来館、図工・美術の授業での利用、美術部の活動で

の利用などがある。当館が上野公園内に位置するため、修学

旅行などで班別に別れ少人数で三々五々来館するケースも多

い。こうしたケースでは事前に来館についての申請が必要は

なく、班別などのグループで何校が来館しているのか学校数

は把握していない。当館が把握しているのは、来館に合わせ

て情報を求めて問い合わせがあり、それに対し学芸員が何ら

かの来館のサポートをした学校の数と、東京都内からの来館

で教員の引率についての観覧料免除の申請をした学校の数で

ある。平成24年度は合わせて年間約100校のサポートを行っ

た。この中には、当日のサポート以外にも、②に書かれてい

る教材貸出しを事前に郵送で行い、当日の活動に生かすこと

もある（図 2 ）。

　①の項目で、アート・コミュニケーション事業の趣旨を最

もいかし、この実践報告で中心的に述べたい特色ある実践は、

学校の教員と連携して作る鑑賞プログラムである。平成24年

度は「スクール・マンデー」、平成25年度は「スペシャル・

マンデー」と「通常開室日コース」という名称の枠組みでプ

ログラムが行われた。学校数としては、平成24年度は 8 校

（スクール・マンデー）、平成25年度は14校（スペシャル・マ

ンデー）と12校（通常開室日コース）が参加した。それぞれ

の学校の教員と事前から打ち合せをしながらプログラムを練

図 1 　「メトロポリタン美術館展」ジュニアガイド

図 2 　学校向け貸出鑑賞ツール
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り策定していくため、それぞれの学校の児童・生徒の状況に

応じ、授業のねらいもより合致したものとなり、児童・生徒

が深い鑑賞体験ができるプログラムとなっている。このプロ

グラムは学校側の枠組みでいえば、図工・美術、総合的学習、

国語などの授業として行う場合が多く、校外学習として取り

組む学校もある。

1 - 3 ．対話の構造を作る「とびらプロジェクト」の関わり

　学校の教員と共に作る鑑賞プログラムは、実は学校と美術

館の 2 者の連携ではない。東京都美術館と東京藝術大学（以

下、藝大）が共に運営している「とびらプロジェクト」が連

携し、その「とびらプロジェクト」に所属するアート・コミュ

ニケータ（愛称：とびラー）も、対話を通した鑑賞をしてい

く際の伴走役として共に授業を行っている9）。つまり、美術

館、大学、学校、市民の 4 つの立場の人々が関わっている

（図 3、4 ）。

　「とびらプロジェクト」はアート・コミュニケーション事業

の大きな要素をなす、まさにアートを介したコミュニケー

ション促進するプロジェクトである。先述の「 1 - 1 ．のアー

ト・コミュニケーション事業の目的」の最後に「アート・コ

ミュニケーション事業」と冠するにふさわしい事業の中身に

ついて、その事業に関わる人々が、考え続け、試行錯誤し続

図 3 　とびラー募集の広報物

図 4 　とびらプロジェクト概念図
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けられる、実践と学び合いが起こるコミュニケーション環境

を美術館の内外に作っていく仕組みづくりが何より重要な課

題」と、アート・コミュニケーション事業の性質を述べたが、

まさにその仕組みづくりの屋台骨のひとつとなっているの

が、このとびらプロジェクトである10）。美術館内外に広がり

のあるコミュニケーションを考えていくには、人々の間に対

話を起こしていく事が必要であるが、これは単体の組織だけ

ではむずかしい。先入観にとらわれることなく今ある事実を

とらえ、対話を起こしていくには、組織内の前例や価値基準

などをひとまず脇に置いておくための、他者が必要になって

くる。とびらプロジェクトの運営では、当館と藝大が連携す

ることにより、まずプロジェクト運営側に対話の構造をつく

り、さらにアート・コミュニケータとして市民が加わり、さ

らなる対話の構造を作っている。そのとびらプロジェクトが

学校連携に関わる事で、この鑑賞プログラムは、学校（教員

/児童/生徒）、美術館、大学、市民の 4 者がフラットに関わ

りあい、対話が生まれる活動となっている。

2 ．鑑賞プログラム実施のプロセスについて

2 - 1 ．事前・当日・事後の 3 つのプロセス

　展示室での鑑賞プログラムを実りあるものとするために、

学校には 3 つのプロセスを提案している。①事前の準備、②

美術館での鑑賞体験、③事後のプログラム、である。特に当

日の鑑賞体験の深まりに大きく影響する事前の準備はできる

だけ丁寧に行う事を目指しているが、当然のことながら学校

や教員の状況により時間の掛け方には幅があり、美術館側と

してはその状況に合わせて最善の策を提案している。

　事前準備として、まず教員と美術館側の担当者が打ち合わ

せをすることから始まる。目的は大きく 3 つある。①鑑賞プ

ログラムを実際に行う展示室や展示作品を事前に見て、授業

を具体的に想像し始める機会を持つ、②美術館での鑑賞の意

義や、対話（言語活動やコミュニケーション）をとりいれた

鑑賞授業のプロセスについてのイメージの擦り合わせ、③当

日に向けての児童・生徒の学びの素地作り（レディネス）が

鑑賞の深まりを左右する重要なポイントである事を教員と確

認して、事前に児童・生徒と作品をどのように出会わせてお

くかを、学校側と美術館側が共同で考える事である。このあ

と教員は事前のプログラムを生徒に対して行い、来館数日前

までに事前のプログラムが学校でどのように実際進んだかに

ついて美術館へ知らせ、美術館側はその情報を元に当日のプ

ログラムの最終調整を行う。最終調整した情報は、事前にアー

ト・コミュニケータや美術館側のスタッフで共有し、当日の

鑑賞プログラムの段取りを確認する。学校により、学年、人

数、プログラム実施の目的が違い、さらに当館の展示が 2 〜

3 ヶ月ごとに変わってしまうため、今まで実施した鑑賞プロ

グラムで全く同じ展開というプログラムはなく、それぞれの

学校に則した内容で鑑賞プログラムは組み立てられる。

2 - 2 　具体的事例をもとに…メトロポリタン美術館展

　具体的にひとつの事例を取り上げながら、鑑賞プログラム

のプロセスをみていきたい。平成24年度の11月に「メトロポ

リタン美術館展」を鑑賞した小学 6 年生の事例である11）。こ

の連携授業の実施プロセスは、①事前の準備、②美術館での

鑑賞体験、③事後のプログラム…鑑賞した作品の中から自分

が気に入った 1 作品を選び、その作品に関して児童自身がテ

キストを推敲し、自身の声で録音する音声ガイドを作成。再

び美術館を訪れてその音声ガイドを聞きながら鑑賞する、と

いう 3 つのプロセスである。③の事後授業が充実している例

ではあるが、基本的な 3 つのプロセスがやはりプログラムの

柱となっている。

2 - 2 - 1 　事前の話し合いと事前プログラム

　担当の教員とは、事前、当日、事後を通して、次のように

話し合われた。事前に授業を行うことは時間的にむずかしい

ため、教室内に美術館が提供するポスター等作品画像を掲示

し、さらにパソコン上で展示作品画像にアクセスできるよう

パスワードで制御された授業用のページを構築し、休み時間

や帰宅後に感想等も書き込めるような環境づくりをする12）。

美術館での当日は、1 時間半の鑑賞時間のなかで「自分ひと

りで見る時間」と、「複数で対話をしながら鑑賞する時間」を

作り、2 つの活動を通して鑑賞を深めていくプロセスをとる。

事後の活動としては、学校の授業での経験がいかされる、独

自の音声ガイドを制作する案が出され、より積極的な言語活

動を伴いながら鑑賞が深まって行く授業を目指す事が話し合

われた。

　当初、教員は鑑賞で感じたことを言語化することについて

有用性を感じていなかったが、美術館側から鑑賞に対話を取

り入れた場合の効果や、それぞれの児童に鑑賞の伴走役とな

るアート・コミュニケータが寄り添うことを説明し、対話の

時間を設ける事になった。また、そうした対話で言語活動を

行った後、児童それぞれが作品についてのテキストを書き、

さらに自分の声で録音し音声ガイドを作るという新しいアイ

ディアが教員から出され、計画が豊かなものにつながって

いった13）。

　この事前打ち合せは、まず教員が展覧会を見ることから始

まり、そのあとの打ち合せを含めると 4 時間近い時間がかけ

られた。こうした事前の打ち合せをすることで、学校の教員

と美術館側が持つそれぞれの学習の素材やアイディア、そし

てお互いの経験値が組み合わさり、児童がより主体的に楽し
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く、学びが深まることにつながっていく。また、話し合いの

過程で学校と美術館の担当者間に信頼関係が生まれ、それが

当日のオープンマインドな「場の空気」を支える要素となる。

　児童の学びの素地づくりが、何より当日の鑑賞の深まりを

左右する重要なポイントである事を教員と共有でき、教員は

メトロポリタン美術館展の作品画像がなるべく多く児童の目

に入る環境を作る事となった。美術館側からは、ポスター・

チラシ・ジュニアガイドに加えて、パソコン上でアクセスで

きるようにするための展示作品の全作品のデジタル画像を提

供し、教員はそれに加えて展覧会会場で販売している絵はが

きを何枚か購入し、そうした様々な複製画像を教室に掲示し

た。また、事前授業を行わない代わりに、学校にあるパソコ

ン等も活用して、児童が休み時間等を使って作品に関心を寄

せられる教室の空間を作っていった。この教室の環境づくり

は来館予定の 1 ヶ月前から始められ、児童は教室にいながら、

1 ヶ月後にやってくる美術館訪問を自然と意識するように

なっていった。

　加えて、以前から教員が授業で構築し活用していたウェブ

のシステムも活用し、より積極的に作品を見て関心を深める

機会を作っていった。構築された専用画像ページには展覧会

に展示されている全作品の画像がアップされ、Facebookのコ

メントのように、複数の人がログインをして画像にコメント

をつけられるようなページになっていた。児童は休み時間な

どを使ってこのページにアクセスができ、鑑賞当日前にいく

つかの作品については感想が寄せられるようになった。自由

に何を書き込んでもよい環境が、当日の対話へのレディネス

を作る事にもなった（図 5 ）。

2 - 2 - 2 　鑑賞当日の流れ

　当館での鑑賞当日のプログラムは次のような流れで進めら

れた。①アートスタディルームに集まり鑑賞プログラムの流

れを説明、②展示室に入り、3 つのフロアを 1 周する（約10

分）、③個人鑑賞で自分のお気に入りの作品を 3 つ選ぶ（約

40分）、④アート・コミュニケータ 2 人と児童 2 人の計 4 人

での対話を通した鑑賞をする（約30分）、⑤最後にもう一度

個人鑑賞（約10分）、というあわせて約 1 時間半の展示室で

の時間となる。

　①のオリエンテーションの部分では、美術館側からの挨拶

と流れの説明があり、担任からは鑑賞プログラムの目的や課

題などが子どもたちに向けて改めて話された。鑑賞プログラ

ムでつかうツールとしては、クリップボードに展示室内の展

示構成を示した「マップ」がセットされたものが各児童に配

布された。児童はこのほか各自持参したスケッチブックを

持って会場に向かった（図 6 ）。

　②の「展示室に入り、 3 つのフロアを 1 周する。」のプロ

セスは10分ぐらいの時間で行うが、これには 2 つの目的があ

る。ひとつは、展覧会場が地下、1 階、2 階と 3 フロアにま

たがる展示空間の全体像をつかむためである。 2 つめは、展

示室の空気に慣れる意図がある。美術館の展示室は非日常的

空間で、すこし体を慣らすのに時間が必要になる。物理的に

展示室の照度や閉塞感に体が慣れるということもあるが、心

理的にも空間に安心していられる状態を作るための準備体操

のような時間であると考えている。

　③と④で「個人での鑑賞」と「複数での対話を取り入れた

鑑賞」を取り入れ、鑑賞を深めていく。③の個人で見て選ん

だ 3 点について④で計 4 名（児童 2 名＋アート・コミュニ

ケータ 2 名）で意見を聞き合い共有をする。このときの児童

の 2 名は、なるべく普段はあまり付き合いのない相手とペア

になるように教員に依頼していた。普段から関係性が濃い友

達同士であると、日常の関係性に引きずられて対話が起きに

図 5 　wikiを活用したウェブ上の専用画像ページ 図 6 　展覧会場の作品配置図（マップ）
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くくなるためである。児童が書いた感想から、当日の鑑賞の

様子をうかがうことができる（図 7 ）。

◦	今日は、メトロポリタン美術館展に行きました。まずは、
自分の気に入った絵を 3 〜 5 つ選びました。その後、と
びラーという人とその作品のどこが気に入ったのか話し
ました。僕はSさんと同じ班でした。Sさんが選んだ絵は
「聖アントニウスの誘惑」で、見れば見るほど不思議にな
りました。僕が選んだ絵は「月光、ウッドアイランド灯
台」というので、1 回パッと見て、その後、近くからと
遠くからとくり返し見たら印象が全然違い、色々な発見
もありました。僕は美術館が嫌いでした。見てもつまら
ないからです。でも、今日、とびラーさんやSさんと意
見を言い合ったら「あ、この絵はそういう意味なのか」
と思ったりしました。意見を言い合うのはとても大切な
のだと思いました。とてもおもしろかったです。

◦	私は、N君とでした。N君の 1 位はパンチボールでした。
私が全く目をつけていなかったものです。でも、N君の
意見を聞いていくうちに、新たな発見が次々とありまし
た。私の絵の時は、色々な見方を発見しました。その内
容は音声ガイドで言おうと思います。思っていたより
ずっと楽しい見学でした。とびラーさん、N君などに色々
なことを発見させてもらったからだと思います。音声ガ
イド付きでもう一度見る時は、また違って見えると思い
ます。それが楽しみです。

2 - 2 - 3 　鑑賞後のプログラム

　鑑賞後のプログラムは、音声ガイドの作成である。ここか

らのプログラムは美術館の手を離れ、すべて教員によって学

校で進められた。プロセスとしては、①好きな 1 点を選び、

音声ガイドのための 1 分の読み原稿テキストを書く、②読む

練習をする、③録音、である。テキストを書く段階でも、先

述の作品画像にコメントをつけられるウェブ上のシステムを

利用し、児童がテキストを推敲するプロセスで、児童同士が

コメントをつけ合うことができる学び合いの形式が取られて

いた。つまり、事前・当日・事後を通して対話的学び合いの

構造があることが、この活動の全体の特徴となっている。

　教員によれば、原稿を書く上で児童がもっとも苦労したの

は「制限時間 1 分」という、読み原稿のテキストの長さを調

整することであったという。じっくりとした鑑賞体験を経て、

作品に対し多くの事を感じただけに、当初のテキストは長い

ものであったようだ。しかし 1 分という読み原稿の長さの制

限があることで、何を割愛するかということを考えなければ

ならず「自分の中で本当に伝えたいこと」を真剣に考えざる

を得ない状況が生まれた。その結果、最終の原稿はどれも密

度の濃いものになったという。ここまでが授業としてのプロ

グラムである。

　このあと教員は36人分の音声ファイルを 1 本にまとめ、音

声ガイドとして仕上げ、それが記録された機材を持って児童

が家族と共に「メトロポリタン美術館展」を再訪することを

推奨した。結果的には36名全員が再訪し、36名の36作品に

つけられた音声ガイドを聞きながら展覧会を鑑賞し、さらに

それを保護者も楽しんだ。多くの児童が、2 回目の鑑賞が 1

回目に増して、さらに楽しかったとアンケートで答えている。

　事前・当日・事後の活動を通じて、学び合いや対話が取り

入れられたこの活動を通して、児童の美術館体験への印象も

随分と変化があったという。教員が行った事後のアンケート

から、児童の声をいくつか紹介する。

質問：授業が終わった今、美術館に対しての印象は変わりま
したか。
◦静かだけど、インパクトがあって面白いものだと分かった。
◦つまらないと思っていたが、見方しだいで楽しくなるし興
味を持てるようになるものなのだと思うようになった。

◦今までは音声ガイドの通りに絵を味わうものだと思ってい
たけれど、とびラーさんや皆さんの話を聞いて、もっと自
由に感じていいと気付き、有名な絵がより身近に感じられ
るようになった。

◦美術館は「絵があって見る所」から、「絵を見て考える所」
に変化した。

◦どの作品にも、深く考えれば意味がある事が分かり、とて
も面白かった。

◦美術館ってこんなに楽しかったっけ？と思った。また行き
たいなと思った。

◦前よりも絵を見る事が楽しくなり、もう次に何かを見に行
く時は、途中であきないと思う。

◦今まで僕は美術館に良いイメージがあまりなかったのです

図 7 　「複数での対話を取り入れた鑑賞」の様子
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が、メトロポリタン美術館展に行って、色々な見方、距離、
明るさ、見ている人の顔などを観ていると、1 つの絵を30
分ぐらい眺める事が出来るのも知りました。とにかく美術
館がとても良い印象になったのは間違いありません。

3.鑑賞プログラムから得られる学びとは

　この学校と美術館が連携した実践を通して目指されたの

は、児童が「主体的に作品と深く対話をする体験」を生み出

す事であった。児童の鑑賞の様子や、事後のアンケートから、

多くの児童においてこの目指した状況を生み出す事ができた

ように思われる。では、「主体的に作品と深く対話をする体

験」は、児童にとってどのような学びの体験だったのだろう

か。美術館としては、芸術作品との出会いによる美的経験の

価値についても論じたい所だが、ここでは学校連携の視点か

ら、生徒の学習到達度調査（PISA）などを行っている、経済

協力開発機構（OECD）が提示している「人生にわたる根源

的な学習の能力（キー・コンピテンシー）」の 3 つの柱、①

自律的に行動する能力、②社会的な異質の集団における交流

能力、③社会・文化的、技術的ツールを相互作用的に活用す

る能力、から考えてみたい。

　まず①の「自律的に行動する能力」については、アンケー

トの回答から、プログラム全体の流れの中で、子供たちの態

度が少しずつより主体的に変化していった事が見て取れる。

つまり当初はあまり主体的でなかった児童も、事前・当日・

事後のプロセスの中で次第に主体的な関わりが増えていって

いる。 2 回目の訪問は授業ではないにも関わらず、全員が各

自で美術館を訪れている事もその現れではないだろうか。つ

まり児童はこのプログラムの経過のなかで「主体的な態度を

学ぶ機会」を得ていた。

　②の「社会的な異質の集団における交流能力」は、共感す

る力や、他人と円滑に人間関係を構築する能力などをさすが、

今回の場合はアート・コミュニケータ（とびラー）との対話

によって、②に関わる経験が促進されていた。児童にとって、

大人といえば、通常は学校の先生か家族である事がほとんど

であり、全く知らない初めて会う大人と意見を交わすのは新

鮮な体験だったのではないだろうか。普段は出会わない大人

とアートを介して眼差しを共有し、共感が生まれたり、視点

の違いに気がついたり、他者も自分も認め合う関係性が、鑑

賞のプロセスを通して生まれていた。

　③の「社会・文化的、技術的ツールを相互作用的に活用す

る能力」は、言語、シンボル、テキストなどを活用する能力

や、自らの意見の形成、テクノロジーを活用する能力などを

指している。この鑑賞プログラムでは言語活動を取り入れつ

つ、メディアとしては芸術作品という文字ではない図像のテ

キストが介在する。作品を自分という感覚器を通して受け止

め、他者の意見を聞き、そのあと自らの意見を音声ガイドと

してまとめるというプロセスを経る。さらに、テキストを作っ

ていく段階ではウェブ上のテクノロジーを使いながら、他者

と共に進めていく機会があり、まさに③の能力に関わる活動

となっている。

　「主体的に作品と深く対話をする体験」は、OECDのキー・

コンピテンシーが示す「単なる知識や技能だけではなく、複

雑な要求・課題に対応することができる力」に対応する学び

につながると考えられ、図工・美術の領域だけでない、より

広く、複雑系に対応する学びにつながっていると考えている。

おわりに

　最後に今後の課題について述べる。この実践報告では当館

の学校連携事業について概略を示し、特にその中でも鑑賞プ

ログラムの具体的なプロセスや、そこから得られる学びが、

どういうものであるのかを整理し述べてきた。つまり学校連

携事業の骨組みの部分だけを抽出したものであって、プログ

ラムの背景にある、教員の工夫や学芸員の動き、またアート・

コミュニケータの対応など、そのプロセスで注ぎ込まれた

人々の主体的なエネルギーについてはほとんど述べていな

い。しかし実際にはプログラムで目指された「主体的に作品

と深く対話をする体験」が生み出されるには、そのプログラ

ムを支える人々の主体的な行為や態度が不可欠である。子供

たちの主体的な鑑賞体験を生むには、その周りに主体的な大

人がいる事が重要であり、その主体的な大人と「主体的な存

在である作品」を共に鑑賞し、眼差しを共有する事で、子供

たちの主体的な態度が引き出されていく。子供たちは、極め

て主体的になっている時に深い鑑賞体験を得ている。「作品と

深く対話をする体験」が、人々が美術館で体験できる、もっ

とも価値ある基本的な体験であると考えると、それを実現す

るにはどのような方策があるのか、さらに考え続ける必要が

あるだろう。当館では作品と人の対話的構造を作りながら、

さらに事前、当日、事後という 3 つのプロセスを取り入れ、

鑑賞者の主体的な態度が育つ環境を作る事で「作品と深く対

話をする体験」が生まれる事を試みてきた。

　どういった鑑賞体験が有意義なのか、もしくは、有意義な

鑑賞体験がどのようにしたら子供たちの間に生まれるのか、

といった事が、学校教育や美術館の関係者の中で驚く程共有

されていないと筆者はしばしば感じてきている。しかし、主

体的な鑑賞のありようというのは、なかなか文字テキストで

は伝える事が難しい。鑑賞者が主体的であるかどうかは、か

ろうじて言語活動につなげた時に表出してきて分かるが、そ

の鑑賞者の表情や動きなどからのほうが主体的な様子を見て

取ることができる。つまり、鑑賞体験の全体性をなるべく失

わない動画などでこうした実践を報告し、主体的で創造的な
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鑑賞体験がどのようなものであるか、その目指す姿を、鑑賞

体験を支える大人たちの中で、まずはイメージを育む事が重

要ではないだろうか。こうした実践報告をできるだけ画像や

動画を通して公開し、多くの教育関係者とイメージを共有し

ていくことで、学校と美術館の連携がより実りあるかたちに

なるよう、今後も努力をしていきたい。

註
1）	 学習指導要領の改訂は戦後 7 度目が1998（平成10）年告示・2002

（平成14）年実施、 8 度目が2008年告示・2012年実施。告示された
後実施までの 4 年間に一部先行実施される。

2）	 例えば小学校学習指導要領でも「各学年の『B鑑賞』の指導に当たっ
ては，児童や学校の実態に応じて，地域の美術館などを利用したり，
連携を図ったりすること。」と書かれている。

3）	 2011年より文化庁主催でミュージアム・エデュケーター研修が年間
5 日間で行われている。開催概要については文化庁のウェブサイト
を参照。

	 http://www.bunka.go.jp/bijutsukan_hakubutsukan/museum/
4）	 ここで教育的という単語にカギ括弧をつけたのは、教育についての

定義や概念は非常に広く「教育的」といったときの受け手の理解の
範疇が非常に広いため、ここでは学校教育における教育という意味
に限定する為に括弧を付した。

5）	 平成24年度の年報は東京都美術館のウェブサイトに全文がPDFにて
アップロードされている。

	 http://www.tobikan.jp/archives/publication.html
6）	 ジュニアガイドの配布数等も註 6 と同様に『平成24年度東京都美術

館年報』に記載されている。
7）	 特別展を共催する報道機関などと協力して制作するため、年間の制

作回数や配布範囲が一定ではない。
8）	 24〜25年度に発行されたこれまでのジュニアガイドは当館のウェブ

サイトにも掲載されている。
	 http://www.tobikan.jp/learn/resoucebox.html
9）	 アート・コミュニケータ（愛称：とびラー）は、一般市民から公募

され、毎年約40名が小論文と面接による選考を経た上、メンバーと
なる。現在126名が活動をしている（平成25年度 3 月）。学校連携事
業については鑑賞プログラムの実践講座が年間十数回あり、子供達
と共に鑑賞していく伴走役としての役割を学んでいく。24年度のと
びらプロジェクトの活動内容については、註 5 の『平成24年度東京
都美術館年報』を参照のこと。

10）	 藝大と連携した「とびらプロジェクト」の立ち上げの経緯とコンセ
プトの詳細は、稲庭	彩和子「東京都美術館×東京藝術大学「とびら
プロジェクト」－美術館と大学の連携が開く実践的コミュニティの
今－」『博物館研究』Vol.47	No11、2012を参照。註 8 に示した当館
のウェブサイトにも掲載。

11）	 慶應義塾幼稚舎の 6 年生36名との鑑賞プログラム。学校側は図工専
科の先生ではなく、担任の教員（鈴木秀樹氏）。

12）	 担任の教員が以前に同様のwikiを構築して詩の授業を行ったことが
あり、その経験が活かされている。wikiはウェブブラウザを利用し
てWebサーバ上のハイパーテキスト文書を書き換えるシステム。

13）	 音声ガイド制作の着想は、教員の鈴木秀樹氏の経験から生まれた。例
えば、詩の群読を授業で取入れたり、「音を聴く」様々な教育プログ
ラムを実践している。音を聴く教育実践の詳細は「サウンド・エデュ
ケーション・プロジェクト」のウェブサイトを参照の事。

	 http://sound.dmc.keio.ac.jp
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はじめに

　ミュージアムアーカイブズとは、ミュージアムという組織

に関する記録史料を収集・組織化・保存し、公開・活用する

営みである。類似の活動として、企業の社史資料室、大学の

大学史料室などがある。ひとつの組織の記録を収集・保存し、

活用することで今後に生かしていくことを使命とする。

　東京都美術館は大正15（1926）年の開館以来88年にわたる

歴史がある。平成24（2012）年 4 月にリニューアルオープン

し、これを機に「伝統を重視し、新しい息吹との融合を促す

美術館」という役割を新たに掲げた。これまでの館の歴史を

振り返り、現在を照らし、未来を考える。これが活動のひと

つの基調となった。

　具体的には、美術館創設に多大な貢献をした実業家・佐藤

慶太郎の名をアートラウンジに冠し、その中に歴史を紹介す

るコーナーを設けた。開館記念日である 5 月 1 日の前後に、

館の歴史資料を紹介する小規模展示を行っている。またリ

ニューアルオープンした平成24（2012）年 7 月から 9 月に

かけて美術館の歴史と近現代の美術史を辿る企画展「東京都

美術館ものがたり」展を開催した。この展覧会の図録を当館

のガイドブックの役割が果たせるよう一般書籍として刊行し

た1）（図 1 ）。そして従来の美術図書室の役割を見直し、「美

術情報室」として新たに活動することにした。その取り組み

の一つとして、ミュージアムアーカイブズの機能を持たせる

ことになった。恒久的に館の歴史を語る記録を蓄積し、公開・

活用していくということである。

　ミュージアムアーカイブズの構築のために平成22（2010）

年度に調査研究に取り組んだ。この成果をもとに、欧米及び

国内の状況を概観するとともに、ミュージアムアーカイブズ

の意義とその構築について考察する2）。

1 ．欧米のミュージアムアーカイブズ

（1）定義と役割

　そもそもミュージアムアーカイブズとは何か。英語文献と

各館の取組から概観したい。まず定義である。米国アーキビ

スト協会が作成した「ミュージアムアーカイブズ・ガイドラ

イン	Museum	Archives	Guideline」	という指針がある。序章

にミュージアムアーカイブズの定義や性質が以下のように記

されている3）。

①永続する価値を持つ組織の記録を、体系的に収集、組織化、

保存する。

②保存された記録に対するアクセスを提供する。

③現在職務上作成され続けている現用記録にも、その作成・

維持・非現用に移行した時点での保存か廃棄かの、方針や手

順をもっている。

　④上記①〜③のことを、体制として継続している。

　目的についても、同様に序章で言及されている。ポイント

を抜き出すと、以下のようである。

ア．館の記録を保存する。

イ．館内職員の仕事に役立てる。

ウ．研究者や一般の人の研究の利用に、いつでも応える。

（2）収集対象

　米国と英国の各館のミュージアムアーカイブズの具体例を

ウェブサイトからアクセスして見てみると、ミュージアム

アーカイブズが扱う資料が概観できる4）。具体的には、

ミュージアムアーカイブズの構築に向けて
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図 1 　『東京都美術館ものがたり』表紙
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・計画書

・収蔵品の取得や来歴記録

・展覧会記録

・ミュージアムの建築記録

・各部門やスタッフの記録及びミュージアムと関係のある特

定の個人や組織についての情報

などである。ミュージアムが組織として作成した記録（いわ

ゆる組織記録）と、ミュージアムに関係することがらの記録

である。

　「ミュージアムアーカイブズ・ガイドライン」	では、同様の

例を挙げつつその性質を明示している。館の記録の中でもど

ういった種類のものが対象として挙げられるのか、「 1 ．定義

と範囲」の中で、以下のように示している。

ａ．組織の記録（Organizational	records）。特に全ての段階

における管理に関するもの。例えば、書簡、メモ、議事録、

会計記録、報告書、譲与記録、部門別ファイル、設計図、記

録写真とネガ、フィルム、音声、ビデオ、刊行物。

ｂ．コレクションに関する記録（Collection	records）。例え

ば資料や標本の目録、展示やインスタレーションの記録など。

これらはアーカイブズで保管されうるが、もし頻繁に使われ

るのならば学芸課、登録課、あるいはコレクション管理課で

保管することもできる5）。

ｃ．獲得した資料（Acquired	materials）。例えば個人や組織

の文書で、その博物館の特定の分野（ex.	科学、人類学、自

然史、芸術、歴史）との関連から博物館のミッションに貢献

するものや、博物館のコレクションや展示プログラムに価値

を付与するような文書。	

　これらの定義には紙かフィルムか、といった記録媒体は問

わない。美術作品・標本は含まない。刊行物は、基本的には

その組織で制作したものをさす。

（3）評価選別

　「Museum Archives: An Introduction」という入門書を米国

アービスト協会が刊行している。ここでは、限りある保管場

所に何を残すかの選択と評価は重要であり、「アーカイブズで

保存することにかかるコストを正当化しうる長期の研究価値

があるかどうか」を指標とすることが大事であると述べてい

る6）。

　第 4 章では評価基準における一般的な見解を資料の種類ご

とに説明している7）。まず、コレクションに関連する記録に

ついては、ミュージアムのミッションの根幹を成すため保存

は不可欠としており、ここでもミュージアムにおけるコレク

ションの重要性が示されている。

　展覧会関連記録に関しては、さまざまな部門が展覧会の異

なる側面に関わり、中には複数の部門を通過する文書も多い

ため収集資料の重複に注意すべきであると述べている。

　スタッフに関する記録に関しては、スタッフ個人に属する

記録と組織に属する記録とのすみ分けを明確にするための評

価規定が必要であると指摘している。つまり、スタッフ個人

が所持する記録を収集するための、アーカイブズでは何をど

う評価して収集しているのかについての明確なガイドライン

がなければいけない。

　教育普及やレクチャーなどのプログラムの記録や管理記録

は一定期間保存するものと永久保存するものとの選別、そして

財務記録に関しては、最も情報が蓄積され、最も理解しやすい

記録を永久保存とするなど、全てを保存する必要のない種類

の資料は一定の評価基準を設ける必要がある、としている。

　また現用文書の収集についても必要性を述べており、100

年前の展覧会企画書が貴重ならば、現在机の上で作成されて

いる展覧会企画書も同じく貴重である、という考え方を示し

ている。まずは、ミュージアムの固有の歴史、役割、活動を

深く理解し作業に当たることだと述べている8）。

（4）整理

　アーカイブズ資料の整理方法は収蔵品や図書の管理と根本

的に異なる。前出の第 5 章では、資料整理の原則として、出

所原則、原秩序尊重の原則、集合体の記載を挙げている9）。	

まず、出所原則に関しては、「ひとつのユニットとして作ら

れ、受理された記録は他のユニットと混合してはならない」

としている。例えば同じトピックの記録としてひとまとめに

しうる場合でも、記録を作成する人によって視点や作成の目

的が異なるため、このような出所原則が存在する。

　次に原秩序尊重の原則については、「文書は作成者がそれら

を使った際の秩序のまま保存する」としている。原秩序尊重

も出所原則と同様、作成者の役割を伝えることにつながる。

また、原秩序が失われてしまった場合は、アーキビストが責

任をもって一定の秩序を作るとしている。秩序の例として、

年代順、名前やテーマのアルファベット順、受け入れ番号な

どの番号順などが考えられると述べている。	　

　個々の資料の資料情報を記載する前に、記録のユニット、

シリーズ、箱、フォルダといった集合体の目録化から行うと

いう原則である。ほとんどの資料の価値は、その資料が属す

る集合体の一部として存在していることにあるからである。

資料の集合体はどれも何らかの共通の特徴のもとに集まって

いるため、研究者にとっても、資料を探す際に集合体の記載

が役に立つのである。
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（5）公開と制限

　第 7 章として研究利用の際の公開と制限について大きく

ページを割いている10）。公開そのものを問題にするところは、

ミュージアムアーカイブズは図書館より公文書館に似ている

といえる。アーカイブズがライブラリー部門に属しているこ

とがあるために、資料も図書と同じようにみなされ、オープ

ンアクセスが求められることがあるのが問題なのだと指摘さ

れている。

　ミュージアムアーカイブズの資料は体系が複雑なため、個

人情報に関わる資料が多く、また研究者・寄付者・管理者そ

れぞれに異なる倫理レベルに左右されやすい資料なのだとい

う。ここには制限されやすい記録の具体例として、理事会や

館長など重役に関係する記録は、訴訟など管理に属する特別

な情報が載っているために公開を制限すべきケースが多い。

また建物設備も警備の観点から公開をしない方がよい場合も

ある。

　米国では文書の種類によってかなりの利用制限がかかって

おり、同時にアクセス制限の期間が設けられている。ただし公

開できる部分に関しては簡単に閲覧可能なように、世界中から

ウェブで閲覧できる体制が整いつつある。つまり館にあるもの

が直ちに公開されるものではなく、公開しようと決めたものに

はアクセスは簡単だが、公開するまでには入念や検討や認証の

ステップを一段一段踏んでいるということである。

　これまでの議論をまとめるとミュージアムアーカイブズと

は、ミュージアムという組織記録の移管・選別・保管・公開

を、体系的・継続的に行う場所として存在している、という

ことができる。

　保存資料として具体的に想定されるのは、①創立期以来の

古記録、②今から毎年蓄積され続ける非現用文書、③「収集

アーカイブズ」「個人文書」と呼ばれる、組織に関係するが公

式な起案文書ではなく積極的に獲得した資料、の三種類が保

管対象である。

　①は修復・保存を図り、目録化し、公開へとつながってい

く。これ以上破損が進まないようにまず対処することが、喫

緊の課題である。

　②は、すぐに価値の出るものではないので、目録化や公開・

情報発信より、何を保管の対象とする定め、遺漏のないよう

に収集することを重視する。文書のライフサイクルを定め、

共有財産として後世に残す。展覧会カタログ・チラシ・ポス

ター・配布資料・ワークショップテキストなどは問い合わせ

も多いので、美術館運営に関する説明責任を果たすため漏れ

なく残すべきである。

　重要かつ収集が困難なのは③である。「ミュージアムアーカ

イブズ・ガイドライン」のなかでも「c.	獲得した資料」とし

て示され、本文では「ミュージアムアーカイブズのもっとも

不可欠な要素」と重視されている。しかし私文書と区別が難

しく、職員が私物として持ち出す可能性がある。展覧会・教

育普及は起案文書だけでなく、担当者による「個人文書」に

類する多くの文書が作成される。ミュージアムの根幹事業で

あるから、それらは残すべきである。また、展覧会の紹介文

を職員が寄稿し掲載された記事、あるいは取材を受け、館事

業が紹介された掲載誌など、書き手が館の内外を問わず、館

の事業に言及した館以外の発行物なども対象となる。

（6）ミュージアムアーカイブズの意義

　ではミュージアムアーカイブズの意義とは何か。

①自らの活動の証明・説明責任の根拠

　ミュージアムは国立・公立・私立と設置者の違いはあれ、

不特定多数の人びとに開かれた公共的な存在である。そうし

た機関の組織記録を蓄積し、公開することで、活動の公共性・

公益性を社会に証明する根拠となる。ミュージアムの自己評

価・外部評価の根拠となるデータや活動の裏付けが組織記録

として残されることになる。

②スタッフの参照とアイデンティティの涵養

　ミュージアムアーカイブズを運用すると、外部からの利用よ

り、内部に対しての貢献度が高い。アーカイブズを重要書類の

保管庫・経験の知恵袋のように活用できるということである。

いわばバックアップ施設として理解され信頼されている。ブ

ルックリン美術館ミュージアムアーカイブズのアーキビスト

によれば、館外の人々にだけでなく館内の人々にも有用で、実

際に来館者の利用より館職員の利用の方が多いという。

　アーカイブズには、組織に働く人たちの意識を高める役割

もある。メトロポリタン美術館では、70余年前の美術館の日

常を撮影したフィルムを、アーキビストが発掘した。さっそ

く館員のために上映会を行い、みな興味深く観覧したという
11）。その結果、なにより館員に誇りを持たせ、意識を高める

効果があったと考えられる。長い歴史に思いを馳せ、今まで

はどうあったのか、これからはどうあるべきなのかたち戻る

ことのできる場所となる。所属する館のアイデンティティを

確認し、涵養する場としての役割を果たす。

③博物館学への寄与

　サンフランシスコ近代美術館では、美術館の歴史的資料を

公開することで博物館学の発展へ資するという役割をも掲げ

ている。個々のミュージアムが活動を積み重ねていく。これ

らを比較検証することで、博物館学の理論構築が成されてい

く。また言うまでもなく、ある館の活動の記録は他の館の活

動の参考になる。ミュージアムアーカイブズが蓄積する資料

は、理論面、実践面ともに博物館学の一次資料となる。

④文化史への貢献
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　米国では、ミュージアムアーカイブズの扱う記録は単なる

一組織の記録に留まるとは考えていない。スミソニアン協会

では、ミュージアムアーカイブズの保管する組織資料は、「ス

ミソニアンの公的な記憶、そして米国の科学、芸術、テクノ

ロジー、そして国内のミュージアムの成長の記録」	であると

とらえている。

2 ．日本における取組み

（1）ミュージアムの取組み

　先行する欧米の取組みを参考にしながら、日本における

ミュージアムアーカイブズの構築を考えていきたい。日本に

近代的なミュージアムが誕生して140年近くを経た。一定の

歴史の蓄積がありながら、ミュージアムアーカイブズは確立

していない。ただし、それに通ずる取組はなされている。ま

ず周年史の編纂がある。これを機に必要な資料を整理し、ま

た呼びかけて古記録や写真などを収集する事がある。所縁の

ある人に聞き取りを行うオーラルヒストリーへの取組もあ

る。また館の歴史を展示として紹介することもある。こうし

たことをきっかけに、館史資料の収集・保管が行われる。

　具体的にどのような取組みがあるのか。把握している限り

であるが、近年の活動を紹介したい。

○東京国立博物館　資料館　館史資料

　東京国立博物館は館の歴史に関する資料を「館史資料」と

して整理保管している。明治 5（1872）年の創立以来の業務・

展示活動、運営の中で作成されたさまざまな文書資料である。

同館では100年史をはじめ、周年の際、何回か館史を編纂し

ている。その際資料の整理、目録作成が行われてきた。その

結果、2 千から 3 千点の館史資料を保存公開している。その

うち100年史を編纂する際に収集された館史資料は、マイク

ロフィルム化を行い、公開されている。

　こうした取組みをもとに平成24（2012）年度には、「東京

国立博物館140周年特集陳列」が断続的に開催された12）。そ

の一端を紹介すると、「九鬼隆一と帝国博物館─臨時全国宝物

調査の展開」、「生誕150年	帝室博物館総長	森鴎外」、「昭和の

博物館─戦争と復興」などのタイトルが並んでいる。館の歴

史にとどまらず文化史にも広がりのあるテーマ設定で、興味

深い。

　同館は平成32（2020）年に創立150年を迎える。それに向

けて150年史編纂に向け、組織記録を含めた古い記録・文書

を集めている。年史編纂は時限的であるが、これを契機とし

て持続的な組織記録収集を目指している。

○国立民族学博物館　梅棹資料室　梅棹アーカイブズ

　初代館長であった梅棹忠夫氏の残した個人資料と、館長と

しての役職を務める上で生成された館の運営資料である。国

立民族学博物館の創立に尽力した初代館長の功績の大きさ

と、偉大な研究者・梅棹忠夫の「知的生産の技術」そのもの

を示す遺産として、博物館の一室に保管されている。

　早い時点の個人資料は、梅棹氏が中学時代に作成した文集、

エッセイのようなものである。分類・整理は梅棹氏が自ら行っ

ていたそのままを「原秩序保存」している。梅棹氏が定めた

階層は、「著作」「フィールドノート」「記念品」、あとは案件

別、「返信ハガキ」などの種別に分けている。著作は年代順・

発行順に分類され、ほかはアイウエオ順、年代順が併用され

ている。

　平成13（2001）年 4 月から館の組織として正式に位置づけ

られ、これまでの活動を継続して、資料整理と公開を行って

いる。研究資料という位置づけで、一般には公開されていな

いが、博物館のウェブサイトで「梅棹アーカイブズ」として

順次公開する予定である。

　この梅棹アーカイブズを駆使して展覧会が企画されてい

る。「ウメサオタダオ展」として平成13（2001）年 3 月から

国立民族学博物館、同年12月から日本科学未来館で開催され

た。個人アーカイブズの資料が展示の根幹となる希有な展覧

会といってよいだろう13）。

（2）社会背景として

　日本ではミュージアムを含め、一般的にアーカイブズの構築

には積極的に取り組んでこなかった。だが近年、社会全体でこ

れまで以上にアーカイブという考え方が重視されるように

なってきた。さまざまな機関やプロジェクトの営みを記録し蓄

積し、後世に伝え、活用しようという動きが出てきている。

　こうした気運の背景のひとつとしてIT技術の進展は欠か

せない。記録し発信する媒体が発達して、文書はもとより画

像や音声など手軽にアーカイブ化することができる。それを

ネット上で公開し、発信することも容易になった。多様な人

が参加してデジタルアーカイブを構築する動きがある14）。

　また日本が成熟社会を迎えつつあることも考えられる。内

外のさまざまな知見を吸収して手本とする。そのようなマイ

ンドから、自らの営みを振り返り、そこから将来を見すえて

いく。そうした姿勢がこれまで以上に重視されるようになっ

てきた。そのときに組織記録を蓄積し、共有するアーカイブ

の機能が着目される。

　こうした要因に加え、公的機関のアーカイブズの取組みを

後押しするものとして、公文書保管法の制定がある。平成21

（2009）年に「公文書等の管理に関する法律」が制定された。

法律の前文で、国や独立行政法人等の活動の記録である公文

書は、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源で

ある、とされている。これらの公文書を適正に管理し、利用
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等を図ることで、国や独立行政法人等の活動について現在及

び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすることを

目的としている。

　法律の対象は政府及び政府系の機関に限られている。ただ

し、第34条に地方公共団体の文書管理が定められている。「地

方公共団体は、その保有する文書の適正な管理に関して必要

な施策を策定し、及びこれを実施するよう勤めなければならな

い」とされている。あくまで努力義務を規定であるが、公立の

ミュージアムは公的機関として意識する必要があるだろう。

（3）ミュージアムアーカイブズ構築の課題

　アーカイブズに対する意識が高まる中で、なぜ日本のミュー

ジアムでは組織記録のアーカイブ化が低調なのか。構造的な問

題があると思われる。いくつかの要因を挙げてみたい。

①人手不足

　もっとも端的な理由は、「手が回らない」ということだろ

う。日本のミュージアムの常勤職員の数は平成20（2008）年

の調査によると平均6.6名。そのうち学芸系職員は平均2.35人

である。平成 9 （1997）年の調査では常勤職員数は平均7.97

人、学芸系職員は2.72人で減少している。その分、非常勤職

員の占める割合が増加している。平成 9 年では1.69人であっ

たのが、平成20（2008）年では2.14人となった15）。

　近年、コストを削減されつつ、集客や収益を伸ばすよう求

められる。少ない人数と予算で、これまでよりたくさんの仕

事をこなすことが当たり前のようになっている。通常の仕事

で手一杯なのに、ミュージアムアーカイブズの仕事を加える

ことなど、とうていできない。ミュージアムアーカイブズの

意義は認めるとしても、余裕がないという館が大半ではない

だろうか。

②記録管理・アーカイブ概念の未成熟

　一番本質的な要因は、ミュージアムのなかで記録管理・アー

カイブズという考え方が定着していないということである。

ミュージアムの場合、収蔵品に関する記録や文書の整理・保

管は、学芸部門が所管して一定程度なされているだろう。そ

うでなければ適正なミュージアムとは言いがたい。また一方

で組織運営のために必要な起案文書等の文書管理は管理部門

が所管している。国公立館は、行政が所管する機関として責

務が生ずるし、私立でも公益法人の場合、一定の文書の整備

と開示が求められる。　

　だが、そこから漏れる活動の記録は数多い。展示、教育普

及活動、調査研究などで出版印刷されたもの、動画・静止画

の記録、手書きの調査メモ、書簡など、種類も形態も多様で

ある。これらは、収蔵品管理の文脈にも、組織の文書管理の

流れにも乗らないとすれば、どうなるか。どこの部署で誰が、

どのように管理・保管するかあいまいとなる。たいていは担

当者が、個別に持っているということなる。何があって、ど

のように整理して共有するか。ルールがない場合が多いので

はないだろうか。

　館の活動の記録資料の大半は、学芸部門でもなく、管理部

門でもなく、個々の職員次第ということになりがちだ。組織

構造の谷間に置かれている。ある館で開館10周年を記念して、

歴代の展覧会のポスターを展示しようということになった。

しかし、すべてそろわず、他の館がたまたま保管したものを

借りた。そんな話をきいたことがある。取り扱う収蔵品の来

歴などをこと細かに調査し、資料を収集するが、自身の館の

歴史を語る記録資料には無頓着という「紺屋の白袴」のよう

なことになってしまう。

　このようにミュージアムの多くは組織記録については、運

営上に必要な起案文書等の管理を除き、現用記録を対象とす

る記録管理（レコードマネジメント）の体制が未確立であり、

非現用記録を対象とするアーカイブ化する仕組みもあいまい

であるということになる。

③当事者（＝アーカイブズ担当）の不在

　記録管理やアーカイブ化の取組みが未確立であれば、その

ことに主体的に取組む担当者が不在ということになる。

ミュージアムアーカイブズの「当事者」がいないということ

だ。本来であれば、レコードマネージャー、アーキビストの

養成を受けた人材を確保すべきである。だが、通常業務が人

手不足であるとしたら新たな人材の確保はむずかしい。

　だからといって学芸員や司書、あるいは管理部門が対応で

きるかというと、それも容易ではない。学芸員はあくまでも

収蔵品の管理を使命としている。それ以外の館の組織記録を

扱うアーキビストしての知見を有しているわけではない。

　一定の規模の館であれば司書がいて図書資料の整理公開を

行っている。館が刊行した印刷物を司書が扱うことは多いだ

ろう。ただ司書は、「非図書資料」とされる一枚ものの印刷物

（エフェメラ）や、記録資料などの扱いに不慣れで苦慮するこ

とが多い。どうしても図書資料の整理公開が優先される。

　また管理部門の文書管理担当者は、監査や情報公開を念頭

に文書の保管・整理を行っている。学芸部門が生み出す、展

示や教育普及活動、調査研究に関するさまざまな記録を扱う

動機がなく、そこまでの仕事を担う専門性を求めるのは酷で

あろう。

④制度上の問題

　公立館のミュージアムアーカイブズの発展を損ないかねな

い制度上の問題もある。指定管理者制度である。この制度で

は設置者である自治体は、館運営の組織記録を直接扱うこと

は限定的である。指定管理者が管理することになる。

　収蔵品とそれに伴う記録や情報、管理運営上、必要な文書

については、設置者の指示で指定管理者がたとえ交代しても、
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次の指定管理者に引き継ぎ、維持継続することになっている。

ミュージアムアーカイブズについても同様の措置をとれば、仕

組みの上では館の組織記録は受け継がれていくことになる。

　ただ実際に指定管理者が交代する段に、それが適正に機能

するだろうか。競合する他者、いわば商売敵に、自分たちが

培ったノウハウや蓄積をみすみす引き渡すということになり

かねない。形式的で表面的な引き継ぎだけして、組織記録の

肝心な部分は、提供しないということは考えられる。

　永きにわたり事業を継続することを旨とする。これが

ミュージアムという機関である。ここに競争原理を過度に働

かせることで、モラルハザードを生み出しかねない。本来、

人びとの共有の財産となる文化資源が失われかねないのであ

る。公立ミュージアムの公共性・公益性を維持・増大させて

いくには何が適切か。こうした観点からこの制度の運用につ

いて、設置者は慎重に対応する必要があるだろう。

　では日本でこれからミュージアムアーカイブズの活動を進

めていくには、どのようにすればよいか。これまで指摘した

問題点の裏返しになるが、考えられることを挙げてみたい。

①組織としてアーカイブズの活動を位置づける

　まず館としてのミュージアムアーカイブズの活動を明確に

位置づける必要がある。これ欧米の文献でも強調されている。

『ミュージアムアーカイブズ・ガイドライン』では、ミュージ

アムアーカイブズは、その活動の使命・役割を明確にすべき

としている。またミュージアムの中で独立した部門であるべ

きとしている。

　これにならえば、館内で果たす役割など基本方針を示して、

所管する部署・担当、業務の範囲を予め明確にすべきであろ

う。こうしてはじめて記録管理・アーカイブ化が館の中のひ

とつの業務として位置づけられる。組織としての対応が可能

になる。

②担当者を決め、ノウハウを交換する

　組織として位置づけを明確にするということは、業務の流

れを定め、所管する部署・担当者を決めるということである。

先に述べたように、レコードマネージャーやアーキビストと

して養成され、実務経験を持つ人が担当することが理想であ

る。だが現実的には難しい。そもそも日本ではレコードマネー

ジャーやアーキビストの業務に即対応できる人材が限られて

いる。

　またミュージアムの現場でも新たに人材を確保することは

困難だ。すでに指摘したとおり人手不足が常態化している。

となると学芸員や司書が他の業務を抱えながらミュージアム

アーカイブズの活動を担わざるを得ない。

　何から着手できるか。最低限やれることはなにか。現実を

見極めて対応せざるを得ない。おそらくひとつの館で担当者

が抱え込んでも限界がくる。同じような課題に向き合ってい

る人たちと課題やノウハウを共有してはどうか。先に紹介し

た東京国立博物館や東京国立近代美術館など、ミュージアム

アーカイブズに近い活動をしている館が集まり、研究会を開

催し、ミュージアムアーカイブズに関する課題やノウハウを

共有してはどうだろう。

　こうした成果を拡げていくことも考えられる。全国美術館

会議の中に、情報・資料研究部会がある。平成21（2009）年

から平成23（2011）年にかけて「美術情報・資料の活用」と

いうセミナーを開催していた。当館の職員も何度か参加した

が、内容が実践的で有用である。こうした枠組みを活用して

ミュージアムアーカイブズに関するセミナーを行うものひと

つの方法であろう。

③生成される資料のアーカイブ化

　では、手始めに何から手を付けるか。残っている古い資料

に目が向くのは当然だ。保存措置を講じなければならないと

したら、一刻も早く対応する必要がある。また累積した未整

理資料をどう扱うか、考えなければならない。

　だが、未整理資料の整理（遡及ドキュメンテーション）は

時間と手間がかかる。いつ終了するか見通しがつかないこと

もある。これ以上、未整理資料を増やさないことが重要だ。

そのためには現在、日々生成される資料をアーカイブズ化す

ることが先決となる。まずは、そのための仕組みづくりにと

りかからなければならない。必ず保存するものは何か。業務

に伴って生まれた記録資料をどの時点で評価選別するのか。

整理や公開の手順をどのように組み立てるのか。文書のライ

フサイクルに合わせて、リテンション・システムを構築する

必要がある。

④文書管理のライフサイクルとの連動

　従来の文書管理のサイクルとミュージアムアーカイブズの

活動を接合させる必要がある。文書の保存年限が来たら、処

分するのかアーカイブズ資料と位置づけ、永年保存するのか。

その決定はどのようなプロセスで行うのか。あるいは、そも

そも永年保存しアーカイブズ資料として扱う記録を予め選ん

でおかなければならない。

⑤公開体制

　収集保管したアーカイブズ資料に、利用者はどのようにア

クセスできるのか。公開の方法を検討する必要がある。原資

料の閲覧公開の体制は構築するとしても、今やインターネッ

トを通じた発信・公開を検討することは必須であろう。コス

トをさほど掛けず、全世界で利用を促す事になる。

3 ．東京都美術館の取組み

（1）ミュージアムアーカイブズ前史

　東京都美術館は88年の歴史を有しているが、館内にあり把
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握されている記録史料は網羅的ではない。現在把握している

のは建築図面、旧館時代の家具調度品、文書、ポスター・チ

ラシ等の広報印刷物、記録写真である。暫定的にデータが登

録されているのが2100件あまりとなっている。

　記録資料が網羅されていない要因はいくつか考えられる。

まず建物の変遷である。昭和52（1977）年に東京府美術館時

代から使われた「旧館」が取り壊され、現在の建物である「新

館」に移った。また組織の変遷も影響している。平成 7（1995）

年の東京都現代美術館の開館も大きい。収蔵品や企画展、教

育普及事業、公開美術図書室の機能は現代美術館に移管され

た。さらに平成14（2002）年には所管が東京都教育委員会か

ら生活文化局に変更された。こうした動きの中で記録や文書

を保管する体制が美術館の現場で継続されなかった面が否め

ない。

　なお、東京都美術館に関してリニューアルオープン前に

ミュージアムアーカイブズにつながる取組みが行われてい

た。東京都美術館の活動を引き継いだ、東京都現代美術館が

開館10周年記念展として平成17（2005）年に「東京府美術館

の時代	1926-1970」という展覧会を開催した。この展覧会は

かつて東京都美術館で行われた時代を画す展覧会を再構成す

るものである。図録に加え資料編も刊行され、貴重な資料の

発掘と公開が行われた16）。

　また平成19（2007）年には『東京都美術館80周年記念誌　記

憶と再生』が刊行された。本来は周年史の刊行を機に資料や

記録が収集され所在が確認できる。そこでミュージアムアー

カイブズの前段の作業がなされるはずである。だが『80周年

記念誌』が編纂されたときは、そのようはならなかった。組

織としての取組みが充分ではなかった。

　それゆえにリニューアルを契機にミュージアムアーカイブ

ズの体制を構築することが肝要となった。収蔵品のほとんど

を現代美術館に移管し、わずかなコレクションしかないこと

も、ミュージアムアーカイブズに取組む要因である。収蔵品

の蓄積が望めないのであれば、活動の記録を蓄積していくこ

とで、美術館活動の進展を促し、博物館学や文化史に貢献し

ていくということである。

（2）当面の取組み

　そこで当面できる活動として次のような取組みに着手し

た。

①館の歴史資料の整理・保管

　現在、美術館に保管されているアーカイブズ資料のうち、

旧館時代の建築図面・家具調度品・主な文書、新館開館以降

に開催された展覧会のポスター・チラシの目録等を作成した。

平成26（2014）年度より「佐藤慶太郎記念	アートラウンジ」

の端末にて昭和50（1975）年以降の展覧会ポスター・チラシ、

旧館家具の写真のデータ公開を開始する。

②館の歴史に関係する資料の所在調査

　「東京都美術館ものがたり」展に向けて、館の歴史に関する

資料の所在調査を行った。具体的には、創設に深く寄与した

佐藤慶太郎関係の資料を遺族の協力を得て調査した。これま

で実物が公開されたことのなかった直筆の揮毫を展示するこ

とができた（図 2 ）。

　また美術館が主催した展覧会のポスターで、当館が保管し

ていないものについて、東京都現代美術館の美術図書室で収

蔵の有無を確認した。

③館の歴史、過去の活動に関するオーラルヒストリー、資料

調査

　美術館の創設から当館にゆかりのある展示設営の関係者に

聞き取りを行った。美術館の歴史と地域の歴史がどう交錯し

たのか、これを調べ紀要で報告した17）。

　またアート・コミュニケーション事業に関するアーカイブ

研究会を平成24（2012）年10月に開催した。リニューアル

オープンを機に新たに立ち上げたアート・コミュニケーショ

ン事業は、人と作品との体験的な関わりが生まれるプログラ

ムの開催を通じて、人と人、人と作品といった個をつなぐ活

動を行うものである。この事業の一環として、東京都美術館

の歴史のなかで、人びとがどのように美術館を拠点に関わり

合っていたかを掘り起こす研究活動を行った。

　具体的には1970年代から80年代に行われた文化事業「造形

講座」と、そこから発展した受講者による「自主造形講座」

の活動を振り返り、それが今日の美術館の活動とどのような

つながりがあるのかを検証することをめざした。公開研究会

として、当時の関係者にインタビューを行った。関係者の方々

から持ち寄られた当時の貴重な資料は、研究会当日にアート

スタディルームにて展示した。それらは後日デジタル画像と

して保存され、データベース化されている（図 3 ）。

　当館に所蔵されている記録資料は限られているが、このよ

図 2 　「東京都美術館ものがたり」展　会場風景
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うにテーマを設定し呼びかけていけば、多くの資料が把握で

きる。当館の公募美術団体による展覧会に関わった人は膨大

に存在する。所在調査やオーラルヒストリー、寄贈の呼びか

けなど、「収集アーカイブズ」に取り組むことが当館のミュー

ジアムアーカイブズを充実させていく鍵となろう。

④随時生成される活動記録の共有と保存

　本稿第 2 章の課題でも述べたように、遡及的な資料整理は

おろそかにできないが、現時点で生み出される記録資料の保

管と整理の体制を構築すべきである。収集漏れや未整理資料

が生じないように、予め永年保存するものを定め、収集保管

する必要がある。具体的には、展覧会の図録やポスター・チ

ラシ、展覧会関連事業のチラシ、アート・コミュニケーショ

ン事業で作成したリーフレット、チラシ、キットなどを、作

成され次第保管している。

　またアート・コミュニケーション事業のアーカイブ化につ

いて、国立情報学研究所と共同研究を行っている。鑑賞体験

やワークショップなど、いわゆる美術館の教育普及活動は記

録が残りにくい。展覧会にはカタログが、収蔵品には目録が

あるのに較べると、教育普及活動は意識して記録を行わなけ

れば、形に残りにくい。

　アート・コミュニケーション事業では随時、活動を動画で

記録し、必要に応じて編集し公開している。また東京藝術大

学と連携して実施している「とびらプロジェクト」では、打

ち合わせの記録をホワイトボードに書いてデジタルカメラで

撮影し、内部の掲示板にアップして共有している。また掲示

板では随時、意見交換が行われている。こられのやりとりが

蓄積されれば、自ずと活動の記録となりアーカイブ化されて

いく。こうした記録をアーカイブ化し、ウェブサイト等で発

信する方法を研究している。

　このような一連の取り組みは、同時並行で進んでおり、ま

だ体系的に整理されていない。レコードマネジメントやアー

カイブズの知見が豊かなスタッフがいるわけでもなく、手探

りで始めたというのが正直なところである。ミュージアム

アーカイブズの活動に専念できるスタッフの確保も困難であ

る。他の業務とバランスを取りながら活動を継続し、充実し

ていくことが課題である。

　先に日本のミュージアムアーカイブズの課題をいくつか挙

げたが、東京都美術館はこれらを踏まえ、ひとつひとつ明確

にして、アーカイブを体系的に構築することが必要である。

平成28（2018）年には90周年、平成32年にあたる2020年に

は東京オリンピックが開催される。上野も文化プログラムの

一つの拠点としての役割を果たすであろう。こうした取組み

を記録し、事後に検証できるようにするためにも、ミュージ

アムアーカイブズの取組みはますます重要となる。そして平

成38（2026）年に、東京都美術館は開館100周年を迎えるこ

とになる。それまでミュージアムアーカイブズ活動を軌道に

乗せ、100周年史の発行、歴史をふまえた展覧会の開催等に

ついて検討する必要があろう。

　本稿は東京都美術館のミュージアムアーカイブズ活動の前

触れである。今後、持続的に活動を行い、一定の蓄積をした

上で、改めて報告する機会を持ちたい。
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