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博物館は情報発信に
積極的か消極的か



アクセス権

• ミュージアム側は市民や来館者に対してアクセス権を保障しなけれ
ばならず、また説明責任（アカウンタビリティ）が伴う。近年では、アク
セス権の保障とともに「参画性」participationも重要であると指摘され
ている。

水嶋英治「ミュージアム・マネージメントの基礎概念」『ミュージアム・マネージメント学事典』、学文社、2015



コレクションの記録

• ミュージアム資料・コレクションにはその資料の由来・来歴が明らか
になっていなければならない。逆にいえば、記録保存のないコレク
ションはミュージアムの資料としては不適格である。コレクションの記
録はアクセス権を保障することでもある。

水嶋英治「ミュージアム・マネージメントの基礎概念」『ミュージアム・マネージメント学事典』、学文社、2015



では、
なぜ博物館はオープンすることに
「消極的」だといわれるのか？



シャルリー・エブド襲撃事件（一例）

• 2015年1月7日に、フランスにある風刺週刊誌を発行している「シャルリー・エブド」本社
を武装集団が襲撃し、警官2人、編集長、風刺漫画の担当者、コラム執筆者ら合わせて、
12人を殺害した事件。「表現の自由」と「報道倫理」をめぐる議論が起こった。

• シャルリー・エブド編集長は「・・・それは言論の自由でもあります。宗教は政治的な争点
となるべきではありません」などと反発。

• 潘基文UN事務総長は、「正当化出来ない、恐ろしい犯罪であり、民主主義と表現の自
由への直接攻撃」であると激しく非難。

• Twitter上では、攻撃を非難し、犠牲者との連帯を示すキャンペーンが自然発生的に始
まり「Je suis Charlie（私はシャルリー）」という文字が入った画像を多くのユーザーが投稿。

図書館的？？ 博物館的？？

• フランシスコ教皇は、「挑発してはいけません。他者の信じるものを侮辱してはいけませ
ん。そして信仰を茶化してはいけません」と言及し、表現の自由には限度があるとの見
解。



国際博物館会議（ICOM）職業倫理規程①

•文化的に慎重さを要する資料
• 遺骸および神聖な意義を持つ資料は、安全に所蔵されかつ敬意のこもった
保管が可能な場合のみ取得されるべきである。これは専門職業上の基準に
則り、かつ知られている場合にはそれらのものの由来する地域社会あるい
は、民族的もしくは宗教的団体の構成員の利益と信仰に矛盾しない方法で
達成されなければならない。

•慎重さを要する資料の展示
• 遺骸および神聖な意味のある資料は、専門的な基準に従った方法で、知ら
れている場合はそれらの資料が由来する地域社会、民族もしくは宗教団体
の利益と信仰を考慮に入れつつ陳列されなければならない。それらは、す
べての人々が持つ人間の尊厳の気持ちに対する深い察知と尊敬をこめて
展示されなければならない。



国際博物館会議（ICOM）職業倫理規程②

•所蔵品が由来する、もしくは博物館が奉仕する地域社会との密接な
協力のもとに行う博物館の業務
• 基本原則：博物館の所蔵品は、それらが由来する地域社会の文化的および
自然の遺産を反映する。そういうものであるから、それらは、国の、地域の、
地域の、民族的、宗教的もしくは政治的独自性との強い類縁性を含みうる、
通常の属性を越えた性格を有する。したがって、博物館の方針はこの可能
性に応えなければならない。



国際博物館会議（ICOM）
京都招致
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ＩＣＯＭ（国際博物館会議）とは

1946年設立（本部・パリ）
UNESCOと公式な協力関係を結んでいる非政府
団体（NGO）で、137の国・地域に30,000人以上
の会員（その多くは欧米諸国）

第1回総会（1948年、パリ）
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ＩＣＯＭのミッション

国際的なレベルで、博物館および博物館専門
職のプロモーションと発展に努力。

 地球規模で博物館と博物館専門家を代表する
団体として、UNESCOと協力関係を保ち、国連で
は経済社会理事会の諮問資格を有する。

 主要なミッションは、次の４つ。
①文化財の不法輸出入の防止
②リスク・マネージメント
③文化と知識の普及促進
④有形・無形遺産の保護
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ＩＣＯＭの役割

 ＩＣＯＭ規約を制定（1948年制定、2007年改訂）

 ＩＣＯＭ職業倫理規程を制定（1986年制定、2004
年改訂）

 国別に組織された117の国内委員会と、博物館の
様々な専門分野に即して組織された30の国際委
員会があり、それぞれに年次会合などを開催し、
博物館に関わる情報交換や知識を共有。

 ３年に１回総会を開催（今年８月に第23回総会を
ブラジル・リオデジャネイロで開催。）
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ＩＣＯＭによる博物館の定義

・ "A museum is a non-profit, permanent institution in 
the service of society and its development, open to 
the public, which acquires, conserves, researches, 
communicates and exhibits the tangible and 
intangible heritage of humanity and its environment 
for the purposes of education, study and enjoyment. "

・ 博物館とは、社会とその発展に貢献するため、有形
無形の人類の遺産とその環境を、研究、教育、楽しみ
を目的として収集、保存、調査研究、普及、展示をお
こなう公衆に開かれた非営利の常設機関である。

（ICOM Statutes第３条第1項）
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ＩＣＯＭ職業倫理規程

「イコム職業倫理規程は、国レベルの法律では多様で一貫
性に乏しい公的な規定の主要な部分における専門職の自
己規制の手段を提供する。それは、世界中の博物館の専門
職員が無理なく待ち望んでいる行動および実践の最低基準
を設定したものであり、博物館の職業に求められる理にか
なった公衆の期待を表明したものである。」

（ICOM Code of Ethics）

「博物館の原則」、「博物館関係者の行動規範」を制定

（2012年7月 日本博物館協会）
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 2013.3.27 ＩＣＯＭ大会招致検討委員会報告

 2013.12   ICOM本部、中国、韓国及びイタリア調査

Milano Seoul Beijing
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 2014.1１.26 ICOM日本委員長の意思表明書を
ICOM本部に提出

 2015.1.30  申請書をICOM本部に提出

 2015.6.3  パリで開催されたICOM諮問委員会に
おいて、ICOM大会の京都市での開催が決定

テーマは、“Museums as Cultural Hubs；
The Future of Tradition”
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ＩＣＯＭ大会招致検討委員会報告書①
（２０１３年３月２７日）

ICOM 大会を我が国で開催することは、我が国の文

化振興や文化の発信を通じた国力の増強のみならず、
博物館の社会的役割や必要性を広く一般に知らしめる
ことも可能となり、我が国の博物館運営の基盤強化に
つながることが期待される。激変する社会の中で、博物
館業務は飛躍的に高度化・専門化しており、博物館は
これまで以上に国際的な視野のもとで運営されていか
なければならないことを多くの者が認識するいい機会と
なるであろう。
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ＩＣＯＭ大会招致検討委員会報告書②

ICOM 大会の開催は、それ自体が目的なのではなく、

今後の我が国の博物館の振興や博物館学の発展に向
けた第一歩に過ぎない。したがって、一人でも多くの博物
館関係者の参加を得ることはもちろん、これを契機に日
本国民一人一人が博物館の社会的役割とその重要性に
気付くことのできるような内容を心がけ、博物館法をは

じめとする法制度の改善や関連予算の拡充につなげて
いく必要があるだろう。そして博物館を通じてアジア諸国
をはじめ世界に文化発信することにより、我が国の国際
的地位の向上とより一層の国際交流の促進が図られる
よう努めなければならない。
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今や､自国の法律だけでなく、相手国の文化財保
護法や著作権、保険等の問題などを研究しなけ
ればならない時代に突入している。

グローバリゼーションの時代では、博物館の運
営と経営は国際的な視野のもとで行われなけれ
ばならない。

そのためには、博物館の国際連携は重要課題
(博物館政策、文化政策 ➔ 博物館外交)
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国際社会の時代における博物館運営



博物館（M）における日本情報の
海外発信～その課題と展望～



「博物館の国際化」

• 「博物館の国際化」というと聞こえが良い。

• しかし、日本の博物館にとってICOM大会招致というのは、「国際標準」と
されるものの荒波に自ら漕ぎ出していくということ。
• 例：柔道の道着が青になったこと等。
• つまり、「国際化」は「合理化・近代化」であり、「『伝統』からの脱却」でもある。また、
議論の渦中に入ることでもある。

• そのことに気付かずに船に乗りかかっている日本の博物館関係者も多い
のでは？

•積極的な公開・発信というのは博物館の資料・情報を「国際化」するとい
うこと。ただし、博物館の場合、一部の資料に対して文化的に慎重になる
べきだとする考え方があり、その考え方自体も「国際的」な倫理規程。

•公開を前提とした刊行物が多い図書館資料の公開とは性格を異にする。



批判に晒されやすい博物館等資料の収集・活用

• 特定の宗教を挑発する風刺画

• 遺骸（ミイラ、干し首など）

• 神聖な意義を持つ資料（アイヌ民族資料など）

• 極めてパーソナルな内容の故人の日記や履歴書など

• 現在では差別用語とされる表現が散見される内容の日記や古文書など

• 誰かの残虐な死に方を生々しく描いた日記など

• 寺院の本尊

• 神風特攻隊員による遺書など（世界記憶遺産に申請予定）

• 軍艦島などの明治日本の産業革命遺産（世界文化遺産候補）

• 略奪・不法輸入されたとされる資料・作品

• 見世物的要素が強い動物、捕獲の方法に問題があるとされる動物の展示



意識のオープン化

• モノをオープンにすることに対して「消極的」である以前に、議論の渦
中に入ることに消極的。研究者は別として、議論を戦わすことに慣れ
ていないのでは？喧嘩ではない。議論である。批判的思考である。

•重要なのは、都合が良かろうが、悪かろうが、モノをオープンにする
前に、さまざまな議論に対してオープン・マインドになることである。

• （パブリックドメインに入った）「創作物」の活用のされ方は、「人類共
有の財産として新たな創造の糧にしていく必要性」と「博物館倫理」
とのバランスが大切。他者への配慮も、オープン・マインドであれば
こそ。


