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第２回 琵琶湖文化館機能継承検討懇話会 会議録（概要） 

 

日  時：令和元年８月２３日（金）14：30～16：20 

場  所：大津合同庁舎７－Ｂ会議室 

出席委員：石丸会長、岡田委員、佐藤委員、髙梨委員、根立委員、福家委員、藤田委員 

（欠席：伊熊委員） 

県出席者：中嶋部長、西村次長、村田管理監、小林課長 

美の滋賀企画室：青山室長、八代室長補佐、新井主幹 

文化財保護課：青根参事、井上主幹 

近代美術館：木村副館長、和澄学芸員、大原学芸員 

 

【議 事】 

１ 開会 

２ 議事 

  （１）琵琶湖文化館の後継施設の位置付けについて 

  （２）琵琶湖文化館の後継施設に必要な条件について 

３ その他 

 

【発言概要】 

（１）琵琶湖文化館の後継施設の位置付けについて 

○委員 

 前回の委員の皆様方の御意見というのは厳しいご意見で、やはり残された時間が少ない

ので、スピード感を考えてやっていくということ、それとやはり文化財というのは本当に

かけがえのないものであり、保存と展示、公開というのは全く矛盾することをしていくこ

とであるので、文化財の保存に関する何か防御性の高い施設みたいなものが必要かと思う。 

 今回、近代美術館と琵琶湖文化館の後継施設との関係性についてということであるが、

やはり近代美術館の中で、文化館の全てを継承することは、私は、正直言って難しいので

はないかと思う。 

立地の問題や予算的な問題など、クリアする部分が多いとは思うが、それらを度外視し

てお話しさせていただくのであれば、そのように考える。 

 

○委員 

 観光の観点からであれば、見せる、活用、発信ということに関して、非常に加速させて

いくべきと思っている。 

 その反面、継承、保存についても、スピード感を上げていく必要がある。何よりも一番

大切なのは時間であると思うし、守るべき文化財はどんどん増えていく。 
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 文化財を保存、継承していく過程の中で、当然専門性の高い知識を持った人材の育成が

非常に重要となってくるかと思う。文化財を守るために、人を十分に育てていく、そして

見せるということに関しては、既存のものを使いながらあるものを活用することが良いと

思っている。 

 ちょっと抽象的な言い方ではあるが、ないものをねだって時間をかけて議論をすること

よりは、あるものを大いに活用して可能な範囲内でおさめていくことを望む。 

  

○委員 

 論点を今改めて確認すると、近代美術館の拡張を進めるべきか、あるいは独自性の高い

ものとして別に整備するかということであり、ここを改めて議論する必要があるというこ

となので、改めて考えると、幾つか思うことはある。当時の判断としては、ある組織を統

合するか分離してやっていくのかという議論があったと思うが、当時は統合する方向での

考え方が出たわけである。これはやはりメリットがあったと思う。まずは合理的であると

いうこと、あと横断性、柔軟性、拡張性などを見越していた。新しいものを目指してつく

り直していこうという気持ちがあって、統合されたという面もある。 

 分離したほうがいいという議論は、組織論的には常に統合するか、分離するかであり、

分離したら当然、もとの専門性は担保されるので、現場的にはそのほうがありがたいとい

うことになるが、ただ当時の判断としては統合して新たなものをつくり出していこうとす

る方向に考えられたと思う。この判断は、やはり県全体を俯瞰した県のブランディングや、

文化関連をどういう方向に持っていくかという大きい方向づけの中での判断があったので

はないかと思う。 

つまり、合理性だけではなくて、そういったブランディング的な視野もあったと思って

おり、そこはとても大きいことであるので、改めて言っておかなければいけないと思う。 

 あと、もう１点思うことは、芸術はスポーツと同じように、今、世界共通のインフラス

トラクチャーになっており、みんなで国際交流をしたり、世界平和に貢献しているところ

がある。その中で２つ特徴的なことがあり、１つはそうやって広まった芸術が、今、各国

のアイデンティーとか民族性とか歴史性のようなものを現代美術の中にどうやって取り込

んでいくかということが非常に大きなテーマになってきている。これは21世紀になって顕

著である。 

 もう１つ、21世紀になって顕著なことは、やはり現代芸術がすごく社会的な視点、社会

的課題に直接関与するような方向性をはっきり打ち出してきており、世界的にそういう方

向に動いている。つまり、ソーシャリーエンゲージドアートという言われ方をするが、そ

ういう社会的関与が深い芸術は、今の現代芸術の一つの主流になってきている。 

 そういう２つの点から考えて、今回の新生美術館のコンセプトというのは、非常にこの

現代芸術の動向にのっとった先を見越した、かつ今、先端的な構造にフィットした非常に

現代的でユニークな考え方であると、そういうことが言えると思う。 
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 特に日本の芸術は、古典的な日本の独自の文化とは少し乖離があるので、やはりそこを

どう接続していくかということが芸術分野において大きな問題として残っていて、そうい

ったことを県の美術館が率先して問題解決する方向での戦略を提示したということは、大

変大きな画期的な出来事であったと私は思っており、近現代を中心として横への広がりと

してのアールブリュット、そして歴史的広がりとしての神と仏の美という形で、横や縦の

広がりの軸を持った、そういう新しい美術館構成になっていたと思う。ここは非常に画期

的なところで、この考え方は大変優れたものがあったと。このような考え方を持たれたの

は、時間的には大分たってしまったが、すばらしい考え方だと思っている。 

 基本的には、私はその判断を支持したいと思うし、今現在もその考え方を変える必要は

ないと思っているが、ただ、この考えが示されてからかなりの時間が立っており、この理

念は大切と思うが、現実的には現場がついて来ることができず、具体化がなかなかうまく

いかないという問題はあったと思う。 

 あとは入札不落の問題、そして社会情勢も変化してきた。これは日本遺産の認定を受け

たことや文化財保護法の改正の問題、あと少子高齢化が進んでいるようなことといった社

会状況の変化というのが当然あるわけで、当時の理念や判断は大変すばらしいと今でも思

うが、現実問題として、そういう社会状況の変化ということは、見過ごせない問題がある

と思うので、改めて検討する必要があるのであれば、そしてまた新しい企画をどうしても

打ち出していかねばならないのであれば、そこは再検討しても仕方ないと思う。 

 

○委員 

 実際、近代美術館と一緒になるのか、あるいは独立した組織としてやるのかということ

であるが、私は予算があれば専門的な館をそれぞれつくるというのは、基本的には賛成で

ある。ただ、実際問題、当然、予算の問題があって、そういう状況の中で、それぞれ独立

したものをつくるとなると、どちらも中途半端なものしかできない可能性があって、それ

はやはり困る。 

 今のお話にあったように、一つの理想を追いかけるような組織をつくろうとしたが、う

まくいかないという状況があり、それを動かすということになると、前と同じようなこと

をやっても、なかなか恐らく予算がつかないのではと思う。 

 そういうことを考えると、実際に、専門的な館を２つつくるということであれば、私は

同じ場所でそれぞれの別の組織をつくって、ただし運用の面で一緒にやっていける部分は

一緒にやっていくということで、新たに予算要求をするのが見通しがある気がする。 

 そうでないと、今、従来のような一つの理想論があっても現状は動かないという気がす

る。 

 

○委員 

 機能継承という面では議論が出尽くしているという冒頭の御指摘もあり、確かに博物館
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の果たすべき機能はかなり決まっていることだと思うが、基本的には、それは必要条件で

あり、十分条件にはなっていってないと思う。先ほどのお話にあったように、現代美術で

あれば社会情勢の変化によって新しいものが出てくるが、文化財の分野については、やは

り国際的な視野も必要と思うが、滋賀県らしさというのがなかなか諸刃の剣みたいな話で、

滋賀県を内向きにしてしまうのか、それとも外側に開いていくのか、滋賀の美の入口とは

どういう入口かということである。 

 新生美術館の協議の中では、文化財の運営についてはあまり議論が尽くされていなかっ

た部分だと思う。滋賀県が寄託を受けている、持っている文化財は質、量ともに滋賀県の

枠の内に収まるものではないし、国のレベルはもとより、国際レベルの普遍性を持ったも

のであり、それも古い時代から近年まで揃うという希有な県の一つであるから、それをど

のような形で生かしていくか。滋賀県らしさというのは、内向きではなくて、外の人たち

にどういう形で持っていくか、それも国際的にどのように持っていくか。つまり、どのよ

うな特色のある美術館や博物館が必要なのかということを考えていくと、近代美術館で持

っている小倉遊亀さんとか野口謙蔵さんの作品や、滋賀県ゆかりのものも、国際的なもの

だと思っているので、国際的な視野の議論が欠けていたと私は感じる。 

 これだけ社会情勢も変わってきている中で、神と仏の部分については、新しい施設とす

るのであれば、人に来てもらえるような施設としなければいけないし、どこに建てるのか

というのは、これから議論が出るか分からないが、都市計画において、この博物館や美術

館というのは非常に大きな役割を果たしており、そういう視野も当然要ると思う。あと、

同一敷地に建てるということと近代美術館という一つの箱の中に三つの機能を入れること

の議論がごっちゃになっていると思う。とりあえずは神と仏の美について、単に、それに

見合った収蔵庫の広さが十分にあるとか、それに対して展示のスペースがこれだけあると

いう数字だけのものでなく、何を滋賀県のものとして世界に向けて発信するか。前の新生

美術館の計画は、同一敷地どころか、一つの建物に三つの機能を盛り込むことにそもそも

無理があった。だから、止まったという側面も否めないところがあるので、やはり、これ

からつくるのに相応しい、本当に人がたくさん来ていただける、滋賀県を知っていただけ

る施設を造らないといけない。日本遺産についても、琵琶湖とその水辺景観に加え、今年

になってから西国三十三所札所も日本遺産に認定されたが、滋賀県には６カ寺の札所が入

っている。これらを知ってもらえるような施設を、新しい考え方を取り込んだものを、予

算の兼ね合いとは思うが、構想する必要があると思っている。 

 

○委員 

 今回の、琵琶湖文化館の後継施設を専門的につくるのか、近代美術館と一緒につくるの

か、ということについては、５回の会議のうち、早いうちに方向性を出しておかないと、

いつまでたっても話が堂々巡りになってしまうので、議論を尽くして早めに結論を出した

ほうがいいと思う。 
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 私の意見は、やはり文化館で扱ってきたような文化財と美術品を、一緒の場所に保管す

ることは、ハード面、学問の専門性ももちろんかなり違ってくるので、できれば別に、そ

れぞれで専門を生かした施設を２つつくるのが一番いいと前から思っていた。入札が不調

に終わったということで、予算的な問題でどうしても出来ないのであれば、それは仕方が

ないと思っていたが、県からどちらかの選択をして、いい方向に進めたいとのことであれ

ば、私はぜひ文化財の専門の施設にしていただくのが良いと思っている。資料の考慮すべ

き点、事項というところに書いてあるとおり、基本的な議論は尽くしていると思うが、滋

賀の場合は、お寺自体がなかなか存続できない、あるいは地域で守っているが、地域の共

同体がいつまで持つか分からないという状況で、何か金銭的な補助をしようにも受け取っ

てくれる人自体がいなくなってしまうようなことも将来、たくさん出てくると思っており、

そういう状況の中で、やはり地元の自治体がしっかり受け皿をつくっていただかないと、

なかなか誰も手を差し伸べることができない文化財が宙に浮いてしまうというのが一番困

ったことであると思っている。そういう面で保存継承の部分に重きを置いた施設をきちん

とつくっていただけるのが大変ありがたいと思う。 

 公開の部分については、以前の近代美術館で仏教美術の展覧会は何度か行われており、

展覧会については、それぞれが専門性を担保した上で、連携して、協力関係が持てるよう

な施設にしていただくのがいいと思う。 

 

○委員 

 さまざまな意見が出たが、おおむね文化館の後継施設については独立性の高い施設、専

門性の備えた組織として整備するという意見が多かったように思う。三つの美の考え方は、

引き続き大切にする、ただやはり施設的には前の近美に三つの要素を整備することはなか

なか難しいという意見が多かったように思うし、私自身もやはり滋賀県を、いわば歴史大

国・近江と言ってもいいくらいのところの文化財を、滋賀の他の美と一緒に束ねてやると

いう構想はやはりちょっと無理があるのではないかと思っていたが、三つの滋賀の美の考

え方について近代美術館と文化館後継施設との連携、役割分担が必要であるということも

言えると思うし、皆さんの意見も大体そういうことであったと思う。 

 事務局は今の意見を参考に検討内容をもう一度まとめられて、次回にもう少し具体的な

形でよい提案をしていただいたら、大変ありがたい。 

 

（２）琵琶湖文化館の後継施設に必要な条件について 

○委員 

 新生美術館実施設計における収蔵庫及び展示室の面積が書いてあり、1000㎡ぐらい要る

というお話だと思うが、琵琶湖文化館の現在の収蔵庫というのは、本館の２階、３階のス

ペースを言っているのか。安全に保存することを考えるのであれば、今の面積では少し厳

しいと思う。 
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新生美術館計画の1000㎡でも、将来的にいろんなお寺や集落からお預かりするというこ

とになると、これらの状況をクリアできるような収蔵庫の面積が必要と思う。 

 

○委員 

 今までずっと議論がなされてきて、この資料３にもまとめたような琵琶湖文化館の継承

施設に必要な条件や課題もしっかりと挙がっており、やるべきことは見えているのに、な

ぜ進まないのかという根本的な疑問が私の中ではずっと残っており、いろいろな方々の御

意見、お話を聞いても、ここまで問題が見えているのに、なぜ前に進まないのかというこ

とが非常にひっかかっている。世界を見ると、非常に有名な、多くの方が訪れる美術館が

あって、そこにいろんな文化、文明、美術品が収蔵されているが、滋賀県は歴史の宝庫と

言われているのにもかかわらず、資料に挙がっている程度の規模のもので、果たして今ま

で現場で携わってこられた皆さんは納得しているのか、非常に疑問に思っている。 

 せっかく現場での理想が非常に大きいのに、滋賀県の美術を世界に発信するために、こ

うありたいという思いがあるのに、前に進まない。社会的情勢ということだけで学芸員の

方も納得はしておられないと思う。とはいえ、お金の問題、社会情勢を無視して物事は進

まないと思うが、できる限り理想を大きく、計画としては現場の皆さん、文化財を守って

こられた方々が思っておられることを形にして、できることを時間かけて計画的に何次計

画と分けて順々に進めていかれるべきではないかと思う。 

 せっかく文化ゾーンをＰＲしていこうということで計画が立てられているのにもかかわ

らず、またあちらへとかこちらへとかいうのも少し違うという気もするし、滋賀らしい文

化ゾーンを世界に発信して、世界に通用するようなものに仕上げていくということを何世

代にも分けて続けていくべきではないかと。そうでないと、これだけの膨大な文化財を守

っていけない。いろいろな方々のいろいろな思い、いろんな御意見はあると思うが、やは

りするべきことというのは、ここに書いてあるように一つ示されていると思うので、これ

が進められるような形で何か議論がなされていって、着々と進んでいくと思う。 

 

○委員 

 後継施設に必要な条件についてであるが、文化財を大切にして守っていくことは、余り

にも当たり前ですごく大切なことであると思う。 

 そして、そのことは、新生美術館の計画の中で当初から議論されていたはずのことであ

って、ここに出てきている基本条件は全て当初からクリアされているはずのこと。だから、

そこは当然ながらも議論が尽くされていると思う。 

 ただ、この資料にもあるように、近年になって新しい時代に対応するためにいろいろ変

化があった、対応するべきこともやはりあるので、文化財保護法の改正とその他の状況変

化をにらんで、改めてここで新しい後継施設に求められている諸条件がきちんとまとめて

いかれているでしょうし、そこをしっかりとやれば結構かと思う。 
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○委員 

 ここに書かれていることは、貴重なことと思うが、ただ従来の琵琶湖文化館は極めて少

人数でやってきたと思うので、実際にこれら全部を出来ていないのでは。ましてや、新し

い時代に対応する広がりを求められる機能など、やはり人とお金を手当しないとできない

し、専門的な人などを入れるということになると、私はほとんど実現不可能と思う。もう

少し現実的なことを考えたほうがいいのではないか。理想だけ言っても仕方がないところ

があり、全てのお金を県が出せるわけでもないであろうから、この中で必要なことをやっ

ていくことを、改めて考える必要があると思う。 

 それともう一つは、近代美術館あるいは安土城考古博物館等他館との密接な連携を強化

していかないと、一つの施設だけでは無理であると思う。 

 近代美術館と違う組織にすることはいいが、共倒れにならないか心配する。中途半端な

ものをつくることにならないように、県全体の文化財あるいは美術行政を踏まえて考えて

いかなければいけないことであると思う。 

 

○委員 

 新しい美術館なり博物館なりを立ち上げようというときは、専門スタッフがいて、その

上に館長のような専門家が、下には学芸員やスタッフがいて、その方々が専門的な議論を

行った上で計画を練り上げていくのが一般的と思っていた。なので、新生美術館の３分野

に精通する館長、あるいは専門家である責任者がいて、なおかつ、その上に３分野の専門

家をコントロールできる館長を早く決めてくださいという要望をした経緯があるが、やは

りこういうものを立ち上げるときには、特に専門館という形で機能させるのであれば、そ

れに相応しい館長さんがいて、ここに書いているような機能を十分に果たそうとしたら、

どのようなスタッフが何人要るのかということも出てくる。この機能を少人数でやること

は到底無理である。 

 新生美術館計画のときから議論が全く落ちていたのが、この神と仏の美、文化財につい

ての展示計画である。一体、滋賀県は、国際性を持った文化財、それは普遍的な価値が認

められていると思っているが、それをどのような形で示すのか、どのような計画で、どれ

だけの面積が必要か、何を柱に置くのか。滋賀県は大変文化財が豊富な県です、という話

で止まっていて、新生美術館のときでもそうであったが、神と仏の美のスペースは、面積

が限られてそこから逆算みたいな話になっていたので、そのような施設をつくると、先程

のお話にあったように中途半端になって、共倒れする可能性はあると思う。共倒れをしな

いためにも、投資をするお金が無駄にならないためにも、きちんとしたものをつくって、

なおかつ、それなりに人が来てもらって経営状態も健全なものにしないといけない。 

 共倒れしないという意味では、専門性の高い責任者を早く決めていただいた上で提案づ

くりをしていかないと、スピード感も遅くなる。中途半端なものになって、実際、蓋を開
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けたら共倒れになりましたという最悪なシナリオとなる可能性がある。やはり体制は大事

であり、これを本当に実現するのであれば、今からでも専門スタッフを集めて動き出さな

いと、建物かできてから人を雇うのでは、本末転倒と思う。これまでは、何かも逆で、理

想論ばかりと新生美術館のときから感じていたが、理念だけの先走りで現実には落とし込

みが非常に難しい計画をやっていた。もし、それを実現するような責任者さえ選定してい

たら、今もう実現していたのではないか。それがなければ当然こういう結果になるという

ことは新生美術館で見てきたので、同じ轍を踏まないためにも、専門スタッフを置き、滋

賀県はどのような展示で世界に訴えるのかという方法を考えなければならない。 

 専門家の知見というのは非常に大きく、その人たちの議論の積み重ねがあれば具体的に

なるし、生きた博物館ができると思っている。機能は書いてあることで十分なので、これ

を果たすためには相当の人材を確保しないと無理ということは御承知おきいただいた上で、

これが全部できればそれに越したことはないが、現実問題として、何を優先するのか、メ

リハリを付けることもあると思う。そういうことを議論できるレベルまで持っていかない

と、このままであれば空中分解する。滋賀県として、県民が誇れるようなものにしてほし

い。それで、なおかつ注目を集めることができるようなものにしてほしいというのが願い

である。 

  

○委員 

 機能の一覧表を拝見し、全部実現できるとすごくいいと思うが、確かにここまで全てを

というのは難しいかもしれないと思う。 

収蔵庫は現在の収蔵状況は、学芸員の努力できれいに整備はされているが、望ましい状

態では全くなく、施設をどうするかということを考える必要がある。収蔵庫の面積が1000

㎡というのはかなり小さく、安全に保管するスペースとして機能するとは思えないので、

少なくとも倍の面積はお考えいただきたい。ここは一番お金をかけていいところだと思う。 

展覧会は連携して行う方法もあると考える。当然、費用の問題もあり、次から次へと展

覧会をやるよりは、内容の濃いものをじっくり計画を練った方が良い。 

 重要文化財は年間60日までの展示というのが文化庁の通常の指導であり、同じ場所に６

つのものがないと展示ケースが埋まらない。展示室は常設展示が全くないのはどうかと思

うが、なるべくコンパクトにし、そこにお金をかけない、小さくてもいいからしっかりし

たスペックの高い展示室をつくってほしい。特別展を美術館でするということも考える必

要がある。また、常設展のある期間を特別展という位置づけでやることも可能と思う。そ

の運用の仕方も含めて巨大な展示室をつくるのはどうかと思う。 

 それよりは、県内の文化財一つ一つの基本的なデータみたいなものを蓄積して、出版や

教育に使っていけるようにしてほしいし、調査研究をするのであれば、少なくともＸ線や、

高額だがＣＴなどの機器を導入する必要も出てくるであろう。文化財の保存に特化した部

分に金を入れて、公開しないということは多分許されないと思うが、公開は多少行い、そ
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れに文化財情報としての調査研究の成果をあわせて発信するというように、専門性の高い

人材を確保し、必要な機材をそろえるところにお金を入れることを考えるべきで、あまり

大きな施設はいらないと思う。予算が潤沢であればよいが、どんどん見せて、どんどん消

費するというような性格のものではないので、確保できた予算の配分の際には、保存の面

に力を入れた施設にするのがよいと思う。 

 

○委員 

 新生美術館計画では、近代美術館を増築して文化館の継承施設をつくるということであ

った。新生美術館は県全体の一つのブランドとして、アールブリュットと仏教美術、それ

と近現代美術を美の中心に立てるという非常にすばらしい案であったと思うが、一つの施

設でそれを同時にやっていくということは、無理な話であった。いずれ滋賀県には国立博

物館級の博物館を整えないと、神と仏の美だけでもたくさんあるのに、そのほかに近江商

人関係とか、あるいは縄文から近代までの資料に対応する、まさに歴史大国・近江という

ものに対応するには必要であったと思う。 

 また、文化財の流出という話があったが、東京、京都、大阪へ出て行ったものを滋賀県

の観光に活用していく、修理するとして返却してもらってもやっていけると思うし、九州

国立博物館のような県と国とが出し合って博物館をつくるということもしなければいけな

いと思う。いずれにしても、文化館には、今、預かっている国宝が２件、重文が50件ほど

あり、滋賀県の文化財は県指定、市町指定も含めてレベル的には優れた位置にある。文化

館の後継施設を単独につくるとしても、それはいつ出来るのかということがあるので、近

美に緊急避難として、新たに2000㎡程度の収蔵庫と小さめの展示室をつくることも可能で

あろうし、将来、近代美術館の収蔵庫も増築する時期が来るので、近美の収蔵庫、展示室

として十分活用できるのではないか。 

神像にしても仏像にしても一番多いのが平安時代であり、千年以上前から祖先がずっと

守って、繋いで来たものである。琵琶湖文化館で収蔵、展示してきたが、今まで手当が遅

れてきたのが一気に来たわけであり、ここでこのぐらいでいいだろうという気持ちでする

と、それこそ禍根を残すということになるのではないかと思う。 

 博物館施設はどう考えても５、６年でつくれるという代物ではないと思うので、今の近

代美術館の企画展示室で既に仏像・神像の展覧会を２回、３回は行っているので、活用で

きることは間違いない。これは一人の意見として申し上げるが、美の滋賀の三つの要素を

一つの施設で見せるという発想は１回御破算にしたほうが良いのではないかと思っている。 

 

○委員 

 皆さんはよく御存じのことかもしれないが、博物館法に博物館の仕事が11ぐらい羅列し

てあるが、これを全て実現することは無理であると思う。 

 先程のお話であったように、調査研究をするといっても、現在だと例えばＣＴスキャン
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を入れるなど、工学的、科学的機器を使っていかないといけないので、メンテナンスも必

要となり、また、操作できる人材も必要となる。 

 それを踏まえて11の仕事を全部実現していくとなると、近美も含めて共倒れになってし

まうことは本当に目に見えていると思う。 

 都道府県の博物館は、他の企業等の手助けを得ないと絶対できないような仕組みになっ

ており、いろんなものを詰め込んで仕事をするとなると、人を増員するという話になって

くる。コンパクトにすることを考えるのであれば、例えば近美と博物館とで横断的に仕事

をしていくようなもの、例えば教育普及などは、連携すると効率が上がると思う。 

 それと、安土城考古博物館も非常に老朽化しており、その辺のことも踏まえても、将来

的な課題がこれからいろいろ出てくると思うので、この時点で非常に多機能なものとしな

いほうがいいのではないかと思う。時間が合えば、国と一緒にさせていだたくとか、ある

いは市町に博物館があれば、そこで展示できるわけであり、それなりにまちの一つの売り

になるのではないかと思いながら、なかなかそういうことが財政的な問題などいろんな問

題があり実現できないので、本当に時間さえあれば、他の機関と連携、協力しながら、建

てていくことが将来的には必要なことかと思う。 

 ただ、やはり早くしなければいけないということが大前提だと思うので、集中的に仕事

を絞って、文化財を守っていくとか、公開をシンプルな方法で行うとか、研究についても

いろいろと成果を取り入れて、他館とやはり連携を取りながら考えるのがよいと思う。 

 

○委員 

 先ほどから他の機関との連携、特に国との連携の話が出ているが、東京と京都と奈良と

三つの国立博物館があって、新たに九州の国立博物館ができた。よく知事や大津市長が、

滋賀県なり大津市を東京、京都、奈良に次いで文化財が多いと、必ず決まり文句のように

紹介される。そういう意味では、滋賀県に国立博物館があっても、何らおかしくない状況

にはあると思う。 

 先ほど言ったが、滋賀県の持っている文化財は内向きのものだけではなくて、世界に通

じるような非常に普遍性の高い、クオリティーの高いものが、時代を通じて、それも実物

がある、その意味では国立博物館に値するような施設があっても当然おかしくない。 

 ただ、国立博物館の設置を目指すと時間がかかるので、緊急性を鑑みた場合には、早く

何らかの措置を打つという意味で、とりあえず近美を緊急的に増設して、それでつなぐと

いうことが現実的であると思う。 

琵琶湖文化館の収蔵品のうち寄託品が７割ということであるが、展示するに値するもの

は、ほぼ100％寄託品だと思う。寄託品の所有者としては、新しい施設のビジョンが明確に

ならないと信頼が確保できない。何年後にはこういう形でできるので、それまではこれで

我慢してほしいという姿勢がないと駄目である。 

 もう一つは、展示スペースは、展示内容を含めて非常に重要になってくると思う。だか
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ら、滋賀県は保存に重点を置くことは当然大事なことだと思うが、それなりの展示スペー

スは必要であろう。県民がうちの県はこんなものがあるという誇りを持てるようなものと

なれば良い。外国人も滋賀県にこのようなものがあるということを、誰も御存じないと思

う。その意味でも少し理想論かもしれないが、国立博物館の誘致を検討するのに、インバ

ウンドの切口であれば国には一番理解しやすいと考えられ、連携の方法があると思う。 

  

○委員 

 私から付け加えるならば、とにかくやはり時間がないということだと思う。さっき所有

者の信頼の話も出てきたが、やはりどんどん信頼感がなくなっているであろう。例えば九

州国立博物館は、最近、結構関西のものを借りており、それこそ収蔵庫がわりに使ってい

る例もあると思う。それともう一つの問題は緊急性の問題。今、どこの地域もそうであろ

うが、限界集落みたいなものがたくさん出てきて、地域で支えられなくなってきているの

で、それを安心して預ける場所がどうしても必要になってくると。いろんな意味でやはり

時間がないので、現実を踏まえながらできるだけ早いペースで進んでいっていただきたい。 

 

○委員 

 私もやはり早くやるということが一つ非常に重要であり、新しい話を持ち込んでいろい

ろとやると、10年、20年があっと言う間にたってしまうと思い、あまり現実的ではない。

それとあと、国立博物館ということであれば、今の風潮だとどうしても展示重視の展覧会

ありきのようになってしまい、今、滋賀が必要している本当に文化財をどうやって守って

いくのかというのとは全然また違ったものにかき回されてしまうおそれが十分にある。今

はオリンピックに向けて、とても盛り上がっているが、それが終わった後、まだそれが続

くのかと言われると、非常に疑問がある。そういった風潮に乗っかるのではなくて、滋賀

にある大切なものをどう守るかを一番主眼にして、なるべく早くできる方向で進めるとい

うのが現実的ではないかと思う。 

  

○事務局 

 事務局事務連絡 

 部長挨拶 

 閉会 


