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第３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10月７日（月）13：00～14：55 

場  所：大津合同庁舎７－Ｃ会議室 

出席委員：石丸会長、伊熊委員、岡田委員、髙梨委員、福家委員、藤田委員 

（欠席：佐藤委員、根立委員） 

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、田澤主任技師 

文化財保護課：澤本課長、青根参事、井上主幹 

近代美術館：木村副館長、和澄学芸員 

 

【議 事】 

１ 開会 

２ 議事 

  （１）琵琶湖文化館後継施設の整備内容について 

３ その他 

 

【発言概要】 

（１）琵琶湖文化館後継施設の整備内容について 

○委員 

 参考資料１はこのようなタイプの博物館を目指すということなのか。 

 

○事務局 

 あくまでイメージ、大体これぐらいの博物館であれば、これぐらいの収蔵庫、展示室が

あって、全体はこれぐらいの規模、というイメージを持っていただくために用意したもの

である。よって、このカテゴリー分けが絶対的なものでも決してなく、イメージをつかん

でいただくために、サンプルとして比較的最近できた施設を参考として挙げさせていただ

いたものである。 

 

○委員 

 このような博物館は、常設展示の中で時系列で見せていく、その中でレプリカとか映像

資料みたいなものを多用して運営していく博物館であり、琵琶湖文化館の従来の形、いわ

ゆる現物資料、作品を展示することによって展開していくというタイプの事例があまり見

られないと思った。琵琶湖文化館に一番近いのは、奈良国立博物館とか京都国立博物館で、

こういうタイプの博物館とは全く違う。日本の博物館は、そもそも明治の時のでき方から

して、古器旧物の保存みたいなところから入っているので、いわゆる美術館的な見せ方を

やるという館が多かった。しかし、戦後になり、こういう時系列でレプリカや映像資料を
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中心としたタイプの博物館に展開していって、割と大きなところの事例が佐倉の国立歴史

民族博物館と思う。琵琶湖文化館は、多分こういうタイプの施設を目指しているのではな

いと思う。 

 そうなると、今、面積の話をということであるが、特に問題となるのは収蔵庫と思うの

で、三重県総合博物館でも文化財を緊急避難するための施設が書かれているが、この辺の

数字は、あまり参考にならないのではないか。前回の懇話会でも、今の琵琶湖文化館にお

ける収蔵庫の収蔵の仕方が、あまり良くないとのご意見があったと記憶しており、私も実

際に行ったときに、立像を立ってそのまま保管するというのはやはり無理があると思って

いたので、立像を寝かせるということになると、等身の立像、大体160㎝のものであれば、

何㎡、例えば光背があって台座があって像があれば何㎡、それを持って動かしたりするの

に何㎡が本当は要る。その辺の厳密な、現実的な数字とプラスアルファ、これから将来、

どのようにものが動いていくのかということを考えながら算出するほうがよいかと思う。 

 

○委員 

やはり一番大事なことは、この話は琵琶湖文化館後継施設ということから始まった検討

会議であるので、美の滋賀の中の大きな一つの要素として、神と仏の美というコンセプト

を上げられたと思うが、私はあれを読んでいてもちょっとピンと来ない、作られた方に非

常に失礼かもしれないが、内容的に煮詰まっていないところがあったと思う。 

 滋賀県の文化財の質は、基本的には美の滋賀の他の２つとはレベルが違うと思う。前回、

滋賀には縄文から近代まで質量ともに国立博物館があってもしかるべき文化財があるとい

う意見が先生方から出たということは、すなわち国際的に、世界的に通じるものが滋賀県

にはあるということである。 

 とすると、県民のみならず、日本国内の方、世界から見た滋賀、という視点はどうして

も必要で、その上で、コンセプト、理念をもう一度煮詰め直すということは不可欠な作業

であると思う。 

 そうすると、この間も少し申し上げたと思うが、やはり世界的な視野を持った方や地元

のことをよく御存じの方等いろんな専門家の方を集めた、設立にかかる準備室を立ち上げ、

館長、人事を含めて、その中でもう一度、基本的な理念を深めていただく。国立博物館の

ような機能を持っているとすれば、収蔵スペース、展示スペースの面積の数字は出てくる

ので、先に数字をこちらで外形的に押さえることは、ほとんど意味がないのではないか。

むしろ、それをすると矮小化した議論となり、中途半端な施設になる恐れが多分にある。

これは前の轍を踏むことにつながるので、やはりもう一度、文化財について、大綱の御説

明もいただいたが、滋賀県の歴史文化の特徴を、先史から民族まで含めて箇条書きであげ

ていただいているが、まさにこれを読んでいると、世界的に通じるようなものを意識され

た書き方もされているようにも伺えるし、そうであれば、なお一層、この博物館のどのよ

うなものを世界の人に見せるか、滋賀県のことを理解してもらい、滋賀県は恐らく日本の

歴史に直結するようなものという特徴の捉え方も、大綱でもされていると思うので、その
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面は押さえ直し、その上で機能、数字の問題は出てくると思う。 

 それと、立地の問題はどうしても避けて通れないと思う。新生美術館のときは入館者の

目標が30万人であったが、大津市の人口は30万人で、大津市の人全てが年間に行くような

数字があがっていたので、これを本当に実現しようと思えば立地は大事と思う。そのこと

を考えると、やはり滋賀県の場合は、日本遺産にもなっている琵琶湖というファクターを

外しては考えられない。新しい後継施設に琵琶湖の要素を盛り込むことは非常に大事な問

題になってくる。それは立地につながると思うし、そのことを考えると、本当に後継施設

は、保存のために緊急性が非常に高いというのは皆さん、共通した意見であるので、早く

実現するためにもやはり専門家の準備委員会、あるいは準備室を早く立ち上げ、議論を進

めると、機能、面積の問題とかも出てくるわけで、そこから演繹して出していかないと、

数字は大方これくらいとしても、ほとんど意味がないことになりそうな気がするので、ぜ

ひ、その辺を含めて御検討をいただければと思う。 

 

○委員 

 どのような施設を、どれぐらいの広さでということを話すのであれば、まずどういう施

設がいいのかということであろうが、参考資料１に４つ上げていただいていて、その１枚

目に、総合性、専門性、規模の大小とあるが、私の意見は間違いなく左下のコンパクトな

テーマ型博物館である。これしかあり得ないと思う。大規模な歴史系博物館は多分必要な

いと思う。大津歴博や高知、長崎の歴史文化博物館、島根県立古代出雲歴史博物館は県、

市で大きな施設を造っておられて、地方によってもちろん特色があるので、行けばそれな

りに楽しめるが、結局、歴史を通史的に展示しようとすると、どうしても実物があるもの

もないものもあり、いろんなものを作らないといけなくなるので、立体絵本みたいなもの

が並んでいるものとなり、結局、地元の人は多分１回行ったらいいという施設となる。特

別展があるから何か変わったことがあるので見に行こうかという気になるが、常設展示を

２回も３回も行く人というのは、ちょっと想像できないと思う。要するに、無駄なもので

ある。そのようなものを滋賀県が、この前の入札も不調に終わったのに、わざわざお金を

かけて造る意味が全く見い出せないと思う。 

 となれば、琵琶湖文化館が老朽化し、ものが保存できないから新しくしましょうと言っ

ているのであれば、そのものをいかに守っていきながら公開できるような施設というとこ

ろに特化して考えればいいだけであり、他の県みたいに通史展示をやろうと思っても、絶

対それは成功しないと思うし、もう今、時代遅れになっているので、そのようなものを造

っても、多分１回来たらみんなに飽きられてしまい、閑古鳥が鳴くような施設になるのは

目に見えていると思う。 

 であれば、何をすればいいのかというと、やはり滋賀県の財産である主に仏教美術、神

仏にかかわる平安時代、鎌倉時代の古いものを中心とする美術、これは他の県にはないも

のなので、これをいかによく知ってもらうかに特化してやれば、恐らく関心のある人であ

れば、東京や遠いところからでも来てくれる施設になり得ると思う。そういうところを抜
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きにして、どこにもあるようなものを造ると、恐らく造っただけになってしまうと思う。 

 先ほどから京都、奈良の国立博物館のような施設をという御意見が出ていて、私もその

ように思うが、規模や特別展を滋賀県が競争しても絶対勝てないので、それは絶対にやめ

たほうがいいと思う。コンパクトで小さな博物館、その中で京都、奈良の博物館も十分で

きていないこと、それは地域に根ざしているということである。例えば、京都国立博物館

はいろいろ確かに寺社とのお付き合いもあるし、それなりに信用も得ているが、それでは

京都の寺社に信頼されているのか、あるいは奈良はどうかというと、そこはちょっと怪し

いところもあるのではないかと思う。 

 というのは、特別展を回すのに汲々としており、もちろん一人一人の学芸員は思ってい

るかもしれないが、地域の文化財を守るということに時間をとれない現状だと思うので、

やはり滋賀で造るのであれば、今、琵琶湖文化館の抱えている文化財をしっかり守って公

開し、そして県内全域の文化財を守っていくためのお手伝いをできるような人材、設備を

揃えることが非常に特色のある、日本で一番優れた博物館になる可能性があるのではない

かと思っているので、大規模とか総合的という言葉と真逆の方向に進むのが成功への道で

はないかと思っている。 

 そのように考えると、今の収蔵庫が500㎡弱で、整然としていたように思えるかもしれな

いが、ものが積み重なっていて、地震が来たらどうなるかは、誰が考えても分かることだ

と思うので、倍の面積では多分全然足らないと思う。５倍、10倍あればいいと思うが、そ

れも限度があるので、今あるものの数から面積計算をして、これから地域で守れなくなっ

た文化財を何とか守っていく施設にするために、あとどれぐらい必要なのかを計算して出

すべきではないか。ちょっと今、どれくらいがいいとはなかなか言えないが、多分、倍で

は全然足らないのではないかと思う。 

 昨日の夜にテレビを見ていたら、あと20年ぐらいの間に何百万という会社が潰れるとい

う番組をやっていたが、人も減り、地域もどんどん縮小していくのであれば、文化財の守

り手もどんどんいなくなっていく。だからといって、文化財を捨ててしまおうということ

は絶対にできないし、それを守っていくことは、もうこの施設しか滋賀にはないと思うの

で、せめて収蔵できる施設をきちんと造るのがいいと思う。 

 それから、展示施設の900㎡、ここで常設展と企画展をするのかしないのかということも

あるが、他館と比べると、これで十分ではないかと思う。古美術というのは、ずっと出し

っぱなしにできないので、館を開けて見せるのであれば展示替えをしなければいけない。

春と秋しか開けないというやり方もあるし、お寺の宝物館などは、自分たちが守ってきた

ものをこの10年、20年で駄目にできないから、春と秋しか開けないところもある。公立館

だとそういうわけにはいかないと思うので、無理しない広さでいいものをじっくり見せる、

そのための準備を怠りなくできる施設にするのが最も成功への道と思うし、イメージで言

うと、どうしても公立館は何か大きいものを造ったり、いろいろレプリカ並べたりという

のが流行りであった時期があって、今もそういうところが多く残っているが、もう少しコ

ンパクトな美術館みたいなところをお手本にしたほうがいいのではないかと思う。 
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 例えば、東京であれば私立の根津美術館などは、自立採算で自分のところで稼いで、自

分のところで回しているという話を聞いたことがある。確かにいい場所にあり、それでい

ろんな企画をしてお客さんも来ているので、それもあり得ると思った。根津や五島美術館、

関西であれば大和文華館などはあまり広くないが、展覧会をやればインパクトがあって、

お客さんもその都度来てくれる、ファンがいるという館を目指して滋賀の魅力を発信でき

る施設にしていくのが現実的なところではないかと思う。 

 

○委員 

 基本的には今のご発言の方向を私もイメージする。今回の会議資料を見せていただいて、

まず思ったのは、第２回の懇話会でやっと保存継承のために独立性、専門性を高めるため

に美術館から切り離してやりましょうということが決まった矢先なので、そこをきちんと

考えることがまず第一の目的ではないかと思うが、それにしては、今回は一気に発展系へ

と話が飛躍している。そうではなく、やはりまずここで基本形、言われているようなもの

を中心に考えるのが道筋の順序かと思うし、これまでの経緯を振り返ると、すばらしい文

化財、今後も増えていくであろう文化財を保存継承して、それに必要な独立性と専門性を

担保することを基本に据えたわけであるから、それを徹底してやるべきだと思う。そうし

たら、それに必要な組織や収蔵庫の面積などもおのずと割り出せるのではないか。例えば

作品のための収蔵庫を造ろうと思えば、この作品をこういう保存をして、これだけの作品

をこう整備すると、これだけの広さの倉庫が必要と計算できる。 

 やはり今日的な状況で我々が今抱えている文化財、琵琶湖文化館の文化財プラスアルフ

ァをきちんといい形で保存する面積をきちんと割り出すことをまずやっていただくほうが

いい。今、1000㎡だったらいいとかそんなことを言ってもあまり意味がないと感じる。ま

ずそこを押さえて進める。ただ発展形という考え方は別に悪くないと思う。むしろ、その

基本形を発展させるべきではないかと思う。それをほかに発展させるか、先鋭にするか、

専門性を高めるか、つまり保存継承及び大綱などで謳われている今後必要とされているこ

とを含めているわけであるが、まずはその基本とする部分をいかに専門性を高めていける

ような余裕を作っていくかとか、収蔵品をきちんと収蔵できるような考え方が拡張性を持

つとか、そのような発展は考えたらいいと思うが、ここで言うところの発展形は、いきな

り違うものに発展するという話になっているので、そこはちょっと話が飛躍して理解に苦

しむと感じるところである。 

 

○委員 

 本日の各委員の先生方のご発言は、概ね私も同意するところである。付け足すことはそ

れほどないという感じであり、今、平米数等をここで議論してもという話も私も全くその

とおりと思うが、美術館、博物館の機能としては、保存するという機能ともう一つ、展示

するという機能があると思うが、急務はやはり保存することだと思う。 

 場所に関しては、私も今、滋賀県のどこの土地が幾らぐらいするか、どこが空いている
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か全然分からないので、具体的に何も例を挙げられないが、例えばこれは極端な話かもし

れないが、東京のような地価が高いところで、出光美術館は地下鉄の日比谷駅のすぐ真上

のビルの中にあり、先日、プライスコレクションという江戸絵画の物すごい膨大な、大き

な若冲の絵なども入っているコレクションを購入したというのはかなり世間で話題になっ

たと思うが、当然ながら都心のビルではなく、三鷹に収蔵庫を持ち、収蔵しているし、門

司港に美術館を持っているが、その展示も全部三鷹から運んで展示しているそうである。

その経費のほうが高くつくのではないかと思うが、だから、保存するには、もう溢れそう

な量があるという現実と、今後、資料が増えるであろうということを鑑みれば、相当大き

な収蔵庫が必要であり、その大きな収蔵庫と、一般の人、海外の人も含めてアクセスしや

すい場所に展示することを両立するのがもし難しいようであれば、そこは一たん切り離し

て考えるという方法もあるのではないかと思う。 

 

○委員 

文化館に、今、既にかなりたくさんの文化財が入っているが、もう10年もそれを公開し

ていない。何より後継施設となると、滋賀県の本当に一番の宝と言ってもいい、文化財、

神と仏の文化財をとりあえず安全な、しかもきちんとした施設に移すということが喫緊の

大問題であることは第１回目からみんな共通した意見だと思う。その意味では、用意して

いただくデータとか博物館の具体的な例、いわゆる琵琶湖文化館の後継施設と参考資料と

はやはり少し違う。後継施設として、滋賀県の文化財を保存活用することが一番大事なこ

とだと思うが、純粋に公共施設としての今後の施設はどうあるべきかと。 

 

○委員 

 私は基本的には、やはり本当に文化財というのは、恐らく明治以来、多分、現地で保存

することが一番良いという考え方であったと思うが、それがいろんな意味で教育的な目的

で博物館に集めるというのと同時に、やはり保存しないといけないという差し迫った問題

があった。それは明治初期の廃仏毀釈とか上地令みたいなところから、要するに寺領がと

られてしまうとかという経済的な問題もあって始まっていると思うが、結局、今それに近

い状況が極めて差し迫ってきている。だから、皆さん方の意見は多分、今、どうしたらい

いかは既に話は出ていると思うので、あとはどのように行動するかということかと思う。 

 だから、どのような方法がいいと思うかと言われると、早く、具体的にその後継施設を

きちんと造って動かしていく、専門家を中心にした組織をまず作ってもらって、そこで話

をずっと続けていくということと思う。 

 この場の話だけで言うと、基本的には展示はいいが、展覧会に非常に軸足を置いた施設

ではなく、そこで保存している文化財を紹介するような施設を。あとは先ほど申し上げた

現地で保存されている文化財を今度はどう生かしていくかというのも、恐らく琵琶湖文化

館の後継施設の一つの仕事かと思うので、その意味での教育普及みたいなもの、これは前

回ちょっと申し上げたように、近代美術館なんかと一緒にやっていくかどうかなど、いろ



- 7 - 

 

んな議論が出てくると思う。だから、やはり早くそのような組織を本当に作ってもらうと

いうのが私は一番かと思う。 

 

○委員 

 継承という意味では、今、皆さんのご発言の保存と将来に向けてのもう一つの保存は欠

かせない問題であるが、私としてはやはり滋賀の宗教美術、宗教文化財というのは、本当

に世界の宝と思っているので、展示場所が広ければいいという意味ではなく、先ほどのお

話のように、コンパクトでも足を運んでいただけるような、リピーターが出るような工夫

をしていくことは必要であり、基本的には滋賀の宗教文化財とは、そもそも何かというよ

うな基本的な理念というのは、もう一遍、据え直して、ただ単に琵琶湖文化館を、漠然と

そのまま機能継承をしましょうというのでは、この新しい施設が何のためのものかという

ことは、内輪の人間には分かっても外の人には分からないということになるので、どうい

うテーマ、特色があるかというのは、もう一度、専門家の組織みたいなもので深めていた

だいて、外国人にも分かるような形で言葉で発信できる、そのような施設を考えていただ

く必要がある。収蔵庫についても全く皆さんと同じですし、向かう方向性も大規模なもの

は滋賀県には要らないかと。むしろ、また荷物になる可能性は確かにあると思うし、その

意味では皆さんの意見と共通するところであるが、やはりもう一度、滋賀県の持っている

ものは、世界にとってどういう意味があるということをみんなが、県民が共有できるよう

な言語化をすることがまず必要ではないかと私は思う。 

 それともう一つは、やはりこれを実現するためには、所有者からの寄託が多いので、保

存させていただくことの説明を十分に行い、ご理解をいただいて協力を得るという作業も

当然不可欠であるので、それは専門家の方々の中で出てきたような方針に沿って所有者の

方に説明を親切に行っていくことを考えていただきたいと思う。 

 

○委員 

 これから人口も減り、お金も増える見込みは特にないと思うし、文化財の守り手は地域

でどんどんなくなっていくので、それを守っていくつもりであれば、県が一手に引き受け

るしかないことは目に見えており、余計なところにお金をかけている場合ではないと思う。 

 ただ、文化財を売り物にするといったら悪いが、守っていきながら、ただ滋賀県のアイ

デンティティとして、これを全国の人に知ってもらえるような施設にしてほしいと思う。 

 滋賀県は本当に文化財が多くあるのに、京都、奈良に比べて非常に知名度が低い、やは

り知られていないのは残念なことであり、展示室も広ければいいかというと、そんなこと

は全然ない。必要なのは満足感である。来た人がどれだけ満足できるか。量ではなく、何

かとてもいいものを見たという気持ちで帰ってもらえれば、別に広ければ、たくさん学べ

ればいいというものでは全然ない。並べ方にしても、今の文化館は壁際にずらっと仏像を

並べるしかなく、そうすると１つずつ順番に横歩きしながら見ていくことになるが、最近

では360度見れるように配置するとか、光の当て方も最近の照明はＬＥＤとか非常にいいも
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のもたくさん出ているので、そういった展示方法について、一ついいケースを、いい施設

を小さくてもいいから造って文化財の負担をなるべく減らしながら美しく見せるという工

夫、そこにあるだけのお金をつぎ込んで展示を作ることを考えれば、ひけをとるものには

ならないと思う。それは滋賀県にあるものがいいからであり、しっかりやれば見劣りする

ものにはならないと思うし、それに必要なのは、こういう話を我々外部の者がいくらして

もきりがないので、専門家、学芸、保存分野、今であればやはり教育普及の分野の人たち、

あと県内の文化財所有者とか関係者とネットワークが作れるような人たちをしっかり早く

集めて動き出さないと。そういった人たちを採用してから施設を実際に造っていかないと、

よくあることだが、建物が出来てしまってから人を多く採用して、とても施設が使いにく

いということは普通にあるので、まず人を早めに採用し、自分たちが使うのだという人た

ちが、きちんと考えられるような時間を確保することが一番いいのではないかと思う。 

 

○委員 

 先ほどの話にもう少し具体的な話を付け加えると、先ほど申した基本的要請を満たす施

設であるが、県のブランディング的な意味、あるいは造った後の評価、話題性などそのよ

うなことをやはり考えざるを得ず、その観点からすると、コンパクトでいいから、極めて

質の高い文化館という評価が勝ち取れるものであってほしいと思うし、それは保存継承や

調査などに限らず、展示に関してもそうだと思う。 

 東博などは展示も進んでいて、かなりお金をかけており、展示の仕方を見ていると、や

はり１点１点しっかり考えて、いい展示をされていると思う。もちろん東博に限らずあら

ゆるところでそういう質の高い見せ方をしている博物館が多く出てきていると思うし、も

ちろん美術館もそうで、そういった進んだ事例に負けないクオリティーの高い展示の仕方

を考えてほしいと思うし、単純にいいものを見せるというだけでなく、地域の宝のような

ものを見せるわけであるから、地域に根ざした精神性を、やはり仏教、宗教美術であるか

ら、特に地域と場所と精神というのが欠かせないわけであり、その精神性をいかに感じら

れるような研ぎ澄まされたシンプルな美しい空間にできるかということを徹底してやる。

そうすると、他にはない素晴らしい展示だという評価が勝ち取れるのではないかと思うし、

やはり造るのであれば、ぜひ最善のものを考えてやっていただきたいと思う。 

 あと、立地についてはコンパクトであることを考えると、今の思いつきであるが、大き

なビルの何フロアかを借りるなど、天井光などの問題があり、難しいとは思うが、適した

ものがあれば、別に一戸建てでなくてもいいという気がする。そこに行くと、少なくとも

日常生活とは全然違う空間になっている、展示室はそういう空間であってほしいと思う。 

 

○委員 

 先ほどの言語化するということ、こちらの文化財、文化館の持っている神像、仏像、宗

教美術を言語化する人、専門家の組織を作って、滋賀県の神像、仏像にはどのような特徴

があるのか、それをきちんと突き詰めていけば、琵琶湖があり、山に囲まれて、こういう



- 9 - 

 

環境で育まれてきたことを見せるためには、どのような立地が良いかも決まってくると思

うし、どんな展示室、どんな建築家、別に有名な建築家である必要はないと思うが、どん

な展示室が必要かは見えてくると思うので、ビルの２フロアとかそういう立地でも十分で、

そこで美しい展示を見て、滋賀県の宗教美術を知って、その後、現地のお寺や神社に人々

が行きたくなるような、そういう展示施設になればいいと思う。そのような博物館はそれ

ほど数はないと思う。規模は小さくても構わないので、滋賀県の個性が見える博物館を。 

 これは言うのは簡単であるが、言語化というのがすごく重要なことで、キャッチコピー

的なものでも何でも、誰にでも分かりやすい言葉に置きかえる作業を一番最初にやるべき

ではないかと思う。 

 

○委員 

 委員の皆さんは、やはり非常に緊急性があると。文化館は建設後、50年以上経っている

が、収蔵庫の名前は当初から文化財受託庫である。今、神像とか仏像とか宗教美術に関す

るほとんどが、指定物件を含めて寄託品であり、その意味では50年余り、その文化財受託

庫にお預かりし、展示させてもらうという形で、ずっと文化館自身が歩いてきたと思う。

それが今、結果として、ほとんどが寄託という形になっている。55年前に施設を水の上に

建てたことから、１日に３回データを測って、月に１回、文化財保護委員会に報告してい

たこともあったが、湖の中にある割には空気環境は意外と一定であることは長い蓄積で分

かっている。 

 しかし、そうであっても、やはり文化財を収蔵する施設としてはどうかという問題があ

ると思う。これから50年後の文化財受託庫を滋賀県としてはどういうものを造ったらいい

かということは、少し考えれば分かることで、そのために一番大事なことは、懇話会も良

いが、やはりこれだけ喫緊の急がねばならない状態にあるのであれば、後継施設の開設準

備室のようなものを早急に作ることが一番大事なことだと思う。そうしないと、近隣の整

備やあれこれしなければならないということがあろうかと思うが、文化館の後継施設を、

もちろん県の施設とか市町村の施設とかそういうものもあわせて、それから滋賀県の文化

財があるロケーションをどういう形で世界の人々に見てもらうということも考える。だけ

ど、保存が第一となると、いわば小さな展示室を持った収蔵庫という形になってくるので

はないかと思うが、そういう形で県で頑張ってやることが一番良いと思う。 

 昭和36年にオープンした文化館から見れば、魚は博物館に、近代美術は近代美術館に行

っているし、それで残っているのは受託品の宗教美術だけということになる。しかも、そ

れが滋賀県にとっては特色的な歴史遺産・資料であり、とりあえず文化館の後継施設とい

うことであるから、もう実施の段階に来ていると思う。委員の皆さんのように、美術ある

いは文化財に携わっておられる、あるいは宗教家としての日々の生活をしておられる委員

の意見も大体そういうことであるから、それを具体的にできるだけ早く取り組むことが一

番大事なことで、早速に県のほうで取り組めば、もうこの懇話会は今日でやめてもいいぐ

らいに私は思っている。それはそれとして、きちんとした形で最終的にはどうかというこ
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とは申し上げなければいけないと思っている。 

 あと、事務局のほうで、委員の皆さんに聞きたいことがあれば、次の資料の用意のため

に聞いてはどうかと思うが。 

 47都道府県ある中で、滋賀県の文化財とか美術ということを含めても、滋賀県は歴史大

国近江と言われるだけであって、縄文から近代まで一級資料が揃っている。ほかの都道府

県だと、大体鎌倉以前のものはみんなレプリカを作って対応しなければならないが、滋賀

県はそういうことは一切ないし、その意味でも、あまり恵まれ過ぎると、かえって難しい

問題もあるのではないかと思う。 

 

○事務局 

 非常に貴重な御意見をたくさんいただき、ありがとうございます。 

 事務局としては、特にこの資料３は大体どれぐらいの規模のものが必要かということで

今日、御用意させていただいた。今日のご意見では、やはり具体的な数字は、なかなか一

概には言えないということであったが、それをどうやって積み上げていけばいいかという

ことについては、非常に参考となる意見をたくさんいただいたので、１度、今の文化館の

収蔵品を基本に、これから増えていくであろう寄託品も踏まえ、どれぐらいの面積が必要

かということは、事務局で精査して積算していきたいと思っている。 

 それから、参考資料１に関しては、この４館を出させていただいたが、おっしゃってい

ただいたとおり、非常に千差万別、当然、こういった資料館、博物館というのがそれぞれ

の地域、あるいはそれぞれの背景等によっていろいろであり、琵琶湖文化館と全く同じと

いうのは絶対あり得ないわけであることから、私どもも、同じような類似の施設を目指せ

ないということはよく分かっていたところである。 

 幾つか参考となる美術館、博物館などもお知らせいただいたので、その辺も１度、調査

させていただいて、今後、どういった施設がいいのかも参考にしていきたいと思う。 

あと、収蔵と展示を中心に素晴らしい御意見をいただいたが、資料３について、今、個

別の面積を検討することは難しいことはそのとおりかと思うが、収蔵展示以外にもこの中

にある調査研究、情報発信・交流の機能について、このような事例があるということをま

とめている。その辺を踏まえて、調査研究や情報発信・交流などについて、こういった取

組や、これから文化財保護法が変わって、文化財の調査研究を進めていく上に当たって、

また社寺等と関係を持ちながら情報発信を進めていく中で、こういうものは必要か、必要

でないかということについて少し御意見をいただけるとありがたいと思う。 

 

○委員 

 やはり、これもどういう施設を目指すかということがベースになると思うので、収蔵に

関わるところは基本的には要ると思うが、例えば仮収蔵室が三重県総合博物館では64㎡と

なっているが、このようなものが本当にいるのかという個別的な問題はあると思う。それ

は結局、収蔵庫全体の面積、体積がどれぐらいあるのかによって話が変わってくると思う
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ので、確かに、もし万一、花折断層がずれたとかいうことになったときには64㎡では絶対

足らない。大きな収蔵庫を造って、中には少し隔離をしないといけないような文化財もあ

ると思うので、処置室などはやはり考えていく必要はあるが、このようなものは、実際、

どれぐらいの大きさに造るかによって、変わってくるものと思うし、想定される非常に悲

劇的なカタストロフみたいなのが起こったときにどうかということはあるが、あまり想定

外のことでやっていくと大変なので、想定される部分で、特に収蔵という保存に関する部

分は知っていたほうがいいと思う。 

 それと、この施設自体がどういう施設になるのかによって変わってくると思うが、割と

資料整備みたいなものをして、それを市民の皆様に提供するとか、あるいは専門家の研究

に裨益するよう何かするのであれば、その調査研究に関わるＣＴ検査やＸ線はあるに越し

たことはないと思うが、これをやるには、Ｘ線の資格を持っている人が要るとか、こうい

った機器はやはり更新されていくと思うし、以前、県内の他の機関が持っていて、非常に

便利で使わせていただいていたが、壊れたらその修理ができない、要するに予算措置がな

いということでなくなってしまったということもあったので、その辺のことも踏まえて、

機器については考えなければいけないと思う。 

 あと、情報発信・交流は、例えば前回から議論が出ている近美のように、どこか他の施

設と共同してできるということであれば、そこでメインの仕事をして、その補完的な仕事

をするということも多分できると思うので、こういう機能を全部入れていくとなると、結

果的に、かなり大きな施設になっていかざるを得ないと思うので、その辺りを精査してや

っていくことが必要かと思う。 

 

○委員 

 当然、調査研究、情報発信・交流の機能はゼロというわけにはいかない、当然必要なも

ので、今、おっしゃったように、それは建物自体の基本的なコンセプトによっておのずと

決まってくるであろうし、機械などのハードは、予算とかに関係するもので、それはあれ

ばいい、学芸員がたくさんいればいいと同じようなことであり、それもおのずとどの程度

とするのかは決まってくる。だからこそ、まず基本的な実施設計的なものがどうしても必

要であり、それによってできることとできないことがあると思う。 

 当然、情報発信、交流についてもそうであるが、やはり次世代を背負う子どもたちに早

くから、文化財に親しんでもらうことは必要なことで間違いないが、これも他の博物館で

いろいろやっておられるが、それを担っていく博物館のスタッフが十分でないところが多

いという印象を受ける。だから、よほど腰を据えて人材を確保してトレーニングできた人

を置いて、やる気満々でやらないと、中途半端なものになってしまうケースが多々見られ

ると思う。それは余り大きな総合的な施設を目指されたが故のものだと思われ、それも人

材に依存するところは多々あるので、子どもたちにどのような普及ができるのかもやり方

次第、工夫次第ということであるから、やはりこれに携わる人たちが工夫をして、いろい

ろ考えていく、その中でアイデアを出していくということですから、やはり準備室段階か
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らこれぐらいのものでいこう、こういうことをできるということを決めていかないと、こ

れは全部要らないのではなく要るわけであるから、当然問題は具体的にどういうことをや

るのが一番いいのかということだと思うので、先ほどから県の保存活用大綱に書いてある

ように、この施設は恐らく拠点施設になるということであるから、文字通り拠点にならな

ければいけない。他館とのネットワークも当然必要であり、それをどこまでコンパクトに

効率よく、どういう人材が担っていけるのかということは、やはり専門家、施設を担う人

たちの議論の中でしか具体化、具現化しないのではないかと思う。 

  

○委員 

 収蔵庫以外の施設だと、荷解室と点検室は一緒でいいと思うが、企画展をやるのであれ

ば、ある程度、そのものを入れる保存庫が要ると思うし、燻蒸は必要と思うが、保存管理

モニター室と仮収蔵室は一つでいいと思う。 

言い出したら切りがないが、雨で濡れてしまった、汚れてしまったものは収蔵庫に入れ

ることはできないであろうし、その場合はこのようなところに入れるしかないが、虫がい

るかもしれないという程度であれば、何かで覆った状態で入れて虫が出るか出ないかよく

観察するということもよくある方法。虫も今日入れて明日出てくるというのはあまりなく、

少し時間をかけて徐々に出てくるので、周りにトラップを置いておけば、いるかいないか

が何となく分かってくるということもあるし、そのようなものを含めて、きちんとした収

蔵庫を大きく造って、それ以外は必要最低限で抑えるしかないと思う。 

 調査研究については、写真のスタジオは必ず必要なので、なるべく大きい部屋、島根の

82㎡程度は最低限かと思う。資料を置く部屋も作る。これは可動式の本棚とか入れてなる

べく大事にスペースを使うしかないと思うが、ここを出し渋ってしまうと、結局、写真ス

タジオとかにものがどんどん置かれてしまって、写真がとれなくなることがあるので。 

 あと、場所が必要となるのが展示ケース。使わない展示ケースがとても場所をとり、写

真スタジオに置かれたりするので、展示ケース、展示台などを置く場所を確保しておかな

いと廊下を通れなくなったりするので、必要と思う。 

 ただ、そういう部屋はそこまでスペックを高めなくていいと思うので、虫が発生したり

とかしなければいいのではないかと思う。 

 あと、ＣＴスキャン、Ｘ線等の機器。滋賀は仏像が多いので、ＣＴスキャンがあると大

変有効なのは目に見えているが、とてもお金がかかるし、蛍光Ｘ線などはそれほど高くな

いので買えると思うが、きちんとデータを分析できる人が必要となるので、そうすると限

られた人員体制の中で、そういった分析できる人を割くかということが少し悩ましいとこ

ろである。研究している学芸の人をなるべく多くとってほしいと思うし、保存の分野でと

るのであれば、館の中の環境を整えていくという分野の人は一人いると助かるが、そうい

った人を県内の他の施設の面倒もある程度見るようなつもりでとれば、なおいいと思うが、

ＣＴスキャンを撮るだけの人、Ｘ線を分析するだけの人をこの規模でとるのは多分無駄な

気がする。ここは広く考えて、関西では京博や奈良博にＣＴスキャンがあると思うので、
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そのあたりはいろんな頼み方をすれば使うこともできることから、どうしてもなければな

らないということはないと思うし、その分、ランニングコストとか10年たてば取り替えな

ければならないとか、とてもお金がかかるので、その辺は無理しないほうがいいと思う。 

 あとは情報発信、これについては、よく考えてやらなければならないと思うが、これは

やはり人あってのことなので、学芸の人と、あとは例えば教員の方で異動で来てもらって

行う。教育のプロとして、学芸と相談しながら実施するやり方もあると思う。 

 

○委員 

 今検討している館の滋賀県の文化財をコンパクトで、かつインパクト強く見せるものを、

見せたり保存したりするものを造ろうとするならば、小さかろうが何であろうが、とにか

くかなり差別化する現代的、今日的なコンセプトをしっかりとまとめるべきだと思う。ど

う具現化するかをきちんと言葉にし、この館の進む、やろうとしていることはほかと違う

ことをはっきりとしたほうがいいと思う。 

 そんな中で収蔵展示に関しては当然必要なものは必要であるが、調査研究のための部屋

というハード面が要るのか、そういったことは、余裕があればそのような施設もあっても

邪魔にはならないが、むしろその狙いに沿ってどうあるべきかを議論すべきである。調査

研究は必要であるが、今回の場合は、地域のこの地理、地形から文化は生まれることから、

この地形と地域の仏様やいろんな文化財、そういったものとの連携をどう深くとっていく

のかというところに、恐らくこの文化館の個性のようなものも出てくると思う。その意味

では、非常にこの調査研究や地域連携の機能が重要になるが、別に部屋が必要なわけでは

ない。その機能をどうやって作るかが重要で、地域との連携をした調査研究は大変重要で

あるということが言えると思うが、このような紋切り型の部屋は必要ないと思う。だから、

施設と機能をきちんと分けたほうがいいと思う。 

 同様に情報発信・交流も全くそのとおりで、機能は必要であるが、別にキッズルームが

なくてもいいのではないかと思うし、紋切り型のものを作ることに恐らくあまり意味はな

いと思う。むしろ差別化する方向で特化した形で特徴付けをしていいものを作ったほうが

いいのではないか。 

  

○委員 

 調査研究は本当に必須だと思うので、そのための施設は必ず必要だと思うが、本当に何

もかも揃える必要はなく、先ほどのお話のように、京都や奈良から必要なものを借りるこ

とがあってもいいと思う。 

 情報発信・交流に関しては、個人的にライブラリーとかブックショップはぜひ併設して

いただきたい。そこで何か知りたいことが生じたときに、すぐに本が買えるような状態に

はあってほしいと思うが、それ以外のものに関してはマストではないし、講座などは、町

やいろんな場所に出て行ってできることであり、それこそ、近代美術館のスペースでこち

らの滋賀の神仏に関する講座などを行うことで広がりが出ると思う。子ども向けとかそう
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いう教育向け的なことに関しても、アウトリーチで学校に出かけていくとか、まちの中で

子ども対象のワークショップであるとか、そういったことが可能だと思うので、必ずしも

そのための施設をハード面で造る必要はないのではないかと。余裕があれば別であるが、

ハード面で力を入れることではなくて、むしろ内容に力を入れたほうがいいと思う。 

 

○委員 

 いずれにしても、やはり準備室というのを立ち上げて、それでこの関西地区のどこか、

奈良文化財研究所もあるので、いろんな調査のための機器の充足を考える上でも、まず実

際訪ねていろいろ見に行ってはどうか。そうすると、これはやはり奈文研に頼んだほうが

いいのではないかということもあろうかと思う。もちろん、金とスペースがあり、最高の

ものを造りたいというのであれば、それなりのやり方があると思うが、どう考えてもやは

り難しいことであり、必要な施設を整えていくという考え方、結局、それはこの懇話会で

意見が出ているように、それを準備室の学芸担当の人がそれぞれ調査して、要るか要らな

いかということも最終的に決めて、それで最後に意見を委員に聞くほうがよほど早いし、

今のようなやり方をしていてもと思うので、できるだけ早くスタートしてはと思う。 

 結局、委員の意見を聞くたたき台としてでも、これは県の案と違うと言われると、それ

では誰のためにやっているのかということになるし、県のためにこれから造られる施設に

ついて、私どもの意見が何らかの形で役立ち、活用されれば非常にありがたいということ

であるので、先ほども話があったように、この前、見せていただいた文化館の収蔵庫は、

本当にぎっしり埋まっている。それを横にして台座も置いて、光背も置いてとすると、一

体どれぐらい要るかと。それは皆、分かっているわけであるので、現在あるものを保管す

るだけでもどれぐらいの面積が要るか、今後、20年ぐらい機能するためには、どれぐらい

の面積が要るかなどを早急にまとめ、また委員会が終わっても個々にでもいいし、また意

見を聞いて対応する、それしかないと思うので、よろしくお願いしたいと思う。 

 

○委員 

 先ほど、ビルの中にという御意見もあったが、何か逆らうようで非常に恐縮であるが、

確かに東京だとサントリーや出光のような美術館が、大阪にはハルカスに美術館があり、

お客さんも多く来ている。一定のスペックを備えると、文化庁も展示してはいけないとは

言えないので、ある意味仕方なく許可しているというところもある。自治体がそれを造り

ますと言えば、まず否定から入ると思うので、それをクリアするのはとても大変だと思う

し、大変だからということよりも、まずそのようなビルの中に滋賀県の大事な文化財の収

蔵庫を造ることはかなりリスキーだと思うし、別の場所に展示室だけ造って、そこに毎回

運ぶことも移動のリスクが非常に高まり、恐らく輸送費だけで1000万ぐらいすぐに使って

しまうほどなので、お金もリスクもかかるということで、余り現実的でないと思う。 

 だから、特別展を例えばビルの中の博物館で出光がやるようなことは、たまにはあり得

ると思うが、それを恒常的に県が施設を造ってやることはやめるべきだと思う。近代美術
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館の近くに、例えば地下通路でつないで台車で動かせるぐらいの範囲であれば、特別展室

を共有するなどは可能と思う。 

 それと、災害のことがあまり話題になってないが、ハザードマップはもちろん見ている

と思うが、なるべく安全で水害等や地震のリスクの少ない場所を、まず選んでいただきた

いと思う。 

 

○委員 

 検討参考資料については、事務局が手分けして館に行って、まとめたのか。展覧会を見

に行ったではなく、どのような運営をされているかとか、調査したものなのか。 

 

○事務局 

 ここで例として挙げた館の一部は行けているところもあるが、個別に具体的に調査や、

お聞きした上で整理したものではないので、また必要に応じて、聞きに伺いたいと思う。 

 

○委員 

 調査に実際に行くと、いろんな問題点、当然プラスの部分もあるし、知らなかった、こ

んなことしているのかということもあり、現実に見聞きすることは非常に大事なことだと

思う。なかなか財政的な問題などもあって、コンサルの方のほうがよく知っているといっ

た話になるかもしれないが、現実に対応しようとなると、こういうところに見えないリス

クがあったということが、たいてい聞きに行くと、皆、どちらかというとぼやき出すこと

が多く、こういうことはやはり駄目かという話になってくるので、お忙しいとは思うが、

なるべく現地を視察し、それを生かすことがいいと思う。 

 

○事務局 

 事務局事務連絡 

 部長挨拶 

 閉会 


