
資料紹介

英国における産業技術史博物館建設の現状＊

中岡哲郎＊＊

1 .はじ め に

本報告は1987年10月下旬から11月中旬にか

けての英国での産業技術史関係の博物館調査

の成果である。調査の目的については，全体

のまとめで改めて報告されると思われるが，

ここで要約しておくと (1）資料の収集と調査

の方法，およびそのための産業界，政府，自

治体との連繋方法，（2）その国の産業技術の発

展をいかに個性的に展示しているか，（3）動態

展示の維持体制〈研究，技能者養成，修理保存

のための工場維持など〉， (4）産業技術史研究に

おける博物館の役割， となっている。このよ

うな目的のもとに，調査計画段階で選定され

たものと，現地で紹介されたものなどの合計

9博物館の観察・ヒヤリング調査を実施し

た。それらは， サイエンス・ミュージアム

〈ロンドγ〉， ナショナル・レイルウェイ・ミ

ュージアム〈ヨーグ〉，バーミンガム・サイエ

シス・アンド・イ γ ダストリィ・ミュージア

ム，ノ y チンガム・インダストリアル・ミュ

ージアム，マンチェスター・ミュージアム・

オプ・サイエンス・アンド・インダストリ

ィ，ルディントン・ニッテング・フレーム・

ミュージアム， グオリイパング・ミル・ア

ト・スタイアノレ，マクルズフィールド・ミュ
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ージアム，アイアンプリッジ・ゴージュ・ミ

ュージアムである。

本稿の前半では，これらの博物館の活動の

背景と，イギリス全体での産業技術遺産保存

の概要を紹介し，後半では博物館の大まかな

型分けを試み，特徴的な館の活動状況を報告

したい。なお，英国全体での産業遺産保存活

動の紹介には，アイアソプ Pyジ・イ Yス

ティチュートのストラ y トソ氏の第6回国際

産業遺産保存会議〈ウィ－:/, 1987年9月〉で

の報告書を利用しているが，それは桃山学院

大学の庄谷邦幸教授の提供によるものであ

る。

2.英国の産業遺産保存活動の系譜

英国における自然や歴史的環境の保護の動

きは19世紀後半に始まっている。それより約

70年前の1791年には OrdnanceSurvey （地理

調査所〉により考古学的遺跡資料の体系的収

集がなされたらしいが， 19世紀後半のそれ

は，民間のコモン（共用地〉保存運動であっ

た。すなわち，中世の入会地としてのコモソ

が，産業革命と同時並行的に進んだ第二次農

業革命の過程で般物生産のために固い込まれ

たため，残されたコモンを守る必要が生じ

た。特にロソドン近郊のコモソは，増加した
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都市住民のレクリェーショ γとい

う新たな用途のために貴重な存在

となっていたらしい。そのような

コモンの開発用地としての利用に
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存協会の無給弁護土をしていて，

法令で定められた団体の必要性を

確信したためであった。この提言

は，オグダグィア・ヒルの積極的

支持を得ることになり，彼女の

「トラスト」案を受けてナショナ

ル・トラスト成立（1895年〉へと

展開してゆくのである。すなわ

ち， 1894年7月のウエストミシス

ター公爵を議長とする会議の決議

をふまえて，翌年1月に， 「歴史

的名勝および自然的景勝地のため

のナショナル・トラスト」として，会社法の

もとに登録されたのである。この発足当時

100人であった会員数は， 1930年頃から増加

傾向が強まり，第二次世界大戦後，とくに

1970年代以降は急激に増加して1983年には約

113万人になっている。その活動の中心は自

然的景観の保存であるが，邸宅や誠（1倒件〉，

カントリ・ハウス（邸件〉，特別に学術上興味

のある遺跡（405件〉，風車および水車（21件〕，

産業上の記念物（17件〉，村落および小村（40

件），中世の納屋（11件〉，ィ γおよびパブリッ

ク・ハウス（34件〉，店(156か所〉，農場（1,174

か所〉などの活動状況をみると， 産業技術史

資料の保存や研究にも深くかかわっているこ

とが理解されよう。今回の調査事例の中でも
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ナショナル・トラストによって保存・再生が

推進されている綿工場の産業村であり，英国

でも最も注目されているもののひとつであ

る。

一方，産業遺産保存のもうひとつの流れで

ある歴史的遺産の保護では， 1877年にウィリ

アム・モリスによって古建築物保存協会がつ

くられている。それは当時増加しつつあった

悲意的な古建築の改修を憂慮したものであ

り，正しい保存のあり方を提唱するためであ

ったと言われている。その後，法的な規制に

よる保護のためにジョン・ラポックの努力に

より 1882年には古記念物保護法が制定され

た。これは居住者のいない記念物の保護のた

めであり，さらに1900年古記念物保護法など

によって拡充強化された。
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その後， 自然環境保護と古記念物保護を中

心とする環境保全の活動と制度は， 1920-30

年代には多くの保護団体の発足と，都市農村

計画法（1932年〉による開発規制とによって

新たな展開をむかえた。その後の経過は既往

研究にゆずるが， 1979年には統合・修正法と

して古記念物及び考古学的区域法が制定され

ている。その中では. 1957年のシピック・ト

ラストの発足， 1967年のシピック・アメユテ

ィ法の制定， 1974年の都市農村アメユティ法

などの系譜も注目されるものである。このよ

うな自然的・歴史的環境保護の一環としての

産業技術遺産の保存は．英国の土地利用計画

法制にも色濃く反映されており，そのことが

最も顕著な特徴をなしていると言える。

3. 保存活動と博物館整備の概要

最近の英国政府の政策転換は，産業考古学

に対して規制的によりも，組織化へと影響し

たようだ。 1986年の大都市圏自治体の廃止に

よっても大きな影響はなかった。ブラッタカ

シトリィを通過する運河の保存のような広域

にわたる大都市圏自治体のプロジェクトは影

響を受けた。しかし．一方ではマージィサイ

ドでマリタイム・ミュージアム〈リバプール〉

のトラスティが設立された。マンチェスター

大都市圏自治体のミュージアム・オプ・サイ

ェ γス・ア γ ド・インダストリィには中央政

府から100万ポンド以上の補助金が出ること

になった。

表退した工業地域の再生のために開発公社

を利用し，産業博物館計画を含む総合開発が

進められている。マージイサイド開発公社に

よるマリタイム・ミュージアムはアルパー

ト・ドッグの保存に成功した。しかしロン

ドンのウエストインディアン・ドッグでの活

動は成功しなかった。

産業記念物の保存と解釈のために新しい国

家的団体であるイングリッシュ・へリテッジ

が設立された。しかしその支出の中での産
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業記念物に関連したプロジェクトに出された

ものは少ない。だが，イソグロッシュ・ヘロ

テッジは産業用建物の再利用において価値あ

る活動を示している。それは例えば，コヲツ

ウオルドのストランドウォーター峡谷での羊

毛ミルの保存である。また，地方自治体とイ

ソグリッシュ・ヘリテッジは産業記念物の考

古学的評価作業に対して資金を提供しつつあ

る。

1960ー・70年代に英国では非常に多くの産業

考古学の専門家組織や地域組織が発足したの

で．この3年間では組織化は少なかったらし

い。一方，調査プロジェタトとしてはアイア

ンプロッジ・インスティチュートによるナy

フィールド産業考古学調査が注目されてい

る。それは産業が景観開発を通じてもっと広

い方向を提供しうることを示した。またイン

グランド，スコットランド，ウエールズのロ

イヤル・コミッショ Yによる調査報告書の出

版や，歴史的記念物王立委員会による「ウエ

ストヨークシャーの労働者住宅1750ー19却」

「！）バプールの歴史的ウォーターフロント」，

スコ γ トランド古代・歴史記念物王立番員会

による「産業記念物」， ウエールズ古代記念

物王立委員会によるプレコン森林軌道に関す

る出版などの作業がある。さらにサセ y タス

産業考古学会による「ガトウィッタ空港の発

展」の報告がなされている。そして，産業考

古学と教育の連携化にも進展がみられ，バー

ミγガム大学とアイアンプリ yジ・ゴージ

ュ・ミュージアムとの新しい訓練プログラム

が開始されている。

一方，英国政府はおくればせながら，英国

建築や歴史的遺産が観光客誘致や海外からの

訪問者の魅力的目的地創出に役立つことを評

価しはじめているようだ。そのため，広く産

業革命に関連するテーマにもとづく催しが英

国観光局や政府機関．および地域機闘を通じ

て衰退しつつある都市内部地域の活性化のた

めに援助されている。それは例えば，プラッ
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ドフォードでのテキスタイル・シティの成

功，バーミンガム市での歴史的テーマ公園計

画，マシチェスターでのキャッスルフィール

ド整備計画，ポーツマスでの軍艦航行と潜水

艦，ディーデイ・ミュージアムなどである。

英国中の博物館が，専門家のみでなく広く一

般の人々にアピールするために特別な催しを

聞いたり，販売物をまかなったりするため

に，英国観光局の補助金やプログラム援助金

を活用している。その中でも，休暇中の人々

が産業遺産を訪れるようにと，イースト・ミ

ッドランド観光協会とウエールズ観光協会

が，その地域での主要な遺跡と展示内容を紹

介するプγ グレヲトを作成したことが注目さ

れよれしかし，このような進展は，望まし

くない効果をもつこともあるようだ。例え

ば，運河沿いの歩道やテキスタイル博物館の

豊富な中で，産業遺産はややありふれたもの

になる危険性があり，また，地方自治体はそ

れを観光収入のための安易な手段とみること

もある。一方， カンプリアのダv ドンには

1736年に建設された鉄溶鉱炉の重要な遺跡が

あり，それは保存を必要としているが，アグ

セス面からも安全面からも決して観光客誘致

を多くすることはできない，という事例もあ

る。

英国では，最近の博物館の新規開館は少な

くなりつつある。完全に新しい博物館の開設

は，最近では産業考古学の周辺領域ともいう

べきものの傾向がある。その事例としては，

コベγ トリーの国立モーターサイクル博物館

とグロスターのド γ クエリアでのパ vク・エ

イジ博物館がある。前者は1984年10月にオー

プンした。その建設費用は120～170万ポシド

の新しい建物群である。後者はロパート・オ

ピーによる25万のコレクショシによって設立

された。

最近3年間で開始された最もオリジナルな

アトラクショシのひとつはラ γカシャーのパ

ーシレイのグィーγ ・ストリート・ミルであ
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る。それは1982年に整理される以前は，蒸気

力で動いている英国で最後のものであった。

1000織機以上を有する大きな作業小屋は3つ

の部分に区分され，ひとつは店舗や講義室の

ような訪問者のための施設に， もうひとつは

300以上のランカシャー織機を操作する部分

として残された。第3の部分は，小さな工場

ユニットとして維持されているらしし、。訪問

者は，そのスケールと典型的なランカシャー

織物小屋の大きな音を経験することができ，

シャツその他のものを買うことができる。

1987年は英国の最も有名なレーシングサーキ

γ トであるサリーのプルックラ γ ズの80周年

である。博物館プロジェグトは現在進行中で

あり， トラ y クとクラブハウスの残っている

ものは保存されるだろう。

先に述べたように，いくつかの産業博物館

は観光客をひきつけるために，主要な開発プ

ロジェグトを実施した。後期ジョージアン・

ハウスや牛舎付きのパプ，生協ストア，ヴィ

グトリア γ ・パーク，楽隊スタ γ ドなどを含

む1920年代の街並みの再建によって，ピーミ

ッシュは博物館の1986年度賞を受けた。オー

ディオ・ピジュアノレ・センターのある大きな

新来訪者センターがちかく完成するらしい。

スタイアルのクォリィパγグ・ミノレは，ナツ

ョナル・トラストが手を入れている最大の産

業遺跡である。スタイアルの開発における主

要なランドマーグは巨大な水車の再生であ

る。織機やその他の機械が，そのミノレのほと

んどの歴史におけるように水力によって動く

ようにするため， 1987年中にその100馬力の

水車はライ γ シャフトに取りつけられること

になっている。そのプロジェクトは6年聞に

わたって20万ポンドの費用をかけ， ミルの水

供給経路の復旧を含むものである。

一方，アイアンブリッジ・ゴージュ・ミュ

ージアムは2つの主要プロジェクトを完成さ

せた。それは屋外施設を訪問者にとってもっ

とドラマチックにするものであり，また製鉄
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技術の 2つの伝統的側面を再生し，手工業製

品の販売によって収入を得させるものであ

る。鉄鋳造場は訪問者が買うことのできる鋳

鉄を生産し，錬鉄製の作品はこれまで英国の

博物館で実施された最大の技術プロジェクト

であるだろう。錬鉄工業は，英国では1976年

ボルトンのトーマス・ウォルムズレイによっ

て行なわれたのが最後であった。そのウォル

ムズレイ工場からの機械がプリスツヒル博物

館で再建された。それは1815年にジョン・レ

エーによってデザインされ， ウールウィッ

チ・ドックヤードで鍛冶屋を形成していたこ

とのある建物の中におかれている。

ドラマチックな活動アトラクション創出へ

の関与は，博物館の文脈でよりも現場での産

業記念物の保存として推進されている。グレ

イト・ラグゼイ水車は，マン島での最も重要

な産業記念物である。水車を地下のポンプ機

械に結びつける棒ダクトの回復によって，さ

らに訪問者が鉱道とエンジンハウスを通り按

けることができるようにすることによって，

その地区は観光客にも産業考古学者にもずっ

と魅力的になった。

オーディオピジュアル装置とステージセ y

トは過去の産業を解説するためのスト γ タ手

段となった。その技術はウィンザーのロイヤ

ルティ・アンド・ェγパイア・エグジピショ

ンで見ることができる。英国博物館学でのハ

イテクノロジィはヨークのヨルピック・バイ

キング・セソターやハンプシャーのピュウリ

ュウにおけるナショナル・モーター・ミュー

ジアムで導入されつつある。また，人の解説

や役割演技によって歴史を再生する方法は，

マクルズフィールド・シルク・ヘリテッジ・

セシターやウィガン・ピア〈ランカシャー〉，

リパプールのマージイサイド・マリタイム・

ミュージアムで成功しつつあるようだ。産業

考古学というよりも技術に関してだが，サイ

エシス・ミュージアムのローンチ・バ vドで

は操作による解説方法の高度な開発成果が提
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示されている。さらに最近では産業遺産の適

応的再利用に関する議論がなされている。適

応的再利用と記念物アプローチとのバランス

をいかに調整するかが問題となっているよう

だ。

ストラットンの報告ではさらに，産業考古

学協会の年会や，地域レベルの組織の会議の

状況を記述し，出版活動についてもふれてい

る。このような内容からみると，英国の豊富

な産業遺産の保存活動は，環境保全の視点を

も含みつつ，地域史・産業史の研究と教育，

観光客誘致による地域再生を特徴としつつあ

ると考えられる。それは， 19世紀末からの特

徴でもあったが，特に後者に重点が置かれる

ことにより，最近では地域再開発事業として

の性格が強〈なったとも言えよう。

4.博物館の型と整備活動事例

以上で述べたことからも予想されるよう

に，博物館の建設方法とその活動内容は一層

多様化しつつあると考えられる。従って博物

館の型分けもそれほど明確になるわけではな

いが，今回の現地調査対象9館を立地と産業

遺産保存との関係，研究・教育機関としての

役割の視点から仮に型分けすると，以下のよ

うになる。

(1）中央館型……サイエンス・ミュージアム

（ナジ冨ナル・レイルウェイ・ミュージアムを

含む〉

(2）地域センター型……バーミンガム科学産業

博物館，ノッチYガム産業博物館，マンチ

ェスター科学産業博物館

(3）現地保存型……Jレディントソ編み機博物

館，タォロイバンク・ミ Jレ博物館（スタイ

アル〉， マクルズフィーJレド博物館， アイ

アソプリ γジ・ゴージュ博物館

これらのうち，中央館型のものは国内外を

問わず多くの産業遺産や資料を収集し，関連

文献を備えた図書室も整備され，一般展示と

教育，専門家の研究活動のいずれにもサーピ
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スしている総合的博物館であり，今回はロ γ

ドンのサイエシス・ミュージアムとその一部

門であるヨークのナショナノレ・レイルウェ

イ・ミュージアムのみを調査したが，その他

？こもヴィクトリア・アンド・アトノミート・ミ

ュージアムやグリニヲヂのナショナル・マリ

タイム・ミュージアムなどがよく知られてい

るだろう。

サイエンス・ミュージアムは本部とも言え

るサウスケシジントン， ヨークのナショナ

Jレ・レイルウェイ・ミュージアム，ブラッド

フォードの写真・フィルム・テレピジョン博

物館，イョピルトンのコンコルド，ロートン

のザイエンス・ミュージアムの 5館からな

り，全体の正式名称は国立科学産業博物館と

訳せるようだ。調査したどの博物館でも，

最高の決議機関としてはトラスティがあり，

サイエンス・ミュージアムではその下に4つ

の委員会がある。ひとつは全体の財政と一般

方針に関与し，他の 3つはサウスケシジント

ン， ヨーク，ブラッドフォードのそれぞれの

運営方針を検討しているようだ。そして研

究・展示部門は物理科学， 医科学，技術，

輸送（以上はサウスケンジントン〉， 写真〈ブラ

ッドフォード〉， 鉄道〈ヨーのの 6つに分か

れ，管理運営部門は収集品管理，管理サーピ

ス，パプりック・サーピス，研究・図書，マー

ケティシグの5つで構成されているようだ。

さらに， ヨークの例で示せば博物館主事，副

主事のもとに技術，文献， 技術サーピス〈ワ

ークショップを含む〉， 教育， 図書， 目録，デ

ザイン，マーケ yティソグなどの各部門が設

置されている。以上のような部門構成は，

細部では若干差異があってもアイアンプリッ

ジ・ゴージュ・ミュージアムなどでも同様で

ある。

ザイエシス・ミュージアムの財源そのもの

は国家支出によるものが大部分であるから，

十分とは言えなくても重大な問題もないであ

ろう。それでも最近3年間では博物館自身に
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よる活動収入が4.2%から6.5%に増加してい

るものと思われる。 1986年末現在で591人の

雇用者があり， 437人がサウスケンジントン，

84人がヨーク， 70人がブラッドフォードに所

属している。ブラッドフォードでの活動の発

展やローンチ・パッドの開設などでスタッフ

需要は大きいが，財政事情がよくないのでス

タップはフレキシプルで建設的な方法を採用

しているという。すなわちパートタイムやボ

ラγティアに依存している部分が少なくない

と考えられる。それなくしては館そのもの

も，そのサーピスももっと貧しいものになる

だろうと述べている。サイエンス・ミュージ

アムはサウスケンジシトンから約3マイルの

場所に大きな金融機関の建物あとを倉庫とし

て使用しており，医科学史部門では現在，歯

科技術資料を収集し，整理中であった。さら

に遠隔のロンドン郊外にもう lカ所の収蔵庫

を保有しているとのことであった。

展示の特徴としては，サウスケンジントン

の5, 6階部分が医科学史部門であるが， 6 

階は実物展示を密度高くおこない，やや専門

研究者を対象とし， 5階は模型展示を主体と

して児童・生徒を対象としているように考え

られる。動態展示も設置された5階は，英国

の博物館ではよく見られる質問用紙〈学習用

紙〉をもった生徒の見学で活気があり， 6階

は静かに見学するフロアとしての雰囲気が示

されていた。地下1階のローンチ・パッドは



英国における産業銭術史博物館建段の現状〈中岡・安図）

M町、

図－3 ヨーク鉄道博物館作業室

操置で遊ぶ子供達でもっと賑やからしい。

ヨークの鉄道博物館は現在の施設とは道路

をはさんで反対側に拡張工事中であり，そこ

では実際の駅舎のホームの形をそのまま再現

して展示されるらしL、。博物館の規模として

は約2倍ぐらいになるようだ。ここでは展示

室の裏に直接車輔を引き込める収蔵庫と工作

室があり，さらに展示室に隣接して木工室，

金工室が設置されている。事務部門の一部に

充実した図書室があり，予約すれば原則とし

て誰でも利用できるとのことであった。この

ように，中央館型は専門家に対しても，一般

見学者に対してもある程度のサーピスが提供

できるように展示内容もスタッフも充実して

いると考えてよし、。

一方，地域センター型は，それぞれの地域

の産業遺産や資料を収集するとともに，その

地域に分散して存在する記念物の調査研究や

修復・保存・管理をも期待されているが，現

状ではとくに人員不足のために十分機能して

いるとは言えないようだ。このことはマンチ

ェスター，パーミンガム，ノッチンガムなど

のいずれの博物館についても言えることだ

が，整備途上にあるノッチンガムではとくに

著しいようであった。訪問日がたまたま休館

日であったためもあろうが，主事1名と女性

職員 l名で処理しきれない仕事をかかえてい

る様子が感じられた。手に入れて来たノ yチ

ンガムの1987年秋の博物館・イベント案内パ

ンフレットによれば，市内には他にも古誠博
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図－4 バーミ Yガム科学産業停物館内展示

物館，斌門衣装博物館，運河博物館，科学セ

γター，醸造ヤード博物館，自然史博物館な

どがあり，．主事の話では運河の管理も担当で

あり，大変忙しいとのことであった。これら

の活動を資金的，人的に支援するものとして

友の会会員を募集していることが，パンフレ

ットの最後に記されている。今回の調査で

は，この地域センター型の博物館活動につい

ての聴取り調査が十分とは言えないので，今

後の調査研究に期待したい。ノッチンガム産

業博物館では巨大なピーム・エンジンを動態

展示し，パーチカル・スチーム・エンジγ，

ホリゾソタル・スチーム・エンジン，インタ

ーナル・コンパッション・エンジンなどの展

示をおこない，パンフレ y トを発行してい

る。

この地域セγター型博物館は，人的にも資

金的にも厳しい条件下にあるとは言え，それ

ぞれの地域の個性を生かした建設・整備と地

域社会の再生との総合的計画化が可能な望ま

しい条件も有している。ノッチソガムと同

様，整備途上にあって十分な展示サーピスが

なされているとは言えないが，注目すべきも

のとしてマンチェスター科学産業博物館があ

る。

この博物館の特徴は，キャ yスルフィール

ドと名づけられた，かつてのシティ・センタ

ー全体の再開発計画の中に位置づけられてい

ることであろう。その名称は18世紀にローマ

時代の砦の跡につけられた「野原の中の掠」
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から由来している。この地区の中心部には，

ローマ時代の砦の北門が推定にもとづいて再

建され，門衛室がしつらえられ，ローマ時代

の衣装をつけたガイドが旅行者の案内をして

くれる。産業革命期にはキャヲスノレフィーノレ

ドは著しい変化をうけ，イアウェル川が改修

され，プリ yジウォーターとロヲチデイノレ運

河の建設によってロンドン， リバプール，ハ

ルへとつづく運河網の中心となった。さら

に，鉄道時代の到来とともに1830年9月には

世界で最初の旅客鉄道駅がリパプール・ロー

ドに開設された。これは鉄道時代の幕あけを

意味するものであった。だが，この鉄道建築

物は，本来の「野原の中の按」の遺跡を消滅

させてしまった。 20世紀に入ってキャ yスノレ

フィーノレドは衰退するが，近年になってこの

地区がローマ時代から現代にいたるまでの開

発の歴史を示すユニークな機会を有している

ことが認識されだしている。

この地区の歴史的な特徴を再生させようと

いう要求は， ローマ時代の砦の遺跡の考古学

上の発堀もとづいて始まった。北門は公園の

中に再建され，同時に1877年建築のマーケ γ

トは航空展示館に転用され，さらにかつての

リパプール・ロード駅が大マγチェスター科

学産業博物館として再生された。また， リバ

プール・ロードの角にある以前の図書館の建

物とデーンズゲイトは修復され，現在は来訪

者センターになっている。そこにはまた，キ

ャγスノレフィー Jレド ・ギャラリィとアーバ

γ ・スタディ・センターも入っている。

その他に以前の中央駅の車輔庫がジイ・メ

γ クス〈新マンチzスター国際展示センター〉と

そて再生され，さらにナショナル・エレクト

リスティ・ギャラりィが開設されている。

将来は，さらに科学産業博物館が拡張され，

2つの恒久的展示の開始と，科学センターの

オープシによって現在の開発計画が完了する

ことになっているらしい。地区としてはさら

にりパプール ・ロードの以前のアパー・キャ
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図－5 マγチzスター科学産業博物館の
航空部門ギャラリー

ンプフィーノレド・マーケットが，いろいろな

方法でマンチェスターの人々の歴史を物語る

センターとして再開発される予定であり，運

河とイアウェル川は水路のレクリェーション

利用のための施設を含めて改善されることに

よって，この地区はドラマチックに変貌する

であろう。景観整備がこの地区の風景を一変

させるだろうし，古い倉庫は新しい利用に再

生されるものと思われる。このブリッジウォ

ーター運河は1759から61年にかけて，ウ ォル

ズレイ炭鉱からの石炭をマγチェスターの町

にまで運ぶために建設されたのであり，それ

は英国全体へと拡がる運河網の開始を意味し

ていた。

このキャッスルフィールド・アーバン・ヘ

リテッジ ・パークに位置するマンチェスター

科学産業博物館の開設は前のマンチェスター

大都市圏自治体によるものである。 1980年に

リパプール・マンチェスター鉄道の 150周年

記念式典がおこなわれた。その時に大都市圏

自治体はりバプール・ロード鉄道駅の放棄さ

れた建物が，ウェスターン科学産業博物館の

収集品を収納する建物として再利用できるこ

とに気がついた。この計画を実行するために

慈善的団体が結成された。 1983年に最初の段

階が一般に公開され，その後毎年施設を拡張

し，展示を充実させている。その展示内容

は，世界で最初の産業都市としてのマンチェ

スターの特徴を，動力・ガスと電気，工業，
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科学などの分野別展示で紹介するものであ

り，別館として航空部門展示をしている。電

気も別館として 1830年建築の倉庫を再利用

し 1935年当時の電灯利用の室内を再現展示

した部分もある。また， 1830年建築のリバプ

ール・マンチェスター鉄道の旅客駅舎では当

時のファーストクラスの予約ホールを再現展

示しているらしL、。さらに1881年建築の倉庫

を再生して印制，製紙，織物などの部門の展

示を準備中であった。

このような都心部の再生としての博物館の

整備は， ヨークなどの他都市でも行なわれて

いるが，空間的余裕や主要交通機関との近接

条件ではマンチェスターが最も恵まれている

ようだ。それにしても図書，文献などやや専

門的なサービスをどのように充実してゆくの

か気になるところである。パンフレットの最

後には，やはり友の会会員歓迎．とくに博物

館の活動を支援してくれることに関心のある

人を求む， とある。

さて， これまでの紹介でもお気づきのよう

に，地域センター型でもかなり現地保存を〈

み込んでいるし中央館型でもヨークの鉄道

博物館は既存建築物の再生利用を始めてい

る。また，これから紹介する現地保存型でも

アイアンプリッジ・ゴージュ・ミュージアム

などは図書館や資料収集・展示において地域

センター型としての性格を強めていると考え

てよい。現地保存型は，産業遺産の計画的修

復と再生による地域社会の整備，観光客の誘

致による地域経済への寄与を特徴とするが，

特定領域での関連情報が集中し，発展して中

央館型になることも望ましいことであろう。

そのような意味も含めて注目されるのがア

イアンプリ γ ジ・ゴージュ博物館群である。

この博物館は，テルフォード・エュータウン

公社がユュータウン建設の一貫として建設・

整備しつつあるもので， トラスティそのもの

が開発公社によって設置されたのである。そ

のトラスティのもとに幹事会があり，それぞ
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図－6 アイアンプPッジ

れ財務，開発，学術・主事，マーケティング

の担当があり，名誉幹事・名誉監事がおかれ

ているようだ。その下に館長以下の運営部門

があり，運営・サーピス，収集，マーケティ

ソグ， 財務，管財などの部局がおかれてい

る。また，バーミンヵ・ム大学と共同でアイア

ソブリッジ・インスティチュートを設立し，

調査研究の指導をおこなっている。

このアイアソブリッジではトラストの収集

方針に関する書類を提供してもらったので，

その概要をまとめると以下のようになる。ま

ず，アイアンプリ yジ・ゴージュ・ミュージ

アム・トラストの主目的は，テJレフォード・

ニュータウンのエリアと東ジュロプシャ一周

辺地区の歴史的産業的関心をなすものの特徴

と対象を保存し，再生・強化し，維持するこ

とを保証することにあり，産業博物館を整備

し，機械を動かすことを含んでいる，として

いる。さらに，東シュロプジャーの歴史と産

業開発のために適切で，その歴史的景観と森

林に関心をもつようにミーティソグの組織

化，展示，講演，出版，教育プログラムやそ

の他の方法の教育をおこなうこと，である。

それはまた，産業革命のプロセスを示し，こ

の現象の研究に対し，国際的焦点を提供する

という広い役割をも目的としているようだ。

具体的な収集品は，その地域の産業考古学

によるフィーJレド・ワークや発掘によると同

時に，寄贈品，借用品，購入品および後見品

より構成されている。それはまた，産業革命
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表－1 職員構成（アイァγプりッジ・ゴージュ・ミュージアム）

高点空 専門研究者 特殊技術 事

フルタイム 14 7 

ノfートタイム 6 10 

季 節雇用 2 2 

ボランティア

iロ~ 計 22 19 

の歴史について書かれた，および生産された

記録より成り立ち，とくに製鉄における産業

革命発祥の地としてのアイアγプリ vジ・ゴ

ージュに関係するものとされる。ミュージア

ムの最近の全体的方針は，シュロプシャー炭

鉱地帯で作られ，使われ，特徴的な物，年代

としては1700年から1920年までのものを収集

し，石炭や鉄や粘土の地方的産業に重点、をお

き，その適切な過程や設備を展示できる場所

に注目することである。

さらに収集品については考古学，アート，

セラミ vクス，地理学および採掘産業，鉄，

ライプラリィ，社会史，輸送などの主要領域

に区分し，それぞれについて記述している。

具体的にはテルフォード・ニュータウン，東

シュロプシャーの産業敷地での考古学的研究

の成果，産業革命の過程を図解するイラス

ト，絵，写真などの表現物，クレイプン・ダ

エエル・アンド・マウズ会社の建築用セラミ

γ クス， コーノレポートやジャックフィールド

関係の装飾用などの陶器，シュロプシャ一地

域での採掘品および地理学的収集品，コール

プノレ vクデーノレ会社関連の鉄製品と文献資

料，産業革命関連文献， トーマス・テルフォ

ード関連事項，東シュロプシャ一地域の生活

様式に関する遺物や輸送の発展に関するもの

を主として収集する，としている。

今回の聴き取り調査のために準備した質問

用紙から，博物館群の概要を抽出すると，敷

地面積6平方マイル，建物数38，職員数350

人である。その詳細は表ー1に示すとおりで

30 

30 

3 

63 

90 

務 技術職員 保安要員 その f也 合計

25 7 27 110 

80 18 144 

35 42 

40 14 54 

180 7 59 350 

図ー7 コールポートチャイナ博物館と運河
（アイアγブリッジ・ゴージュ博物館〉

ある。博物館群の具体的購成は，鉄の博物

館，アイアγ プリッジ， ジャックフィーJレ

ド・タイル博物館， コールポート・チャイ

ナ・ワーク博物館，プリスツ・ヒル屋外博物

館の5館を中心に数多くの産業遺産からなっ

ている。例えばダービ一家の住まいであった

ローズヒノレ・ハウス， コーチハウス・ギャラ

リー，クエーカー教徒の埋葬地，セバーン波

止場と倉庫， コールプルックデーノレ・インス

ティチュート，ローズ・コテ γ ジ，ベドラム

熔鉱炉，タール・トンネノレ，へイ・インクラ

イシ，シュロプジャー運河， コールポート橋

などが主要なものである。これらの産業遺産

が全体として18, 19世紀の産業革命期におけ

る東シュロプシャーの繁栄を物語っているよ

うだ。

その歴史については，アイアンブリッジを

建設したコウルプノレγ クデイル会社と，その

経営者ダービ一家の歴史として，アイアンプ

リずジ・ゴージュ博物館の名誉研究員である
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バリー・トリンダ一氏の著書があり，山本通

氏による翻訳『産業革命のアルケオロジー』

〈新評論， 1986年〉もある。また，訳者山本通

氏による詳細な解説も付記されているのでそ

れにゆずるとして，ここでは博物館群の概要

を紹介したい。

エイプラハム・ダーピ一一世によって創業

されたコウルプルックデイル・カンパェー

は， 1709年に伝統的な木炭にかわってコーク

ス製鉄法（鋳造用銑鉄〉を発明し，製鉄技術

における重要な役割を果した。この技術によ

って製鉄技術は鉄の新しい利用へと幅広い展

開を示すことになる。最初の鉄製車輪，鉄製

レール，鉄橋がコウルプルックデイル・カン

パニ ーによって鋳造された。数年のうちにこ

の地域で最初の鉄製ポートが錬鉄製で作ら

れ， 1787年にセバーン川に就航した。さらに

最初の鉄製導水管，最初の鉄製建築物を作っ

た。 18世紀の後半までにゴージュ地域は英国

内からも海外からも多くの訪問者を集め，そ

の焦点であるアイアンプリッジは英国の産業

革命進展のシンボルとして広く知られてい

た。しかし，この地域は19世紀には著しい変

化をこうむる。多くの鉱脈は1830年までに掘

りつくされ，主要な鉄工場のいくつかは閉鎖

された。ピクトリア時代のアイアンプリッジ

の商人や専門職人は，まだ地域で生産されて

いた広範な建築材料を使って初期の鉱業活動

のあとに別荘を建てた。大部分の重工業が

図－8 コールポートチャイナ博物館の展
示風景（アイアYプリッジ・ゴー
ジュ博物館〉
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衰退する一方で，コウルプルyクデイル会社

鋳造所は工芸品鋳造工場として繁栄し，コー

ルポート・チャイナ製造所はヨーロッバ最大

の磁器工場のひとつであったし，ジキックフ

ィールドでの装飾用タイル工場としての新産

業は，圏内での地位を確立させていた。 1870

年代以降，シュロプシャー炭鉱地帯は急速に

衰退し，そのことが逆説的ではあるが産業革

命初期の建築物や構築物の多くの存続を保証

することになった。 1960年代のテルフォー

ド・ニュータウソの指定以来，繁栄はだんだ

んよみがえってきた。 1968年に，この地域の

偉大な時代の遺産を後世へと保存するために

アイアソプ Py ジ・ゴージュ・ミュージア

ム・トラストが設立された。この製鉄に関す

る産業遺産と資料が鉄の博物館に，磁器に関

してはコールポートに，タイルについてはジ

ャッタフィールドにそれぞれ展示されてい

る。鉄の博物館に隣接してトラストの活動の

ひとつであるバーミンガム大学と共同の研修

所の建物があり学生，大学院生が作業や研究

をおこなっていた。ことには関連文献を収集

している充実した図書館も整備され，研究者

の要請に対応しているようだ。

一方，プリスツヒル屋外博物館は，それ自

身も多くの産業活動の遺産をもっているのだ

が，その豊富な自然林を利用してトラストは

かつての本当の産業的環境を再現しようと試

みている。ここでは現地で保存できない建物

や機械が再建されるばかりでなく， 19世紀の

産業の状況の他に，普通の人々の生活や労働

条件が実演されるだろう。プリスツヒルには

これからも多くの年数がかかるであろうが，

その建設過程そのものが大きな教育的効果を

もつであろう，と述べている。これからの建

設計画には煉鉄工場，プロ γク工場，パプ，

商店，鉄鋳造場，木炭熔鉱炉などが含まれて

いる。博物館での多くの動態展示は，圏内の

他地域におけるもののみならず，ゴージュ地

域での不完全なものや変更された遺跡の本来



設費をと文明

の姿を示すものとなるだろう。豚小屋や石炭

を焼やしている暖炉のある労働者住宅など，

Pアリティのあふれるものになっている。し

かし案内してくれた人も述べていたよう

に，もともとその場所に存在Lていなかった

産業遺産が増加することによって，本来の場

所性が失なわれ，エプコットセンターのよう

になるという矛盾も感じられよう。いずれに

しても空間的余裕があるからこそ可能な計画

である。ロ γ ドγから鉄道とパスで約3時間

で訪問できるとのことであったが，博物館群

をまわるのに適当な交通手段がない，という

苦しい条件が解決されていない。その改善の

ためにモノレールを導入しようという案も検

討されているとのことだが，地区の景観とい

かに適合させるか興味のあるところである。

それによって，現在30万人の年間来館者を今

世紀末には45万人にすることが目標とされて

いる。地域全体の広さからすると，空間的に

は十分余裕のある計画のように思われた。

アイアシブリッジは現地保存型〈遺跡型と

も称される〉博物館としては非常に大きく，

充実したものであるが，次に紹介するルディ

ントン編み機博物館は，手づくり博物館とし

て活動を開始したばかりのようであった。こ

の博物館についてはテキスタイル・ヒストリ

ーにドロシー・シシプソシの紹介が掲載され

ている。それによれば， 1841ー1851年当時の

ルディ γ トシ・センサスの研究のためのグノレ
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ープ計画が，この死誠した工芸を再生させる

きっかけをつくったらしい。そのグループと

いうのは新しく組織された地域史研究会であ

り，そのメンパーが調査するまでは， 1800年

代中噴のこの村で人口の 3分の 2が手動編み

機とその関連の仕事に従事していたことは知

られていなかった。ひき続いておこなわれ

た，この活動の見える遺産の調査によって多

くの作業者住宅に加えて38件の編み手作業場

が発見された。これが，それまでの小さな農

業集落に与えた工業の影響を確認させるもの

であった。多くの作業場は，実質的に放棄さ

れた状態であった。わずかなものがまだ使わ

れていたが，本来の目的でのものは皆無であ

った。大部分が1970年代の新住宅開発のため

にとりこわされた。

しかし，一群のものが特に注目され，ノッ

チγガム大学の社会経済史学科の元教授の

J・D・チェンパーズにすすめられ，それら

の建物の保存を保証するための努力がノレディ

γ トン地域史研究会の代表者たちによってな

された。多くの方法が失敗に終ったが， 19世

紀初期の編み機作業所と住宅のユニークな遺

産とわかったものを保存するために篤志家の

理事を有するトラストが1971年 3月31日まで

に設立された。そのトラストの計画は，その

地区を本来の使用のように復元することであ

った。建物などは登録され，地主は売る意志

があった。トラストによるその地区の購入に

よって，ノレディント γの靴下編み屋の歴史に

新しい章が始まることになった。

その当時は， トラスティもボランティアの

だれもが，その試みの重要さも国際的関心の

広がりもおこるとは予想していなかったらし

い。しかし1985年当時には， トラストは作業

所で工芸品を作り出すまでになっていた。

こうして再生された博物館は， 3棟の主要

建造物と若干の付属屋からなり，それは大小

2つの編み機作業場と1850年と1900年当時の

編み人住宅，洋品屋住宅である。その作業場
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図－10 Jレディ γ トン編み機博物館の館員作業室

には靴下編み機が無駄な空間のないようギッ

シリとならべられており，館員による実演が

おこなわれる。その 1階，ルディントン室と

名づけられた展示室での夕刻からのトラステ

ィ会識を傍聴させてもらった。ノ yチソガム

大学のチャ γ プマン教授を議長とする，その

会議では資金集めの作戦からイベント企画，

p R方法にまでわたっていたようだが， 10

人足らずのメンパーによる熱心なものであっ

た。まだ整備途上のこの博物館は職員 5人

〈そのうち2人はマ γパワー・サーピス養員会の資

金によるもの〉の小規模な段階にあるが，講

演室や映写室も設置Lつつあった。

1800年頃のイングランドにおける繊維産業

の状、況については，前記の山本通氏の訳本解

説にも示されているし， シャー・アルバム

119にフレームワーク・ユッティング〈マp!) 

ン・パルマー著〉がある。それによれば靴下編

み機は1589年にノッチンガムシャーのカルバ

ートンでウィリアム・リーによって発明され

たという。その後，ノッチンガムとレスター

を中心に発展したらしい。前記のシャー・ア

ルパムにも 3階建の作業小屋（1, 2階が住ま

いで3階が作業場〉の図面や，少し規模の大き

い製造工場の風景写真がのっている。

このような地域史研究と結びついた産業遺

産の発掘と，博物館としての再生活動を展開

しているものとしてマクルズフィールド・サ

ンディ・スクール・ヘリテッジ・セユノター・

トラストがある。ここではパラダイス・ミル
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という絹織工場と絹織博物館，ウエスト・パ

ーク・ミュージアムという 3つの建物のネッ

トワーク化がすすめられている。いずれも当

時の生活様式を含めた建築物の修復・再生を

含んでいる。マグルズフィールドでは17回年

代に絹織りが始まったが19世紀初期まで確立

しなかったのである。バラダイス・ミルは

18初年と18回年に建設された典型的な町の絹

織工場であり，最後の手織り絹織り工場であ

った。それはカートライトとシェルドソの家

族会社に所有され， 1912年から1981年まで操

業されたが，最後の手織り機として閉鎖され

てしまった。 26台のジャガード手織り機が本

来の位置に残存し，死滅しつつある絹工芸品

製作を実演するために再生された。ガイドが

手織りと補助機械を訪問者のために実演す

る。展示と室内配置は工場が繁栄していた

1930年代の稼動状態を感じさせている。館内

売店では絹製品，出版物，めずらしいものな

どを売っている。この工場とは別に絹織博物

館がサンデー・スクールと呼ばれる1813年建

築のアセムプロー・ホーノレを有する建物にあ

る。博物館は地下と 1階の一部分に設置さ

れ， 1階には他に地域史展示室， 2階には展

示ギャラリーと会議室，図書室と文献室，ピ

クトリア時代の室内を再現した教室が配置さ

れ， 3, 4階にユユークなアセムプリー・ホ

ールがあり，サミュエJレ・レンによって1837

年に作られ， 1882年にアレクサンダー・ヤン

グによって拡張されたパイプオルガンを有し

ているようだ。図書室には記録されているす

べての絹織機の目録の整備がすすめられてお

り，博物館そのものも絹織工業に特化した英

国で初めてのものらしい。

一方，サγデー・スクールは1796年にジョ

γ ．ワイテ γ カーによって無宗派のものとし

て開始された。当時のマグルズフィールドは

繁栄都市のひとつであったが，工業化は重大

な社会圧力となっており，それが日曜学校運

動に反映されていた。 1812年までにいくつか



技術と文明

の貸ピルで2000ミーティングも有するように

なり，学校建設用資金集めのアピールはすぐ

に成功し，建物は1814年に完成した。ピーク

には2印0名も収容したが， 1卯O年以降は日曜

学校の役割も少なくなり，最終的には1973年

に閉鎖された。

近年は最少限の維持管理がなされ，建物も

だんだん荒廃しつつあったが，同時に建築の

ユニークさと歴史的価値が見直され始めた。

ロンドンの歴史的建築物委員会がその国家的

重要性を表明した。一方ではマクルズフィー

ルドの工業的および社会的開発の歴史，とく

に絹織工業に対する関心がたかまった。こう

して1979年にはマクルズフィールド・キャ v

スノレ・ロータリークラブと自治体の努力によ

ってシルグ・ヘリテッジ・プロジェクトが設

立され，スタイアルのグォリィパンク・ミル

のディレクターの指導のもとにマンパワー・

サーピス委員会の財政援助も得て5人の研究

者（18カ月間〉が活動できることになった。

このチームは幸いにもサンデー・スクールに

本拠をおき，多くのおもしろい発見をし価

値ある情報を提供する市民の支援を得ること

ができた。 1980年には友の会ができ， 1981年

にはトラストが設立されて活動が本格化し，

1985年には博物館賞を授与された。

こうして検討してみると，マクルズフィー

ルド博物館も，いくつかの館の群として地域

センター型の特徴を有しつつあるとも言えよ

う。そこで最後に， Jvディントン編み機博物

館と同じく，現地保存型の事例を紹介してお

こう。それはナショナル・トラストにより修

復再生されつつあるスタイアルのクォリィパ

ンク・ミノレである。すでに述べたようにナシ

ョナル・トラストの管理する財産の中にはか

なりの産業遺産が含まれているようだが，そ

のうちでも最大規模のプロジェクトだと言わ

れている。聴き取り調査は実施していないの

で詳細は不明だが，すでにかなりの職員が運

営にたずさわり，整備計画の作成にも数人が
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図－11 クオリィパγク・ミル隙物館

（スタイアノレ）

とりくんでいるようであった。そのための資

金として25万ポンドだったかの募金運動を展

開中である。

スタイアルそのものは，中世からの農業集

落であり，農業を主とし，マクルズフィール

ドやストヲクポートの絹ボタン商で補足され

る状況であった。ところが1783年頃にサミ a

エル・・グレ γ グが大部分の資金を投入してク

ォリィバンク・ミノレを開発した。しかし当時

の地域労働力はグレッグの必要とする質とは

ほど速いものであったので，スタイアノレでの

事業の最初の数年間で彼は地方のワークハウ

スから児童を連れてきた。これらの子供の何

人かはスタイアルに住みつき生活し始めた。

次の数年間はもっと遠くから労働力を集め，

納屋を転用して住居をつくることが必要にな

り， 2つの農場が工場コロニーの最初の部分

になった。こうして1806年には 8戸の小住

宅が， 1810年には4戸の小住宅が建設された

記録がある。

すでに述べたように1783年にサミュエノレ・

グレッグがマンチェスターの近くで綿紡績水

車の可能性にかけて乗り出した。その当時

は，マγチェスター中が綿紡績のアイデアに

夢中マあった，と彼の息子が80年もあとに書

いている。そのときが，英国産業革命の転換

期であり，アークライトによって発明された

綿勧績技術が初めて資本家への可能性を示し

つつあった。 22歳のサミュエル・グレッグが
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初めてそのチャンスをつかもうとしていた。

ポリン川で簡単な水車をつくった彼は，紡績

の技術面に詳しくなかったので，ジォーン・

マッセイと共同し，さらに優秀な水車大工を

雇って工場の拡張をつづけてゆく。巨大な鉄

製水車が完成してすぐ， 27戸の新しい小住宅

が建設された。そして1823年には学校も建設

され，グレッグ家による工場経営の基礎がで

きたようだ。

クォリィパンク・ミルでは18世紀末から19

世紀にかけて建設された工場村の典型例を見

ることが出来る。それは水力による産業革命

の状況を，当時のままに再現しようとする試

みのようだ。工場村としてはコールプルック

デイルと同じ頃の建設であるが，規模が小さ

いだけに当時の村落景観をきわめてよく残し

ているものと思われる。見学中は中学生か高

校生ぐらいの女子学生のグループと一緒であ

ったが， 4階建の綿紡績工場のそれぞれの部

門における職員の動態展示と解説は，当時の

状況を再現するものとして印象深いものであ

った。

5.おわりに

以上，英国の博物館建設について，とくに

地域社会の再開発としての側面に重点をおい

て紹介した。その多くは地域史研究との密接

な連携のもとに推進されつつあるようだが，

具体的に詳細な活動状況が把握されたのはア

イアンプリッジ・ゴージュ・ミュ？ジアムの

みであった。しかし，どの博物館も実物の産

業遺産が周辺風景も含めて保存され，修復・

再生されつつあることはうらやましい限りで

ある。それには19印年代後半以降のシピy

グ・アメニティ法，都市長村計画法，環境省

設置，古記念物・考古学的地区法などによる

制度的条件の整備が重要な役割を果している

ものと考えられる。残された研究課題とした

し、。

なお，本調査の一部は昭和62年度文部省科学研究

費補助金（海外学術研究，代表；中岡哲郎，課題

番号： 62041135）に負っている。
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