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1. はじめに

科学技術博物館は今日，国民に対する科学技術教育の場として重要な役割を担っている。 筆

者はすでに，科学技術博物館の歴史と現状について論じた。本稿では，とれら前稿の歴史と現

状の記述に基づいて，科学技術博物館とは何かを三考察する。前稿までに見たように，科学技術

博物館はその歴史といい機能といい非常に多様であって，乙れを単一のシェーマにまとめると

とはできない。それゆえととでは，さまざまな仮説 ・質問を提起しつつ， 説明 ・解答を試み

る。さまざまな切り方で科学技術博物館を切って，その切り口を見るわけである。 ζ のとき，

切り口には系統立った配列があるわけではなく， つとめていろいろな切り方をするととにな

る。

前稿から本稿までは， 筆者が欧米の科学技術博物館を見学 して得た印象と，乙れら博物館の

スタッフKイン タビューして得た情報と，博物館関係の文献から得た情報の， 3種類のソース

によるものである。筆者は博物館に勤務する専門家ではないから，第 1のソースは主観的であ

* 1990年9月24日受理，科学技術博物館，歴史，サイエンスセンター，大衆社会
料 東京農工大学工学部

(1）科学技術博物館は社会教育 ・社会人教育 ・生涯学習の場のひとつとしてしばしば学校を補完するもの
とされ，また科学技術博物館における教育は学校教育と対置されるととがある。

(2）科学技術博物館の歴史については，（a）拙稿， 「科学技術博物館の歴史」，『博物館学雑誌』第15巻，第
1-2合併号（通巻18号） • 1990年， 3-19ページ。その現状については，との（a）のほか，（b）同，「科学
技術博物館の世界」，「電波技術協会報J，通巻153号， 1990年3月， 1-6ページ，（c）同， 「最近の科学
技術博物館 エクスプロラ卜リアム，シカゴ科学 ・工業博物館，ドイツ博物館，スミソニアン国立ア

メリカ歴史博物館」，『博物館学雑誌』投稿中。
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るととを免れないであろ う。 現実による印象にもとづいている乙とは， 一面において本稿の特

徴とも言い得るであろ う。 以下に言及する科学技術博物館のうち現存の と乙ろは，特記なき限

りすべて筆者が見学したととろである。

なお，本稿では企業の設立する科学技術博物館にはふれない。企業博物館は先進国の社会に

おいて今後非常に重要な役割を果たすと考えられるが，乙れについては別の機会に論じたい。

2. 科学技術博物館の三つのタイ プ

科学技術博物館は， 西欧的 （occidental）なものであ る。それは科学革命を通 じて生まれ，産

業革命後lζ成長 したと言われ2。大別して，歴史上で次の三つの タイプの科学技術博物館が順

次あらわれ，現在はζれら三タイプが並存している。

1 ）科学キャビネッ ト

2）科学技術史博物館

3）サイエンスセンター

ζ れら三つのタイプについて， 略説してお とう。科学技術博物館の萌芽は， 珍奇なものを集

める古代の宝物庫lζ求められる。神殿や王宮の宝物庫（キャビネット） は，自然界や人間の造っ

た工芸の位界か ら珍品を集めたコレクションであった。中世においてとれらのコ レクシ ョンを

維持したのはキリスト 教会であり ，中世最盛期になると王侯の宝物庫が加わった。 時計 ・羅針

盤などの科学器械も集め られ， 人間の発明と自然を理解する 乙との結びつきに関心が寄せられ

て， 単なる好奇心 ・骨董趣味か らの脱皮が始まった。地理上の発見につれてキャビネッ トの コ

レクションも豊かになり， 自然界と人間の創造物の総体としての世界が示されるよ うにな っ

た。乙の時代のキャビネッ トは， ルネサンスの結果として生まれただけでなく， ルネサンスの

精神を鼓舞した原因であっ たと も見られる。乙れらのキャビネットは，フィレンツェの Museo
(6) 

di Storia dell旦 Scienzaやオ ックス フォードの Museum of History of Sci巴neeおよびラ イ

デンの Rijksmuseumvoor de Geschiedenis der トfatuurwetenschapp巴n en van Genees-

(3）“百聞は一見に如かず”は博物館について言えるζとである。科学技術博物館は，実際に見ないとわか
らない。 前稿および本稿に述べるように科学技術博物館は極めて多様かつフ レキシブノレであるので， 実
物を見ないで文献等だけから判断すると固定観念にとらわれて結論を誤るおそれがある。筆者の経験で
も，予め資料を読んだ知識と実際の訪問の印象とが甚だしく異なる 乙とが しばしばあった。ζれを，
Exploratorium の創立者 Oppenheimer風K，次のように説明する ζとができょう。博物館訪問は
sightseeing （観光）のようなものであり，好奇心がモチベーシ ョンの第ーである。最良の sightseeing
は，探検である。観光であればいくら話にきいても自分で行って見なければ意味がないし 探検ならば
なおさらである。 sightseeing kは観光ガイ ドが7 イナスの結果をもたらすζ とが，しばしばある。本
稿では科学技術博物館についていろいろ，思弁するが，いちばん大事なζとは概念操作や分類を行うζと
ではなくて実際に科学技術博物館を見る乙とである。

(4) Bernard S. Finn，“The museum of science and technology, Historic outline”，in Michael 
Shapiro (ed.), The Museum : A Reference Guide, Greenwood. 

(5) くわしくは，注（2）の前稿を見られたい。
(6) との二つを，筆者はまだ見ていない。
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kunde “Museum Bo巴rhaave” などの現存する純粋科学の博学館につながる。ハーレムの

Teylers Museum も，との系統をついでいる。乙れら，科学革命の時代にあらわれた博物館

を，科学キャビネットと呼ぶととにする。

バロック期の理想主義 ・経験主義と重商主義の精神は，純粋の科学技術博物館の着想を生み

出した。FrancisBacon, Descartes, L巴ibnitzは，科学の技術的応用を促進し職人を訓練する

ために技術博物館およびζれに併設される技術学校をつくる乙とを提唱した。フランス革命の

産物である Cons巴1 to ire d巴sArts巴tMetieri'> 'cよって， Baconらの着想は実現した。乙

の博物館は，最初の近代的総合技術博物館である。博物館のコレクションを大衆に公開すると

とも，フランス革命後K一般化した。19世紀は産業革命の時代であり，博覧会の世紀であった。

イギリス産業革命の勝利を誼う最初の万国産業博覧会が， 1851年にロンドンで開催された。乙

のロンドン万博の展示物をひきついで ScienceMus巴umがつくられた。米国の Smithsonian

Institution （スミスソニア ン研究機構）の技術博物館（現在の NationalMuseum of American Histroy) 

も19世紀後半に発足した。 Cons巴rvatoir巴 desArts et Metiers以来の近代的技術博物館は，

ミュンへンの DeutschesMuseum (1903年仮展示開設）によって完成したとされる。 Deutsches

Museumは， Oskarvon Mill巴rという強烈な個性によって設立された乙と，参加型の展示手

法を導入したζとにおいても， 重要である。土木技術者 vonMillerは1881年の第 l回パリ電

気時覧会を見てそ ζlζ示された電気技術の人間生活に及ぼす影響に感銘し，またConservatoire

des Arts et Metiersとロンドンの ScienceMuseumを見学して， ドイツの発展と繁栄のた

めには大規模な技術博物館が必要であると考えた。 D巴utschesMuseumの設立にあたって，国

民のための科学技術教育の場という性格を重視した彼は，見学者の興味を引くような新しい展

示手法を導入した。vonMillerは，「死んだ」機械をならべておくだけの展示は，専門技術者

にとって有用であっても青少年や婦人の興味を51かないと考えた。そ ζで DeutschesMuseum 

では，見学者が自分で動かせるモデル， i:~1 が見えるよ うに切り開いてある機械， 多くのジオラ

マや説明図が置かれた。ζれらのディスプレイを可能にする工作室 ・印刷室も常設された。ガ

イドっき見学・実験講義も行われ， プラネタリウムや大規模な図書館も併設された。 vonMiller 

はまた， 科学技術史上の重要な記念物を展示するととに努めた。科学技術史上の記念物の本物

を見る ζ とは，見学者の感動を呼ぶ。そ乙で，青少年の多くは自分も科学技術者になりたいと

思うであろう。 ζ うして，歴史上の科学技術記念物を展示する ζ とは教育上の効果が大きい。

Deutsches Museum は， その後ウィーン， プラノ～ストックホルム，シカゴ、などにつくられ

た総合科学技術博物館の手本となり， 今日 まで世界最大の科学技術博物館として大きな影響力

を持っている。これらの博物館は科学技術の歴史の展示に力を入れており，科学技術史博物館

と呼ばれる。科学技術史博物館は，市民革命・産業革命を通じて成立したと言う乙とができる。

(7) 乙の博物館は現在， MuseeNational des Techniques du Conservatoire des Arts et Metiersと称
している。本稿では， Conservatoiredes Arts et Metiersと記すととにする。
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1937年のバリ博覧会の折に， JeanP巴lrin （ノーベル貨を受賞した化学者 ・物理学者）は純粋科学

の原理をデモンストレーション（実験講義）で示す新しい博物館を構想 し， Palaisde la Decou-

verteをつく った。乙れが， サイ エン スセンターのはじめである。乙のタイプの博物館では，

科学技術の発達史はほとんど扱わず，科学技術 ・工業の原理あるいは現状と未来を展示する乙

とを志向している。 乙れらの施設はしばしば，mus巴umとは呼ばれずに sciencec巴nterとか

science and t巴chnolagycenterと呼ばれる。乙れらを一括 して，本稿ではサイ エンスセンタ

ーと名づける。 ζれらのタイ プの博物館の展示は参加型の（participatoryの）方向を強く すすめ

ており，見学者自身がボタンを押してモデルを動かしたりする。それまでの科学技術博物館で

は展示品に手をふれさせない （Handsoff ！）ζとが多かったが，サイエンスセンターでは “タッ

チ ・アンド ・トライ ”などの標語にあらわされるように，見学者が展示にさ わって （hands-on)

学ぶ。さらに見学者と展示とが質問 ・答えをやりとりする相互作用型 （interactiveな）展示によ

って，体験を透じて学ぶようになっている。サイエンスセンターは今日非常にポピュラーであ

って，特lと北米大陸では有力である。 最近では， サイ エンスセン ターはヨ ーロッバの科学技術

史博物館にも影響を及ぼしている。サイエンスセンター自体も Palais de la Decouverte以

来半世紀を過ぎて，相当な変貌をと げ た。 近年のサイエンスセンタ ーは，デモンス卜レーシ

ョンによっ て説明を与えるよりも，相互作用型展示IL.よって想像をかきたてる （imagi凶 tiveで

ある）乙とに力を注いでいる。歴史の展示を切りすてたサイエンスセンターは一見したと乙ろ

科学技術史博物館とは甚だしく異なるけれども， 参加型の展示は科学技術史博物館の完成形態

と言われる DeutschesMuseum kよって導入されたのである。サイエンスセンタ ーは，乙の

意味において， Deutsches Museum以来の流れの延長であると見る乙とができる。サイエン

スセンタ ーは，帝国主義時代の産物であると言えようが，また豊かな大衆社会によって生み出

されたとも見られる。

前稿lζおいて，科学技術博物館の最近の動向として，SmithsonianInstitutionの National

Museum of American History，バ リの LaVilletteの lacit在，サンフランシス コの Explo-

ratorium kついて論じた。乙れらのうち，lacit告は imaginativ巴である乙とをモットーと

して斬新な装いをとらしているけれども， 実はサイエンスセンタ ーの従来からの流れの中にあ

ると考え られる。手造りのディスプレイlζ徹 して相互作用型展示の中で見学者の自由選択の意

志を尊重 しようとする Exploratoriumは， la citeより もずっと根源的（radi回 1）な変革をも

たらそうとしているよ うに見える： NationalMuseum of American Historyは，科学技術と

(8) シカゴの Museumof Science and Industryの館長 Danilovの書いた概説書は，近年の大衆社会iζ
おけるサイエンスセンターの行き方をよく説明している Victor J. Danilov, Science and Technology 
Centers, MIT Press, Cambridge, 1982. 

(9) 注（2）の（C）の特IC::§1. 3.を見よ。

26 



科学技術博物館とは何か（高橋）

社会との関係を展示しようとしており， そとではディスプレイ はメッセージの役割をになう。

乙の方向は，人種等のゆえに分裂した米国社会を再統合しようとする試みのひとつと見る乙と

ができる。乙の行き方は，科学キャビネッ卜 ・科学技術史博物館 ・サイエンスセンターといっ

た三つのタイ プ分けではカバーできない。第四のタイプの科学技術博物館があらわれつつある

のか，それとも科学技術と社会との関係を問いかける博物館は米国内に とどま って世界に技及

しないのか，非常に興味深い。

3. 科学技術博物館とは何か

(1) 科学技術博物館は物を集め展示するととろである

科学技術博物館も，美術館や歴史博物館と同じく，モノの実物 realobjectを収集し展示す

ると乙ろである。科学技術博物館がモノ中心である ζ とは，§ 2. Iζ見たように科学技術博物館

の起源がキャビネット（宝物庫）にある乙とからも，自明のよ うに思える。しかし，モノ中心と

いう乙との意味も，科学技術博物館の性格の変遷につれて，次のように変化してきた。科学キ

ャビネットでは，物を集め収蔵するととに重点があった。科学技術史博物館は，科学技術史上

の記念物のオリジナルを収集しかっ展示する ζ とに努力した。サイエンスセンターでは，科学

技術の原理 ・現状 ・可能性を説明 した りするためにモノを使うのであって， そとではモノは
ω 

object （対象）というより手段であるからオリジナルであるととを要しない。

美術館や自然誌博物館では，モノ自体が見学者の興味をひく魅力を持っている （モノが object

of i山 insicvalueである）。科学とテクノロジーの博物館でも， 歴史的記念物を展示する場合に

は，とれと同じ乙とが言え，モノ自体がアトラク ティブである。科学技術の原理 ・現状・可能

性を展示する場合には， モノ自体の魅力に 頼る 乙とはできず， 展示lζ独自の工夫が必要であ

る。 Osakarvon Millerが D巴utschesMuseumで始めたとζろの展示手法の革新は，ζのた

めの努力である。オ リジナルのモノを集めるとともにかつ工夫をとらしてわか りやすく解説す

る Deutsches Museum は， 科学技術博物館の完成した形態である。 そとでは object of 

intrinsic valueから見せることへの， 重点の移行がは じまっている。サイエンスセンターは，

Deutsches Museum 以来導入された新しい展示手法 ・手段（ジオラ 7 ・断面モテール・見学者が自

分で動かせるモデル等々）のひとり歩きと見るとと もできる。 サイエンスセン ターは， 科学技術

博物館のはじめに対象と したととろのモノとは遠く離れてしまったと言えよう。乙の点からす

帥 博物館を“objectha叫E，，と呼ぷ乙ともある。Huguesde Vari日e-Bohan,

requirements and problems of a new approach，’， Museum, Vol. 29, (1976) 131-143. 

(11) たとえば，注（8）の Danilov, p. 195を見よ。
仰 object of intrinsic value ICは手をふれではならない（Handsoff!）。乙れに対し，サイエンスセン

ターの展示の大半は，手をふれるハンズ・オン展示である。
同 HermannAuer，“Musees scientifiques et comprehension internationale/Science museums and 

international understanding’＇， Museum, Vol. 7, No. 2 (1954) 97-108. 
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れば， サイエンスセンターは博物館という存在に対する極めて深刻な革新とみる乙とができ

る。 “従来の博物館では見学者は自分の知らな い カルチャーについて知識を得たが， 新 しい

サイエンスセンターでは自分自身を発見するのだ” （Exploratoriumのキュレータ EvelynShawの

言葉） とも言われる。

Smithsonian Institutionの NationalMuseum of American Historyのように，科学技術

と社会との関係を示そうとするととろでも，展示はモノから離れがちである。

乙れらの歴史のなかで，科学技術博物館の重心はモノから見学者というヒトへ移動する傾向

にあっ た。乙れに応じて， 見学者の意識や質と量から見た存在も変化 してきた。乙の変化につ

いては，制項 ・(17)項で検討する。

それに しても，時代が変わってもやはり そノが科学技術博物館の基本ではないだろうか？

(2) 科学技術博物館は国民教育の場である

科学技術博物館が国民教育の場である ととは， Oskar von Mi Ilerの D巴utsch巴S Museum 

以来十分に意識されている乙とである。しかし“国民教育の場”の意味は， 科学技術博物館と

サイエンスセンターとではずいぶん異なるように思われる。その相違は，博物館側のちがいに

由来するだけでなく， 見学者の質の変化lとも由来する。 これについては，帥 項 .(17)項で述べ

る。

(3) 科学技術博物館は科学技術専門家と素人との聞の橋わたしをする
um 

ζれは，前項と似た点のある命題である。今日の社会で科学がわかる ζ と (Iitercyin scince) 

はすべての人々にとっ て多少とも必要な ζ とである。科学技術博物館はとれに関して， 重要な

役割を期待されている。

(4) 科学技術博物館では，見学者は自分の職業でないととろの産業を知る ζ とができ る

(5） 科学技術博物館は，擬似体験の場である

(5）項は，NationalMuseum of American History の AlbertEid巴 Pan，がサイエンスセ
u~ 

ンタ ーについて言った言葉である。科学技術博物館は，見学者がよそでは経験できない乙とを

経験させる。ふつう は人々が近づく乙とのできない科学 ・テク ノロ ジーの機器を，そ乙ではさ

U-0 Evelyn Shaw, "The Exploratori山 E”，Curator,Vol. 15 (1972) 39 52.乙の見解は，客体であるモ
ノ （object）を中心とする場であるはずの博物館を根底から覆す転換であるように見える。もっとも，
すべての学習が主体と客体との対決であると考えれば，Shawの見解はそれほど奇矯ではないかもしれ
ない。 Exploratoriumでは人間の感覚（特に錯覚 ・錯視）を展示の重点テー7 としており，人間の感覚
の展示に関する限り，Shawの言葉は妥当と恩われる。

自由 Frank Oppenheimer, “A rationale for a science museum’＼ Curator, Vol. 11 (1968) 206-209. 

同注（8）の Danilov, p. 50. 

(l司 AlbertEide Parr，“Marketing the message”， Curator, Vol. 12 (1968) 77-82. 
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わる ζ とができる。一見したと乙ろ， ζれらの考えは非常に尤もである。 しかし， “科学技術

博物館で炭坑の実物大モデル坑道をいくら歩いても，湿気が多く暗く騒音がいっぱいで炭塵の

立ち込めた坑道を経験したととにはならない”という反論がある。 擬似体験はナンナンスだと

いうわけだ。工業の現状は科学技術博物館で見るよりも工場の実際を見て知るべきであるとい
日目

う考えもある。 Parrの説もとれに対する批判も，それぞれに正しいように恩われる。科学技

術博物館が実際lζ果たす役割は， 双方の中聞にあるのではなかろうか。科学技術博物館はたし

かに，擬似体験の場としての性格を持っている。擬似体験をすべて否定してしまうと，学習と

いう人間活動は成り立たない。問われるべきは，擬似体験の内容であろう。

(6) 科学博物館は “二つの文化”の聞のかけ橋である

科学技術博物館はしばしば青少年教育とともに語られるが， K巴nnethBouldingは別な考え
白骨

を述べている。彼によれば，博物館は異なるサブカルチャー聞のかけ橋である。 C.P. Snowは

現代社会は“文学 ・歴史”文化と“科学”文化に分裂していると述べたが，科学技術博物館は

とれら二つの文化聞の橋わたしをすると期待窓れる。たとえば，国を指導する政治家が自分の

子供の頃すなわち約50年前に習った科学技術知識に基づいて政策決定をするとしたら，大変な

乙とになってしまう。 ζれを防ぐのに，科学技術博物館が有用であるというわけだ。現役の職

業人（文系 ・理系のいかんを間わず）の生涯教育から科学技術陣物館を見る視点は重要であって，
ω 

もっと注目されるべきであろう。（4）項 ・（5）項も，ζれに関連している。

(7) 科学技術博物館に隣接するターム一一百科全書 ・特許 ・万博

科学技術博物館に隣接する分野を選び出すζ とも，科学技術博物館とは何かを考えるにあた

って有効であろう。そうすると，百科全書 ・特許 ・万国博覧会といっ たタームが出てくる。乙

れら三つのタームは知識やモノを集めて分類する という点において共通で、あり，科学技術博物

館にもとの点適ずる。前稿で見たように，万国博覧会と近代的技術博物館とは因縁浅からぬも

のがあり，万博はしばしば大きな科学技術博物館建設のきっかけとなった。科学技術博物館が

万博の展示物をひきついだ例もあり，また万博会場が科学技術｜専物館の建物になった例も多

い。大規模な科学技術博物館誕生のきっかけや背景となった事柄をタームとして挙げれば，万

博のほか，社会革命（Conservatiredes Arts et M岳tiersにおけるフランス革命），産業革命（ロンド

ンの ScienceMuseum, Deutsches Museumの場合），資金の寄付（SmithsonianInstitution），手本と

(18) 乙れらの批判は，（a)EugeneS. Ferguson, ‘'Technical Museum and international exhibitions”， 
Technology and Cul仰向， Vol. 6 (1965) 30-46. (b) G巴orgeBasalla, “Museum and technological 

utopianism”， Cw・ator, Vol.17 (1974) 105-118，および注（4）の Finn.

自由 Kenneth Boulding, “The role of the museum in the propagation of developed images”， 
Technology and Culture, Vol. 7 (1966) 64-66. 

脚注（8）の Danilov, p. 7. 
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なる博物館への訪問，会社からの寄付 ・会社の記念祭，ナショナリズム ・国威発揚等々とな

る。乙れらのタ ームすべてを同列に論じる乙とは余りに皮相と思われるであろうが，科学技術

博物館建設は大事業であり莫大な資金を要するから，そのきっかけは実際問題としては重要で

ある。

科学技術博物館と万国博覧会の性格の異同をみると，両者はモノを集めるという点で共通で

あり，市民 ・大衆を相手としまた科学技術によって社会が無限に進歩するという史観lζ基づく

点でも共通である。他方，万博は産業と通商の発達を促進するのが目的であり，科学技術博物

館は知識の向上を目的とするのが異なる。

科学技術博物館と万博との関係について，万国博覧会が科学技術博物館の母体になったと言

われる乙とがあるヵぞそれは単純化しすぎている。科学キャビネ γ 卜の成立は，万博とは無関

係であった。科学技術史博物館と万博との関係は深かったが，万博から引きついだ展示品がそ

のまま科学技術史博物館のコレクションの主体となった例は稀である。 19世紀 ・20世紀におい

て大きな科学技術博物館をっくり出したのは，万博というよりも，むしろオピニオンリーダで

あり鼓吹者である個人の強烈な個性であったと見るべきである。

(8) 良い科学技術博物館は強烈な個性を持つ個人によってつくられる

Deutsches Museumをつくった Oskarvon Millerをはじめとして，TechnischesMus巴um

for Industrie und G巴W巴rbe（ワイーン）における Wilhelm Exner, H巴nryFord Museum 

and Gr巴巴nfildVillag巴における H巴nryFord, Palais d巴 laDecouvert巴における Jean

Perrin, Exprolatoriumにおける FrankOppenheimerは，いずれも強い個性を持っていた

ようである。乙れらの博物館はそれぞれの時代において話題を呼び，特徴ある博物館として今

日に至っている。当初は科学技術史博物館として出発し，その後サイエンスセンターに転換し

たシカコザの Museumof Science and Industryの場合は，転換時に LenoxR. Lohrが果た

した役割が大きい。良い科学技術博物館は，強烈な個性を持つ個人によってつくられると言え

よう。その理由として，次のととが考えられる。本章の各項に見られるように，科学技術博物

館の使命 ・目的 ・機能については異なるさまざまな意見がある。従って，科学技術博物館とは

何か ・どうあるべきかという乙とは，ひとつに定まらず， しばしばあいまいである。逆に見れ

ば，科学技術博物館をつくるにあたっての選択の自由度は大きいわけである。そ乙では，方々

からの批判を受けないような悪しき妥協の産物がつくられてしまう乙ともあるだろうし，エキ

セントリックなぐらいに強い個性が腕をふるう余地もあるだろう。できあがった博物館は，後
ω 

者の方がアトラ クティブであり長い生命力を持つのではないだろ うか。

白1) 科学技術博物館と万国博覧会の性格の異同については，注（4）の おan，注側の Fergusonを見よ。
閲注（4）の Finn，注刊の FergusonIC乙の見解が見られる。
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(9) 良い科学技術博物館は主観的存在である

object bankである科学技術博物館が主観的存在であるのは逆説K見えるが，前項からすれ

ば当然である。

帥 科学技術博物館は創立のいきさつで性格が決まる

前項とも関連するが，創立の精神は科学技術博物館にとって決定的に重要である。いちどで

きあがった科学技術博物館を方向転換するのは，容易ではないであろう。創立者 von Miller 

の精神を守っている DeutschesMuseumが多くの見学者をひきつけているのは，理由のある

乙とである。

(11) 科学技術博物館には寿命があるか

ω 科学技術博物館の途中からの性格変更 ・再生は可能であろう か

科学技術博物館の歴史は長く，個々の科学技術博物館の歴史も長い。科学技術開物館の代表

格であ る Cons巴rvatoir’巴 desArte et MetiersとDeutschesMuseumはそれぞれ約二百年 ・

百年の齢をかぞえる。サイエンスセンターのはじめである Palais d巴laDecouverteも，設立

以来半世紀を過ぎている。歴史の長い科学技術博物館がその勢いに山の時期と谷の時期を持つ

のは，当然である。 Cons巴rvatoiredes Arts et Metiersは19世紀末以来不振であったが，最

近面白を一新しつつある。 1934年開館の FranklinInstitute Science Museum （フィラデノレフィ

ア）は，今日甚だ振るわなし〉。Londonの ScienceMuseumは近年，サイエンスセンターの盛

行を意識しつつ，方途を決めかねてその本来の特色を失いつつあるように見える。 Deutsch巴S

Museum lζすら， ScienceMuseumの場合に似た迷いが感じられる。 Palaisde la Decouverte 

は，同じバリ K出現した LaVillett巴の laciteの人気に押されているが，デモンス トレーシ

ョンによる説明という方法を墨守している。 ζれら歴史の長い科学技術博物館の消長 ・動向を

観察すると， 非常に興味深い。 乙の観察で感じられるのは， やはり創立の精神の重要さであ

る。

それでは，科学技術博物館の途中からの方向転換は不可能であろうか。 シカゴの Museum

of Scienc巴 and Industryは性格変更 ・再生した稀な例である。 ととは， 1940年頃lζ科学技

術史博物館からサイエンスセンターへと転換し，現在は有力なサイエンスセンターとして成功

倒科学技術博物館をつくるときによそのまねをしてつくるととはs 困難でもあり，惑い結果になるとと
が多い。博物館設立のために評判の良いあちら乙ちらの科学技術博物館を何人かで手分けして観聖書して
手本となる部分を集めるというバターンは，最悪である。科学技術i等学館はひとつの主観で統一されて
いた方が良いのだから，衆智を集めたつもりがグロテスクな低級品になってしまう可能性が大きい。ま
ねをするならば，展示のあれ乙れをまねをするのでなく，そっくりそのまま模造するのがよい（コンバ
クトにしてみようなどという白木式モチベーションは，だめである）。いっそのとと建物から周囲の街
並まで何もかも模造してしまえば一一それが可能ならば 良い結果になるだろう。
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している。 ζ の方向転換がいかに して可能であったかは，興味深い点である。 Smithsonian 

Institutionの NationalMuseum of American History は，科学技術自体の歴史を展示する

ζ とから科学技術と社会との関係についてメッセージを発する ζ とに移行しようとしている。

ζ ういった性格変更 ・再生は，たやすいζ とではあるまい。

(13) 科学技術博物館は世界観を提示するか

万有を集め系統立てて示すととを目指したキャビネットから，科学技術博物館はじまった。

乙のようなキャビネッ トは，世界を映しだす鏡のようなものである。乙の意味において科学技

術博物館は，百科全書に似ており，それぞれの世界観K基づいていて，その世界観を見学者lζ

提示している。

科学技術史博物館は，科学技術は善であり科学技術の発達によってζ そ人類は進歩する とい

う史観に基づいていた。そ 乙では，科学技術信仰 ・科学技術ユートピア主義とでもいうべき世

界観を，積極的に鼓吹した。

サイエンスセンターは， 科学技術信仰に基づいているものの，科学技術が万能にして善であ

るというととは自明のζ ととして前提されており， あらわに鼓吹される乙とではない。そ乙で

は世界観といった大げさなものは意識されないが，それにもかかわらず科学技術万能主義が示

されていると言えよう。

乙のように，三つのタイプを通じて科学技術博物館はそれぞれ世界観を示している。キャビ

ネットの世界観は全体性を志向 していた。科学技術史博物館の世界観は科学技術至上主義とい

うかたちに部分化し，それゆえに科学技術史博物館は乙の世界観を目的意識的に鼓吹した。サ

イエンスセンターの世界観はあらわに宣伝されず，むしろ背後に退いている外見をとってい

る。

(14) 科学技術博物館はイデオロギッシュな存在である

世界観が部分化するとき，それはイデオロギーとなる。科学技術博物館のイデオロギッシュ
ω 

な性格については， 米国の科学技術史家が強く批判している。 彼等は，科学技術博物館は科学

技術と社会との関係をとりあっかうべきであると主張する。乙れは，部分化 した世界観に反発

して全体性の復権を目指 していると考えられる。 SmithsonianIntitutionの NationalMuseum 

of American Historyの最近の行き方は， ζ の復権の試みと考えられる。

科学技術博物館が見学者へ伝えるメッセージは， 展示の説明で何をどう述べるかよりも，展

示の対象として何を選んだかで決ってしまう。 渓示するものを決定する段階で，科学技術博物

倒 注（4）の Finn，注仰の Ferguson,Basalla およひ~. Michal McMahon，“The rom組 問 oftechno-
logical progress: a critical review of the National Air and Space Museum”， Technology and 

Culture, Vol. 22 (1981) 281-296. 
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館はイデオロギッシュな選択をするわけである。

科学技術博物館のイデオロギー性については，特lζサイエンスセンタ ーが批判されている。

イデオロギーである世界観が一見したととろではおもてに出ていない ζ と，イメ ージを与える

という伝達方法が極めて有効であるとと，その結果サイエンスセンタ ーが非常な人気を集めて

いる ζ とから，サイエンスセンターが大衆操作の手段になる危倶が抱かれている。

Q5) サイエンスセンターとは何か

まず，シカゴの Museumof Scienc巴 andIndustry館長である Danilovk従って，サイエン
ω 

スセンタ ーとは何かを見ょう。従来の科学技術博物館が歴史上のモノ中心であるのに対し，サ

イエンスセンターは現代の情報に重点を置き未来を志向する：サイエンスセンターは historic

でなく comtemporaryである。サイエンスセンターは，モノ志向（objectoriented）でなく体験

志向（experience-oriented）であり， モノを通じてではなく， アイディア（idea）や現象（pheno-

mena）を通 じて文化伝承しようとする。サイエンスセンタ ーは，モノ中心でミなく ，テーマ中心
側

(thematic）である。

サイエンスセンターとは何かを分析 ・批判するために，さらに ζれを科学技術史博物館と比

較してみよう。単純化して対比すれば，科学技術史博物館は見学者に科学技術の歴史と重要性

を解釈してみせる（intepretive）のであり，サイエンスセンターは科学技術についての見学者の

想像をかきたて・見学者に科学技術についてイメージを与える（imagir凶 ive）のである。前者は

見学者を教育（instruct）し，後者は見学者を喜ばせて興奮させる（excite）。前者は展示物（object)

中心であり，後者は見学者中心であると言う乙ともできょう （サイエンスセンターでは， 客体を発

見するのではなく自己を発見するのだという趣旨の（1）項に紹介した Shawの見解を参照されたい）。との

対比をさらに続ければ，科学技術史博物館は見学者の理性に訴え，後者は感性IC訴えると言え

よう。前者は客観性を重んじ，後者は主観を尊ぶ。 また，前者は静的（static）で，後者は動的

(dynamic）である。

乙れらの対比は，単純化しすぎるき らいがある。科学技術史博物館の代表格であ る Deuts-

ch巴SMus巴umでは，見学者fC:インスピレーションを与えるべく科学技術史記念物を展示する。

サイエンスセンターの始めである Paiais d巴 la Decouverteは今日まで，科学の原理を説明

し見学者を教育するととに徹 している。乙のように，前述の対比lとは重要な例外がたくさんあ

る。そもそも科学技術博物館にエモーショナルな要素を持ち込んだのは， DeutschesMuseum 

である。科学技術史博物館における展示手法の革新の延長線上にサイエンスセンターが出現し

たのである。

闘 注（8）の Danilov, pp. 3, 5, 29, 195, 202, 221. 

帥 モノ中心に対する体験 ・アイディア ・現象中心という対比は，我が国技術論論争における“体系説”と
“適用説”とを思いおζさせる。
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Palais de la Decouverte を別とすれば， 現在のサイエンスセン ターの多くについては，

前述の科学技術史博物館との対比はあたっている。サイエンスセンタ ーの行きつく先はただの

テクノロジカル ・ワンダーランド（不思議の国）ではないかという批判がある。 “科学を愉快に

(Make science f叩！）”というサイエンスセンタ ーの主張に対し， “愉快さが教育か (Iseducation 
121! 

fun ？）”と科学技術史家は反論する。

知識を学習する際にもエモーションが必ず関係する乙とは，誰もが認めるであろう。それゆ
闘

えサイエンスセンターが教育と娯楽との組合せをねらうのは，尤もなととである。サイエンス

センター自ら， “プレイグラウンド”を称するが，果してそれが “ワンダーランド”に堕 して

いないかどうか ・堕してよいものかどうか，見解が分かれると ζ ろである。

サイエンスセンターのイデオロギー性も，強く批判されている。イメ ージ中心のサイエンス

センタ ーでは，批判精神を養うような展示はできない。多岐にわたる科学技術の体系からイメ

ージを与えるべき主題を万遍なく選び出すととはできないし， イメージを与えるにあたって

“Aのような見方もできるし， Bのような見方もできる”という相対化はできない。それゆえ

とれらのイメージはそれを与える仮ljの選択 ・意志K極めて強く依存し，一面的であらざるを得

ない（新しいサイエンスセンターでありながら単一規範型展示を否定する Exploratoriu皿は，例外であっ

て極めて興味深い。乙の点については側項述べる）。サイエンスセンタ ーを大衆操作κ利用しようと

する者が現れても，決してふしぎではないだろう。 ζれらに関連して，LaVillett；巴の lacit毛

がフランスの国威を示すのに大いに寄与 している乙とは，注目すべき事実である。

さまざまな批判はあっても，大規模なサイエンスセンターは多数の見学者をひきつけて大い

に成功し繁栄している。ファッショナフ、ルである乙とを旨とする現代の大衆社会においては，

サイエンスセンターへの批判は実際上無力lζ近いように見える。

。。 見学者は科学技術博物館にどのような意識で来るか

先lζ（1）項で，科学キャビネットの流れを汲む純粋科学の博物館 ・科学技術史博物館 ・サイエ

間サイエンスセンター側の主張としては，注帥の deVarine-Bohane，注（14)の Shaw, 注闘の Oppen-

heimer，注仰の Parr，および（a)Frank Oppenheimer, “The Exploratorium: A playful museum 

combines perception and art in science education’＇， American Journal of Physics, Vol. 40 (1972) 

978-984, (b) Laurie P. Eason and Maricia C. Linn，“Evaluation of the effectiveness of part「

cipatory exhibits”，Curator, Vol. 19 (1976) 45 62. (c) Lee Kimche，“Science centers: A 

potential for learning”，Science, Vol. 199 (1978) 270-273. (d) Pam Gillies and Anthony Wilson, 

“Participatory exhibits: Is fun educational ？”，Museums Journal, Vol. 82 (December 1982) 131-134, 

(e) Victor Danilov，“Informal science education in Chicago”，Museum, No. 150 (1986) 79-86, 
(f) Linda Da叫《man，“Invisibleaethetic: a somewhat humorous, slightly profound interview with 

Frank Oppenhemer", Museum, No. 150 (1986) 120 122, (g) Jean-Paul Guedon， ‘＇The Maison 

des sciences et des techniques, Montreal”，Museum, No. 150 (1986) 133-136, (h) Explora-Guide 

de l' expositioη permanente, cite des sciences et de l'industrie, La Villette, Paris, 1986.科学技術

史家からのサイエンスセンター批判としては，注（4）の Finn ；注闘の Ferguson, Basalla, 注凶の
McMahonがある。

側（a)Editorial, Mziseum, Vol. 26, No. 6 (1974) 67, (b) Editorial, Museum, No. 150 (1986) 66. 
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ンスセンターにおける見学者の質と量についてふれた。科学技術史博物館とサイ エンスセンタ

ーに来る見学者の意識をさらに吟味しよう。

科学技術史博物館においては， 科学技術の振興を促進したいという熱意が展示する側にあ

る。そ乙では，見学者は予備知識（科学キャビネットの流れを汲む純粋科学の博物館におけるほどはっ

きりしたものではないにせよ）と何らかの目的意識を求められる。 DeutschesMuseumでは，明

らかに文系出身と思われる大人（女性を合む）が子供 （女の子も）を連れてきて熱心に 見学して

いる姿がしばしば見られ，C.P. Snowの言う二つの文化の分裂は無いかのようである。 Deu-

tsches Museumでは，展示する側の熱意 ・使命観lζ応えて，見学する側に科学技術lζ対する

敬意があると恩われる。

サイエンスセンタ ーでは，科学技術史博物館におけるような熱い使命観はあらわではない。

そとでは，科学技術の“勝利”はすでに自明であって，科学技術の重要性をいまさら説く必要は

ない。見学者の意識も，クールである。 Palaisde la Decouvesteで青少年は，肩肘張らずに

自然に，科学の原理を学ぶ。科学技術とはそもそも何であるか，それはどんな意味を持つのか

という聞いはそとにはない。イ メージ中心の現代のサイエンスセンターでは，見学者はさらに

軽い見持で入場 してくる。 彼等が求めるのは，何かファッショナブルな体験をエンジョイする

乙とであり， プレイであり ・ファニーなできごとであり ・エンタテイメン卜である。人々は，

今日はショッピングに行乙うか， ドライブにしょうか，テニスにしょうか，サッカーを見に行

乙うか，サイエンスセンターを見ょ うか，というふうにしてサイエンスセンタ ーへ来る。 今日
聞

の大衆の多くは相当に豊かであって，乙のような多様なチョイスをエンジョイするのである。

科学技術史博物館はテクノロジ一社会の成立期にあらわれ，サイエンスセンターはその畑熟

期につくられた。両タイフの科学技術博物館の見学者の意識のちがいには，人々の科学技術観

の変化が反映している。

ひとくちにサイエンスセン ターと言っても，それは Palaisde la Decouverte から Ex-

ploratorium・laciteまでの半世紀の歴史を持っている。科学の原理解説からイメージディス

プレイに至るその変化は，大衆社会の進行をあらわしている。 lacit在における人々は，同じ

カルチャーに帰属意識を持つ市民ではなくて，ばらばらの大衆と想定される。

間 科学技術博物館の見学者はどのような人々か

科学キャ ビネッ卜 ・科学技術史博物館 ・サイエンスセンタ ーの三つのタイプにおける見学者

の階層 ・質 ・量の比較をまとめてみよう。科学キャビネットの見学者は特権階級であるかそれ

ともなんらかの意味で恵まれた少数者である。科学技術史博物館の見学者はひと乙とで言えば

市民であって，博物館の公開性 ・見学者の教養 ・来館にあたっての目的意識 ・見学者の国籍や

ω）注（8）の Danilov, p. 29参照。
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帰属意識 ・数などによってとの市民の意義を定める乙とができるであろう。サイエンスセンタ

ーにあっては， 見学者は市民というよりも大衆であり，人数は非常に多く ，上記の市民の特徴

づけのうち教養 ・目的意識 ・国籍 ・帰属意識において市民とは異なる。サイエンスセンターの
ω 

来館者は，ふつうの人々であって，科学技術についての知識も関心もないととが多い。

サイエンスセンターへの流れは，知（intellect）についての人々の考え方の変化をも反映 して

いる。知はかつて，特権的（prestigeous）であり， 尊敬Iζ値するもの（respectable）であったが，
目。

今日ではもはやそういう観念は薄い。

08) 科学技術博物館は大衆を市民たらしめるか

Smithsonian Institutionの NationalMuseum of Am巴rican Historyのように科学技術

と社会との関係を示そうとする博物館では，どのような見学者を想定しているのであろうか。

皮膚の色等Kよって分裂した米国社会は，大衆社会である。 その大衆にむかつて， National 

Museum of American Historyは，市民としての再統ーを呼びかけているよ うに見える。それ

がもし大衆に向かつて市民に戻れと説教しているのであれば，歴史の歯車を逆に回そうとする

ととではあるまいか。 泊々 たるテクノロジ一社会 ・大衆社会の流れの中で，NationalMuseum 

of American Historyの試みは成功するであろうか。科学技術と社会との関係を考える博物館

という ，科学キャビネット ・科学技術史博物館 ・サイエンスセンターのいずれで、もない第四の

タイプの博物館があらわれつつあるのだろうか。それとも乙のような博物館は，米国でのみ必

要で可能なのであろうか。非常に興味深いと乙ろである。

有力なサイエンスセンターのいくつかは，クラブや友の会を組織し，デモンストレーション

講義を行い，放送番組を企画したり科学啓蒙書のフェアをひらいたりする。シカゴの Mus巴um

of Science and Industryの館長 Danilovkよれば，サイエンスセンターはコミニティセンタ
回

ーの役割に近づ、いている。つまり ，サイエンスセンターが市民教育をする ζ とになる。大衆社

会の申し子とも言うべきサイエンスセンタ ーがζ のような役割を果たすのは皮肉なととである

が，乙れも今後ひろがる傾向のひとつであろ う。

側 単一規範型からの訣別一一博物館で人々は自由になれるか

以上では，三つのタイ プの科学技術博物館について，モノ自体→説明型展示→参加型 ・相互

作用型展示という流れを紬として述べてきた。 Oppenheimerの Exploratoriumでは， 科学に

ついての単一の規範を見学者に示すのでなく ，展示の中で見学者に自分で意志決定させようと

している。とれは全く新しい行き方であって，上記の流れを軸としたノfースぺクティブではカ

側注（8）の Danilov,p. 195参照。
削注（8）の Dani!Ov,p. 3参照。
問注（8）の Danilov,p. 292参照。
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ノイーで、きない。 DeutschesMuseum等の科学技術史博物館や Palaisde la Decouv巴rte等の

サイエン スセンターは， 科学技術は ζ ういうふうに発展 してきたと見学者に示すので， 明らか

に単一規範型である。 LaVillett巴の laciteのような interactiveで participatoryである乙

とを模様するモダンなサイエンスセンターに しても， 圧倒的なオーディオ ・ビジュアル等で見

学者に一方的にイメージを与えてしまうので，見学者の自己意志決定など問題にならない。

Oppenheimerは， 自由な意志決定をするにはまず 見学者が リラックス していなければなら

ないと指摘する。従来の科学技術博物館はお手本を示す場であるがゆえに， リラ ック スした雰

囲気とは程遠かったのではあるまいか。 LaVilletteの laciteのようにモダンなディスプレ

イで見学者を圧倒してしまうのも， リラック スした自由とは正反対であ る。 リラ ックスした見

学者 ・好奇心 ・遊び ・自己意志による選択 ・自己発見と言っ た Oppenheimerの意見は博物館

を訪れるととによ って人々が解放されて自由になれるという視点に立っており ，極めて重要で
悶

ある。 Oppenh巴imerの主張は科学技術陣物館の歴史上かつてなかっ た方向であり，今後の科

学技術陣物館の転換の萌芽であるかも しれない。

人々は整っ た科学技術博物館でよりも，“テクノ ロジカル・ワンダーランド”と酷評されるサ

イエンスセンタ ーでの方が リラックスできる。シカ ゴの Mus巴umof Scienc巴 and Industry 
s~ 

では，展示場の配置に何ら脈絡も系統もないので， “どたまぜ”といった印象を受ける。 しか

しその反面，鹿爪 らしさがない特徴を有する。祭りの露店は，金魚釣りのとなりにタ コ焼きが

あって次の店には射的があるといっ たふうに並んでいる。客はその乱雑さの中で，次の店はな

んだろうと期待する ζ ともできるわけだ。とれに似た乱雑さがシカゴの Mus巴umof Science 

and Industryの特色であり，ζ の博物館は大いに大衆の人気を博している。 乙ういった乱雑

さに対して博物館専門家はしばしば敵意を持ち，すっきりした単一規範型を対置する。 しか

し， “乱雑型”の リラックスした魅力の根底も考える必要があるように恩われる。大衆社会の

中で， 大きな科学技術陣物館が管理者によって計算された楽 しみではなく真にリ ラックス した

楽しさを味わう場であれば，望ま しいζとである。

倒 Oppenheimerは， 次のように述べている “博物館で人々は， 展示で複数のかつ種々の例を自分でえ
らんで見て， 何かを理解して深い満足をl床わうととができるはずで、ある。と ζろが実際には多くの博物
館では，ζの可能性をむだにして代表的な単一のがjを示すだけである。見学者は，展示を見るのに自分
でミ芯志決定をしたいのである。実際の博物館の多くは，見学者に単一のストーリーを提示するが，それ
は見学者にとって心理的なプレッシャーになる。 美術館でさえ実際κは，見学者IC:自分で意志決定させ
ないようにしているととが多い。博物館で見学者が何かを学ぶには，もっとリラックスした雰囲気が必
要である。 ・0・・・・人々が自分たちをとりまく世界を理解したと感じるかあるいは理解できると確信した場
合，そしてその場合だけ，人々は自分たちの決定と行動によって世界を変える乙とができると思うので
ある。乙の確信なくしては，人々はまわりの 出来事や力にほんろうされていると感じるほかない。
Exploratoriumは，多くの人が乙の確信を形成し，またこの確信を新たにするのを助ける。”前稿（注2
の（c））参照。

側 サイ エンスセンターに来る人々は，専門家風の分類は関心がない。これらの人々にとって，博物館と
博覧会の区別は重要でなくなりつつある。注（8）の Danilov,p. 3参照。
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（初） 科学技術博物館はその国の社会 ・経済 ・文化を反映する

科学技術博物館は，その国の科学技術の風土をあらわすだけでなく，社会 ・経済 ・歴史 ・文

化をよく反映する。それぞれの展示がその国の社会 ・経済 ・歴史 ・文化を反映するにとどま ら

ず，科学技術博物館の存在自体がとれらをよく あらわ している。関連して，次のような例を挙

げる乙とができる。

一 産業革命の先頭を切ったイギリスに対して後進国であったドイツlζ，技術立国のために

Deutsch巴SMuseumがつくられた。

ー 科学技術の中心国を自負するフランスlζ，三つの大きな総合科学技術博物館（Conserva

toire des Arts et Metiers, Pala is de la Decouverte, la cit岳）がある。

- 18世紀K繁栄したオランターには，いまなお科学キャビネットが残っている。

一 米国には，科学技術史博物舘よりもサイエンスセンタ ーが多い。ほ とんど唯一の科学技

術史博物館ともいえる Smithsonian Institution の NationalMus巴um of American 

Historyは科学技術と社会との関係を示そうとしている。乙れらは，米国社会の分裂とい

っそうの大衆社会化という現実を反映している。

一 産業の不振と政治の不安定に悩むポーラント‘の Museumof Techologyの状態は，甚だ

芳しくない。

ー テクノロジーの トップリ ーダ一国となった日本にすぐれた科学技術史博物館がほとんど

無いのは，“和魂洋才”をモットーとして科学技術の成果だけを移植しその精神を学ぶ乙

とはしなかった日本の近代化 ・技術移転の結果である。

本稿では特lζ論じる乙とはしないけれども，発展途上国の科学技術博物館もその国の社会 ・

経済 ・歴史 ・文化を反映した存在になる ζ とは当然である。

凶科学技術博物館はその存在自体が科学技術史である

科学技術博物館がそれぞれの創立の時代の色を濃く持つのは，。。項からも言えるととであ

る。ある科学技術博物館はそとでの展示内容のいかんでなくその存在自体がおのずから科学技

術の歴史の一断面を示す。 Deutsch巴S Museum, Conservatoire des Arts et Meti巴rs, Palais 

de la Decouverteなどは，そうである。シカゴの Museumof Sci巴nc巴 andIndustryが，方

向転換した1940年代から1960年代へかけてのア メリカン ・ドリームとも呼ぶべき雰囲気をいま

なお残しているのも，その例である。

間科学技術博物館はナショナリ ズムである

科学技術博物館が一面においてナショナリズムの傾向を示すととは，（初）項ICiJJいたフランス

の例にも見られる。特に科学技術史博物館は，しばしばナショナリズムの発現である。フラン

ス革命によって生まれた Conservatoired巴S Arts et Metiersをはじめとして，イギリスの産
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業革命を背景としてつくられたロンドンの ScienceMuseum, ドイツ工業の発展を促進すべく

構想された DeutschesMuseumのどれもがそうである。 SmithsonianInstitutionの National

Air and Space Museum についても同じ乙とが言えよう。科学技術史博物館は，その国の科

学技術史上のバイオニアを称揚し顕彰する。それはもちろん科学技術史博物館の使命のひと

つであるけれども，外国人には排外主義と見える例も稀ではない。フィレンツェの Museodi 

Storia d巴IlaScienza はガリレオの遺品を所蔵し往時のキャビネットをひきつぐ純粋科学の博

物館であるが，その1929年の開館lζ当たってはムソリーニ政権の助力があった。また，米国民

の再統合をめぎして苦闘する NationalMus巴umof American Historyも，ナショナリズム

のひとつのかたちと言えるだろう。

サイエンスセンターでは，科学技術史博物館のようにナショナリズムがあらわにおもてに立

っととはない。サイ エンスセンターのよそおいは，インターナショナノレであり， コスモポ リタ

ンである。しかし，ノfリの Palaisde la Decouv巴rteや LaVilletteの laciteのよう に，

サイエンスセンターの存在自体が国の威信を示すζ とがある。

間科学技術博物館は国威発場の手段であり国際競争の手段である

立派な科学技術博物館の存在は，その国の威信を高める。各国の科学技術博物館には，それ

ぞれの国のナショナルプレスティジがかかっている。現代の科学技術博物館は，その国の科学

技術を宣揚する乙とを通じて，工業製品の外国市場を確保 ・拡大する役割を果たしている。そ

れゆえ， 見学者としては自国民だけでなく外国人も想定され，それは技術競争 ・経済競争のラ

イバルである園の人々であり，また7 ーケットとなる開発途上国の人々である。外国人見学者

としては， 技術者 ・政府関係者 ・7 ネジメント層などの知識層だけでなく ，むしろふつう の人

々をひきつける必要がある。ミュンへン・ロンドン ・バリ ・ワシントン DCには大きな科学技

術博物館が目抜通りにあって，それ自体が指折りの観光名所になっている。特に，性格の異な

る三つの科学技術博物館をノfリiζ擁する フランスの誇りも知られる。

乙の自負なりプレスティジは，未来につながらなければならない。 今日のハイテク競争K生

き残り勝利をおさめるのは，どの国であろうか。バ リに laciteをつくったねらいには，乙乙

で敗者となるかも知れないというフランスの危倶がひそんでいるように思われる。敗者となら

ないためには，テクノロジーへの支持を国民から無条件でとりつけ， 青少年をそっくりテクノ

ロゾーへひきつけ，フランスのテクノロ ジーの優越をブラックアフリカをはじめとする外国の

人々に信じさせなければならない。それが， laciteの意図する ととろではないだろうか。

科学技術博物館をつくろうとする開発途上国にどの国がモデルを提供するかも， 重要な点で

ある。モデルを提供した先進国は，その開発途上国への技術移転競争において優位に立つであ

ろう。 Conservatoir巴d巴S Arts et Metiersと Palaisde la Decouvert巴に加えて laciteを

つく ったフランスは，との戦略をは っきり自覚していると息われる。
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(24) 科学技術博物館はどとでも似てくる

科学技術博物館の性格はその創立時K決ってしまう乙とが多いと，先に指摘した。科学技術

博物館の多くは，それゆえ，強い個性を持っており，よく似たふたつの科学技術博物館をみつ

けるのは困難である。その反面，現代の科学技術博物館はど乙でも似て来る傾向にある。それ

は，サイエンスセンタ ーの強い影響であり，テクノロジー崇拝の流れ ・大衆社会への流れであ

る。好評な展示や展示手法は，すぐに模倣されて世界中K広まって行く。科学技術史博物館の

代表格である DeutschesMus巴umやロンドンの Sci巴neeMuseum kもサイ エン スセンタ ー

の影響が色濃く見られる。

凶科学技術博物館は時代とともκ変わる

以上見てきたように，科学技術博物館は時代とともに変わってきた。科学技術博物館は，と

きには時代を先取りしてきた。 Conservatoiredes Arts et Metiers • D巴utsch巴S Museum • 

Palais de la Decouvertはその例と言ってよいし，Exploratoriumなど今日のサイエンスセ

ンターのうちのいくつかもそうであろう。とれら科学技術博物館の出現は，それぞれの時代に

あって大きな革新であった。それゆえ，科学技術博物館について考える ζ とは，世界を考える

乙とであり，時代について考える ζ とであり，明日を考える乙とである。

間理想の科学技術博物館はあり得るか

理想の科学技術博物館というものは，あり得ない。対象とする科学技術の範囲を考えても，

すべての分野をカバーする科学技術博物館は今日では不可能である。世界最大の規模を持つ

Deutsches Museumでも，個別分野の専門技術博物館Kどんどん展示を委譲している。実際問

題として，科学技術史博物館とサイエンスセン ターの両方を十分兼ねそなえた科学技術博物館

というのは不可能であろう。科学キャビネッ トの流れを汲む純粋科学の博物館 ・科学技術史博

物館 ・サイエン スセンタ ーの三つのタイプは， 今後とも残る乙とであろ う。

先に（8）項でふれたように，科学技術博物館はとうであるべきだという姿はひとつK定まらな

い。それゆえに，科学技術博物館の今後の発展 ・変貌の可能性は大きい と言えよ う。

4. むすび

科学技術博物館は， 世界を反映する鏡として時代とともに変化し，と きには世界lζ対する革

新のさきがけともなってきた。今後，科学技術博物館はどう変貌して行くであろうか。科学技

術博物館の歴史と現状を見たときに感じられるのは，テクノロジ一社会 ・大衆社会の活々たる

流れである。ζの流れの中で，モノを中心とし科学技術知識をひろめ るという科学技術博物館

の基本も変わるのであろうか。乙れらの聞いに対する決まった答はないように恩われる。
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What is the museum of science and technology? - A critique一

by 

Yuzo Takahashi 

(Tokyo University of Agriculture and Technology) 

A brief summary of th巴巴volutionof the museum of science and technology follows. 

“The Sci巴nceCabinet”was born in th巴 sci巴ntificrevolution ；“The Museum of History 

of Science and Technology" came out of the civil revolution and th巴 industrial

r巴volution; and “The Sci巴nceCenter”resulted from the multitud巴 society. The rol巴

and the significance of th巴 thr巴巴 types of museums are discuss巴d in terms of the 

following points. The necessity of objects of intrinsic value. The informal education 

of science and technology. The museum as a bridge between C. P. Snow’s two 

cultures, or between laymen and experts. The life of a museum and the spirit of its 

founder. What kind of people come to museums? What do visitors expect? The 

“raison d’etre" and mov巴mentof the science center. People’s understanding and 

observation of science and technology, Scienc巴／TechnologyUtopianism -Can a museum 

exhibit the social implication of science and technology? Nationalism and National 

Prestige. Can the museum be an obs巴rvatoryof this world? Erank Oppenheimer’s 

freedom of visitors and the provision of multiple examples of exhibits. Future 

Possibilities. 
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