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博物館教育におけるインタープリテーション
（interpretation）とは何か

―教育担当学芸員（museum educator）の役割に焦点をあてて―

梶 　 原 　 健 　 二＊

はじめに

本稿は、1970年以降のアメリカ博物館教育に影響を与えた３つの報告書を手がかりに、博物館教
育における学芸員の教育的役割の歴史的事例を検証することで、博物館教育におけるインタープリ
テーションの意味の変遷を明らかにすることを目的とする。

1960年代以降、アメリカは２つの大きな教育改革を経験している。その契機となったのは、1958
年「国家防衛教育法」成立と1983年の政策提言レポートの『危機に立つ国家』であろう。概して、
前者は教育界における政府の財政支援の増大を実現し、教育政策が国家事業の一つと認知される契
機となり、後者は、アメリカの教育水準（指標）の低さを告発するもので、卓越性ある教育体制

（excellence in education）に根ざした学習社会（learning society） （1）  への転換を促すものとなった（西
村 2004：20-24）。そして、90年代以降、政府はその財政支援に見合った教育効果への結果を求める
べく、教育支援に対してのアカウンタビリティー（説明責任）を重視する方向へと向かう。この要
請をうけたアメリカ教育団体は、その説明責任の一つとして、それぞれの専門職における「基準

（standard）」作成に取り組むこととなる （2）。博物館職員として教育に関わる学芸員においても、現
在、その専門職性は、博物館団体が作成する「専門職基準」 （3）として看取できる。

一方、日本における教育改革に目を向けてみたい。1985年から1988年において開催された政府主
導による臨時教育審議会においては、第２次答申（1986年４月）において、その論点の一つに、生
涯学習体系への移行があげられた。この考えは、学校中心の教育体系を転換させ、生涯学習体系へ
の地域包括的な取組を図るというものである。加えて、最終答申（1988年８月第４次答申）では、
その体制は学校教育の基盤の上に、各人の責任において自由に選択し、生涯を通じて行われるべき
ものであるとされた （4）。その後、2008年の教育基本法改正については、生涯学習社会の実現（第３
条）が加えられ、社会全体で教育に対する基本的な認識を共有しながら、家庭が、地域が、学校が、
教育再生に取り組むべきとしている。さらに、社会教育法３法―社会教育法・図書館法・博物館
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法―の改正は、公民館・図書館・博物館といった社会教育機関への教育的機能が一層重視された
と考えられよう。

上述のように、両国は1980年代を境に「生涯学習」社会実現への教育政策を試みているといえる
が、社会教育機関の一つである博物館の教育活動について限定すれば、日本はアメリカのように博
物館団体によるボトムアップ型の専門職基準の策定という方向には向かっていない。この理由の一
つには、日本では学芸員資格制度が導入されているため、学芸員になるには高等教育機関等による
科目履修が義務づけられているからであろう。つまり、博物館教育における学芸員の教育的役割は、
主にその履修科目の一つである「博物館教育論」で示されているといえよう。このような文脈にお
いて、日米の学芸員の教育観の差異に注目することも本稿のねらいの一つである。

また、90年代以降、グローバリズムを背景とした両国の教育行政の変動は、長引く経済的不況の
結果、その財政支援は厳しいものとなっている。たとえば、エビッツ（Ebitz 2005：150）は、伝統
的文化芸術鑑賞の低下とエデュテインメント的な博物館の拡大により、博物館は、その機能を「教
育」か「娯楽」かの二者択一に迫られているようだと論じている。日本においては、2003年に指定
管理者制度が導入され、初等中等教育の外郭に位置する社会教育機関への財政支援は、ニューパブ
リックマネジメントによる行政手段による、競争原理の導入や顧客主義といった考えが主流となっ
てきた （5）。

博物館運営の実態に鑑みれば、博物館の教育的機能は両国にとって重要な論点であり、本稿で扱
うアメリカの博物館教育の歴史的検証は、日本の学芸員養成教育においても示唆が得られると考え
られる。

１　研究の方法

1-1　用語の整理
まずはインタープリテーションの用法について整理する。日本の学芸員養成課程の教科書の一例

として、インタープリテーションとは、「利用者に対する双方向のコミュニケーションによってメッ
セージを伝え、より深い理解と発見を促す役割を果たすこと」であり、「それを実際に行う人」と定
義されている（粕谷 2014：97）。さらに同書では、「現状の日本では、インタープリターとはコミュ
ニケーターであり、展示解説員、解説ボランティアの役割とし、その役を統括するのが学芸員ある
いは専門職員としている」と記され、その求められる「要素」として、以下の４点を指摘している。

① 解説員による働きかけによって、来館者の興味や関心を引き出し、博物館における学習を芽
生えさせる契機を生み出す。

② 教えるのではなく、知識を背景に持ちながら来館者の話を聞き、彼らが発見するためのアド
バイスやお手伝いをする。

③ 一方的な説明ではなく、会話を楽しみながら発見を導いていく。
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④ 来館者の年齢や知的レベルに合わせた内容で、よりよい効果的な解説をする。
（下線は筆者による）

  一方、本稿で取り扱うインタープリテーション（interpretation）とは、アメリカ博物館教育の目
的に準ずれば、教育的意味を含むものとなっている。理由としては、検証する報告書で表記される
インタープリテーションの定義には、「interpretation」と「education」は同義的に併記される事例も
あるからである。日本の事例にあるように「教えるのではなく」や「解説」という限定的にとらえ
てはいないことは指摘しておきたい。

つぎに、教育担当学芸員（museum educator）の表記について確認する。アメリカでは学芸員は専
門職として多様化が一般化している （6）。例えば、「curator（学芸管理者）」以外に「museum educator

（教育担当学芸員）」、「exhibition designer（展示デザイナー）」、「registrar（作品登録管理者）、「con-

servator（保存管理者）」、「restorer（修復技術者）」「administrator/fund-raising（マネジメント・資金
調達）」等である （7）。本稿で使用する「教育担当学芸員」は、日本の学芸員資格制度で定義される

「（教育普及）学芸員」に相当するものではなく、「museum educator」の対訳語として使用する。

1-2　検証する報告書
本稿で検証する報告書は次の３つである。

① ベルモント報告（Mcgrath, Kyran M. and Robbins, Michael W., （1969） , America’s Museums: The 

Belmont Report, AAM.）
② 新世紀の博物館（Bloom, Joel N （ed.） . （1984） Museums for a new century: a report of the Commission 

on Museums for a New Century, AAM）
③ 卓越と均等（Hirzy, Ellen Cochran, （1992） , Excellence and equity: education and the public dimen-

sion of museums, AAM.）

  上記は、すべてアメリカ博物館協会（American Association of Museums、以下 AAM） （8）により発
行されている。現在、アメリカの博物館数は、約17,500館とされるが、その設置形態は約75％が非
営利団体（NPO）であり、財政的には政府の支援よりも民間の支援が多い。このような状況の下、
AAM の役割は、政府に対するロビイング活動の主体となる団体であり、と同時に、博物館運営者や
学芸員に対しては「専門職性」意識を常に啓発する活動を支えている。とりわけ、学芸員の専門職
化の確立については、AAM による報告書の影響が大きいといえよう。たとえば、ハイン（2010：
17-18）は、この３つの報告書の意義は、「博物館のエデュケーターが自らの仕事をどのように見て
きたのか、その変遷を理解することができる」と論じている。加えて、①について特筆すべきは、
その教育的機能の取組として、「スラム街の不利な条件下におかれた子どもたちの教育」に意義があ
り、博物館の専門職員間の啓蒙を促すことになったと指摘している。②については、博物館が教育
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の重要性を求め、資料を解釈し、解説する必要があることが強調されている点をあげている。最後
に③については、教育ないし博物館の学びに博物館の専門職員たちが積極的にかかわり、地域への
奉仕が重要であることを取り上げ、①②の報告書よりも一層の教育の重要性と広義性を指摘してい
る。本稿で検証する史料とする所以である。

1-3　方法
報告書の検証方法については、博物館教育の意義としてあげられる学芸員の教育的役割（インター

プリテーションの概念を含む）を看取し、その報告書で示される具体的な教育プログラム事例を取
り上げ、その史料より2000年以降に定着している学芸員のインタープリテーションの意味を考察す
る。2000年以降の事例としては、梶原（2012）によるニューメキシコ州ネイティブアメリカン美術
館の学芸員養成教育の事例を使用する。また、教育事例については、そのすべてを美術館教育を事
例とした。博物館の形態によっては、自然科学系博物館による理科・科学教育といった取組等、多
岐にわたる。インタープリテーションの意味の変遷において、美術館による芸術教育という共通の
枠組みで検証するためである。

２　1969年『ベルモント報告』

2-1　社会的背景
1970年代アメリカは、1958年「国家防衛教育法」成立以降、科学教育や研究の重要性が再認識さ

れ、政府は教育面で積極的な財政支援を行うようになった。また、1960年代の公民権法の成立後、
経済的に恵まれない児童生徒の多い地域に対する補助金の交付などを規定する初等中等教育法

（Elementary and Secondary Education Act （ESEA） of 1965）や、連邦奨学金制度や教員養成に対する
援助を規定した高等教育法（Higher Education Act of 1965）が制定された。

2-2　『ベルモント報告』の特徴
博物館教育活動と学芸員養成の拡大については、「貧困との戦い」をスローガンにあげたジョンソ

ン大統領から諮問された報告書『ベルモント報告』の影響は大きい。これは、全米芸術・人文科学
評議会（Federal Council on the Arts and the Humanities）から AAM が委嘱をうけ作成したものであ
る。全体的な内容は、博物館による教育機能の向上についての「懇願書（wish list）」であり、博物
館教育活動のマイノリティー支援や学校教育と連携のための財政援助を図ったものとなっている。学
芸員の社会的地位の向上ならびに雇用拡大が示されている点が看取できる。概要を３点で整理する。

① 学芸員の処遇改善には、学芸員の専門性向上が必要である。その解決策は、当時、60の大学
機関において学芸員養成が開設されていたが、大学やカレッジにおいてさらなる養成コース
の拡充が求められる。
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② 連邦政府は、学芸員教育プログラムの充実を図るため NEH および NSF（the National Science 

Foundation）による公的資金援助追加を進めるべきである。特に博物館と大学が連携するイ
ンターンシップやフェローシップ制度の量的拡大が必要である。その額は、年間100～200万
ドルを見積もる。

③ アメリカの博物館のレベルは、その展示・教育活動において高いとはいえない。いくつかの
博物館は、来場者に対し何一つ感動を与えていない。この解決策としては、博物館鑑賞者の
行動調査・研究が求められる。実際的なステップとしては、学校・カレッジ・大学において
実験的臨床的研究が有効である。「都市部」「郊外型」という地域的な博物館の特徴や障害者
に対してのサービスの在り方、そしてコミュティーにおける芸術文化の中心的役割をどのよ
うに担うのかというアプローチ方法の開発は必要であろう。少なくとも５年間の研究期間で、
総額500万ドルを見積もる （９）。

（下線は筆者による）

2-3　教育プログラムの事例―ブルックリン美術館の事例より―
ベルモント報告が提言した「スラム街の不利な条件下におかれた子どもたちの教育」の史料とし

てブルックリン美術館の事例を検証する。「芸術は貧困を救えるのか？」これはブルックリン美術館
の報告書『芸術と貧困』のテーマである。1966年11月メリーランド州ゲティスバーグにおいてカン
ファレンス「貧困に対する社会と教育の協同参画の必要における芸術文化活動の役割」が開かれた。
そこでは、全米の貧困地区におけるさまざまな芸術文化活動の報告がなされた。貧困で学びたくて
も学校にいけない子どもを対象としたプログラムや、読み書きができずに学校教育をドロップアウ
トしている青年を対象にした活動であった。

プリンストン大学社会人類学教授のタミン（Tumin, Melvin）は、その芸術の定義を「いくら貧困
の子どもたちに芸術を媒介とした教育を与えたとしても、彼らが有名な芸術家として大成する確立
は非常に低いものであろう。しかしながら、芸術活動を通じての「よい経験」に基づくコミュニケー
ション活動は、彼らの社会への参加を後押しするものである」としている （10）。これは、学校教育だ
けが貧困の子どもには必要なのではなく、社会教育的分野にこそ芸術文化活動がその教育的効果を
発揮するということではないだろうか。ブルーム（Bloom, Kathryn）はこの報告の中で「数学や物
理といった理数教育や読み書きを基本とした語学教育に関わる教育者においては、その達成能力を
測る評価方法は有効であろう。しかしながら、芸術において重要視する点はその発展（学習）プロ
セスを評価することである。例えば、音楽や詩においてはその評価基準は一つではない。大切なの
は芸術を通じての生徒一人ひとりの知識の広がり、技術の成長を追うことである。人間の成長とは
自分以外の価値観とふれあうことである」と述べている （11）。これは、博物館による芸術教育が単な
る職業教育や情操教育として活用されるものではなく、生涯学習として意味あるもの、かつ意義づ
けできるものとして、博物館の教育的意義が捉えられるという証明となりえよう。
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2-4　検証
ベルモント報告と事例としたブルックリン美術館の教育活動を検証すれば、その内容とは博物館

の位置する地域的な特徴（この場合は「貧困地域」）に対しての教育普及をコミットしたといえよ
う。また、教育担当学芸員の役割としては、第一に「教育方法」に関しては、具体的な方法が確立
できていなかったと考えられる。教育学的な視点から考察すれば、この時期に教育担当学芸員には、
博物館教育のプログラムにおける、教育評価に対して実験的臨床的研究の必要性が求められるよう
になったと考えられる。つまりその質的発展へむけた調査・研究のチャレンジがはじまったといえ
る。その後、教育担当学芸員として担う「インタープリテーション」という言葉としての使用が表
れるのは、1977年アレキサンダー（Alexander 2008：259）に示される。そこには、①意味を解明す
ること、わかったと衝撃を与えるような教育目標をもつこと。②博物館教育プログラムは、博物館
の来訪者を分析して、より効果的コミュニケーションを行うよう、プレゼンテーションの方法を検
討する。③感覚知覚―視力、聴力、嗅覚、味覚、感触と運動筋肉覚―に訴えかけなければなら
ない。言葉による理解に頼るだけではないことから、強力な学習過程が生まれる、とある（下線は
筆者による）。ブルックリン美術館から始まった挑戦が、博物館教育が学校教育だけではまかなえな
い部分を「インタープリテーション」として表現していると考えられよう。注視したいのは、ブルー
ムの説く「人間の成長とは自分以外の価値観とふれあうこと」であり、言葉に頼ることではなく感
覚知覚を大切にするということであろう。

３　1984年『新世紀の博物館』

3-1　社会的背景
1983年『危機に立つ国家』は、「卓越した教育に関する全米委員会」によって提出された。ここで

いう「危機」とは、アメリカの国際競争力の低下を背景に、それはアメリカ国民の学力低下に起因
すると指摘している。そして新しい時代に必要となる知識、学習、情報、訓練の開発が、教育制度
改革に求められると提言する （12）。同書にはこのなかには、青少年の学校教育制度の変革について詳
細な改善目標が記されている一方、親・家庭ならびに成人を対象とした社会教育の必要性にも光を
あてている。
「学びの社会」を核とした生涯学習の視点は、学校や大学といった従来の教育機関の枠組みを越え

た教育機会の場を提起し、それらは図書館やアートギャラリー、美術館や科学センターであるとす
る （13）。そして、生涯学び続ける努力がなければ、人間の能力は時代遅れのものとなると結論付ける。
教育改革はその「質」への転換のはじまりであるといえよう。

3-2　『新世紀の博物館』の特徴
この報告書は、博物館業界が新しい時代へ向けて取り組むべき課題を提起した報告書である。調

査・研究費のメジャースポンサーは、フィリップモリス社である。この時期、博物館はもはや「エ
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リート（特権階級）」によって支えられるものではなく、ビジネスによって運営される機関であると
主張されている （14）。加えて、そこには、博物館が教育の重要性を求め、資料を解釈し、解説する必
要があることと強調される。

内容は７章から成るが、「Collaboration」「Sharing」「Joint」といったキーワードが目を引く。そし
て博物館は、その協働のテーマを「教育」と「経済」に焦点を当てている。その内容は以下の３点
に要約される。１つは、「学習機会の新しい義務」（３章）における博物館教育についてであるが、
このなかで博物館の教育担当学芸員は、今までの学校との協働関係についての反省を強いられてい
る。ディークス（Deeks, Martin）によれば、彼の調査した博物館教育の23プログラム中、９つだけ
学習者の参加があったとしている。それ以外のプログラムは学習者に興味を与えていなかった。そ
してその原因は、教育担当学芸員による学校カリキュラムに対する「真剣さ（serious）」の欠如で
あるとし、教育プログラム開発における学校教師（school teacher）との協働を提言する （15）。また、
学校教育以外の社会教育分野では、生涯学習の拠点となるよう、すべての年齢に応じた成人教育プ
ログラムの開発を提案している。２つは、「協働的精神」（５章）における教育プログラムの共有で
ある。これには二つの方略があり、一つは学芸員養成教育における大学教育機関との協働、そして
他方は市民教育プログラム開発における他の教育機関との連携である （16）。３つは、「経済の様相」

（７章）における博物館の資金調達への共同意識である。ここでは、博物館が与える地域への経済効
果のデータを与え、博物館はジョイント・ベンチャーの場であり、個人、ビジネス、財団、そして
連邦・州・地方政府の調和（blending）によって運営されると説いている （17）。さらに、当時の公的
資金減少を背景に、博物館の自助努力を促している。それはマーケティング意識であり、具体的に
は、ミュージアム・ショップやレストラン、広告事業やワークショップ事業の推進である。

3-3　教育プログラムの事例―DBAE（Discipline Based Art Education）の事例―
『新世紀の博物館』の提言する教育事例のモデルケースとしては、フィラデルフィア美術館の取

組、ゲッティー財団の教育支援、マサチューセッツ州の教育委員会と州人文芸術委員会の協働等が
明記されている （18）。またとりわけ、学校教育との協働について批判が上がっていることから、本事
例の史料としては、ゲッティー財団（The Getty Foundation ）による学校教育との連携を図った「規
律ある芸術教育：DBAE 教育（Discipline Based Art Education）」を取り扱う。

DBAE 教育は、60年代の学校教育における芸術教育の実践を発展させることを目的に、80年代に
学校理事、運営者、学校長そして教員が協力して開発した芸術教育の理論と実践である （19）。その理
論とは、芸術の系統的な知識の発展は、芸術を創造することと同様、芸術への共感を促すというも
ので、その教育目標は、児童生徒に対して芸術の理解と鑑賞の深みを味わうことを目的としていた。
一方、教育実践については、美学、芸術鑑賞、芸術制作の訓練（「Discipline」）を柱としたもので、
一般教養としての芸術教育の実践の確立を目的とした。それらの内容をまとめれば、以下の４つで
ある。①芸術の本質のコンセプト、②評価と批評の基盤、③芸術創造のコンテクスト、④芸術創造
の制作プロセスと技術である。また、ここで対象とする芸術の領域は、広範囲であり、純粋芸術か
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らフォークアート、西洋芸術からそれ以外の美術様式、古代から現代美術に至るものであった （20）。
これに対し、DBAE のような学校カリキュラム・ベース（「a school-based theory」）の連携は「困

難と危険」をともなうという論説もある （21）。その「危険」とは、芸術（アート）とは造形芸術に限
定されるべきではなく、音楽や文学も芸術であること。また、特に美術館教育では「教育」を強要
すべきではないとし、博物館は個人それぞれの学びのペース・手段を尊重するべきであるというこ
とであった （22）。本論点は、「教育」と「学習」の視点の違いであり、博物館教育の広義性に係る新
たな課題となったといえる。

3-4　検証
『新世紀の博物館』の内容と DBAE 教育を考察した場合、80年代、博物館の教育プログラムは、方

法論や評価といった教育学的な課題とともに、その方向性は「学校教育」と「生涯学習」の協働の
多様性が求められているようである。一方、博物館の企業による財政支援は、博物館の多角的経営
戦略を推し進め、同時に、公的資金の縮小は、博物館存続の生き残り策を模索しているようである。

このような状況の下、1986年にニューヨーク州の教育長であったアンバック（Ambach, Gordon）
は博物館教育とは、「interpretive（インタープリティブ）」であるべきであると主唱した（Alexander 

2008：257）。アンバックは、公的資金が注入される以上は、すべて博物館教育活動は、インタープ
リテ―ションでなければならないと説いたのである。その内容とは①モノを解釈すること、②作品
の主題にせまる展示であること、③訪問客の期待する鑑賞のあり方の想定すること、であった。こ
の要求に対し、AAM は80年代における教育プログラムの「質」への反省から、次なるアドボカシー
活動として報告書『卓越と均等』を提言する。また、教育担当学芸員の役割とは、「education」とい
う一語では表せない（批判もある）ことから、「interpretation」を併記することで多種多様な博物館
教育のあり方を受容したと考えられよう。また、アンバックによる社会教育行政の視点からみれば、
インタープリテーションという意味は、ハインの指摘する「解釈し、説明する」とともに「鑑賞の
あり方の想定」が付け加えられよう。

４　1992年『卓越と均等』

4-1　社会的背景
ブッシュ大統領は1990年の一般教書で、「人財（human capital）」という言葉を用い学力向上への

投資の公正性を訴える。その後、クリントン大統領、ジョージ・Ｗ・ブッシュ大統領、オバマ大統
領においても、教育投資による「学びの社会」への路線は保持されるとはいえ、その財政支援は「専
門職性」スタンダードによる競争と説明責任を厳しく問われているといえる。AAM は、このような
社会的背景の下、博物館が社会教育機関であり、その活動は政治的文化的に必要であることアピー
ルすると同時に、教育担当学芸員の役割をより具体的に示すことを求められた。
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4-2　『卓越と均等』の意義
『卓越と均等』は、本文27ページから成り、先に取り上げた『ベルモント報告』『新世紀の博物館』

と比べればコンパクトな体裁である。しかしながら、その編集方針は、「教育の公共性」をキーワー
ドに博物館活動と学芸員養成の深化を図るねらいが表れている。強調されている点は、「文化多様性
ある市民（culturally diverse audiences） （23）」に向けた博物館活動の在り方である。具体的には、新し
い博物館活動のあり方として10か条の提言を銘記している。以下にその10か条の内容をまとめる。

① 博物館は世界的視野に立ち、市民公共施設の中心となること。
  博物館活動の実践が、つねにその理念に基づいたものであること。
② 広範な公共への貢献を確立し、社会の多様性を省察すること。
③ 来館者に対し、学習の理解、発展、拡張を提案すること。
④ 様々な文化とアイデアを共有できるようコレクションの充実をはかり、その人知に対する知

識と理解の深化を図る。
⑤ 多様性ある社会の共生の視点から、多種なる文化の相互理解促進のためのマニフェストを保

証する。
⑥ さまざまな公共機関との協働を積極的に働きかける。
⑦ 博物館活動のおける新しい政策決定プロセスの開発。公共性の観点から「卓越」を再考する。
⑧ あらゆる博物館関係者―理事、学芸員専門職、ボランティア―に対し、博物館を通しての相

対関係の理解を達成する。
⑨ 学芸員専門職向上のための養成教育の発展。そのための評価・説明責任の提供。
⑩ 資金管理のリーダーシップを発揮すること。よって、博物館、学芸員専門家集団、大学を中

心とする教育機関は、博物館の公共的価値を強化することである （24）。
（下線は筆者による）

  上記のうち⑨と⑩は、学芸員の教育的専門性に対する提言である。
本報告書に対し、守井（2003：151-152）は、ここに指摘されているという状況は、「日本の博物

館のことを書いていたのではないかと思うほど」であり、「エデュケーター（教育担当学芸員）など
の専門的な教育担当職員を配置している博物館であっても、学芸員とは切り離されてしまって」（括
弧内は執筆者による）いることであろうと意見している。また、日本の博物館教育への危機として、
アメリカの場合、広い意味での教育として公共サービス（地域貢献）を提言しているが、日本にお
いては反対で、博学連携といった掛け声のもと、博物館教育の概念が表層的なものに限定している
のではないかと論じている。
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4-3　学芸員養成の事例
―ネイティブアメリカン美術館（Institute of American Indian Arts College/Museum, NM）―

ここでは、『卓越と均等』に示された「多様性」ある社会の実現という提言について検証する。そ
の取組の事例とするのは、ネイティブアメリカン美術館の学芸員養成教育である。ネイティブアメ
リカン美術館は、ニューメキシコ州に位置する単科大学でもあり、学芸員養成課程を配置するとと
もに、コレクションはアメリカ先住民の文化芸術に特化しているという特徴がある。梶原（2012：
54）は、そのネイティブアメリカン美術館の教育担当教授の質問紙調査から、教育担当学芸員の役
割として博物館教育活動の進化の必要性をあげていることを指摘している。以下は、そのコメント
の一部となる。

  学芸員は、アウトリーチ的（地域社会への現場活動主義）と教育的視点なしには弱いものと
なる。アメリカ文化社会の中で、私たちの存在や歴史的生活環境はすでにその存在価値は認め
られ、博物館におけるその展示方法や回帰思想から学びの重要性は確立している。
  しかしながら、そのストーリーは、西洋学的視点からの人類学者や考古学者によって語られ
てきたものである。私たち（アメリカ先住民）が、私たち自身で語る物語を創造していくこと
が今後重要になる。個人的には、その成功には博物館の機能が展示と教育に収斂されるべきで
あると思う。
  先人の知識と知恵を若い世代に伝えることは、私たちがアメリカ先住民の血を引いていると
いうプライドを継承することになるからである。そしてまだ語られていないストーリー、そし
て残していく史跡は数多く待ち受けている。
  いま私たちが直面する困難とは、「本物」のアメリカ先住民の存在がなくなりつつあること。
現在、アメリカとカナダにおけるアメリカ先住民出身の学術専門学芸員は、５人しか残ってい
ない。そのためにも、今後私たちは、もっと多くの人々がアメリカ先住民の文化を保護してい
く人材を育てなければいけない。また学芸員には、コミュニティーとの協働、収集品に対する
歴史的知識、そしてバーバルコミュニケーション能力を特に重要視する。私たち、アメリカ先
住民博物館の場合、現在もその生活を継続している部族リーダーや集落との協働関係を深める
ことは必要不可欠である。私たち先祖の痛み、やさしさ、そして努力を私たちがいかに次世代
に継承していけるのかは、学芸員の資質と深い関係にある。
  特に、16～19世紀にかけて、私たちは英語のみしかしゃべることを許されなかった。この間
多くの言語が失われてしまった。今後は、学芸員養成プログラムにおいては、このような失わ
れた言語文化を再び調査・研究するコース等の増設を検討しなければならない。また、政府か
らの公的資金は年々減少傾向にある。今後は、学芸員自らが資金を調達する能力が求められる。
ゆえに、博物館が地域との協働関係を確立することがとても重要な運営課題となる。

（下線は筆者による）
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  本事例の特徴としては、マイノリティー民族は、その社会的価値としてさらなる文化の調査・研
究（アウトリーチ活動）へのコミットメントの重要性がうかがえる。そして、そのアウトリーチ活
動と教育的役割は同義的に収斂されるもので、博物館が次世代へ継承することは既に存在する「モ
ノ」の展示だけではなく、失われた過去への記憶の再生でもある。そして、そのような文化再生の
伝承（物語ること）は、まさしく「地域への奉仕」につながるものであろう。

4-4　検証―現在のインタープリテーションへの示唆―
さて本項では、『卓越と均等』の方向性とマイノリティー民族の博物館教育の事例を考察したが、

そこからは21世紀の博物館教育の多様化と学芸員による教育活動への価値転換が求められているよ
うである。実際、『卓越と均等』には、先述した『ベルモント報告』『新世紀の博物館』には項目と
あげられなかった「博物館の学び」についての成文化がなされている。

① 来訪者が博物館環境で学ぶ方法を開発し評価すること。
  調査結果を展示と教育プログラム開発に適用すること。
② 学校の児童生徒、家族の学びそして成人学習者についての異なる学習スタイルについての知

識と教育的な経験を積むこと。
③ 展示で実験して、展示と教育プログラムによってより広い観衆とつながる博物館の能力を強

化するように、戦略と革新的なテクノロジーを使うこと。
④ 効果的な展示と教育プログラムの継続的な評価を行い、来訪者に新しい気づきと経験を促進

させるよう努力すること。
⑤ 電子メディアといった発達する可能性を使い、博物館の教育的な役割を広げること。そのた

めには組織的な研究が必要である。
⑥ 教育実施と評価に改善のために「学習研究所」を博物館に設置すること。来訪者の特別な背

景についての理解を蓄積し、教育プログラムの発展へつなげること （25）。
（下線は筆者による）

 『卓越と均等』で示される「博物館の学び」のあり方を、教育担当学芸員の担う「インタープリ
テーション」の意義として敷衍すれば、①その教育の対象について学校の児童生徒、家族の学びそ
して成人学習者についての異なる学習スタイルを知ること、②そして評価を含めた継続的な実践を
積むこと、③博物館教育で展示するのは「モノ」だけではなく「記憶」や「感情」を物語る文化再
生である、ということではないだろうか。

ま と め

最後に、本稿の結論として、教育担当学芸員のインタープリテーションの意味についての変遷を
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まとめる。
まず、インタープリテーションは、1980年代を機に、博物館教育の教育対象・目的の多様性から

「エデュケーション」では包括できない概念として、博物館関係者に認知されるようになった。しか
しながら、その概念とは、博物館教育のスローガンにとどまり、教育担当芸員の具体的な行動指針
となり得るものではなかった。そして1990年代以降、AAM により、その定義はより具体的に記述さ
れるようになった。そこからは、学習対象者（来訪者）の教育的背景への洞察力と学習スタイル（プ
ログラム）への研究・評価の必要性が求められるようになったといえよう。さらに、1992年『卓越
と均等』以降、インタープリテーションの意味には、「地域への奉仕」となるような「文化再生・伝
承」も含まれるようになっている。アメリカにおいて今後は、さらなる教育担当学芸員の役割の複
雑性が予想される。様々な民族や社会的階層の格差があるアメリカにとって、「多様性」ある文化理
解―貧困による格差問題、人種差別、宗教、ジェンダー、マイノリティー等―に対しては、さ
まざまな取り扱うべき「コト（事象）」が想像できるからである。

最後に日本の学芸員養成への示唆をあげる。日本版インプリケーションの定義は、まずもって、
その担当に学芸員ではない「コミュニケーターであり、展示解説員、解説ボランティア」が充てら
れるが、その要素も「教えるのではなく」「会話を楽しみながら」とある。一方、少なくともアメリ
カ版「インプリケーション」は「教育する」姿勢からは、乖離していない。むしろコミットし実践
活動を草の根的に活動していると考えられる。日本においては、改めて博物館で学ぶ意味を問うこ
とが期待される。

＜注＞

（ 1 ）  挿入した対訳「excellence in education」と「learning society」は、原著である A Nation At Risk: 

The Imperative For Educational Reform, Washington D.C.: The Commission on Excellence in 

Education, 1983より引用した。
（ 2 ）  本稿では、とりわけ、高等教育機関や博物館団体の取組をあげるのであるが、初等中等教育

における教育の「専門職性」の確立とも関連があろう。例えば、牛渡は、「スタンダード（基
準）」作成という手法は、教育における文化的多様性や住民参加による民主性確保の手段にも
使用されていると指摘する。アラスカ先住民の「文化スタンダード」を事例に児童生徒の学
ぶべき教育内容に利用されているとあげている（牛渡淳「アメリカ新自由主義的改革におけ
る専門職・文化スタンダード政策の意義」『日本教育行政学会年報』No.41、P61、2015年）。

（ 3 ）  2008年アメリカ博物館協会により提言された「National Standards and Best Practices for U.S. 

Museums」には、たとえばそのⅤ章に「Standards Regarding Education and Interpretation」が
掲載されている。

（ 4 ）  文部科学省 HP：学制百二十年史（三）臨時教育審議会の答申（2015. 12. 8最終アクセス）
〈http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/others/detail/1318297.htm〉
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（ 5 ）  アメリカにおいては、1980年代以降、行政実務において形成・導入されている。規制緩和に
よる学校選択制やチャータースクールがその例となろう。

（ 6 ）  米国の学芸員養成制度の特徴として、吉武は「米国においては、博物館の専門家として①展
示物史料の専門家のほかに、②教育の専門家、③営業・渉外・資金確保などを担当するマネ
ジメントの専門家が必要であるという認識が一般的になっており、大学の養成体制もそれに
見合っている」と述べている。（吉武弘喜「アメリカにおける博物館専門職員の養成と研修」

『博物館研』33（10）、1998年）
（ 7 ）  アメリカ高等機関による学芸員養成プログラムを看取すれば、上記の専門職に対応した養成

課程が配置されており、日本の学芸員資格のように国家資格としての付与はない。各大学が
「certificate（資格認定）」として修了を認める場合もあるが、その判断は大学側にゆだねられ
ている。

（ 8 ）  1906年の発足したアメリカ博物館協会（AAM: American Association of Museums）は、2012年
アメリカ博物館同盟（AAM: American Alliance of Museums）へと改組をしている。その理由
としては、アメリカ博物館同盟は、多様なステークホルダー（博物館関係者はもとより、地
域ボランティア・ビジネス家・博物館愛好者等）による包括的な協働を目指すことを目的と
している。［AAM’s HP（2012.9）〈http://aam-us.org/alliance/why-the-change〉］

（ 9 ）  Mcgrath, Kyran M. and Robbins, Michael W., America’s Museums: The Belmont Report, AAM, 

1969, pp.53-54.

（10）  Murphy, Judith, and Gross, Ronald, The Arts and the Poor: New Challenge for Educators, 

Superintendent of Documents, U.S. Government Printing Office, Washington, D.C., 1969, pp.5-6.

（11）  Ibid., p.8.

（12）  アメリカ教育省他著／編訳西村和雄、戸瀬信之『アメリカの教育改革』、2004年、p.13
（13）  同上、p.22
（14）  Bloom, Joel N, Museums for a New Century: a Report of the Commission on Museums for a New 

Century, AAM, 1984, p.9.

（15）  Ibid., pp.66-69.

（16）  Ibid., pp.94-95.

（17）  Ibid., p.111.

（18）  Ibid., pp.66-69.

（19）  Clark, Gilbert A., Day, Michael D., and Greer, W. Dwaine, “Discipline-Based Art Education: 

Becoming Students of Art”, Journal of Aesthetic Education, Vol. 21, No. 2, 1987, p.135.

（20）  Ibid., p.135.

（21）  Berry, Nancy. and Mayer, Susan （ed）, Museum Education: History, Theory, and Practice, National 

Art Education Association, 1989, p.78.

（22）  Ibid., p.79.
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What is the Definition of Interpretation in Museum Education?: 

Focusing on the Role of Educators

Kenji KAJIWARA

The purpose of this paper is to clarify the definition of interpretation in Museum education: Focusing 

on the role of educators.

In the United States, a museum educator is known as a professional career in the museum working 

environment.  They are responsible for opening up the learning potential of museums’ collections as a 

resource for all ages working both within the museum and in a community context.   Moreover, the role of 

museum educators seems to be developing for the past 30 years.

The main examination data of this paper is based on the three reports published by AAM (American 

Association of Museums): ①American Association of Museums (1969), America’s museums: The Belmont 

report the Federal Council on the Arts and the Humanities, Washington), ②Bloom, Joel N (ed.).  (1984) 

Museums for a new century: a report of the Commission on Museums for a New Century, AAM), ③Hirzy, 

Ellen Cochran, (1992), Excellence and equity: education and the public dimension of museums, AAM.)

As a result of investigation, the following statements of the definition of interpretation in museum 

education are revealed.  First, a museum educator should understand that there are different learning 

styles among the school-students, the family visitors and the adult learners.  Second, a museum educator 

needs to keep continuous practices including an educational program evaluation.  Third, the field of 

museum education is expanding, which is to contribute to local communities as a traditional story-teller. 

In conclusion, comparing the U.S. style of interpretation in Museum education with Japanese ones, 

the interpretation’s definition has the various means such as education, analyzes the museum’s audience, 

and effective communication with visitors.  The way of educational approach is also not instruction, but 

provocation.  It might be suitable for lifelong education. 


