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司会：むなかた電子博物館は 10年の節目を迎

えるので、むなかた電子博物館を担っていただ

く運営委員の皆様方から、ざっくばらんな発言

を頂いて、これからの電子博物館をどういうも

のにしていこうかという、骨組みが作られれば

と思っております。 

 まず、むなかた電子博物館運営委員の紹介を、

自己紹介ということで進めたいと思います。む

なかた電子博物館運営委員会の委員長の平井委

員長が、急に所用ができて来られないので、ま

た別の機会に第２回の座談会は開催したいと思

います。今日は副委員長の石黒さんに出席して

いただいております。石黒さんから、自己紹介

を簡単にお願いします。 

 

 

１．自己紹介 

石黒：石黒正紀と言いま

す。私自身は、2010年ま

で福岡教育大学で 32年間

教職をしておりました。

専門は地理で、平井さん

とはこちらに来た直後から、いろいろな形でお

付き合いがあって、私がちょうど辞めるころに、

「あとを引き継げ」みたいな形で、半ば強引に

ここへ引っ張り込まれたという経緯はあります。

そういう意味では、最初のところはよく分から

ないので、なかなか議論に十分貢献できている

のかというところは多少あるのですが、やはり

地域のことをどういうふうに伝え、考えていく

かというのは地理の専門分野でもありますし、

そういうところで、何らかの貢献ができればい

いかなということもありまして、ここに参加さ

せていただいているという形になります。 

 まあ、博物館というのをどういうふうに考え
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るかということに関しても、いろいろな考え方

があると思いますので、それはおいおい、また

お話をさせていただければといいかなと思いま

す。 

 

司会：はい。ありがとうございます。では、時

計回りで、上野さん、お願いします。 

 

上野：上野貴子です。

どうぞよろしくお願い

します。私は、宗像で

SOHOを立ち上げて 17

年、今年で 18年目にな

ります。この電子博物館の立ち上げのお話を伺

ったときに、ぜひ、宗像に住んでいる SOHOの

人たちで構築がしたいということで提案をさせ

ていただいたのです。でも、そのときは未熟者

で何も力にはなれないところだったのですけれ

ども、そのあと、やはり宗像の SOHOの人たち

を集めたいと思いまして、平成 18年に「むな

かた SOHOねっと」というネットワークをつく

りました。そのグループは、今でも細々と続い

ていて、今回はその中でも、ひこうき雲さんと

いうテープ起こしの方をここで起用していただ

いたことも、すごくうれしく思っていますし、

今後は何らかの形で少しでもご協力できたらな

と思っております。どうぞよろしくお願いしま

す。 

 

司会：続いて、河田さん、お願いします。 

 

 

河田：河田昭と申し

ます。泉ケ丘に住ん

でおりましたけれど

も、いろいろ事情が

あって、１年くらい

前に、土穴に住居変更をいたしました。宗像住

民であることは間違いありません。私は、平成

６年６月６日に、あえて６６６の時に住民票を

移しまして、それ以来の宗像市民でございます。 

 皆さんと全然違うのは、会社勤めをしており

まして、40年間会社勤めで、やっと終わった

ころの時に、むなかた電子博物館の市民公募と

いうのがあったのです。何だろうかと思って、

訳の分からない、申込所のような所で何か書き

まして、それで、「しょうがない、また来てい

いよ」と言われましたので。私は、市民公募な

のですよね。 

 ですから、全く皆さんとは違った物の見方を

するかも分かりません。民間の会社におって、

収益を上げろとか、業績を上げろとか、40年

間言われてきた、そういうところにおりました

ので、物の見方、意見の発表の仕方が若干違う

かも分かりませんけれども、まあ、それはそれ

なりに、そういうのも１人くらいおったほうが

いいのかなと思って、引き続き、入れさせてい

ただいております。よろしくお願いします。 

 

司会：ありがとうございます。続いて、清水さ

ん。 
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清水：清水比呂之です。

私は、市の職員という

立場で、このむなかた

電子博物館は開館して

10年を経過していると

いうことですけれども、その開館当初から事務

局側という立場でこの活動に参加をさせていた

だいております。 

 もともと電子博物館が開館する一つの契機に

なったのが、当時、宗像市内に地域イントラネ

ットを敷設していくという一大事業がございま

して、学校関係であるとか、公共施設をイント

ラで結んでいこうという中で、一つの重要なソ

フト的、アプリケーションの一つとして、この

電子博物館というものが誕生していったという

経緯がございます。 

 それが 10年以上経過する中で、市民協働と

いう形での、運営委員会の皆様方のご努力によ

って、こういう形に進化発展していったという

ことを大変うれしく思っておりますし、ある意

味 10年近く、その成長発展の過程を、事務局

側としての立場からずっと見させていただいた

というところですので、そういう形で、今回の

座談会に参加させていただきたいと思います。 

 

司会：ありがとうございます。続いて、堀内さ

ん、お願いします。 

 

堀内：やはり、河田さ

んと同じで市民公募で

入りました、堀内伸太

郎と申します。よろし

くお願いいたします。自分は、地質学が専門な

のですけれども、少し地質関係のコンテンツの

充実が遅れておりまして、大変皆様にご迷惑を

おかけして申し訳ありません。それで、「北斗

の水くみ」の写真展では、委員を務めさせてい

ただいて参加させていただいていますので、そ

ういうことでお話ができればと思っております。

よろしくお願いいたします。 

 

司会：よろしくお願いします。次は、平松さん、

お願いします。 

 

平松：平松秋子です。

私は、平成２年に、

身近な歴史について

勉強しようという

「むなかた歴史を学

ぼう会」、そこから電子博物館に入れていただ

きました。「むなかた歴史を学ぼう会」は、身

近な歴史を実際に歩いたり調べたり、そういう

会です。 

 そういう現実的なところから、電子博物館に

入ったものですから、最初のうちは、伊津先生

のウェブに対する説明、そういったことが大変

分かりませんでした。それで、何とかこれを理

解したいと思って、平成 19年４月ですが、放

送大学大学院情報科学に入学して、２年かけて

情報文化を学びました。そのおかげで、だいぶ

分かるようになりました。その時の修士論文が

「むなかた電子博物館の将来展望に向けた調査

研究」です。もともと、そういう実際の具体的

なものを勉強してきましたから、この２年が、
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そこから情報という過渡期を通じて、少し分か

るようになってきました。 

 最近は、海の道むなかた館の地域学芸員をし

ております。そこで、実際の企画展、その企画

展が行われた背景、そういったものについて、

実際に接することが多いものですから、記事を

書くことができます。特に７月には、田熊石畑

遺跡のオープンがあります。国指定の弥生の遺

跡です。これについても、ぜひ、情報を載せて

いきたいと思っております。 

 

司会：ありがとうございます。続いて、宮川さ

ん。 

 

宮川：私は、東海大学福

岡短期大学に勤めている

教員の宮川幹平と申しま

す。福岡短期大学に来て

12年になりますけれど

も、専門は数学です。大学の中では，情報科学

を主に教えているわけですけれども、私自身は

非常にコンピューター、新し物好きなところも

ありまして、とにかく新しいものを触ってみよ

うという気持ちでいるわけですけれども、特に

短期大学の教員ということになると思いますの

で、教育の中で、どのようにＩＴを活用できる

のか。学生の満足度なり、もしくは教育の効果

なりを高めるためには、どのような活用方法が

あるのかというのに非常に興味を持って、教育

効果の分野なのですね。そういったところに、

今、力点を置きつつやっています。 

 なので、そのキーワードの「ＩＴ」と、また

その１つの「地域」ですね。地域の中で、学生

が実際に活動するという場としても、その電子

博物館の活動は、非常に私自身の教育研究の中

でも活かされているということで、非常に私自

身も楽しみながら活動に参加させていただいて

おります。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

司会：ありがとうございます。続いて、西田さ

ん、お願いします。 

 

西田：西田迪雄です。

2008年ごろに、それ

まで網を振り回して、

蝶、バタフライを採

集していたのですが、

そのネット（網）をカメラに置き換えて、それ

以来、むなかたの蝶をずっと撮影してまいりま

した。たまたま、2010年だと思いますが、む

なかた電子博物館があることを知って、それを

訪問すると、自然の中に、非常に興味のあるい

ろいろな部門がありましたが、残念ながら昆虫

という部門がありませんでした。 

 それで、その翌年、確か 2011年だったと思

いますが、宗像のタウンプレスに、電子博物館

の運営の市民公募がありましたので、それに応

募しました。何か試験めいたような、これから

の抱負とかいろいろなものを書かされたのです

が、多分、清水さんが合格させてくださったの

だと思います。その 2011年以来、委員として

協力、何かお手伝いをさせていただいておりま

す。 

 むなかたの蝶を市民の方々に知ってもらって、

「ああ、宗像にはこんな蝶がいるんだな」とい
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うのを、ぜひ知っていただこうと思って、それ

以来、いろいろな蝶の画像を次々と更新してま

いっております。よろしくお願いします。 

 

司会：ありがとうございます。よろしくお願い

します。 

 

伊津：最後に、司会を

務めます、伊津信之介

です。東海大学福岡短

期大学に 21年勤めま

して、めでたく、この

３月末日をもって定年退職することになりまし

た。そのあと、電子博物館にかなり一生懸命で

きると踏んでいたので、市民協働のこの取り組

みには、事務局長でやれるからといったのです

けれども、残念ながら、水稲栽培という米作り

にはまってしまって、３反から始めて５反、続

いて２町、今度の６月の田植えは３町（３町と

いうのは 9,000坪です）という米を作らざるを

得ないことになりました。 

最初は、「わあ、お米作りができてうれしい」

と思っていたのですけれども、３町になると、

もうこれは重荷でしかなくて、何でそうなるか

というと、日本の農業の縮図です。年寄りが、

もう足が痛くてできないからやってくれないか

とか。身体を壊して、30町やっていた人が５

町に減らしたいというので、みんなで分担して

受けたということで、僕みたいな、わずか４年

目の米作りが３町なんていう規模で、水田を維

持するということになりましたので、なかなか

電子博物館１本とはいかないと。 

 そこに加えて、私事ですけれども、頼まれる

と断れないので、地域の自治会の区長を、どう

せ定年になったのだから２～３年はやってよと

いうので、まあ、いいかと引き受けたら、今度

は総代区長という 10地域くらいをまとめる親

分の区長も逃げられなくて。ということで、雨

の日と夜、これが一番やりやすい時間帯なので、

できれば、先ほどの河田さんの話ではないです

けれども、電子的に、集まりができるというふ

うに何とかもっていきたいなと思いますので、

ご協力、よろしくお願いします。 

 

それで、この座談会の進め方ですけれども、

おおまかに、まず最初に歴史的なことについて、

少し気になること、話したいことがあったので

すけれども、それを触れてみたいと思います。

その後、むなかた電子博物館がいったいどんな

ものかについて、皆さんのそれぞれのイメージ

をお聞かせいただけたらいいかなと思います。

そして、具体的な内容に深く関わっている方も

いらっしゃいますので、内容についてのざっく

ばらんな話を聞ければと思います。やはり避け

て通れないのが、こういうところが足りないと

か、いや、ここがずっと引っ掛かっているとい

うようなことがあったら、この機会に、僕から

だと批判しているとか言われがちなのですけれ

ども、身内の運営委員だからこそ言える問題点

というのを指摘していただいて、そして、でき

れば 10年が終わった次の 10年、むなかた電子

博物館はこんな進歩をしていければというよう

なことでお話いただければと思います。 
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 まず最初に、むなかた電子博物館オープン

のころからいろいろ紆余曲折ありました。それ

で、司会は司会ということで進めていきますが、

発言のときには、私は伊津ということにして、

テープ起こしの人に分かるようにしたいと思い

ますので、皆さんも、もしお忘れでなかったら、

発言の最初に名前を言っていただければと思い

ます。 

 

 

２．むなかた電子博物館の歴史について 

司会：まず、この歴史について、ちょうどタイ

ミングよく、次期運営委員会の副委員長を受け

ていただいた上野さんに、昔、情報化推進会議

で議論をした当時のことで何か印象に残ること

というか、こういうことがという、何かありま

せんか。まず、切り出しに。 

 

上野：切り出しですか。私のことでいいのです

か。 

 

司会：はい。 

 

上野：この電子博物館をつくりますということ

で、コンペティションで提案のですけれども、

私は SOHOという立場だったので、宗像のホー

ムページでというか、何かで自分たちの仕事を

活かしてみたいと。それで、やはり SOHOとい

う立場だと独立して仕事をするので、うまくい

っている人はうまくいっているけれども、いっ

ていない人は全然仕事がないという現状なので、

ぜひこの宗像を SOHO の町としてやりたいから、

この電子博物館だったらお金の計算というもの

もコンテンツの中にないので、全部任せてもら

えないかなと思って提案しました。 

 この今のこだわりはありますけれども、「市

民が集める・ためる」とあるのですけれども、

私としては「集める・ためる」ではなくて、市

民がつくるというのにしたかった。それから、

その中のコンテンツの中では、誰か子どもが質

問したときに、その中で、町の知識のある人た

ちに配信して、答えを回答してもらって、そこ

から市民が回答するというような仕組みにした

かったのですけれども、まだ、それはなかなか

未熟者で、ただ、今、途中からまたここの会議

に入らせていただいて、こういうふうに市民の

方が運営しているというのは、すごくいいこと

かなと思うのですね。 

 それで、先ほどもちらっと言いましたけれど

も、テープ起こしでは、宗像の市民の人に発注

していただいたり何らかの形で仕事というか、

お金が回っていけばいいのかなと思います。 

それから、そのとき私がしたかったのは、やは

り自分の中で「つくる」ということだったので、

先ほど、蝶のことを自分で調べて、そこに載せ

ていますとおっしゃっていた、まさにそういう

ことを私の構想としてはしたかったことなので、

それがまた、どんどん、どんどん膨らんでいっ

たらいいかなと思います。 

 先ほどちらっと、伊津先生が田植えとおっし

ゃっていたのですけれども、子どもたちは田植

えのことも全然分からないから、植えます、芽

が出ますとか、そういう身近な題材でも、出来

上がって、刈り取って、お米にして、餅ができ
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るまでとか、そういう流れというのも、せっか

くそういうことを作り上げて自分でされている

のだったら、あってもいいのかなと思います。

話が全然ずれていくのですけれども・・・。 

 

司会：そうですね。それは、司会として、後ろ

のほうでもう一回、ぜひ出したいと思っており

ますので。 

 

上野：はい、分かりました。 

 

司会：ありがとうございました。 

 

伊津：私も一番最初の関わりがあるので、それ

について、ちょっとだけご紹介方々、上野さん

の話を引き継いでいきたいと思います。 

 一番最初に、むなかた電子博物館というのは、

先ほど清水さんの自己紹介にもありましたけれ

ども、地域イントラネットといって、インター

ネット網を日本中に張り巡らせるときに、アナ

ログの電話線を使ってインターネットにつなぐ

というのでは、これからは駄目だから、ギガビ

ットイーサという太い道路のようなものを通そ

うと。それで、昔の郵政省、今の総務省が予算

を出して、宗像市が乗って、それに採択されて、

その中の１つの項目に、「むなかた電子博物館

をつくる」というのがあった。それで、イント

ラネットができたけれども、何年かたって、ぼ

ちぼち電子博物館を具体化させないと、予算が

付いた以上まずいということで、宗像市が電子

博物館をつくるということになった。 

 そのときに、僕が宗像市情報化推進会議の議

長をやっていたので、その会議に上がってきて、

業者さんにお願いしてつくろうと思うというこ

とで、結構、上野さんをはじめ元気のいい、ま

だまだ皆さん若い委員が情報化推進会議にいた

ものですが、「いや、そんな業者丸投げの電子

博物館をつくってどうなるんだ。それこそ市民

が、みんなで考えてつくっていかないと駄目だ」

ということで、決まっていた予算を１回流して、

次の年度までに電子博物館の構想を情報化推進

会議でまとめるから、１年待ってほしいという

ことで、１年かけて、むなかた電子博物館の構

想を情報化推進会議でまとめたと。そして、市

長への提案ということで項目を立てて提案しま

した。 

 この件については、むなかた電子博物館紀要

の創刊号のまとめの中に、その歴史的な背景も

書いてありますので、ぜひ、そちらもまた、電

子博物館上でクリックすれば、PDFでダウンロ

ードしたり、直接閲覧できますので、そちらで

を読んでいただければと思います。 

 そういうことで、一番最初にむなかた電子博

物館は、業者丸投げでなく、誰かがつくるもの

でもなくて、市民でつくるものという考えでし

た。 

 ただ、その時に、まだ電子博物館はどんなも

のだろうというイメージは何もなかったので、

皆さんの頭の中には、普通の博物館や美術管や

展示施設というものがあって、それをいわゆる

ウェブ（ホームページ）の上でつくるというこ

とですね。 

 ですから、どうしても、ウェブ（ホームペー

ジ）というのが、そのまま電子博物館であると

いうようなことがずっと続いてきているので、

今もってなお、電子博物館という新しい存在と
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いうのは、なかなか定着をしないのかなと思い

ます。 

 

司会：この辺りのことで、何か清水さん、一番

最初から関わっていることで、印象に残ること

はありませんか。 

 

清水：はい。電子博物館を立ち上げて、もう既

に 10年ということになりますけれども、10年

前というのは、宗像市には箱物の博物館がない

状況でした。そういう意味で、電子上で博物館

を展開していくというのは、非常にやはり先駆

的な、先進的なやはり試みだったというふうに

感じております。そういう、先に電子博物館が

先行していきながら、平成 24年に、ここの海

の道むなかた館という、いわゆるその箱物の館

がスタートしたということですので、非常にユ

ニークな形の電子上の博物館、そういう展開が

行われてきたのではないかというふうに思って

おります。 

 それと、伊津先生のほうからもお話がありま

すように、やはり、市民の皆さん方がコンテン

ツを持ち寄りながら構成していくという、その

辺の非常にユニークさというのは、この電子博

物館は当初から持っていたと思います。 

 通常の博物館の場合の展開というのは、先に

箱物があって、そして、そこに出てきているも

のを紹介する１つのツールとしての扱いという

のが、大体一般的ではないかと思いますけれど

も、それをせずに、もう要するに、世界に向け

た一つの電子上での展開というのは、非常に評

価できる先駆的な取り組みだったのではないか

というふうに思っております。 

 

伊津：今、清水さんの話を聞いていて思い出し

たのですけれども、この博物館のプログラムと

して作り上げるのを最終的に宗像市がコンペを

して採用した企業というのが、パスコという会

社とジョイントしていた熊本ソフトウエアとい

う会社でした。そこのデザイナーは現在九州産

業大の教授なのですが、エコミュージアムとい

うイメージで、このむなかた電子博物館を考え

ていたということです。 

 エコミュージアムというのは、フランスの例

なのですけれども、博物館があって、それは実

際にいろいろな展示物とか、いろいろな現場の

（フランスで、ラスコーの壁画とかいろいろな

野外の展示施設があるのですけれども）、そう

いうものをそのエコミュージアムという概念で

まとめるのが電子博物館として非常にふさわし

いだろうと。そうすると、まさに今、田熊石畑

遺跡が公開施設として７月にオープンされると

か、あるいはこちらの「海の道むなかた館」が

展示、あるいは実際の体験施設としてオープン

し、順調に学校教育等に使われるとか。あるい

は、その他の展示施設ではない実際の野外の遺

跡ですね。そういうものを結び付ける情報を束

ねるものとして、むなかた電子博物館というの

は、日本の中でも、非常にいい環境にあるので

はないかな。ですから、地域の人に役に立つと

同時に、これは地域を越えて、かなり広い所へ

宗像の良さを伝える手段になるかなと思います。 

そういうことを言うと、何かその仕組み、エコ

ミュージアムという言葉がいいかどうかは別と

して、展示物や、実際に遺跡や、野外の自然や、
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歴史的なさまざまな資産であったり、というも

のを束ねる博物館というのは、ホームページみ

たいなものをただ作り替えればそれで済むかと

いうと、何か済まないような気がするので、そ

このアイデアを盛り込めるような器として、博

物館というのは、なっていかないといけないの

かなと。 

 それで、少し長くなりますが、先ほど上野さ

んが、SOHOで仕事が回ればいいと思うという

話をされていましたけれども、実際に電子博物

館があると、電子的な仕事というのを電子博物

館が中心になって、もっと新しいものですね。

だから、先進的なデジタルでの展示であったり、

デジタルでの仕事であったりするのを、電子博

物館がもっと積極的に行っていくと、新しい試

みを体験することができて、そしてそれが、若

い人たちへも刺激になるし、場合によっては、

大学とか高校の教育にもかなり役に立つだろう

と思うのですね。 

 ですから、ただ何かをホームページ上に展示

するというのだったら、そんなに面白みがない

のですけれども、ひょっとすると、もっと独自

のプログラムを使って、電子博物館のある機能

を活かそうとかいうコンペをするようなことも、

試みてみるのもいいかなと。 

 そうすると、今、現代はそのプログラム自体

が１つの建設物みたいなものになって、プログ

ラムなしで世の中は動かない時代になっている

ので、電子博物館の展示物としてプログラムと

いうのが表示されるようになったら面白いなと。

だから、ぜひ、「北斗の水くみ」 写真展があ

るように、むなかた電子博物館の展示プログラ

ムを募集するようなものがあったほうがいいか

なと、ずっと思っていたのですね。 

 ですから、むなかた電子博物館は、何か昔か

らあった自然を電子的に展示できて、誰でも、

どこからでも、いつでも、それを閲覧すること

ができるというのは当然かもしれないでけれど

も、もう１つ新しい試みがあったらいいなとい

うことで、これは一番最後に、これからという

ところで、また出てくるかと思うのです。 

 

 

３．むなかた電子博物館の特徴とは 

司会：そういうわけで、むなかた電子博物館と

いうのは、設立当時、あるいは議論の段階で、

かなり今に近い発想をもって取り組まれたとい

うことかと思います。 

 続いて、話題を変えまして、似たようなこと

になってしまうのですけれども、むなかた電子

博物館のコンセプトというか、むなかた電子博

物館は一番最初の玄関を入って右上の所に、

「むなかた電子博物館とは」というクリックす

ると、「市民が「あつめる、ためる」、デジタ

ルで「そだてる、つなぐ」、まちづくりに「い

かす」」ということで、「つくる」はないとい

えば、確かにそうなのですけれども、確かに、

このむなかた電子博物館がここに、今、読んだ
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ようなことというのは、まさに、何かを展示す

る、表示するということで考えて得たことだと

思いますけれども、もう少し、こういうことが

あったらいいかな。あるいは、本当はこういう

ものではないかなというのが、ここで少し話と

して出していただけたらと思うのですけれども、

宮川さん、どんな感じですか。 

 

宮川：先ほどお話にありましたように、さまざ

まな施設のホームページ、場所、ウェブサイト

というのが、電子博物館をそのように提示され

ている方もいらっしゃるのですが、我々が違う

と言ったところは、ここで、この海の道むなか

た館がある程度軌道に乗っているということを

踏まえて、あらためて考え直すべきだと思うの

ですね。 

 

 ですから、話にあった、さまざまな施設をつ

なぐであるとか、もしくはそういった市民の中

の在野のスペシャリストであるとか、そういっ

た方の知見なり何なりをつなげるワンストップ

というものに、むなかた電子博物館は位置でき

るのではないかというところがあります。 

 その中で言うと、そうですね、先ほど、むな

かた仙人のお話もあったと思うのですが、そう

いった窓口として、それらの質問なり何なりを、

そういった実際の既存の施設なり、もしくはそ

ういった方に問い掛けをするといった形は、十

分、本当に今でやるなら実現可能なアイデアで

あるのかなというふうに思っています。 

 そうですね、実際、その横ぐしを通すといえ

ば、それをまず窓口としながら、それぞれの施

設なり、もしくはそういった間の協調を、むな

かた電子博物館が窓口となって実現していると

いうのもそうなのですけれども、広げていく方

向としては、繰り返しになるかもしれませんけ

れども、そういった博物館といったモラリズム

ですね。その古典的なものだけではなくて、今

のその文化なり生活なりそういったところまで、

後から話があるかもしれませんが、ある意味、

紀要もそうなのです。ある意味、学術から離れ

るかもしれませんけれども、そういったところ

に、ある程度幅広く進めることができるのがこ

の電子博物館という、今までの既存のもののし

がらみにとらわれない、大きなメリットではな

いかなというふうに思っています。 

 場合によっては、今後、市民の方の、市民リ

ポーターではないですけれども、そういった気

軽な参加ということですね。もちろん、オーソ

ライズされたものも必要だと思います。権威的

なものもあるとは思うのですけれども、気軽に

そういったものを「あつめる」ために、そして

「つくる」といったところに、そういったもの

に関われるような仕組みというものを電子博物

館ならではのものができるのではないかという

ようなイメージを持っています。 

 

司会：はい、ありがとうございます。平松さん

は、修士論文でむなかた電子博物館を扱われて、

むなかた電子博物館の特徴というか、それにつ

いてはどんなお考えですか。 

 

平松：大変、個人的なことですけれども、平成

19年に大学院を卒業しました。その時の指導

教官が柏倉康夫先生、元ＮＨＫの特派員です。
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そして、アキノ氏暗殺といった事件後、もう２

～３日後にはすぐ放送に出られた、そういう報

道で働かれた方です。ＮＨＫを早期退職されて

京大の教授になられました。私が習ったときは、

情報文化の教授で、その後、図書館長になられ

ました。そして、今でも３回程度のメールでの

やりとりを、その当時の先生の教え子とやりと

りをして、「情報文化研究」そういう研究誌を

１年に１回出しています。 

 修士論文で扱ったことは、世界遺産登録が宗

像市で行われている。そして、「北斗の水く

み」。こういった宗像にとって、大変全国でも

貴重な材料が資源としてあるわけですね。これ

をやはり情報として、世界に向かって発信する。

これは、大変大切な役目だと思っています。 

これは、2010年に総務省が、九州支局ですけ

れども行ったウェブサイト大賞です。これの教

育部門で優秀賞を頂いたのですね。だから、や

はり教育的価値は大変あると思っています。そ

ういったことを続けていきたいと思います。 

 

司会：ありがとうございます。何か。西田さん、

何かありますか。 

 

西田：宗像の、私の単純なイメージとしては、

自宅に居ながらにしてアクセスすれば、自分の

欲しい宗像の知識が何でも得られると。宗像に

ついては、何でも教えてくれる博物館だと、そ

ういうイメージを持っております。 

 ですから、わざわざ、例えば質問に、生物の

ことなら、この近くだったら北九州の「いのち

のたび博物館」まで行かないといけないのです

が、そうではなくて、自宅に何か自分の持って

いる資料で、これはいったい何でしょうかとい

うような質問を送ってくると、それに専門的な

知識を持った方が即座に答えてくれると。そう

いう、敷居の低い低い博物館が、むなかた電子

博物館ではないかというイメージを私は持って

おりました。 

 私が担当している蝶でも、例えば、「こうい

う所で、こんな蝶を撮ったけれども、何という

名前か分からないから教えてください」という

ような写真を送ってきてくれて、それに答える

というようなことを期待していたのですが、過

去５年間ゼロでした。 

 もっとも、普通の蝶なら、皆さんご存じだけ

れど、そう珍しい蝶、あまり見たことないよう

な蝶は、最近の方はあまり関心がないのかなと

も思っておりますが、いずれにしても、宗像に

ついて、別に自然に関することではなくて、歴

史についても、その地区地区のいろいろな郷土

文化にしろ、そういったものが、すべて教えて

もらえる所だというイメージです。 

 

司会：ありがとうございました。実際に、蝶の

研究から電子博物館に掲載していただくところ

まで関わっていただいて、実際にそれを具体化

されているということです。 

 平松さんは、新着を結構いつも扱われていま

すよね。委員なので積極的に書いていただいて

いるのかと思うのです。 

 

平松：そうですね、はい。 

 

司会：平松さんの新着のレポートがないと、な

かなか新しいものが増えていかないという中で、



 

75 

あの新着のレポートをする意気込みというか、

スタンスというのは何かおありですか。 

 

平松：はい。随分前ですが、やはり情報の命と

いうのは大変短いと言われたことがずっと頭に

ありました。やはり１カ月の間によければ２回、

それくらい新着情報は出したほうが読み手にと

っても新鮮な情報を読むことができる。そうい

ったことを考えていたのです。 

 それで、電子博物館は、よく、もう１日１回

は必ず見ます。そして、前の新着情報の日にち

を見て、やはり次は何か入れないといけない、

そういったことをやはり考えますね。 

 それで、今回、「八所宮のおくんち」という

本を出しましたが、これは清水さんが電子博物

館に最近情報がないから、何か取材をしてくだ

さいということを言われました。ちょうど、そ

れが９月末ごろです。おくんちは 10月第３土

日にあります。それで、清水さんが吉武地区の

コミセンに依頼をしてくださったので、もうす

ぐ行きました。そういう市からの依頼というと、

大変、取材もスムーズにいきます。今回の本の

発行にしても、コミュニティで、大変、力を入

れてくださって、地域、各家庭に回覧をしてい

ただいたりしました。 

 「八所宮のおくんち」は、300年も続いたお

祭りです。これが、今まで文書（もんじょ）、

文書になっていませんでした。これをやはり、

形、道具、そして時代、そういったものをすべ

て入れたものにすることが目的でした。 

 そうするうちに、八所宮の周りには、その行

列に関わることではなくて、いろいろな情報が

たくさんありました。それを八所宮の方に聞い

たり、コミュニティの方に聞いたり、そうする

うちに本の資料がたくさん集まるようになって、

今回発行したわけです。 

 

司会：ありがとうございます。 

 

石黒：今、平松さんがお話しされたことという

のは、それぞれの場所で何が起こっているか、

やはりそのことを私たちは知って共有をしてい

くという。これは、人間の長い歴史の中で、私

たちが知っている、さまざまな知識をこうずっ

と蓄えていくという歴史なのです。 

 最初、どういう形でそれをやったかというこ

とになるのだけれども、基本的には、本という

形にして、それの一番典型的なものが百科全書、

百科事典というようなものになる。そういった

百科事典を、一方では図書館という所に置いて、

誰でも見られるようにしていく。 

 もう１つ、そこで次のものとして出来上がっ

たものが、図書館は書いたものですけれども、

実際に見て触ってというものが、体験できるも

のが必要だということで博物館というものが出

来上がっていく。その博物館が出来ていく過程

の中で、次の段階として、また今、こういう電

子博物館に返っていくという枠組みを考えると

きに、百科事典も実は電子化されていると。こ

れの一番最近の典型的なものは何かというと、

やはりウィキペディアなのです。 

 ウィキペディアは、皆さん方が書き込んで作

っていく、この部分も非常に大きいだろうと。

そういうことで考えるならば、むなかた電子博

物館は、宗像のウィキペディアという位置付け

をしておくと、こういうようにいろいろな形で、



 

76 

これからの展開も考えられると。そうしたら、

それに対して、いろいろな人がやはり書き込め

ていくという。まあこの間、なかなか実際には、

修正というか更新できていないところがあるの

ですけれども、それをいろいろな方々が関わっ

て、少しずつでもアップしていけるような体制

を取っていくと、もっと多くの人がそれにもア

クセスできるし、いろいろな先のところにもつ

ながっていけるのではないかなと。そういうも

のとして、位置付けられると非常にいいのでは

ないかなという気がしています。 

 

司会：はい、ありがとうございます。 

 

 

４．市民がつくる仕組み 

伊津：今、ウィキペディアという話題が出まし

たが、むなかた電子博物館では「仙人に聞く」

というのも昔からイメージがあったのですね。

だから、分からないことがあったら聞いてみよ

うという、聞いたら答えが届くという。もう１

つ、ウィキペディアというのは、聞かれる前に

とにかく知っていることをどんどん書いてしま

う。 

 最近、あまりやっていないですけれども、例

えば、東海大福岡短期大学について、僕が返し

てしまうと、普通公式に言っていることと違う

のが書かれるのです。そうすると、公式にこち

らが正しいと思っている人が、その公式の正し

いものに書き換えていくという作業をしていっ

て、だんだん、だんだんに全体から見て、これ

が正しい、それほど問題点がないだろうという

のに収束していくのがウィキペディアですよね。 

ただ、その発想というのは、とてもむなかた電

子博物館にとって貴重なことだと思うのです。

この辺から、今まで意見を頂いていた中から拾

い上げて、むなかた電子博物館の問題点を考え

て行きたいと思います。こういうことができた

らいいのにできないとか、あるいは、こういう

ことが今までなかったから、あったらいいな。

あるいは、こういうのがないのはどうしてだろ

うみたいな、少しマイナスイメージになっても

いいから、そんなところがあったら挙げていた

だければと思います。 

 

伊津：呼び水として二三言うならば、私の頭か

ら離れないのは、「仙人に聞こう」と言って、

分からないことがあったら、とにかく仙人に投

げる。そのときに、「10年前にはメールがい

いんじゃない」と言っていたのですけれども、

今はいろいろな仕組みがあるから、とにかく仙

人に投げたら、それに答えられる人が答えてい

くというパターンというのは、これはぜひとも、

今だったら実現できるし、実現できないのはな

ぜだろうと。 

 それからもう１つは、今の「ウィキ」みたい

なものを、ふっと聞いてすぐにメモしたのです

けれども、例えば「ウキウキむなかた」とかい

うような、「ウィキペディア」というとなかな

か言いにくいけれども、「ウキウキむなかた」

のような何かキャッチフレーズを付けて、それ

で宗像のことについて知っていることをまとめ

ていくみたいなことで、項目立てをするような

ことがあってもいいとすると、何かもう少しこ
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う、今までなかったアイテムというのを募るよ

うな仕組みにする。実際、記事が書かれたらい

いねではなくて、こういう仕組みがあったら参

加できるのにというようなものがなかった点が、

問題提起としてむなかた電子博物館にあるのだ

ろうなと。 

 そうすると、何でもいいから書けるのが「お

問い合わせ」かなと。ここにありましたね。今、

パンフレットを見ると「ご意見ボックス」とい

うのがあります。でも、ご意見ボックスだと、

ウェブフォームで何かを書くみたいな形ですよ

ね。 

 だから、あともう１つがフェイスブックで、

むなかた電子博物館というのを開いているけれ

ども、ここで問題です。みんな書かないのです。

「いいね！」はクリックするのですけれども、

そこに一言、書かないのです。なぜでしょうね。

心当たりはありませんか。 

 

河田：いい意味でも、悪い意味でも、返信が来

るわけでしょう。意見を交換しないといけない

わけでしょう。 

 

伊津：そうです。そのときに、一言でもいいか

ら、これがいいね、こういうことだから「いい

ね！」を押したとかいうのを書かない。 

 

河田：出せば、いい人、悪い人が、やはりどん

どん来ます。それ自体が面倒くさいという人も

いるのではないですか。 

 

伊津：「いいね！」だけだと、何のあれもない

ですよね。 

 

河田：そうです。 

 

伊津：みんなと一緒に、「いいね！」のランク

に名前が載るだけで。ところが、そこにコメン

トを書くと、当たり障りがあるという。当たり

障りがあるのがよくない。 

 

上野：答えをする人？ 

 

伊津：いえ、実際にフェイスブック等でね。 

 

上野：質問をして、回答をする人が書かないと

いうことですか。 

 

伊津：そのレベルの前に、何でもそうだけれど

も。 

 

上野：自分の素性が分かってしまうから、回答

したことに対しての責任を問われるかなとか思

ったりして。 

 

伊津：そうすると、ウィキペディアにも記事が

載らないのです。これをよくテレビ等で、うち

の奥さんと話していて、外国人はインタビュー

にマイクを出すと、どうでもいいような人でも

結構話す。日本人は、「わあ、嫌」とか言って

あまり話さない。日本人の特質なのですかね。

何か、その辺について、ご意見をお持ちの方は

いらっしゃいますか。だから、そこのところを

少し注意して解決しないと、一生懸命仕組みを

つくっても、結果は出てこない気がするのです

けれども。 
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上野：上野ですけれども、昔、私が考えたのは、

その回答する人にはお金を払うという。そこま

でお金がないでしょうから、それは難しいとは

思いますけれども、例えば 10円とか、そうい

う何らかの責任があったら…… 

 

伊津：お金がもらえれば、回答するのかな。そ

ういう問題ではないでしょう。 

 

上野：そういう問題ではないですかね。だから、

きちんと回答する人には前もって…… 

 

伊津：そこそこの金額をくれるのならね。10

万円は言わないにしても。 

 

上野：前もって、あなたはお願いしますという

人にお金をあげないと、誰も彼もが無責任に回

答されたら困るのですけれども。 

 

伊津：よく、今、ウェブなどで質問があって、

そうすると、それに答えを書いていて、ベスト

アンサーとかいうのがありますよね。あのベス

トアンサーに選ばれたら、電子博物館から金一

封が出ますよみたいなこともいいでしょうね。

やはり、そこで人を選んでおいてやってしまう

とばれると思うので。 

 

上野：なるほど。ベストアンサー。 

 

伊津：でも、とにかく意見を引き出すというこ

とは考えないと、学校へ持ち込んだとしても、

子どもたちの意見を引き出すのに、先生が聞け

ば意見を出してくれるけれども、電子博物館が

意見をくださいといっても出てこないというこ

とになってしまうと思うのです。 

 

河田：時間がかかりますね。日本人の長年のそ

ういう性格うんぬんからしてね。外人みたいに、

どんどん意見を言おうとか、そういうまでには

まだ時間がかかるかな。少しずつですかね。し

かし、やらなきゃならない。 

 

伊津：そうすると、やはり仕組みとして、それ

なりの何か報酬を、お金は別として、報酬を出

すということがいいかもしれないです。 

 

司会：むなかた電子博物館は年間 200万円の予

算がある。そして、サーバー等の必要なもので、

60～70万円。だから、100万円少しのお金があ

るというか、でも常時、更新したりしています

から、使われてはいくのだけれども、紀要が

10万円、20万円、紙の印刷をすればかかると

かね。 

 

伊津：バナーをもっと出していく。 

 

上野：広告？ 

 

伊津：広告。バナーを出してお金を取ると。バ

ナーを出すのに、お金を出しそうな人というの

は誰かというと、星に関係している会社。望遠

鏡の会社とか、プラネタリウムとか。なので、

北斗の水くみについて、むなかた電子博物館が

オリジナルにコンテンツを持っているから、と

いうようなことでいうと、電子博物館の展示物
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が売りになるというのがあれば、それなりにバ

ナーを出してくれるところもあるのではないか。 

 

河田：民間の企業から、スポンサーを見つける

ということですね。 

 

伊津：そうです。 

 

河田：例えば、北斗の水くみで、カメラ会社か

ら、このカメラだったらよく写るよとか、こう

いうレンズだったらよく写るよとか、そういう

意味での割り切った広告を出して、その代わり

幾らかカメラ屋とか何とかに、それを写真の優

秀賞か何かに力一杯フィードバックするという

手はありますよね。 

 

伊津：そうですね。 

 

平松：キヤノンにメールでお願いしたことがあ

るのです。私は、こういう機種を使っています。

それで、これで十分写ります。それでスポンサ

ーになっていただけませんかと出しました。で

も、返事が来ませんでした。 

 

宮川：バナーもそうだと思うのですけれども、

あとは具体的な活動ですね。例えば、今の北斗

の水くみですね。水くみのときの撮影するカメ

ラとして、ご提供というのはなかなか難しいか

もしれませんけれども、実際にそれを使わせて

もらって、最近ですと広告なのか、それとも記

事なのかが判別しにくいものも多くあるのです

が、その辺りの１つとして記事にもなりますし、

また、コラボレーションでそういう機材をお貸

しいただけるならば、我々の活動も進みやすく

なりますし、といったところにもなるのかなと

思います。それで、実際につながりが濃くなれ

ば、先ほどの話もありましたけれども、実際に

つながりができれば、またバナーなり何なり、

スポンサーとかの話もより進むのではないかな

とは思います。 

 

河田：そうですよね。メーカーがものを売ろう

として、北斗の水くみの必要なカメラとか、い

ろいろなフィルムとか、いろいろなところでフ

ィルム会社、あるいはカメラ会社が直前にスポ

ット広告を流してもらえれば、一番いいですよ

ね。 

 

宮川：そのときにですね。それに興味を持って

いる人ですから、非常に属性付きの情報なわけ

なので、向こうとしても、スポンサーの価値が

あると見てくれるかなとは思うのですけれども。 

 

伊津：その価値をスポンサーが認めるかどうか

は、働きかける人によりますね。北斗の水くみ

の平井さんが言えば、嫌でも、それに関わって

くる。だから、今度４月から北斗の水くみのテ

レビ番組があるらしいのです。放送等が具体的

になったら、案内してもらうようには言ってあ

りますけれども。そういうことで言うと、むな

かた電子博物館の運営委員に、それなりにお金

を稼げる人といっては語弊がありますけれども、

それくらいの人を招く方というのは大事なこと

かなと思います。 

 それで、私が言ったのは、そういうスポンサ

ーをつけるということ以上に、むなかた電子博
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物館がアクセス数を増やそうとしているのだっ

たら、アクセス数が増えれば、それだけの人が

見るのだから、それなりに応じて広告をそこに

出そうという企業や個人もあるだろう。 

 ということは、ずっと考えてきたのですけれ

ども、神社へ行くと、神社の所に「献金何万円」

といって、だーっと書いてあるのです。それか

ら、博物館でも、アメリカの、一般の人たちが

基金を出してつくったニューヨークのメトロポ

リタンミュージアムには、正面玄関壁にばーっ

と、石の壁に人の名前を彫ってあるということ

であるならば、電子博物館に寄付を出してもら

って、バナーで出すというのもあるけれども、

もう１つはそういう寄付を募っていくような仕

組みというのが、もっとあってもいいのではな

いかとは思います。それが宗像市がやっていた

ときには難しかったのだけれども、今度は市民

共同での取り組みとして、そういう一般の人た

ちからの協賛を得るようなことがどうやったら

できるかというのは、もう少し具体的に考えて

いったらいいかなと思います。 

 

 

 

 

 

５．北斗の水くみ写真展の波及効果 

清水：せっかく北斗の水くみの、あの絵が出て

きましたので、まあ、平井先生がいらっしゃら

ないのですけれども、北斗の水くみというのが

電子博物館の中で展開されていく中で、１つは、

その北斗の水くみ公園というものが、ネーミン

グとしてはっきり、市の施設として出てきたと

いうのが１つあります。それと、今度はお菓子

屋と提携をして、北斗の水くみのチョコレート

がいよいよ販売される予定に、今、なっていま

す。これも平井先生の、そういう意味でのバッ

クアップというのが非常にあるのですけれども。

そういう北斗の水くみのデジタル的なところも

もちろんですけれども、いろいろな波及効果と

いうか、展開というのが、具体的に観望会も含

めてやる中で浸透してきているというのが、す

ごくやはり、イメージ的にも、この電子博物館

というのが大きかったのではないかなという気

がします。いろいろな形での波及効果というか、

それも逆にいうと、経済効果まで生んできてい

るという事実ですね。そこはやはり、すごく評

価できるかなと思います。 

 

司会：だから、日本中、世界中から北斗の水く

みは宗像、北斗の水くみ海浜公園へ行ったらで

きる、そこでなくてもできるけれども、あそこ

へ行ったら一番いいのが見られるのだみたいな

イメージをつくっていくというのは大事ですよ

ね。 

 最初、平井さんは、羊羹にすごくこだわって

いたでしょう。でも、チョコレートになってよ

かったと私は思っています。結構、かわいげな
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感じで、北斗七星の形になっていて。 

ただ、そういうことでいえば、とにかく平井さ

んの一生の取り組みとして、北斗の水くみが誰

も注目しないというのを、あくまで北斗の水く

みを一般の人たちに普及していくという、あの

くじけない意欲とその実行力というのは、なか

なかすごいなと思いました。 

 

伊津：先ほど、そういうことをいうと田んぼの

話が出たのですね。お米をつくるという。そう

すると、みんなイメージとして、日本人だから

お米を食べて、田植えから稲刈りまでできて、

それでおもちまでつくれて、それがいいねとい

うけれども、現実は悲しい現実なのです。お米

をおいしいと食べている人は、非常に少ない。

結局、何かおかずがあって、そのときにお米が

あればいいね、お米でなくたって、パンだって

何だっていい。本当においしいお米を食べてい

ないのはなぜかといったら、本当においしいお

米をＪＡが売っていないということが分かった

のです。去年、分かりました。どういうことか

というと、量さえ採れればいいと。だから、自

分で、そんなことはとてもではないけれども間

違っているから、おいしいお米をつくるという

人はどうしているかというと、直接お客さんを

見つけて売っている。いいお米、おいしいお米

として評価されて、魚沼のコシヒカリみたいに

なったものは、おいしくなくたって魚沼のコシ

ヒカリという名前が付いているから高く売れて

いく。でも、本当においしいお米を、安全でお

いしいお米を売っている人は、ＪＡ、農協に出

さないで直接販売をする。 

 宗像市に東海大の農学部を卒業して、今、27

〜28歳の若い、米だけを作って、無農薬・有

機栽培のお米だけで、結婚して奥さんがいて、

子どもも生まれて、一家を養っている人がいる

のです。そういう人の取り組みというのを、電

子博物館として扱っていく中で、その人が田植

えから稲刈りまで。それで、彼は今度、おにぎ

り屋も始めるみたいです。おいしい米で、おに

ぎりを作る。そういう取り組みを、全体として

取り組んでいるということよりも、何か個人で

もいいから、何か独自の取り組みをしているも

のを扱っているということが、ひょっとすると、

非常にローカルな話題だけれども、グローバル

な話題に発展していく気がするのです。 

 ですから、少し私が関わっているところで、

お米について、もう少し本当のことを知っても

らうということは、とても重要なので、「お米

を食べろ、お米を食べろ」と言って、なぜ売れ

ないかなと。それで、私から買ってくれた人は、

みんなおいしいと言うのです。おいしいという

のに、では、今まで何を食べていたのと。たか

が４年しか米作りをしていない私から米を買っ

て、今まで食べたことがないくらいおいしかっ

たと言うのだったら、今までのお米は何なのか。

それが、やはり日本の農業政策の大きな間違い

であるということに気付きました。 

こんなことをむなかた電子博物館でどうやった

ら扱えるかというのも、非常に中立、スタンス

をどこにも置いていない博物館ならではです。

ですから、スポンサーを取るというのもいいの

ですけれども、スポンサーにとらわれてしまわ

ないやり方というのが、とても大事かなと思い

ます。 
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６．むなかた電子博物館の問題点 

司会：少し余計なことも言いましたけれども、

そんなわけで、むなかた電子博物館の問題点を

指摘されるのも遠慮されているかと思いますの

で、司会者の責任で、私がずーっと思ってきて、

これから絶対実現しなくてはいけないことにつ

いて指摘したいと思います。 

 まず、第１はログインです。個人個人を識別

する機能をどうやったら付けられるかというこ

とです。今はログインというと、面倒くさく考

えないで、大体のウェブサイトで結果を得よう

とすると、メールアドレス、パスワードです。

ですから、メールアドレスとパスワードで、メ

ールアドレスというのは、結局、携帯でも何で

もいいから、その人にメッセージを送るときに

必ず必要なので、メールアドレス。そして、パ

スワードは、何か簡単なパスワードをその人に

考えてもらうということで、やはり、電子博物

館がアクセスできない限り電子博物館の良さと

いうのは出てこないような気がするので、です

から、これについて、何かご意見があったら伺

いたいと思います。結局、ログインをすると行

かないという結果になってしまう危険性もある

のですよね。 

宮川さん、何かありますか。 

 

宮川：ログインをする、そういった個別の識別

ができれば、ユーザーの属性というか、それに

応じたものも提供できますし、もしくは、今ま

での記録なり何なりが分かりますから、提案す

ることもできるということで、そのコンテンツ

自体の満足度も高まることは期待できると思う

のですけれど、今、伊津さんがおっしゃったよ

うに、ログインの１つの手間といったところで、

敷居が高くなるのではないかというところが、

少し危惧するところではあります。 

 特に、実はログインそのものも、例えば

Facebookなり Twitterなりのアカウントを持

っているのであれば、そこと統合認証というの

ですけれども、そちらのアカウントを持ってい

ることで利用できるとか、個別の認証をすると

いうこともできますので、以前に比べればだい

ぶ楽になったというところもあるのですが、一

番どうしようかと、私もまだ答えが出てないと

ころが、子どもをどうしようかというところな

のです。子どもに対して提供したい、でも、子

どもに対してメールアドレスを求めるのか。そ

ういった情報教育をどうするのかといった段階

になっているわけですから、アカウントをそれ

ぞれ１人ずつに発行するというのは、現実的に

はやや、今の段階ではまだできないのかなとい

うところで、どうすれば解決できるのかという

立場ではありますけれども、今、非常に悩んで

いるところではあります。 

 

司会：そうですね。何か他にご意見はありませ

んか。 

 

上野：ログインの意味が分からないのですけれ

ど、ログインしたら……。 

 

司会：結局、例えば、ログインしたらその人が

特定できるわけでしょう。 

 

上野：でも、トップページからですか。 
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司会：どこでログインを置くかということは、

いろいろあると思うのです。だから、ログイン

したらもっといいことがあるということだと思

います。ログインしたらポイントたまっていく

とか。 

 

宮川：ウェブサイトでサービスとして電子博物

館を作っていくということであれば、アカウン

トあることの意味を見つけなければいけないで

しょうけれども、自分のオリジナルに合ったよ

うなサービスを提供するとか、もしくは、先ほ

ど言われた、ポイントでもそうですし、もしく

は……もしかしたら現実的なのは、まず、すぐ

できるところは、リポーターについてのログイ

ンなのかも分からないですけれど。 

 

上野：それだったら、いい感じでしょうけれど。 

 

宮川：それであれば、先ほど言われた、質のい

い回答をした場合にはポイントが付いて、その

ポイントの状況で何かをということを、表彰す

るなり何なりというのもあるかもしれせんし、

１つ、そういったゲームライクに、やったこと、

参加したことに対して勲章でも何でも付けると

いうが、最近、よく幾つかのサービスでありま

すけれども、そういったところにやるというの

は、１つの形ではあるとは思います。 

 

伊津：だから、例えば子ども用ページとか、あ

るいは英語ページとか、いろいろ表示を変えよ

うということは、では、それはその人がクリッ

クして変えるのがいいのか、それとも、ある段

階で質問して、子どもと大人で、「名前だけで

も書いてね」みたいなことだったら、その後、

その人は子ども用ページに行くのか。 

 なぜそんなことを言うかというと、海の中道

のマリンワールドの館長の高田さんが座談会を

やった時に、実際にマリンワールドへ行って話

を聞いた時に、中で展示を見せてもらった時に、

「うちは、もうお客さんが入る時にこれを入れ

てもらいます」と。そしたら、その人が、中の

どこかの別の展示のここへ行ったら、前に見て

いたらすぐに、「前にはこういうのを見ました

ね」というのができるように今はなっていると

いうことで、マリンワールドは個別の識別をし

ているのです。 

 その個別の識別が実際の水族館でもされてい

るのに、電子的なウェブを使っている仕組みの

電子博物館でできないのはなぜだろうというこ

とになるので、これは、どう使うかは別として、

その仕組みをまず持つことがとても大事だと思

います。そうしないと、議論が先へ進まないよ

うな気が、私としてはするのです。 

 だから、ログインという言葉で代表してしま

うけれども、一般的な入館者別の展示を提供す

る。だから、海の中道のマリンワールドなどは、

もう展示は１つしかないですから、どんな人だ

ろうと同じ展示しかありません。でも、そのサ

ブとして、あの端末を持って行くと、そこへ別

の表示がされていく。あるいは、家へ帰ってか

らも、その端末で記録が出てくるのかな。何か

持って帰るような……だから、ある学校のプロ

ジェクトみたいになって、そこに貸し出してい

くとかいうような、いろいろな試みもしている

ようです。それが唯一最大の、それで、システ
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ム管理している会社にも、とにかくログインが

できることというのは絶対条件だと。 

 一番最初に、むなかた電子博物館ができた時

に、私はイメージとして、XOOPS（ズープス）

という、私が昔よく使っていたＣＭＳ（コンテ

ンツ・マネジメント・システム）という、ウェ

ブを管理する仕組みで、ログインはそこがあっ

て当然と。でも、しなくてもいいのだけれども、

あって当然。だから、ログインだけは XOOPSを

使うというのが、よくやられていたのです。今

はもう、それから何十年もたつので、もっとも

っといろいろなことが楽にできるようになって

いるので、そんな仕組みがあったらいいなと思

っています。 

 そういうことをずっと思っていたので、つい

言ってしまいましたけれども、ぼちぼち時間も

残り少なくなりましたので、むなかた電子博物

館は、さて、これから 10年持つか、持たない

か。持たせるためには、今のままでいいという

はずはないので、むなかた電子博物館がこんな

ふうになったらいいという、何かアイデアとか、

イメージで…… 

 

河田：そのアイデアの前に、本当にそういうこ

とも最後には検討しなければなりませんけれど、

その前に、どうしても質問してお聞きしたかっ

たことがあります。 

 何年か前に、民主党が政権の時に、蓮舫さん

という女性の代議士が、「これはいいです、こ

れは悪いです」と、事業仕分けをしたのですよ

ね。それで、ある科学の、文科省かどこか分か

りませんけれど、この事業は世界一ですと言っ

たのです。その時、有名な言葉で、「なぜ１番

ですか、２番では駄目なのですか」という質問

をしたのです。新聞とかマスコミにどんどんフ

ィーチャーされたのです。その時、それと関連

して、後に、電子博物館を……来たでしょう。

そして、ユリックスで展示したのです。あの時、

私、もちろん聞きに行ったのです。いろいろ、

３、４カ所くらいあっていまして、電子博物館

の展示があった時、私はしっかり聞いたのです

けれど、その時にいたメンバーの人が、もちろ

ん資料を既にもらっているのです。東京から来

る時に見て、「電子博物館。博物館をなぜパソ

コンでやるの？」とか言って、もう何も分から

ないで来たのです。それで、どんどん説明した

のです。そしたら、「ああ、これはいいな。金

も掛からずにいいな」というふうに、その場の

雰囲気がなったのです。 

 それを私はずっと聞いていて、「ああ、これ

はいいな」と思いました。では、他の地方自治

体でこういうことをやって、いろいろ地中から

掘った掘り物がありますと。博物館をつくりま

すと。従来の博物館を造るときには、土地を買

って、建物を建てて、それを飾ってということ

をしなければならないでしょう。こういうもの

をもう１カ所に集めて、こういう電子博物館で

ありますよという、こういうやり方ですね。私

はその時、もちろんメンバーでしたけれど、

「ああ、むなかた電子博物館のやり方は、将来、

日本の電子博物館もこういうふうになるのかな」

と思って、非常に楽しみにしていたのです。そ

の後どうなったかは全然知りませんけれど、む

なかた電子博物館を参考にして、他の市で博物

館をこういう電子でしている行政はあるのです

か。聞いていませんか。 



 

85 

 

伊津：私が知る限り、展示施設を持っていると

ころが、電子的に展示博物館あるいは美術館と

いうのを別に持つというのは、もうどんどん増

えていますね。だけども、電子的なものだけで

成り立っているというのは、ごく少ないです。 

 

河田：そうですよね。九州国立博物館でもパソ

コンでしても映りますからね。それとは違うよ

うなね。 

 

伊津：だから、結局は、金が掛からなくていい

ねということなので、電子博物館を作ってしま

うと、予算が出てこないということでしょう。

だもので、箱物を持っているところが作ること

はできるけれども、箱物を持たないところが新

たに電子博物館だけというと、なかなか難しい

のではないですか。たまたま、ここ宗像市は、

そういう全体予算が総務省の予算の中に、電子

博物館という名目であったので、嫌でも作らな

ければいけないという中で、ぽっと浮かび上が

ってきたということだと思います。 

でも、イメージとしては、例えば国立民族学博

物館の初代館長で、あれを一生懸命つくった梅

棹さんは、博物館は情報館だと。彼は、まだコ

ンピューターなど大して使われていない時代に、

ウェブなども使われていない時に言っているの

です。まさにそうだと思います。それが、今だ

ったらできるし、でき過ぎてしまって、グーグ

ルの検索に言葉を入れれば何でも、「むなかた

の蝶」と入れれば西田さんの展示も当然引っ掛

かるけれども、それ以外にも出てくる。とする

と、博物館の枠組みを越えていろいろなものが

出てきてしまうから、むなかた電子博物館はあ

のグーグル検索を越えるコンセプトを持たない

と、やはり勝てないということでしょうね。 

その辺りは、宮川さん、何か意見があるのでは

ないですか。 

 

宮川：今の、リアルなものが、要するに宗像市

の場合ですと、我々、電子博物館が進んでいっ

たその先にリアルなものができて、別に、それ

だけであり得るとは思わないのですけれど、１

つのモデルケースだと思うのです。つまり、リ

アルなものと相反するものではなくて、その間

に入っているのがこの電子博物館だというのが

私の考えです。 

 今、ウェブが、技術も非常に進歩していると

いうところもあって、コンテンツを単に置いて

いるだけですと、電子博物館を入り口にする必

要というのは全くないのですよね。コンテンツ

を単体で見るだけなら、それこそグーグルで直

接見られてしまう。見えないようにするとかい

う技術もありますけれども、どうも、それは本

質的ではないような気がするので。では、むな

かた電子博物館に入っていくことが、何がいい

のかという利点なり何なりを提示するところが、

次のステージなのかなというふうには思います。 

それが、１つ、むなかた仙人は、もうずっと前

の、当初からのアイデアであるなら、まさにそ

れは実現するべきミッションなのではないかと、

私は強く思ってはいるのですけれども、それが、

市とか役所もいろいろあったりというところも

あるかもしれませんけれども、もしかしたら、

ここが間に入るところになるのかも分かりませ
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んし、そういったものもできるのではないかと

思います。 

 

７．むなかた電子博物館の役割 

平松：平成 23年、宗像市民俗資料館、鐘崎の

岬地区にありました。この民俗資料館は海女の

資料が大変豊富で、海に本当に面して、２階、

３階から見る景色も大変素晴らしい建物で、今

は岬地区のコミュニティセンターになっていま

す。ところが、経営難で、来館者も少なくて、

閉鎖されたのです。それを、大変惜しむ声があ

りました。それで、電子博物館で記事として取

り上げました。それが、平成 23年９月です。

このように、なくなってしまうものをためて、

将来の教訓にする。そういう使い方もあるかと

思います。 

 

司会：そうですね。 

 

清水：今の話とも関連するのですけれど、こう

いう施設の中で、電子的に博物館を運営してい

るところというのが多いのは確かなのですけれ

ども、基本的には、その館のガイダンス機能と

いう位置付けでの、電子データの提供という話

になってくると思うのですが、やはり、ここで

もう一度、再度やっていく必要性があるという

のは、ここの電子博物館の収蔵庫自体の充実と

いうのが必要ではないかと思っております。 

 先ほどの、平松さんの話の中に、今、岬地区

に、そういう海女の関係であるとか、船大工の

関係であるとか、漁具、そういうものが約

1,200点あるのです。この 1,200点というのは

国の登録文化財に指定されている物なのですけ

れども、そういう物が実際、表に提供されてい

ないという現実があるのです。それと、今、市

史編さん事業ということで、また本格的に、合

併 10周年を１つの機にしまして、再度、市史

編さん事業に取り組んでいるという状況があり

ます。そういう中で、たくさんの新しい資料で

あるとか、新発見のものというのが、またクロ

ーズアップされてくる。それが１つのちょうど

いいチャンスではないかと思います。 

 よく博物館でバックヤードツアーとか、いろ

いろありますけれども、そういうものをこうい

う電子上でも展開できるようにするためには、

やはり、その収蔵庫の蓄積というか、そこを充

実させていく必要があるのではないかと思って

おります。 

 

伊津：開館当初に作られたもの以降、ほとんど

増えていないのです。ですから、宗像市が次々

に遺跡を発掘したりしているもの、それから、

そうやって民俗資料として蓄積されているもの

が登録されていないから、それ以降、新しい民

族資料というのは何も上がってこないというこ

とで、ぜひこれは、まず写真を。よく言えば、

８枚撮るということで立体的に表現できるので、

写真を８枚撮って、何百、何千の資料を幾らで

作れるかというのを、事業として、それこそ競

争入札ではないけれど、入札にかけて、それを

作ってくれるところをやったらいいと思います。 

 それを具体化していかないといけないので、

なかなか、「作ったらいいね」「でも、お金が

ないから」と言うけれど、では、それを３年に
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分けて、今年度幾らの予算でということで分け

ていけばいいと思うのです。今の収蔵庫などが、

古いデータベースの仕組みの展示方法なので、

もっと新しい仕組みを使って、見やすく、なお

かつ立体的に見えるようにしたら、非常に価値

が出てくると思うのです。 

 それで、そうやって市史の編さん事業が始ま

っているのだったら、まさに市史の中に、ＵＲ

Ｌでむなかた電子博物館の展示を結び付けるよ

うなことができたら、市史の目玉になって、新

しくなって、面白いかもしれないですね。 

 ぜひこれは、４月以降、電子博物館の取組と

して、実際にあるものを活かしていくというこ

とは、やってみたらどうなのですか。ぜひ、次

の議題に乗せるようにしましょう。 

 

西田：清水さんが充実の必要性を言われました

が、私も全くそのとおりだと思うのです。具体

的な例を挙げますと、例えば、「自然」の中の

「むなかたの野鳥たち」を開いてみますと、

「ただ今画像を準備中です」。それが、私が知

ってから過去５年間、ずっとそのままなのです。

あのまま放っておくと、今後 10年間あのまま

のままです。画像を準備しているのがさらに

10年間続くと。それと同じようなことが、

「宗像の植物」にも見受けられるのです。ああ

いうふうに更新をしないと、何か、ほこりをか

ぶったような感じがしまして、少なくとも２、

３年に１回は画像更新をしてもらいたいところ

です。やはり、画像には撮影年月日と場所を書

くということによって、それを提供した人の責

任感ができるのです。そういうことで、充実と

いっても、今の足りない部分を更新することに

よる充実というのも必要ではないかと、私は思

っております。 

 

上野：それに関してなのですけれど、最近全然

見ていなくて、今、ざっと見せてもらったので

すけれど、皆さんは多分ずっと見てあるから何

とも感じないのだろうなと思うのですけれど、

私が見て一番思ったのは、例えば「蝶」で、た

くさん登録してあってすごくいいなと思うので

すけれど、美術館とかに行ったら、まず展示物

がばーっとあります。新着があって、そこをク

リックしないと写真が見られないというのは、

すごくもったいないなと思います。だから、例

えば蝶だったら、「何々を追加しました」とい

うところは、もうそこを写真にして、写真をば

っばっばっと並べることは、システムを少し修

正してもらったら多分できると思うのです。 

 

司会：確かに、ずらずらずらずらーっとあれば、

「これだけあるんですね」と。 

 

上野：結局、小学生とかは、名前では調べられ

ないから、まず写真が新着に上がっていて、そ

れをクリックしたらその中身が見られるという

ような、ちょっとした構成を変えると、もう少

しアクセス数が上がるのではないかと。何か、

せっかくこんなにたくさんアップしてあるのに、

多分子どもは、どの蝶だからどれをというのは、

今のページだったら全部開かないと調べられな

いというが、すごくもったいないと先ほどから

も思っているので、多分、ここは少し変えても

らったらいいかなと思うのです。 

 そして、例えば、今調べたのは「コジャノメ」
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ですが、そのところの一番下とかに、「あなた

の分からないものをこの人に聞いてみよう」み

たいなボタンを作ってもらって、それぞれのコ

ンテンツの各ページに、「聞きたい」のボタン

を押したらメールが行くとか、そういうものを

してもらったら、先ほどの、問い合わせが今ま

で全然ないというのも、こういう写真を撮って

いる人に聞いてみたいとか、そういう直接のア

プローチができるのではないかと思いました。

今のページだと、もう少し工夫したらアクセス

数が上がるのではないかというのがあります。 

 

西田：それは、私が思うに、例えば「宗像の植

物」の室長さん、だから、箱物の博物館で言う

と、宗像の植物の展示室の責任者、室長さん、

それがいないのです。野鳥についても、室長さ

んがいないのです。だから、例えばそういう問

い合わせが来ても、誰に投げ掛けていいか分か

らないという状態なのです。 

 

上野：では、本当は室長を置けたほうがいいと

いうことですよね。 

 

司会：ぜひ、これを機会に、それぞれ、こうい

う人がいるよと、まあ、上野さんに鳥をやれと

いうのも無理な話だと思うのですが。 

 

上野：いや、室長にはなりきらないです。でも、

この蝶のページも、新着のところを写真に変え

てもらうだけで、イメージが全然違うと思うの

で、そこは変えたほうがいいと私は思います。 

 

司会：これは座談会なので、言いたいことを次

の委員会で、そこの具体的なお願いをシステム

会社にしていくということにしたいと思います。 

話は尽きないのですけれども、具体的に指摘さ

れたことが、なかなか現実として反映されてい

かないということが長く続いていて、この市民

の協働の組織もまだ１年しかたたないので、そ

の具体化を次の時にしていくというのは、とて

も重要なことだと思います。 

 それで、担当者がいないということは、前に

宗像市が作っていたコンテンツをそのまま受け

継いでいるというのが、「自然」には幾つかあ

るので、それが更新も全くされないので、そう

いうことを含めて、新たに電子博物館としてど

うしていったらいいか。運営委員の手ですべて

やるわけにはいかないので、運営委員ではなく

て、ある部分だけに協力してもらう人とか、場

合によっては、運営委員にも加わってもらうと

かいうことを、ぜひとも、皆さんを通して呼び

掛けていきたいと、この座談会として、司会と

して、皆さんに参加していただいたので、何と

か呼び掛けていきたいと思います。 

 

それで、今日は、重要なテーマである「北斗

の水くみ」について、中心となる実行委員長の

平井さんが、急きょ参加できないということで

したので、日を改めて、平井さんを加えて、

「北斗の水くみ」関連の話を聞くという会を持

ちたいと思います。 

 

大体時間になりましたので、これにて座談会

をお開きにしたいと思います。ご協力どうもあ

りがとうございました。 


