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人口減少時代の近年においてもその人口を

宗像市の地域的特色

維持しています。
宗像市は、福岡市と北九州市という福岡県
また、豊かな海産・農産資源のほか、景勝地

の二大都市圏のほぼ中間（それぞれから 30km

として名高いさつき松原、四塚連山、貴重な

程度）に位置する地方都市です。北は日本海

動植物・昆虫など、海・山・川の多様性あふれ

玄界灘に接して大島・地島・沖ノ島・勝島を有

る自然環境に恵まれています。その歴史も深

し、残る三方は山に囲まれ、市内に源流を持
つ釣川が市域中央を流れて玄界灘に至ります。

く、ヤマト王権による国家的な祭祀の場であ
った沖ノ島をはじめとして、宗像大社、鎮国

市を東西に通る JR 鹿児島本線、国道 3 号及び

寺、八所宮、田熊石畑遺跡、桜京古墳など、歴

495 号を始めとした交通アクセスも充実して

史・伝統の息吹がそこかしこに感じられ、大

いることから、二大都市圏のベッドタウンと

陸との長い交流の歴史もあって、観光地とし

して、生活環境と都市基盤が整備され、平成

ても大きな可能性を秘めています。さらに、

の大合併を経ながら、大きく発展しました。

隣接する福津市や福岡県とともに官民挙げて
取り組んだ成果として、2017 年 7 月、“「神
宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群”が世界文
化遺産に登録され、その普遍的価値は国内外
からの注目を集めています。

図 1 宗像市周辺地域地図
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むなかた電子博物館の概要と
その理念
本稿で取り上げる「むなかた電子博物館」
は、2005 年 4 月に開設されたウェブ上のデジ
タルミュージアムです。その名称を「むなか
た」と平仮名表記にしていることには意味が
あり、現宗像市の市域に限らず、福岡県旧宗
像郡（現在の宗像市・福津市）を中心とした広
域むなかた地域全体をその対象としています。
表 1 むなかた電子博物館 主なコンテンツ

その設立コンセプトとしては、
『市民が「あつ
める・ためる」、デジタルで「そだてる・つな

むなかた電子博物館の最大の特徴は、実体

ぐ」、まちづくりに「いかす」』を掲げ、むな

としての収蔵物・展示施設を持たず、ウェブ

かた地域の歴史、芸術、民俗、産業、環境、自

上のデジタルコンテンツのみによって博物館

然科学等に関する共有知を、ウェブ上のデジ

としての教育・研究活動を展開しているとい

タルコンテンツとして構築することを使命と

うことです。この特徴は、実体としてある博

しています。

物館等が管理運用するウェブサイトと比較す
ると、施設や組織の垣根を超え、地域の財産
についてより幅広くかつ即時的に取り上げる
ことを可能としました。その代表例が、後ほ
ど紹介する「北斗の水くみ写真展」とそれに
関連する活動です。もちろん、百聞は一見に
如かずの言葉の通り、実物を目の当たりにす
ることの価値を否定するものではありません。
しかし、地域の大きな魅力でありながらも、
歴史背景や保全の問題などから実際に見るこ
と触ることが難しいもの、予算の問題や後継
者の問題などからその伝承が難しくなってい
る有形無形のものなどが、このむなかた地域

図 2 むなかた電子博物館（http://d-munahaku.com）

にはまだ多く眠っています。例えば、沖ノ島
は、先述した世界文化遺産の構成資産のひと
つですが、女人禁制ほか、厳しく立ち入りを
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制限しています。そこで、むなかた電子博物

と市、それぞれの強みを活かした博物館運営

館は、デジタルならでは表現力・伝達力・蓄積

を可能としているのです。

力を活かすことによって、幅広い方々に対し
て、これらについてさらに深く学びたいと思
ってもらえるような、地域学習のきっかけを
提供したいと考えているのです。
もう一つの大きな特徴は、むなかた地域近
辺の教育機関関係者、むなかた地域における
民間の学習グループ関係者、公募市民などか
らなる非営利の市民団体～「むなかた電子博
図 3 むなかた電子博物館 運営体制図

物館運営委員会」がその企画運営の主体を担
っているということです。現体制に至る経緯

なお、これらの取り組みの対外的評価とし

については後述しますが、現在、むなかた電

ては、2010 年度九州ウェブサイト大賞教育（一

子博物館は、宗像市が掲げる「協働」のひとつ

般）部門において優秀賞を得たほか、活発な

のモデルケースとして、宗像市からの事業委

生涯教育における市民主体の情報発信事例と

託「市民サービス協働化提案制度」に基づく

しても注目を得ています。

運営がなされています（参考：2014 年度～2017
年度の契約において、宗像市からの事業委託
費は年間約 200 万円。2018 年度以降も継続決

むなかた電子博物館設立から

定）。むなかた電子博物館は、この市民主体の

現体制に至る経緯

運営による機動力を活かした ICT 利活用を継
続的かつ多方面に展開することで、むなかた

2003 年当時、宗像市では、市内に総合的な

地域における多様な魅力を発見し、市民自ら

博物館施設の無い状況にあって、多様なむな

の学びの活性化に資するよう努めております。

かた地域の財産についてより深く知りたいと

また、宗像市としても、委託元として年度毎

考える市民に広く情報提供し、その文化創造

の事業報告を受けるだけに留まらず、
「協働」

活動を支援する方法の検討がなされていまし

の理念のもと、市民協働環境部郷土文化課が

た。検討の結果、インターネットと宗像市内

窓口となって、市が管理する知的財産の提供、

の地域イントラネット（現在は一部を残し廃

市各部局やその他企業との折衝調整、組織運

止）の活用を視野に、高機能・高画質のアプリ

営に関する助言など、積極的・恒常的な協力

ケーションとしてデジタル技術を駆使した仮

を行っています。このことにより、市民団体

想展示施設（電子博物館）を設立することが

4

市の情報化計画に盛り込まれました（第３次

2010 年頃から、市は様々な市民サービスに

宗像市情報化計画）。

関する市民協働をさらに推し進めていきます。
その表れの一つとして、2013 年度からむなか

2003 年度、市が上記電子博物館の開発運用

た電子博物館の運営を市民団体「むなかた電
に関する事業入札を行う計画を立てた際、公
子博物館運営委員会」に委ね、設立の基本思

募市民、教育関係者、産業関係者からなる市

想の具現化を推し進めていくことになりまし
の諮問機関、宗像市情報化推進会議から、市
た。以後、現在に至るまで、市からの事業委託
民参画をベースとした計画に改めるよう提言
に基づき、市民が主体となって電子博物館の

がなされました。この提言を受け止めた市は、

企画・コンテンツ制作・管理運営を行ってい
当時の情報政策課と市民有志を中心とした
ます。

「むなかた電子博物館（仮称）構築準備委員
会」を招集しました。そこでの議論の結果、市
民委員が参加する企画運営会議（情報政策課

郷土文化学習交流館との連携

主催）が電子博物館の企画運営に関する検討
を行い、その内容を市や市と契約する委託事

2012 年、郷土文化学習交流館「海の道むな

業者が、適宜市民委員やその他有識者と連携

かた館」（以下、むなかた館）が市内にオープ

を取りながら、電子博物館上の活動・展示に

ンしました。むなかた館は、むなかた地域の

反映させるという運営体制を定め、2005 年 4

自然や歴史文化を結ぶコア施設と位置付けら

月の電子博物館開設に至りました。市が中心

れ、
“「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群”

となったこの運営体制は 2012 年度まで続き

のガイダンス機能や宗像遺産の展示、体験学

ます。委託事業者による全体的なコンテンツ

習等の機能を備えています。当時、むなかた

の整備は一気に進み、むなかた地域の歴史・

館独自のウェブサイトと、電子博物館との住

自然・文化に関する FLASH コンテンツも充実

み分けは大きな議論となりました。継続的な

が図られました。その一方、市民意見を即時

議論の結果、むなかた館における研究や展示

的・柔軟にコンテンツへ反映・更新させると

についてより深く詳細に学びたいときに有益

いう点では、いま一つその実効性に欠けてい

なコンテンツ（学術研究寄りの領域）を電子

たのも事実です。これは、後述するように、シ

博物館にて展示するという基本方針が定まり

ステムとコンテンツが契約的にも技術的にも

ました。現在も、むなかた館が主催するシン

一体化してしまっていたことが大きな原因だ

ポジウムの報告や、日々の研究成果（発掘・所

と私は考えています。

蔵品の写真）などが電子博物館にて展示され、
電子博物館のコンテンツ全体においても少な
からぬ比重を占めています。
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規性ある軽量なコンテンツを矢継ぎ早に展開
するよう意識して制作に臨んでいます。
次に、むなかた電子博物館の基盤をなすウ
ェブシステムについて、このシステムはイン
ターネット上の VPS に構築され、運営委員会
が契約する地元の ICT 企業がそのシステム開
発及び保守運用を担っています。現在のとこ
ろは、電子博物館開設当初の委託先企業が独

図 4 海の道むなかた館による研究成果のコンテンツ

自に開発したサーバプログラムを継続して用
いていますが、今後はオープンソースの CMS

むなかた電子博物館における ICT 利

を主軸として、コストの削減とカスタマイズ

活用の実践例

の柔軟性を両立するべく、検討を進めていま
す。

①

軽量・機動的なコンテンツ制作体制と
上記のように、コンテンツ制作とシステム

基盤システム

開発・保守運用の分離を志向している点はひ
現在のむなかた電子博物館において、コン

とつの特色でしょう。全て一括してどこかの

テンツ制作の主体をなすのは、むなかた電子

事業体に丸投げするのは、一見楽ではあるの

博物館運営委員会の委員です。委員全員がボ

ですが、我々委員や利用者の変化の激しい要

ランティアであり、このむなかた地域と何ら

望に応えきれず、却って関係者全員が苦労す

かの繋がりを持っています。まず、運営委員

るということを繰り返してきた経験からの選

会での企画に基づく特集については、委員会

択でもあります。

から中心となる委員が選出され、必要に応じ
②

て技術力のある企業等に業務委託して制作を
行っています。また、各委員自身や、それぞれ

北斗の水くみ写真展と関連する活動
むなかた電子博物館のメインコンテンツの

が所属する教育機関、民間の学習グループ等

ひとつが「北斗の水くみ」です。夜空に北斗七

での日々の活動とその成果を、電子博物館の

星の柄杓が海水を汲み上げているかのような

コンテンツとして提供しあうようにもしてい

姿を見るためには、北緯 33 度から 34 度にあ

ます。現在は特に、地域の魅力を多くの人々

って、北に向いた海岸線が必要になります。

に「まず気軽に知ってもらう」ことを第一と

しかし、その条件を十分に満たす場所は世界

して、網羅性や完結性よりも、荒削りでも新

の中でも極めて数少なく、九州の北部海岸は
その貴重なひとつなのです。むなかた電子博
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物館では、北斗の水くみ写真展を毎年開催し、
この事実を積極的に取り上げてきました。ま
た、海の道むなかた館、宗像ユリックス、福岡
県立少年自然の家「玄海の家」などの文化施
設・社会教育施設と協力しながら、北斗の水
くみ親子キャンプや星空観望会といったウェ
ブ以外でのイベントを企画・運営することに
図 6 北斗の水くみ親子キャンプ

よって、ウェブとの相乗効果を狙ってきまし
た。これらの活動をひとつのきっかけとして、
近年、北斗の水くみに対する認知度は高まり、
宗像市による「北斗の水くみ海浜公園」の整
備や、宗像市と企業による「北斗の水くみ」を
テーマとしたチョコレート菓子の共同開発に
も繋がりました。このように、むなかた電子
博物館は、
「北斗の水くみ」という地域の魅力
を縁として、市の各部署、文化施設、企業、市

図 7 北斗の水くみ海浜公園

民を結ぶ大きな成果を上げてきたと自負して
③ デジタル紀要の発行

います。

むなかた電子博物館ではデジタル紀要「む
なかた電子博物館紀要」を発行し、電子博物
館上に掲示しています。この紀要発行の狙い
は以下の 3 点です：
(1)むなかた地域に関する様々な分野の研究
成果や活動報告を論文誌としてまとめていく
ことにより、より広範な閲覧に繋げ、多面的
な立場からの学術的な議論や評価の対象とし
ていくこと。(2)専門的研究機関での取り組み

図 5 北斗の水くみ写真展

に限らず、在野研究家やその他多くの市民に
対して、その学習活動成果を公表する場を提
供すること。(3)この電子博物館の運営活動そ
のものについて、その省察とともに日々の活
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動や議論をアーカイブし、今後の運営や他へ

がら、適宜、既存コンテンツの修正や置き換

の参考資料となること。

えを進めていく漸進的なスタイルを採用して
対処したいと考えております。

これまで、2009 年度から毎年発行を続けて
います。編集作業を運営委員が担当すること

もう一つは人と組織の問題。電子博物館運

によって経費節減に努めているほか、著者に

営委員会の活動を、理念だけでなく実効ある

テンプレートに基づく原稿執筆をお願いする

ものとするには、その執行部だけでなく、そ

など、運営委員の作業負荷が過大とならない

の裾野としてより多くの市民が気軽に参加で

ように配慮しています。今後はモバイル環境

きるようにしなくてはなりません。そのため

での閲覧に適した電子書籍化を実現していき

にも、運営委員会自体の透明性を高め、特に

たいと思っています。

それぞれの委員の顔が電子博物館上から見え
るようにしていくことが肝要でしょう。また、
より多くの利用や連携の拡大を実現するため
には、この地域にある様々な文化施設、学校、

課題と今後に向けて

その他民間の学習グループ等に対して、電子
このむなかた地域の多様な魅力について素

博物館を利用することで何が出来るのか、電

早く情報発信するとともに、それぞれの魅力

子博物館とどのような協働が可能であるのか、

を縁として、むなかた地域の人やグループを

電子博物館側から具体的な提案を提示してい

繋げていくことについて、電子博物館はある

く積極性が必要と考えています。

程度の成果を示せたのではないかと実感して
はおりますが、まだまだ改善すべき点が多い
のも事実です。
一つは技術的な問題。ICT の進歩・変化のス
ピードは著しく、スマートフォンやタブレッ
ト等のモバイル端末での閲覧がウェブの中心
となりましたが、現在の電子博物館のシステ
ムやコンテンツは、それらに十全な対応がな
されていません。既存コンテンツの一部には
正常に動作していない部分も認められます。
このことに対しては、予算の集中投下が必要
な全面改装ではなく、まず入り口となる部分
に新規コンテンツを組み込むことを優先しな
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近 未 来 の むなかた電子 博物館
建 物 の ない博 物 館 の 存 在 意 義
東海大学福岡短期大学名誉教授

伊津

信之介

１．建物のない博物館
むなかた電子博物館は建物のない博物館が特徴だ。この思想的背景を探ると、国立民族学博物
館の初代館長梅棹忠夫の言葉が参考になる。梅棹は、『博物館の本質は、単に過去をめざし、過
去を復元することではありません。過去にあったもの、現に存在するものを、あたらしい観点か
ら、あたらしい文脈にくみなおして、未来におくりだす。これが博物館の仕事であります。（中
略）博物館は、ＳＦでいうところのタイム・トンネルの現実的な装置であるがということができ
るかもしれません。』と述べた。この文章は 1986 年に書かれたものなので、当然 WWW はなかっ
た。当然タイムトンネルを実現させるような仕組みは存在しなかった。しかし 21 世紀の博物館
には WWW とその発展系の WEB アプリケーションが無数に存在し、進化し、新たに作り出されてい
る。建物のなこのむなかた電子博物館は WWW の仕組みが建物の代わりで、タイム・トンネルを実
現させるのが近未来のむなかた電子博物館である。

１.１

時空を超えるむなかた電子博物館

(1)距離の壁を超える
博物館、美術館、水族館などの施設を訪れるには自宅から外出しなければならない。外出が難
しい人にとって、むなかた電子博物館は居ながらにして時空を超えることのできる装置だ。ICT
の進化に合わせて展示プログラムを更新することで存在感は増していく。また、国内外からの利
用も円滑に行える。2017 年に「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群が世界遺産に登録される
と、世界遺産と関連する宗像への関心も高まることが予測される。距離の壁を超えて宗像を知る
ことができるのがむなかた電子博物館の存在意義の一つと言える。

(２)時間の壁を超える
社会が多様化する中で各種施設の営業時間が個人活動を阻害することが生じている。これを解
消するために銀行は ATM を充実させている。商店やサービスは 24 時間営業のコンビニに集約さ
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れつつある。それらはインターネット上のアマゾンのような巨大なネットショップになるのか、
分散して機能するのか過渡的な状況と言える。
もちろん、むなかた電子博物館は開館当初から 24 時間 365 日の来館・閲覧が可能だ。このこ
とが最も重要な存在意義の一つと言えるだろう。私が使っているアンドロイドＯＳのスマホを例
にすると、知りたいことや疑問は、ユーザーソフトに話しかけるとき、ユーザーの音声スペクト
ルは細かく切り刻まれ、世界中に広がるグーグルのサーバーネットワークのコンピューターに送
られる。その後、ニューラルネットワークモデルを利用して、この音声コマンドは処理される。
数秒後にテキストや音声でスマホに回答が回答が届く。
質問と回答の一つである音声翻訳が急速な進化を遂げている。ドラえもんの「ホンヤクコンニ
ャク」としてその仕組みは長く憧れであった。これが近年の技術の進歩の中で実用的音声翻訳機
として市販されつつある。 http://gotcha.alc.co.jp/によると個人用につぎの３機種が市販さ
れている。
ili イリー
目的：旅行・観光、長文翻訳：不向き、価格：19,800 円、対応言語数：3 言語、
翻訳方向：一方向、重さ：42 グラム、ネット接続：オフライン

POCKETALK ポケトーク
目的：旅行・観光・ビジネス・語学学習、長文翻訳：可ンゴ能、価格：24,800 円、
対応言語数：63 言語、翻訳方向：双方向、重さ：90 グラム、ネット接続：オンライン

IU アイ・ユー
目的：旅行・観光、語学学習、長文翻訳：不向き、価格：16,500 円、対応言語数：20 言語、
翻訳方向：双方向、重さ：34 グラム、ネット接続：オンライン、クラウドファンディングで開発中

むなかた電子博物館では、ミニマルテクノロジーのウェブサイト多言語化ツール『WOVN』（ウ
ォーブン）のテスト運用を重ねてきた。上記のような自動翻訳システムの開発競争の中でより実
用的な、多言語化が実現するものと思われる。これによって日本語以外の言語使用者の活用に貢
献できるものと思われる。

2.1

むなかた仙人に聞いてみよう

むなかた電子博物館には、むなかた仙人が閲覧者を誘導する試みが導入された。しかし、閲覧
者の複雑な疑問や質問に対応することが実現されていない。この解決として開館当初から『仙人
に聞いてみよう』という仕組みの導入が検討されてきた。それは『Yahoo!知恵袋』のように、ユ
ーザーの質問に他のユーザーが回答してくれる集合知型のウェブサイトだ。安田峰俊(2018)によ
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ると、中国では 2005 年から IT 大手・百度（バイドゥ）が運営する Q&A サイト『百度知道』など
が存在したが、ネタ質問やネタ回答・コピペ回答も多く、いまいち信用が置けなかった。
だが、2011 年にサービスを開始した『知乎』は署から、一部のユーザーが所属や身元を明ら
かにした上で書き込んでいることや（共産党青年団などが身元を明かして公式に回答を寄せてい
ることもある）、回答者を第三者が評価するシステムなどが奏功して、そこそこ真面目で信頼性
が高い情報がやりとりされるプラットフォームになっている。加えて、『知乎』は一種の大規模
掲示板としての役割も果たしており、むしろ回答の数よりも元の投稿に付く質問の数のほうが多
いくらいだ。
むなかた電子博物館では 2017 年に宗像の蝶特別展を開催するのにあわせて、「むなかた仙人
に聞くコーナー」が設けられ、博物館閲覧者が質問を投げかけ、それに専門家が回答し、博物館
で公開する試みが実施されている。

2.2

対面会話からＳＮＳへ

むなかた電子博物館運営委員会は、SNS の Facebook（フェイスブック）に『むなかた電子博物
館』のページを開いている。このページでは、2017 年７月の「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連
遺産群の世界遺産登録を知らせるメッセージが、約 34729 人の閲覧を得た。その閲覧者から約
2945 件の「いいね」（反響）があり、56 件のシェアそして 14 件コメントが寄せられた。このよ
うなＳＮＳのコミュニケーション手段としての重要性は無視できない。この他にインスタ映えで
知られている Instagram（インスタグラム）やアメリカ大統領が多用する Twitter（ツイッター）
などでの情報提供も心がけている。
むなかた電子博物館開館当時は、これらのＳＮＳコミュニケーションの可能性は予測できなか
った。むなかた電子博物館の開館時「IT」は情報通信関連の機器・技術の総称であり、 IT 技術
の発展と IT 革命が進行した。次いで 21 世紀に入ると「IT」に代わる言葉として「ICT」が使わ
れ、 時代は IT から ICT へと変化した。これは情報技術におけるコミュニケーション（通信）の
役割が大きくなることを表し、WEB（ウェブ）によって社会機能が激変することとなった。2015
年頃からモノがインターネットとつながる仕組み「IOT」が一般的になり始めた。

３ ． ICT か ら IOT に
むなかた電子博物館は、ICT の幕開けに開館した。インターネットを介した情報提供は、WWW
によって実現できたし、フラッシュによって興味深い展示も提供できた。しかし肝心の『C』
（コ
ミュニケーション）は脆弱なままである。これからのむなかた電子博物館は、W.W.W.（ウエブ）
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に中心となる博物館機能を置き、ＳＮＳで手軽なコミュニケーションを活発化させることが必要
だろう。このためにＳＮＳと親和性の高いスマホやタブレットを端末を中心とし、それらの端末
で動作するアプリケーションを想定した展示を行うことが重要である。
一方、産業界では ICT から IOT へ急速にその仕組みが遷移している。IOT では、モノから情報
を取得し、インターネットを介してクラウドに蓄積し、蓄積された情報をＡＩが解析し、結果を
アクチュエートする。テレビ CM のエアコンを例にとると、エアコンが室内環境を把握しＡＩが
解析し、ヒトに適切な温度・湿度環境を提供する．人は自ら求めることなしに快適な環境を得る
ことができるわけだ。
現在の我々は、理論的には数百円の月額で一人あたり約 43 億の 2 乗ものアドレス空間を取得
することができる。考えられる全てのモノがインターネットにつながり、情報を提供することが
可能なインターネットの時代に突入している。全ての社会システムがインターネットを介して結
びつくような時代になると、梅棹忠夫が「博物館は、ＳＦでいうところのタイム・トンネルの現
実的な装置であるがということができるかもしれません。」が当たり前のことになるであろう。
むなかた電子博物館では、実物の展示は行わないがインターネットで結びつけられた現実空間
と連携した展示やイベントが考えられる。例えば野外に各種センサーを設置することで、「今の
むなかた」をむなかた地域だけでなく世界に発信することができるだろう。

４．「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群
2017 年７月「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群が世界遺産に登録された。この世界遺産
の最も重要な構成要素である『宗像・沖ノ島』は、女人禁制だけでなく一般人の上陸が厳しく制
限されている。『宗像・沖ノ島』を世界遺産として世界に認知させるには、ＩＣとＩＯＴを抜き
に考えることはできないだろう。すでに公式サイトでは、構成資産である。宗像大社沖津宮（沖
ノ島）、宗像大社辺津宮、宗像大社中津宮、宗像大社沖津宮遙拝所、新原・奴山
古墳群の概略を知ることができる。今後３次元立体映像などの展示が作成されるだろう。しかし
世界遺産を国内外から訪ねてきた人々は、その時の沖ノ島に触れたいのである。だからインター
ネットを使った『今の沖ノ島』を体感できる仕組みが必要なのである。これはまさに、むなかた
博物館が設立されたのと同じ状況にあると言える。行きた実現くても行けない、見たくても見る
ことができない、これを解決するためにＩＣＴが一肌脱いできたのが宗像の「むなかた電子博物
館」であることを思い起こしていただきたい。
ＩＣＴの幕開けとともに開館した「むなかた電子博物館」、ＩＯＴの実用化の幕開けの時代に
登録された、「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群。この世界遺産の価値を世界に知らしめ、
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その展示方法によって世界が注目するように、むなかた電子博物館は 2018 年度から大きく進化
するであろう。
現代のインターネット全盛は、Tim Berners-Lee がワールド・ワイド・ウェブ(W.W.W.)を発明
したことに端を発する。Lee は著書で WWW が「世界にひろがる織物」という意味であることを明
らかにし、一人一人が紡いで世界を覆うような布にしようと語った。だからインターネットは企
業の利益追求の道具ではない。個人の知的生活や個人の社会生活を豊かにするものとして作り出
された。ぜひワールド・ワイド・ウェブ(W.W.W.)誕生の初心に帰って、「沖ノ島」とインターネ
ットで結ばれる夢を実現させようではないか。しかし現在のむなかた電子博物館運営員会だけで
は実現は不可能だ。人の行けない沖ノ島とインターネットでつながるプロジェクトを実現すると
いう夢にチャレンジする人の参加を呼びかけたい。

参考文献：
[1]

安田峰俊: "日本のどこがダメなのかに対する中国ネット民の驚きの回答",
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/54234：(2018)

[2]

梅棹忠夫：「博物館は未来をめざす」，月刊みんぱく 1 月号， (1985)

[3]

音声翻訳機３種を比較：http://gotcha.alc.co.jp/entry/20180206-translation-device/(2018)

[4]

ウェブサイト多言語化ツール「wovn」：https://wovn.io/ja/ (2018)

[5]

ROBERT MCMILLAN：グーグルが脳をヒントに音声認識を向上させた方法とは、
https://wired.jp/2013/02/20/android-neural-network/ (2013.)

[6]

フェイスブック「むなかた電子博物館」：https://www.facebook.com/munahaku/（2018）

[7]

むなかた仙人に聞くコーナー：https://customform.jp/form/input/14225/(2017)

[8]

世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群公式サイト：http://www.okinoshima-heritage.jp/

[9]

Tim Berners-Lee、Weaving the Web: The Original Design and Ultimate Destiny of the World Wide Web by

its inventor (1999)
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むなかた電 子 博 物 館 のリニューアルに向 けて
マージシステム株式会社

塘 将典

１．抱えている課題
2005 年に開館した「むなかた電子博物館」は、2007 年以降、大きなリニューアルをしないまま約 10 年
の月日が経過しました。IT、特に WEB 技術のトレンド変化は激しく、通常であれば 4～5 年でサイト全体
のリニューアルを行う必要があります。その様な状況下で、データの更新はされるものの、開設当初から
基本設計の変わらない「むなかた電子博物館」は、早急なリニューアルが必要な状況にあると言えま
す。

(1)スマートフォンの急速な普及
2010 年頃より急速に普及を遂げたスマートフォンは、一般家庭の情報通信端末として 2016 年にはイ
ンターネット利用者全体の約半数[1]を数えるほどに成長を遂げました。

図 1 （出典）総務省平成 29 年版情報通信白書

現在のむなかた電子博物館もスマートフォンに一部対応していますが、完全ではありません。多くの
スマートフォンで閲覧できない Flash コンテンツ[2]の存在も、スマートフォン対応できていない大きな理
由の一つです。
また、検索エンジンへの対策も重要なファクターです。現在の WEB アクセスの多くは、検索エンジン
からの流入が主流です。むなかた電子博物館内に存在するコンテンツを、検索エンジンの検索結果の
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上位にどれだけ表示させられるか、この結果がアクセス数の明暗を分けると言っても過言ではありません。
検索エンジン大手の google は 2015 年 4 月からモバイルフレンドリーアップデートを実施し、モバイル端
末に対応したページの順位を引き上げる施策[3]を行うと発表しています。
検索エンジンへの対策を含め、今後半数以上のユーザーがスマートフォンでむなかた電子博物館へ
アクセスする事を鑑みると、今回のリニューアルでのスマートフォン完全対応が一つの大きな効果をもた
らすと考えられます。

(2)モバイルデバイスへの完全対応
前述の通り、スマートフォンやタブレットといったモバイルデバイスへの完全対応は、むなかた電子博
物館が抱えている、多くの問題を横断的に解決する事ができる、最適解であると考えています。
具体的には来期のリニューアルでレスポンシブウェブデザインという手法を用いて、モバイルデバイス
への対応を行う予定です。この手法は、閲覧者の画面解像度やブラウザの種類に応じて、一つのウェ
ブページを各々が最適なデザインで閲覧できる仕組みを持っており、パソコンとモバイルデバイスで閲
覧した場合の情報の差を少なくというメリットも持っています。現時点で最も推奨されている方法です。

図2
レスポンシブデザインによる
PC ビュー(左イメージ)と
モバイルビュー(右イメージ)
（デザイン案）
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２．今後の展望
WEB 制作に限らず IT の現場においてはハードウェア・ソフトウェア共に、大きな予算をかけて作り上
げた物も、時代と共に数年で廃れてしまう事が少なくありません。変遷する WEB 技術に、柔軟に対応し
ていくためには、今回の様なリニューアルをして終わりではなく、継続的な修正を繰り返していくといった
姿勢が不可欠です。これには予算配分などの再検討も必要でしょう。
また、新しい取り組みにもチャレンジし続けなければなりません。むなかた電子博物館の運営委員会
会議では、様々な企画やアイデアが飛び交います。例えば、SNS を活用したアクセスアップ施策、教育
機関と連携したリアルイベントとの融合、IT 技術を駆使したものでは、端末の GPS と地図サービスの API
を組み合わせた観光マップの作成、ドローンを利用した自然観測、チャットボットを利用したむなかた仙
人に聞くコーナー刷新など、枚挙にいとまがありません。
限られた予算の中で実現できる事はそう多くありませんが、まずは土台となる、むなかた電子博物館
の問題点を着実に解決し、その土台の上で新しい事にチャレンジしていければと考えています。

引用文献：
[1]

総務省:「情報通信白書」, 第 2 部, p.283 (平成 29 年版)
http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h29/pdf/29honpen.pdf

[2]

Adobe Systems Incorporated: Adobe Japan Corporate Communications Blog
http://blogs.adobe.com/japan-conversations/201707adobe-flash-update/（2018.2.28 閲覧）

[3]

Google LLC:ウェブマスター向け公式ブログ
https://webmaster-ja.googleblog.com/2015/04/rolling-out-mobile-friendly-update.html（2018.2.28 閲覧）
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座談会

むなかた電子博物館を
あなたはどう思いますか？
司 会：宮川幹平
出席者 ：石黒 正紀、 伊津 信之介 、 黒川 康子、 薄一 郎、塘 将典、 西田迪 雄 、 平井正 則、
平松秋子、矢田浩、弓削篤史
宗像市市民協働環境部協働文化課 ：吉原課長、郷島係長、白木係長、井上 主任主事

この座談会で出していければと思ってお
司会：これより、むなかた電子博物館の 紀

ります。

要座談会を始めたいと思います。今回、お

どうぞよろしくお願いいたします。

忙しい中、お集まりいただきまして、誠に
ありがとうございます。
今回の座談会の 趣旨としましては、この

【自己紹介】

むなかた電子博物館について、皆様はどう

司会：私は今回、司会進行を務めます、東

お考えになっているか について、自由闊達

海大学福岡短期大学の宮川と申します。ど

なご意見を頂きたいというものでござい

うぞよろしくお願いいたします。

まして、何らかの結論を出した りとか、討
論したいといったことは考えておりませ

弓 削 ： 皆 様 、 よ ろ し く お願 い い た し ま す 。

ん。

私、マージシステムの弓削と申します。ホ

皆さんが思う 、電子博物館の良いところ、

ームページの制作をメインでやらせてい

もしくは悪いところ、もしくは分からない

ただいています。今回、よろしくお願いい

ところ。さらに言うならば、電子博物館は

たします。

これからこうあるべきだ、こういったこと
はやめたほうが 良いのではないか、といっ

塘：同じく、マージシステムの代表をして

たことも含めて、それぞれ皆さんのご意見

います塘と申します。ＩＴの側面からサポ

を頂ければと思います。

ートさせていただきますので、よろしくお

この電子博物館が 2005 年に開設してか

願いいたします。

ら 13 年、現運営体制になってから 5 年が
たとうとしています。また、2018 年度、今

黒川：宗像植物友の会に属しています、黒

年の 4 月からは、宗像市との新しい市民サ

川です。よろしくお願いします。

ービス協働化事業として、さらに４年間の
取り組みを進めていくということもあり

石黒：この電子博物館の運営委員長を、今

ますので、ここを一つの契機としまして、

年までやっております、石黒と言います。

これからのことを考える一つの種、素材を、

もともと教育大の出身で、平井先生から一
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緒に参加してくれということで、途中から

（石黒委員長の前に）長く委員長をやって

関わっていますので、十分この間、運営に

おりまして、きっと今日は耳の痛い話も出

貢献できたかというと、若干不明なのです

てくるのかなと期待しております。基本的

が、どういう形のものを、今後も続けてい

には、いろいろなこと については、宗像に

ったらいいかということについて、少し考

貢献すべくしたつもりであります。まず、

えてみたいなと思っております。よろしく

皆さんの活発な議論をお聞きして、素晴ら

お願いします。

しい議事になってほしいなと願っており
ます。平井です。よろしくお願いします。

伊津：電子博物館の運営委員会の事務局を
やっています、伊津と申します 。よろしく

井上：担当しております、市の郷土文化課

お願いします。

の井上と申します。よろしくお願いします。

薄：薄牧場の薄と申します。うちの牧場の

郷島：同じく市の郷土文化係長をしており

中に古墳があるのですけれども、その関係

ます、郷島と申します。よろしくお願い い

もありまして、今回お世話になります。よ

たします。

ろしくお願いします。
吉原：去年の４月に配属になりました郷土
平松：平松です。電子博物館ができる１年

文化課長をしております、吉原です。よろ

前の準備から携わってきました。よろしく

しくお願いいたします。

お願いします。
白木：市の協働文化課の文化財係長をして
西田：電子博物館の蝶を担当しております、

おります、白木と申します。よろしくお願

西田です。よろしくお願いします。

いします。

矢田：矢田です。引退して長くなるのです

西：電子博物館の記事更新や紀要の編集を

けれども、もとは理工系の研究者で、大学

携わらせてもらっています。西と言います。

で教えたりしていたのですが、宗像に戻っ

よろしくお願いします。

てから市の歴史観光ボランティアを立ち
上げて、今もそれに所属しております。電

司会： それでは、これから座談会の内容に

子博物館には去年から参加いたしました

入っていきたいと思います。大きなテーマ

ので、あまりよく分からないことも多いの

としては、電子博物館について、良いとこ

ですが、よろしくお願いします。

ろ・悪いところをお話しいただきたいとい
うことなのですが、これではあまりにもつ

平井：もう 40 年以上、福岡教育大学に 勤

かみどころがないということで、こちらか

めまして、現在、名誉教授ですけれども、

ら５つ話題を提示させていただければと

宗像在住ではないので、何となく申し訳な

思います。

い気もするのですけれども、もう 40 年も

お手元の資料にもございますが、①電子

お世話になっている宗像市ですから、基本

博物館の方向性、②電子博物館の 収蔵・展

的には支援したいということもありまし

示物、③電子博物館の技術的な話題・問題、

て携わりました 。もう 5～6 年ですかね、

④市をはじめとした他組織との連携のあ
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り方、⑤運営委員そのものについて 、とい

の存在意義が一番大きいのです。ですから、

ったことを切り口としながら、皆様のご意

今、高齢化社会に向かっています。そうす

見を頂ければと思っております。

ると、どんどん家から出ることが不自由に
なっていく方が、電子博物館があれば、そ

①

むなかた電子博物館が目指す方向性

れを接点にして、宗像市のさまざまなこと

について

を学んでいったり、知ったりすることがで

司会：それでは、私から幾つかお聞きした

きるという点が大きいと思うのです。

いというところを振りたいと思うのです

そこには、もちろん、障がいを持ってい

けれども、まず、①番目の「むなかた電子

る方も入りますから、そうすると、そうい

博物館が目指す方向性について」というこ

う方のために、いったい電子博物館はどう

とで、先日、宗像市の市民サービス協働化

あるべきかというと、目が少し不自由にな

i

事業として採択 されたということがあり

った方とか、あるいは耳が不自由になった

ますが、今後、むなかた電子博物館を運営

方とか、あるいは文字がなかなか読みづら

するにあたって、どういったところが電子

い方とか、いろいろな障害があるというこ

博物館ならではの意義である のか、市民に

とで、高齢者を含めて、障害を持っている

とっての価値があるのかといったところ

方のために建物の博物館では対応できな

について、まずその審査会に参加された伊

いことが電子博物館ではできるというこ

津さんからコメントを頂ければと思いま

とです。では、それに応えるためにどうし

す。いかがでしょうか。

ていったらいいのかということが、一番大
事なことだと思うのです。

伊津：今後について、幾つか指摘があった

それが宗像市民に限定かというと、どこ

のですけれども、それから紹介します。

も境界はないわけですから、主に宗像地域

まず、WEB という形式を取っている電子博

のさまざまな博物館要素を扱う。それを閲

物館の使いやすさ、この WEB サイトを更新

覧する方は、世界の果てにいようと、隣に

するということで、ぜひ早く実現してほし

いようと、距離に関係なくサービスが提供

いということ。もう１つは、 WEB サイト、

できるという点で、むなかた電子博物館が

電子的な表示だけではなくて紙媒体とい

一番大きな存在意義を持っていると思い

う、今、皆さんのお手元にパンフレットを

ます。

配布したのですけれども、こういう紙媒体

それで、これは異論があると思うのです

の資料も作った形で、一般への普及を目指

が、学校教育ということがあるのですけれ

してほしいということ。それから、学校教

ども、これは、学校は学校できちんと担う

育での適用というのを、もう少し考えてほ

べきで、例えば、子どものしつけを学校で

しいということが、主だった意見でした。

やってほしいと、最近の親が言うことも多

そういうことを踏まえて、これからどうし

いのですけれども、子どものしつけは家が

ていきたいか、あるいは今後どうするのか

一番大事で、それでできないことを学校が

ということを、むなかた電子博物館が出来

やるとしたら、この電子博物館は、もっと

上がった当時からの経緯を考えていきま

学校から要望等あって、それに対応してい

す。まず一番重要なことは、電子博物館が

くので、電子博物館が学校教育のためにこ

もし建物だったら、そこへ来られない方の

ういうものがありますよと言うよりも、私

ためにということが、むなかた電子博物館

としては、先ほどから繰り返して言うよう
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に、障害を持っている方、あるいは距離の

あるのですが、それに向けての提案という

壁を持っている方が、むなかた電子博物館

部分もあるのですが、流れとしては 、学校

にアクセスできるという点が、最も重要な

現場がもう１つこういった電子的な媒体

ことだと思います。

の教材化というところに、どこまでうまく

もう１つ言うと、今、設立した当時に設

コミットしていただけるかと いう、そうい

定した項目、分野が幾つかあるのですけれ

うところが現状ではないかと思っており

ども、この分野で宗像の全てが網羅できる

ます。

かというのを、今後、もう少し検討してい
く必要があるかと思います。

司会：ありがとうございます。電子博物館
は誰を利用対象にするのかということは、

司会：ありがとうございます。今、学校教

１つの大きな議論だと思うのですけれど

育の話がありましたので、その学校教育に

も、以前、それが不明確であるといったご

深く関わってこられた石黒さんからコメ

指摘もありました。矢田さんから、アカデ

ントを頂ければと思いますけれども、いか

ミックな視点から見て、この電子博物館の

がですか。

構成もしくは課題について何か思うとこ
ろがあれば、ご発言いただけますでしょう

石黒：学校教育の部分で、教材化という話

か。

を具体的にやってみようということで、昨
年度、玄海小学校の先生と少しお話をさせ

矢田：電子博物館というよりも、博物館を

ていただきました。ただ、ここで具体的な

いろいろ見てきて感じていることですが、

教材としてどこまで利用できるのかとい

やはりテーマがはっきりしている博物館

うところになると、やはり実際のペーパー

が印象に残ります。そういう目で今、電子

（紙媒体の教材）があり、宗像について書

博物館のコンテンツを見ますと、少しばら

かれているものを使うということになる

つきがあるような気がします。そういうこ

と、そちらのほうがより現場としては使い

とが１つ。だから、メインテーマをある程

やすいということがあって 、実際に教案を

度決めて、例えば「古代の輝き」というの

含めたところで２通りくらい一応作って

は、これがやはり宗像の一番の特徴ですか

いただいた授業の具体的な内容みたいな

ら、どうしてそうなったのかということを

ものもあったのですが、それをどう実践に

いろいろ求心的に説明する。例えば地形的

生かせるかというところまでは、なかなか

なこともあるし、地質的なこともあります。

うまくいっていないという現状もある。

そういうところから、いろいろな方面に展

伊津さんが言われたように、学校サイド

開するということにしたら、いいのではな

が、今、私たちが作っている電子博物館と

いかと思います。

いうものをどういう形で利用するのか 、利

もう１つ、従来のいきさつのことをいろ

用できる部分がどこにあるのか。そのこと

いろ書いてあるのを拝見しますと、最初は

を、もっとこういう部分を改善していただ

博物館が造れないから電子博物館にしよ

きたいみたいなことが、むしろご提案いた

うと。ところが、海の道むなかた館ができ

だかないと電子博物館のほうとしては動

て、それとのすみ分けをどうするかという

かしにくい。だから、こちらからもっと積

問題になってきていると思うのです。私の

極的に使ってくれという部分ももちろん

率直な考えでは、現在の海の道むなかた館
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は歴史資料館であって、文化財を展示し皆

り立ちとか、漁業の成り立ちとかは説明で

さんに見てもらうものだと思います。それ

きかねるのかなと。まだ、昔の暮らしとか、

に対して電子博物館は、博物館という名前

イメージするタイムカプセルといいまし

があるわけですから、もう少し総合的な、

ょうか、タイムマシン的なものをどう見せ

文化的な面とか、そういうことも含めては

ていくか、どう反映してもらうかというの

どうかと。例えば、宗像市史などを見ます

が我々の仕事だと思うのですが、それをい

と、随分最初から、地質のところから始ま

きなり古代まで飛ばすことができるのか

って、もちろん考古もあって歴史があって、

と疑問に思っております。

最後に現代どうなっているかというとこ

あと、電子博物館の件ですけれども、何

ろまで書いてある。豊かな自然があって、

回か WEB を通して見させていただいたので

しかも非常に便利な土地である。さらに、

すが、今、ご意見の中にありましたとおり、

歴史的伝統とまとまりがある。そういう豊

百貨店のような形で、品数は豊富ですけれ

かさのバランスが素晴らしいということ

ども、それが本当は何を伝えたいのかなと

で、我々も喜んでここに住んでいるわけで

いうのが、郷土文化課の職員ではなくて、

す。そういう現代の豊かさを表現するよう

見る一人の人間として分かりづらかった

な部分も、あっていいのではないかと考え

というのを実感しております。

ています。

それと、本日この座談会 が開かれて紀要
なのですけれども、紀要というもの自体、

司会：ありがとうございます。今、海の道

大学の紀要くらいしか私は知りませんの

むなかた館とのすみ分けという話があり

で、それとはちょっとかけ離れたものなの

ましたので、市からのご意見というか、も

かなと。紀要というよりも、電子博物館 便

しくは電子博物館に望むようなこととか、

りみたいな形にしたほうが、皆様方のいろ

そういったところをコメント頂ければと

いろな意見とか、見る人も巻き込んで情報

思いますけれども、吉原 課長、いかがです

発信できるのかなという気はいたしてお

か。

ります。

吉原：まず電子博物館の位置付け、それか

司会：ありがとうございます。では、続い

らむなかた館の位置付けですけれども、む

て、これまでの話の中で出てきた 電子博物

なかた館の位置付け自体は、世界遺産の登

館の中身（コンテンツ・展示物）について

録がありまして、郷土の文化から世界遺産

もう少しお話をしていきたいと思います。

の媒体施設もということになりまし た。そ
の辺、世界遺産を核として、点在する市内

②

の遺跡をどう結び付けていくか、どう活用

発・改修をどう進めていくべきか

していくかというのが、これからの大きな

司会：我々は箱物を持っていない、実物と

課題となっております。先ほどお話にもあ

しては持っていないわけですけれども、デ

りましたように、古代の 良い光り方という

ジタルとしての収蔵物および展示物とい

ことですけれども、じゃあ古代だけかと申

ったものについて、今のコンテンツはどう

しますと、今の私たちが生きていく上では、

であろうかということ、まずそれが１つ。

中世があり近世があると。そういうところ

そして、これからどのように展開していく

をご説明しないと、今の この地の農地の成

のかという、その方向性なりといったとこ
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コンテンツに関する課題、今後の開

ろについてのご意見をお願いしたいと思

が、前提としてありました。全て作り替え

います。皆さんのお手元のプリント右側の

ると相当なコストが掛かってしまう。だか

ほうに、現在の主なコンテンツということ

らといって、それを待つのは非常によくな

で一覧を提示させていただきました。

いであろうということもありましたので、
今、注目されている、もしくは面白いと思

表1 むなかた電子博物館の主なコンテンツ

われるトピックについて、それを別個の特

特設展示
北斗の水くみ写真展
むなかた電子博物館紀要
むなかたの蝶
むなかたの野鳥たち
むなかたシンフォニー「植物」
田熊石畑遺跡と古代のムナカタ展
遺跡発掘調査の報告書
むなかたヒストリー探検隊 ～沖ノ島特集～
探検！発見！むなかた
むなかたギャラリー 今＆昔
むかし発見！唐津街道むなかた赤間宿
宗像のわらべ歌

集ということで提示したらどうだろうか
ということが、思い付きでありました。そ
こで今回は、これは世界遺産の絡みもある
大島と、もう１つは宗像の蝶について、特
集記事として制作・展示 したという経緯が
あります。
特設サイトという体裁を取りましたの
で、全体とのつなが りがやや弱いというの
も弱点としてあるのかなと思うのですけ

2017年度特設サイト
宗像 大島を巡る
むなかたの蝶

れども、少なくとも最初の入口として、電
子博物館がどのように動いているのか。止

歴史コーナー
むなかた今昔（むなかたの歴史・日本の歴史）
ナゼ？ナニ？地名講座
くらしと共にあった道具
むなかた人物伝
ふぉとギャラリー

まっている WEB サイトではなくて、日々活
動しているサイトであるということを見
せることができたらというのが、私の担当
者としての考えです。薄さんは、大島で活

文化コーナー
文化財を守るしくみ
文化を楽しもう！（文化財あれこれ）
むなかた学びの案内所
収蔵品を調べる

動されているということがありますので、
大島特設サイトをご覧になりましたなら
ば、そのご感想なりを聞かせていただけれ
ばと思いますが、いかがでしょうか。

自然コーナー
自然と人々のくらし
（地形・山・川・星空・玄界灘・自然と産業）
宗像の生物たち
自然環境調査の報告書
むなかた日和
新着記事紹介
運営委員による取材記事

まず、今年度、2017 年度は特設コンテン
ツ「宗像 大島を巡る」と「むなかたの蝶」
という、それぞれトピックに対応する特設
のサイトを作ったということ から、主担当
だった私から 、お話をさせていただければ
写 真 ：「大 島 を巡 る 」サ イ トトッ プ

と思います。
こちらについては、今までの既存コンテ
ンツの整理が相当に難しいというところ
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薄：結構、ビデオとかも入って面白いとは
思います。お聞きしたかったのですけれど
も、このサイトのアクセス数というのはど
れくらいあったのですか。

弓削：現時点で、まだ特設については集計

要なので、これはあくまでざっくばらんと

をしていないので、数値としてはお示し で

したものだとお考えいただければと思い

きません。

ます。アクセスへの 呼び水になるためには
どうすればいいか、作っただけでは誘引で

薄：結構、映像とか、面白いものが出てい

きないだろうというのは私の実感として

るのですが、これをあまり皆さん、ほとん

もありますので、その方法はこれからの議

ど知らないのです。皆さんに見ていただけ

論の中でも必要なのではないかと思いま

ないというのが、もったいないなと思 いま

す。

す。ですから、実際にどうやってここにア
クセスされているのかとか、そういったと

司会：あと、もう１つの 特設サイトである

ころをつくらないと、せっかく作っていた

「むなかたの蝶」について、西田さんから

だいているものを、時間かけて学生さんも

コメントを頂ければと思うのですけれど

入られているし、もったいないと思うので

も、いかがでしょうか。

す。そういうのを感じました。

司会：ありがとうございます。通常の記事
更新と同じく SNS での案内はしているので
すが、特徴的なことはありません。それ以
外に一つ、工夫としてやったのは、実際の
リアルイベントに参加して、そこで電子博
物館の広告をしてきたということです。特
集記事の内容に興味を持ってくれそうな、
実際にそれに関わっている人たちにこう
いうサイトを作っていますということで、

写 真 ：「む な かた の 蝶」 ト ップ

紹介と一緒に具体的に提示するというこ
とをやってきた ii わけですけれども、実際、

西田：博物館は一般に常設展と特別展があ

その効果があったかどうかというのは、ま

ります。電子博物館でも私が担当している

だ検証できていないというのが正直なと

蝶をテーマとした特別展を、昨年企画して

ころです。

やらせていただきました。

これは全体のアクセス数推移なのです

電子博物館というからには、やはり動画

が、維持というか微減といいますか、サイ

を載せたい。通常の博物館でもそのような

ト全体でいうならば 、向上はしていないと

動画あるいは映画を上映しているところ

いうのが正直なところだとは思います。も

もありますが、電子博物館ではいつでも動

ちろん、それぞれのページによる分析は必

画が見られるというのが一つの強みだろ
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うと思います。昨年、さつき松原海岸のス

ントの話がありますけれど も、例えば、市

ナビキソウと織幡神社のスイゼンジナに

とどういう協力が望ましいかといったこ

飛来した多数のアサギマダラの飛翔の動

とについてのコメントはありますか。

画を特別展でやったことがありますが、そ
のような企画を今後もどしどし取り入れ

平井：現在、今までの時間的な経過も踏ま

ていきたいと思います。

えまして、市のほうで随分たくさん取り組

大島の特別展では、島内のいろいろな風

んでいただきました。特に、宗像のプラネ

景や海岸の漂着物などの映像が主体でし

タリウムと協働で観望会をやると。そうす

たが、それに連結して植物、昆虫、蝶など

ると、望遠鏡もありますし、あるいは星空

も含めて再度大島特別展を、また次の年に

を案内できるスタッフがいますし、そうい

地島特別展など企画すると良いものにな

うボランティアの方がおられますから、ど

っていくだろうと思います。

うしてもそういう人たちにお願いして、プ
ラネタリウムの楽しみを踏まえて、この水

司会：ありがとうございます。続いて、こ

くみが関わっていくということでやって

の電子博物館の中で恒常的な動きのある

きました。これは、ますます発展していく

コンテンツの代表として、北斗の水くみ

iii

のではないかと思っています。

関連のコンテンツがあるかと思いますけ
れども、平井さんから見ていかがでしょう

司会：続いて常設展に関して、黒川さんか

か。

らご覧になって、今の電子博物館のコンテ
ンツ、特に専門分野（植物）についてはい

平井：実は最近あまり成功していないので

かがでしょうか。

すけれども、しばらくくたびれていまして、
もちろん観望会は毎年やっています。ただ、

黒川：私が勘違いしていましたのは、まず

特に最近は、沖ノ島のこともありましたの

宗像「市」の植物に限定して書いていたの

で、行政の方も忙しいと。市民の方々の目

ですけれども、宮川さんが書かれた｟市民

も、とにかく世界遺産となっていましたの

主体による「むなかた電子博物館」の運営

で、そういう意味ではちょっと やり方など

｠（月刊 J-LIS 2017 年 6 月号）を読ませ

を変えてはいるのですが 。

ていただいたら宗像地区、福津とかそ の辺

水くみに関して いえば、当初からイベン

も入れて いる iv という こと で、それ はち ょ

トを踏まえてやっています。石黒先生が話

っと考え違いをしていましたので、私とし

をしていた教育関係の取り組みもやって

てはそちらのほうがうれしいのですが、宗

きました。今後としては、これは 1000 年

像地区として全体的に網羅していけたら

も続くような現象ですから、今年、来年と

なという気持ちはあります。

いうことはないのですけれども、やはり宗

それと、まだ私も本当に入ったばかりで

像の自然を構成する１つとして珍しいも

あまり分からないのですけれども、植物を

のですから、こつこつと 市民の方々と一緒

見るというのは、その地区を見るとき、例

に長く続けていってほしいなと心から思

えば宗像がどういうところかを見るとき

っています。

に、植物というのは１つ大きな基本になっ
ていると思うのです。その地区の特徴とな

司会：その中の観望会という、リアルイベ

っていると、常に思っています。だから、
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なるべくそういうのが、見られた方が分か

ことに関連して 、いま、水くみをテーマと

るような形で、植物の紹介がしていけたら

した絵本を校正していて、ある程度出来上

なと思っています。

がってきていて、どういうふうに出す かと

それと、植物はなかなか難しくて、全体

いうことと、電子博物館を通して楽しむか

をぱっと見ても分からないで、小さいとこ

ということがあります。

ろを見てよく分かることとか、そういうの

もう１つのニュースですけれども、去年

もありますので、そこら辺の工夫を、情報

の 12 月にルーマニアで、実は私は天文学

提供する植物友の会としても、技術的に提

者なので、国際天文学連合というのがあり

供する方法も考えないといけないかなと

まして、４年に１回、総会があるのですけ

思っています。

れども、その部門の中に自然の遺産という
パートがあるのです。つまり、宗像の例の

司会：ありがとうございます。その他、さ

沖ノ島は世界遺産ですけれども、天文学者

まざまなコンテンツがありますけれども、

の国際会議が提案している、自然の中の遺

何かここはという気づきなどありました

産、
「自然遺産」というのです。そのパート

ら・・・平松さん。

がずっと続いていまして、その１つを私の
友人が、そこで私も共同で話をして、この

平松：先ほどの平井先生のお話の続きです。

北斗の水くみについて議論を出してきま

北斗の水くみ写真展は、2008 年から毎年１

した。今年の８月に、IAU 総会というのが

回続けてきました。今年で 10 年になりま

あるのですけれども、そこの場面でも宗像

す。そして先日、といっても 12 月ですが、

の話を出そうかなと思っています。少し世

宗像市の小中学生を対象に環境啓発ポス

界遺産と同じようなものだけれども、セン

ターを環境課が募集しました。この中で、

スの違った自然での遺産ということで、オ

最優秀に選ばれたのが北斗の水くみ、これ

ーロラとか、いろいろな世界の地域の特異

なのです。ということは、やはり北斗 の水

な自然現象を評価して遺跡にしようとい

くみはかなり浸透している、そのように思

う取り組みです。そういうのが進行してい

いました。

るということだけお伝えして、宗像のみん
なで見ようねということです。

司会：ありがとうございます。今の ような、
アカデミックに注目されている内容とい
うのは、なかなか表に出てこないところで
す。そういったものを紹介するというのも、
電子博物館の役割の一つではないかと私
も思います。
同様に、海の道むなかた館が、今まで古
代について綿々と研究されているものを
「報告書」ということで電子博物館に掲載

写 真 ： 北斗 の 水く み 写真 展 トッ プ

させていただいておりますけれども、その
内容、もしくは今後こういったものを電子
平井：今、平松さんがおっしゃったような

博物館に掲載できるのではないかといっ
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たものについてのコメントを頂ければと

は、少しずつ特集記事であるとか コラムの

思います。

ようなものなど と、幅が広くなってきたと
いうのが経緯としてございます。ですので、

白木：むなかた電子博物館の中に、埋蔵文

例えば市民の方 や、むなかた地域について

化財の発掘調査報告書を入れております。

研究されている在野の研究家 に、気軽に自

これは非常に専門的なもので、あまり一般

分の活動している内容なり成果なりを発

受けはしないだろうと思っていたのです

表するツールとして使っていただくとい

けれども、それに対して短い、 100 文字く

う考え方もあるのではないかということ

らいのコメントを、遺跡の内容が簡単に分

です。

かるコメントを入れてアップするように

また、そういったさまざまな活動 内容全

しております。これは専門家にとっては、

てを電子博物館が責任を持って所蔵する

ことのほか好評なのです。こういった報告

必要はないわけで、そういったもの の一端

書の公表として出だしは割と早かったの

を紹介することでも、十分電子博物館とし

ですが、少し停滞していました。最近一気

ての価値になるのではないかと思います。

に進めましたので、今日までの報告書 は取

名称として「紀要」がよいかどうかという

りあえず入れることができております。

のは、また別の議論であるかとは思うので

今後は、やはり報告書だけではなくて、

すけれども、懐の広い電子博物館の紀要と

企画展の展示図録とかも、これは販売して

いうものを考えていきたいというのが、私

いるのですけれども、何年か 経たてばこう

の思いです。

いったところでアップして。デジタルアー

もう１つ、電子博物館の紀要 は、デジタ

カイブとしての側面というのも、市が電子

ルジャーナルといいながらも、今の段階で

博物館に期待することですよね。さまざま

は PDF ファイルというインターネット上で

なコンテンツ、写真とかはあるのですけれ

閲覧できる文書形式になっているにすぎ

ども、これをただ文化財の中でもきちんと

ないので、電子媒体ならではの、例えば先

整理できていないものがあるのです。これ

ほどの動画という話がありましたけれど

についても、公開できるもの、できないも

も、そういったものに組み込むというのも

のをきちんと調べて、より便利な電子博物

技術的には可能なのですが、手間の関係で

館というのが期待されるのかなと思いま

できていないというものもあり ます。最終

す。

的に紙媒体としても発行はしております
が、電子媒体のものが主であるということ

宮川：紀要について、先ほど吉原課長から

を念頭において、工夫というのはまだまだ

お話、ご提案もありましたけれども、紀要

できる余地があるのではないかと思って

編集を担当している私も思うところがあ

おります。

ります。紀要にはいろいろありまして、査
読のありなしとか、そういう区別があるわ
けですが、むなかた電子博物館 紀要は査読

矢 田 ： 先 ほ ど 言 い 忘 れ たの で す け れ ど も 、

のない紀要であって、ある意味、投稿その

例えば福岡市博物館とか、そういうような

ものはかなり気軽にできるものです 。

所に行くと、郷土の重要な人物をフィーチ

電子博物館紀要も、かつては学術的な投

ャーしています。宗像でいえば、古いとこ

稿論文が多くを占めていた のですが、最近

ろは高市皇子、高市皇子は出身とはいえな
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いかもしれないけれども、胸形君徳善とか
がありますが、人物像がはっきりしません
ので、もっとはっきりしているところでい
えば、大宮司氏貞とか早川勇、その辺かな
と。
しかし、最も重要なのは、やはり出光佐
三だと思います。沖ノ島、今は世界遺産に
子博物館が始まっている。

なりましたけれども、その調査を佐三が全
部金を出して、実弟をつけて全部管理させ

ところが、実はこれを更新していくとき

ている。だからこれ だけの遺産がきちんと

に、それを担当できる人が、実際の運営委

残されて、学術的価値が非常に明確である。

員会の中にどういうふうに参加できてい

そういうことで世界遺産になったと思い

ただろうかという問題があ ります。例えば、

ます。佐三は当時宗像大社に関することに

最近であれば、蝶の部分は西田さんが来ら

は、ほとんど全部お金を出しているような

れることによって、更新が可能になってい

ものです。昭和の大造営については、国の

くということになるのですが、歴史の部分

史跡で国の資金が出るため自分だけとい

に関していうならば、この運営委員会で歴

うわけにはいかなかったのですが。

史に関してきちんと精査できる方はどな

宗像大社だけのことではなくて、もう１

たもいらっしゃらない。そうすると、１回

つは、宗像に刑務所がもともとはできるは

上げたものが、確かに歴史だから、基本的

ずだったのです。それをいかんといってや

なものは変わらないかもしれないけれど

めさせて、土地は出光一族がかなり出して

も、そこで新たなものを入れ、それほど重

いると思うのですけれども、教育大学を誘

要ではないものを変えていくとか、そうい

致した。それで、今のような学園都市とい

った作業が実際可能になれば、もっといろ

いますか、文教都市になったので、そうい

いろな部分で新しくなっていけるのだろ

う功績も非常にあるわけです。先ほどの豊

うと思います。
やはり、博物館的なものであるという 部

かな宗像になったのにも、彼の功績が非常

分としての網羅性と、それらをバックアッ

に大きいと思います。
一般の人にはそういう実績があまりよ

プできるような体制。特色自体、それでは

く知られていないと思うので、そういう宗

宗像として出せるのかという部分がある

像市で誇りを持てる人物をフィーチャー

かもしれないのですが、大きな枠組みとし

することが、１つのコンテンツになるので

てのそういう対応性みたいなものは、この

はないかと思います。

間作ってきたもので変わっていない部分
はあるのですが、何 とか維持をしていかな

石黒：コンテンツに関する問題なのですが、

ければいけないだろうし、その辺の素質み

もともと電子博物館が箱物のないところ

たいなものが、これは後で問題になってき

から始まっている。ただ、博物館の主要な

ますけれども、まさに運営委員として、ど

機能として、１つは歴史的なもの、もう１

れだけ多くの人が関わっていただけるの

つは文化的なもの、もう１つは自然的なも

か。そういったところを、この間何回も、

の、それぞれ３つの分野 に関して、まず網

人集めも含めて議論はしてきたところで、

羅的に出してみようということで、この電

実際、なかなかうまくいっていない。

28

だから、そういった形で、あらためて市

体、大きく様変わりしておりますので、そ

民がこういうものに主体的に関わってい

ういった潮流を踏まえながら、これはまだ

けるための仕組みづくりみたいなものが、

まだ価値があるというようなところ、もし

これからこういうものを継続していくた

くは、ここの部分は変えなければならない

めには、さらに必要になるのではないかな

だろうなといったところについて、特に専

というふうに思っています。

門家の立場から、塘さんからお話 をいただ
ければと思います。

西田：確かに、誰が担当するかというのは、
今、非常に曖昧になっており、私もその点

塘：基本設計が古いサイトですので、問題

は非常に危惧しています。普通の博物館で

は多々抱えております。一番は、現在多く

は館長の下に複数の部門があります。電子

の方が見ているパソコンの解像度、画面の

博物館に当てはめますと、一つの例として、

大きさに対応できていないということで

電子博物館館長の下に自然部門があり、自

す。スマートフォンの画面サイズ、スマー

然部門の中に「宗像の植物」室があり、そ

トフォン自体に完全に対応していない部

の室長が黒川さん。それから、
「北斗の水く

分があり、こういったものに最適化をして

み」室の室長は平井さん。
「むなかたの蝶」

いないというのが、大きな問題になってい

室の室長は私というふうに、この辺は決ま

ます。

っているのですが、あとのコンテンツは一

このようにコンテンツがたくさんあり

体誰が責任を持って担当し、更新はどのよ

ます。先ほどの百貨店のようだというお話

うにやっているかというと、これはほとん

もありましたけれども、いろいろな所から

ど更新ができていない状態です。それで、

コンテンツかき集めた結果、リンク切れが

この際、担当者、室長を決めて、その方が

存在している他、導線が不十分な状態がみ

いろいろな情報を収集し、それをまとめて

られます。どこからたどって、どこにどう

コンテンツを作成する。そのような担当者

たどり着くかという部分が、非常に分かり

を、追々決めていかなければならないかと

難く、閲覧者自身がどの階層を見ているの

思います。

か分からなくなる。こういったものが見ら
れます。これによって、見やすさ、分かり

司会：ありがとうございます。まさに、運

やすさというのが損なわれているのが、現

営委員としての役割分担といったところ

状であるという風に思っています。

の話になってくるかと思います。それはま

それから WEB サービスとして見たときの

た、後ほど、あらためてお話をしていきた

お話です。最近で言いますと 、特設サイト

いと思います。

の大島と蝶のページというのは、私たちが
制作に携わらせていただきました。動画コ

③

電子博物館のＩＴシステムとしての

ンテンツというのが、今、 WEB では流行っ

課題や今後の可能性

ております。ブロードバンドやスマートフ

司会：では、続いて 電子博物館は WEB サイ

ォンなどの再生環境が充実していますの

ト、WEB サービスであるわけですので、Ｉ

で、インターネットを通じて動画を見る機

Ｔシステムとしてみたときに、今、問題と

会が増え、より一般的になってきました。

なっているところはどこであろうかと。

ですので、動画を使っているサイトも非常

2005 年に開設して以降、WEB というもの自

に多い。動画はキャッチーですので、動画

29

によって子どもさんであるとか、あまり専

機会損失してしまうということが言えま

門分野に明るくない方も理解しやすいと

す。これは必ずしていかなければならない

いう側面がございますので、これは継続し

ということです。

ていければなと考えております。

ここで、FLASH のコンテンツが問題にな
ります。FLASH というのは、動画とか、マ

司会：そういった、今の動線等の分かりに

ウスを動かすとアニメーションするなど、

くさといった所も含めてですけれども、今

動的な表現をするための技術で、一昔前に

後の新しいシステムというか、リニューア

流行したものです。電子博物館の中には

ルといったものを踏まえると、どういうこ

FLASH のコンテンツが非常にたくさんあり

とが現実的に考えられるかというところ

ます。2000 年代はこれが主流であった時代

のコメントを頂けますでしょうか。

もありましたので、仕方のないことなので
すが、現在において、皆さんご存じの、ス

塘：技術的なお話になりますけれども、今、

マートフォン、Apple の iPhone であると

CMS（Contents Management System）という

か、iPad というのは FLASH を見ることがで

ものが、現状の電子博物館に実装されてい

きません。また、Android の最新機種も、

るのですが、当時は汎用的なものが少なか

デフォルトで FLASH には対応していません。

ったものですから、オリジナルで開発され

というので、これは排除していかなければ

たものになっています。これが、非常に古

いけないということが言えます。

いもので、バージョンアップ等もできてい

Google は、一番シェアを大きく持ってい

ないので、セキュリティー的にも懸念され

る検索エンジンなので例として説明しま

るところがございます。

すと、FLASH のコンテンツが存在するとい

ですので、今回のリニューアルでは、汎

う時点で、モバイルに対応していないサイ

用的な CMS を導入しようと考えています。

トだという判定をすると言われています。

いわゆる記事を投稿するような仕組みで

ということは、WEB ではページランクと言

す。ホームページの業者だけが更新できる

って、何かの検索ワードでページが何番目

のではなく、一般的に皆さん、ワープロソ

に表示されるのかというのが非常に重要

フトが使えるような方が記事を更新でき

な指標のですが、この順位が下がってしま

るような仕組みというのが、今は主流です

うのです。つまり、サイト内に FLASH コン

ので、こういった汎用的なものを利用して

テンツがあるという時点で問題になる訳

いきたいと考えています。

です。リニューアルした際には FLASH のコ

他には、少し話が前後しますけれども、訪

ンテンツを隠してしまう、あるいは作り直

問してくる方がなかなか増えない理由の

せるものは作り直してということをして

１つが、検索エンジンの最適化というのが

いかなければいけないと考えています。

できていません。ＳＥＯ対策と呼ばれるも
のですけれども、これをしていくためには、

司会：ありがとうございます。モバイル対

必ずモバイルに対応する必要があります。

応というのは、今、盛んに言われているも

現状、多くのサイトでモバイルアクセスと

のでもありますが、限られた予算の中でど

いうのは、約半数以上あるといわれていま

のように対応していくのかというのを考

す。ですので、モバイルに対応しなければ、

えなければならないというのも課題であ

半数以上のお客様を失ってしまう。つまり

ろうとは思います。
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市の視点からご覧になって、いかがです

りました。ここで、市側から、特にこの電

か。実際、市の WEB サイトからリンクもい

子博物館に対して、期待していることとい

ただいているわけですけれども、そういっ

ったこと、こういったことを担ってほしい

たところからご覧になって、今、電子博物

といったことを、ぜひこの場でいろいろと

館の WEB サイトの見やすさというか、そう

コメント頂ければと思うのですけれども、

いったところの評価なり何なりがあれば、

いかがでしょうか。

井上さん、いかがですか。
郷島：先ほど、井上からも話をしておりま
井上：正直申しますと、少し古い型かなと

したが、協働化事業提案制度の審査会の中

いうイメージで見られるかなと思います。

で 、「 親 し み や す い 電 子 博 物 館 に し て く だ

なかなか自分が、このセクションの担当に

さい」という注文が非常に多くて、分かり

なって、これを見なきゃなと思うときに、

やすいと言いましょうか、中には電子博物

なかなか行き着きにくいというか、どうい

館という名称が堅いという話も出たりと

うふうにいけばいいのかなというふうに、

か、また、やはりアクセス数等々の問題も

分かりにくいというか、たどり着きにくい

挙がっていました。

のかなと。それで、行政の職員になると、

やはり私ども、郷土文化課としましては 、

おおまかここだろうなということは目星

いろいろな文化財、郷土の歴史文化を知る

が付くのですけれども、恐らく、それが一

ことで、郷土に誇りを持ってもらう 、郷土

般の方で、取りあえず見てみようかという

を愛する人に育っていただきたいという

方だと、なかなか行き着きにくいのではな

ところがありますので、ぜひその一翼を担

いのかなという感じは、率直に思っていま

っていただきたいというところはあろう

す。

かと思います。

今回リニューアルするということなの

北斗の水くみの例ですけれども、観望会

で、それは期待しているところですけれど

をしたときに、昨年からプラネタリウムで

も、今回の提案制度の中の審議会の中でも

やるようになりました。それで、プラネタ

意見が出ていたアクセスしやすいとか、一

リウムで平井先生のお話を伺って、内容と

般の方が見やすいとか、あと着きやすいと

しては、ここ（電子博物館）にも掲載され

いうところのハードルをまず下げるとい

ている内容だと思うのですけれども、やは

うのが必要なのかなという気はします。

り先生のお口から直接話を聞くと、ダイナ
ミックさというか、全然伝わり方も違って
くるし、
「あ、宗像のこういう現象というの

④

地域／市との連携について、その役割

は、世界でも珍しいことなんだな」という

分担など

こともそこで思えて、それからじゃあ、実

司会：では、今、井上さんからもお話があ

際現場に行ってみましょうという、非常に

りましたので、そこのつながりということ

面白い取り組みだったのではないかと。ま

で次の話題に入りたいと思います。電子博

ず勉強して、実際にその場所に行けるとい

物館は、もともと、市が中心となって、そ

うふうな取り組みができてくるというと

れに市民が参画するという運営だったの

ころ。

が、2013 年から完全に市民が主体となって、

だから、そういうのが WEB 上だけでのこ

市と協働しながら運営する立ち位置にな

とではなくて、今度はいろいろな、さまざ
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まな状況やイベントをミックスしながら

ども、そういったグループなり何なりを巻

やっていくというところも必要になって

き込むというか、この電子博物館と一緒に

くるだろうと。あとは、どうしても「北斗

活動できるような感じができるのではな

の 水 く み の 観 望 会 を や り ま す よ 」「 ア サ ギ

いかと、少し私は思うところ があるのです。

マ ダ ラ の 観 察 会 や り ま す よ 」「 蝶 の お 勉 強

そういったグループでの活動や電子博物

会やりますよ」というのは、広報誌に載せ

館との関わりについて、いかがでしょうか。

て、それから応募が来るという、やはり紙
媒体が強いということがありますので、そ
のあたりの、例えばイベントの場の設定で
あるとか、広報のやり方であるとか、それ
から例えばプラネタリウムなどの関係者
とのつなぎというものが 、行政が果たす役
割なのかなと思っております。
また逆に、先ほど白木が申しましたけれ

黒川さん、何かありましたら。

ども、遺物のデジタルアーカイブ 化であり
ますとか、あと海の道むなかた館と 金海博

黒川：そうですね。常に私たち、そういう

物館（韓国国立金海博物館）との、姉妹館

ことをしています。電子博物館に限らず、

ではないですが、連携もありましたので、

いろいろな所で実際展示をしたり、現地に

これからどういうことをしていかなけれ

行って勉強を常にしていますから、それが

ばいけないかということも、いろいろやは

当たり前になっています。

り行政としても課題があります。その課題
の中に、電子博物館 さんと一緒に直接的に

司会：そういった活動を電子博物館で紹介

何かできることもあれば、ここにお集まり

させていただくとか、グループの日常に、

の方々のノウハウを頂きながら、その行政

我々が飛び込んでいくような、まずそこか

の課題解決にもつなげていくことができ

ら始めていくというのも、私の一つの考え

るのではないか。そこら辺での連携という

としてあるのです。運営委員として入って

ことを今後やっていただいたほうがいい

くださいとなると、やはり少し敷居が高い

かなと思っています。

ように思うので、我々が少しフットワーク
を軽くして、そういったグループの中に、
一緒に活動していくのはどうだろうかと。

⑤

運営委員の役割とその拡大について

今回、私も蝶の特設サイト制作の関係で、

－参加の敷居をどう下げるか

西田さんをはじめとした蝶を専門とされ

司会：ありがとうございます。電子博物館

る方々と一緒に活動させていただいたの

は市民主体の運営である以上、運営委員の

ですけれども、そういったものを積み重ね

役割は非常に重要です が、電子博物館が取

ていくというのは、やや地道な話ではあり

り上げるべき内容に対応できるような人

ますけれども、委員を広げる ことにもつな

材確保の問題があります 。ここで実際に委

がるのかなと。

員の皆様が所属されている グループ、専門
的な研究活動なり、社会教育なりを担って

黒川：そうですね。ただ、私たち、植物の

いるグループがあるかと思うのですけれ
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会に限って言えば、今度は担い手とか、い

くらいなるのですけれども、以前は教育委

ろいろな問題が出てきます。結構いろいろ

員会に文化協会というのがあって、そこの

仕事とかがだんだん増えてきて、だから、

団体の中に歴史関係の勉強分野があった

本当に電子博物館は電子博物館だけのと

り、何だかんだあったと思うのですけれど

ころにして、なるべく自分たちの意志をそ

も、今はどうかというと、それが大きな協

こに表すというか、なるべくなら、その辺

会の傘下で活動はせずに、自分たちで 独自

りにとどめておきたいなという気はあり

に活動している ところが多いです。協会の

ます。

中で、いろいろなパドックと申しましょう
か、いやこれは違うよ、こうでないよと言

司会：なるほど。率直なご意見、ありがと

われるのがあまり好きではないという時

うございます。

代の流れになって、そういったピラミッド

いかがでしょうか。どうぞ、平松さん。

構造の協会が崩壊して、今はそ れぞれでや
っている。

平松：歴史に関して、今、コミセンの中に

これがまた、お互い手を結んで、何かし

歴史のクラブができている所があります。

ましょうよという流れになると、また行政

１つは河東コミセンです。これは、歴史年

のほうもそれに何だかんだ支援とか、力を

表を自分たちで作っています。そして、吉

割ってやっていかなければいけませんけ

武コミセン、ここも歴史のサークルみたい

れども、今のところ、そういう部署は見当

なものがあります。だから、そういう地元

たらないのかなと。ただ、文化協会自体は

で実際に活動している人、そういう方に、

まだあると思います。

一度電子博物館に出してみませんかと声

それで、あと困っているのは、それぞれ

を掛けてみたらどうかなと思います。

の方々が一生懸命作られているのはうれ
しいですし、尊敬もいたしますけれども、
その内容的なものは、果たしてそれを他の
方々が見られてどうなのかと。自分たちは
良いものだよと思って いても、では、それ
を専門の方が見た場合、研究 として見た場
合どうなのかと。中には引用等あるのです
けれども、それはきちんと断ってやってあ
るのかとかいうのがありますので、そうい

司 会 ： あ り が と う ご ざ いま す 。 宗 像 市 は 、

う出典を明らかにしなければいけないと

そういった活動をされている学びのコミ

いうルールとか、いろいろなものを考えな

ュニティが多いと、私は個人的に思うので

ければいけない時期なのかなという気は

すけれども、その辺りは、例えば市側でそ

いたしております。

ういったものを管轄されている部署など
司会：ありがとうございます。そうですね。

はあるのでしょうか。

さまざまな学びの活動、そういったものを
取り上げていくということは、非常に興味
吉原：コミュニティの活動というのは、最

深いところですが、今、吉原さんから言わ

近と言いますか、最近と言いましても 10 年

れたように、学問的な妥当性であるとか、
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そういったところまで考えていくと、非常

ここでもう一度運営委員のお話しに戻し

に難しいところは確かだと思います。ロー

たいと思います。

カルでやっているからこそ、許容できるも

この運営委員が、なかなか増えていかな

のもあります。著作権の権利処理とかそう

い。今でも募集というものは、定期的に行

いったところまで含めてむなかた電子博

ってきたというところもあるわけですけ

物館という、公的なところと協働している

れども、なかなか手を挙げていただく方が

立ち位置から考えると、なかなか難しいと

少ないというの が、現状であります。今後、

ころもあるかもしれません。

むなかた電子博物館が持続可能なもので
あるためには、新しい顔というものが出て

伊津： SNS が大きなウェイトを占めるよう

くる必要があると思うのですが、そのため

になって、発言したい人が直接 WEB にアッ

にはどういうことが、今、ネックになって

プしたりという、さまざまな直接発言の場、

いるのか。どこを解消すれば、ある程度の

Facebook でもそうですし、Instagram でも

改善の方向性が見えるのではないかとい

そうですけれども、みんなそれぞれ自分の

ったアイデア、そういったものをこの場で

スタンスでアップしていて、責任は自分だ

頂ければと思います。

というので、一つのメディアが成り立って
きています。ですから、かつては、
ニュースはきちんとした検閲をして、それ

矢田：私は、新参者ですから、コンテンツ

なりの専門的評価を受けた上でニュース

をどうやって作るかという筋道がよく見

が流れている。ところがそうではないニュ

えていない。そこにはボランティアとして

ースが、アメリカの大統領でもやっている

は限界があると思うのです。今日私もいろ

ようなニュースなど、大っぴらに飛び交っ

いろ言いましたけれども、アイデアを出す

ています。

ことは簡単です。ただそれをどうやって電

だから、その辺りの時代が、先ほどピラ

子的なコンテンツに持っていくのか、そう

ミッド的なものをみんなが嫌うという、ま

いう技術をもった人が必要です。それと、

さにインターネット的な方向が、どんどん

それを勝手に作るのはいいけれども、市の

やみくもに進んでいる。その辺りを、電子

博物館というのだったら、それをオーソラ

博物館がどういうふうに考えていくかと

イズしないといけない。誰がオーソライズ

いうところですね。

するのか。そういう組織がないといったら

ですから、みんなに出してというのでは

失礼なのですけれども、そういう状態です。

なくて、僕が非常に良かったと思うのは、

一般の博物館であれば、館長がこうしよう

北斗の水くみ写真展で、一般の人に写真を

とか、これはやめておこうとか。それから

出してもらうという。それで、その写真は

学芸員がコンテンツ案を作って持ってく

それぞれの人の作品であって、こちら側が

ると、諮問委員会がこれはいいでしょうと

呼び掛けたわけではない。そうすると、そ

いうようなことで、内容が決まっていくの

こをどうやって交通整理していくかとい

だろうと思います。私はこの運営委員会が

うことで、いろいろな分野というのがもう

諮問委員会のようなものかと思っていた

少しできてくるのではないかと思います。

のですけれども、ボランティアの立場とし
ては、そういうものを自分で作って、勝手

司会：ありがとうございます。

に展示するというわけにはなかなかいか

34

ないのではないか。とにかく、一番の問題

ば、この海の道むなかた館で、11 月初めに

点はそれで、専任の職員がいるわけではな

模型展というのがあったのですね。今回、

いということです。

模型展を見ることができて、こういうこと

それが普通の博物館とは一番違うとこ

に興味を持っている人がいるんだと。いろ

ろで、我々が何かアイデアを出しても、そ

いろなガンダムみたいな、地形の模型とか、

れを具体化して、市を代表するものとして

いろいろな模型があると。

提示することまで、どうやって持っていく

だから、そういう手作りのものを作ると

のか。その手順が、僕には全然分からない

いうことが、電子博物館の一番底辺であっ

のです。それが一番の問題点だと思います。

て、その中の、僕はもっとプログラムを、
例えば今だったら、スマホのアプリとか、

伊津：今のことに関連して、ちょっと矢田

LINE のアイコンの絵文字とか、いろいろな

さんの話を聞きながら思ったのですけれ

キャラクターとか、そういうのを作って、

ども、結局、どなたかが紀要に原稿を書い

ちょっとした小銭を稼いでいる人たちも

ている、というのが一つ電子博物館のコン

結構いるみたいです。むしろプログラムの

テンツができる重要なプロセスだと思う

ようなものが電子博物館でより確たる、次

のですね。それを、今は文章化したいなと

の世代へ引き継いでいくことができて、そ

思うのですけれども、場合によっては、電

ういう人たちが加わってくれると良いと

子博物館の紀要は印刷物ではなくて、本来

思います。例えば、この座談会は今ここで

は博物館上に電子的に置かれているもの

やるのが一番楽で、すぐ座談会が成立する

ですから、そこへ直接書くことを始めると

のですけれども、もし離れた人も参加した

か。あるいは、文章を持っていて書いたり

いとなったときにどういう方法があるの

すると。そこから、その文章ないしメディ

だろうかということも考えていったら、そ

アが電子博物館にもう少しなじむために

のプログラムというのに、もう少し近づけ

はどうしたらいいでしょうというの を、専

た電子博物館のコンテンツの在り方が見

門のプログラマーが作っていくことで、電

えてくるのではないかと思います。

子博物館のコンテンツができていくと思
うのですね。

司会：ありがとうございます。最初、矢田

ですから、これまでの 10 年の紀要の歴

さんの話にもあったオーソライズという

史の中で、多くの在野の、研究をしたり調

か、そういったところについての私の意見

査をしたりしている方々がいろいろな文

ですけれども、もともと は市として、まと

章を書いていますから、それがまだ紀要で

めてコンテンツ制作を発注していたとい

公開されたきり、そのまま電子博物館のコ

う経緯から、コンテンツについて 市として

ンテンツになってないと。そういうものを、

責任を持っていたというところがあった

取り上げていったらいいと思います。

と思うのですが、それに対して、近年の電

今、電子博物館の紀要というのはＰＤＦと

子博物館のコンテンツはそれぞれ委員の

いう、ただ紙の印刷物を電子的にしただけ

方、もしくは 委員の紹介する方による活動

のものなので、それがそうでないものへ向

記録であるとか、そういった より生々しい、

かうためには、博物館の一つの分野に、も

まさに今の研究活動の成果というのが出

っと小さい子からプログラムを作るとい

ているようになっていると思うのです。

うことがあってもいいのではないか。例え

一つ組織として責任を持つということ

35

は、もちろん大事だと思うのですが、すぐ

かする場合は、発注元にこういったものを

できるということからすれば、誰が書いた

作りました、こういう手続きで確認しまし

のかというか、そういったところをもう少

た、いいですか、載せますよというのがあ

し前に出しても 良いように思います。最近、

って、ホームページ上にアップというのが

新聞記事に記者の名前が出ているわけで

本来の手続きなのですけれども、これも過

すけれども、電子博物館の 各コンテンツに

去のいきさつからしますと、そういう形で

ついても、運営委員の誰が、もしくは 海の

は行われていないのだなと。例えば、大島

道むなかた館のどなたかが作ったものだ

の映像がアップされて、いつからでしたか

ということ、いつ作っただということを、

ねとか、個人的に見ていて、初めてそこで

外から見て分かるようにしていけば、電子

上がっているのを知る状況なのです 。本来、

博物館とその運営委員の立ち位置といっ

この事業においては、それはあり得ない話

たものが、また見えてくるのではないかな

なのです。

と思います。

それで、もともと４年間であれば、４年

その上で、例えば、特に歴史であるとか、

間でこういった事業をやりますよ。今年は

もしくは古代に関わるものについて、その

こういった事業をやりますよと。この部分

コンテンツの妥当性を チェックする、査読

は、自分たちでできますけれども、ここの

とまではいかないですけれども 、そういっ

ところは行政のほうで何かできませんか

たことを市側にお願いするということも

というのがあって、事業計画を立てて、そ

一つの手段ではないかと。

の事業計画に沿ってやっていきますよと。
当然、毎年毎年、修正はかかると思うので

吉原：ちょっと誤解のないように したいの

すけれども、そういった設計になっている

ですけれども、そもそも、この市民協働委

制度かなと思っております。

託というのは、市のほうが こういう事業を

ただ、これは建前になっているだけで、

やっていただく団体はございませんかと、

そのとおり、今方向をボンと変えてやって

まず仕様が出るのです。それで、では、そ

くださいとは申しませんけれども、そこの

れは私どもが同じようなことをやりたい

ところを踏まえた上で考えていっていた

から一緒にやりましょうというのがそも

だいたほうが良いのかなと思っておりま

そもの協働で、今、ここで議論されてある

す。

いろいろなことは、夢があっていいのです
けれども、ちょっと本来の事業趣旨からは

伊津：今の話は、誤解して聞いていたかも

外れているのではないかなと思っていま

分からないけれども、むなかた電子博物館

す。それを過去のいきさつがございますの

は、一番最初、市民協働を目指していた。

で否定はしませんけれども、このまま 乖離

その当時宗像市に市民協働の体制ができ

がひどくなったら、これ自体が存在しなく

てなかったから、宗像市の情報政策課が担

なりますよということは、お伝えしておか

当して、その諮問委員会としてこういう運

なければいけないのかなと思っておりま

営委員みたいな集まりがあって、作ったコ

す。

ンテンツとか、あるいは計画をどうしよう

あと、本来であれば、協働委託ですから、

かとかいうことをやってきたのです。です

私どもは委託者で、皆さんは、関係上は受

から、運営委員会のようなものは、宗像市

託してもらっているのですね。それで、何

は外部委託している者に対して意見を言
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うということだったわけです。それがだん

も少なすぎるというので、 1,000 円になっ

だんに、そのレスポンスがあまりにも悪す

たと。交通費の実費だけで、これだけの人

ぎるし、何かとんでもない方向へどんどん

が集まるものが増えるかというと、僕は増

行ったりもするので、本来のものをもう少

えるはずがないと思っています。だから、

しきちんとするためにはどうしたらいい

どういうふうにしていくかということは、

かということで、むなかた電子博物館の運

根本的には宗像市と運営委員会との関係

営委員会というものの役割があるのでは

をもう少し詰めて考えるしか、方向性はな

ないかということで発足したのです。

いと思います。

ですから、その現在に至るいきさつが、

僕は、運営委員会を引き受けるつもりに

他の協働委託事業所とスタンスが違うと

なって、もう 70 歳だから、ぼちぼち区切

いうことがもしかしたらあるかもしれな

りをつけようと、僕自身は思っています。

い。それはこの電子博物館の設立の当時は、

次の人に受け継がれなければ、この集まり

情報推進会議というのがあって、そこに、

はなくなるだろうと。次の人に受け継ぐた

情報政策課からこういうものを作ります

めに、運営委員会として受け継ぐのか、宗

けれどもいいですかと上がってきたので

像市が後を引き継いでいくのか。

す。その時に、勝手にそんな博物館を業者

むなかた電子博物館というのがあって、

に委託して作っても、市民のためにならな

ある時からなくなりましたというのは、や

いのではないか、という過程が、多分、宮

はり市民感情として許されないと思うの

川さんの参考資料とか、あるいは、むなか

ですね。これをどういうふうに続けていく

た電子博物館の紀要の１号とか、そういう

かということを、もう少し市の担当課と運

ところに詳細が書かれている。

営委員会の主要なメンバーで考えていく

それで、情報推進会議の答申を市長に 提

べきだと考えています。

出して、そして、決済を受けて、むなかた

そういうこともあって、運営委員会の事

電子博物館というのが発足した。ある面で

務局をずっとやってきたし、これからも続

いうと、一番最初の段階から、宗像市から

けていこうとは思っているのですけれど

委託を受けたと。これをやってほしいとい

も、そのスタンスが、ちょっと認識が違う

うことで、この電子博物館というのは始ま

部分がありますので、その辺りをこの座談

っていたし、そのあとも、その流れという

会だけでは時間が足りないので、またの機

のは変わってないと思うのです。

会に検討をしていきたいと思います。

それで今、極端に言うと、宗像市だけで
やってきた事業が、民間委託になったこと

司会：ありがとうございます。今の最後の

によって、ある面でいうと、それを請け負

話は、非常に議論になっているところだと

っている運営委員会が非常に少ない予算

思います。これまでの経緯があっての今で

になっていて、運営委員が活動する予算は

はありますが、我々と市が担うべき役割に

現実的にはほとんどない。委員やボランテ

ついて、その境界はいまいち分か りにくい

ィアの人は無償、ないしは手 弁当で行って

ところが多くあ ります。私自身もそれを気

いるというのが事実です。

付かずに、市の方に対して、ついつい同じ

ですから、運営委員会があっても、最初

ボランティア仲間のようにお願いしてし

は 500 円。でも、500 円では往復の時間を

まったり、語ってしまっているところがあ

含め何時間も束縛しているのに、あまりに

るわけですが、そこを曖昧にせず 、話し合
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いをしながら、はっきりさせていく必要が

がますます発展することを願っておりま

あるのではないかと再認識いたしました。

す。

この座談会は 、何らかの 結論を出すもの

どうもありがとうございました。

ではありませんので、今後、議論をしてい
ければと思います。
さて、時間となってしまいましたので、
今回これで座談会を終わりにしていきた
いと思います。ここでの話し合いを今後の
活動を考えるきっかけにしていただけれ
ばと思います 。今後、むなかた電子博物館

i

宗 像 市市 民 サー ビ ス協 働 化提案 制 度 に基 づ く。 宗 像市 との協 働 の もと 、 むな か た電 子博物 館 の 企画 ・ 運営 に つい
て 、 市 民団 体 「む な かた 電子博 物 館 運営 委 員会 」 が担 う。 2014 年 度 ～ 2017 年 度 に引 き続き 、 2018 年度 ～ 2021 年 度
の 4 年 間 の 事 業が 採 択さ れた。
ii

例 ： 大島 に おけ る 漂着 ゴ ミ問題 の 特 集に 関 して 、 その 海岸清 掃 活 動に 参 加し つ つ、 その昼 食 時 に電 子 博物 館 を紹
介 し た 。小 学 生を 対 象と した蝶 の 観 察飼 育 教室 を 主催 し、そ の 指 導の 中 で電 子 博物 館活用 法 を 紹介 し た。 な ど

iii

夜 空 に北 斗 七星 の 柄杓 が 海水を 汲 み 上げ て いる か のよ うな姿 を 見 るた め には 、 北 緯 33 度か ら 34 度 に あっ て 、
北 に 向 いた 海 岸線 が 必要 になる が 、 むな か たの 海 岸部 はその 条 件 を満 た す世 界 でも 数少な い 場 所の ひ とつ で ある 。
こ の こ とを 、 むな か た電 子博物 館 で はそ の 設立 当 初よ り大き く 取 り上 げ てき た 。
iv

む な かた 電 子博 物 館は 、 現在の 「 宗 像市 」 市域 に 限ら ず、隣 接 す る福 津 市や 岡 垣町 を含む 、 よ り広 範 な「 む なか
た 地 域 」を 対 象と し てい る。名 称 が 「む な かた 」 と平 仮名表 記 で ある こ とも こ れに 由来す る 。
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