
稲葉　上道

［報告］
展示論的視点から見た「癩院記録―北條民雄が書いた絶対隔
離下の療養所―」制作の過程

はじめに
　博物館の展示制作の過程や理由が、作り手自身
によって明かされることはなぜか少ない。もちろ
ん利用者に見せるべきは展示であって、その裏に
ある事情を明かしても、うまく利用者に伝わらな
かった場合の学芸員の言い訳ぐらいにしかならな
いとは思う。
　しかし学芸員である者にとって、あるいは博物
館界全体にとっては、それぞれの館がどのように
して展示を作っているのか、お互いに知ることは
技術の向上のために必要だと思われる。私はかね
てから、例えば映画の世界のように、この技法を
用いるとこうした効果が期待できるというスキル
の蓄積が、なぜ博物館の世界にはあまり見られな
いのか不思議に思っていた。その展示手法とそこ
に期待できる効果の組み合わせが展示の基本的な
スキルとして蓄積され、必要に応じて選び使うこ
とのできる技術群が形成されるのは、博物館界全
体にとって必要ではないだろうか。そのためには
展示制作に携わった者が、その都度その展示手法
を選択した狙いと実際の効果を、少しずつでも公
にしていくことが大切だと思う。
　そこで今回の企画展の場合について、展示論的
な視点から制作の過程をまず自分で書いておこう
と思う。展示制作のプロセスは博物館や担当者に
よっても様々だし、加えて今回の展示がはなはだ
稚拙なものだったこともわかっている。しかし私
は、展示技術を展示業者に頼り切ってしまっては、
専門職として展示作家とでも言うべき一面を担っ
ている学芸員としての自覚を、失ってしまうので
はないかという危惧を感じている。また、外から
与えられたものをただ使うのではなく、実際に資
料を目の前にして、目的と予算や設備の制約との
間でどう表現するかを考えることが、現実的な展
示の技術をあみだし、あるいは的確な選択を可能
にしていくのだと信じている。このような理由で、
多くの学芸員がそれぞれの場合を明らかにしてく

れ、その結果展示手法とその効果が、博物館界と
して蓄積されていくことを望んで、自分の場合に
ついても書いておこうと思うのである。

展示のテーマとタイプ
　10月頃からの開催を計画していた2012年度秋季
企画展は、当初予定していた担当者が期せずして
外から持ち込まれた重監房施設の復元事業に取ら
れ、準備が不可能になったために、 6 月半ば急遽
私が担当することになったものである。準備期間
はとても短いが、それでも開催に漕ぎ着けられる
企画を立てる必要があった。
　まず最初に、療養所設置100年にあわせた2009
年の「隔離の百年」展や、全療協設立60年を記念
した昨年度秋季の「たたかいつづけたから、今が
ある」展のように、記念展を開催すべき事項があ
るかどうかを考えた。2012年秋としては、それに
該当しそうな事項は見当たらなかったため、テー
マ設定のアイディアは担当者が日頃抱いている問
題意識に基づいて考え出すべきと判断した。テー
マについては、普段から複数のアイディアを自分
の中に用意しておくのが普通だ。その中から今回
の条件に合うものを選ぶことにした。
　次に、ここ数回の当館の企画展のタイプがどの
ようなものであったかを考えた。昨年度秋季が写
真展、今年度春季が文字パネルを多量に読ませる
ものだったため、今回は実物資料を見せるオーソ
ドックスな博物館タイプの展示にすることにし
た。困ったときにいつでも頼れる“奥の手”とし
て、一人のカメラマンが1960年代後半から70年代
初めにかけて療養所の中の人間を記録した写真群
もあるのだが、昨年度秋も写真展だったことを考
えて回避した。
　とはいえ今回は準備期間が極端に短いという制
約があったため、複雑なテーマを設定しては実現
できない危険があった。また展示する資料につい
ても、各療養所や他館から借りて集めて来るだけ
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の時間的な余裕はなかった。そこで自ずと当館が
すでに収蔵しているものだけで、シンプルな展示
を作らなければならなくなった。当館にある実物
資料のうち、企画展示室をある程度埋めて展示を
成り立たせられるくらいのボリュームがあるの
は、作業の道具、生活用具、盲人会の楽器類、そ
れに入所者が作った作品だった。盲人会の楽器類
は昨年度春季に盲人に関する展示をしたばかり
だったし、作品展もこれまで開催頻度が高かった。
また作品は資料ではなく文字通り作品であって、
当然展示のタイプも博物館的ではなく美術館的に
なるため、この段階で選択肢から外した。したがっ
て作業の道具か生活用具しか、選択の余地がな
かった。

テーマの選択
　ところで療養所の中で患者が行っていた作業に
ついて、私は広く流布している患者作業のイメー
ジに以前から違和感を感じていた。患者作業は療
養所から強制的に労働を強いられたものという言
説をよく耳にするが、その意味は働かないと収入
を得られない状態に置かれていたため働かないと
いう選択が困難だったというのが正しい。もちろ
ん全員が参加しなければならない作業もいくつか
は存在した。ケガや体調悪化に対する療養所職員
からの注意喚起が欠落していたために、それが身
体障害の重度化や最悪の場合落命につながったこ
とも事実だ。また療養所側の都合として、患者を
働かせた方が予算上安上がりで済むとふんでいた
ことも間違いない。しかしナチスのユダヤ人強制
収容所のようなイメージで、強制労働が行われて
いたと語るのは明らかに誤りだ。
　以前、若い頃療養所内で大工をしていたという
ある高齢の入所者のご自宅にお邪魔し、補助付き
鉋の使い方を実演していただいたことがある。資
料館から持参した鉋を手渡すと、その方は急に活
力が戻ったように生き生きとし始め、力強く木材
を削って見せてくれた。その姿を見て、大工の仕
事はこの方にとってまぎれもなく誇りであり、
嫌々させられていたものとはほど遠いことがわ
かった。患者作業には、他人の役に立てることや
技を身につけていることを、本人が誇らしく思う

側面があるのだと。そこに目を向けず、させられ
た労働としてだけ片付けてしまっては、実際に作
業をして来た方々の人生のうち、豊かな部分を否
定しているのと同じではなかろうか。作業の道具
を企画展で取り上げるなら、患者作業の既存のイ
メージの補正を試みたい。そう考え、テーマは患
者作業に決めた。
　やや脱線になるが、テーマについてひとつ付言
しておきたい。博物館の展示、とりわけ歴史展示
において、テーマは目的の後に来るものだと私は
思っている。つまり、これを伝えたい、訴えたい
という目的が先にあり、それを実現するために適
したテーマを選ぶのが当たり前だと思うのだ。作
り手の目的もはっきりしないのに、展示したから
学んでいくようにと来館者に求めるのは横暴すぎ
る。
　これは、よく聞く「歴史を学ぶ意味がどこにあ
るのか」という問いとパラレルな関係にあると思
う。自分が、ある歴史的事象からこのような学び
を手に入れた、だから歴史の活かし方の一例とし
て他人にも伝えようというのが、本来のあり方で
はなかろうか。それを学芸員は、展示という表現
方法を用いて行うのだ。もちろん展示だけが学芸
員の表現方法ではないが、学芸員であれば展示が
主たる表現方法であることからは逃れられない。
仮に表現方法の選択肢に展示が含まれていないの
であれば、それは学芸員ではなく別の存在（例え
ば大学に勤める研究者など）ということになる。
　少し話がそれたが、したがってまず目的があり、
その後にテーマがあるはずである。しかしいかに
大切な目的とテーマであっても、展示という表現
方法をとる以上、展示する資料がなければ成立し
ない。ここに展示という表現方法の限界がある。
展示する資料もないのにテーマだけで展示を作ろ
うとしたら、それは作り手が判断を誤ったという
ことだ。時々耳にするが、このテーマを取り上げ
たから評価できるという展示評も、それだけであ
れば的外れだ。
　展示を作るという作業は、目的を持ち、テーマ
を選び、それに沿って展示できる資料を集めるこ
とが、まずベースとしてなければならない。資料
を集める過程で、目的やテーマが逆に影響を受け
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ることも十分あり得る。こうした過程を踏んだそ
の上に、集めた資料の中から展示を組み立てる設
営作業があるのだと思う。
　したがって概して言えば、博物館展示の善し悪
しはテーマだけで決まるのではなく、そのテーマ
を通して伝えようとする目的、適切な資料の収集
および選択、実際にどれほど効果的に目的を伝え
られるかを左右する技術としての展示手法、など
によって決まる。ちなみに美術館展示については、
取り上げた作品をいかにすばらしく見せられる
か、どれほど個々の作品の魅力を引き出せるかが
大きなウェイトを占めると思う。

展示手法
　ところで私個人としてはかねてから、ただ資料
を置くだけではない、博物館の資料になる前の現
役だった頃に、その物を取り巻いていた状況を彷
彿とさせる展示の方法を見つけ出す、という課題
を持っていた。そこで、作業の中で道具がどのよ
うに使われていたのか、作業の中で活きているよ
うな展示表現を目指したいと考えた。うまく見せ
ることができれば、どれだけの患者作業が療養所
に存在したのかを伝えるだけでなく、道具を使っ
ていた人々の姿を彷彿とさせることができるかも
しれない。そこまでできたら、世に数ある表現方
法の中から今や消滅してしまいそうにさえ思える
展示という表現方法にも、まだ有用性が残ってい
ると思えるような気がした。
　その展示表現を考える中で、道具と写真の組み
合わせで見せていく方法をとることにした。道具
をまさに使っている状態に近い形で展示し、そこ
に作業をしている様子を写した写真を加えてい
く。道具を主にし、写真が付加情報をもたらすと
いう組み合わせのくり返しだが、写真を展示室の
雰囲気作りのためだけに壁紙として使うやり方と
は違い、両方ともしっかり見せることができる。
これは新潟県にある笹神地区郷土資料館からヒン
トを得た方法だった。

展示の構成
　資料はすでにあり、加えて基本的な展示表現の
アイディアが浮かんだので、これで展示として成

立させられるとの見通しが立った。次に企画展全
体の構成を考えることにした。テーマは患者作業、
目的は患者にとって苦しみだけでなく、誇りや達
成感を感じる療養所生活での大切な一場面でも
あったと伝えること。いくつもある作業の場面を
軸に、その前提として患者は収容され療養所で一
生を送ること、療養所生活の他の場面との関係、
作業に対する療養所側の思惑、義務作業と義務で
はない作業の別、作業と治療の関係などを示す必
要がある。患者作業の中には亡くなった患者の火
葬まで入ってくるから、死までを視野に入れてお
いた方が良いのか。そして何と言っても、作業に
対する患者の気持ちをどのように示すのか。これ
は物を見せただけでは伝わらないので、なかなか
良いアイディアがうかばなかった。
　前後の要素とのメリハリで際立たせることもあ
り得るので、ここで一旦、実際に展示室ではどの
ように並ぶのかを考えることにした。また展示を
構成する要素としてあげたものは、そのまま展示
の各コーナーとなる可能性が高いため、企画展示
室でのスペースの配分も考えることにした。
　当館の企画展示室は可動壁の出し方で、部屋の
使い方にいくつかのバリエーションを生み出すこ
とができるようになっている。例えば長方形をし
た部屋の短辺 2 面は、人が入れるほどの大型の展
示ケースになっているのだが、このウォールケー
スを隠す形で手前に可動壁を出してくることがで
きる。可動壁で隠してしまえば 4 面すべてが壁で
覆われた部屋になり、可動壁をしまえば 2 面は壁
面全体を展示ケースとして使うことができる。ま
た可動壁を部屋の中央に出してくれば、正方形に
近い 2 つの部屋に分けることもできる。これらに
加え随時展示ボードを立てたり、可動式の展示
ケースを置いていくことで、企画展ごとに必要な
スペースや導線を作り出すことができる。
　今回の企画展は、主に実物資料を見せるタイプ
の展示にすると決めたので、自ずと部屋の使い方
も細い導線を迷路のように長く引くのではなく、
あまり間仕切りのない空間にエリアを設定してい
くイメージになった。というのも、実物資料は形
や大きさがまちまちである上、それらを入れる展
示ケースや乗せる展示台の分のスペースも確保し
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なければならない。さらに来館者がつまずいたり、
車いすが通れないような狭い通路幅であってはな
らないので、写真展など平面の資料の展示に比べ
て手前に引きを大きくとることになる。ウォール
ケースを使うかどうかは、最終的にどんな大きさ
の資料を展示するか、破損や盗難のリスクが高い
かなどで決まるのだが、今回念頭にある作業の道
具の中には、該当する物はなさそうだったため、
可動壁で隠し、 4 面とも壁面として使う方向で考
えた。

随筆の展示化という発想
　こうした準備の過程で、他の要素と患者作業と
の関係をよりはっきりと把握しておくためにいく
つか参考文献を読んだ。その中に北條民雄の随筆

「癩院記録」と「続癩院記録」があった。患者作
業も含め療養所での暮らし全体を伝えるルポル
タージュで、どんなにひどい状態になっても人が
生きることの尊さを伝えるものだった。作業につ
いても、軽いタッチで描かれた記述にはどこか楽
しさがにじみ、作業の持つ意味がそれをする患者
の近くに感じられた。この随筆は以前にも読んで
はいたのだが、展示として表現し直すという発想
とは結びついていなかった。この随筆だったら、
今回設定していた目的とテーマを包含し、さらに
一歩踏み込んだメッセージを提示できるかもしれ
ない。ちょうど当館では、同じ時代、同じ療養所
で使っていた道具や、園内の様子を写した大量の
ガラス乾板を所蔵している。この随筆を展示ス
トーリーとして使い、展示化することができない
だろうかという発想が浮かんだ。
　この 2 つの随筆は、小説「間木老人」と「いの
ちの初夜」で文学界の注目を集めた北條が、自分
の暮らす全生病院がどのような場所なのかを社会
に知らせる目的で、1936（昭和11）年雑誌『改造』
に連載したものだ。元々療養所の外の人たちが理
解できるよう配慮して書かれているため、それか
ら70年以上の歳月を経た今日の私たちが読んで
も、当時の療養所の様子を想像しやすいものに
なっている。発表前に幾分かの療養所側の検閲を
経ている可能性が高いとは言え、基本的にノン
フィクションの作品である。療養所の中の様子を

社会に知らせるこれらの作品は、患者の苦悩や希
望を通して人間像を提示しようとする北條の他の
作品とは、明らかに趣を異にしている。主に入院
直後の様子、療養所の敷地内の地理的様相、患者
作業、治療薬、趣味、社会からの慰問、重病室へ
の入室、重病室での患者付添の仕事の流れや当直、
重病室にいる患者の様子、入院してきた親子の諸
相、死などを描いており、絶対隔離の時代にあた
る1936（昭和11）年頃の全生病院がどのような世
界だったのかを、観察者的なスタンスで伝えてい
る。とは言え、場面ごとで患者が見せる態度には、
希望・執着・諦念・達観などが入り交じった心の
動きが、他の作品、特に小説に比べ控え目にでは
あるが描き込まれており、北條が一貫して追究し
た「人間を書く」というテーマとつながっている。
北條はまわりの患者たちの姿を通し、新しい人間
のありようを書きたいと願っていた。この二つの
随筆にしても、社会に対して本当に知らせたかっ
たのは単なる療養所の中の様子ではなく、そこに
暮らす人間たちだったように思えた。
　北條は「生命の根強さ」を持つ人間に対する尊
敬の念を抱いていた。この北條のメッセージを伝
えることができたら、プロミンにはじまる化学療
法の登場よりも前の、「不治の病」と呼ばれてい
た時代のもはや過去のものとなった状況を、改め
て展示で取り上げる意味が十分にあると思われ
た。つまり北條はこの随筆で、当時の症状と患者
を取り巻く状況とを背景にして、重度の身体障害
を負う者や、治療が望めない病気を患う者が身を
もって示す、“それでも人間として生きることの
尊さ”を描いているのだが、これは原因や時代背
景が異なっていたとしても、まぎれもなく広く社
会にとっての今日的課題だと思ったのである。一
生懸命に生きる患者の姿を具体的に知ることがで
きれば、作業にまつわる従来の強制労働のイメー
ジも自ずと補正されるだろう。加えて文学館の展
示のように、北條の作品を読もうとするきっかけ
を来館者に用意することもできると考えた。

文章表現と展示表現
　もうひとつ、これらの随筆の展示化を試みよう
と考えたのには、博物館学的な理由があった。随
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筆を、元の文章とは異なる表現方法で描き、両者
を並存させることで、来館者が文章表現だけでは
持ち得なかったより強いリアリティをもって当時
存在した状況を認識し、患者が示した“生きるこ
との尊さ”に共感できるのではないかと思ったか
らだ。文章表現と展示表現は、それぞれ異なる長
所と短所を持っている。例えば文章表現は人間の
感情や概念を示すことに優れているが、展示表現
はこの点は不得手だ。逆に展示表現は直接的なリ
アリティの提示に優れているが、文章表現はすべ
てを一旦文字に置き換えるプロセスから免れ得な
い。ひとつの状況を複数の方法で描く表現が積み
重ねられていけば、それだけその状況に対する認
識に、厚みを生むことができるのではないだろう
かと考えた。
　これらの随筆が描く療養所の様子は、絶対隔離
の時代のものだ。絶対隔離の時代に関してもまた、
患者作業の場合と同様の、というよりもそれを含
んだ形での、イメージと実態との齟齬が見られる。
絶対隔離の時代については、誤った政策により強
いられた犠牲の側面を中心に、すでに多くが語ら
れてきている。その一方で、国の責任を軽減しよ
うなどというつもりは毛頭ないが、国から受けた
ものだけが被害のすべてでないことも事実だ。さ
らに言えば、被害だけが患者の人生のすべてとい
うことも決してない。絶対隔離の時代は、ハンセ
ン病政策の歴史の中でも患者に対する扱いの苛酷
さが際立っているため、とりわけ政策により被っ
た被害の側面が強調されてきたのであろうが、こ
の時代にも、患者は療養所の中にあっても日々の
生活を持ち、少しでも「良く」暮らそうと努めて
来たのだ。
　患者が人間として生きた姿を見失わないでいる
ことは、患者・回復者ではない私たちが回復者の
人生が持つ豊かさの部分をも否定してしまいかね
ない歴史認識を乗り越え、一人一人の回復者それ
ぞれと向き合った人間関係を築く上で不可欠なは
ずである。また、ハンセン病の歴史と今日的課題
との接点を、私たちが自分自身で見つけることへ
とつながるだろう。今日すでに流布しているもの
より、少しでも厚みのある認識を手に入れるため
に、来館者がふれることのできる表現形態のバリ

エーションを増やす。その 1 つに展示も含まれる
ならば、それは博物館施設の役割だと考えた。し
たがって今回の展示については、展示を見るだけ
でなく、また随筆を読むだけでもなく、展示と随
筆の両方を相互補完的に活用してもらえることを
期待した。

コーナー立てと資料の有無
　「癩院記録」「続癩院記録」は、いくつもの節に
分けて書かれている。展示ではその記述の順序と
内容に沿って、コーナーを立てることにした。各
節の要点を抜き出して、コーナーにすることにし
たのである。とはいえ、「ぶち抜き」という一部
の患者の間だけで信じられている治療法や、患者
の親と子にまつわる物語の詳細などは、展示の流
れ上のわかりにくさや展示不可能な内容であるこ
とに鑑みて、割愛や他の箇所と合併することにし
た。その結果、1 .入所直後　2.敷地内の様相　3.患
者作業　4.治療薬　5.趣味　6.慰問　7.症状の悪化
と入室　8.重病室の付添　9.重病室の入室者　
10.患者の親子　11.死　の各コーナーができた。
　続いてそれぞれのコーナーをどんな資料で成り
立たせるのか、収蔵している資料の中から何を選
択するのか考えた。「 1 .入所直後の病棟内」につ
いては、写真以外に資料はなかった。「 2 .敷地内
の様相」では、北條が敷石道のことを書いていた
ので、敷石作業をしている写真と、敷石及び写真
に写っている道具を一緒に並べることができると
思った。「 3 .患者作業」は、北條が書いている作
業に加え、同じ年の全生病院の年報から存在して
いたことがわかるいくつかの作業までを範疇に入
れて資料を選ぶことにした。展示方法は患者作業
で企画展を考えていた当初の通りにするつもり
だったので、実物資料と写真の組み合わせが可能
かどうかで選んだ。「 4 .治療薬」は、大風子油と
注射器と注射の写真の他にはなかった。「 5 .趣味」
は、盆栽や菊作りなどの写真に加え、同じ年の全
生病院の機関誌『山桜』から俳句をいくつか見つ
けることにした。繃帯の巻き方と義足については、
常設展示室で展示している実物資料が念頭にあっ
た。「 6 .慰問」は、その多くが行われた礼拝堂の
シャンデリアと、講演や音楽会などの様子を写し
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た写真があると思った。「 7 .症状の悪化と入室」
から「10.患者の親子」までは、写真があること
はわかっていたが、実物資料は病衣とカニューレ
以外なかなか思い当たらなかった。展示に馴染み
にくいエピソードの箇所でもあり、工夫が必要だ
と感じた。「11.死」については、納骨堂等の写真
以外にはないと思った。展示の最後には、著者で
ある北條民雄の写真とこれらの随筆を収録してい
る『定本　北條民雄全集』上下巻を出すことがで
きると考えた。
　このように粗い見通しではあったが、「癩院記
録」と「続癩院記録」を展示化する発想は、展示
資料が存在するという裏付けを得たことで、どう
やら実現できそうだった。確かに 7 ～ 10のコー
ナーには見通しの不透明さを残していたが、概ね
展示として成立させられる目処が立ったと思っ
た。

展示手法と狙った効果
　その上で各資料をどのように並べ、展示室全体
の仕上がりがどうなるのかというイメージをさら
に固めて、実際の設営に取りかかった。すでに今
回は、展示室の 4 面とも壁面として使うことは決
めていた。展示を見るのと並行して北條民雄の作
品を読んでもらうことを期待した企画であるた
め、来館者が図書室へ入りやすくなるように、展
示室の出入口は図書室入口前の扉 1 箇所とした。
導線は反時計回りとし、各コーナーの最初に 1 枚
ずつコーナー解説のパネルをつけた。解説文は原
作にある節の要約とし、原文がそのまま出ている
との誤解を避けるため、原文の“である調”に対
して“ですます調”で書くことにした。また随筆
をベースにしていることを意識しておいてもらう
ため、解説文は縦書きを採用した。出入口付近に
展示ボードを設置して、開催の趣旨、導入のため
の画像、順路を示した。

①出入口

　入口を入って右側の固定壁から最初のコーナー
を始めた。「 1 .入所直後」には写真資料しかなかっ
たが、北條が筆に力を入れた箇所に呼応するよう、
写真パネルもA 1 とA 3 ノビとを使い分けること
にした。

　「 2 .敷地内の様相」には、原文が説明している
のに合わせ、全生病院の敷地がどうなっているの
か、建物にはどんな種類があるのか、患者はどん

②縦書きの解説パネル

③サイズを変えた写真
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なことをしているのかなどを示す地図や写真を壁
に掛けた。また実物資料を乗せるステージを設置
して、敷石作業の写真と敷石及び道具類、盲人の
写真と盲人杖をそれぞれ組み合わせて展示した。
コーナー 1 と 2 は原文の中でも、収容されて間
もない患者が、これから待ち受ける療養所生活に
大きな不安を感じている頃の描写であるため、解
説パネルと写真パネルの色も黒を基調とした。

④敷石作業の展示

　「 3 .患者作業」では、当初から考えていた通り、
展示方法に動きをつけた道具とその道具を使って
いる様子を写した写真とを組み合わせることにし
た。千歯に本来あったはずの足をつけ、製材に用
いる木挽き鋸は丸太に縦に切り込ませた。材木を
切るための直線をひく道具である墨壺には、なく
なっていたカルコと糸を付けた。整然と並べるの
ではなく道具に動きをつけた方が、それが使われ
ている場面を想像しやすいと考えた。付加情報を
もたらす写真は、画像版のキャプションのような
イメージで道具の横にスタンドで立てることにし
た。

⑤木挽き鋸の展示

　北條の描写に従い、着物の半襟は洗濯ではなく、
あえて農作業と組ませて展示した。北條が書いて
いるものの写真しかない作業は、複数枚の写真を
連続して塊として見せるような展示の仕方を考え
た。特に「繃帯・ガーゼの再生」は連続して見せ
ることで、一連の作業工程としての動きがあるよ
うに錯覚させることができるのではないかと思っ
た。実物資料の繃帯を一緒に展示することもでき
たが、左右に並ぶ比較的大きな作業道具に埋没し
てしまうように思われたので、ここは写真の連な
りに任せ、繃帯は「 5 .趣味」に回すことにした。
　5 ～ 6 枚の写真でひとつの事象を表す箇所は他
にもあり、ブロックを形成するように展示したい
のだが、実際にやってみると 1 本のワイヤーに 3
枚もの写真を掛けるとどうしても左右のバランス
を失ってしまい、ちぐはぐでまとまり感が出ない。
そこで今回は金属製の網をワイヤーで吊り、そこ
に写真を掛けるという方法を採用した。こうする
ことで、 6 枚の写真にまとまりを持たせつつバラ
ンス良く展示することができた。

⑥実物資料と写真の組み合わせ

⑦ 6連写真の展示
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　「 5 .趣味」では、多くの患者が取り組む趣味の
ひとつが俳句や短歌を園外の懸賞などに投稿する
ことだったので、『山櫻』から選び出した俳句を
ハガキ風の紙に印刷することにした。また繃帯の
巻き方に凝る患者の描写を受けて、北條が引用し
た坂井新一の詩謡集『残照』と繃帯を一緒に展示
した。

　「 6 .慰問」では、この随筆の核心の 1 つだろう
と思われる記述を原文のまま引用したパネルを、
写真や実物資料から独立させた形でスタンドに立
てた。コーナー 3 から 6 までは療養所での暮ら
しに慣れ、毎日くり返される生活の風景を描いた
箇所であるため、パネル類の色は安心感のある茶
色にした。

　「 7 .症状の悪化と入室」から「10.患者の親子」
までは、北條がこの 2 つの随筆で最も力を込めて
書いた箇所である、重病室に入っている患者の様
子に該当した。そのため展示もここに力点を置く

⑧繃帯と詩集の組み合わせ

⑨「6.慰問」のコーナー

必要があった。しかし重病室に関しては、原文の
北條の記述の多さに反して実物資料はほとんどな
く、写真資料しかなかった。そのため写真資料だ
けで迫力を出す方法が必要だった。そこで重病室
内を写した大伸ばしの写真 8 枚を壁が埋まるくら
いに固めて掛け、その手前に小さな実物資料を 1
点だけ置くことにした。30cm角のアクリルケー
スに入れ、前後の資料から独立して目立たせ、か
つ来館者が見やすい高さに展示する必要から、高
さ90cmの角柱型の演示台の上に置くことにした。
写真に比べて実物資料は圧倒的に少なく小さい
が、そのことがかえってその物の印象を強めるの
ではないかと考えた。また場所が「 3 .患者作業」
のコーナーの対面にあたるため、患者作業の動に
対する重病室の静として、コントラストを持たせ
ようとした。パネル類の色も、モノクロ写真との
組み合わせで静謐な印象を生み出せるのではない
かと思い、シルバーにした。

　重病室内の写真を展示することには、それなり
の覚悟を要した。当館ではこれまで、重症な患者
の顔がわかる写真や症状がはっきり写っている写
真の公開を控えてきた。というのも1996年のらい
予防法廃止直後に、病気は治っているものの変形
が目立つ後遺症のある回復者がマスコミに登場し
た際、今ではあまり目立たない後遺症を残すだけ
の別の回復者が、周囲の人間、とりわけ親族から

「おまえもいずれ、あんなにひどくなるのか」と
いう心ない言葉が浴びせられたという話を聞いて
いたからだ。昔のひどい症状を見せることには、
かえって偏見を助長するという不安が現存する

⑩ A1写真8枚で壁を埋める
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し、今回の展示に対しても批判が出る心配があっ
た。しかし今回展示でとりあげた随筆で北條が伝
えたかったのは、この病気をまだ治せない時代に
あって症状の進行や重症化に悩み苦しむ一方で、
それでも懸命に生きる患者の姿だ。展示も当然、
それを伝えなければならない。そのためには前提
となる、悩み苦しんでいる状態を知ってもらわな
ければならなかった。もちろんあまりにもむごい
状態を見せる訳にはいかないが、ある程度までは、
重病室に横たわる患者の姿を知らせることにし
た。私は、事実なのだから何もかもありのままに
明かすべきだという考え方には、それだけであっ
たなら賛成できない。文章であろうと展示であろ
うと、表現者には、それをすることで結果何が起
こるのかについて、配慮する責任があるからだ。
今回この部分について、これまでよりも一歩踏み
込む判断をした理由は、文章表現よりも優る展示
表現のリアリティを強調したかったからではな
く、北條のメッセージを伝わりやすくするために
不可欠なリアリティだったからだ。北條のメッ
セージが伝わることで、昔の患者と今の回復者に
対する、人間として懸命に生きてきた人たちとい
う社会の認識を強めることができると期待した。
そしてその認識が、現在の障害者や難病の患者に
向き合う社会の態度につながっていってくれれば
と願った。しかしこれが意図に反して、回復者と
親族との関係に亀裂を生むことになったとした
ら、それ相当の責任を負わなければならないとも
思っていた。
　「 9 .重病室の入室者」では、「 6 .慰問」と同じ
く原文を引用したパネルを立てた。日頃から、本
の文章をそのまま切り出してパネルを作るような
展示方法は用いたくないと思っていた。今回の展
示は随筆を展示化するという位置づけだったし、
来館者にしてみれば本に書かれている文章をその
まま読ませられるのなら、展示ではなく本で読ん
だ方が良いと思うだろう。しかし、ここがこの随
筆の核心だと思う箇所については、それを欠落さ
せたのでは展示で表現し直したことにはならな
い。どうしても展示では表現することができない
部分でもあり、やむなくこの 2 箇所だけ、原文の
まま引用してパネルにすることにした。これが展

示という表現方法の限界だと思った。しかし逆に
引用パネルを 2 枚に抑えることで、かえってその
2 つの箇所を目立たせられるのではないかとも考
えた。
　「私は彼を見るときっと思うのであるが、それ
は堪え得ぬばかりに苛酷に虐げられ、現実という
ものの最悪の場合のみにぶつかって来た一人の人
間が、必死になっていのちを守り続けている姿で
ある。これを貴いと見るも、浅ましいと見るも、
それは人々の勝手だ。しかし、いのちを守って戦
い続ける人間が生きているという事実だけは、誰
が何と言おうと断じて動かし難いのである。」
　これは「 9 .重病室の入室者」で原文をそのま
ま引用した箇所、「続癩院記録」の中の、極めて
重度の障害を負った患者の凄まじいばかりの食事
風景と、しかし聡明で周囲に気遣いを欠かさない
普段の態度とを描写した後に続く一節である。こ
れがこの随筆の核心だと思った。この一節をより
伝わりやすくするために不可欠な実物資料は、ど
んぶりとガーゼだった。しかし当館は当時のどん
ぶりを収蔵していなかったし、ガーゼもだいぶ時
代の下ったものだった。多磨全生園内に残ってい
ないかと探してみたが見つからなかったので、や
むを得ず同時代に社会で流通していたどんぶりを
骨董屋で購入して、参考資料として展示すること
にした。どんぶりと聞いて現在イメージするもの
よりも、やや小ぶりで背が低く、浅く、安定感の
ある器が当時のどんぶりの姿である。これをイ
メージできると、北條の「顔を突っ込んで食べる」
という描写が腑に落ちる。この展示については無
理をし過ぎた感が否めないが、北條のメッセージ
を伝わりやすくするためのリアリティを、来館者
にもたらすことが今回の展示の役割と考えて臨ん
だのだから、随筆の描写を支える物がどうしても
必要と判断した。
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　入口に立てた展示ボードの裏側は、「11.死」の
展示スペースに充てた。さらにエピローグ的に、
北條民雄の写真、『定本　北條民雄全集』上下巻、
作品年譜を展示するスペースを設けた。余談にな
るが、このコーナーには、最終的に北條民雄の万
年筆も加えることになった。これは入所者の山下
道輔氏から会期 1 ヶ月ほど前に突然寄贈された
もので、それまでは存在自体を知らなかったので
当然展示する予定もなかった。ありがたいことに、
北條民雄の随筆を使った展示を計画していること
を知って、わざわざ館に届けてくださった。

　図録に「癩院記録」と「続癩院記録」の全文を
収録したいとお願いした時も、北條の著作権を継
承した川端康成記念会と、全集の発行元である東
京創元社から、いずれも快諾をいただいた。企画
展の制作は、こうしたご厚意にも支えられて進ん
だ。
　解説パネルはすべて、館で所有している大型プ
リンタで印刷し、ハレパネで制作した。写真も解

⑪随筆の一節と参考資料のどんぶり

⑫北條民雄の万年筆

説パネルと同様大型プリンタで印刷し、フレーム
に入れる作業を行った。当館では企画展の設営を
業者に外注せず、学芸員が行うことにしている。
学芸員は展示する資料と使用する展示機材につい
て共通認識を持っているため、実際の設営作業の
中でどうしても生じてしまう微調整にも、柔軟に
対応することができるからだ。業者に外注したの
では、この柔軟さは不可能だ。展示技術のクオリ
ティで劣ることは否めないが、仮に業者の技術が
高くても、その時々の展示に適したものとは限ら
ないという難がある。学芸員たるもの、今はまだ
稚拙でもプロとしての意識を持って、実際に自分
でくり返し作業する中で少しでも展示技術の質を
高めていこうとする努力が必要だろう。こうした
理由から、当館では展示機材だけを注文するよう
にしている。ちなみに展示ボード、写真フレーム、
演示台、モニターなどの展示機材は、今のところ
企画展を開催するたびに必要に合わせて購入して
いる。一見贅沢をしているようだが、これらの展
示機材は一度使ったらそれっきりというものでは
なく、館に蓄積されていく。実際に展示の設営を
する場面で、比較的大きな制約として働くのはこ
うした展示機材の適不適なのだ。持っている展示
機材の種類が多ければ、それだけ展示表現の自由
度も増すことになる。つまり、学芸員にそれらを
使いこなす能力さえあれば、より適した展示表現
を選択することができるのだ。その点、一度きり
で後に何も残らない作り付けの仮設壁を建てるこ
とには、そうすることの効果がよほど見込めない
限りあまり賛成できない。当館ではここ 3 ～ 4
年、ようやく企画展開催に際して展示機材を買え
るようになってきた。もうしばらくは、このバリ
エーションを増やす段階にあると思っている。

⑬企画展示室の様子
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おわりに
　今回の展示は、すでに文章表現として成立して
いるものを、展示で表現し直すことを目指した試
みだった。二つの表現方法にはそれぞれの長所と
短所があるため、当然同じものにはならない。展
示に原作を読んだかのような気分を期待するのは
的外れだし、反対に読んだ気になられても困る。
今回の場合、あくまでも主体は原作である随筆、
文章表現の方なのだから、原作をきちんと読んで
いただく気を展示が削ぐようでは、何のための展
示化なのかわからなくなる。相互補完の関係が望
ましいのであって、展示表現は文章表現から一方
的に補われるばかりではなく、イメージを提供す
ることで補うこともできるとわかってもらいた
かった。いや、展示を表現手段として用いる私自
身が、そうできると信じたかったのだ。
　とはいえ、展示に可能な限りの表現を突き詰め
て企画展を作ることができた訳では決してない。
また約 3 ヶ月間の会期中、狙った通りの効果を
得られたと思えるような来館者の反応もあまりな
かった。自分の稚拙さを恥じるばかりだ。次はも
う少しましになりたいと思う。ただ、言わずもが
なのことではあるのだが、展示が一つの表現方法
なのだということは示せたのではないかと思う。
つまり今回主体であった文章表現の方から見て、
ズレが生じていると思える点こそが、展示表現と
しての長所あるいは短所や限界だったのだ。訴え
る力の強さでは劣る面も多いが、展示という表現
方法もあるのだと認識してもらえたならありがた
い。
　このような制作過程を明かすことは、私の学芸
員としての技量の低さが知れてしまうため恥ずか
しい気持ちもあるのだが、同じようにぜひ他館の
学芸員にもそれぞれの場合について明かす気に
なっていただけたらと思う。その結果、各現場が
必要に応じて選択できる展示技術群が形成され、
博物館界全体としてそれを共有できる状態が生ま
れ、私にもそこから学べる機会が訪れることを望
みたい。
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