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第 82 回

横浜ユーラシア文化館
2016 年 7 月

今回ご紹介するお客様は、神奈川県

横浜市中区にある横浜ユーラシア
文化館です。横浜港大桟橋埠頭

に近いこのあたりは神奈川県庁本

庁舎や横浜市開港記念会館など

歴史的な建物が並ぶエリアです。

２ 階には横 浜ユ ーラシア文 化 館、
４ 階 には 横 浜 都 市 発 展 記 念 館 が

あり、国際性と横浜の地域性を併せ
持つ文化施設となっています。

――ミュージアムの入り口すぐにユーラシ

アの地図がありますが、広大な地域ですね。

濃茶色のタイルの外観や高い天井

といったクラシカルな雰囲気の横

このうちの
「伝える」コーナーでは、

浜ユーラシア文化館について、図

「文献資料」の一部を展示しています。

書整理を担当されている学芸員の

現在は、バジル・グレイ氏旧蔵書の

竹田様にお話をお聞きしました。

中から、
ペルシア細密画が素晴らしい

『王書(シャー・ナーメ)』
（複製本）を

――まずは貴館についてお聞かせください。

横浜ユーラシア文化館は、東洋学者

である江上波夫先生が横浜市へ寄

贈された資料をもとに2003年３月

にオープンしました。寄贈された資料
は、
ユーラシア地域をテーマとした考
古・歴史・美術・民族資料が約2,500

点、文献資料が約25,000点です。考

古・歴史・美術・民族資料の
「モノ」
と、

「文献資料」
の2本立てで、当館のコレ
クションは構成されています。

紹介しています。

館名にもある
「ユーラシア
（Eurasia）
」

とは、ヨーロッパ（Europe）
とアジア

（Asia）を 合 わ せ た 言 葉 で、とても
広い地域です。
ヨーロッパとアジア

展示室の奥には「ライブラリー」が

あり、展示資料についてすぐに調べ

物ができるように参考図書を置いて
います。

は別々ではなく、陸・海のさまざまな

ルートでつながり、お互いに影響し

あって多様な文化が形成されてきま

した。

横 浜 ユーラシア 文 化 館 の 英 語

名 称 は【Yokohama Museum of

EurAsian Cultures】と記します。

あえて
「EurAsia」として い るの は、

と思いますが、
どのように整理されているの

をはっきりと示すためです。

蔵書には、ユーラシアの考古・歴史・

ロッパ」
と
「アジア」が並んでいること

美術・民族に係わる和洋図書、雑誌、

展示されているのでしょうか。

ラビア語などアジア諸言語の資料、

（昭和4）年に横浜中央電話局の局

陶 器、ガラス製 品、コイン、民 族 衣

年度には横浜市認定歴史的建造物

文化を伝える様々な資料を
「砂漠と

舎として建てられたもので、平成12

になりました。1階の旧第一玄関が

当時の雰囲気をよく残しています。

ですか？

――「ユーラシア」をテーマにしたミュー

ジアムとのことですが、
どのような資料が

当館の入っているこの建物は、1929

――「文献資料」には様々なものがある

ユーラシアという言葉の中に
「ヨー

装、装身具などのユーラシア各地の

草原」
「色と形」
「技」
「装う」
「伝える」
5つのテーマに分けて展示しています。
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図録の他に漢籍や中国、朝鮮語・ア

そして大英博物館の東洋部長を務
めたバジル・グレイ氏旧蔵書などが

あります。
この旧蔵書は、
インド、中国、
日本の美術をはじめ、日本では珍し
いイスラム美術に関する資料が充実
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したコレクションです。
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類を付与する場合独自分類にするの

導入ができること、多言語対応してい

検討中です。

していたことは、
できるだけ短期間で

についての作業を進行中で、
これか

ること、表記のゆれを意識せずに検

る予定です。漢籍だけは書誌情報が

できること、
でした。

スにデータ入力をして検索できるよ

いましたが、情報館は、
これらの条件

ら中国語などのアジア言語を整理す
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システムを導入するにあたって重視

整理作業では、情報館を使って資料

をデータ化しています。現在は雑誌
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索ができること、手軽にOPAC公開が

かNDCなどの既存の分類を使うのか、
また、当館は、ユーラシアをテーマ

にした考古・歴史・美術・民族資料と
いった
「モノ」
と
「文献資料」の両方

複雑なために、全国漢籍データベー

既存のソフトか独自システムかで迷

うにしました。

を満たしていた上に、
カスタマイズが

も
「モノ」
とそれに関連する
「文献資

かったことなどが決め手となり導入し

ることが目標です。その最初の一歩

可能であること、価格帯もちょうど良

ました。

――導入時はOPACにはJopacを採用

いただきました。

をコレクションとしていることが特色

でもあるので、データベースの中に
料」
とをリンクさせるようなしくみを作

として、楔形文字粘土板文書データ

ベースに、文献資料をリンクさせるこ

とを考えています。

自館でサーバーを管理してOPACを
公開することが難しい状況でした。
そ

――「文献資料」の利用はできるので

しょうか？

「文献資料」は閉架図書ですので閲

覧いただくには、
事前に利用申請をし

ていただくことになります。利用者は
研究者の方だけでなく、学生や一般

こで、サーバーを持たなくても手軽

に公開ができるJopacを導入するこ

とにしました。設定変更なども電話や

メールで気軽に依頼でき、すぐに対

応していただけたので良かったです。

――今年度からOPACサービス
（プレミ

の方もいらっしゃいます。
先日は、
イス

アム版）へ移行いただきましたが、使い

グレイ氏旧蔵書を利用されました。

Jopacでは、設定の変更などは依頼し

ラム美術を学ぶ学生さんがバジル・
また、カーリルの横断検索経由で当
館で所蔵する資料を知った方が、遠

方から来館されるケースもありまし
た。カーリルに登録されてから検索

数が激増したことには、
とても驚きま
した。

――情報館を導入することになった経
緯を教えてください。

入職してすぐ、
「文献資料」
を管理する

システムの選定を任されました。

システムの導入は初めてのことだっ
たので、私自身大変困りました。近隣

の博物館や美術館の図書室にお話

をうかがったり、図書館総合展へも足

を運び、いろいろなシステムのブース

を回ったりもしました。
システムによっ

て、デザインや機能、価格帯が様々

であること、独自システムのメリット、
デメリットについて、図書館関係者の
皆さんが親切に教えてくださり、勉強

になりました。

勝手はいかがですか？

て行っていただいていましたが、今

――最後に情報館や弊社へのご意見な

どをお聞かせください。

サポートサービスには満足していま
す。情報館の機能についても、大きな
不満はありませんが、CSVファイル

度は自分たちでやらなければならな

の取込などは手数が多いように感じ

前にお話をうかがったときは、面倒そ

くなればいいですね。

いというところが少し不安でした。事

うだなとも思っていたのですが、いざ

やってみると意外に簡単で安心しま

した。今では、気づいたときに、手軽
に設定の変更ができるところが良い

と思っています。

――これからの課題などはありますか？

まず、分類についての検討が挙げら
れます。文献資料は収蔵庫で閉架管

理しており、管理、出納するのは学芸
員です。OPACで検索して、文献資料

の配架場所コード
（棚番号）
と登録番

号を見れば、文献資料にたどり着くこ

とはできるので、今のところ分類は付
与していません。

しかし、パソコンが使えない状態で
は資料を見つけられませんので、体

系的な分類を付与してその順に配架

するかどうかを考えています。
ただ分
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るので、
もっとシンプルにわかりやす

NDL蔵書目録からのダウンロードは、
和書だとかなりヒットしますし、件名

なども参考になるので便利に使って
います。

また、同じ情報館を使っているユー

ザーが集まるユーザー研究会では、
いろいろな情報交換ができて良いで

すね。
こういった場はとても貴重なの

で、ぜひこれからも続けて欲しいです。
お忙しい中、いろいろなお話お聞かせ
いただきありがとうございました。今後

ますますのご発展をお祈りいたします。

横浜ユーラシア文化館

〒 231-0021
神奈川県横浜市中区日本大通 12
TEL：045-663-2424
http://www.eurasia.city.yokohama.jp/

