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博物館資料としての写真のもつ価値とその活用方法について

～増山たづ子撮影の旧徳山村の写真を事例に～
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1．はじめに

当館では本年度の企画展覧会の一つとして「わたしの

徳山～増山たづ子故郷の記録～」を開催した。本展覧会

は，増山たづ子（徳山村戸入出身）の撮影した写真を通

して，廃村になった旧徳山村の自然や人々のくらしの様

子を紹介するものであった。増山の写真とともに，増山

の写真にも登場し，村の人々の生活を支えた民具等を12

点展示した。実物の民具とそれを実際に使っている場面

を写した写真とを同時に並べることで，写真が実物の民

具を理解する手助けにもなった。

私自身，この展覧会を通して，ドキュメント写真のも

つ価値を再認識することになったので，この機会に，博

物館資料としての写真のもつ価値とその活用方法をまと

めてみたい。

2，徳山村の廃村と増山たづ子

旧徳山村は福井県と岐阜県との県境に位置し，村面積

の99％が山林という山村であった。昭和32年12月，電源

開発促進法に基づき，村内を流れる揖斐川が電源開発株

式会社の調査河川に指定された。その後，昭和51年9月，

建設大臣は水資源開発公団に対し，事業実施計画を許可

し，ダム建設工事が正式に始まった。徳山ダムは治水・

利水・発電の多目的ダムで，完成すれば総貯水容量6億

6千万立方メートルの日本一の巨大ダムになる。しかし，

このダム建設のためには，ダムより上流側の徳山村で生

活をしていた8地区（徳山本郷・下開田・上開田・山手・

檀原・塚・戸入・門人）466世帯（1307人）の全ての方

が村外へ移転する必要があった。こうして昭和62年3月

31日徳山村は廃村となり，同年4月1日隣接する藤橋村

に合併された。

さて，増山たづ子は大正6年（1917）生まれで，現在

84歳のおばあちゃんである。マスコミにもたびたび登場

し，地元では「カメラばあちゃん」と親しまれている。

増山はプロのカメラマン（カメラウーマン）ではない。

どこにでもいる普通のおばあちゃんである。しかしふる

さと徳山を思う気持ちは誰よりも強く，また人一倍好奇

心も旺盛であった。

ダム建設の話が本格化した昭和52年，「このままでは

ふるさと徳山が本当になくなってしまう。・・・何とか

村の記録を残しておきたい。・・・」と思った増山は，

町から来るカメラ屋さんに相談した。そしてコンパクト

カメラのパイオニアである「ピッカリコニカ」を紹介さ

れた。同年10月10日の村民運動会を始めて撮影。出来上

がった写真をみて，大はしゃぎしたそうだ。みんなきれ

いに写っていたから。そのとき，．増山は60歳を過ぎてい

た。

生まれ育ったふるさとが水の中に沈んでしまうと思う

と，写しても写しても限りがなかった。「この風景もこ

れで最後」「今日というときは二度とない」と思い，無

心に，そして猛烈に撮影を続けた。その数は今では8万

枚にもなるという。

3，写真パネルの寄贈

増山の写真は素人の写真である。しかし，その素朴で

生き生きとした作品が写真集として世に出ると，全国的

に大きな反響を呼び，多くの人々に深い感動を与えた。

現在までに3冊の写真集が出版され，全国各地で，個展

も開かれた。

平成12年3月，増山本人から，こうした経緯で撮影さ

れてきた貴重な写真を，そのネガフィルムとともに当館

に寄贈したいという申し出があった。早速，当館のマル

チメディア担当職貝とともに調査に向かったが，その膨

大な写真の数を前に，整理の見通しが立たない状態であっ

た。そこで，とりあえず，パネルとして引き伸ばされた

写真389点（いずれも増山の代表作）とそのネガフィル

ムから取りかかることにした。まず，パネルの一点，一
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点に整理番号（登録番号）を付け，その写真のネガフィ

ルムを探した。さらに，その写真が出版されている3冊

の写真集の何頁に収載されているかを調べた。こうして

まとめたものが「整理表」（文末参照）である。

増山はただ「村の姿を後世に何とか残したい」という

純粋な気持ちで撮影した。後日，写真集になるとか，個

展が開かれるとか，博物館に寄贈することになるなどと

は全く考えてもいなかった。徳山村のおばあちゃんが，

徳山村の自然や徳山村の人々の暮らしぶりを，素直に撮っ

ている。だからこそ，普段通りの徳山の暮らしがそこに

記録されることとなった。

4，ドキュメント写真の価値と活用方法

増山の写真は，ドキュメント写真である。村の人々の

暮らしが増山の目を通して忠実に写し出されている。

青木豊は『新版博物館講座5　博物館資料論』で，

「二次資料とは，実物資料である一次資料を何らかの技

法で「記録」することにより発生した資料」（13頁）の

ことであるし，さらに，二次資料とされる写真とは，

「あくまで実物資料の記録としての写真」（62頁）を指す

という見解をとっている。

増山の写真には，当時，徳山で使われていた色々な民

具が登場するが，民具そのものを記録するために撮られ

たものは一枚もない。しかし，結果的にはいずれも村人

の生活場面の中に登場し，それらの民具がどのような時

期に，どのような使われ方をしていたかを，結果的に記

録するものとなった。（増山の写真には撮影年月日があ

るものが多い。）民具以外にも，年中行事や食文化にか

かわる写真もある。これらはすべて意識的に撮られたも

のでないが，今となっては貴重な記録である。

青木豊は前掲書で，こうしたドキュメント写真をいわ

ゆる「二次資料」としての写真と区別して，「一次資料」

として分類し，評価してもよいのではないかと主張して

いるが，私も同感である。

今回の企画展「わたしの徳山」では，増山が撮影した

写真と徳山村で使用されていた実物資料を同時に展示し

た。そのことによって，珍しい民具の使い方を一々紳か

な文章（キャプション）で説明する必要がなかった。増

山の写真を見ることで，来館者の誰もが，その使い方を

大まかには理解できたのではないかと思われる。博物館

におけるこうした写真の活用方法は，効果的であると考

える。

5，増山の写真に登場する旧徳山村の民具・行事

ここで「増山の写真」という場合は，あくまで当館に

寄贈された389点の作品を指している。それらの写真に

どのような民具や行事が登場するかについては，「整理

表」に項目を設け簡単に記した。紙面の都合上，すべて

について詳しい説明は出来ないが，数点について，紹介

する。

（1）整理番号3「幸い大根汁」（報恩講）

徳山本郷を除く各区では，浄土真宗誠照寺派の檀家が

圧倒的に多かった。しかし，村内には誠照寺派の寺院は
一ヶ所もなく，各区に道場を構え，春と秋の2回，本山

誠照寺（福井県鯖江市）からの僧侶の巡教（通称「オマ

ワリ」）が各道場を結んで行われた。

誠照寺派の家々のあいだでは，毎月数回，日を決めて

「お講さま」と呼ばれる寄り合い講が道場で開かれた。

戸入地区では11月23日頃「報恩講」を開いた。この時に

分け合って食べたのが「幸い大根汁」。御飯は各自が椀

に高盛りにして集まり，そのフタに大根汁をつけてもらっ

た。味噌仕立てであるがたっぷりと唐辛子が入っていた。

「お講汁」とも言われた。

（2）整理番号20「道作りに出かける宮川次郎さん」
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徳山村は豪雪地帯であった。増山の写真には雪が登場

するものが多い。

深い雪の上を歩くときに「カンジキ」を履くと，圧力

が分散され，雪に埋もれたり，足を取られることがなかっ

た。宮川さんは「カンジキ」作りの名人だったそうだ。

この日も「カサ」をかぶり，「ミノ」を着け，「カンジキ」

を履いて，さっそうと道作りに出かけた。

（3）整理番号53「田打ち」
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春のはじめ，耕作しやすくするために田を打ち返すこ

とを「田打ち」といった。「ミツグワ」はその際に使わ

れた道具である。

この写真は『日本民俗大辞典（下）』（吉川弘文館）に

も，耕作風景の資料（写真）として採用されている。

（4）整理番号147「おかみそり」
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おかみそりは，浄土真宗の家々における特異な慣習で

ある。子どもが生まれて最初の旦那寺の巡教の際，母親

か租母が子どもを抱いて道場に詣り，道場本尊前で住職

に経文を唱えてもらったあと，剃刀を白紙に包んで子ど

もの頭髪を剃ってもらう行事である。（実際は剃る動作
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をするだけ。）このときに法名までももらってしまった。

（5）整理番号209「ササマキ作り」
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旧暦5月5日の節句の前日，5月4日を宵節句といっ

た。この日はササマキを作るため，山から笹や菖蒲をとっ

てきた。

（6）整理番号216「苗運び」
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苗運びに使われている道具を戸人では「ジヤカゴ」と

呼んだ。「ジヤ」とは「蛇」のことで，カゴの編み方が

蛇のうろこに似ているこころから，「ジヤカゴ」と呼ば

れたらしい。

（7）整理番号218「十二灯」
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大晦日から元旦にかけて一年の吉凶を占った。一月か

ら十二月までの12本の蝋燭を立て，早く灯火が消えた月

は良くないとされた。

（8）整理番号275「村普請」
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村普請は総仕事，総普請とも呼ばれた。具体的には道

普請，神社・道場の掃除，雪下ろしなどである。この写

真は雪下ろしの風景であるが，除雪用具として「テコ」

を使用する者が見られる。日除け具として発達した「ゴ

ザミノ」を着る者も確認できる。

（9）整理番号295「元服祝い」

際言霊霊霊譲駁詰言霊笠畿造言享≡詰詰藍 �<x��~ﾈ旗旗ｶﾈｭ8蕀~ﾉ~ﾂ� � 
露騙蟻∴ 総：； 仂斡X�ｨﾋ闔ｩ<x��ﾉIﾙ�B�流言品1　　　　　　1　　　　　　－　1 �� 

灘灘鰯圏臨圏闇畷※緊 ����

拳 綴懸灘醒溺離繕． ．麗溺総※ ���4ﾘﾉxｧHｶ2�-H����-H���ﾙ����H*ﾘ�R��8ﾇ��X���R�二二離∴二言．一驚　∴＝〝＝iiie � 

綴園臨終：冨 　　●筆・： ・i・謡：・・、i ��8ﾉx�ﾉ���2�緑藻落雷議言霊星章1 � 

藤懸 鱗鱒　　　繍：：：‥ 　　　綴絨綴 網　　．；畿縄閏護蕊綴 �>X�ﾈ�Hﾉﾂ��依��h������7���Y�ﾙdB�譲吉 � 

：湖綴 闘病田園畷潮騒 滞 ∴ふ∴∴∴富浦繭蝉∴∴∴∴∴∴ ��　i●ふ：・”i 溺敬一濃蘭態懸 ヽ’・ 　蟹騒 剏C●・：・ 

綴 ��i-H�y-H�i}��x�r�：：壷慾；灘漆 ��ー　継 

擬態懸． 

徳山本郷では，15歳になった男子は，正月2日に白山

神社において元服祝いを受けた。元服祝いでは，生え際

の髪の毛を数本抜き取るという儀式をした後，拝殿で親

たちのこしらえたご馳走を食べた。

徳山村の白山神社では元服祝いが室町時代から続いて

いたとされるが，廃村で中断。伝統ある儀式が失われる

ことを惜しんだ旧村民らが，移転先の本巣町に徳山神社

が創設されたことを機に1991年に復活させ，現在も引き

続き行われている。

6，おわりに

先にも述べたように，今回の寄贈に当たっては，写真

パネルと同時にネガフィルムをも提供してもらった。そ

の結果，貴重な写真の焼き増しやパネル制作等が容易に

可能となった。しかし，すでに撮影後20年ほどの歳月が

経ち，その間，これといった特別の保管方法もとられて

いなかったため，ネガフィルムの劣化が進んでいた。

そこで，これ以上の劣化を防ぐとともに，この機会に

デジタルアーカイブ化しておくべきであると考え，ネガ

フィルムが見つかっているものについては，マルチメディ

ア担当の協力を得て，デジタルアーカイブ化を実施した。

こうし．た取り組みによって，旧徳山村の貴重な記録は，

半永久的に保存されることとなった。今後は，こうして

デジタルアーカイブ化された「映像」を，インターネッ

ト上を使って発信し，より多くの人々が利用できる環境

を整備していきたいと考えている。それは写真資料の活

用の幅を広げることにもなる。
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340 俔ﾘﾏｸｶ�Oﾈ+8/��S58 �� �� ��

341 冢Y�ﾈ,�,H�(ﾝ緯ﾈ.��H元 ��ｲ� ��184 �4ｨ52�

342 ��I�X,ﾈ���H-��S58 ��ｲ� 都r� �5�5�7��

343 亶h��+8/�,ﾈ5h4h�ｲ�S60 ��ｲ� 鼎��153 ��

344 �8(��,ﾈ截�S60 ��ｲ� �� ��

345 ���ﾋIZｨﾕ｢�S60 �� �� ��

346 ��儼8戊-�,ﾉ���ｹjｸ耳+8/��S59 ��ｲ� �#B� �5ｨ5��

347 俟ywH,ﾈ�(,iw��S59 �� �� ��

348 �7佶ｨ,ﾈ*�(9Zh*�+R�S62 �� �� ��

349 �684�5h竧.��S58 �� �� ��

350 �4ｨ988�8ｩ;ｸ,R�H元 �� �� ��

351 傴ｩ��c�D�(ﾈ�#I?ｨ,ﾈｧx�JﾙUﾈ橙�S60 �� �� ��

352 ��ｩ+x+8/��S60 �� �� ��

353 乂x�JﾙUﾈ檍,ﾈｴ�.�;�,ﾉ�ﾘ��+8/�,hﾏX釐+8/�� �� �� ��

354 �-ﾈ+x*h+8/�,h6�6�+8/��S58 �� 都��81 ��

355 冢Y�ﾈ,ﾉ��+8/�,h,�*�+8/��S58 ��ｲ� �� ��

356 �*�5H485ｨ98�-�� ��ｲ�61 ��83 �4�7ﾘ8�8｢�

357 �;h��+8/�.�ｮi*8.�� ��ｲ�47 �� ��

整理番号 俥ﾈ������������V�������������kﾂ�損影年 �6ﾈ��4ｲ�写真集A 們ｩ�頷t"�写真集C �6��ｨ+x.冕��.(ﾗ8饕�

358 儼8戊-�� ��ｲ� �� �5x8H4ｨ52�

359 倩(��Y�*"� ��112 �� 倩(��Y��

360 偖ﾉ?�9B�S55 ��ｲ�110 ��69 偖ﾉ?�9H���X､�?ｨ�｢�

361 �*位��x.�� ��ｲ�61 �� ��

362 亅�ｦ�,ﾈ岑,Y?��ﾉ(y|x*ﾒ� ��ｲ�95 ��14 ��

363 倚偃h.�� ��ｲ�28 ��49 �4ｨ52�

364 �-ﾈ*ｸﾞﾈ.�� �� �� �6ﾘ5(4ﾘ8｢�

365 �-8*ﾘ+h+8/�,ﾈ*�-H.yX�-�� ��ｲ�85 ��42 冕�b�

366 �>ﾈ物,h-8*ﾘ+h+8/�� ��ｲ�88 ��49 ��

367 儷�,ﾈ截�S57 ��ｲ�122 �� 冕�b�

368 �+x*)7�*ｨ.(,�,h曁*ﾈ,H�X�X�R� ��ｲ� �� ��

369 ��Y��,ﾈ*�,b�S56 ��ｲ�120 �� ��

370 伜(,ﾈｴ�.�;�� ��ｲ�87 �� �5ｨ5��

371 們Xﾟr� ��ｲ�23 ��58 ��

372 偸H*ｩx�+ﾒ� ��ｲ�16 ��12 ��

373 乘�,h*ﾂ� ��ｲ�63 �� �4ｨ7ﾒ�

374 �;�,�-�+X,ﾈ*�+h+8/�� ��ｲ�25 �� ��

375 冰云h+8/�� ��68 ��52 ��

376 ��(ｼh�� ��ｲ�9 �� ��

377 �?ﾈｧx��S57 ��ｲ�16 ��98 冕�b�

378 �5H5H7ﾘ4ﾈﾞﾈ.�� ��ｲ�28 ��66 ���R�

379 ��ｩX���� ��ｲ�119 ��79 ��

380 �>8�8+8/�.�岑ｪ�.�,舒i*8.�� ��ｲ�47 ��56 ��

381 �*掩(.�� ��ｲ�100 ��85 ��

3182 冲h+�+�� ��ｲ�90 ��75 ��

383 ���嶌�� ��ｲ�92 �� ��

384 �7�,ﾉN�� ��ｲ�101 ��19 冕�b�

385 �5h5h,ﾉOb� ��ｲ�94 �� ��

386 俶9��� ��ｲ�6 �� ��

387 �ｨｷ�-ﾒ� ��ｲ�33 �� �4ｨ5B�

388 �*�+h*(+8/�,hﾊ"� ��ｲ�23 �� ��

389 亰88h8｢� ��ｲ�40 ��90 ��

※パネルの仕様およびサイズについて

整理番号1－170　　　（170点）　　木製枠マットパネル＋半切サイズ　　　420×528m

整理番号171－190　（20点）　　アルミ額縁＋4切サイズ　　　　　　　　236×380m

整理番号191－306　（116点）　　デザインボード＋6切サイズ　　　　　　360×512m

整理番号307－354　（48点）　木製枠マットパネル＋半切サイズ　　　420×528m

整理番号355－389　（35点）　　ファンシーパネル＋ワイド4切サイス　　310×450m
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