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ま え が き

国立民族学博物館 (
以下､民博 とい う)は､1
9
7
4
年､大学共同利用機関として創設 された｡爾
来､民博 は国内における文化人類学 ･民族学及び隣接分野の中核的研究機関 としての役割を果た
して きた｡民博 は設置 目的に したがい､館外の研究者 を含めた共同研究 を推進するほか､｢
博物
館 をもつ研究機関｣ として標本資料の収集 ･整理 ･展示 を通 して研究成果を広 く市民に公開 して

9
8
9
年､本館 を基盤 として､捻合研究大学院大学文化科学研究科が設置 され､本館
きた｡ さらに1
では二専攻の大学院博士課程 において文化人類学 ･民族学の若手研究者 を養成 してきた｡
民博 は2
0
0
4
年､創設3
0
周年 を迎え､それを記念 して 『
国立民族学博物館三十年史』を刊行 した｡

1
9
8
4
年)､r
国立民族学博物
この 『
三十年史』お よびそれに先立つ r
国立民族学博物館十年史』 (
館の現状 と課題』(
1
9
9
4
年)は､1
0
年区切 りのそれぞれの時期における民博の 自己点検評価である｡
民博では上記 r
現状 と課題』 をうけて､1
9
9
8
年に研究部改組が行われたo さらに､法人化 を目前

0
0
1
年か ら2
0
0
2
年にかけて外部評価委
に して大学や国立の研究機関のあ り方が問い直 されていた2
員会が開催 され､2
0
0
2
年 『
外部評価報告書』が公表 された｡
民博が設立 されてか らの3
0
年間､民博 をとりまく状況は激変 した｡文化人類学 ･民族学が研究
対象 としてきた世界の諸民族社会のなかには､人の交流 と越境が当 り前 となったことを反映 して
多文化主義 をめ ざす社会がある一方で､個 々の民族社会では ｢自己の文化｣｢自己の歴史｣ を自
覚的に問い直す動 きも出て きた｡かつて文化人類学 ･民族学では､特定社会 を全体 として理解す
ることが必須 とされて きたo Lか し今 日では､特定社会の枠 を超 え､国家の枠 を超えて､世界規
模の視野で社会変動 と文化変容 を論 じることが要請 されている｡

0
0
4
年 4月､大学共同利用機関法人 として､国立
民博の制度的位置づけも激変 した｡民博は､2
歴史民俗博物館､国文学研究資料館､国際 日本文化研究センター､総合地球環境学研究所 ととも
に人間文化研究機構 を構成することになったO これにより､民博 は人間文化研究機構の‑農 をな
す大学共同利用機関 として､その使命 と役割を根本的に再考する必要に迫 られたO
人文社会系の大学共同利用機関として､研究者 コミュニティの要請に対応 した ｢
共同利用｣の
ための組織の整備､国際的な研究水準 を確保 し維持するための研究体制､研究成果公開のための
さらなる改善策､文化人類学 ･民族学の博物館 として新 しい時代 に対応 した常設展示のリニュー
アル構想等 々､焦眉の検討課題は山積 している｡
民博では法人化 を機 に､改めて研究部の改組 を行い､ さらに､上記の諸課題に関連 した改善策

0
0
4
年 4月､国立民族学博物館外部評価委員会 を設置 した｡ この委員会は､わが国に
を求めて､2
おける法人化後の祭過 した学術体制のなかで大学共同利用機関としての民博の研究教育水準 をさ
らに向上 させ､民博 の 目的 と社会的便命 を達成するため､点検 ･評価等 を行 うことを目的として
設置 された ものである｡
幸いに して､広い見地か ら民博の研究教育 と道営のあ りかたに関 して見識 をもたれる館外有識
者 にごl
失語 をいただ き､同委貞会委員に就任 していただいた｡

0
0
4
年度お よび2
0
0
5
年度に民博が作成 した自己点検 ･評価書 と民博運営にかか
この報告書は､2
わる諸資料 をもとに､同委員会で交わされた議論の内容 と各委貞の意見書 をとりまとめたもので
ある｡貴重 な時間を割いて真筆にご議論いただいた外部評価委員の先生方に厚 く御礼 申 しあげた
い｡

2
0
0
6
年1
2月

国立民族学博物館

松

館長

園 寓亀雄

序

2
0
0
4
年 に国立民族学博物館が法人化す るに当た り､外部評価委員会が設 けられることとなっ
た｡評価委貞は､同館の道営や学術 ･文化のあ り方等に関 してそれぞれに見識 を持つ館外の有識
者 6名をメンバー として構成 され､互選により私が委兵長に選ばれた｡ この 2年の間に､2
0
0
4
年

0
0
5
年度の活動について議論 を重ねた｡この報告書は､3匝川こわたって開催 された外部評価
度､2
委員会での各委員の発言記録 と外部評価者 としての意見をとりまとめたものであるO
法人化 にともない国立民族学博物館は､ 5機関が集結 した ｢人間文化研究機構｣の一組織 とな
り､機構の本部は東京に置かれている｡同館 にとってこの体制は､二重の組織 となるおそれがあ
り､評価 について も､国立大学法人評価委員会 による評価 を機構が取 りまとめる形 をとったた
め､各機関の独 自性が浮かび上が らないものとなっている｡ とくに国立民族学博物館 にとっては
｢
博物館｣ としての活動が どのように評価 されるのか とい うことが問題である｡ また､各機関の
研究内容や事業内容の全般については､機構で作 る実績報告書 に全部載せ られないことも問題 と
思われる｡ この ような状況にあって､国立民族学博物館 は主体 的な活動 について同館 の立場で
｢自己点検評価書｣ を作成 し､本委員会はそれに基づいて外部評価 を行 って きたO
今 日､研究機関は学術研究の進展や社会変化につれて組織の在 り方 も変わってい くことが求め
られている｡そ うしたなかで､本来の設置 日的を維持 ･発展 させなが ら､ どのように社会変化 に
向 き合ってい くのかを考えることが必要である｡ 自己点検評価 に基づいた外部評価が､国立民族
学博物館の将来にい くらかでも役立つことがで きれば幸いである｡
さらに､本報告書は､国立大学法人評価委貞会等の評価のあ り方に対 して我々が主張すべ きこ
とを主張 しつつ､可能であれば 2つの評価間の緊張関係 を保つことも期 しているoこういった自
らの点検評価 を自己完結的なものに終始 させるのでな く､あるべ き評価のあ り方に対 して も一石
を投 じていかねばな らない と考えている｡
最後に､国立民族学博物館は､学術研究の面だけでなく､社会､特に地域社会にとって もこれ
まで大 きな存在であった｡ これか らもこうした特性 を生か して､より充実することが必要である
と考えているO微力なが ら､この面で も役 に立てればと思っているD評価の労をとられた各委員
に対 し､深甚の謝意を表するとともに､協力いただいた国立民族学博物館の皆様 に感謝する次第
である｡
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0
0
6
年1
2月

外部評価委員会委員長

堀 井 良 段

まえかき
序

l 国立民族学博物館外部評価委員会名簿

1

l
l
.外部評価委員からの意見
日.外部評価委員会発言録

1 第 1回 (
平成 17年 4月 9日(
土))開催分

9
/館長挨拶 と趣旨説明 ‑1
9
/人間文化研究機構 について‑‑
委員会規則及び委員長選 ‑‑‑1
2
0
/機構の評価体制について
2
4
/研究活動について ‑ 26/博物館活動等について ･
2
9
/
社会連携等について‑‑3
1
/研究の展開について･
･‑
3
2
/博物館機能について･
･3
3
/調査研究
の重要性について
3
4
/飴長の挨拶その他 ‑ 3
6
出

2.第 2回 (
平成 1
7年 1
2月 1日(
木))開催分
館長挨拶 と趣旨説明･
‑‑3
8
/機構の評価結果について･
‑‑3
8
/財務内容について ･
‑4
3
/評価結
4
4/評価に対する評価について
･
4
6
/国際的動向の把握について ･
4
6
果の活用について
/評価に対する考え方について ‑
4
8
/地域研の改編について
5
0
/館長の挨拶その他･ 5
2
3.第 3回 (
平成 1
8年 4月1
9日(
水)
)開催分
委員会の趣旨等について‑‑5
4
/研究活動について ･
･5
5
/資料の共同利用について ･5
9
/情
報化等について.･
･6
1
/博物館活動等について
･
6
4/社会連携等について
6
5
/総研大及び
6
7
/自己評価書 と外部評価について‑ 6
8
/予算等について･
‑ 71
/博物
地域研究について‑‑‑
7
3
/館長の挨拶その他 ･
･
7
5
館 ･情報化について ‑･
l
V.参考資料
○国立民族学博物館 自己点検報告書

1.平成1
6年度 自己評価書
2.平成1
7
年度 自己点検報告書

1
05

○人間文化研究機構中期 目標 ･中期計画
○人間文化研究機構年度計画

1.平成1
6年度年度計画

2.平成1
7年度年度計画
○外部評価委員会規則等
1 国立民族学博物館外部評価委貞会

規別

2 国立民族学博物館外部評価委員会 配付 資料一覧
3.国立民族学博物館外部評価委員会 陪席者名簿

4.国立民族学博物館外部評価委員会

自己点検 ･評価委員会規則
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一

財 団法人

国立京都 国際会館館長

堀

良 股

財団法人

大阪2
1
世紀協会理事長

井

代表取締役副社長

(
五十音順)

｣

外 部 評 価 委 員 か らの 意 見

大貫

良夫

1

委員

｢
平成 1
7
年度 自己点検報告書｣(
参考資料9
1
頁〜1
0
4
頁)は､全体 としてよくまとめてある｡

ただ､各項 目で 1, 2の具体例 を簡潔に挙げた方が､民族学博物館関係者でない人に説明
しやすいと思 う｡
ステー トメン ト)が欲 しいO鳥井委員のコメン トにもあるように､資料の意義について一
言欲 しい ところである｡

3 研究事業の (1)機関研究の部分では､挙げてあるフォーラムやシンポジウムの 2. 3
について内容 とか反響 をごく簡明に説明 してはいかがか｡
4.同 じく (2)共同研究の部分 においても､ 2, 3のテーマについての内容や意義の簡単

な説明があるとよい｡従前 より継続 して きたもので成果が刊行 されたものがあればその こ
とを紹介 してはどうか｡

5.成果刊行な ど民博研究者の成果発表の一覧などはこの報告に含めてはいけないのか｡

6 社会 との連携は大変努力をしてお り､評価 されてよい｡今後､民博の目的のひとつ とし
て ｢
現代世界が直面する諸課題｣に取 り組むとあるので､何か一般にそのような課題だと
思わせ るものを取 り上げた展示などを企画 して納得 させてはどうか｡たとえば今回､ 日本
の子供 をめ ぐる展示があったが､それに関連 して 日本の子供の発育や運動能力､教育問
題､子供の社会関係 などを､ 日本内部での時間軸での比較や国際的な比較､民族学博物館
の得意 とする途上国との比較などが組み合わさると､今 日的意義についての説得力が増す
と思 う｡

｣

外部評価委員からの意見

2 全体評価の項で､は じめにもう少 し民博の性格 を明言する文言 (
いわゆる ミッション ･

神 田 道男

妻員

1 平成1
7
年度 自己点検報告書 (
参考資料9
1
頁〜1
0
4
貢)に関 し､過不足 な く評価が行われ
てお り､特におお きなコメン トはない｡

2 第 1回の委員会では､博物館の機能 と大学間共同利用機関 との関係が議論 されている
少 し説明があると良いであろう｡

3 地域研究企画交流セ ンターは､京都大学に移管 されたが､地域統合や紛争後の復興に基
礎 となるような､共同研究や国際的シンポジウムは､民族学の立場か らも継続連携 してい
く意義が大 きいと考える0
4 機関研究については､長期のテーマであ り､研究の進捗 を十分モニタリングし､適宜見

直すなど成果 を高める工夫が肝要 と思われる｡
研究の戦略性に関連 して､特定の 目的を立てて､その 日的を達成するための ｢プロジェ
ク ト｣ レベルの ものと､ もう一つ上の レベルで一種の戦略性あるいは戦略 目標 をもってい
るところの ｢プログラム｣ レベルが考えられるのではないか｡機関研究のテーマ等 も必ず
しも ｢プロジェク ト｣ レベルではな く ｢プログラム｣ レベルにフォーカスされているよう
なもの もあるので､その辺でテーマの整理が少 しで きるのではないか｡
また､機構その ものと民博 との関係で､いずれ非常 に密接か )ンケージを持って くるの
か､それな りに何か独 自性､ 自主性が保たれてい くような形で考えられてい くのかそのあ
た りも課題であろう｡

̲
｣

外部評価委員から の意見

｢
5 社会の連携｣の うち､博物館展示等の部分は､利用者数やデータの活用を含め､もう

興膳

宏

委員

1.人間文化研究機構のなかで､博物館 を持っている機関は 5機関のうち､ 2館である｡研
究機関であ り､博物館であるとい う二重の性格 を相即的有機的に結びつけ､多角的な戦略
を立てることが必要ではないか｡
づけが強いと考えられるが､一般社会か らはやは り博物館であ り､研究機関 という面には
あ まり目線がいっていないと思われる｡
上述の独 自性､特に研究機関としての性格 を一般来訪者 によく認識 して もらうための工
夫が必要である｡
他方､研究者は､研究の成果が社会一般の人々に理解 されてこそ博物館 としての効果が
発揮 されるとい う認識 をもつことが必要であ り､その認識の上に立っての広報活動 といっ
た ものが重要である｡

3 上記に述べたことは､博物館機能を有することは､ 自己収入が可能 という点で大いに有
利であると考えると､これをもっと活用 し､入場料の増収を図ることによって予算枠 を拡
張することも経済的な面で大切であ り､運営費交付金の漸減の中で 自己収入の強化 とい う
観点か らもいえることである｡給体 としての収入予算 を増やすための長期的あるいは中期
的な戦略 を持つ必要があるのではないか0

4 1にも述べたが､博物館 を持つ機関は 5機関中 2機関であ り､博物館活動 を通 しての地
域社会 との交流や､地域社会への貢献 ということに関 して､いっそう取 り組みを強化 して
い くことが重要である｡

｣

外部評価委員からの意見

2.民博 は､大学の共同利用機関として発足 し､基本的な性格 は研究機関であるとい う位置

鳥井 信吾

委員

1 平成 1
7
年度 ｢自己点検報告書｣ (
参考資料9
1
頁〜1
0
4
頁)は､よく整理 されよくまとまっ

ている｡

2 しか しなが ら､より具体的な例や数字が少な く､全体的なイメージがつかみに くい｡
いるかを知るためは､記述内容が概念的過 ぎ､具体性が不足 しているように思 う｡

3 例 えば､4貫 目 (
稔貫では9
4
頁)の 1)機関研究の所で､｢
現代世界が直面する諸課題｣
とあるが､それが何であ り､民博が ｢
世界が直面する課題｣ を何であるととらえているの
か具体的に知 りたい ところである｡民族学や文化人類学の視点か らは､政治や経済 とは違
った世界の見方があると期待 している｡それが民博の評価 に直結するだろう｡

4.4頁 目 (同9
4
頁)下か ら 5行 目にある日本の民族学研究が欧米 より比較優位性があると
の説明 も､具体的に示 して もらうとわか りやすい｡例 えば､その優位性 を欧米の学会 も認
めているのか ?もしそうであれば､ここに民博の存在意義は明確 になる｡

5. 5頁 目 (同9
5
頁)シンポジウムと国際 フォーラムの報告があるが､参加人数やその反応
などの説明がほ しい0

6 8頁 日 (同9
8
頁)の 2)資料の保存については､保存 について大変な努力 をはらってお
られる様子がわかる｡ しか し､同時に民博の膨大 な民族学資料の内容 と意義を､一般市民
にわか りやす く公開することはで きないであろうか ?どのような意義 と意味が所蔵品にあ
るのか知 りたい人は多いと思 う｡

7 10頁 日 (同1
0
0
頁)の 2)
広報関係であるが､広報活動が充実 している様子が よくわかる｡
ただ､広報の対象のオープン化 ･一般化 も重要だが､また同時にしぼ りこみ も重要である
と思われる｡例えば､地方 ･地域 にはその特性 を生か し ｢
街おこし｣､｢
街づ くり｣をしよ
うとしている人達が官 ･民を問わず多数いる｡そのような人達やグループと､む しろイン
ナーな関係 を構築することも重要 と思 う｡

8 11頁 目 (同1
0
1
頁)の評価体制の所で述べ られているように､民博の位置づけが重要で
ある｡ 日本の民族学､文化人類学 を研究する他大学 と比べて どの位置にいるのか､世界に
おける位置づけはどうなのか ?単に論文の数 を競 うのでな く､｢
民博が世界の中で何 をめ
ざすのか｣のコンセプ トの説明がほ しい ところである｡

9 1
2
貫目 (
同1
0
2
頁) 2)財務の改善では､やは りしっか りした財務体質､経理の状況の
情報公開と開示が望 まれるo P/L (
損益計算書)､B/S (
バランスシー ト)､C/F (
辛
ャッシュフロー計算書)の 3つが揃って初めて民博 の財務状況が理解 され､今後の道筋が
わかるoこれは､む しろ積極的に開示する方が､メンバーに対する動機づけ､意識づけに
もなるであろう｡

1
0 全体的に､この報告書や民博のホームペ‑ジは､記述が非常に抽象的で具体性に欠ける
ため､外部の人間には何 を言わんとしているかが極めてわか りにくい｡ また､展覧会やセ
ミナーのタイ トルのつけ方､解説の仕方にひねった文章が多いことも気になるo研究や展
覧会の内容の面 白さをス トレー トに訴 えない限 り､社会的な広が りは望めない と思われ
る｡｢
素人にもわかって もらう｣ための努力が必要ではないだろうか｡

｣

外部評価委員から の意見

｢国立民族学博物館｣が､今現在 どのような状態 にあ り､ どういう方向へ行 こうとして

中村

順一

垂員

1 人閏文化研究機構 は､それぞれ特色 を持つ 5つの機関が集まって構成 されたものである
ので相互の連携 をし､重複 をで きるだけ少な くするという面で､人間文化研究機構 とい う
組織が効果的に機能 しなければいけない｡民博 も設立の主旨が生かされる事 を前提 に､新
か0

2.民博 は研究棟関 という性格 と博物館 とい う性格 を併せ持つ機関であるが､どちらも非常
に重要であると考えられる｡研究の領域 を見て も､かな りいろいろな範囲にまたがってい
る｡中期 目標､年度計画 を策定す るときに､重点分野 と個別分野が当然 2つあって よい
が､ 1年で完結する研究 も何 らかの大 きな重点分野 という中で選定 してほ しい｡ まず人が
あって､研究分野が決まるというのではな くて､まず研究分野が先にあって､それに合 う

外部評価委員からの意見

しい体制の中での戦略､体制作 りを考 えてい くとい う基本的なス タンスが大事ではない

研究者 というアプローチが もう少 し前面に出て もよいのではないか｡私はやは りテーマが
主で､それが中期計画であ り､中期 目標の中に反映されて､その上で研究者 を考えるとい
う位置付 けを志向する必要があると思 う｡
機関研究における 4つの重点分野 も非常 に広い分野であって､そこには何で も入るとい
う感 じをもつ｡ より具体的な重点分野 というのを絞って研究テーマを選定 されるようにす
るということが重要ではないか｡

3 今後､国際交流あるいは研究が非常に期待 され､求め られるよう民博 においても､年報
や報告 に若干英文のものもあるが､年報はもちろんのこと､研究の成果 をぜひ外国語で世
界 に届 けるという横能を伸 ばしてい くことが望 まれるo国際学会において も､ どんどん外
国語で発表 されると､そういう先生方の世界 におけるプレゼ ンス というものが組織的に広
がってい くように感 じる｡そうい う視点で､民博 も国際的な情報交流､展開により大 きな
力 を入れ られた らどうかなと思 う｡

4 民族学や文化人類学については､これまで民博 を中心に大変な実績 を上げているが､近
年 ヨーロッパやアジアで も､民族 を越 えて､あるいは国を越えて､多元文化国家､あるい
は多文化社会 とい うものが重要視 されてきている｡オース トラリアやアメリカといった国
の中での民族の位置付け､文化人類学の位置付けというのが今後 どうなってい くのか とい
う点に関心があ り､む しろ民族 よりは地域に物差 しが移って くる場合に､文化人類学や民
族学が どうい う形で進展 してい くのか という点に興味がある｡

向
島

堀井

良殿

委員

1.平成 1
7年度の研究事業､共同利用､教育人材育成､社会 との連携､業務運営などについ
て 自己点検が適切に行われてお り､その成果や課題についても､自己評価への努力がなさ
れているC
明の衝突による騒乱は深 まり複雑化 しているo
このような時､民族学 を真正面にすえた研究機関の存在 はます ますその存在価値 を増 し
ているといわなければならない0

3 民族学博物館 はその設立の原点に立 ち､期待 にこたえる成果 を挙 げて頂 くよう望みた
い ｡

4.比牧優位性 をいかにより説得力 をもって証明で きるかが重要であ り､そのためには研究
テーマの選択 と研究成果の社会還元を日に見える形で提示する必要があると考える｡

5 先 に述べたように複雑化する民族紛争のなかで､一歩誤れば一国の命運 さえ左右 しかね
ない判断を国民が迫 られる場合 も予想 され､そのようなとき民族の深層に迫る情報は民博
に開けといわれるようになって貰いたい と願 っている｡

6 またグローバル化するなかで国際間の共同作業が政治､経済､文化 などあ らゆる次元で
活発化 しているが､往々に して文化的相違か らくるコミュニケーシ ョン ･ギャップが問題
になっている｡こうした課題 にこそ､積極的なソリューションを提示 してもらいたいとも
思 う｡

7.民博 の立地する大阪北部には理系 をふ くむ多 くの研究､教育機関が存在 してお り日本有
数の知的生産拠点になっている｡ これ らの拠点が､ばらばらに存在するだけでな く諸分野
の融合 により､新 しく民族の文化共生の道をさぐる学際的研究､フィール ド研究などへの
取 り組みが構築 され､ワークシ ョップやセ ミナーが活発 に行われ､教育､研究､実践が有
機的に融合 したクラスターを形成 して世界か らも注 目される成果を挙げられるよう希望す
る｡

8 特徴である博物館活動については､絶えざるリニューアルが必要であ り財源問題で常設
展の リセ ッ トが国雄であれば､むしろ都心部における特別展や全国巡回展 を新聞社､放送
局 とのコラボ レーションで活性化するの も一つの方法であろう｡

̲
̲
̲
｣

外部評価委員からの意見

2.戦争の世紀 といわれた2
0
世紀 を過 ぎ､21
世紀 に入って も世界では民族紛争が多発 し､文

外 部評価 委 員会発 言録

国立民族学博物館
外部評価委員会
日時 平成 1
7
年4
月9日(
土) 1
0:
0
0‑1
2:
2
5 場所

国立民族学博物 館

第1
会議室

【
委員会規則及び委員長選出】
(
管理部長) 第 1回国立民族学博物館外部評価委員会を開催 させていただ きます｡議事 に先立ち
まして委員長の選出をすることになっていますが､それまでの聞､管理部長の私が司会進行を務
め させていただ きます｡ どうかよろ しくお願い します｡
初めに､本委員会の運営等 につ きまして ｢国立民族学博物館外部評価委員会規則｣の主要な部
分 についてご説明申 し上げますOまず､第 1条､設置については ｢
本館の研究教育水準 の向上 を
図 り､本館の 日的お よび社会的使命 を達成するため､本館 における研究教育活動等の状況に関す
る点検 ･評価等 を行 う｣O この趣 旨は､本館の研究教育等の実績 について､第三者によ り評価 を
受け､社会 に開かれた本館の道営 を行 うとい うことですO

(
中略)

員長 は委員 の互選 となってお ります｡ どなたか ご提案 を頂けた ら大変あ りがたい と思いますの
で､よろ しくお願い します｡
(
A委員) 堀井良股 さんを委貞長に推薦 したいと思います｡
(
管理部長) ただい まA安貞か らご推薦 を頂 きました｡ほかにご推薦 はあ りますか｡それでは､
ほか にご推薦がない ようですので､堀井委員に委貞長 をお願い したいと思います｡ ご異議ござい
ませんで しょうか｡
(
全員) (
異議な し)
(
管理部長) 委貞長が着席 されましたので､委員長か らのご発言 をお願い して､以後の進行 を委
貞長にお願い します｡ よろ しくお願い しますO
(
委員長) りっぱな先生がたがた くさんお られる中で､私でよろ しいのか､私で務 まるのか と甚
だ心 もとない限 りですが､民博の大阪 という地域における存在感は非常に大 きなものがあ りまし
て､過去､幾多のいろいろな場面でお世話になってまい りました｡ご恩返 しも含めて務めさせて
いただければと思 ってお ります｡
(
以下､出席者紹介､副委員長指名)
【
館長挨拶 と趣旨説明】
(
館長) 簡単 にごあい さつを申し上げます｡
本 日お集 ま りいただいた 6人の外部評価委員のかたには､昨年度､委員への就任かたにつ きま
してご相談 しましたところ､幸いにもご承諾 を頂 き､まことにあ りが とうございます｡皆様のご
協力 によって､本 日ここに第 1回の外部評価委員会 を開催することがで きました.花見盛 りの､
しか も土曜 日ということで､大変相済 まないことだと思ってお りますが､事前 にご都合 をお伺い
した ところ､全員のかたにご出席いただけそうな日はこの土曜 日で､ 1回 日は民博で開催 させて
いただ きたい と思っていましたので､大阪市内か らは交通の促が悪いのですが､あえて本 日の開
催 とい うことにさせていただきました｡

̲
｣

外部評価委員会発言録

(
管理部長) 次に､委員長の選出に入 らせていただきます｡安貞会規別第 5条によりまして､委

この外部評価委員会にお きましては､ もちろん本館の研究教育活動や道営の状況について､ 自
由な立場か ら批判 とご意見をちょうだい したいと思いますが､評価のほかにも大所高所か ら民博
の将来に向けての改善､発展のためにご助言 を頂 きたい と私 どもは希望 しています｡私 どもの心
は､要約すれば､厳 しい 目で民博 を批判 して くだきり､なおかつ民博の熱心な応援団になってい
ただ きたい ということに尽 きるか と思います｡
昨年 4月か ら国立大学の法人化 により､民博 も人間文化研究機構 という大学共同利用機関法人

6年度か ら21
年度 まで
の中の‑研究機関 とな りました｡法人化 に伴い､人間文化研究機構 は平成 1
の 6年間の中期 目標 と中期計画 を文科省 に提 出 してお ります｡‑法人に 5つの楼閣が属 していま
すが､それぞれが中期 目標 を達成するために､年度 ごとに何 を達成 したのか､あるいは何がで き
なかったのか とい うことについて､それぞれの機関の内部で自己点検 をし､さらに外部の評価委
員 による評価 をそれぞれの機関の自己評価の中に取 り込むということが必要になってきました｡
本 日､各委貞か ら頂いた評価やご意見 を取 り入れ､民博の自己評価書の案 を作成 します｡それ
についてのコメン トを後 日､それぞれの委員のかたのご都合のよろ しい形でお聞かせいただ きた
いと思ってお りますoその上で､黄終的な自己評価書 を作成 しますOなお､民博の最高の議決械
関として､外部のかた 9名､内部か ら8名 という形で道営会議 というものを作 っていますが､そ
こでの意見 も聞いた上で､最終的な自己評価書 を作 って､それを機構本部に提出することになっ
てお ります｡
本 日はよろ しくご審議いただき､忌博のないご意見をお聞かせいただければあ りがたいと思い
ます｡簡単ですが､ごあいさつ といた します｡
(
委員長) それでは､いちばんの中心議題は､外部評価 を行 うことですが､人間文化研究機構の

6
設立の趣 旨や国立民族学博物館の事業概要や研究成果等の資料は事前に頂いたのですが､平成 1
年度の活動状況につ きまして､まず､民博側か らポイン トとなるところの説明をお伺い したいと
思います｡
【
人間文化研究機構について】
(
館長) それでは人間文化研究機構そのものにつ きまして､副館長か らご報告 をいた します｡
(
副館長) B]
立民族学博物館 を含めて､人間文化研究機構は法的には国立大学法人法の くくりの
中で根拠づけ られています｡国立大学 を各大学 ごとに法人化 したと同時に､国立大学法人法の中
で､大学共同利用樺閑法人 として設立 されています｡
大学共同利用機関法人人間文化研究機構 の研究分野 としては､｢人間の文化活動並びに人間 と
社会及び 自然 との関係 に関する研究｣ となっています｡ また､｢匡l
立民族学博物館の E
l
的｣ とし
ては､｢
世界の諸民族 に関す る資料の収集､保管及び公衆への供覧並 びに民族学 に関す る調査研
究｣ とい うことで､これは設立当初 と変わってお りません｡
機構 は機構長の下に理事 4名､それか ら各機関の長か ら成る機構会議があ ります｡法的には機
構長 と理事 4名か ら成る役員会が決定機関ですが､5楼閣それぞれ全体 をまとめてい くとい う意

6年 4月 1日現在､すなわち昨年 4月にスター
味で､機構会譲が同時に設けられています｡平成 1
トした時点では､理事が常勤 1名､非常勤 3名 となっていますが､この 4月か ら､本館教授の長
野が常勤理事 として入ってお り､現在は常勤理事 2名､同非常勤 2名 という体制になってお りま
す｡ また､他の国立大学同様､経営協議会､教育研究評議会 とい うものが置かれて､それぞれ外
部の委員 を含めて審議械関 として機能 していますO
各棟関において､独立 したそれぞれの E
I
的に従って道営 されることは､各棟関に置かれている
運営会議 とい うものによって担保 されていることになっています｡ これは従来､各機関に置かれ
た運営協議会 と評議会の一部の機能を併せ持 った役割をするもので､基本的には外部委員 と内部

吊
冗

委員から構成 されているものです｡ ここの会議のメンバーには､主 として研究者 コミュニティを
代表するようなかたがたが入 っています｡ただ､要は､機構がで きたことによって､ さまざまな
面 におきまして､機構 とのかかわ り､そこでの連携 した活動 とい うものが各機関の活動の中で出
て くるということをご理解いただければいいか と思いますo
次に､業務方法書があ り､中期 目標があ ります｡
これが､この 6年の間に達成すべ き目標 として書かれているものですo前文は先ほど言いまし
たような研究分野の趣 旨が もう少 し書かれているものです｡この中期 目標等は､大学共同利用機
関といえども独 自ではな くて､国立大学 と同 じ仕組みになっていますo Lたがって､教育研究等
の質の向上に関する 目標がまず来ています｡その中に研究に関する目標､共同利用等に関する目
標､教育に関する目標､その他の 目標 ということになってお ります｡
民博の場合は､博物館 という非常 に重要な部分があ りますが､終局そこをどうい う形で位置づ
けてい くか とい うのは､その他の 目標 の (1) にあ ります ｢
社会 との連携｣のところに位置づけ
られるわけで､｢
①研究成果や研究資料 .
学術情報の公開に努め､知的財産の管理 ･
活用等 を図 り､
広範な社会の知的基盤の形成に貢献することを目指す｣ ということで､ここが博物館等の活動 を
うたっているところとご理解いただければと思います｡
それか ら中期計画のほうをご覧 になっていただ くと､ (
オ)の ところにおいて､民博の研究 と
は ｢
文化人類学 ･民族学が特徴 とする個別性への視点 とフィール ドワークを基盤 としつつ､文化
の普遍性 ･共通性 の研究 を視野に収めた新 しい人類科学 を創造 してい く研究 を推進する｣ とあ り

3ページ日の下のほうを見ていただ くと､ここにおいては共同利用では共同研究が重要な意味
を持 っているということを書いてあ ります｡

6ページは社会 との連携等 をうたっているところで､(オ)｢国立民族学博物館｣ においては､
公開講演会､国際シ ンポジウム､公開フォーラム､常設展示及 び企画展示の開催 な どの展示活
動､研究公演､(
以下省略)など､研究活動 と社会 との連携 を進める多様 な活動 を展開する｣ と
なってお ります｡
以上､中期 目標 .同計画についてですO
続 きまして､収入予算 について財務課長か ら説明をさせていただきます｡
(
財務課長) 法人化以降の会計処理 を実務的にいいます と､企業型の会計処理が導入 されました
が､並行 して官庁型の会計処理 も行 う構造 になっています｡かな り大 ざっぱな言い方 を します
と､企業型の財務諸表は公表を目的として､官庁型の予算決算は内部事務処理を目的としている
といえるかと思います｡本 日の資料は予算 という形で提示 させていただきます｡

0
0
億 円で､その中で国立
まず収入予算ですが､文部科学省の一般会計全体 を見 ます と､6兆6
3%の 1兆3
9
0
0
億円になってお
大学法人等に交付 される運営費交付金､施設整備費補助金等は約2
.
8%が人間文化研究機構全体の予算で､約1
1
6
億3
0
0
0
万円
ります｡その運営費交付金等の中の約0
0
0
0
万円を加 え､合計 1
1
7
億8
0
0
0
万円の予算で運営 されています｡
です｡それに自己収入 1億6
2
億 円が含 まれてお
人件費はすべて機構本部が一括管理 して､この中に民博の人件費 として約1
0%ですが､運営費交付金 と
ります｡ この博物館 に来る物件費は大体人間文化研究機構の中の約2
2
億 円､ 自己収入の中には､博物館の入場料収入等 を含んで5
4
0
0
万円､それに産学連携奨
しては2
2
0
0
万円で､合計2
3
億1
7
0
0
万円で運営 しています｡
学寄附金や受託研究の収入金が6
次に歳 出の予算ですが､教育研究人件費が約 2億円ですOこれは外国人客員､国内客員等の人
件費です｡研究費は館内の研究が主で､教員の研究や客員の研究､研究部､センターでの研究事

0
0
0
万円です｡3番 目が共同利用軽費ですが､共同研究や研究成果の報告､それ
業経費で､2億6
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ます｡

か ら常設展示や特別展の経費､およびそれらの資料収集経費等､全体で 6億 1
7
0
0
万円です｡研究
支援経費 は､図書室 とコンピュータ等の運営経費で､ 3億 1
0
0
0
万 円です｡次の一般管理人件費

3
0
0
万円ですOそれか ら､一般管理物件費は 9億 1
0
0
0
万 円ですが､
は､非常勤職員の人件費で､9
この中には共通の光熱水料や電話代 を含んでお ります｡最終的にはこれは企業型会計の形で､各
セグメン トへ割 り戻す という算出をしますO現在､決算ができていませんので､一般管理物件費
で全体 を集計 していますが､最終的には割 り戻 しますので､おおむね予算計画 どお りの比率にな
るのではないか と考えてお ります｡

4
億2
9
0
0
万円であ り､収入予算 との差は､約 1億 1
2
0
0
万円ですが､自己収入の減 と､一
合計は2
方は機構本部か ら機構長裁量経費等が追加配分 され ましたので､全体では増額 となった もので
す｡
(
B垂昌) 人間文化研究機構 については初めて きちんと伺 ったのですが､素人か ら素朴 な疑問を
申し上げる と､連携 は必要 なので しょうが､何か屋上屋 を架す ことにな らないのか と｡それか
ら､それぞれの個性ある研究機関が活動 して､これまでやってこられたのですが､そ ういう個性
がつぶ されないのか とい う心配があるのですが､皆 さんどうで しょう0
(
副館長) 私 として も全 く同 じような感想 を持 ってお ります｡ただ､現在の石井米雄機構長は､
機構がで きたことによって少 しでも各確聞にとってプラスになるように運営 していきたいという
ことを当初大方針 として出されました｡で きるだけそういうことを実現するべ く一緒にやってい
きたい と思っています｡
(
館長) 恐 らく研究の面では､おっ しゃったように､今 まで独 自の研究活動をやってきて､それ
が 5つ集 まって連携 をして何かやろうというのは､今の ところ､非常に難 しいことは事実です｡
ですか ら､異なる分野がお互いに切瑳琢磨 して､新 しい分野 を開拓するということを目指 してい
く｡研究の面では今す ぐとい うわけにはい きませんが､徐 々に形 を表 して くるのではないか とい
う気が しています｡
ただ､財政的な面か らいいます と､確かに屋上屋であ りまして､この機構の本部を支えるお金
というのはどこか らも出ていませんoですから､5つの機関でそれぞれ分担をして費用 を出 し合
ってやるとO東京にで きた横棒の本部が､脳みその部分で､最高の議決機関が置かれていますの
で､ さまざまな委貞会がそこで開かれる｡そこに民博 で もほかの機関で も､部長､セ ンター長､
あるいはその他の教授たちを委員 として派遣 しなければいけない｡そのために､ 日常的なそれぞ
れの研究機関での運営 というものが少 しや りに くくなっているという意味で､屋上屋 という感 じ
は確かに します｡
(
⊂委員) 5機 関が連携 して というお話 しがあ りましたが､最近はテ レビ会議の ようなもので､
移動 しな くて もやるようになってきていると思いますが､基本的にはそうい うような方向でやっ
てい くような整備が進むとい う理解でよろ しいですか｡
(
館長) 先 ほど説明があ りましたが､横構会議 というものがあ りまして､これは 5つの機関の長
と機構長､理事が入 っている会議で､実質的にそこでいろいろなことが決め られてい くのです
が､それを実はテ レビ会議で 1回だけやったことがあ ります｡恐 らくだんだんそういう傾向にな
ってい くだろうと思いますが､まだ設備が十分によくなかった りとい うことで､私たちもまだ慣
れていませんが､そ うい う傾向にはなってい くだろうと思います｡

(
D垂員) 自己収入の予算が5
4
0
0
万円となっていますが､これは目標額 とい うことで しょうね｡
(
財務課長) はい､そ うです｡

(
D委員) 5
4
0
0
万円の 自己収入に達 しなかった場合 には､それだけ予算額は減額になるというこ

｣

とですね｡
(
財務課長) そうですo

D委員) 超過達成 した場合 には､ どのようなことになるので しょうか｡
(
(
財務課長) 当該年度に関 して言えば､その超過分は歳出予算に振 り替わるといいますか､その
分使 えるということにな ります｡ただ､全体 としては国にお金がないということなので､最終的
には 2年後 になるわけですが､財務省の判断によって､これだけ自己収入が得 られるのだった
ら､その分の運営費交付金 を削減 して もいいのではないか という実務的な話が多分来るだろうと
予測 しています｡

D委員) そうします と､やは りその 目標額を達成するように努力 しないといけない ということ
(
にな りますね｡そうしないと､運営が非常に苦 しくなる｡
(
財務課長) はい｡

D委員) 総額の2
3
億円の中には､全職員の皆 さんがたの人件費や博物館の保全､メンテナンス
(
費 も含 んでいると考えてよろ しいのですか｡
(
財務課長) 人件費は先ほ ど言いましたように､人間文化研究機構本部で一括管理 していま し

2
億 円を占めていると思われます｡先 ほど説明 しま した予算でい きます
て､民博分 は全体で約 1
と､要するに民博の運営上必要なお金は2
4
億 プラス1
2
億で､3
6
億 円と考えていただければと思い
ます｡

D套員) メンテナンス費用 といいますか､設備の保全費用は フ
(
を計上 しています｡
(
D委員) 人件費 と物件費の渡 りはで きるのですか｡それ ともで きないのですか｡
(
財務課長) はい､実質的にはできます｡
(
館長) で きますが､監査でいろいろ言われはしないか ということの心配 もあ ります よね｡それ
は用心 してや らなければいけない ということだと思います｡
(
副館長) それと､奇妙なことに､走月 という概念が まだ生 きていますo
(
館長) 数貞何人 とか､助教授何人 と｡例 えば助教授 を全部教授 に して しまうとい うことはまず
できないo
(
D委員) それはどこまで縛 りがあるので しょうか｡
(
副館長) 一応のガイ ドラインではあると思いますO
(
⊂委員) 人間文化研究機構 の一般的な点についてのコメン トということで､申 し上げます と､
屋上屋 という見方 も､あるいは可能性 も確かにあると思いますが､それぞれ素晴 らしい参加機関
が特色 を持 って活動 をされてきたわけですで､相互の連携 をし､重複 をで きるだけ少な くすると
い う面で､やは り人間文化研究機構 とい う組織が上 にあって､そ して全体の情報交換 をす るな
り､活動調整 をするな り､全体 としての中期 目標 というようなものを立て られた りして､参加機
関が一応それに向かって､それぞれの分野で活動をされてい くということ自身は､私は大いに結
構 なことではないかと思います｡
ですか ら､それぞれに運営会議があった りして､具体的にはなかなか大変だろうと思います
が､こういう組織がで きた以上､参加団体である民博 も当初の趣 旨が生か されることを前提に､
新 しい体制の中でのプログラムづ くり､体制づ くりを考えることが重要 と思います｡それか ら､
予算配分の点なども随分合理化で きると思 うし､人件費を一括計上 というの も､や り方によって
は非常 にプラスになる可能性 もあると思いますo新 しくで きた組織 をその意図を体 しつつ､生か
してい くというのが よろ しいと思います｡
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(
財務課長) メンテナ ンスは､ この2
3
億の中の一般管理費に､｢
建物維持管理費｣3億 1
6
0
0
万円

一言だけ付 け加 えると､私は国立大学の法人化は大変 よかったと思います｡それぞれの大学が
独 自の特色 を持 ってやってい くということを､国立大学 を含めて実現 してい くことが大事だと思
います｡そ うい う面で今度の国立大学法人化 とい うのは､一つのいい方向を踏み出 しているとい
う一般的なコメン トを申 し上げてお きますo

(
B委員) こうい う新 しい人間文化研究機構 というものが発足 したわけですか ら､何が変わった
のか｡そ してそれによって何が よかったのか｡それか ら運用の中で､やは りここは都合が悪いよ
とか､や りに くいよといった ところも､つ まり今後プラス面､マイナス面 ともに報告 していただ
いて､そ して検証 してい くことが大事ではないかと思います｡場合によっては民博か ら人間文化
研究機構全体の道営の在 り方について提言 してい くということも私はあ りうるのではないか と思
います｡
【
機構の評価体制について】
(
委員長) とりあえずここは締め くくって､次の議題 に移 らせていただければと思います｡
次は､人間文化研究機構の評価体制ですねo
(
館長) これにつ きましては､研究戦略センター長か ら説明をいた します｡ よろしくお願い しま
す｡

2条にある ｢国立大学法人等 は､文部科学省令で定め
(
研究戦略センター長) 国立大学法人法の3
るところにより､各事業年度における業務の実績について､国立大学法人評価委貞会の評価 を受
けなければな らない｣ という規定に基づ き､大学共同利用機関法人 もこの国立大学法人評価委員
会の評価 を毎年年度末に受けることにな ります｡
は じめに､本館 を含め､本館の評価､横棒の評価の全体的な枠組み を説明 させていただ きま

2条に基づ きまして､人間文化研究機構が国立大学法人評価委員会 によって評
すO まず､この第3
価 され ます｡ これは各年度 ごとに行われる年度評価 と､｢中期 目標 に係 る業務の実績に関する評
価｣の 2本立てで､人間文化研究機構 は文科省国立大学法人評価委貞会か ら評価 を受けることに
な ります｡
この中期 目標 に係 る評価 というのは､とりあえず今年度は直接はかかわ りませんoこれに関 し
ては､文科省の国立大学法人評価委貞会で も最後の結論が出てお りません｡中期 目標の評価 に関
しては､独立行政法人の大学評価 ･学位授与機構 に研究に関する実質的な評価 を委託するとい う
ところまで決まってお りますが､細かいことについては決まってお りません｡
E
I
下､人間文化研究機構 として取 り組んでいるのが､年度 ごとの実績評価 にな ります｡ この実
績評イ
削 こ関 しま しては､｢国立大学法人及び大学共同利用機関法人の各年度終了時の評価に係 る

0月2
5日に国立大学法人評価委員会で決定 された
実施要領｣ とい うものがあ ります｡これは昨年 1
内容です｡
この年度評価 とい うのは､基本的に外形的､客観的評価 と称するもので､早い話が､その年度
に年度計画 に沿って何 を行 ったのか､何 をしていなかったのか というところだけを評価すること
にな ります｡管理道営部門に関 しては､実質的な評価 をして､それに対 して どの程度達成できた
のか ということを点数化 します｡ さらに､各機関がその項 目をどの程度重要視 しているのか､ウ
エイ トと呼んでいますが､それを加味 した数値評価 を行います｡
教育研究内容 に関 しては､｢
各年度終了時においては､中期 目標 を実現するために､各国立大
学法人等が 自主的に行 う業務道営の改善 ･充実に資するよう､各年度における中期計画の実施状
況 について評価 を行 う｡なお､中期 目標期 間終了時の評価 と異な り､数育研究の状況 について
は､その特性 に配慮 し､大学評価 ･学位授与機構 における評価 を実施 しない ものであ り､ したが
って､専門的な観点か らの評価 は行わない｣という原則で､年度評価が行われることにな ります｡

ち
罰

これはあ くまで も国立大学法人評価委員会の各法人に対する評価の姿勢にな りますo
あと､国立大学法人の評価 にかかわる規定が書いてあ りますが､こうした国立大学法人評価委
員会の姿勢 に対 して､人間文化研究機構のほうも独 自に評価委員会 を設置 して､文科省の評価に
対応する体制 を整えてお ります｡｢人間文化研究機構評価委員会｣です｡
そ して､人間文化研究機構評価委貞会の作業 を円滑に行 うために､各機関に対 して も評価 に関
する組織 を作 るようにとい う依頼が､機構か ら各棟関に通知 されていますDこれが人間文化研究
機構が各機関に通知 した､各機関の自己点検評価の実施組織 についての基本的な考え方ですo
まず､｢
機 関長の求めに応 じて自己点検 ･評価の企画 ･実施に当たる組織 として､各機関に機
関評価委員会 を設ける｣ とあ ります｡機関評価委員会 と称 していますが､これは本館以外の 4機
関 も､それぞれ独 自に､いろいろな名前で､評価委貞会 を設けています｡
各機関の評価委貞会 の行 う評価 については､｢
機関評価委員会は点検 ･評価 の結果 について､
機関長 に報告す る｣ とあ り､｢
機関長は､機関評価委員会の点検 ･評価の結果 について道営会議
の意見を求める｣ とあ ります｡つ まり､機関評価委貞会の自己点検 .評価の結果 というのは､道
営会議 によって承認 されるのではな くて､ただ意見を求めるという形 になってお ります｡
そ して､運営会議の意見 を求めて整理 された点検 ･評価の結果 とい うものは､｢
機関長は機関
評価委員会の報告書および運営会講の意見に基づ き､機関の自己点検 ･評価報告書 をとりまとめ
機構長に提出する｣ とあ りますo最終的には各機関評価委貞会 は機関長 を通 じて､機構長に自己
本委員会 にとっては重要なポイン トですが､各機関は､機構の評価委員会のほかに､機関 .事
業の特性 に応 じて外部評価委員会等の評価組織 を設けることがで きる｣ とあ ります｡実は本妻貞
会 はこの規定 に基づいて設置 されている とお考 えになっていただいてけっこうか と思います｡
｢ただ し､それ ら評価組織による点検評価の結果は､道営会議に報告 し､当該機関の 自己点検 ･
評価報告書 に包括 されるものとする｣ ということで､本委員会で頂 きましたご意見等は､最終的
には本館が機構 に提出する自己点検 ･評価報告書に反映されてい くことにな ります｡
ですか ら､ まず機構全体 に対 して､国立大学法人評価委員会が評価 を行います｡そ して､各機
構 はその評価 を して もらうために､実績報告書 を毎年委員会 に提 出します｡それを作成するため
に､今度は機構 を構成する各機関に評価委員会が置かれて､それが中心になって自己点検評価報
告書 を作成 して､それを機構が取 りまとめたものを実績報告書 として文科省に提出するという手
順 にな ります｡そ して､各機関が 自己点検 ･評価報告書 を作成する際に､この外部評価委員会や
運営会議の意見 をその中に取 り入れるという体制になってお ります｡

(
⊂委員) お配 りいただいている人間文化研究棟構評価委員会 とい うのは､外部評価ではな く
て､内部評価 になるのですか｡
(
研究戦略センター長) これは内部評価扱いにな りますo

(
⊂妻具) 内部評価 になるわけですね｡人間文化研究機構 については､外部評価 はないので しょ
うか ?
(
研究戦略センター長) このような形での外部評価委員会 というのはあ りません｡
申し上げてお きますが､この人間文化研究機構の評価委員会が各機関の自己評価 ･点検報告書
を評価す るとい うことは行わないことになっていますO
(
E委員) 教育研究 に対する評価が中期計画終了時に行われることになっていますが､そのため
の準備段階 として､ こうした外部評価委員会のようなところか ら意見を伺 うという作業はされる
ので しょうか｡
(
研究戦略センター長) その点は次のステ ップに進んで しまうのですが､よろ しいで しょうかO
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点検 ･評価報告書 を提出するとい うことにな ります｡

教育研究の実際の中身に関する評価に関 しては､機構の評価委員会で議論がすでに始 まってお
ります｡文科省の国立大学法人評価委員会で もそれに対 して検討が始 まってお りまして､特に大
学共同利用機関法人に対 しては特別な配慮が必要であろう､ ということはいわれています｡

7
年 3月 4日 国立大学法人評価委員
これは年度評価 ということになってお りますが､｢
平成1
会 大学共同利用機関法人分科会｣の報告書 とい うものがあ ります｡｢
各年度終了時の評価 にお
｣ とい うことで､
ける大学共同利用機関法人の特性 を踏 まえた評価の留意事項 (
審議のまとめ)
これが一応年度評価 ということになってお りますが､ただ､大学共同利用機関の特性でいいます
と､当然､教育研究の内容 まで踏み込んだ ものになっていきますので､文科省側 もどういう点に
留意 して､大学共同利用機関法人をこれか ら評価 してい くのか というポイン トをこういった形で
作ってお ります｡
これはまず1
0月に案 を作 りま して､それを一度､各機構 の評価委月余 に意見 を求めてお りま
す｡ こちらも意見 を取 りまとめて文科省へ返 し､何回かや り取 りがあって､最終結果 としてこの
資料が作 られてお りますoですか ら､一応 こういう形で教育研究の内容に踏み込んだ評価 をいか
にするか ということも準備は始めています｡
【
研究活動について】
(
委員長) それでは次に進 ませていただきます｡研究についての報告 をお願い します｡
(
研究戦略センター長) それでは引 き続 き､また私が報告 させていただきます｡

6
年度か ら共同研究の枠組みを大幅に変えて､共同研究の課題 を 3種類に種別を行いまし
平成1
文化人類学 ･民族学および関連諸分野を含む幅広い研究｣ ということで､これは従
た｡ 1つが ｢

5年度以前か らず っと本館で伝統的に行われて きた共同研究のテーマです｡そのほか
来､平成 1
本館の所蔵する資料 に関する研究｣､そ して課題 3 ｢
本館の機関研究 に関連
に､課題 2として ｢
する研究｣ とい う 2つの種類 を付け加 えましたO
特 に課題 3は､次の報告 にいきますが､本館独 自に行 う機関研究 とい う枠組みがあ りまして､
それと関連 した共同研究 とい うことで､特別に今年度か ら設けた枠組みにな ります｡ここで 1つ
着 日していただきたいのは､研究代表者が､館内 ･客員 ･公募 と 3つのカテゴリーに分かれてい
ることです｡
大学共同利用樺関 として､各大学等の研究機関に対 して､本館の施設､資料等を共同で使って
いただ くという原則 に立ち､この共同研究 とい う活動 も完全に外部に開いていこうということを
行いましたo公募 というのは､外部の先生 に本館の共同研究 として研究企画を提案 していただい
て､本館の施設 を使 って研究会 を行っていただ くという形にな ります｡従来は共同研究 といいま
して も､本館の教員が組織 しなければ認め られませんで した｡本館の教員 というのは､客員の先
生がたも含 まれるのですが､客員の先生がた も含む､一応本館 に所属する教員 しか親織で きなか

0
0
4
年度か ら全 く外部の先生 も研究会 を組織で きることにな りました｡
ったわけです｡ しか し､2
ただ し､公募 して審査 ･選択するのは民博です｡
本年度は 8件の応募があ り､書類 とプレゼ ンテーシ ョンによる審査 を行い､本館の共同利用委
員会が中心 となって審査 を行いました｡8件の うち 5件が選ばれ､本館の共同研究 としてやって
いただいています｡ これが共同研究に関する報告です｡
続 きまして､本館の研究の もう 1つの柱である磯関研究に関 して報告 をさせていただきます｡
同研究 とい うのは基本的に本館の共同利用機関 としての性格 を十二分に発揮 して､外部の先生が
た も含む形で研究するというものですが､それに対 して機関研究 といいますのは､あ くまで も本
館が主体 になって研究テーマを設定 して､本館の教員が中心になって進める研究にな りますo

6
年度に1
2
件のプロジェク トのテーマが並んでいます｡この機関研
この機関研究に関 しては､1

L̲

究は､｢
社会 と文化の多元性｣｢
人類学的歴史認識｣｢
文化人類学の社会的括用｣｢
新 しい人類科学
の創造｣ と､大 きくこの 4つの領域 を設定するところか ら始 まっていますo
この機関研究 と共同研究はちょっと説明が難 しい関係 にあるのですが､共同研究 とい うのはあ
くまで も共同研究 を組織する先生の自主的な企画によって進め られています｡それに対 して機関
研究 というのは､中のプロジェク トは自主的に代表者の先生が決めるのですが､それぞれの領域
は､すでに館 として この領域でやるとい う方針 を決めてあ りますので､そこが決定的に違いま
す｡それか ら､ この機関研究に共同研究を付属 させて しまう､つまり､機関研究のテーマの下で
共同研究を行 うということもあ ります｡そういった関係になってお りまして､共同研究の場 を使
って機関研究の内容 を進めることが しば しば行われてお ります｡
機関研究の活動の進め方ですが､｢
機関研究推進 ･開拓｣ とい うのは準備状況 と考えていただ
いてけっこうです｡そ して､｢
研究成果公開プログラム｣ は､この機関研究の成果公開活動 と考
えて下 さい｡ ここでは基本的に､比較的大型の国際シンポジウム等 を行 うとい うことになってお
ります｡
ちなみに､共同研究にせ よ､機関研究にせ よ､ どうい う形で成果が取 りまとめ られているのか
とい うところに関心がい くのではないか と思われますが､まず共同研究に関 しては､出版物 とし
て成果 を上げるとい うのが 1つの成果の取 りまとめ方です｡ もう 1つは公開シンポジウムを行 う
とか､国際シンポジウムを行 うという成果の取 りまとめ方 もあ ります｡その際に機関研究を利用
するとい うこともあ りますが､結局､公開シンポジウムに して も､国際シンポジウムに して も､
それか ら､今年度の機関研究に関 しては､ 1年 目が ようや くシンポジウム等で終わったところ
ですので､現在､このシンポジウムの出版へ向けての取 りまとめ作業が行われている段階で､残
念なが ら今年度の機関研究の成果 というものが出版物の形では用意できませんで した｡以上が機
関研究に関する報告にな ります｡
(
研究戦略センター長) 引 き続 き､研究戦略センターの活動報告 をさせていただ きますO研究戟
略セ ンター とい うのは､本年度の改組 によってで きた部署です｡基本的には機関研究 をは じめ､
本館の研究の基本方針 を議論 し合って､定める部署 と考えていただいてけっこうかと思います｡
研究戦略の策定｣です｡つまり､機関
基本的に 5つの ミッションを持ってお ります｡ 1つが ｢
研究にどのような領域 を設定すればいいのか とい うことを定めることです｡それか ら大 きな 2番
としては､｢
研究 プロジェク トの企画 ･立案 ･運営｣です｡つ まり､機関研究 を通 して行 われる
具体的な研究プロジェク トにどうい うテーマがふさわ しいかということも諌諭 します｡そ して 3
番 目に､｢プロジェク ト 研究体制の評価｣です｡私が機構で評価担当を行っているのはこれに
よるわけですが､作 り上げた研究体制やプロジェク トの評価 を行います｡実際に評価 を行 うのは
評価委員会なのですが､研究戦略センターはその評価 を行 うための基礎的なデータをそろえるの
が実際の仕事 にな ります｡
他の研究機関との研究連携､研究協力｣ですoつ まり､国内で どう
そ して､4番 目として､｢
いう研究機関 と連携すればいいのか､あるいは海外にどういう連携機関が求め られるのか という
ことを議論 して､実際に連携のための下準備等 も行いますO5番めとして､本館で行われている
｢
研究活動の情報収集 と成果の公開｣､その補助 をするということです｡ この研究成果の公開 とい
うことに関 しては､研究戦略セ ンターと広報企画会議 との協力 によって､学術講演会 という形で
0月に東京で､ 日経新聞 との協力で
一般市民に対する講演会 を年に 2度開いていますO昨年度は1
ライフホールで､
学術講演会 を行いま した｡今年 3月には大阪の千里 ライフサイエ ンスセ ンター･
毎 日新聞社 との協力で学術 フォーラムという形で､やは り一般市民向けの講演会 を実施 してお り
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最終的には出版物の形にな ります｡

ます｡
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また､本館の海外国際連携の一環 として､フランスの人間科学研究節 (
derHo
mme
) との間で研究連携 に関する協定を結びました｡
研究戦略セ ンター活動報告』 というもの
以上が研究戦略セ ンターの説明です｡本年 3月に､『
を出 しています｡ これにはもう少 し詳 しい本センターの活動状況 と本館の研究全般 に関する資料
が盛 り込 まれてお ります｡
(
委員長) 一区切 りお きまして､何かご意見 を｡

(F垂負) 1つ よろ しいですか｡今お話 しいただいた例えば領域 を 4つに決めるとか､あるいは
戦略センターでのいろいろな戦略の検討 というのは､先ほど少 し議論にな りました機構その もの
と博物館 との関係で､まだはっきりしないか もしれませんが､いずれ非常に密接 なリンケージを
持 って くる とい うように理解 をすべ きなのか､やは りそこはそれな りに何か独 自性 といいます
か､自主性 というものが保たれてい くような形で考えられてい くのか､その辺 を数えていただけ
ればと思います｡
(
研究戦略センター長) まず､一応 これは各機関の独 自性 にゆだね られているものですので､塞
本的にはこのセ ンターも館 として独 白に活動 します｡ですが､同時に機構の本部で も 5機関を貫
くような研究の連携 を考えていて､実際､連携研究 という形で実は今年度か ら開始 される予定で
す｡そ ういった際の情報収集や､ある連携研究の研究企画が来た場合の受け皿 という役割 も本セ
ンターはいた します｡ですか ら､ある意味ではほかの機関の同 じような部署 とお互いに連携 し合
って活動するということもあ ります｡実際､歴史民俗博物館 とは昨年以来そういった活動 を少 し
してお りまして､ 2つの機関で もって連携研究をしようということが今､始 まってお ります｡
(
館長) 人間文化研究機構の長野理事か らこういう研究を機構 との関連での見通 しを｡
(
長野理事) 先ほど屋上屋 を架するという話が出ていましたが､研究の構造で も実は同 じことが
起 こっています｡いちばんベーシックなところか らいけば､教貞個人の各個研究 というものがあ
り､次に､共同利用機関の大 きなミッシ ョンとしての従前の共同研究があ ります｡本館の場合に
は､ もう 1つ別のカテゴリーとして機関研究 というものがあ り､これは､やは り本館の数貞が リ
ーダーシップをとる機関 としての研究 というものがある｡機構ができて きます と､機構の 5機関
はすべてそれぞれ別個の設置 日的とい うものを継承 していますか ら､それを強引に一緒にしよう
とすると大混乱が起 きますので､現機構長の考え方は､当面､この中期 E
l
標の間はそ ういうこと
をせずに､それぞれの機関が持 っている各個研究､共同研究､機関研究 といった ものを､複数の
機関にまたがって連携することで新 しい価値 を生ずるようなもの､これを連携研究 といっていま
すが､ これをとりあえず推進するというのが基本的な考え方のようです｡
実はそれ以外 に､我が国の人文科学における今 までのディシプリンにない新 しい研究領域 を開
拓するための検討は､別の委員会で､そこでなされるということにな ります｡ですか ら､全体で

5階建て ぐらいになるわけです｡ですか ら､いずれこれは第 2期 に入れば､何 らかの形での リシ
ャッフルとい うものが起 こる｡我々としては､研究の中身で リシャッフルが起 こるのはけっこう
なのですが､いわゆる経費の削減 という観点からリシャッフルを起 こされると非常に困るわけで
す｡
例 えば機構 の構造 を見ればお分か りだと思いますが､この 5機関のうちで 日本研究関係 という
のは 3つあ ります｡民博 と地球研 はいわば世界研究なのです｡パ ッとその ように分 け られて､
｢こことここは大変似ているではあ りませんか｡ 1つに した ら ?｣ とい うことをたとえば総務省
がすでに言っているのです｡ですか ら､全体的な研究の在 り方､構造に関 して も､そこら辺を非
常 に気 をつけていかなければいけないO

｣.

もう 1つ､これは研究の中身にはかかわ りませんが､総務省 はすでに大学共同利用機関法人は
要 らない と言っているわけです｡大学 になるのか､独法になるのか､どちらかにしろというのが
基本的なスタンスです｡ ところが､それだと将 に国大協か らの反発が強い ものですか ら､それを
防止するために研究開発法人 という新 しい言葉 を作 り出 して､そこへ大学共同利用機関法人 と大
学法人の附置研や､特殊法人の一部を統合するとい うことをすでに考え始めていますOす ぐには
起 こ りませんが ､6年後には多分そういう話が出てきます｡ですか ら､当機構のスタンス として
は､やは り大学 との共同利用 ということが学問において も､社会連携 (
特 に常設展示)において
も､いかに根本的であ り､意味が大 きいかをアピール してい くと思っています｡

(E委員) 私 は今のお話を伺 って､初めか ら気 になっていることですが､稔務省では博物館関係
の機構 と美術館､文化財研究所 を 1つに して しまおうとい う下心があって､その流れが次の中期
計画を策定す るためのかせになっているようなところがあるのです｡ですか ら､総務省サイ ド､
あるいは財務省サイ ドからの見方 とい うのは､必ずそこへ持 ってい くという危険性 を常にはらん
でいるので､やは りそれは十分用心なさったほうがいいということを､経験的に申し上げてお き
たいと思います｡

(
A委員) 本館 には地域研究企画交流センター (
以下 ｢地域研｣ とい う｡
) とい うものがあ りま
すが､ これ も本館の一部 と考えてよろ しいので しょうかo
(
館長) 組織的には一部です｡ただ､地域研 に関 しては､まず研究の目的自体 も異なった ものを
立ててお ります し､設置の形態 にしても独 白の運営委貞会で､評価 に関 してもその運営委員会の
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下に外部評価委員会 を置いてお ります｡それで､一部であ りなが ら､この外部評価委貞会 に関 し
ては､地域研 は除 くという形で考えているのですo結局､地域研 に関 しては､独 自の評価委貞会
での ものを自己点検 ･評価書 に組み込んでい くという形になろうかと思います｡ この外部評価委
員会規則の中には､設置の第 1条にそのように規定 しています｡
【
博物館活動等について】
(
館長) 次に文化資源研究セ ンター (
以下 ｢
文資セ ンター｣ とい うo)に関 して､セ ンター長か
らよろ しくお願い します｡
(
文資センター長) 文化資源運営会議並 びに文資セ ンターは､法人化 とともに昨年 4月に新たに
設置 されたものですO‑言で申 します と､民博 における博物館活動､博物館部門を統括するもの
として設置 され ま した｡先ほどご説明 させていただいた人間文化研究機構法人の中期 目標 の中
で､それぞれの研究分野における枚が園長高水準の研究資料､学術情報 を集積 し､データベース
化するなど､広 く研究者の利用 に供するということが共同利用等に関する目標です｡
それか ら､その他の 目標の社会 との連携､国際交流等 に関する目標の中で､研究成果や研究資
料､学術情報の公開に努め､知的財産の管理活用 を図 り､広範な社会の知的基盤の形成に貢献す
るという目標があ ります｡これ らの 目標 を達成するために文化資源道営会議 と文化資源研究セン
ターが新たに設置 された とご理解 を丁
削ナればと思いますO

0
名ほどの専任の研究者が何 らかの形で､それぞれ博物館活動､資料の
法人化前の民博では､7
収集調査､保存､管理､情報化､展示等の事業にかかわってまい りましたが､それでさまざまな
問題が生 じてお りましたので､法人化 とともに従来の委貞会による方式を改め､文化資源道営会
議 とい うところで統合的 ･総合的に判断 してい くとい う意思決定 を行 うシステムを作 りました｡

0
名の専任の研究者がそれぞれ何 らかの形で博物館活動 にかかわってお りました
また､従来は約7
2
名の専任教員か らなる文資セ ンターを新たに作 り､そこがサポー
が､それを専門性 を高めて､1
ト体制 を固めてい くとい う形で､現在 さまざまな事業 を行 っているところです｡

切
払

平成1
6年度には ｢
文化資源プロジェク ト｣ という名称の下で､専任の教員および客員の教点が
それぞれの意思でプロジェク トの提案を行ったものを文化資源運営会議で総合的 ･統合的に判断
して､そ して認め られたものが文化資源プロジェク トとして遂行 され､それを文資センターの専
任教員等がサポー トを し､ より効率的な成果が上がるような体制が法人化後 はとられてお りま
すo
文化資源プロジェク トというのは､ 5つの分野があ ります｡ 1つは調査 ･収集の分野､そ して
i
が展示分野 ､5番 目が社会連携分野ですo合計で約
資料管理分野､3番 目が情報化分野 ､4番 E

7
0のプロジェク トが行われました｡
最初に､調査 ･収集の分野ですが､従来 との違いを一言で申します と､かつてはそれぞれの研
究者が 自分で､ある地域､ある民族の資料が必要であるということで､研究所 としてさまざまな

6年度につ きましては､展示 を前提 とした収集 ･調査､資料
形で収集が行われてお りましたが ､1
収集が行われてお ります｡

2番 目の資料管理分野は､特 に ｢
有形文化資源の保存管理 システム構築｣ とい うことですが､

0
年が過 ぎてお りますので､さまざまな点で保存管理システムは再構築が必要になっ
民博 も創設3
てお り､文資セ ンター専任の園田助教授､ 日高助手を中心 にして､今､保存管理システムの構築
を行 っているところです｡それとともに､｢
展示ケース用の可搬型空気循環式恒温恒湿システム｣
は新たに現在特許出願中です｡ これは民博で初めての特許出願です｡今､知的財産の形成 という
ことも重要な課題になってお りますので､民博でもこの分野で初めて特許 を出願 しているという
状況です｡

3番 E
i
の情報化分野ですが､民博 は皆様 よくご存 じのように､3
0
年前に文系の研究機関として
は日本で最 も進んだコンピュータシステムを導入 しましたo さまざまなデータベースが構築 され

0
年たちまして､その一般公開があまりなされていないという面
ていたのですが､遺憾なが ら､3
5
万点の世界の諸民族の標本資料 を収集 ･
所蔵 してお りますが､
があ りました｡そのため､現在約2
6年度 に､これに関す る目録情報データベースを公開 しました｡ これは全部で約2
4万点あ
平成1
り､大変重要な事業 となってお ります｡その他､今､データベースの整備 とともに､で きるだけ
早 く公開すべ Lとい うことで､さまざまなデータベースの整備 を行 っているところです｡
4番 目の展示分野ですが､法人化前 との違いで申します と､特別展 というのは､従来 も民博で

は春 と秋の 2回行 ってお りました｡そういった点はあまり変わ りあ りませんが､特別展に続いて
企画展が 4つ並んでお ります｡従来は常設展､ もしくは特別展で研究成果の公開を行 ってまい り
ましたが､法人化になって､ もっとそれぞれの研究者が生み出 した研究成果 を企画展 という形で
出 していこうということで､夏休みには ｢みんぱ く動物園｣ というもの も行いました｡また ｢ポ
研究者が見誤った伝統 ?｣｢アフリカのス トリー トアー ト展｣ とい
リネシア文化の誕生 と成熟｣｢
ったような､従来以上にそれぞれの研究成果を展示をとお して社会に公表 してい く｡ しか もこれ
にはワークシ ョップ等 を結びつけるといったことを行ってお ります｡ また､写真 コレクシ ョンも
た くさん持 ってお りますので､新たに ｢
みんぱ くフォ トギャラリー｣ というもの も新 しい試み と
してで きるだけ行 っていこうと｡ さらに､巡回展 も従来にも増 して､で きるだけに行 っていこう
とい うことで進めているところです｡
貴後 に､社会連携分野ですが､これ も法人化以前にも増 して､法人化後頑張 っているところで

4
0
名の方々
す｡ 1つは ｢みんぱ くミュージアムパー トナーズ｣ というボランティアで､現在約1
に担っていただいてお ります｡ さまざまなご提案 を頂いて､私 ども専任の教員だけでは至 らない
ところを新たな知見で､新たなネッ トワークを形成中です｡

2番 目の ｢ミュージアムネッ トワークの形成｣は､さまざまな博物館､美術館のネッ トワーク

宅
覧

があ りますが､民博で進めているのは､特に博物館 と美術館の両方を併せたネッ トワークです｡
それぞれの博物館が今大 きな問題 を抱 えてお りますので､それ らの問題 をお互いに出 し合 う中で
問題解決をBl
ってい きなが ら､新たなミュージアムネットワークの形成 を行ってお ります0

3番 巨
=こ｢
J
I
CA との連携 による博物館学集中研修 コース｣､これ も従来J
I
CAとの間で約 1
0年
間進めてまい りましたが､平成 1
6年度か ら民博がこの事業 を受託 して､滋賀県立琵琶湖博物館 と
連携 して､開発途上国の1
0か国の中堅のキュレーターを招いて研修 を行ってお ります｡

4番 目の ｢ASEMUS｣ というのは､アジア欧州 ミュージアム ･ネットワークですO ここも今､
大 きな国際共同巡回展示が計画 されてお り､ 日本では民博がこれに参画 して､さまざまな事業の
企画､立案 を行っているところです｡
以上､ さまざまな点で新たな動 きを示 しているところです｡先ほど委貞長がおっ しゃった法人

0
年たって､博
化のメリッ ト､デメリットということですが､私個人としては､民博 もちょうど3
物館 もさまざまな不都合 もあ りましたので､この法人化 をきっかけに してさまざまな課題を洗い
出 し､改めるべ きは改めるとい うことで取 りかかってお り､そ ういう点では大変 よかったわけで
すo大学共同利用機関法人 とな りまして､それにこの博物館が本当に要るのかといったようなと
ころもあ りますo中期 目標の中で社会にさまざまな研究成果を開 きなさいということはあ ります
が､基本的には研究機関 として頑張るという面が強うございます｡博物館の位置づけというもの
に､さまざまに微妙なところもあるとい うのが偽 らざる実感です｡ただ､ さまざまな問題を考え
なが ら､新たな取 り組みを進めているところです｡以上です｡

(
館長) 引 き続 き社会連携 ということで､広報企画会議議長か ら説明 していただきます｡
(
広報企画会議議長) 民族文化研究部長です｡広報 を担当 してお ります｡法人化 になってか ら､
広報 というの も今 までのようにお国任せ というわけにはいきませんので､昨年度 も含め､館一体
となって広報の仕事 をするということを意識的にや りましたoその意味 もあ りまして､組織的に
は館長以下､部長会詩､それか ら広報企画会議 というものを設け､その下にそれぞれ専門部会 を
設けて､｢ホームページ年報専門部会｣､｢国際連携専 門部会｣､｢
民博通信専門部会｣､｢月刊みん
ぱ く専門部会｣､それか ら ｢
広報事業専門部会｣があ ります｡
いちばん大 きいのは､広報では館長がいちばん大 きな看ノ
仮を掲げて もらわか ナればな りません
ので､前 と背中のほうに国立民族学博物館 という看板 を掲げて もらう｡それか ら館員がそれぞれ
報道関係者 と民博 との懇談会｣ を年11
看板 を掲 げてPRとい うことですが､外部 との関係では ｢
B]
や りました. また､強化 をするためにはどのように した らいいか とい うこともあ りますので､
世紀協会の
今､調査 も実施 しています｡それか ら､看板その他 をリニューアル して､今年か ら21

0
0
5｣
理事長である堀井委員長のご努力によりまして実現 した ｢ミュージアム ぐるっとパス関西2
に実行委員 として民博 も参加 させていただきました｡そ ういうことで一般の人に博物館 というも
の､お よびこの研究所 というものが浸透するように努力するということにしました｡
また､専 門部会の中では､特に 『
月刊みんぱ く』 は今 まで千里文化財団が滞集 ･発行 してお り
ましたが､一括 して博物館が発行 までをするということに変わ りました｡それか ら､みんぱ くゼ

2回､映画会 を 6回､研究講演 を 2回行いましたO
ミナールを1
6年度の民博関係掲載の新聞記事数をそこに出 してお ります｡民博 によって集計 し
それか ら､1
た もの と､ 日経テレコンで集計 した件数で､これが大変多 くあ りまして､私 どもの目の届かない
ところで も民博 についての広報がなされているということがお分か りか と思います｡

0年間の入館者数ですが､常設展 と特別展の ものが載っていますので､それ も
それか ら､過去 1
ご覧いただければと思います｡

̲̲｣

外部評価委員会発言録

【
社会連携等について】

(
館長) 続いて大学院 (
総合研究大学院大学､以下 ｢
総研大｣ とい う｡
)の報告 と最後 まで行 き
まして､そ してご質問等伺いたいと思います｡専攻長､よろ しくお願い します｡
(
総研大専攻長) 私は民博では研究戦略センターの所属ですが､本 日の会議では総研大か らの代
表 として出てお りますD私だけではな くて､助手 を除 く助教授以上の先生がたのほとんどが総研
大の先生で もいらっ しゃるのです｡葉山御用邸の近 くの湘南国際村 にいろいろな企業の研修所が
あ りますが､その一角にこの本部があ り､全体ではた くさんの研究科が属 してお ります｡人間文
化研究機構以外の研究棟格 の理科系のた くさんの研究所 と共同で運営 しているのが総研大です｡
この中で私 どもは 2つの専攻 を連営 してお ります｡これは別の法人ですので､人間文化研究機構
という法人の中の民博のスタッフが､稔研大 という別の法人の中の文化科学研究科の地域文化学
専攻 と比鞍文化学専攻に対 して､教育のサービスを提供 しているという関係にな ります｡
それが今年度､ どのようなサービスを提供 してきたか というようなことを､これか らご報告す

0‑3
0
人 ぐらい
ることにな ります｡ まず､学生数に関 してですが､2つの専攻 を合わせ ます と､2
いつ も応募 して くるかたがい らっしゃって､それに対 して定貞 6名､プラス若干の学生 を取って
いるとい うことにな ります｡それについては､あ ま りぶれがな く､ずっとそ うして きてお りま

2
人お りますO よその大学に所属 し
すoこれ以外 にも特別共同利用研究員 として受け入れ音数は1
てい らっ しゃるかたを受け入れて､教育 を施 しています｡
そのようによそか ら受け入れているかたは､よそで学位 を取 られるわけですが､私 どもで受け

6年度は､ 2人が取 られ
た学生､入学 してきた学生はここで学位 を取 らせてい くわけです｡平成 1
てお り､またそれ以外の 3人は､いずれ もよその先生方です｡論文博士 として出 して来 られてい
るものに対 して､こちらで教育を受けた経験がな くて も､よそで勉強 していらっ しゃるかたに対
して学位 を授与するということで､教育的なサービスを行っているということです｡
(
館長) それか ら､昨年末に起 こったスマ トラ沖地震に関 して､民博 として もさまざまな形でか
かわっていこうとい うことがあ ります｡本 日欠席 してお ります先端人類科学研究部長は､本 日､
上智大学で復興支援 に関する研究報告会があるので､そちらに出席 してお ります｡そういうかか
わ りも積極的に していこうと考えてお ります｡
以上､ざっとではございますが､説明をさせていただきました｡

5
分 しかございませんが､各委員か ら
(
委員長) 多岐にわたるご説明を頂 きました｡時間もあと1
ご自由に民博全般について､あるいは今､報告 を頂いた個別のことにつ きまして､いずれで もけ
っこうですので｡
【
研究の展開について】
(⊂重責) ご説明を大変興味深 く聞かせていただ きました｡ とりあえずの感触 といいますか､ と
りあえず気づいた点 という域 を出ないと思いますが､ 3点ほど申 し上げようと思います｡
先ほど研究機関としての性格 と博物館 を中心 とする広報 という性格があるとの説明があ りまし
たが､その 2つ というのはいずれ も非常 に大事です｡研究の領域 を拝見 して､それぞれ個々のご
専門というところか らの選択の結果であると思いますが､かな りいろいろな範囲にまたがってい
るとい う印象 を私は持 ちました｡ これか ら中期 目標､それか ら年度計画をお作 りになるときに､
重点分野 と個別分野が当然 2つあってよろしいと思いますが､ 1年で完結する研究 も何 らかの大
きな重点分野 とい う中で選定 してほ しい｡ まず人があって､研究分野が決まるというのではな く
て､ まず研究分野が先にあって､それに合 う研究者 というアプローチが もう少 し前面に出て もよ
いのではないか とい う印象 を持ちました｡
資料 にあ ります 4つの重点分野 も非常に広い分野であって､そこには何で も入るというような

監
吊

感 じです｡方法論の研究 も随分あったと思います｡ これも大事なテーマであると思いますが､よ
り具体的な重点分野 というのを絞って研究テーマを選定 されるようにするoこれが第 1点です｡
第 2点は､長野先生か らもご指摘があ りましたが､これか らまさに国際的な交流あるいは研究
が非常に期待 され､求め られると思います｡拝見 したところ､年報や報告は若干英文の ものもあ
りましたが､年報は もちろんのこと､研究の成果 をぜひ外国語で世界に届けるという機能を伸ば
してい く､拡充 してい くというのが､民博だけでな く､ 日本のあ らゆる研究機関に対 して言 える
ことと思います｡私共の国際会館で行われる国際学会 を見て も､ どんどん外国語で発表 され､そ
うい う先生方の世界 におけるプレゼ ンス とい うものが組織的に広がっているような感 じが しま
す｡そうい う視点で､民博 も国際的な情報交流､展開により大 きな力 を入れ られた らどうかなと
思います｡

3点 目は､専 門の先生がいらっ しゃる中で､む しろ勝手なことを申 し上げるという感 じか もし
れませんが､民族学や文化人潰学については､これまで民博を中心 に大変な実線 を上げてお られ
ている訳ですが､ これか らは､ ヨーロッパ､アジアで も､民族 を越えて､あるいは国を越 えて､
多元文化国家､あるいは多文化社会 というものが重要視 されてきています｡私はオース トラリア
やアメリカに居 りましたが､そういう国の中での民族の位置付 け､文化人類学の位置付 けとい う
のが今後 どうなってい くのか という点に関心があ ります｡む しろ民族 よりは地域 に物差 しが移 っ
て くる場合 に､文化人類学､民族学が どうい う形で進展 してい くのか とい う点 に興味があ りま
す｡

外部評価垂員会発言録

私個人の意見ですが､3点申し上げましたD
(
委員長) せ っか くですか ら､順番に｡最後にまとめて館長にお答えいただきましょう｡
【
博物館機能について】
(D委員) 非常に雑 ぱ くな質問で恐縮ですが､民族学博物館 とい うことで､民族学 ということが

0
0とすると､ どの ぐらいが民
いちばん中心課題だ と思いますが､ 日本全体の民族学 を トータル1
博の位置づけといい ますか､ どの ぐらいを占めるので しょうかo民博の 目的の 1つに､民族学 を
アピール してい くとい うこともあると思 うのですが､全体の中における民博の占める割合です
ね｡研究 しているかたの人数や､あるいは研究発表の量的な部分の位置づけが どの程度なのか と
いう質問です｡
もう 1点は､研究 と致青 と博物館 と 3つある と伺 いまして､博物館 には企画にお金がかかっ
て､設備のメンテナ ンスに大変お金がかかるoお金 をかけないと人が来ない し､お金をかけると
なると大変で､我々 も美術館 をやっているのでよく分かるのですが､大変な状況だろうと思いま
す｡逆 に博物館 を持 ってお られるということは､機構の中のユニーク性で､転換 をするというこ
ともで きるのかなと思います｡

Jは鳴
ただ､大阪には非常 に厳 しい状況になっている集客施設がた くさんあ ります｡例 えばUS
り物入 りでスター トして､今の ところはまだ元気でやっていますが､あれがつぶれましても関西

Jであると
としては非常に困るわけです｡博物館 をもし集客施設 と考えるならば､そういったUS
か､関空は集客施設ではあ りませんが､関空などとネッ トワークというか､連携ができないかな
ということで､これは全 く具体的なアイデアがあるわけではあ りませんが､そういうことで地域
に発信するというか､そうい うところを目指 して､博物館 を持 っているということを主張で きな
いかなという印象 を持 ちました｡

(E委員) 感想だけ申しますが､民族学博物館は大学の共同利用樺関 として発足 し､そ して､そ
の基本的な性格 はやは り研究機関という位置づけが強いと思いますが､一般世間か ら見てお りま
す と､そ うではな くて､これはやは り博物館 というところが まず見えて､研究の成果が展示 され

｣

ているとい うことは事実 として知ってはいて も､そこのところにはあまり視線が行っていないと
思いますoですか ら､中にお られる方 と外か らの E
]というのが､この民博の場合はかな り食い違
いがあるのではないかと思います｡その面でやは り独法化 という契機 を境 にして､博物館機能 と
いいましょうか､その辺の改革 をどうなきるのかなということが､今 日伺 っていて､まだ私が完
全に理解 しきれない ところです｡その面か ら世間によく分かるような改革をする必要 もあるので
はなかろうか とい うことを感 じました｡
【
調査研究の重要性について】

(F垂負) 私のところは一昨年､独立行政法人化 しまして､今 ､ 3つの点を改革 と称 して推進 し
てお ります｡ 1つは､私 どもは海外援助機関ですので､在外 を重視 して､海外の現場に沿って も
っとよりいい仕事 を していこうとい うことです｡ 2つめは､人間の安全保障とい う視点を共通的
に持 ってい こうとい うことです｡ これは､海外の事業 は国を相手 に仕事 をしているわけですが､
これに加 えて､個 々の人々に注 目をする､あるいはコミュニティというものに直接働 きかけると
いうことを取 り入れてやっていこうという点です｡3つめは､いわば効果的､効率的とい うこと
ですが､それにむ しろ迅速性 というものを加えて仕事 をしようとo在外でいろいろと､この間の
津波などもあ りましたが､そうい うときに迅速に対応するということができなければ､やは り海
外援助機関 として適当でないだろうということで､この 3つ を念頭に今やっているところです｡
最初の現場 を重視するという点においては､やは り民博の今 までのいろいろな蓄積 な り現に調
査研究 されていることと､海外の事業 との連携が もう少 しとれないのかなという観点や､あるい
は人間の安全保障については､コミュニティに注 目してい くということですので､その意味で民
博の調査研究 とはどこかつながってい くところがあるのではか ､
か と思います｡3番めの点です
が､まず調査 をしてか ら事業 をしようとい うことになると､迅速性 に欠けることにな ります｡そ
うすると､既存のいろいろな調査研究をどのように生か して迅速的に対応で きるか というところ
が接点になると思います｡
新 しい機構がで きた 目的 としては､ある種の社会貢献のようなものをもう少 し念頭に置 くとい
うこともあるか と思いますが､私 どもの事業 との関係などか ら発想すると､調査研究の成果の活
用のような点をもう少 し整備 されてい くとよいかなという印象 を持ってお ります｡

(
A委員) 今 までの委員のおっ しゃったことと少 し重 なることがあ ります｡私が考えていますの
は､ 1つは研究テーマが分散 して､広 くて､それぞれに重要なテーマだとは思 うのですが､現代
とい う中における文化人類学の地位 というか､役割 というものについて､今､民博 だけではな く
て､文化人類学界その ものが大 きな試練に立たされていると思います｡ どうしてかなと思 うので
すが､やは り現代の状況にうまく応 えるような研究が少ないのではないか ということを危供 しま
す｡そうい う点では､ もっと地域研究 とい うもの と連携 を深めるべ きではないか､あるいは地域
研究の中でこそ､この文化研究､従来の民族学が蓄積 して きたものが非常に大 きな役割 を果たす
のではないか と思ってお りますO この地域研 を外に広げるのではな くて､む しろ将来取 り込んで
1つになるような研究方法､地域研究の中での民族学 とい う方向は何かないのだろうか というこ
とを､今､思っています｡
それか らもう 1つは､先ほどの迅速性の問題 とも関係するか もしれませんが､緊急的な世界の
諸問題､あるいは何か起 きた ときの問題 に対 して､民族学のほうか らもっと積極的な対応な り､
関与があって しかるべ きであると｡それはす ぐに役 に立たな くていいのです｡例えば､現在 イラ
クが非常 に大問題ですが､あそこで しば しば ｢
部族｣ とい う言葉が出て くるのです｡ しか し､そ
の｢
部族｣とは何か とい うことに対 して､民族学のほうか らきちんとした発言､説明が全然ない｡

｣

イラク文化 と社会 とい うのはお互いに関連 し合 っているもので､ どちらで もいいですが､これを
イラクの民衆社会な り民衆文化､そ してその民衆社会の組織の在 り方､｢部族｣ といった ものは
どうい うことになっているのだということを､ もっと早 く説明 しなければいけない｡ こういうと
ころにおいて､文化人類学の発言が非常 に弱いのです｡そこで､あっと言 う間に国際政治学など
という人たちに乗っ取 られて しまって､文化人類学は役 に立たないのではないか ということにな
って しまう｡
それか ら､今度のニアス島の地震ですが､ニアス島の地震が起 きていろいろな方が行 く｡地震
の専門家はた くさん行 きます｡それか ら医療救助 も行 きます｡｢なぜ民族学者が行かないのです
か｣ ということなのです｡ というのは､ニアス島の壊れた家の写真がた くさんニュースで報道さ
れますが､骨新 しいブロック建築で､壊れやすい ものばか りです｡一方で､ニアス島 と言 えば､
民族学者は皆 ご存 じだと思いますが､直径が 1メー トル近いような大 きな丸太で遣 ったすごい家
がつい最近 まであったのですが､あのような家は今あるので しょうか｡その家はどうなったので
すか｡そうい うことで､ニアス島の人々は どういう人たちなのか ということを披露 し､そ して､
あの伝統的な民家はこうで したと｡私は全 く知識があ りませんが､願わ くば微動だにしなかった
ということがあった とすれば､そういうところに民族の知恵な り何な りがあるとい うことが言え
るのではないか と｡こうい うことが民族学 としてす ぐにやるべ き役割だと思います｡
私の博物館で､イン ドネシアのスマ トラの木造の民家をそのまま移築 してあ ります｡そういう
点です ぐにで も飛んでい きたいのですが､いかんせん､いろいろと事情があ りまして､お金 もな
だ きたい｡館長のお持 ちになっているリーダーシップ何 とか というお金 をさっと出 して､｢あ し
たにで もす ぐに飛んでいけ｣ というぐらいの機動性 を持つ ということをして､こうい う現代的な
テーマにやは り民族学 のほ うか ら対処 して､発言すべ きものはた くさんあると思 ってい ますの
で､ぜ ひそ ういうことをO
それか らもう 1つ､博物館 としての展示企画です｡これはやは り非常に重要なテーマだと思い
ますOそれについては考 えていただいて､まさに現代的な､今､大勢の人が関心 を持つ ようなテ
ーマについての企画展示 などを素早 くやる｡それは研究者か ら見れば､多少は探みがないと､ と
いったこともあると思いますが､やは り時事的な､現代の問題に即 した素早い情報提供 という形
での展示企画 を民博 はた くさんの情報 と場所 も持 っているわけですか ら､迅速に対応 した展示 も
で きるのではないかと思っています｡
(
委員長) 貴重 なご意見 をあ りが とうございました｡大阪 としては民博がプレゼ ンスを大いに増
して､大阪の研究機関 として世界的なプレゼ ンス もますます増 して もらいたい と願 っていて､そ
のご熱意で皆 さんのご発言があった と思います｡

(
A委員)

すみ ません､ もう 1ついいですか｡ この間聞いたのですが､その前 に起 きた大地震 と

大津波の ときは､アンダマン諸島とい う所がやは り津波に遭っているのです｡それである程度の
被害が出ています｡ ところが､あそこにはアンダマ ン先住民が居て､これについては文化人類学
をやる者が最初 に読 まされる 『
アンダマ ン島民』 という有名な本があ ります｡採集狩猟の生活 を
していて､いまだにイン ド政府があまり人を入れないように して､その原住民 をそのままにして
いるとい うのです｡それがいいかどうかは問題ですが､あの人たちはほとんど被害がなかったの
だそ うです｡何 か事情があって奥地に入っていて､彼 らは全 く被害がなかったという話で した｡
これ も文化人類学はす ぐにアンダマン島が どうい うところか､すばや く解説 をしてあげると､民
族学､民博､文化人類学 という名前が上がるのではないか と思 ったのです｡

3日にあ ります｡実 はそのコーディネ
(
副館長) 今の件 に関 して､｢
研究 フォーラム｣が今月の2
ーターで司会 を している林助教授が科研の費用で､ ともか く2月の早い段階です ぐ現地に入って
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かなか出 して もらえないのですが､こうい うときにパ ッと行ける機動性 をぜ ひ民博 は持っていた

お ります｡正直言 って､災害が起 こってす ぐの段階では復興 プロセスとの関係があ りますので､
入るとい うわけにはい きません｡これは個人的にはかな り迅速に､二人がチームを組んで科研で
取 り組んでお ります｡アンダマン島に関 しましては､私がちらっと聞いたところでは､イン ド本
土にいるアンダマ ン島民にインフォーマ ン トとして事情 を聞いているそ うです｡その辺 も､軍事
基地なのです ぐに入るわけにい きませんので､人類学の方法論でそれな りに対応 をしているので

I
CA等での復興支援 プログラムにはぜ ひ協力 させていただ きたい
はないか と思います｡ また､J
と思います｡
【
館長の挨拶その他】
(
委員長) 最後 に館長､この会は年に何回ぐらい開 くのか､次は大体いつごろをめ どに開 くのか
ということも含めてお願い します｡
(
館長) 今の委員長か らのご質問ですが､私 どもは機構本部に対 して､年度年度の自己評価書 を
出さなければいけません｡館内で自己評価書のたた き台がで きるのが､大体 3月半ばぐらいでは
ないか と思いますDですか ら､恐 らく3月中のあるときにとい うことで､年 1回と考えてお りま
す｡特別な場合 はまたお庇いするか もしれませんが､大体 1回､特別な場合 にはさらにもう 1匝】
ということか と思います｡
それか ら場所 は､今回は民博 においでいただいたのですが､次回か らはもう少 し便利のいい所
ということで､例 えば大阪市内の新幹線 ･駅か らあまり遠 くない所 というように工夫 したいと思
ってお りますo
私 どもか ら資料 を送って､それを見ていただいて､非常に短期間で したが､さすがに慧眼の士
がおそろいで､非常にいいコメントをち ょうだい した と思ってお ります｡今 ､6人の委員か らの
ご発言にはいろいろな注文があ りましたが､これは幾つかにまとめ られるだろうと思いますD
lつは､民博 における文化人類学の応用的な側面で､現代的なテーマをもっと扱っていいので
はないか とい うお話で した｡それか ら迅速性 とい うことも話題にな りました｡
文化人類学の社会的活
私は民博 に赴任 してか ら満 2年たったところですが､すでに民博では ｢
用｣ という名前の機 関研究が始 まってお り､それは非常 に大事 なことだと思 っています｡ただ､
人を変 えるというわけにはい きませんo先ほどお話があ りましたように､まずテーマを決めてお
いて､そこに人を置 くとい う､人が先ではな くというお話があ りました｡今､行っていることが
社会的な活用 ということも含めて､横関研究 を設けて､それぞれのテーマに民博の人的な資源だ
けで足 りない ときには､外部か ら入っていただ くと｡今､民博で行 っている共同研究の約 4割
が､外部の人が代表者 となって､研究活動をやってもらうということになってお ります｡ですか
ら､迅速性 にはなかなか満足ので きるお返事はで きませんが､だんだんそうなっているとo文化
人類学 とい うのは社会的に役 に立つのだということを､ もっと世間一般のかたに認識 していただ
くとい うことは積極的にやっていきたいと思ってお ります｡

4つの機関研究の柱 に関 して､少 し広す ぎるのではないか というお話があ りましたが､私 もお
っ しゃるとお りだと思いますO機関研究 というのは､私が 2年前 に赴任 した ときに始めたのです
が､現在いる民博の教員たちのそれぞれ個別にやっている､あるいは共同研究でやっているテー
マが､機関研究 という名前の ものに何 とか入 り込めるような形 にしたい と｡実際､それが どうい
う形で機関研究 として動いてい くかは､館内の教員か ら申請を出 して もらって､ きちんと審査 を
して､やる価値のあるものをやって もらう､そ して館内の資金 もつけるとい う形で進めてお りま
す｡
また､博物館 を持つ民博の存在理由等につ きまして､ご発言があ りました｡さらに､民博 を見

0
名 ぐらいの研究者がいて､さまざまな研究活動 をやって
るときの外側の 目と､それか ら､中で7

色
免

いるということは､外部の人はなかなかそこまで理解がいっていない というお話があ りました｡
私が赴任 してから､民博 は博物館 ということだけで世間では見て もらっているけれ ども､そうで
はない､盛んに研究活動 もやっているのだということをもっとアピール した らどうだということ
を館員 にも言いました｡ どういう研究をやっているか ということは､一般向けの講演会や､民博
で行 っている専門性の高いシンポジウム等でも､外部の人にできるだけ情報 を与えて､それを見
て もらって､無料で参加 していただ くということは､徐 々にやってお ります｡

C委員のご発言で したで しょうか､法人化 ということが､ とて もいいことだとおっしゃいまし
た｡我 々民博で も､法人化になることによって後押 しをされて､さまざまな館内の改革､新たな
研究テーマの選定がで きつつあると思います｡機構内の連携研究は､大 きなテーマは大体決 まっ
ていますが､ どのような研究チームがで きて､具体的にどのようなプロジェク トがそこで始 まる
のか ということはまだ検討中であ り､はっきりと姿が見えないところがあ ります｡法人化によっ
ていい こともあるとい うお題 目を随分私たちは並べ られていたのですが､実際にスター トします
と､なかなかいろいろなことがあ り､今 までの慣習や､予算の使い方にしても旧来の慣行 を破 る
ことがなかなか難 しい面があ りまして､いっぺんにはいきませんoただ､法人化によってそれぞ
れの研究機 関が独 白に判断 して､独 白に予算 をそ こに割 り当てることがで きるといったことは
徐 々にできるのではないかと思います｡
全般的にさまざまなご意見をち ょうだいいた しました｡今のような形で､す ぐにはで きないこ
とがもちろん民博で もあ りますが､そういうことは気 になさらないで､ とにか くこうやった らい

(
副館長) 1つだけ｡D委員か らの具体的な質問ですが､民族学､文化人類学の全体の中の位置
づけについて､ まず､こういう大学共同利用機関がで きた経緯の 1つ として､大学にはない専門
分野があるということがあ ります｡具体的には､例えば国立天文台や統計数理研究所 などがあ り
0年前 は､大学では文化人類学 といいますが､その講座がほとんどなか
ます｡民博の場合 ､当時3
ったので､ここがで きました｡その後､文化人類学 というのは各大学で少 しずつ増 えてまい りま

0
‑3
0ぐらいの大学で一応専 門課程がで きていますo逆 に近年の大学改革の中で､
したO実際に2
学問 とい う何 とか学 というものが外れて しまい､ボーダレスになってお りますので､大学 におい
てはそ ういった講座が今見えな くなっていますoこれは人類学だけではあ りませんがOそ ういう
のが現在の位置づけです｡ただ､決 して文化人類学 という狭い領域 に閉ざされることな く､ここ
がやるべ き使命 は､その関連分野 とい うものを広 く結集 してい くことだと思います｡ただ､そ う
いうものはA委員か らもご意見があったように､対象は地域 としても､人類学な りの方法論 を確
立 していければと思います｡
(
館長) 今 日､いただきましたご意見は､前 に申 し上げましたように､民博で作 る自己評価書の
中に盛 り込みます｡
本 日は長い間 どうもあ りが とうございました｡

̲̲̲｣
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いのではないか ということは､ どんどんこれか らもご発言いただきたいと思います｡
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【
館長挨拶 と趣 旨説明】
立民族学博物館外部評価委員会を開催 したいと思います｡ よろ しくお願いい
(
委員長) 第 2回Bl
た します｡
最初 に､館長か らごあいさつ と本 日の委員会開催の趣 旨についてご発言 をお願い したいと思い
ます｡
(
館長) 本 日はご多忙のところ､外部評価委貞の皆様､お集 まりいただきまして大変あ りが とう
ございます｡
本 日は 2回 目の外部評価委員会 にな ります｡民博あるいは民博以外の 4つの機関が､人間文化
研究機構 とい う 1法人を作 ってお りますが､それぞれの機関か ら提出 しました自己評価書に相当
する業務報告書 を､各機関か ら人間文化研究機構 に提出 し､それを機構本部で取 りまとめて､機
構全体の業務報告書 として､文科省の国立大学法人評価委員会 に提出 しました｡その結果､評価
委員会か ら我 々の機構か ら提出 した業務報告書 についての評価が出たのが､今年の 9月で したO
そ して､我 々が出 した報告に､ どのような評価が下されたのかをいろいろと検討 し､これは年度
評価ですか ら､次年度の平成1
7
年度分の業務報告 も同 じようにしなければいけませんので､それ
に備えての返答 を機構 の評価委員会､機構の企画連携圭で検討 しましたoそこでの議論が､まだ
出尽 くしたわけではあ りませんので､次年度の評価 を控 えでの検討が続行中ですが､大体め どが
ついたようなところで､ 2回目の外部評価委員会 を本 日開催することにな りました｡
私 たちが年度評価 について理解 していたことと､ちょっと違 うような評価 のされ方 を してい
るoそうい う乱歯 も多少あ りますが､その点については､後ほど評価担当の佐々木その他か らご
報告があるか と思います｡
評価のことも含めて､外部評価委員のかたに私たちが期待 しているのは､評価 にとどまらず､
その他のことについて もいろいろとご意見をいただきたい し､私たちもご相談 申し上げたい と思
うことが評価以外のことに関 してもあ ります｡
【
機構の評価結果について】

6
年度の評価の経緯が どういう流れで､ どういうことに今なっ
(
委員長) では早速ですが､平成1
ているか を､ もう少 し概略 を詳 しくご説明いただ きたいと思います｡
(
館長) それでは､人間文化研究機構の評価の体制が一体 どのようになっているのかOそれか ら
人間文化研究機構 として提出 した業務報告書､それに対 して､国立大学法人評価委員会か ら返 さ
れて きた評価 について今か らご説明をいた します｡研究戦略センター長が民博 を代表 し､機構の
評価委員会 のメンバーになってお りますので､セ ンター長か ら説明 をします｡ また､副館長が､
機構 にあ ります企画連携室会議に民博か ら代表 として出てお ります｡ この企画連携室会議は､研
究全般 について検討する機構の会議ですが､そこでの評価に開通する検討の状況については副館
長か ら､それか ら財務についての業務報告 については､財務課長か らそれぞれ説明させていただ
きますO

6
年度の文科省の国立大学法人評価委員会 を中心 とした今回の評価
(
研究戦略センター長) 平成 1
のスケジュールについて､4月の第 1回日の外部評価委員会の時点では､平成 1
7
年 3月までの追

切
取

行状況は説明 したと思いますので､今 日は 4月以降の流れを簡単 にご説明 します｡
まず 4月末に､業務実績報告書のガイ ドラインを確認 して､自己評価基準 を承認 しました｡そ
れ とともに､機構側の対応ですが､ 4月末 日に各機関の業務実績報告書および自己評価書 を機構
本部 に提出となってお ります｡この自己評価書 については､4月の第 1回 目の外部評価委員会の
ときにお諮 りして､その後､皆様 に郵送 させていただきましたO

6
年度業務実績報告書 を提出 してお ります ｡ 6月3
0
その 2か月後の 6月末 日に､最終的に平成1
日の提出で もって機構側の作業は終わったのですが､その後 7月に､国立大学法人評価委員会で

7日です｡ これは機構本部で対応 して もらいまして､機
ヒアリングが行われました｡それが 7月2
構の理事 と事務局長が ヒアリングに出ました｡
芯として､9月 6日に
その後 ､8月の間に随時質問への受 け答 えがあ りまして､機構側の対1
｢評価結果素案 に対する意見の照会 を受領｣ とあ ります｡ 9月 6日に国立大学法人評価委員会か
ら ｢こういった評価結果が出たが､これでよいのか｣ とい う案が示 されたわけですoそれに対 し

0日に最終評価結果
て､機構側で最後の意見を申 し立てまして､その意見に基づ きまして､ 9月3
が国立大学法人評価委員会か ら出されるとい う流れにな りました｡

6
年度の業務実績報告
その最終評価 を受け､樺構側の評価委員会 と企画連携重のほうで､平成1
書に対する評価 に対する対応策を､審議するという流れにな ります｡
その評価結果は､各大学共同利用機関法人の機構長宛に国立大学法人評価委員会の委員長の名
前で出 されてお ります｡
プラスの方向で評価 されているポイン トを挙げます と､｢
本機構 は､横開聞の連携 ･協力の促進
および機構 として一体的な運営 を図るため｣ という段落があ りますoその中で特に ｢人間文化研
究総合推進検討委員会｣､研究資源の共有化の推進による共同利用の推進方策 を検討する ｢
研究
資棟共有化検討委員会｣の設置等､機構 としての 目的を実現するための体制整備が着実に行われ､
実行 されていることは高 く評価できるということで､今機構本部で行われている人間文化研究総
合推進検討 と研究資源共有化 という 2つの事業が､高 く評価 されているという点を挙げることが
で きます｡
それか らもう 1点､これは教育 ･研究に関する部分ですが､既存の組織 ･分野の枠組みを越 え
た共同研究 を実施す る｡機構 内外の連携研究 ｢日本 とユーラシアの交流 に関す る総合的研究｣､
｢人間文化研究資源の共有化事業｣ といった､機構の機関を横 につな ぐような連携研究の試みが
高 く評価 されているという点が特徴です｡

(
1)莱
ただ､いろいろ問題点を指摘 された部分 もあ りましたO例 えば､｢
項 目別評価｣で､｢
務遵常の改善お よび効率化｣ という項 目において比較的問題点 として指摘 されたのは､ 1つは教
員の公募制､任期制の導入に関 してです｡
さらに大 きな問題 として､ この機関の中で取 り上げ られたのが､｢
機構 として､構成機関の研
究の自律性は尊重 しつつ も､械横長の リーダーシップによって､中長期的に､ どの研究分野にど
れほどの人材 と資源 を配置するかを決定する態勢 を構築す る必要がある｡
｣です｡ この指摘 に対
しては､各機関､機構本部で もかな りいろいろな意見が出ました｡例えばいちばん大 きかったの
は､｢
機構長の リーダーシップとは何か｣に関する定義がないとい うことで､それを早急に機構
側で も作 らなければいけない という詩論が出ました｡

6年度の実績の うち､
続 きま して､｢(4)その他業務運営 に関す る重要事項｣の中の､｢平成 1
｣O とい う中で､｢施設設備の整理が機関ごとに実施
下記の事項が注 目される (
又は課題がある)
されてお り､横棒全体 としての方針決定が希薄 (
各桟関まかせ)であ り､今後の機構全体 として､
施設マネジメン トの方向性が明確ではないので､法人としての具体的な計画について早期に策定

̲̲̲｣
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｢
全体評価｣の中で､比較的好意的な評価 を得 られているか と思 うのですが､その中で､特 に

することが望 まれる｣ という指摘が出されました｡実は､この指摘が非常に大 きな意味を持って
います｡
続いて､｢(4)その他の業務運営 に関す る重要事項｣の全体の評価 は､｢本項 目については､
年度計画 を順調に実施 している』
評価委員会の検証の結果､年度計画の記載 8事項中 7事項が 『
と認め られるが､施設設備の整備 ･
活用等の取 り組みが十分でないこと等 を総合的に勘案すると､
進行状況は F
やや遅れている』 と判断される｣oこの､｢やや遅れている｣ という判断ですが､実

6
年度 に係 る業務の実績に関する評価結果の概
は ｢国立大学法人 ･大学共同利用機関法人の平成1
要｣のいちばん下 に､｢
項 目別評価は以下のとお りにす る｣ とい うことで､5つの評価表現が並
んでお ります｡ この ｢
やや遅れている｣ とい うのは､下か ら 2番 目の評価なのです｡この部分だ
けが人間文化研究機構 としては､下か ら 2番 目の低い評価 をされたことにな ります｡この点につ
いては､恐 らく新聞等ですでに発表 され､公開されてお ります｡
資料 1の ｢
教育研究等の質の向上｣に関 して､こちらの指摘で問題 とされたのは､本館 に直接
かかわることで したので､本館の 自己点検 .評価委員会で も問題 にな りました｡｢
共同利用 にお
いて､『
当該分野の国際的研究動向』 をどのように把握 しているか｡ 『
学術の諸分野においてブレ
ークスルーをもた らす ようなテーマ､適切 なテーマの設定等 をどのように行 っているか』､業務
実績報告書では､必ず しも明 らかではない｡特 に､『
稔合地球環境学研究所』『
国立民族学博物館』
においては世界的な研究動向の把握､テーマの設定､比戟優位の確立 を目指 した取 り組み等に体
系的な説得力のある説明が今後期待 される｣ ということで､本館 を名指 しで､｢
今後期待 される｣
という評価がなされています｡
研究に関 して問題 にされたのは､｢
共同研究参加以前の､学術資料等 を利用する大学院生や若
手研究者の利用 という点では､ どれだけの便宜が図 られているか､明 らかでない｣ という指摘が
なされています｡
もう 1点間題 とされたのは､｢国際交流 については､各機関における国際的役割の中で､協定
の締結､国際シンポジウムの具体的なテーマや参加人数が 『
成果』 として業務実績報告書では強
調 されているが､社会 に対 して説得力ある説明 としては､どのような研究を重視 し実施 され､そ
れが どのような場で発表 されて､具体的にどのような評価 を受けたかを報告する必要がある｣ と
いう評価です｡
以上が､この国立大学法人評価委員会が人間文化研究機構 に対 して示 した評価結果の問題 とな
ったところです｡
別の資料は､評価結果の概要で して､国立大学法人 ･大学共同利用機関法人において､大体 こ
のような評価が得 られたというもので､各評定結果の統計的なデータを並べてあるものです｡ ま

6
年度の業務実績の評価 に関 して､国立大学法人評価委員会の野依委員長の意見
た､今年の平成 1
が載った資料があ ります｡
｣ という資料 は､他大学 との比
｢国立大学法人 ･大学共同利用機関法人の改革推進状況 (
概要)
較において､人間文化研究機構が､どの点が注 目されているのかを示 してお ります｡改革推進状

億円)
況の ところに､人間文化研究機構等 と書かれた部分があ ります｡｢
機構長裁量経費 (
約 17
を確保 し､共同利用基盤の強化の観点か ら､各機関において重要性 ･緊急性が高い事業等に重点
的に資源配分 を行 っている｣｡ これは､資源配分 に関 して､機構長裁量経費 を活用 して､重点配
分 を行 っているところが､改革状況 として評価できるということで､人間文化研究機構が具体的
に挙げられてお ります｡
もう 1か所､人間文化研究機構が挙げられているのが ｢
共同利用体制の整備 ･充実｣の ところ
で､｢
共同利用の機能強化のため､『
研究資源共有化検討委員会』 を設置 し､各 5大学共同利用機
関が収集 .保存 している膨大 な学術資料 を一元化 し､利用者が網羅的な自動検索が可能 となるデ

良
̲

一夕ベースの構築に向けた総合情報検索システムの検討に着手 した｣ ということで､資源共有化
の事業が高 く評価 されています｡ この 2点が､人間文化研究機構 として特筆 に価する事業 と認め
られています｡

6
年度人間文化研究機構 の改革推進状況｣ とい う資料 は､この評価結果 を受け
続いて､｢
平成1
て､ この ような改革推進 を具体的に行 っているということを､機構のほうで まとめた ものです｡
さらに､国立大学法人評価委員会の評価結果 を受けまして､項 目を検討 した結果ですが､この中
でいちばん議論の中心 とな りましたのが､｢
機構 として､構成機関の研究の 自立性 は尊重 しつつ
も､機構長の リーダーシップによって､中長期的に､ どの研究分野にどれほどの人材 と資源 を配
置するか を決定する体制 を構築する必要がある｣ というところです｡ これに対 して､多数の意見
が出て きました｡
次は ｢
財務内容の改善｣ですO科研等の外部資金導入が前年度 よりも増加 していますo Lか し､
新規の外部資金の獲得 についても､引 き続 き努力するとい うことが 1点です｡ これに関 して も､
科研費の申請数ない しは獲得数が多いのを評価 されているのはあ りがたいとともに､ただ単に科
研が増えるだけでいいのか という議論 も出てきてお ります｡つ まり､科研費を数多 く申請 し､個
別研究の件数が増えると､大学共同利用機関として行 う共同研究が逆に弱体化するという問題点
もあるのではないか､それゆえ､ただ単に科研費が増えたか らといって評価 されて も､一面的な
評価ではないか とい う意見が企画連携室会議であ りました｡
それか ら重要 な点は､ 自己点検 ･評価 に関する問題ですO｢世界的拠点を目指す機構､機関 と
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して､外国人有識者 も参加 した外部評価の実施が望 まれる｣ とい う表現に関 して､この ｢
外国人
有識者｣ というのは問題ではないか という指摘があ りました｡それと､海外で活躍 されている日
本語の話せ ない研究者 を評価委員会に入れることによって､実際に評価 をする困難 さ､言語的な
問題､実質的にどの面を評価 して もらいたいか ということを､ どうやって伝 えるかといったコミ
ュニケーシ ョンに関 して､非常に大 きな問題があるということを指摘する意見があ りました｡

｢
(
5)教育研究等 の質の向上｣の 6 (
2)｢機構 としての連携研究や各機関の保有する知的資
源のデータベースの構築等の立ち上げが 『
国内外の研究動向等』のどのような把握の上に行われ
たものか､業務報告書か らは十分に把握で きなかった｣ ことに関 しては､連携研究や資源共有化
の問題に関 して､ きちんと研究動向を把握 して､その原案 を教育研究評議会で審議する必要があ
るとい う点が 1つあ ります｡
それか ら､ 6 (3) ですが､先ほど申し上げた地球研 と民博の各テーマの設定の方法に関する
説明 もきちんとすべ きであるということについては､そのとお りだろうという意見が出てお りま
す｡
機構の評価委貞会の議論 というのは､大体以上です｡
(
副館長) それでは､私のほうか ら企画連携室での対応の検討状況について少 しこ説明 しますO
その前 に､ち ょっと個人的見解 を差 し挟んで申し訳あ りませんが､恐 らく4月に評価委貞会 を
していただ きまして､そのあ と約半年以上たって､機構 という形での評価が出てきたことにな り
ます｡ 1つは､個別の各機関に対する評価､ より具体的に言えば､ここの評価委員会で作成 して
いただ きました自己評価書､これはある意味では機構全体の評価 には反映 されていないと言って
いいか と思います｡ ほとんどは､機構で行 っている事業 に関する評価が中心にな ります｡結局､
各機関の評価､特 に民博の場合､博物館 とい う機能を持 っているわけですが､ これに関 しては､
樺構全体の評価の中には入れ られていないとい うのが事実ですo もう 1点は､この機構 に対する
評価は､基本的には大学 に対する評価 と同 じ並びで行われていることになっています｡ したがっ
て､大学で先ほ ど研究戦略セ ンター長が､桟橋長のl
)‑ダーシップとい う問題があると言いまし
たが､機構長が､学長 と同 じようにとらえられているところがあ ります｡そ ういった形で､我 々
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の機関あるいは機構が今後評価 を受けてい くことは､ どうだろうか という問題点 も､私は感 じて
お ります｡
今申し上げた点はあ くまで個人的見解ですが､基本的には企画連携室 という機構全体の会議の
中で も､やは り今言 ったような問題点が各機関か ら出されて､対応が話 されていると理解 してい
ただければと思います｡
ともか く､企画連携圭の会議での議論 を少 しご紹介 させていただきたいと思います｡
業務運営の改善等 に関 しては､各組織､民博の場合は研究戦略センター､あるいは文化資源研
究センターを設置 して､新 しい柔軟な組織再編 を行っていることは､個別のこととして評価 され
てお ります｡今後は､その効果 を考えていかなければいけないということで､将 に文化資源研究
センターなどを作 ることによって､博物館の活動のうえで どのようなメリッ トがあったか という
ことは重要になってこようか と思います｡
任期制については､それに付するスタンスがかな り微妙に変わってまい りまして､いっときは
何が何で も任期制 というころもあったのですが､最近は任期制 を一律 に導入するのは少 し難 しい
のではないか とい うことになっています｡地球研 は全部任期制をひいてお りますo Lたがって､
地球研 は一様 に組織が動 きに くい､現状 において も問題があるということで､地球研 のほうか
ら､任期制 というものを何か うまい仕組みで考えない と､立ち行かな くなるということは､実際
に出てお ります｡
いちばん問題 になるところですが､｢
機構 として､構成機関の研究の自立性は尊重 しつつ､機
構長の リーダーシップによって､中長期的に､ どの研究分野にどれほどの人材 と資源を配置する
かを決定する体制を構築する必要がある｣ と指摘 されています｡これに関 しては､我々機構側か
ら､こう言われた ら問題があるということは申 し立てたのですが､結局､評価委員会か らはこう
い う評価が出されてお ります｡普通の大学であれば､学長の リーダーシップで､定員の一部 を取
って新 しい研究科 を作 るな り研究セ ンターを作 るなどとい うことは､実際､盛んに行われている
わけです｡ただ､機構 とい う､かつてそれぞれ別個の機関であって､なおかつ地理的に離れてい
て､そ してバーチャルな組織 に近い もので しかないところで､このような普通の大学 と同 じよう
なことが成立するのか どうかとい うことは､非常 に大 きな問題です｡我 々としては､この企画連
携重会議 とい うのは､各機関の代表が出てお りますのが､非常 に危倶 を持ってお りますOですか
ら､｢
意見 申し立て｣ として書いてお りますが､｢
現段階ではこのような方向性が示 されるのは適
当ではない と考える｣ としています｡
それか ら､自己点検 に関 しては､｢
外国人有識者｣､これは必要か と思いますが､単に国籍だけ
で外国人 というのもち ょっとおか しいのではないか｡ もっと国際的なアカデ ミズムの評価 という
形に してはどうか ということです｡
情報提供､特に講演会の成果などをもっと出 したほうがいい と言われて､これは積極的にすべ
きことで､いろいろな催 し物の案内をしていますが､内容 まで十分に広報 されていないというこ
とは､反省すべ きことであろうかと思います｡
施設マネジメン トについては悩 ましいところなのですが､我 々はマネジメン トが必要だと言わ
れても､東京 と大阪で 5か所 にばらばらにある機関を､ どうマネジメン トするか というのは､先
ほど言ったように､各機関の存在の在 り方か らして､かな り実際は困難なところがあ ります｡
また､国際的な研究動向の把握や､若手研究者の活用 を図る方策については､指摘 されている
ところです｡大体､企画連携室では､個別にはいろいろ意見があ りましたが､私が最初 に申し上
げましたように､大 きな点 としては､各機関が持 っているこれまでの特性が､全体の評価になっ
て くるとどこまで削 り取 られて評価 されているのかとい う点が､大 きな問題 と感 じてお ります｡

田
切

【
財務内容について】
(
財務課長) 財務内容 についてご説明 します｡
資金運用 などについては規定を決めるといいますか､システムを考 えることになるのですが､
財務的には､予算 を戦略的に使 うという部分､そ してその結果 を評価するという部分が､今後の
課長
亘になって くるか と思ってお りますO
決算 は法人単位で行 うことになってお りますので､別の資料 につけてお ります ｢
財務諸表｣が､
正式に文部科学大臣に提出 して承認を受けた決算書です｡ この決算書 においては､民博部分が分
かるのは､｢開示すべ きセグメン ト情報｣ とい うところだけです｡そのために､別の資料 におい
て､民博の貸借対照表 と損益計算書 をつけてお ります｡
形式は､会社の決算書 と同 じように､同 じ名前 を使 ってこういう形になってお りますが､実は
その中身は､かな り一般会社等 と違 う取 り扱いになってお ります｡そのために､今 日の説明は､
その違いを説明 し､金額についてはかな り省略 したい と思ってお ります｡
まず､貸借対照表ですが､土地に関 しては 0となってお りますが､これは万博機構か らの借地

5
7
億 円となっ
であるために､資産 としては 0であるということです｡それで､全体の資産額が1
てお りますが､その内約 3億が今年度増 えた資産であ り､約1
5
4
億 円が法人設立 と同時に､国か
らの承継 した分ですO取 り扱いとしては､図書､美術品 ･収蔵品､特許権､電話加入権､著作権
については､減価償却 しない という取 り扱いになってお ります｡
続いて負債 の部へ まい りますが､ここで耳慣れない ｢資産見返負債｣ とい う言葉が出て くるわ
に必要 な準備金です｡会社の経理では当該年度の収益か ら償却費 を負担 しますが､国立大学で
は､資産の取得 と同時に同額の債務 を立てて､これを次年度以下の償却 に充てる取 り扱いになっ
てお ります｡
それか ら､｢資産見返物品受贈額｣ というのがあ りますが､これは国か ら承継 された工具 ･備
品の一部､図書､ ソフ トウェアが計上 されてお りまして､これ も償却のための準備金です｡｢
長

6
0
0
万円が計上 されていますが､これは平成1
0年か ら11
年度にわたって施
期借入金｣ として 8億4
工 した本館の耐震工事の則源が､財投で措置されていたために､借金 も国か ら引 き継 ぐこととな
っています｡ただ し､ この償還 に関 しては､補助金 として措置 されるために､民博独 白で返還 し
ていかなければな らないものではあ りませんO
寄付金債務｣ というのがあ りますが､これも国立大
流動負債 にい きますO｢
運営交付金債務｣｢
学法人法に基づ く特別 な措置で して､道営交付金 を受け取ったとき､あるいは寄付金を受け取っ
たときに､収益 に入れず､いったん債務 に計上することとなっています｡その金額 を､事業の進
展 に対応 させて､徐 々に債務か ら収益 に変えることになっています｡ したがって､ここに計上 さ
れている分 は､事業が行われなかったか､事業は行われたけれ ども､予算 より少な くなったとい
う残額が計上 されていることにな ります｡

8
億 円ですが､これは建物 と構
資本の部へ まい ります｡資本の部は､資本金に計上 されている4
築物､工具､器具､備品の一部､それに長期借入金を合計 した ものです｡それ以外 に､資本剰余
金 として経理す ることが定め られてお ります｡ これは資産の うちの美術品･
収蔵品､電話加入権､
施設整備補助金の類が計上 されています｡結局､資本金で扱 うもの と資本剰余金で扱 うものが区
分 されてい まして､会社経理 と比較 します と､ある意味で資本が常時動 く会計であると言 えま
す｡
続いて損益計算書 にまい ります｡
まず全体 として､会社経理なら収益 を先に上げるのですが､これ もまた経費を先 に上げるとい
う形になってお ります｡
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けですが､これが国立大学法人法に基づ く特徴的な取 り扱いで､資産 を将来､減価償却するため

業務費に計上 されている､3
1
億6
1
0
0
万円が､民博が使ったお金にな ります｡
具体的に見てい きます と､このうちもっとも比率 を占めているのが人件費です｡常勤教員給与

5
億9
0
0
0
万円にな り､全体の4
5%を
以下 ､4種類 に分けてお りますが､それ らを合計 します と､1
2
.
6%､約 4億 5
1
0
0
万 円で
占めてい ます｡ もう 1つ大 きな ものを挙 げます と､業務委託費で､1
す｡本館の運営が外部委託が多いとい うことで､結果的にこういう形になるか と思います｡

2
億5
0
0
0
万円です｡全体の9
1
%近 くを占めてお
収益の最 も大 きい ものが運営費交付金収益で､3
00
/
Oで､ 自己収入 といいますか､それ以外が1
0%と
りますoこれか ら見 ます と､国か らのお金が9
いう形になっているということです｡
下に､臨時損失 と臨時利益 というところがあ りますが､これは寅か ら承継 した資産にならない

6
年度だけの措置であ り､利益 と損失 を計上 して打 ち消 している
物品等です｡ですか ら､これは1
7
5
0
万円を計上 しました｡
こととな ります｡最終的に､当期純利益 として､1
ただ し､これは大学院教育経費で､総研大か ら資金 をいただいているものですが､その経費で
買 った資産 に関 しては､先ほ ど言いました負債 を立てないことになってい まして､資産 を買 え

7
5
0
万円の うち､約6
0
0
万円が大
ば､資産が増加 した分だけ利益 になるという関係 にな ります｡1
学院教育経費､総研大の経費の分です｡

1
0
0
万ですが､前金払い等で処理 して､ まだ費用に計上 していない もので､全体で
それ以外の1
1
7
5
0
万の利益 を生んでいるわけですが､ したがって､実質的には現金は残 っていません｡
ご存知のことと思いますが､利益が出た場合､会社なら次の展開の資金 になるわけですが､こ
の利益 に関 しては､経営努力認定 という文部科学大臣の承認 を受けなければ次期へ繰 り越せない

7
5
0
万について認定 を受けている段階です｡受けられなければ､最終
ことになっていますので､1
的には国に返還 しか ナればいけないことになって しまいます｡
以上､説明を終わらせていただきます｡
【
評価結果の活用について】
(
垂昌長) かな り膨大な資料 を､ポイン トだけご説明いただいたわけです｡外部評価委員会のか
たがた､ご質問やご疑問 もおあ りだろうと思います｡ ご質問 も含めてご自由にご意見 を賜われれ
ばと思います｡

(
A垂具) 人間文化研究機構あるいは大学共同利用機構 とい う大 きな組織の評価 と､民博 自身の
評価 とい うように､連携 しつつ も問題が 2つに分かれると思いますO一般論 としては､国立大学
の法人化あるいは人間文化研究機構の創設 という形で滑 り出 しているわけですので､それを活か
してい くとい う基本的なスタンスが大事ではないか と思います｡
なぜ こうい うことをするか というと､やは り効率化 という点で重複 している点 も多 く､資金の
有効的な活用 という面で節約で きることも多いと思われるので､これを重複 を避け､合理化に し
てい く｡そ うい う基本的なスタンスは､やは り国立大学法人全部について､あるいは人間文化研
究機構 について､非常に重要な切 り口であると思います｡
その際､ただ重複 を避ける､効率化するとい うだけではな く､一つの全体的な､長期的なス ト
ラテジー というものを､日本 として考える､あるいはそれぞれの関係横関の中で設定するという
スタンス も併せて必要なことと思います｡
膨大な資料の分析や作業を､それぞれの械関が評価のためにやることは大変なことであると思
い ますが､やは り原点を十分踏 まえなが ら､あるものを活か してい くとい視点が重要であること
を､まず 申し上げたいと思います｡
個 々の機関の評価 を考える上で､全体の動 き､即ち人間文化研究機構全体の評価 に対 して､こ
の民博 ない し､ この外部評価委員会が どういうスタンスを取るかというのは､なかなか難 しい間

｣̲

題だと思います｡ しか し､今､ご説明のあった若干の点について､ とりあえずのコメン トを申 し
上げたい と思います｡
まず､任期制の導入 という点について､各機関で任期制が必ず しもな じまない面のあることは
よく分か ります し､ また各機関の独 自性あるいは置かれた状況に十分配慮 しなければいけない と
いうことも判 りますが､一つの大 きな組織､あるいは全体的な流れの中で考えると､そろそろ勇
退 していただいてもいいような研究者が､任期制がない ということで､そのまま残 ることは､非
常に残念なことだと思います｡制度 としてご勇退いただ く方に勇退 して頂 くというところを踏 ま
えた上で､独 自性 を確保 してい くことはやは りぜ ひ必要な点であると思います｡これは一般的な
問題 として申 し上げている訳であ りますo また､研究者の公募制が､人間文化研究機構の中で ど
のように組み入れ られているのか､よく分 りませんが､今 は大学で も公募制は一般的になってお
りますので､民博 にとって も､広 く門戸 を開放 して､広いところか ら適任者を得るというのが非
常に必要かつ重要なことであると思いますo
機構長の リーダーシップとい う点 も､非常 に難 しい ところで､一つの大学の総長 と､人間文化
研究機構 の磯横長 とは違 うというの も､よく分 ります｡何か一個人の横棒長の考えで､予算が配
分 された り､左右 された りするというのは､よくない弊害が起 り得 る可能性はあると思います｡
併 しなが ら､いろいろな関係機関が集まって､それぞれの意見の中で予算 を配分することになる
と､重点的活用 とい うことがなかなか実現 されないのが実態だと思います｡
ですか ら､一つの組織の中で､これは トップとして必要なのだとい う項 目が､あって もよろし
というような形のプロセスを考えてい く必要があると思います｡
機構長の自由になるお金 というと､誤解を生みやすいのですが､やは りある程度 トップダウン
で予算配分 を考 える ところは､一つの組織論 としては必要なことであろうと私 は思います｡た
だ､これはあ くまでマクロというか､全体の話であ りまして､具体的に人間文化研究機構あるい
は民博 について､ どうい うや り方 とするのかは別問題か もしれませんが､一般論 としてはそのよ
うに考えるべ きではないかと思います｡
国際的な視点か らの評価は､国籍が外国の人を加 えればいい とい うような発想は極めて危険で
残念です｡ よく国際性 を確保するために､この委員会には外国人が入っています と言って､それ
で国際性が確保 されているような誤解 を与 える､あるいは説明 をする とい うケースがあ ります
が､それは事柄の本質をわきまえない議論であると思います｡
国際的な視点で評価するというのは､外国人を入れる ･入れないと関係な く､外国ではどうい
う評価 を しているのか､国際的な視点で評価するとどうい う評価になるのか ということが重要な
わけです｡国際的な視点での評価は､かな り日本では分析 され､研究 されていると思いますが､
それを各機関が十分吸収 した上で評価 をするということが必要だと思います｡当該分野の国際的
研究動向をどのように把糎 しているか というところで､地球環境研 と民博の名前が出ていたとこ
ろがあ りましたが､総合地球環境学研究所などはいちばん分か りやすいのに､何故いちばん大事
なことを しっか りやっていないのか という印象で した｡
民博 も､地球環境学研究所 よりは国際的な研究動向の把握が難 しいとは思 うのですが､これだ
けの確立 した組織 と歴史を持っている民博が､これか らの事業計画や重点分野 を策定するに当た
って､それぞれの分野の国際的な研究動向を十分踏 まえ､国際的な視点 も十分考慮に入れた活動
方針 を確立 してい くことは､きわめて重要なポイン トであると思います｡そ ういう面で私 どもの
外部評価委員会が､何が しかのお役 に立つことがあれば､ と思います0
ご説明が人間文化研究機構あるいは国立大学法人評価委員会､とい う全体の中での評価の話で
あったので､それに即 して､一応私な りの感想のようなものを申 し上げました｡民博 として､ ど

̲
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いのではないか｡そ して､その トップが決める予算の評価 をきちんとして､なるほどこれなら､

うい う活動､あるいはどういう方向性か という点については､また機会があれば発言をさせて頂
きたい と思います｡
(
委員長) あ りが とうございました｡
【
評価に対する評価について】

(
B委員)

ち ょっと最初 に質問 させていただきますが､この評価委員会の評価 に対する評価 とい

うのは､あるので しょうか｡
国立博物館の評価の場合､こういう評価委員会の評価に対 して､総務省の委員会のほうか ら評
価があるのです｡それは､この場合はないので しょうか｡
(
研究戦略センター長) 文科省以外の省庁か らの評価がなされるか どうか､ちょっと分か りませ
ん｡ただ､4機構が集 まりまして､こういった文科省主導の評価 に対 して､どういうスタンスで
臨むか､この評価 をどのように評価するのか､大学の評価 される側が どのように評価するのか｡
そ うい うことに関する議論は､ 4機構で共同 して行っています｡
(
副館長) 今のお話､評価の しかた､在 り方 というものに対する評価 というのは､非常 に大事な
ポイン トだ と思いますので､何か具体的にB委員か らご意見があれば､ぜ ひお伺い したい と思い
ます｡
(
⊂委員) いえ､その前に､私の感想 を申します と､これは国立大学 レベルでの評価で､この機
構 としての全体的な評価が中心 になっていて､5つのそれぞれの機関の特色 は､ もちろん重なる
ところ もあるけれ ども､個別 に特殊性､独 自性があるわけです｡ですか ら､それに対する評価
が､ どうもすっぽ り抜 け落ちているような感 じが します｡博物館 とい う機能を持 っていること
が､この民博の貴大の特色 とも言っていい ものであるのに対 して､そうしたものに村する評価が
全 くないことは､この運営 自体 にも何か反映する恐れがあるのではないか｡つまり､評価の対象
にならないのだった ら､あまりそこに努力する必要 もないのだという考え方が生 まれてこないと
も限 らないOそのことを､私は大変危倶するのですO
評価の在 り方 として､やは りもう少 し違った観点か らの評価 を､評価委貞会 自体が考えるべ き
ではないか とい うことで､私は今年の評価 に対 しては､不満 を感 じてお ります｡
(
D垂昌) 独立行政法人の場合は､各省の評価委員会のあと､お話のあった総務省のさらに評価
があるとい う形 になってお りますO本件の場合はちょっと分か りませんが､そういうことですo
それか ら､やは り大学 と同 じ基準 とレベルでまず見るところにも杜 しさがある し､かつ､機構
の中が果た して同 じような構造になっているか どうか も含めて､ どの ように評価 してい くかは､
もう少 し工夫があって もいいのではないか という認識 を持ちました｡
【
国際的動向の把握について】
(D委員) それか ら､いろいろ指摘 されている中で､国際的な動向の話です とか､あるいは研究

の戦略性のお話があったか と思います｡これはなかなか雄 しい問題ではあろうか と思いますが､
私は援助のほうの仕事 をしていますので､援助の世界でのお話 をして､何かご参考になればとい
うコメン トをしたい と思います｡
まず､国際的な動向については､援助の場合 は､ ドナー ･コミュニティというか､各国あるい
は国際機関の議論があって､我々はそれに参加 した り､あるいはそれに参加するために我々自身
が研究 をした りしてやってい くということで､必然的に国際的な動向に合わせて､その一環 とし
てやってい くことがある程度､活動の中で自動的にで きるところがあるのです｡何かそういった
メカニズムを作 っていかない と､なかなか難 しいのかなと思います｡ア ドホックな形で動向の把
握 も､なかなか難 しかったという感 じが します｡
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研究の戦略性 に関連 して､援助の世界では今､オーナーシップとい うことで､それぞれの途上
国の計画が まず基本 にあって､その計画を､いろいろな ドナーが協力 して､支援 をしようという
方向に来てお ります｡そ ういった意味で､協力の中身を考えてい くときに､2つのレベルで考え
ていこうとい うようになってきてお ります｡
従来か らやっていたのは､｢プロジェク ト｣ レベルということで､特定の 目的を立てて､その
目的を達成するために､論理的に活動 してい くとい うことだったわけです｡ しか し､ もう 1つ上
のレベルで ｢プログラム｣ というレベルを作 って､それが各国の開発計画の上か ら下 りて くると
いう形で､プログラムに対 していろいろな国､ ドナーが協力をしてい く｡その場合のや り方 とし
て､プロジェク トを実施することで協力 しているケース と､む しろプログラム全体 に資金の形で
出 して､先方の主体性の もとで､何か事業 を実施 してい くように していこうという､ 2つの方向
で実施 されています｡
いずれにしても､プロジェク トの上にプログラムを作 ってやっているO従来のグルーピングと
違 うところは､プログラムに､一種の戦略性あるいは戦略 目標 を持っているところが､そ ういっ
た動向の中で､そうい うことに対応するように､いろいろと努力 をしているということがござい
ます｡何かご参考になればということで発言 させていただきました｡

(
E委員)

大体今 までのご意見で､言い尽 くされたようなところがあ りますが､1つだけ気 にな

っている文言が､｢当該分野の国際的動向｣ とい うことなのです｡これをどのように把握 してい
るかと問いかけ られて､把握 してどうするのだと思 うのです｡例 えば､今 こうい う研究動向がは
行われているような調査研究は､研究者がフィール ドに長 く滞在で きたという利点 もあったと思
うのです｡
これが今､国際動 向はどうなっているか といい ます と､アメリカな どは授業 も大変で しょう
し､いろいろあって､夏休みは 1か月 くらい しか行けないというような形で､ 1か月 ぐらい行 っ
て調査 をやって帰って きて､ しか も業績 を上げなければならないか ら､ち ょっとしたデータで大
きな理論 をぶち上げる｡その持 ってきたデータ自身が非常に底が浅 くて､使 えない場合 もあるわ
けです｡
ところが､ 日本の研究者は 1年 ぐらい滞在 して､それによって非常 にいいデータを取 っている

0年後 ､1
0
0
年後の歴史資料 として残 った場合 に､本当に役 に立つのはどっ
ことがある｡ これが5
ちか とい うことにな ります｡そうなると､必ず しも国際動向に合わせる必要はないのであって､
む しろ､ 日本のや り方 を国際動向にすべ きであるとい うぐらいの主張 をして もいいと思いますo
国際動向を把握することは必要で しょうが､批判的であってよい と思います｡
その点で､民博の特殊性 というか､個別性､個性的なよさというものを主張 してよいのではな
いで しょうか｡そ うしなが ら､評価方式 自体その もの も､いろいろ改善 されると思います｡そ う
いう方向への提言 も大いに してい くべ きではないか と思います｡

(
A垂買) 今言われたことに､僕は1
0
0%賛成ですo何か国際的な動向 とい うことを申 し上 げて
いたのですが､僕 はやは り日本のアプローチ､研究に対する基本的なスタンスは､む しろほかの
国が真似て もいいことがあるような印象が､僕 自身 もあ ります｡
少 し切 り口を違えて､今の国際的な動向とは必ず しも関係がないのですが､まずテーマがあっ
て研究があるとい うので､人があって研究があるという形は､民博 もされてはいない と思 うので
す｡ この前 も少 しお話 ししたか もしれませんが､まず どうい うテーマを､ どのようにこれか ら研
究 してい くか という､｢グラン ド･ス トラテジー｣ を､これか らの民博 を考える場合 にはぜ ひ実
現 をしてほ しい｡たまたまこういう先生がいるか らではな くて､む しろこういうテーマが必要だ
ということであれば､先生 を見つける｡まずテーマがあって人だというところを､これか ら新 し
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やっているか ら､それに合わせろとい うことなのかとい うことなのです｡例えば､ 日本の民博で

い民博 として､今 まで以上に表面に出されてはいかがか とい う感 じを持っています｡
【
評価 に対する考え方について】

(
⊂委員)

実は私 も､諸先生方 と同 じ意見なのですが､大学の評価 とほとんど同 じような基準

を､共同利用の研究機構 に当てはめて評価すること自体､ちょっとおか しいや り方だと思 うので
す｡経緯 も発生 もそれぞれ違 う共同研究利用の横関を､人間文化研究機構 とい う形で評価す る
と､二重 に省略作業が行われて､改革 という名の もとに､個別性 ･個性 を無視 したような評価が
まか り通 っていけば､やがてその省略された個性が抹殺 されて､ もう要 らないという議論 に発展
しかねない危倶 さえ感 じるのです｡
単なる評価 とい うことにとどまらず､やがて中長期的に見た場合には､その存立の存在証明す
ら危 な くなって くるのではないか｡その代わ り､私 は評価 自体 もあまり軽視せずに､ きちんと反
論 してい くべ きではないか と思います｡大学共同利用､共同研究 ということは､個々の大学がそ
れぞれば らば らに存在 しているだけでは､やは り日本の知的水準は上が らない｡共同研究するこ
とによって､これだけ上がるのだという有効性 というもの､まずは大学 とは違 うのだという存在
証明をしていただきたい｡
その中で も､民族学博物館 とユニークな研究が表裏一体 になって､存在理由､有効性の証明､
その説得力のある説明を､ぜひともしていただかなければいけないのです｡評価 に書いてあるの
は､私は全 くそのとお りだと思 うのですが､世界的な研究動向の把握､テーマの設定において比
較優位の確立 を目指 した､体系的な説得力のある説明が もちろん必要なのですOこれがないこと
自体おか しいわけで､共同利用研究についても､あるいは民族学博物館 についても､体系的な説
得力のある説明､存在証明をきちんと作 っていただ く｡今 もあると思 うのですが､アピールが弱
す ぎるのではないか というのは､委員の方々がおっ しゃるとお りだと感 じるので､ぜひとも強 く
主張 を していただ きたいと思います｡
とか く改革 というのは､枝葉を省略 して風 を巻いて走るのが改革で､均一的な価値観で全部を
スパっと割る｡細かいことを言い出す とごちゃごちゃするので､改革するためには､スイカを割
るように､ばさばさと枝葉を切 ってい くのです｡それは改革のために必要な面はあるけれども､
い き過 ぎると小鳥 を殺 して しまうことになるので､その歯止めは､切 られたら痛い痛いとわめ く
ことがいちばんいい ことなのです｡ですか ら､ きちんと自らも体系的な説得力のある説明 をし
て､切 られてまずい ところは痛い痛い と､大声 を出すべ きなのです｡
やは り､泣 く子 には先生方の 目も行 くわけで､ きちんと泣かないと､黙っていれば切 られてい
いのだね ということになって しまう｡私は､委員の方々も合意 されれば､外部委員の強い意見が
あるとい うことを､ きちんと各方面､文科省 はもちろん､総務省 にまで出 していただきたい｡議
事録の､｢いろいろ意見 を交換 した｣では何 を言っているのか分か らないので､外部委員 として､
強いこうい う意見があったということは､ きちんと強い表現で出 していただきたい と私は思 う次
第です｡

(B垂買) 私 は､評価 というものに対す る基本的な考 え方 としては､絶対的な ものではな くで､
相対的なものであると､お互いに考えるべ きではないかと思 うのです｡つま り､往 々にして､こ
ういう評価 を受けます と､その とお りにや らなければいけないのだという受け取 り方になって し
まう｡ これは､ どこの機関についても同 じなのですが､かえってその生命 を危 うくして しまうと
ころがあるのではないか と思います｡あ くまで も相対的なもの として受け止めることが､基本的
に重要ではないか と思いますO
それか ら､皆 さんがたがおっしゃったように､この博物館の評価 してほ しい ところは何か とい
うことを､評価委員会 に対 して､む しろ積極的にアピールすることも必要ではないで しょうか｡
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我々は､こういうことに対する評価 を望んでいるのだということを､アピール したはうがいいわ
けです｡

(E委員) 今のご意見は､その とお りだと思います｡例 えば､民博では共同研究会 もた くさんや
っているのです｡た くさん､いろいろなテーマでやっていて､そのテーマのよしあ しは､いろい
ろあるか もしれませんが､民博が扱 うのは､文化の個別的な側面､非常 に個性的な側面です｡ と
ころが､一般的にこういう大学評価は､一般性のある議論 としてやって しまうものです｡ 白銑科
学は､確かにある種万人に共通する法則性な り､論理な りがあると思 うのですが､こと文化 にな
ります と非常に面倒 くさいところがあ り､必ず しもそうはいかない｡む しろ､個別性 を重視する
とい うところの外部が必要だと思 うのですO
そ ういう点では民博 はその研究をやってきたわけで､それと同時に共同研究が非常にしっか り
開かれて､共同研究会のメンバーの性格 を､強 く打ち出 したらいいと思います｡つ まり､普通の
大学の研究では､大学の研究者､研究所の研究者､専門研究者が共同研究 を行 うわけですが､民
博の場合は､大学以外で働いている人､あるいは研究所以外で別な仕事 をしなが らも､ある種の
面において文化の個別性 を非常 によく知 っている人なども取 り込んでいるわけです｡こういうユ
ニークさを､ もっとはっきりすべ きだと思います｡
(B委員) 4つの人間文化研究機構の中の施設 を総合的に考えて､利用の しかた､あるいは管理
の しかたを統一的な形で運営するなどということは､で きるものなのですかo
(
館長) それについては､機構長は じめ､｢
何だ､この評価 は｣ といったような反発 を覚 えまし

外部評価委員会発言録

た｡ 5つの機関があ りますが､地球研 と東京の国文学研究資料館 という 2つの機関は､今新 しく
建物 を造っているところなのです｡
それで､こうやって場所が離れています し､ もともと違 う目的のために作 られた機関を､施設
を共同で使 うo例えばす ぐ考えやすいのは､博物鏑 を持っている民博 と､千葉の佐倉市にある歴
博､それか ら新たに建物がで きる国文学研究資料館 も､展示場 を造ろうという計画です｡そ うい
うところです と､場合 によっては連携 した展示がで きるか もしれませんが､それ以外のことは非
常に考 えに くいo
ですか ら､ この評価 については､機構 の本部の人たちは非常 に不満である｡つ まり､今 まだそ
うい う状況ではないのに､こういう評価 を下 され､ しか も ｢
やや遅れている｣ ということになっ
て､新聞にも出た ものですか ら｡ですか ら､今後､業務報告書 を書 くときには､そ ういうことに
まで触れて､ もう少 し詳 しく書 けばよろ しいのか どうか｡
(
副館長) 国立博物館の場合､そういうある種の施設の統一マネジメン トというところは､評価
で問題 にされたことはあったので しょうか｡例えば東京や奈良､京都などに国立博物館があ りま
すが､その辺のばらばらのところを統一する方向性 を､何か言われたことはあ りますか｡

(
B委員)

それはむ しろ､施設 というよりも機構上､奈良 と京都は近いか ら､人事のうえでお互

いに連携するというか､組織 を 1つに したらどうだというようなことは､言われることがあ りま
すo Lか し､それは内情 を知 らないために､そういうことを言 うので､実は近いとい う地域性だ
けでは考 えられない､役割の遠い というの もあ りますOそんなに簡単には解決できないことなの
だけれ ど､外か ら見ると､ どうもそのように見えるらしいです｡
(
副館長) 先に指摘のあった ｢いろいろ議論があった｣ というのでは弱い し､強い表現でもっと
出 した らどうか という点です｡ これはむ しろ､ きちんとした評価安貞会の議論 をやは り冊子か何
かの形で詳 しくまとめる｡せっか く､いろいろな良いご意見 をいただいていますので､そ ういう
もの もで きればと私は思 っていますので､また館のほうで検討 してで きればと思っています｡
(
館長) 外部評価委員のかたのご意見 とい うのは､テープ起 こしをして､館内資料 としてあるの
です｡民博独 自で作 りました自己評価書は､機構の本部に持 っていかれて､そこから外 に出てい

l

A

っていないのです｡ですか ら､今行われている年度評価 というのは､各機関の特性 に基づいて､
いちばん我 々が評価 を望んでいるようなところが評価 をされているわけではない ということで
す｡
教育研究については客観的･
外形的な情報で､つ まり本質的に深い評価 をしない とい う前提で､
そ して基本的にはそれぞれの法人の業務運営についての評価 をするということで した｡私たちも
そうい う評価 をされるのだろうと思っていたので､研究等 については､それほど中身を漉 くした
ような評価 をしなかったのです｡評価 を書かなかったわけです｡ ところが､先はどのように､比
較優位 といったことで評価が戻 って くるとい うのは､非常 におか しいなとい う感想 を持 ちま し
た｡
(
⊂委員) で きれば､ コミュニケーション ･ギャップがないように､やや多めに､こちらか らア

0
求めるとすれば､こちらは1
5送 り込む ぐら
ピール してい く必要があると思 うのです｡向こうが1
いの迫力 と､ しか も､それが比戟優位の体系的な説得力のある説明である必要があるのですo こ
れは民博側 にも跳ね返って くる話ですが､例えば博物館 に して も､ほかの国立博物館などが民間
委託で道営 した らどうか というぐらいの世の中の意見がある中で､共同利用研究機関の中での博
物館の存在証明のようなもの も､体系的に説得力のあるご説明が要 るのではないかと思います｡
(
館長) おっ しゃるように､この評価委員会のまとめ方は､ もっと強い主張が述べ られたことが
分かるような形で していきたい と思っています｡
【
地域研の改編について】
(
委員長) それでは､かな り重要な ｢その他事項｣ もあるようなので､次の議題に移 ります｡
(
館長) それでは､評価か ら少 し離れますが､民博での大 きな組織改変が もうじき起 こ ります｡
民博 にあ ります地域研 に 9名の教員がお ります｡そこが民博か ら離れて京都大学 に移管 とい う
か､民博でいったん廃止 されて､その人材の大半が京都大学 に移ることが､次年度の 4月 1日に
実現 します｡
それか ら､ 日本万博記念機構 と民博の関係で､新 しく駐車場 もで きた りしているので､少 し民
博の周辺の環境が変わ りつつあるといったことがあ りますO
それか ら､アスベス トの検査 を､何回かにわたって頼んでお りましたが､ まだ全部ではあ りま
せんが､4回頼んで､3回分の検査結果が来て､それについての対応 もいろいろ してお ります｡
そういったことについて説明をさせていただきたいと思います｡
長野教授 は今年の 4月か ら､機構本部の専任の理事 とな りましたが､なおかつ民博の併任教授
として残 っていただいています｡地域研のことは､機構本部で懇談会を作 って､そこで本省の課
長等 も来て､話 し合いをや りましたoその懇談会の結果 として､機構の一員である民博か ら京都
大学へ､地域研 をこちらが廃止 して､向こうが引 き取るという形 にな りました｡その経緯 につい
て､ まず報告 を して もらいます｡
(
長野理事) この民博 に附置されていました地域研 とい うのは､いわゆる梅樽科研､中東科研の
流れを組んで出発 した ものですが､平成 4年度か 5年度の概算要求で､梅禅構想 を世界的な規模
に広げた総合地域研究センターの新設 を概算要求 として出 したわけです｡これは実は､全国に散
らばっている地域研究のソースを一同に集めるとい う､非常 に大 きな計画であ りまして､当時､

6
0といった規模の研究所 を作 るとい う構想 を出 しました｡学術 国際
私の記憶では教官の定員が1
局の レベルではいい線 をいっていたようですが､結局 これは省議にかか らずにつぶれましたOそ

0ぐらいあった部門の うちの 1つに企画交流センターがあったのですが､その
の結果､新構想で1
部分だけを､民博 に引 き受けさせたのです｡定員は1
0です｡
当時は確か､佐 々木高明が館長だったと思いますが､その意向 もあ りまして､これは､いずれ

二
̲

独立するものであるか らとい うことで､民博本体 と運営､人事､予算等 は､はっきり区別すると
い う形で運営がなされてきました｡国の時代 には､共同利用機関には運営協議会があって､そこ
が事実上､さまざまな運営の方針 を決定 していたわけですが､その運営協議会に当たる運営委員
会 を､地域研 は別個 に持っている､つまり､民博の意思決定 とは別に意思決定をで きる場 を持 っ
ていたわけですo

Lたがって､民博本体 との協力関係 というのは､総研大等 との教育における連携 を除けば､む
しろ全 く関係 な くやってきたと言っていいと思います｡その結果､だんだん実員が増 えてまい り
まして､最初 3人だった ものが 9人にな りました｡そういうプロセスで､文化人類学のディシプ
リンを高めるという発想 を持った人は､ほとんど採用 されなかった｡む しろ､非常 に社会科学的
な傾向の強い人たちの集 ま りになった｡同時に､地域研究のイメージとい うか中身その もの も､

0
年間に非常に大 きく変化 しました｡それで､いろいろな意味であつれきが生 じ始めて､結
この1
局は独立は､不可能であるとい う見通 しが設立後 5年 ぐらいで関係者間では共通認識 になった｡
それか ら先はどうするか という話の段階で､ 1つの大 きな動 きとしては､ もともと民博 とい う
のは地域の研究をしているのだか ら､民博全体 を地域研究所にすればいいではないか という議論
が出て きた｡ これで決定的に亀裂がで きたと私は思 っています｡私はそのころか ら､地域研の運
営安貞会のメンバーで したので､そういうムー ドはひ しひ しと感 じましたo
ただ､先ほど申しましたように､非常 に流れが変わって きた地域研究 と､これか ら民博が進ん
でい く道を考えた場合に､これはどう考 えて もそれを無理 してマージさせた り､あるいはよく大
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学でやる手は､人を入れ替 えて民博が焼け太るという方法 もないではない｡む しろ､文科省 は､
暗にそれを示唆 した時期 もあったのです｡ しか し､民博 としては､やは りこれは外に置いて､何
らかの機能を果たせ るようにしてあげるのがベス トであるという考え方 を固めました｡これは石
毛前館長の末期からそ うで して､現館長になってか ら､その考え方は明断にな りましたO
それで具体的には､3年ほど前ですが､京都大学は東南ア研等 を含む､京都大学内部の地域研
究の企画交流センターを学内に作 ろうとしていたわけです｡当館の地域研 をそれにマージし､京

5年度
都大学 も地域研究をいろいろな形で発展 させることに協力 しましようということにな り､1
の概算要求に､うちの地域研 を廃止 し､京都大学 に新 しいセンターを新設するとい う概算要求を
組みました｡ これは折衝の途中で､その次の年度に法人化 を控えているとい うことで､本省が結
論 を先延 ば しに して､その ときは何 も決 ま りませんで した｡そ して､機構が発足 して､一旦は､
民博の附置施設ではあるけれ ども法律上は機構の持 ち物 にな りますので､機構長の意向はどうか
とい うことが非′
削 こ大 きいファクターにな りました｡
地域研究推進懇談会｣
それで､これを解決 しようということで､今年の 3月に､機構 の中に ｢
を立ち上げて､そこに全国か ら地域研究にかかわる偉い先生方に集 まっていただいて､ どうすべ
きかを議論 しました0 6回ほ ど会議が続 きました.その結果 として出て きたのが､ まず第 1に､
梅梓構想 によるような統合的な地域研究セ ンターを設置すること自体､これは現在の地域研究の
在 り方に合わない というのがまずあ ります｡地域研究の人的なリソースは全国の大学の学部に散
らばっている｡それをどのようにまとめ上げてい くかとい うことのほうが､む しろ大事だという
根本的な発想があ りますO
ですか ら､一元的なセ ンターは作 らない｡では分散型で､単にネッ トワークでいいのか という
と､そ うで もない｡実際に作 ろうとなると､機能 しない場合が多いのです｡そうではな くて､こ
の懇談会のまとめでは､地域研究の内容 ･傾向に したがって､ 3つ ぐらいのタイプに分けて､そ
れぞれにセ ンターを持たせるという方向で話が進んでいったわけです0
まず､非常 に伝統的な意味での地域研究は､ベ トナム戦争以前の古 くか らヨーロッパにあるよ
うな､例 えば東洋学であるとか､シノロジー というフランスのグラネの系統 を引 くようなもの､

｣

チベ ッ ト学､イン ド学などいろいろあるわけです｡
もう 1つは､そ うではな くて､アメリカの地域研究 をさらに人文社会科学に引 き付 けたような
形の､相関型地域研究それぞれの地域間の比較 をやることが当節のグローバル化 に対応で きると
い う学問傾向が 1つあるわけです｡ これが 2番 目のグループです｡

3番 E
I
のグループとしては､より政策提言的な､プロジェク トですo
8年度概
こうい う 3つのタイプ全体 を､文部科学省が主導 して立ち上げましょうという話に､1
算にのせる交渉 をしました｡
それで､まず うちにあ ります地域研の人的な資源 を京都大学 に移す｡民博の地域研 は形式上､
廃止 し､京都大学 はその人的資源 を中核 とする ｢地域研究情報統合セ ンター｣を新設するとい う
話 になってお ります｡これは民博地域研の 9名を原資として､京都大学の学内措置で､東南ア研

5人 ぐらいの規
や人文研､アジアアフリカ研究科 という独立大学院などか ら人を集めて､全部で1
模のセ ンターを､立 ち上げることになっています｡そこは､データ､資料､書籍などの情報 を統
合的に集めてサービスするという機能を､持っていると同時に､研究者は相関型地域研究を､プ
ロジェク トによって推進するということです｡
民博 に措置 されていた地域研の事業費は機構の内部 に留め置 き､先 ほど申 しました非常 に伝統
的な文献学 なども含んだ意味での､広い地域研究の基盤 を整備すると同時に､横構外の大学等 と
研究拠点を共同設置するという発想です｡当面､最初のターゲ ッ トとしているのはイスラム研究
で､その次が多分､現代 中国だろうと思います｡
いまさら何 をそんなことをやるのだと言われるか もしれませんが､実は地域研究 とい う発想
で､ ヨーロッパ等 に並ぶだけの実績は､ 日本は実は持 っていない｡ もちろん､京都大学の人文研
の ような､非常 に長い申国学の伝統 を持 っているところ もあって､それはそれで大事 なのです
が､それ と現代 とを結ぶ ような発想で研究がなされている拠点はないのです｡そうい うものを作

0
0
0
万 を使 うということです0
るための原資 として､事業費の 1億 6
ただ し､これは機構の本部に､専任の教員 を置いて､そこが実態的な研究をするということで
はな くて､国公私立 を問わず､十分な拠点 とな りうるようなところに､その事業費で任期制の教
農 を雇 って､そこへ派遣するということです｡
それか ら先ほど申しました 3番 目の柱は､研究機関課ではな くて､研究企画室 とい う別のセク

0
0
0
万 ぐらいのプロジェク ト費を持
シ ョンがやってお りますので､よく知 りませんが､大体 1億 7
っていると聞いてお りますO
こうい うことで､民博の地域研 に限って言えば､相関型地域研究推進のために､京都大学に身
分が移 ることをご報告 してお きたい と思います｡地域研究は､先回のこの委貞会で も出てお りま
したが､恐 らく先生がたによってイメージは全部違 うと思います｡ しか し､その地域研究の在 り
方 として､先はどの ようなタイプ分けをしたうえで､我々は資産を移す､あるいは運用すること
を､機構 として決定 しました｡
【
館長の挨拶その他】
(
委員長) 次は､万博記念公園と民博 との関係､それか らアスベス トについて､これを両方合わ
せて､簡単 にご説明 ください｡
(
施設整備委員長) 公園に駐車場がで きたことで､いろいろな意味でアクセスが不便 になって く
ることがあ ります｡ また､アスベス トに関 しては､ 1階のエ ン トランスホールの天井､ならびに
ビデオテープのブースで､吹 き付けアスベス トが使われていることが判明 しました｡判明次第す
みやかに､それぞれ念のための措置ですが､飛散 しないように使用停止､あるいはビニールをか
けることをしてお ります｡これについては､ホームページで一般的に公開 しています｡

転
向

迎賓館ゲー トなど､来 られるに当たって何か問題やお気づ きの点があ りました ら､お教えいた
だければと思います｡
(
委員長) あっという間に時間にな りまして､実はこの委員会の持 ち方 も､十分 に外部委員のか
たがたのご意見が果た して吸収 しきれるのか､時間設定の問題 もあるのです｡ もう少 し頻繁 に持
つか､ここまで乗るのは大変だか ら､市内で何 とかならないのかなど､いろいろな問題があると
思います｡ この委貞会はこれにて終了 したいと思いますが､最後 に館長か らごあいさつをいただ
きたい と思います｡
(
館長) 本 日は､短い時間の中で したが､ ご意見 をお聞かせ くだ きって､大変参考にな りまし
た｡ 2度 日ですので､大体 この先生は特にこういうことを強調 しておっ しゃるのだなとい うこと
が､私にも大体分かってまい りました｡

A委員は特 に､法人化 になったことを､ もっとポジティブに考えた らどうか というような発言
をなきった と思います｡おっ しゃった統合性等については､機構全体がだんだんそのようになっ
てい く傾向だと思います｡それか ら､効率化 に関連 して共同研究は､5つの機関の中で､いろい
ろダブっているのではないかという意味のことをおっしゃいましたが､それも機構のほうで少 し
検討 をしてい きたいと思います｡
その他､B委責か らご意見 をいただきました､大学共同利用機関は､ほかの大学 とは違った目
的で設置 をされましたので､それに沿っての評価 をぜひ していただきたい ということですが､大
学共同利用機関全体の評価検討委員会が昨年作 られました｡いろいろと議論 されてお り､そこで
機構の場で､私がた も､いろいろと伝 えていきたいと思います｡
(
委員長) それでは､以上 をもちまして､第 2回国立民族学博物館外部評価委員会 を終了 させて
いただきます｡
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いろいろな意見 も出てお ります｡本 日あったようなご意見 というのは､そうい う場や､あるいは

国立民族学博物館

外部評価 委 員会
日時

平成 1
8年 4月 1
9日 (
水) 1
4:
00‑17:
05 場所

国立民族学博物館

第1
会議 室

【
妻員会の趣 旨等について】
(
館長) 外部評価委員は任期 2年でお願い してお りますが､6名の委点の先生がた全員には､こ
れまで熱心 に､ また民博 を応援すればこその厳 しいご意見 もち ょうだい してまい りましたので､

8年 4月か らさらに 2年間の再任 をお願い したい と思ってお ります｡お手元 に委員
ぜひとも平成1
就任の委嘱状 を置いてございますので､どうぞお確かめ ください｡再任は嫌だとおっしゃる方が
いると非常 に困るのですが (
笑)､何 とぞよろしくお願いいた しますo
民博 としては､先生がたか ら貴重なご意見をいただきなが ら､民博 は少 しも変わ らないではな
いか と皆様 に見捨て られてはいけませんので､｢
外部評価委貞会でこの ようなご批判､ご意見 を
いただいたので､民博 としては現在 このように努力 してお ります｣ と言えるように､私たちも精
いっぱい努力 してい きたい と思ってお ります｡毎臥 真剣に､率直にご意見をいただいてお りま
すので､私たち も館 内の諸事情 を皆様 にさらけ出 してご相談 させていただ きたい と思っていま
す｡
前回まで 2回､委員会 を開催 していただきましたが､私 としましては､各委員のご意見でそれ
ぞれのかたが強調 される点が どこにあるのか とい うことが大体分かるようになってまい りまし
たD私たちとしましては､委員それぞれのご意見はこれまでのキャリアを背景にした貴重 なもの
として伺 ってお ります｡ どうぞそうしたや り方で民博 にどしどし注文 をつけていただきたいと思
います｡ また､応接 もしていただ きたいとお願い申し上げます｡以上です｡
(
委員長) それでは､早速議題に入 りたい と思います｡

7
年
まず､今 日のいちばん大 きな議題でございます 自己点検 ･評価 について､民博のほうか ら1
度の民博 の活動状況等 についてのポイン トの説明をお願い します｡

7年度の活動状況 につい
(
館長) それでは､私 どもで用意 しました資料 と､それか ら民博の平成 1
て､副館長か らざっと資料の説明をした後で､それぞれ担当 している部長等か ら順次ご説明申 し
上げます｡

7年度で､研究 に関 して､あるいは展示 に関 して等 々
(
副館長) よろ しくお願い します｡平成 1

3ぐらいの事業があ り､実際はこのほか
で､民博で行 った事業のチラシを集めてみます と全部で4
に友の会やその他の事業 もございまして､年間を通 じてかな りの数の事業 を行っています0本 日
はこういった民博 の活動につ きまして､内容にも触れなが ら､で きるだけ委員の皆 さんにこちら
か ら説明させていただいて､評価 していただければと思っています｡
とにか く限 られた時間ですが､できるだけ全体像が分かるように､それぞれの担当者か ら説明
させていただ きたい と思います｡ ご意見は最後ですが､それぞれの説明に関 してご質問があれば
その ときにいただければと思いますので､ どうぞよろしくお願いいた します｡

7
年度の収入 と支出予算 について､財務課長か ら資料に基づい
最初 に､民博の予算 について､1
て説明をいた しますので､ よろ しくお願いいた します｡
(
財務課長) よろ しくお願い します｡

2
4
億 円の予算 になっています｡民博 は3
3
億 円ですので､おおむね
人間文化研究機構全体で約 1
3
0%が来ていることにな ります｡
2
億3
8
0
0
万円となっていまして､基幹部分が1
8
億6
8
0
0万円です｡特
収入予算は運営費交付金で3

良.
̲

別教育研究経費は､研究成果の刊行費で1
6
0
0
万円が措置 されています｡特殊要因経費の 2億5
6
0
0
万円は､土地の借料ですO運営費交付金以外の収入は､雑収入 と産学連携の間接経費です｡全体

3
億3
0
0
0
万円になっています｡
で収入予算 としては3
1
7
年度か らで きるだけ活動 と予算 とを一体化､ より活動 しやすい予算 を組むこととしました｡
運営基盤経費は組織 を維持するために必要な経費､基盤的な経費で､活動をより活発に展開する
ための経費は､プロジェク ト経費 と呼んでいます｡これを毎年度､事業に合わせて組み替 えてい

2
4
億の機構全体の予算の中か ら､機
くとい うや り方 をしています｡それか ら先 ほど言いました1
構長裁量経費や機構の総合研究推進事業 という形で民博 に配分 される分があ ります｡後か ら配分
されることになっていまして､収入予算の基幹部分 と支出予算 とは約 1億3
0
0
0
万円の差があ りま
すが､その分が年度途中に機構本部か ら配分 された ものです｡以上です｡
(
副館長) 以上が予算の構造です｡ よろ しいで しょうかo また後ほどでもご質問やご意見をいた
だければと思います｡

7
年度 自己評価書 (
莱) というものを用意 してお ります｡ 自
先 に進みます｡続 きまして､平成1
己評価書は､昨年度､皆 さんのご意見 も取 り入れて作 りましたDこの自己評価書 を人間文化研究
機構 に提 出 して､それに基づいて機構が全体の評価 を受けるとい う仕組みになってお ります｡ し
か しなが ら､今年度に開 しましては､この 自己評価書 自体 を機構 に必ず しも提出する必要はない
とい うことにな りました｡機構 に対 しては業務実績報告書 を提出 して､それに基づいて機構 とし
ての評価 を受けるための報告書 を作成するということになってお ります｡ しか しなが ら､本館 と
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いた しましては､横樺 とは別個 に自己評価 というものをきちんとやる必要があるとい う認識があ
ります｡ したが って､本年度 も引 き続 き､またこれか ら先 も毎年､本館独 自の自己評価書 を作成
してい く方針です｡
機構 に提 出 しない ということで､逆に言 えば､本館の独立 した評価 として､より本館の特徴 と
いうか､それに近い評価 をいただけるのではないか､それに基づいてこういった自己評価書 を書
けるのではないか と思っていますので､そ ういった性格づけが昨年 とはちょっと違ったというこ
とはご了解いただければと思います｡
これにつ きまして､主 としてここに書かれている内容 をより詳 しく説明することが､本 日の委
貞会の大 きな 目的であ ります｡
【
研究活動について】
(
副館長)最初は､共同研究､機関研究､な らびに出版活動の 3つの点につ きまして､ まとめて
先端人類科学研究部長 (
以下 ｢
先端研究部長｣ という｡)か ら説明をさせていただ きます｡ よろ
しくお願い しますO
(
先端研究部長) まず､この共同研究 とは､後で共同利用その ものについての説明があるか と思
いますが､民博 として､特に人文社会系の研究共同利用樺関 として､共同利用の 1つの大 きな柱
です｡法人化以後､特 に現館長の強い指導の下に､共同研究 をなるべ く外に公開 しようというこ
とで､公募 を積極的にいた しました｡あるいは客員 も含めて､民博外の研究者が主導する共同研
究を比較的多 く受け入れていこうという体制 をとっています｡

7
年度は館内の研究者が代表者になっている共同研究が､新規 と継続を含めて1
8
件､また
昨年 1
客員の教員が主導 しているのが 7件､それか ら公募によって､純粋 に館外の研究者のかたが主催
している研究会が 9件 ということで､客員､公募 を合わせ ます と1
6にな りますので､半数近い共
同研究が民博以外のかたの研究 という形になっていますOただ､あまり外部ばか りが増えて しま
うと､館内のメンバーは一体何 をやっているのだということにな りますので､その辺のバランス
はとっていかなければな りませんが､従来 よりはかな り館外 に開いて､いろいろなかたに民博の

転
句

施設 を有効に利用 していただいていると考えています｡

4
件のテーマがあ ります｡十数年前､あるいは民
具体的な共同研究のテーマについては､合計3
博が出発 した当時の研究か らは傾向がやは り大 きく変わっています｡特 に開発であるとか､災害
であるとか､そ ういった非常 にアップツーデー トなテーマが従来 よりずっと増 えているの も大 き
な特徴 といえるかと思います｡
それか ら､共同研究 というのは経費の面か らいいます と､基本的には国内の旅費のみが支給 さ
れるという形で､比較的タロ‑ズ ドな研究会 というのが基本ですが､その中で共同研究会 を一般
向けに公開 しようとい うことも制度的に認めてお ります｡民博 だけでな く､民博外で共同研究会
を開催 して､それを一般 に公開するというような形 もとっています｡
共同研究は､民博の共同利用の柱 となってお りまして､自然科学系のかたがたか らは共同研究
の意義がなかなか理解 されませんが､我々としてはこれを大学共同利用機関の､特に人文社会科
学系の大学共同利用機関の活動の大 きな柱 と位置づけて､奨励 しています｡年間の予算は､全体

0
0
0
万程度が これに割 り当てられていますO
で5
これが まず共同研究でございます｡ これはある意味､民博の教員が外部の大学関係者､その他
研究者のかたがたに対 して広 くサービスを提供するという形､民博 を利用 していただいて研究 を
組織 して､サービスを提供するとい う性格の ものです｡
それか ら､機関研究です｡ これは民博の研究者が主導 して､ある意味､民博の研究の方向性 を
民博 として主体的に示 してい くのが 1つの大 きなミッシ ョンです｡それか ら､予算的には先ほど
申し上げた共同研究は国内旅費のみに限られていましたが､国際的なシンポジウムやワークシ ョ
ップなど､海外か ら招曙 した り､海外へ打ち合わせに出かけた りといった もの も含めて､国際性
であるとか､公開性であるとか､あるいは学際性であるとか､そういったところを共同研究 より
は充実 させた研究､それ も民博主導で という形で組織 しています｡これは､ 4つのカテゴリーに
分 けて､それぞれにプロジェク トが何本か含 まれているという形 をとっています｡

0
件のプロジェク トです｡それぞれのプロジェク トは非常に進行 している
昨年実行 されたのは1
もの もあれば､萌芽的なもので､2‑3年たって､これか らそうした大型のフォーラムやシンポ

6年度か らスター トして昨年が 2年
ジウムといった ものを計画 しているもの もあ ります｡ 平成1
日で､今年か ら 3年 目に入 ります｡ 3年 目に入 ってそろそろもう少 し大 きなさまざまな計画が実
文化人類学の社会的
施 されてい くと思います｡特に､4つの領域 に分かれていますが､例 えば ｢
活用｣など､こうした 1つのカテゴリーの複数のプロジェク トを合わせて大型のシンポジウムを
企画 した りということも戦略的に考えています｡それはまた､今年度以降､新 しい動 きとしてお
示 しで きるかと思います｡
それか ら､機関研究の資金をお示 ししていますが､この民博の機関研究 というのは大型の予算
をつけて皆 さんに使 っていただ くという形をとってお りません｡ さまざまな民博館内､あるいは
館外の外部資金等 を含めて､予算 を皆 さんに取ってきていただいて､それで全体のプロジェク ト
を進行 していただ くという形 になっています｡
｢
推進 ･開拓経費｣は機関研究 を推進 ･開拓するための予算 として使われているものです｡｢
共
同研究｣は､先ほどの共同研究会 も1つのベースとして使っている例です｡それか ら外部資金を
これに組み合わせているということで､寄せ集めといいますか､いろいろな予算 を集めて 1つの
プロジェク トを作 るとい うことで､バブル型ではない､非常に今風の世相 を反映 したようなもの
で､あま り大型の予算 を最初か らつけるとい う形ではない組み方 をしていますO
以上が機関研究です｡法人化以後スター トしたもので､これか らまた充実 した成果が出てい く
と思いますO特 にまだ紙媒体の出版物 という形の成果が出ていませんが､予備的なシンポジウム
の予稿集などは出ています｡これか ら追々そ うした成果が出てい くもの と思っています｡

｣̲
̲

研究出版 に関 しては､ まず､いちばん上の ｢
研究年報

(
2
0
0
4
年度版)｣ というのは､各研究者

0
0
4
年度の活動について､詳細にそれぞれ紹介 した り､ もちろん機関 としての活動についても
の2
紹介 しているものですoこれはある意味､自己評価の性格 も持 っているもので､かな り詳細 にわ
たって紹介 しています｡

Se
nr
lEt
hno
l
o
gi
c
a
lSt
udi
e
s
｣(
略称 SES) は主に英
それか ら､その次の 2つの出版物ですが､｢

9まで来
語媒体の研究成果の出版物で､配布先は海外のほうに重点があ ります｡ このシリーズは6
ていますが､民博の草創時か ら刊行 され続けてお りまして､国内よりも国外での評価がかな り高
いものです｡やは りシリーズとしての価値 を評価 されています｡

5
‑6
1
号 まで､
それか ら､その次の ｢国立民族学博物館調査報告｣ とい うシリーズを､昨年 は5
7冊出 していますo これは ｢
Se
nr
lEt
mo
l
l
o
gi
c
a
lRe
po
r
t
｣ とい うことで､我々はSERと略称 して
いますが､共同研究の成果報告であるとか､資料の報告であるとか､さまざまな性格のものが含
まれていまして､ こちらは基本的に国内の配布先が多いシリーズ と言えます｡それか ら､言語的
にも､チベ ッ ト語のような特殊言語 を含んだシリーズ として刊行 しています｡
その次の ｢国立民族学博物館研究報告｣は､研究誌 として定期的に季刊で出されているもの 4
冊です｡
それか ら､外部 か ら民博 の研 究者が 出版 している もの を 6冊挙 げてい ます｡ 中で も ｢The

Ar
a
bi
a
n Nl
gbt
sa
nd Or
i
e
nt
a
l
i
s
m｣は英語で出版 されたもので､イギリスの中東関係の出版社 と
してはかな り名の通 ったタウリス (
Ta
ur
l
S
) とい うところか ら､民博 のアラビアンナイ トの展
それか ら､その後の ｢
民博通信｣は研究広報誌ですが､これ も季刊 として出されています｡

NPAKU ANTHLOPOROGY NEWSLETTER｣､薄い ものですが､特 に外
そ して最後 に ｢MI
国の民博 関係のかた､従来客員数貞などとして民博 に来 られたかたがたに広 く配付 しているニュ
ーズ レターを年 2回出版 しています｡
出版物の概略については以上です｡これで 3つの説明を終わ らせていただきます｡
(
副館長) 主 として研究活動についてのご報告です｡ 日本文 もあ りますが､英文のものの編集に
も当たってお ります西尾助教授 (
館長補佐)のほうか ら何かあ りますか｡
(
西尾助教授) たまたま私が関係 した ものを 2冊出版 させていただきましたが､要するに外部で
出版するために内部の予算 を使 うのは優遇 しているのではないか という考えもあるか と思います
が､科学研究費による研究成果公開推進費などの予算に比べると迅速に出版で きるというメリッ
トがあ りますo もう 1つ大事な点が､民博の関係者 と外部の関係者の査読が入 り､出版社の鰐集
の査読 も入 りますので､一般向けに成果を出すための編集がで きるというメリッ トがあるのでは
ないか と思います｡
(
副館長) 今 までの報告で何かご質問などがございました ら｡
(
館長) 外部出版 とい うのは､ 1件当た りどれ ぐらいの予算が民博か ら出ているのか ということ
も一言｡

0
0
万です｡
(
先端研究部長) 編集支援 などとして上限1
(
副館長) それでは､また後ほどご質問 もいただ くとして､続 きまして､研究戦略センターの活
動状況 について､セ ンター長か ら説明いた します｡
(
研究戦略センター長) 着席 したまま報告 させていただきます｡お手元の 『
研究戦略センター活

0
0
5
』､の小冊子が より詳 しい活動報告になっていますが､戦略セ ンターでは 5つの大 き
動報告2
研究戦略の策定｣､ もう 1つが ｢
研究プロジェク トの
な活動の柱 を設けてお りまして､ 1つが ｢

､ 3番 目が ｢
研究プロジェク ト･研究体制の評価｣
､ 4番 目が ｢
他の研究機関
企画 ･立案 ･運営｣
､ 5番 目が ｢
研究活動成果の情報収集 と公開｣ ということで､それぞれ活劫 を
との連携､協力｣

̲̲̲｣
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示に関連 したシンポジウムの成果報告 として出された ものでございます｡

行っています｡
細巨
=こ関 しては､そこにあ りましたように､まず ｢
研究戦略の策定｣に関 しましては､民族学 ･
文化人類学の研究動向 と学術的､社会的ニーズの調査 というプロジェク トを組みまして､こちら
は本館 に併設 されてお ります総合研究大学院大学の院生 をリサーチアシスタン トとして使いまし
て､研究動向調査 を行いましたOそれか ら､機関研究体制の見直 し､それから外国人研究員､客
貞教員､研究機関研究員等の常勤の研究員､職員以外のさまざまな非常勤研究員の制度の見直 し
を行いましたo また､研究戦略セ ンターでは研究活動の一環 として主に図書類の購入のことも検
討 してい ますので､図書の購入方針の見直 しや､あるいは今 までは非公式に入っていましたが､
アーカイブといわれる古い先生がたのさまざまな資料類の受け入れ､あるいは整理方法に関する
手続 きを整理 しています｡

2番 目の ｢
研究プロジェク トの企画 ･立案 ･運営｣に関 しましては､文科省の科学研究費補助
金の特定領域の大 きなプロジェク トを申請する際に､こちらのほうで手続 きの支援 を行いました
ほか､科研 の申請等の情報提供､例 えば今年は科学研究費補助金の申請が電子 申請 といいま し
て､方式が大 きく変わ りましたので､それに関する説明会等 を研究戦略センターが中心になって
行いました｡
それか ら､ 3番 目の評価 に関 しましては､人間文化研究機構の評価委貞会 と連携 しまして､人
間文化研究機構の自己評価､実績報告書の作成に関 して､研究戦略セ ンターが中心になって､資

6
年度の自己評価書 の作成の取
料の取 りまとめ､記述等の点検等 を行いましたoそれか ら､平成 1
7
年度に関 しまして も研究戦略セ ンターが中心になって取 りまとめを行
りまとめを行いまして､1
ってお ります｡ また､これはまだ実現 してお りませんが､機関研究プロジェク トの評価 をそろそ
ろ始めなければいけない ということで､その評価方法について議論 を行 ってお ります｡
4番 E
l
の柱の ｢
他の研究機関との連携､協力｣に関 しましては､まず本館のいちばん重要なユ

ーザーコミュニティである日本文化人類学会 (
旧 .日本民族学会) との連携につ きまして､一昨
年度､連携 に関する合意がで きたのですが､昨年度はそれに基づいて具体的な事業 を起 こす準備
を行いました｡そ して､学会員に対 して本館の入場料 を免除するという措置を決めました｡学会
のほうで学会員証 というものを発行 しまして､それを提示することによって本館の入場 は無料 と
いう形にいた しました｡
それか らもう 1つは､学会が所有 している日本の文化人類学の研究史､学説史を物語る映像ア
ーカイブがあ ります｡具体的には戦前か ら活躍 されていた古い先生がたの証言を映像化 した もの
ですが､その整理が学会では十分にで きない ということで､施設等の整 っている本館でやってほ
しい とい う協力依頼があ りまして､それに関 して具体的に整理方法 を検討いた しました｡
もう 1件 は､学会の内部か ら文化人類学の社会的活用､つまり､我々は応用人類学等 と呼んで
いますが､文化人類学の成果 をどうやって社会に還元 してい くのかといったことを議論 したいと
いう声があ りました｡それに対 して答えるべ く､研究戦略センターのほうで どういう形の協力が
で きるかを検討 しまして､今年か ら本格的にその事業がスター トすることになっています｡
それか ら､海外の研究機関 との交流ですが､‑昨年度 フランスの人文科学研究所 と交流協定が
で きまして､昨年度はそことの具体的な交流の在 り方 を検討 しました｡実際には今年度か ら本格
的に研究貞が先方‑人物交流の一環 として出かけることになっています｡本当は昨年度か らスタ
ー トするはずで､ さまざまな理由によって今年度スター トになって しまいましたが､今年度 2
名､研究員 を派遣することになっています｡それか らもう 1件､ペルーのサ ン ･マルコス大学 と
い うところと研究協定 を結びまして､お互いに研究協力 をしあうということにな りました｡
｢
研究活動成果の情報収集 と公開｣に関 しましては､現在､セ ンターが中心にな りまして､本
館常勤職責だけではな く､客員教員､それか ら研究機関研究員 といわれる非常勤の教員たちの個

匂
筒

人業績 を集計 しています｡
また､共同研究､機関研究関係の活動状況 もさまざまな資料､例 えば共同研究で した ら､共同
研究の成果報告書であるとか､機関研究の場合はまだ成果報告書の段階までには至っていません
が､行ったシンポジウム､ワークシ ョップ､研究会等のチラシ､アブス トラク ト集､プロシーデ
イングスなどを研究戦略セ ンターが中心になって集めています｡それか ら､先ほど先端研究部長
のほうか ら報告があ りましたが､F
研究年報』 を実際に中心になって窮集 しているのは戦略セ ン
ターですO
また､研究成果の公開の一環 として､学術講演会 をセンターが主催 して行ってお ります｡これ
はこちらにお ります西尾助教授が担当 してお りましたが､ 日本経済新聞社 と毎 日新聞社 とそれぞ
家族のデザイン｣ というタイ トル
れ共催 して 2回の学術講演会 を開催いた しました｡東京では ｢

0月2
8日に日経ホールで行いました｡そのときはこちらにいます朝倉が基調講演 を行 ってお
で､1
世界の伝統芸能 .最前線｣ と
りますO また､今年の 3月 3日に毎 日新聞社のオーバルホールで ｢

7
9
名 に対 して､参加総数
いうことで､講演会 を行 っています｡東京講演では､参加 申し込み数5
3
4
2
名､大阪の場合 は申 し込み数5
9
6に対 して4
0
1
名の参加があ りました｡特 に大阪の場合 はほほ
満席状態で､好評 を博 したようです｡
最後 に､一昨年 に結ばれましたフランス ･人間科学研究所 との協定の他に､ペルーのサ ン ･マ
ルコス大学 との協定が昨年結ばれました｡
以上です｡

外部 評価委員会発言録

(
副館長) 研究面 に関 して中心的な役割をしている研究戦略セ ンターの活動状況 をセンター長の
ほうか ら説明 させていただ きましたo何かございますで しょうかO
公開講演会 につ きましては､やは り伝統芸能への関心が高いのか､非常に参加者が多 く､家族
の問題で も非常 に参加者が多かったのです｡
【
資料の共同利用について】
(
副館長) それでは､続 きまして共同利用について､これは私か ら説明させていただきます｡昨
年度は私が情報管理施設長を兼ねてお りましたが､今年度か ら新 しい情報管理施設長になってお
り､引 き続 き積極的に資料の利用 を共同利用の 1つの重要な柱 として進めてい くという方針でお
ります｡
写真撮影｣｢
熟覧｣ とあ りますが､熟覧 とい うのはその資
標本資料 については､｢
原板使用｣｢
料 を実際に観察 し､論文の参考 とするというような利用です｡それ以外 に出版などに使われる写
真撮影､あるいはすでに撮影されている原枚 を使用するというように､さまざまな形での利用が

7
年度5
1
件 ､2枚 日にある1
6
年度が4
7
件で､大体年間5
0
件前後です｡
なされてい まして､これが1
これが多い と見 るか少ない と見るかですが､今後はもっといろいろなかたに利用 していただ くと
いうことが博物館 の重要な使命だ と思っています｡
次は映像音響資料ですo これは､大学の授業 などでの利用がいちばん多いのですが､大学関係

が2
4
件2
7
3点 とあ ります｡我々が ビデオテ‑ク等で使っているオリジナルな映像資料 もあ ります
ので､そういうものの利用の現状です｡昨年に比べて今年度は増えていると言っていいか と思い
ます｡
それか ら､図書室の活用､ならびに図書の利用状況があ ります｡ これは情報サービス課長か ら
要点 を説明いた します｡
(
情報サー ビス課長) まず､利用者サー ビス といた しま して､共有化推進事業 によ りま して

OPACサーバの入替作業 を行いまして､ レスポ ンス時間等の利用者検索環境の整備 を実施いた し
ましたOそれか ら､文献図書資料のほうですが､現在､こちらの図書室では図書 .雑誌合わせて

̲̲̲｣

5
8
万冊の蔵書 を持っています｡そのうち図書が5
0
万冊 ございますが､民博では国立情報学研究所
の総合 日録データベースへの遡及入力が大学図書館 と比べて非常に遅れています｡そのため､平

7
年度 は国立情報学研究所 の遡及入力事業 に応募 しまして､ 4件採択 されま した｡ 中国語資
成1
料､朝鮮 ･
韓国語資料､アラビア文字資料､それか ら自動登録実証実験で英語資料 とい うことで､

4
5
冊入力 をいた しましたOそれ以外 に､難読言語図書 といた しまして､ ビルマ語､チベ
計 1万7
0
0冊､それか ら共有化推進事業 によりまして､図書約 2万冊 を昨年度は遡及入力
ッ ト語等 を約8
いた しました｡ また､同 じく国立情報学研究所の論文情報ナビゲータに民博研究成果物のコンテ
ンツを出すために､コンテンツ入力を実施いた しました｡
I
の民族学研究アーカイブズですが､先ほど研究戦略セ ンターのほうか ら
図書室の活動の 5番 E
報告がございましたが､図書委員会の下にアーカイブズ検討 ワーキンググループが設置 されまし
て､馬淵東‑氏 ほか 7名のアーカイブズについての実態調査 を実施いた しました｡ また､館長 リ
ーダーシップ経費によ りま して､土方久功 アーカイブの リス ト作成お よび 日記のデジタル化作
業､また篠田統アーカイブの写真 アルバム ･デジタル化作業 を実施いた しました｡
それか ら 6番 目の施設整備 といた しまして､図書室のカウンター周 り､参考図書室､書庫等の
閲覧環境 を整備いた しました｡

7番 目の他機関等 との連携では､古典弟研究会 と共同企画 をいた しま して､｢
紙づ くりの技｣
研修会 を企画いた しました｡これは､和紙 を作 られているかたにおいでいただいて､実際に皆 さ
んで和紙 をすいていただ くという研修会です｡ また､友の会の会貞のかたを対象に､｢みんぱ く
図書室見学ツアー｣ も開催いた しています｡
それか ら､8番 目の広報､社会貢献 ということで､中学生の職場体験学習の受け入れをいた し
ました｡ また､ 日本語 ･英語の寄贈資料の重複分 を日本科学協会 を通 じまして中国の大学に寄贈

7
年度は3
4
0
0
冊ほど寄贈 させていただ きました｡それか ら､民博の業績資料
していますが､平成 1
といた しまして､こういったチラシや レジュメ等 を収集 .整理いた しまして､現在データを作成
しています｡

6年度 ､1
7
年度で比較 していただきます と､入室者数が 1割ち ょっと増加 し
また､統計資料 を1
6
年度か ら比べ ます と約 1割増加 しています｡文献複写につ きましては､1
6
ています｡貸出数 も1
年度 と1
7年度 を比較いた します と､約5
0%増加 しています｡
以上でございます｡
(
副館長) 図書 に続 きまして､学会が民博でどれ ぐらい開催 されたか ということで､昨年は日本
中東学会､それか ら日本国際理解教育学会､ 日本モ ンゴル学会 という 3つの学会が民博 において
開催 されています｡
大学で､総計が
その次に､ どれだけの大学が民博 を授業で活用 しているかですが､全部で61

2
6
0
0人 とかな りの数のかたが この民博 とい う場 を大学の授業 として利用 しているとい うことで
す｡小 中学校等の団体はかな り額繁に来ていますOそれは要覧等 にすでに記載 されていますO
それか ら ｢
非常勤講師の一覧｣ というのは､民博の先生がたが他大学の教育にどれ ぐらい貢献
しているか とい うことで､参考のためにつけています｡共同利用 というのは広い観点で､資料の
利用 もあるし､あるいは展示場 自体が共同利用の対象でもあ ります｡それか らもう 1つは民博の
致貞､ある種の人材 とい うもの自体 を利用 していただ くということを共同利用 として考えていま
す｡
何か ご質問などはよろ しいですか｡
かな りさまざまなことを続 けて説明 してお りますが先 に進め させていただ きます｡続 きまし
て､文資センターの活動状況について､センタ‑長か ら説明いた しますo

L̲

【
情報化等について】
(
文責センター長) それでは説明させていただきます｡ 4月 1日に就任 したばか りですので､ご
報告 に関 しましては担当者の助けを借 りてさせていただ くことになるかと思いますが､お許 しく
ださいO
この文化資源道営会議 と文資センターは広い意味での博物館活動の支援 と運営に当たるという
組織でございま して､その活動の運営支援の審議 を してお りますのが文化資源運営会議､そ し
て､運営支援のコーデ ィネーションと申 しますか､企画調整 をしてお りますのが この文資センタ
ーということにな ります｡

7
年度にお きましては､全体で7
9
件の文化資源プロジェク トを実施いた しました｡これは
平成1
博物館活動に関 しての 5つの分野､すなわち､収集､そ して収集 してきた ものを管理するとい う
資料管理､それを整理 しで情報化するという情報化の分野､さらにそれを民博 を中心にして運用
してい くという資源連用の分野､そ してその成果をさらに社会に開いてい くという社会連携 とい
うものに分けて､ただ しすべて一貫 したものですか ら､当然相互に連携 を持ちなが ら進めてきた
というところです｡
その下に､それぞれの分野における､ どちらか というと規模の大 きなプロジェク トを挙げてい

9
件 ございますので､全部は挙がってお りません｡
ます｡先 ほども申しましたように､7
まず収集分野 につ きましては､民博が継続的に収集 してお ります｡そこに挙げているような収

7
年度にはなされました｡ 2番 目の資料管理分野では､資料管理のシステム開発､それか ら
集が1
外部 評価垂 貴会発 言録

6
年にかな りの部分が改修 されていますが､1
7
年度にはそれに引
燥蒸設備 につ きまして､すでに1
き続 く部分の更新 を しています｡

3つめの情報化の分野 とい うことで､館内の資料のデータベ‑スの整備 を進めていましたが､
その 1つのプロジェク トとして､｢ネパール映像アーカイブの製作｣ とい うプロジェク トが実施
されました｡ これについては､担当いた しました南助教授のほうか らご報告をいた します｡
(
南助教授) 民族社会研究部の南 と申します｡ネパール写真データベースについて､画像 を用い
なが ら説明させていただきます｡

9
5
8
年の西北ネパール学術探検隊 (
隊長 一川喜E
B二郎氏)に参加 した京都文数大学元教
これは1
授の高山龍三先生 と隊員が撮影 した写真 と､同 じ隊がネパールで収集 し､現在､国立民族学博物
館 に収蔵 されている標本資料の写真か ら構成 されます｡

1
9
5
8
年 とい うのは4
8
年前ですが､この探検隊が据影 したネパール北西部の写真は､1
9
5
9
年にチ
ベ ッ ト動乱が起 こ り､その 1年前の姿 を記録 している点で､世界的に極めて貴重な資料 になって
います｡私たちはこのデータベースを教育､あるいは学術的な利用のために公開することで､歴
史的な写真 を現地の人に還元する､つ まり亡 くなった親族や､村のようす をもう一度見ていただ
けるとい うこと､さらに現地情報の交換や更新､これは地元の人であった り､他の国の研究者で
あった りと､よ り一層 フォーラムのようにして､このデータベースを基 に情報 を更新 してい きた
い と思います｡それか ら､ネパールの社会や 自然環境の変化 について､その画像の中か ら読み取
ることがで きるデータを現在の ものと比較する研究などに役立ちたいと願っています｡
具体的に中を見ていただきます｡まず､これは ｢
地図か ら探す｣ という画面ですが､幾つかの
ブロックに分かれていまして､例 えばこの文字の部分 をクリックします と､ネパールに到達する
までの 日本のようすや香港､シンガポールのようすなども見ることがで きます｡
とりあえずネパールのある地域の地図が出まして､探検隊が通った行程 ごとに地名が標記 され

kc
heとい う村 を開 きます と､そこで撮影 された写真の一覧表 と簡単な内容
ています｡例 えばTu
説明､撮影者名等が出ます｡
ちょっと大 きくしてみますが､このように拡大 して見ることがで きます｡ この人物の帽子にち

.
｣

よっと注 目していただきたいのですが､所蔵資料 というところをクリックして もらうと､民博が
所蔵する帽子の写真 に移 り､ここか らさらに詳 しい情報に到達 し､見ることがで きるようにリン
クされています｡
そのほかに ｢テーマか ら探す｣ とい うところでは､幾つかのカテゴリーに分けていますが､例
えば人物 というところを開 きます と､さまざまなポー トレー トが映 し出され､これ も幾つかにつ
いては､この場合 はこの男性がつけているお守 りが民博で収集 されているものですか ら､これに
関連 した情報 を開 くことによって､お守 り､あるいは首飾 りなどを見ることができるようなシス
テムになっています｡

9
5
0
年代の古い画像 をデジタル化 してデータベースで公開することは､
この ようなネパールの1
g
i
t
a
lHi
ma
l
a
y
a
｣と
民博 に限 らず､例 えばイギ リスのケ ンブリッジ大学の社会人類学部では ｢Di
い う名前で2
0
0
0
年か ら公開が始 まってい ますo また､アメ リカのバージニア大学の図書館 には

｢
Th
eTl
b
e
t
a
na
ndHi
ma
l
a
y
a
nDl
g
i
t
a
lLi
b
r
a
r
y｣ というサイ トがで きていまして､同様の初期の
Dl
g
i
t
a
l
パ イオニ ア人類学者 に よる画像 が見 られ ます｡今 の ところ､ケ ンブ リッジ大学 の ｢
｣ とはこのデータベース とリンクを張 ることで協定がで きてお りまして､これか らア
Hl
ma
l
a
y
a
0
年代のさ
メリカのバージニア大学図書館 とも相談 した うえで､この 3者が同 じリンクを張 り､5
まざまな人類学者が写 した写真 を見ることがで きるようなデータベースに構築 してい く予定で
す｡
なお､ この完全な英語版は今年度の予算で現在作成中です｡以上です｡
(
文貸センター長) どうもあ りが とうございました｡

ml
t
h
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実は私は先月､アメリカのワシン トンにあるS
Na
t
u
r
a
lHI
S
t
O
r
y (自然史博物館)を訪ねまして､向こうの開発 してお ります さまざまなデータ
ベース､それか らウェブサイ トを拝見 しましたO特に初期のアメリカ西部探検 について､やは り
地図 とその当時の写真 と収集品のデータを結びつけたデータベースが構築 されていました｡ス ミ
ソニア ンの 自然史博物館のウェブサイ トで最 もアクセスが多いのがそれだとい うことで したが､
非常 によくで きたもので､感心 して帰ってまい りました ら､かねてか ら南助教授が進めてお りま
したこのプログラムがで きてお りまして､ごらんいただきましたように非常に完成度の高い､ス
ミソニアンの もの と比べて も勝るとも劣 らないようなデータベースになっていると思います｡世
界的にみて も第 1級のデータベース と言 えると思います し､今後の民博のさまざまなデータベー
スの 1つのモデルになるようなものだと思っています｡
このデータベースで何かご質問はございますか｡ よろ しいですか｡

7
年度は民博の常設展示 も古い
では､次に進め させていただきます｡資源運用分野では､特に1
ところです と開館以来そのままというところが残 っていますので､そのリニューアルに向けての
構想の策定 を進めてまい りました｡今年度の早い段階ではこれ らの構想 を取 りまとめ､そ して全
体計画 も今年度中には取 りまとめ られる見込みです｡
それか ら､その次はビデオテ‑クシステムの更新です｡昨年度 ビデオテ‑クのシステムが更新
時期 を迎 え､システムの更新 をおこないました｡システムそのものはで きていますが､アスベス
ト問題で ビデオテ‑クのブースをアスベス トの撒去工事が終わるまで一時的に閉鎖 しています.
で き上が りましたシステムは多機能端末室 とい う一部の部屋ですでに公開 していますが､この一
連の動 きについて､担当いた しました福 岡助教授か らご報告 をいた します｡
(
福岡助教授) それでは､ ビデオテ‑クの更新についてご説明させていただきます｡
まず､更新の検討 における前提 については､昨今の時代状況などを勘案 しまして､可能な限 り
システム的にも経費的にもス リム化するとい うことを大前提 として､今回のビデオテ‑クシステ
ムの更新 に臨み ました｡言い換 えます と､これまで民博では独 自開発による巨大なシステムとし

｣

てビデオテ‑クを持 ってきたわけですが､これか らは既存のシステムを効率的に用いたシステム
を構築するとい うことで､方向転換の第一歩であると私たちは認識 しています｡
考え方のところですが､これは一言で申し上げます と､これまでとってきたブースで映像番組
を視聴するスタイルは維持 しつつ､さらに民博が持つ映像資料 を一層活用で きるようなシステム
を考えてい くという考え方です｡
もう1つ重要な部分は､今回更新 をしたわけですが､また何年かたったら更新 を考えなければ
な りません｡昨今､映像や情報提供 システムというものは日進月歩であ り､次期更新の ときには
ビデオテークの在 り方 を根本的に考え直 さなければいけないのではないか というような認識があ
りますO今回のシステムはそれに向けてさまざまな実験 を行えるようなものということも念頭に
置いて開発 しています｡
具体的にどういったシステムにしたか とい うことについて､お話 ししたい と思います｡ まず､
システム的に非常に大 きな変化であったのが､ 1番 目に挙げてお ります ｢
サーバーか ら各端末に
コンテ ンツを送 り出す方式か ら､ コンテ ンツを各端末に蓄積する方式に移行｣ ということです｡
ですか ら､今回は端末 1台を外 に持ち出 してビデオテ‑クを視聴するということが可能にな りま

ANのBl
線が
した｡例 えば､民博 は特別展示場が常設展示場か ら離れていますが､そちらにはL
限 られているとい う事情か ら､ ビデオテ‑クを特別展示場で見るということは今 までなかなかで
きませんで したが､このシステムでは自由に持ち運びがで きますので､特別展示場で ビデオテ‑
クを見る､あるいは場合 によっては民博の外 にシステムを持ち出 してビデオテ‑クを見るという
それか ら 2番 目は物理的な部分で大 きな変更ですが､ブース内の トラックボール､テンキー､
利用 カー ド､それか らいすセ ンサー､これはいすに座ると電気がつ くというようなシステムをと
っていましたが､これ らは全部廃止いた しました｡身軽 なシステムにな りました｡
それか ら 3番 目に､先ほど少 し触れましたが､これか らも漸進的に改良を加 えてい くための工
夫 を加 えました｡ 1つは番組選択メニューを簡単にカスタマイズで きるようなシステムにいた し
ましたO これまでは全部デザ イナーが きちん とデザインした画面 になってい ました｡結果 とし
て､画面 としては非常 にきれいなものにな りますが､何か要素 1つを付 け加えるにもまたデザイ
ナーの手 を借 りるので､経費がかかるというシステムで した｡これを､内部で簡易にメニューを
書 き換 えた りすることがで きるようなシステムにいた しました｡それか ら､アンケー トをとれる
システムを中に組み込みまして､利用者の声 をくみ取るような工夫 も今回加えています｡
今回 4月 1日にリニューアルオープンいた しましたのは多機能端末室のみですが､ここに二種
類のブース と端末を置 きましたo lつは長編番組 をゆった り見 られるような端末を 5台ほど置 き
ました｡それか らもう 1つは､データベース検索がで きる端末をやは り5台置 きました｡これは
ビデオテ‑クの将来像 を考えるための 1つの実験 ととらえていまして､ 1つは映像 を長時間ゆっ
くり見るといった方向での実験､ もう一方は､映像 に関連 してさまざまな情報 を引 き出す といっ
たシステムのための実験 と考えて､このような 2つの端末を設けています｡
それでは､ここか ら先は実際の画面 をごらんいただきなが ら､ ビデオテ‑クが今回どのように
更新 されたか ということについてお話 ししたい と思います｡
これがメニューを選択する画面です｡地域で選ぶ､テーマで選ぶとい うことで､この辺の大 き
な分け方はこれまで と変わっていませんOただ､で きるだけ分か りやす く番組に到達で きるよう
に､ある地域 を選びまして､その後 さらにテーマで番組 を放 り込むという形で､ 目指す番組 を検
索 しやすい ように していますo
実際に見たい番組が決ま りました ところで､番組 を選択 します と､このような番組再生画面に
な ります｡最後 まで番組 を見 ます と､最後にこのような簡単なアンケー トをとれるような画面に
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ようなことが可能にな りました｡

なっています｡このアンケー トについては､定義 ファイルで書 き換 えることがで きます｡ですか
ら､ 目的に応 じてアンケー トの中身を変えることもできます し､アンケー トをとらない という選
択 もで きます｡
また､今 回の工夫の 1つ として､右上に関連番組 というボタンがあ りますが､今見た番組 に関
連す るテーマ､あるいは関連する地域の番組 を紹介するような機能を設けています｡ですか ら､
ビデオテ‑クの番組サーフィンのようなことができるようになっています｡
この ようなシステムを通 じて､私たちはで きるだけた くさんの映像資料 を多 くのかたに見てい
ただ くと同時に､何年後になるか分か りませんが､次回の更新時にはビデオテ‑クを未来の姿 に
ふ さわ しいようなものに生 まれ変わらせていきたいと考えています｡
以上です｡ どうもあ りが とうございました｡
【
博物館活動等について】
(
文資センター長) あ りが とうございました｡これに関 しまして､いかがで しょう｡ この場で担
当者 に直接のご質問がございましたら｡よろ しいですか｡
では､先 に進め させていただきます｡資源運用分野 といた しましては､常設展示場の中での ビ
デオテ‑クシステムの更新のほか､特別展示館で行ってお ります特別展の実施､それか ら本館で
行ってお ります一時的な展示である企画展の実施 をしてまい りました0

1
7
年度に実施 した特別展 として ｢きのうよりわ くわ くしてきた｡
｣､それか ら ｢イン ド サ リー
の世界｣､そ して現在は ｢みんぱ くキ ッズワール ド‑ こどもとお となをつな ぐもの‑｣が特別展
示場で 5月3
0日まで開催 されています｡
それか ら企画展 としましては､新着資料 の展示 として ｢ポ リネシア文化の誕生 と成熟｣､それ
か ら ｢アメ リカのス トリー トアー ト｣､そ して ｢中国雲南のフィール ドワークか ら｣､｢
みんぱ く
水族館｣､｢
学校がみんぱ くと出会 った ら一博学連携の学びと子 どもたちの作品｣､そ して ｢
模型

‑｣｡ この ｢模型で世界旅行｣ といいますのは､民博が
で世界旅行‑ いろんな国の (
私 の風景 )
J
I
CA (
国際協力機構) と共同で行 ってまい りました博物館学集中コース､およびその前身であ
00分の 1の景観模型 (
個別研修のプロ
ります博物館学技術 コースの一環 として製作 され ました3
グラムとして､毎年1
0人 ぐらいの研修生のうち､関心 を持った何人かが作 った自分たちの国､あ
るいは自分の生 まれた村の風景の模型) を通 じて地球の表情 をもう一度考えて もらおうという企
画で､先ほどネパールのデータベースのご説明をさせていただきました南が担当 した ものですo
それか ら､年末年始の展示のイベ ン トとしての ｢いぬ｣､そ して現在 は ｢さわる文字､さわる
世界一触文化が創 りだすユニバーサル .ミュージアム｣ を開催 しています｡ これは､視覚障害者
の鹿瀬助手 白身が企画 をしました､文字 どお り触ることに焦点 を当てた企画展で博物館 という装
置は基本的に見 ることを前提 としてお りまして､そのために ｢
展示物 に触 らないで ください｣ と
い うラベルがそこらじゅうに貼 り巡 らされることが多いわけですが､この企画展はとにか く触っ
て もらうことによって どのような世界が体感で きるのか ということで､一種､博物館文化 に対す
るアンチテーゼ とい うような意味 も持った展覧会です｡同時に､ユニバーサル ･ミュージアムと
いうさまざまな人が利用で きるミュージアムへの試みで もあ ります｡

EMUS (アジア ･ヨーロッパ ･ミュージアム ･
それか ら､社会連携分野であげてお ります AS
ネッ トワーク) との連携による国際共同巡回展示の準備 とい うものは､私が担当 している企画で
す｡

ASEMUSと申 しますのは､アジアとヨーロ ッパの博物館の交流を目的に2
0
0
1
年 にAS
EF (ア
ジア .ヨーロッパ財団)の文化 プログラムの 1つ として設立 されました｡そのパイロット プロ

8か国が有する広義のポー ト
ジェク トとして､アジアとヨーロッパのこのプログラムに参加 した1

L̲

レー ト､すなわち人体表現 を伴 う絵画､彫刻､陶磁器､生活用具､写真､映像 といったものを通
じて､アジアとヨーロッパの互いの他者像 と自己像 を確認す ることで､アジアとヨーロッパ相
互､ さらにはアジア､ ヨーロッパのそれぞれの内部の相互理解 をさらに深めたい という企画で
す｡

SELFa
ndOTHERPo
r
t
r
a
l
t
Sf
r
o
m As
i
aa
ndEur
o
pe"で確定 してお ります｡
英語のタイ トルは "
ただ､これをそのまま訳 します と､日本ではちょっと難 しい ものですか ら､日本語のタイ トルの
｢アジアとヨーロッパの自己像 と他者像｣はまだ仮題のままに置かれています｡

8か国の美術館 ･博物館が参加 してお りまして､その内容は文字 ど
このプロジェク トには現在 1
お り､アジアとヨーロッパの共同で練 り上げて きたものです｡計画では､アジア､ヨーロッパの
各 4か国で2
0
0
8‑2
01
0
年にかけて巡回することとなっています｡ 日本は結果的にその中でも中核
的な役割を果た しています｡
参加国と申 しますのは､作 品 ･資料 を提供する国です｡そのうち実際の開催国は､現在のとこ
ろ､中国､ 日本､ タイおよびマ レーシア､それか らヨーロッパ にまい りま して､スウェーデ ン､
ポル トガル､イギ リス､そ して ドイツが今､考慮中という形になっています｡

1
8か国で参加 している博物館は全部で2
0を超えるか と思いますが､アジア側のコーディネータ
ーを私が務めまして､ ヨーロッパ側のコーディネーターを大英博物館のブライアン .ダランズが

0
0
0
万円供出されてお りまして､その資金 もアジ
担当 してい ます｡ASEFか ら準備資金 として約2
ア側が民博で､ ヨーロッパ側が大英博物館で管理 をするとい うシステムになっていますD

I
CAの委託事業 として実施 してお ります博物館学集中コースがあ ります｡今
それ以外では､J
年で1
3年 日にな りまして､当初 1
0
年間はJ
I
CAが主導的に進めてお り､民博がその一部 を担 って
いました｡ 2年前か ら完全 にJ
I
CAか ら民博への委託事業 として､民博が独 自に運営することに

0名､原則 1国 1名ですので､1
0か国のキュレーターが参加
なったもので､毎年､世界各地か ら1
して､約 4か月間の研修 を実施 してお ります｡保存､展示か らミェ‑ジアムグッズの開発､さら
には梱包の しかたまで､博物館活動のすべての分野をカバー したもので､世界で もこのコース し
か全体 を覆 うようなものはないということで､国際的にも非常 に高 く評価 されてお りまして､毎
年 4倍 ぐらいの申請があ ります｡今年で1
3
年 日で､これ まで4
9か国､1
3
0人弱の研修生 を迎えた
ことにな りまして､毎年継続的に民博の国際的なネッ トワークが広がってい くという､非常 に大
きな､文字 どお り文化資源のかなめになるようなプロジェク トとして育っています｡以上です｡
(
副館長) 多様 な活動を紹介 させていただ きましたO ご質問等はございますかO
｢さわる文字 さわる世界｣では､チラシ自体 に点字 を打 って､視覚障害者のかたにも博物館 に
参加 していただ くような仕組みになっています｡
ご質問が なければ､続 きまして広報企画会議 にい きますが､では､同試長の民族文化研究部
長､お庇い しますO
【
社会連携等について】
(
広報企画会議議長) 広報企画会議のご報告をいた します｡広報は研究広報 と博物館広報の 2つ
の面 を担 っているわけですが､研究広報 は研究戦略セ ンターでの先ほ どご紹介があ りました事
業､それか ら博物館広報は文資センターでの事業がそれぞれ行われてお りまして､それ らをいか
に広 く皆様がたにお知 らせするか ということでございます｡

1つは ｢
報道関係者 と民博 との懇談会｣ということで､年11回催 してお ります｡これを通 して､
各新聞､あるいはテレビ ･ラジオ等で も民博での活動 を広報 していただいています｡それか ら毎
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内容構成 としては､緩やかな歴史軸 をとりなが ら､アジアとヨーロッパのお互いの自己像 と他
者像の変遷 を探 るということですO

日新聞の文化欄 に ｢
異文化 を学ぶ｣ というタイ トルで週 1回連載 をしていまして､これを教員各
自が担当 して書いていますo さらに､この万博公園の中､あるいは近隣の駅に広報の看板がござ
いますが､その リニューアルも行っています｡ これまでは ｢
みんぱ く｣が どこにあるとい うよう
な広報看板で したが､現在何 をしているのか ということを示すことによって､関心 を持 っていた
だ くようなものに変えています｡そのほか､地域の関係 としましては､関西地区の美術館 ･博物
館 などと共同 しまして､｢ミュージアム ぐるっとパス

0
0
5
｣に参画 しています｡
関西2

0
0
5
｣があ りましたが､それに出展
また､文科省で生涯学習フェスティバル ｢まなびピア鳥取2
し､広報活動 を行いました｡現在､大学の共同利用機関としての民博 ということで､大学の授業
活用促進のためのアンケー トも開始 しています｡ このほか､｢こども見学デー｣､これ も文科省の
事業で したが ､7月､8月と計 3回実施いた しました｡
広報企画会議の下 にホームページの年報専門部会､国際連携専門部会､民博通信専門部会､月
刊みんぱ く専 門部会､広報事業専門部会 という部会が置かれていまして､それぞれの活動 につい
て､それ らの中か ら幾つか主だったものについて､ご説明をいた します｡
広報事業のほうですが､みんぱ くゼ ミナールを毎月 1回､研究公演､さらにみんぱ く映画会 と
い うものを年 に何 回かずつ開いています｡
現在､ どの ぐらいの入館者数になっているのか というと非常に残念なことですが､昨年度はそ
の前の年 に比べ ましてやや減っているとい う状況が出ています｡特別展 ･企画展 も､特に春は団
体が多いのですが､秋 にな ります と団体が少 ない という数字があ ります｡実際に来 られたかたに
は非常 に満足度の高い展示ですが､民博の展示の場合は手作 りであ り､展示がで き上がるのが直
前になるものですか ら､広報があまり前 もってで きないという弱点を持ってお ります｡そ ういっ
たところもあ りまして､多少そのような広報の在 り方をこれか ら考えていかなければいけないと
考えています｡
次に観覧料 についてですが､これ もこれまでの現状か ら幾つか変更 をした ものが ございます｡
特 に無料対象 とい うところにお きましては､学会 との関係 を緊密 にするということで､ 日本文化
人類学会の会員証 を提示 していただ くことで無料で入館 していただけることにな りました｡それ

6
5
歳以上)のかた､そ
か ら割引対象 として も､大学の授業等で入館する学生､それか ら高齢者 (
れか らリピー ターとして来 られるかたを対象に割引をして､ぜひさらにおいで ください､ とい う
ことをお願い してい ます｡
今年度特に充実 させ ましたのは､民博のウェブサイ トですDそのアクセス数が順調 に増加 して
います｡それ とともに､英文のページをリニューアル しました｡ これで広 く海外の英語圏のかた
たちにも広報 をす るとい うことでござい ます｡そ ういったウェブサイ トの中に ｢お問い合わせ｣
というところがあ ります｡

‑
ne
ws
｣ を掲載 しています｡ これには
さらにもう 1つ､ウェブ上でございますが､｢みんぱ くe
民博のその ときその ときのいろいろな催 し物 についてのことがで きるだけアップデー トに書かれ

r
l
d wa
t
c
hi
ng f
r
o
m〜｣ とい う形で､各研究者が民博の研
ていますが､それに加 えまして､｢Wo
究の一環 として海外調査 に出ているわけですか ら､調査 して戻ってきましてす ぐ､で きるだけこ
こに書いて もらって､今世界が どのような動 きをしているのか というようなことについて も､皆
様がたにお知 らせす るというような形で報告 をさせていただいています｡以上です｡

‑
ne
wsに関 しましては､世界の動 きとい うので､で きるだけ生 々 しい もの もここへ
(
副館長) e

I
CAのほうでで も皆 さんこれを取 っていただければ､無料でご
載せ るように しています｡ぜ ひJ
ざいますので､ よろ しくお願い しますO
何かご質問などは｡ どうぞ｡

(
A委員) 入館者の数 とウェブサイ トの閲覧者数 とい うのは､多少 トレー ドオフというような関
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係 もあるかなと｡つ ま り､わざわざ来な くて もウェブで見ればそれで済むというようなことで､
ウェブサイ トが充実すればするほど必ず しも来な くなるとい うことで関係があるか と思い ます
が､それはどのようにお感 じになっていますか｡
(
広報企画会議議長) で きるだけウェブサイ トを通 して関心を持っていただいて､足 を運んでい
ただ くようなものにするのが望 ましい とは思っていますが､その辺 も大いに検討 させていただき
たい と思います｡
(
副館長) 現実においてこういったウェブサイ トのアクセス数やこのような資料 自体 を充実 させ
て きたのは､ここ 2‑3年の法人化以降です｡やは り我々はかな り自覚的にや らなければいけな
いとい うことで充実 させてまい りました｡ したがって､これに基づいてどういう方策を立ててい
くか とい うところが まさにこれか らの課題なので､ぜひこれは考えていきたいと思います｡
では続 きまして､総研大につ きまして､簡単に専攻長か ら説明をお願い します｡
【
総研大及び地域研究について】
(
総研大専攻長) では､民博の総研大への教育協力 に関 してご説明いた します｡稔研大は､ 日本
初の大学院大学ですD高エネ研､国立天文台など､大学共同利用機関を基盤 とした大学院であ り
まして､民博 は歴博や 日文研 と共 に文化科学研究科 に属 しています｡民博にお きましては､比較
文化学専攻 と地域文化学専攻の 2専攻があ りまして､各専攻は毎年博士課程の後期のみ 3名ずつ

5
名が
学生 をとり､研究者の養成を行 っています｡これに関 しましては､民博の教授､助教授約4
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教育に従事 しています｡

7
年度は比較文化学専攻 に 3名､地域文化学専攻に 3名の入学者がお りまして､平成1
7
年
平成 1

0
名が 3月未の時点で海外調査 に従事 していまし
度末時点での在籍者は全部で44名です｡ うち約 1

た｡
平成1
7
年度に関 しましては論文博士 4､課程博士 4の計 8名を出 してお ります｡年によって博

5
年間の実績で申します と､課程博士 を3
3
名､論文
士論文がゼロということもあ りますが､過去1
9名出 してお りまして､民博の卒業生の3
7名が現在大学の専任教員 として活動 していま
博士 を1
す｡以上です｡

1日をもちまして､本館 に附置 されてお りました地域
(
副館長) それでは続 きまして､本年 3月3
研が廃止 にな り､そこにお りましたスタッフが京都大学の新 しいセ ンターのほうに 4月 1日付で
移籍 したということになってお りますoこれは機構全体の方針 ともかかわることですので､機構
の長野理事か ら現在の状況について簡単 に説明をしていただきたいと思いますO よろ しくお願い
します｡
(
長野理事) 議事録 を見 ます と､先臥 企画交流センターについての改変 と概算要求関係 につい
てはすでにご説明 してお ります｡結局 どうなったか といいます と､文部科学省が ｢
我が国におけ
る地域研究の推進｣ というタイ トルで概算要求を出 しまして､その地域研究 という名前の下に 3
本の柱 を立てて我が国の地域研究 を振興するとい うアイデアで進みました｡
1番 目の柱 は､私 どものところに閉置されていた地域研の 9名の教員 を京都大学に新設 されま
した地域研究統合情報セ ンターというところの中核的なメンバーとして移す と｡そこへ京都大学

4
‑1
5
名で活動 をする｡その中身は､名前の とお り､地域研究に関す
も 4名の定員 を割いて､計 1
る情報 を統合的に整備 し､サービスするとい うことと､いわゆる相関型地域研究､あるいは地域
間の比較研究 とい うものをやることが柱 になっています0

2番 目の柱 は､我 々が属 してお ります人間文化研究機構の中に､地域研究推進セ ンターを設置
するとい うものです｡ これは先ほど申しました相関型地域研究 というもの とは趣 を異に してお り
まして､けっこうやっていると思われなが ら実際には研究の後れている地域の基礎的研究 とい う

｣

ことで､当面やろうとしていますのはイスラムと現代中国です｡ とりあえず1
8年度に閑 しまして
はイスラムに関する研究拠点を早稲田大学 との間で機構が共同設置 します｡早稲田大学は建物 ･
土地等 を提供 し､機構のほうはそこで働 く人たちの人件費を時限つ きで提供するという構図にな
っています｡ もちろん早稲田大学だけではな く､上智大学､東京大学､それか ら財団法人東洋文
庫にそれぞれの小 さな拠点を設けるようですが､メインは早稲E
E
l
大学です.

3番 目の柱 は､本省主導で行われるもので､一種のプロジェク ト研究です｡これは専 ら現在の
課題に対する答えを出す という政策立案的な色の濃いプロジェク トです｡
(
副館長) あ りが とうございました｡
最後 に､昨年 1年 間で貴 をいただ きました本館 の関係者の資料 はぜ ひごらんになって くださ
い｡また､一昨 日､国立大学法人評価委員会のかたが来 られて意見交換 をしました｡席上配付資
料 にその質問が書かれてお りますので､我々に対 して どういう問題が指摘 されているかを認識 し
ていただければと思います｡以上でございます｡
【
自己評価害と外部評価について】
(
垂具長) それでは再開 します｡この後はご意見 をいただきたいということですが､ちょっと私
か ら1点だけ､今 日の議題は自己評価書だと最初 に伺ったのですが､先ほどか ら繰 々ご説明をい
ただいて､ さすが多彩なご活動だとい うことを感心 しなが ら拝聴 していましたが､自己評価書 と
必ず しも対応 してい ませんね｡全部ここに入っていない｡
(
副館長) 入 っていない もの もあ ります｡
(
委員長) 例 えば出版 などは入 っていないのですが､必ず しも活動が自己評価 に全部入 らなくて
いいのかなという疑問をち ょっと感 じました｡
(
副館長) これ 自体 は､昨年度 自己評価書 というものを作 ったときには機構 に出す とい う前提で
した｡ですか らそこら辺の部分で､若干字数や長さなど ‑ 0
(
委員長) 制限があったのですか｡
(
副館長) 制限があったということです｡今年か らは独 自でで きますので､そういったご意見 を
いただいた うえで､改めてもう少 しそういう部分 を付 け加えて､反映で きるようには したいと思
います｡
(
委員長) それはどうおや りになるかですけれ ども､私はせっか くお作 りになるならきちんと業
績 を反映 したほうがいいのではないかなという感想 を持 ちました｡
それでは､ご意見 をどうぞ｡
(
B委員) この 自己評価書は ｢
案｣になっていますね｡ これ と外部評価委員会 との関係はどうい
う形なのか｡ この ｢
案｣が取れる際に外部評価委員会の意見が取 り込 まれるのか､即ち外部評価
委員会の意見 というものが 自己評価書の中に取 り入れ られるという位置付 けになっているのか､
あるいは自己評価書 とい うことで､そのまま人間文化研究桟橋の方へ提出されるのか､その辺の
位置付 けが伺 っていてはっきりしませんで した｡
(
副館長) 本 日は､基本的にこの自己評価書はあ くまで案で､この根拠 となるさまざまな活動 を
ご説明させていただ きました｡これに基づいてご意見をいただいて､なおかつ､この場だけでは
な く､後ほどもご意見をいただいて､そのご意見を取 り入れたもの､および民博 は研究者 コミュ
ニティの代表によって運営会議 というものが作 られてお りますので､その運営会議のメンバーの
意見 とも併せて､この自己評価書 をより充実 した形の もの として作 りますOそ して､ もう一度そ
の実 を今度は郵送の形で要点の皆 さんにお送 りいた しますので､それに従 って一応検討 していた
だいたうえで､最終的に自己評価書 を作 るとい うプロセスをとりたいと思います｡
本 日は､この自己評価書 に対する案がメインですが､位置づけとしては､外部評価の皆 さんに

｣.

はこの 自己評価書作成のためのご意見 をいただ くというようにお考えいただければいいか と思い
ます｡
(
委員長) しか し､おっ しゃった意味は､外部評価 と自己評価 は別々ではないかとい うご疑問が
あるはずなのです｡

(
B委員) む しろ外部評価 は限られた時間の中で､限 られた人数で行 っているものですか ら､外
部評価報告書 を別途作成するのは難 しいと思います｡ しか しなが ら､単なる部内の議事録だけの
位置付 けなのか､或いは､少 しまとまった ものになって何 らかの形で部外にも出されるのか とい
う点を明確 にする必要があると思います｡

6
年度に付する去年の 4月にや りました もの､それか ら去年の1
0月にいただいた
(
副館長) 平成 1
ご意見､ もう 1つはこの1
7
年度に関 しての もの､これ らをあわせて､別途､外部評価 に関する委
員会の報告書 は作成するつ もりではお ります｡
その 自己評価書 という言葉が非常 に矛盾 していますが､ これは機構のほうの位置づけとして､
各樺関がそれぞれ外部評価の意見 を取 り入れて自己評価書 を作 りなさいということで したねo

6
年度の実績報告書 を作 ったときには､一応そういう建前で､自己
(
研究戦略センター長) 平成 1
評価書 を作 るときに外部評価委員会の意見を取 り入れたうえで作 って提出することとい うように
なっています｡
(
副館長) ですか ら､この自己評価書 というのは民博 自身がやっているとい う意味ではな くて､
民博 とい う機関が民博のためにやっている外部の意見を取 り入れた評価書だという意味です｡そ
(
委員長) とい うことは､自己評価に外部の意見が入っています よとい う報告書 と､それか ら外
部評価 だけをまとめた意見書 とはほとんど同 じものを転用 して作 るという理解でいいのですか｡
(
副館長) ただ､外部評価のための報告書の場合は､ もっと詳 しくどういう意見があったか とい
うことは入れ ようと‑‑･
｡
(
⊂委員) 私の認識では､それぞれの機関が作成する自己評価書 と､それに対する外部評価委員
会の評価書 とが別々に組み合わされて 1つのセ ッ トを成 して､ さらに外の評価 に対 して向けられ
るものだと思 っていますが､そのような認識でよろ しいので しょうか0
(
館長) それは多分私たちの説明が不十分だったのだと思いますo先ほど副館長か らも話 しまし

6
年度か ら自己評価書 というのが始 まりまして､それは結局､機構本部にとどめ置か
たように､1
れて､本省 にも行 きませんで した｡その自己評価書 を作 るときに､外部の評価委員会 を作 って､
そこの意見 と､それか ら先ほど触れました運営委員会の両方の意見 を反映させて自己評価書 を作

6年度にや りました｡
れ､それを機構本部に捷出せ よということで､1
1
7
年度は､提 出 しな くてもいい と｡それぞれの機関ではそれぞれやって ください､ しか し機構
としてはそれはもう求めないということにな りました｡それで､1
7
年度の 2回目の自己評価書 を
作ろうとしているわけですが､それはこの外部評価委員のかたがたのご意見を伺 って､ どうする
か｡例 えば今 ここにあ ります案の ような項 目､あるいは項 目をもう少 し増やすか もしれませ ん
が､それぞれについて外部評価委貞か らはこのような意見があったということをそれぞれの項 目
についてまとめてい くかとか､ご提案 していただければ､私 どもとしてはそのようにいたすつ も
りでお ります｡
先ほど副館長が言 ったのは､今回は 3回 目にな りますが､これまでのご発言は全部テープの中
に残ってお りまして､2回分はすでにテープ起 こしが されています｡ただ､それを外 に出すため
には､文言 を丁寧 に兄か ナればいけません し､発言者がだれか ということが確認で きない ところ
が何か所かあ りまして､まだ皆様のお手元にお渡 ししていません｡ですか ら､発言録の ような形
で報告書 は別途作 るつ もりにしていますが､それ以外 に外部評価安貞による評価の報告書 を果た

̲d
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れとは切 り離 して､報告書はきちんと準備いた します｡

して作 る必要があるか どうか､それはまたこちらでご議論 をいただいて｡

(
B委員)

個人的には､限られた時間で､包括的な外部委貞会報告書 というものがで きるのか ど

うか､若干 自信がないような気 もしますので､扱いを委員長にお任せ して､民博の館長 と委員長
で何かいい形 をお考え頂 くのが良い と思います｡折角いろいろな意見が出るわけですか ら､それ
が どこかに出る､即ち若干のビジビリティが与えられるような何かいい形な り､方法な りをむ し
ろお考え頂 くというのはどうかなと思います｡
(
⊂委員) ち ょっと気 になっているのですが､私は大学評価のことにも関係 していまして､こち
らの中期計画はご承知のように 6年間でワンサイクル とい うことにな ります｡ この中期計画の評
価 をどのように進めるか ということを今検討中ですが､大体 4年間の実績で評価の作業が始 まる
ということはほぼ確定的です｡そのためには､個々の研究者の業績などを基礎的に積み上げてい
くとい うようなことは恐 らくしないはずで､ 自己評価書 とそれに対する外部評価によって委員会
での評価が行われるとい うことになるだろうと思っています｡そ うします と､こういう年度ごと
の積み重ねが非常に大切になるはずなので､機構 として自己評価書の提出を求めてお られないに
しても､飴 としてはやは り着実にそういうものをきちんとした形で作成 しておかれることが絶対
に必要だと思います｡
(
飽長) はい｡私 もそのように思ってお ります｡ですか ら､機構本部 としては求めないけれ ど
も､民博 としてはきちんと毎年毎年､外部評価委員のかたの意見を取 り入れた自己評価書 と呼ぶ
ものか何か､そういうものは作 っていこうと思っています｡
(
⊂委員) 先ほどか ら議論 になっている自己評価 と外部評価の組み合わせ方についても､やは り
検討のうえで きちんとした資料 を作成 されることが望 ましいのではないか と思います｡
(
委員長) A委員はこの件で何かございますか｡
(
A重責) 私は C委員のおっしゃっているように､自己評価 と若干の外部評価 を合わせてワンセ

ッ トとい うことで､その合わせ方をどうするかはいろいろあると思いますが､入れ込みです よと
いうことになると､やは り少 し見えないかなと｡ですか ら､ どの程度にどうすればいいか という
ことはなかなか難 しい とは思いますが､発言録のような形で残すのも 1つの方法で しょう｡つま
り､報告書ではな く発言録のようなものですね｡何かそこは工夫をしていただいて､後か らリフ
ァーで きるような格好 に していただければよろしいのではないかと思います｡
(
館長) 先ほどB委員のほうか ら､外部評価委貞の発言がはっきり形で残る､ビジビリティのよ
うなことを残すために､例えば自己評価書の中に外部評価､および道営委員会の意見を取 り入れ
た ものを書いて､それか ら外部評価委員会のそれぞれの会での主要な発言点のサマ リーをつけた
ものをさらにその後に くっつけて､さらに詳 しい発言その ものをまとめたものをくっつけて､例
えばそれで 1つの冊子に し､標題 としてそれを民博の自己評価番 とするということも可能かと思
います｡
(D委員) もともと評価 とはアカウンタビリティをどう果たすかというもので､そのためには説

得力のあるアカウンタビリティが求め られていると思います｡そういう意味で､ もちろん自己評
価 は基本になるのですが､ 自己評価だけだと ｢それはあんたがたが勝手にそう思っているだけだ
ろう｡外部はどう思っているのだ｣ と必ず言われます｡ですか ら､やは り外部評価 は外部評価 と
してまとめて､外部か らもこういう評価 をもらっているということが説得力の 1つになると思い
ます｡ですか ら､ 自己評価の中に外部の意見 をお取 り入れになるのは当然ですが､今､お三方の
委貞か ら出たように､やは り外部評価 として もこういう評価があるのだよということが､民博の
評価 にとって必ずプラスになると思います｡それにはどういう努力 をするか､それこそ B委員が
おっ しゃったように､技術的にはけっこう難 しいか もしれない し､外部委貞 といって も能力 も限
られて少人数ですか ら､こんな膨大なものをいちいち評価できませんが､やは り外部か ら トータ
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ルとして見た ときの評価 はきちん とした形で年度年度残 されたほうがいいのかなと私 も思いま
す｡
(
館長) 検討いた しますo先ほどB要点か らご発言 もあ りましたが､委員長 とその点につ きまし
てはご相談 させて ください｡それで外部評価委員の評価が きちんと残るような形で工夫 させてい
ただ きます｡
(
委員長) それでは､それ以外 としては｡
【
予算等について】

(
B委員) ち ょっと基本的な問題に触れることで､前にも民博の研究機関､あるいは研究推進機
関としての位置付 けというところで､同 じような発言をしたのですが､まずテーマの選定あ りき
なのか､それ とも今民博 におられる研究者がテーマ選定のベースになるのか という点が重要な点
だと思い ます｡私 はやは りテーマが主で､それが中期計画であ り､中期 目標の中に反映 されて､
その上で研究者 を考えるという位置付けを志向する必要があると思います｡
いろいろな組織上の問題が出て くるとは思 うのですが､それぞれの部門における､企画､計画
づ くりという面で､ きちんと舵取 りをされ､ どういうテーマを選ぶか という際に､今､民博 にお
られる先生方 を活用するという考慮はある程度必要ですが､先生がいるか らこれをやるのだとい
う発想 はで きるだけ少な く､やは りこれが必要なのだか らこういう先生 に頼むというアプローチ
が､やは り民博の研究推進機関としての将来を考えると必要だと思います｡
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これは基本的な問題ですか ら､議論があると思いますが､そのためにはやは り研究者の任期
制､何年間の任期で研究を委嘱する､民博の研究者 とか､民博の教授はそうい う人であるという
方向を志向す ることが大事なことではないだろうか ということです｡人間文化研究機構で も任期
の問題が話題にな り､それに対 しては消極的な意見が多かったと伺っていますが､まず人があっ
てテーマがあるのではな く､テーマがあって人があるということが大事であ り､それぞれの時代
に沿った､あるいはカレン トなテーマ を率先 して民博が研究するとい う視点が必要だ と思いま
す.一朝一夕にで きるとは思いませんが､研究機関としての今後 を考える場合に大切な点ではな
いで しょうか｡

6
件 というお話があ りま
外部 との共同研究 というものが､公募が 9件､客員研究者 を加 えると1
したが､これは大いに奨励すべ きことであると思います｡例 えば機関研究で 4つの分野が選ばれ
ていますが､それぞれの分野毎 に中期的なタームで どうい うものを採 り上げてい くかo中期 目
標､中期計画が人間文化研究機構で準備 され､その中に民博 も入っている訳ですか ら､研究テー
マについて もう少 し具体性 を持った中期計画､その中での年度計画 というものがあって もいいの
ではないか という感 じがいた します｡総論 は易 しいけれ ども各論は難 しい ということと思います
が､一つ感 じたことを申 し上げました｡
それか ら､具体的な予算の話 にな りますが､機構本部に提出 した予算 と民博の中での配分予算
が並べて書いてあって､かな り違った数字になっているところがあ ります｡機構本部に提出され
た ものは割合研究費が多 く､実際に館の中の配分では行政費がだいぶ増 えているというような､
パ ッと見た ときにそ うい う印象があ りました｡
よく考えてみた ら館 内の費用がた くさんかかったとい うことか もしれませんが､特に一番下
の､例 えば物件業務費や人件費､要するに一般管理費が館内配分額の合計 と機構本部へ提出され
た額 とが倍以上の差額があ り､ち ょっと疑問に恩いましたo
(
財務課長) 機構本部提出の予算計画は､法人化 に伴い企業会計が導入 され､企業会計ベースの
予算計画です｡ したがって､企業で言 う費用ですが､例 えば光熱水科で研究に使った分は最終的
に研究の費用 として入 ります｡館内の配分額 というのは現時点ですので､光熱水料などは光熱水

｣

料 1本で支払 っているために､最終的に決算のときに光熱水耕 を研究で使った分や共同利用に使
った分へ戻すわけです｡戻す予定の予算 を予算計画 と呼んでいますので､現時点では実質的なと
ころへ戻 っていないので､その差が表 されているのです｡

(B委員) そ うですか｡なにか大蔵省のようですみ ません (
笑)｡本部が受け取っているもの と
ちょっと違 うなとい う印象があったので､質問 した次第です｡
(
委員長) では C委員､どうぞ｡
(
⊂委員) では､予算のことに関 して質問いた します｡これは単年度の予算の問題ではないので
すが､今後の中期計画の期間の間の予算配分 について想定 します と､恐 らく運営費交付金は右下
が りに下がって くるだろうと思います｡それに対 して､館の事業連常のための支出予算は､少な
くとも同額か､あるいは増 えるということでなければ､館 の事業の発展 は見込めない と思いま
す｡そこで､給体 としての収入予算 を増やす どのような戦略があるのか ということをお伺い した
いのですo
収入 を増やす方法 としては､この表の右側のほうの雑収入 と産学連携の合わせて約 3%の部分
を大 きくしてい くよ りほかに適当な方法はどうも考えられないように思いますが､雑収入の中に
は恐 らく入館料収入 というようなもの も入っているので しょう｡それか ら博物館 グッズの売 り上
げとい うようなもの も入っているのだと思いますが､ここを増やすための戦略は何か長期的ある
いは中期的にお持ちなのか とい うことをお伺い したい と思います｡

5
0
0万 ぐらいです｡
(
財務課長) 入籍科 は金額で年間約3
(
館長) 入館料 を上げるわけにもいかない し､またお客 さんを増やす というのは非常 に大変で､
す ぐには効果が出ませんので､その点はあま り望みが持てないと思っています｡ですか ら､要す
るに民博 にいる研究者が外部資金 を持 って くる､科研費その他､財団等の科研 費を民博に持 ち込
んで きて研究をするというのがいちばん大 きいだろうと思います｡そのように我々も努力 をして
います し､これだけの数の研究者がいる機関 としては､ほかの大学 に比べて科研 に通る率は高い
ほうだろうと思っています｡
ただ､ 1つ問題は､ここは大学共同利用機関で､ほかの一般の大学 よりも研究費が潤沢に与え
られていることは事実です｡そ うすると､その辺のかねあい といいますか､民博の資金で も十分
に研究活動がで きるのに､我 々はそれに加 えてさらに外部か らお金を持ってこい､そ うすると機
関研究 というものがで きます よということをやっていますが､それ もあまり言って しまうといけ
ないような､その辺のかねあいが非常 に難 しいです｡
(
副館長) 運営費交付金の中で も特別教育研究経費 というのは年度 ごとに要求 して､これ 自体は
必ず しも減る問題ではあ りません｡
これは概算要求 をすることによって増えてい く部分なのです｡民博の場合は､実はこれが非常
に少な くなっています｡これは､逆に言 うと､民博の場合､安定的にある期間は経営で きるよう
にはなっているわけです｡ というのは､総合地球環境学研究所 とい うのがいちばん新 しい もので

0% ぐらいで､毎年毎年概算要求をして､去年か ら今年にかけてかな り
すが､ ここの部分は道に9
減 らされました｡ですか らす ごくアップダウンがあるわけです｡ですか ら､B委員がおっしゃる
ように､地球研は任期制でプロジェク ト型の研究 をやっています｡
1つは将来的に見た場合､この予算構造 自体､このグリーンの部分をどれだけ増やすか｡それ
は同時にB委員がおっ しゃったような任期制 というかプロジェク ト型の研究スタイルというもの
に構造転換 してい くこととかかわって くるわけです｡ただ､今の段階で構造転換するには予算構

0%にするということは､ リスクが高い も
造 自体､ これが非常に少ないですか ら､これを例えば3
のですか ら､今の段階ではなかなかその先の手が打てないというのが現状ですO

由
切

【
博物館 ･情報化について】

(
⊂委員) 民博 の場合は歴博 と同 じように博物館機能を持ってお られるので､そこがいかに少な
いとは言いなが ら､やは り自己収入の道が開けているというところは大いに有利 な点だとお考え
いただいてもいいのではないか と思います｡ですか ら､そこの ところをもっと活用 されて､収入
の増加 を見込 まれるの も 1つの戦略 として考えられてもいいのではないか と私は思います｡
例えば､先ほどか らアーカイブの構築 を進めてお られることを伺いましたが､デジタルアーカ
イブの利用によって商業ベースの収入を得 ることがで きるというようなことも､実際に博物館が
やっていますが､あ りうる話ではないか と思いますので､戦略 としてはもう少 し多角的にお考 え
いただいた らどうか というような感 じが しました｡
(
委員長) それではA委員O
(
A委員) ち ょっと細かいのですが､今 日お話を伺って､いろいろな取 り組みをされているとい

うことで､ご努力はよく分か りました｡ただ､その 1つが今お話にあ りましたように､電子化 を
いろいろ進めているとO図書館 について もそ うで しょうし､いろいろな資料について も進めてい
るということですが､全体の所蔵量､あるいは図書館の本 との関係､それか ら今 ご説明いただい
た予算 との関係で見ると､極端な話をすると､全部のアーカイブを電子化するとか､国書 を 2万
冊ほどや られたようですが､全部切 り替えてい くというようなことになると､費用 との関係で ど
のようになるのかなとOおのず と限界があるのかなということも考えなが ら､ しか しやは り電子
化 してい くということは進めるべ き方向だと思います｡そ うすると､限られた予算の中で どのよ
はないかなとO今､モデル的に､ トライア)
I
,
的にネバー)
I
,
のお話 を伺いましたが､ではなぜネパ
ールなのかということも含めて､ほかにも多分 まだデジタル化 されていないもの もた くさんある
ので､そこの ところは予算 との関係でやは り何か考えてい く必要があるのではないで しょうかO
つまり､電子化がいちばん重要だとすれば､電子化のほうに集中的に資金を償 ってい くというよ
うなことも含めて考 えてい くことが要るのではないかなという感 じがいた しました｡
それか ら､ もう 1つはそれに関連 して､図書館の機能 とアーカイブの機能 というのが どのよう
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うにしていちばん必要 なところか ら電子化するか というような戦略 といいますか､それが必要で

な関係 になっているのか分か りませんが､図書館 はそれな りに伝統的な仕組みを持っていると思
いますので､アーカイブなどを含めた電子化全体 を図書館の中に入れてい くのか､図書館の外の
形で整備 をす るのか､その辺 も重要なポイン トかなと思っています｡私のところも小 さな図書館
があ りますが､いろいろな研修用のコンテンツが電子化 された形で作成 されて､それが必ず しも
図書館 とうま くつながっていなかった りして､今､整備 し直 している部分があ ります｡同 じよう
なことが少 し大規模 に起 きていないだろうか ということをちょっと感 じました｡
それか ら､ もう 1点はテーマについてですoB委員か らいろいろご意見があ りましたが､私 ど
もで も従来の問題解決型 といいますか､途上国か らいろいろこういうことをやってほしい とい う
要請を受 けて仕事 をするというような形で､大体プロジェク トの レベルで仕事 をしてきたわけで
す｡そういうことを､長年 日本だけではな く､その他の国も骨や りなが ら､プロジェク トで果た
して､全体的な援助の効果が上がっているか とい うようなことで､ もう少 し大 きな戦略 を立て
て､いろいろな国がそれに向けて協力 をしていこうと｡例えば､国連のほうで ミレニアムゴール

0
1
5
年 を目標年次に置いて､それに向けて､貧困者の数はそれぞれの国に
というようなことで､2
よって違 うので､それぞれの国で半分 ぐらいにするような努力 をしようとか､それに関連 して､
初等教育の受講率をどの ぐらいにもってい くなど､そうい う目標 を立ててやっていこうというよ
うなことで､プロジェク トよりもう1つ上の､戦略的なプログラムを立てて､それに取 り組 もう
とい うようなことに今少 しずつ取 り組み始めているところです｡やは りどうしてもプロジェク ト
レベルでの活動 にフォーカスが当たるのですが､先ほどの機関研究のテーマなどを見 ます と､必

̲｣

ず Lもプロジェク トレベルではな く､ もう少 し上のプログラムレベルにフォーカスされているよ
うなテーマ もあるようですので､その辺でテーマの整理が少 しできるのではないかなというよう
な感 じを少 し持ちました｡
(
研究戦略センター長) 図書に関 しては､本当はサービス課長がいちばん詳 しいのですが､ うち
は電子化が後れているほうですO といいますのは､うちは早 くか らコンビュ‑タ‑システムで も
って図書 を整理 し始めたもので､独 自のシステムを作 って しまったのですOそれで後か らBl
立情
報学研究所 を中心 とした大学間のB]
書システムがで きてきて､そちらのほうが主流 になって しま
いましたo うちは独 自のシステムに しがみついたので乗 り遅れて しまったのですOそのために

OP
ACとい う各機関の検索システムだけで しか ヒッ トしな くて､例 えば情報学研究所が主催 して
S
I
S
‑CATとい う日本中の大学の図書館の情報 を検索するようなシステムで うちの国
いるNAC
書 を検索 して も､あるはずの ものが出てこない という現状です｡
それを解消すべ く､法人化 されてか ら徐 々に情報学研究所が募集する遡及入力事業に応募 して
は､特 に利用率が高 く､うちの特色で もある英語､フランス語､ ドイツ語以外の難読言語 を､ま
ず､あ とは中国語､韓国語ですか､そういうものを中心にして遡及入力 をやっていただき､それ
を地道 に続 けているといった現状です｡今､大体全体の 3割 ぐらいまで何 とか追いついてきて､
あと 7割 をどうやってやるか｡人件費やその他いろいろ考えます と､何千万あって も足 りないと
い う状況です｡例えば 1年間図書 を全 く買わないということをしても､労力的にもう無理なので
す｡ですか ら､これは優先順位 を考 えて､恐 らく周 りで必要 とされるものか ら戦略的に順位を考

0
年計画 ぐらいでや らないと､ とてもじゃないけれど無理だろうと考えています｡
えて､1
これは毎年何百万､あるいは千万 ぐらいかかるか もしれません し､あるいは国立情報学研究所
が募集する遡及入力事業などに積極的に応募をして､地道にやってい くということになるか と思
います｡
アーカイブに関 しては､標本資料関係に関 しては文資セ ンターが中心ですが､いわゆる文書関
係のアーカイブ､馬淵東‑や土方久功な どの古い研究者のノー トや苗写真 といった ものがけっこ

0
年間､事実上ほった らか し
ううちに入ってきています｡そ ういった ものの整理方針 も､今 まで3
といいますか､封印されていた ものを今少 しずつ開けて整理 して､ どうい う形で提供すれば見や
すいか とい うことを少 しずつ検討 しているところです｡土方久功のフィール ドノー トは百数十冊
あ りますが､それはすべてデジタルカメラに収めて電子化 して､ある一定の条件 をクリアすれば
公開で きるレベルまで来ています｡
こういった形で公 開するときに､ではほかの図書資料等 とどうい う関係でやるのか とい うの
は､我々として もそこまで十分検討 していませんが､いずれすでにで きている種々のアーカイブ
ス､先 ほど南助教授が見せていましたネパールの写真集 といった もの と並ぶ､民族学研究アーカ
イブ資料 とい うことで整理 しまして､公開をしたい と思います｡
ただ､アーカイブには､土方久功のようにフィール ドノー トだけならばいいのですが､写真で
す とか､録音です とか､映像､いわゆる動画です とか､また標本資料が含 まれていることがあ り
ます｡ですか ら､そ ういう多岐にわたる資料 をどうやって整理 してい くかとい うことは 1つまだ
問題になってい ます｡

(
A委員) 技術の変化が非常 に早いとい うか､早いけれどもそれに対応 しない とやは りネッ トワ
ークか ら外れて しまうようなところがあって､非常に難 しいと思いますが､難 しいだけに逆に積
極的な対応 をしていない と､気がついてみるとビハイン ドになっているとい うことになってはい
けない と感 じます｡

I
CAの情報公開等 に比べ ると非常 に後れていると私は思います｡要する
(
館長) 恐 らく民博 はJ
にこれは巨大な民博 とい う組織 を作 って､｢ここにとにか くた くさん情報があるか ら来て くださ

蘭

い｣｢ここで研究会 をや り､ここで資料 を見て ください｣ という姿勢が非常 に長い間続いたのだ
ろうと思 うのです｡ですか ら､デジタル化 された情報の公開にして も､現在で も非常 にプリミテ
ィブな段階にあるということだろうと思います｡民博が持っているさまざまな資源が どの程度電
子化 され､公開されているか とい うことを考えます と､これは非常 に微 々たるもので､ようや く
この 2‑3年そ うい う動 きになったということだろう､ちょっとお恥ずか しい現状だろうと私は
思っています｡

D垂員) それは巨大装置 を持っているがゆえの悩みなので しょうが､ しか し守 りに入るのでは
(
な くて､おっしゃるように､やは り攻めの姿勢で､過去の蓄積はともか くとして､これか らたま
ってい くものについては最新の対応 をされたほうがいいのではないかと思います｡

5
‑2
6
万点あると思いますが､それが現在 ､2
0
万点前後で し
(
館長) 民博の展示用の標本資料は2
ょうか､資料 として完全な ものではあ りませんが､デジタル化 され公開されています｡それ も公
開にようや くこぎつけたのは､不完全で もいいか らとにか く出そ うとい うことで決断 したのはわ
ずか 2年 ぐらい前だ と思います｡それまではやっていませんで した｡ですか ら､一定の計画に沿
って､ もちろんお金 もかか りますが､ どしどしやるべ きだと思っています｡
【
館長の挨拶その他】
(D委員) 私 もた くさんあるのですが､それはまたメールな りいた しますけれ ども､1つだけ､
国立大学法人評価委員会 と人間文化機構のかたが来 られて意見交換 したペーパーが ここにあ りま
はこれに どうお答 えになったのか､Qに対するAを聞 きたいのです (
笑)｡それが大事 なのです
よ｡
(
副舘長) これは実はほんの 2日前のことで､意見の部分 まで取 りまとめることはできませんで
したので､中途はんばなものをお出 ししています｡

D委員) それはいいのですが､ どこかの時点で､近い時点で これに対す るお答 えをぜ ひぜ ひ
(
我々は伺いたい と思います｡
(
副館長) 分か りました｡これはで き次第､す ぐに先生がたにお出 しします｡

D委員) そ うですか｡それではぜひそれをお知 らせいただければあ りがたいと思います｡
(
それでは､何かそのほかの報告事項がございましたら｡
(
副館長) では､簡単にアスベス トと公園の通行問題について､情報管理施設長 と民族社会研究
部長 (
施設整備委員長)か ら一言ずつお願い します｡
(
情報管理施設長) ち ょうど 2回 目のこの会議で も私 どもか らご報告いた しましたように､去年
の秋か ら何か所かでアスベス トが見つかって､応急対策を施 しました｡幸い補正予算のめどが立
ちまして､この 5月か ら､閉館せずに安全 を確認 しなが ら早急 に排除 してい き､9月中旬 ぐらい
までに問題点はほほ完了することになっています｡ 1か所は残 っていますが､これは我々館内者
も直接 当た らない場所ですか ら､それで残 った予算 とか次か らの計画 を立てる とい うことで､
今､頑張っていますo以上ですo
(
施設整備委員長) 公園のことは格別申し上げることはあ りません｡入館者 も先生がたのような
館のお客 さんも職員 も今のところはうまくいっていますので､ また問題があ りましたらご相談 さ
せていただ きます｡
(
委員長) では､館長か ら最後に｡
(
館長) 本 日は長時間にわた りましていろいろとご議論 をいただきました｡ただ､私たちの報告
をす る部分が時間的には非常に長 く､せ っか くおいでいただきましたのに､思 ってお られること
をご くわずか しかご発言 にならなかったのではないか と思いますので､次回あた りか ら会の進め
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すが､意見 とい うよりは､みんな質問ですね｡クエスチ ョンマークがついています｡そこで､私

方をもっと工夫 させていただきます｡
完全な資料でな くても､基本的な民博の最近の活動 を示す ようなものはある程度事前 にお送 り
してお 目通 しいただき､とにか くオープンにして今の状態 を知 っていただ くということで､お読
みいただいてか らここでご議論 をしていただ く｡せっか く我 々にとって大事な意見を述べて くだ
さるのに､今の ような形です とまことに申し訳ない と思ってお ります0
先 ほど乗か らご意見があ ります､ この外部評価委兵 を民博の評価の中で どのように位置づけ､
夕帽汚
評価委員会の評価そのものをどのような形ではっきり残 してい くか ということについてはさ
っそ く検討 させていただきます｡そのことにつ きましては堀井委貞長にもご相談をさせて くださ

い｡
本 日は長い間､本当にあ りが とうございました｡
(
委員長) どうもお疲れさまで したOあ りが とうございましたO

k.
̲

参 考 資 料

国立 民族 学博物館
自己点検 報告書

平成 16年度

自己評価書

人間文化研究機構
国立民族学博物館

̲̲̲｣

1.全体評価 について
本館 は､大学共同利用機 関 として､文化人類学 ･民族学の研究 ･調査 を行 うとともに､
それ らに基づ く共同研究な どの共 同利用事業 によ り､対象分野 の研究の発展 に寄与す るこ
とを 目指 してい る｡ さらに人間文化研究機構 の中期 目標 において､個 々の研 究者 の主体的
な研究活動 を促進 し､機構 内外 の研究者 による共同研究 を推進す ることで､当該分野の高
度な研究成果 の創 出に努 めるとともに､それ を広 く国の内外 に公開発信す ることを掲 げて
い る｡平成 16年度 は､そ うした 目標 を実現す るために､制度上の改変 ･整備 を行 うとと
もに､共同研究や各個研究な どの従来か らの研究 に加 え､あ らたに ｢
機 関研究｣や ｢
文化
資源プ ロジェク ト｣ な どの多様 な形態の研究 ･調査 を進めている｡
まず､研究者 コミュニテ ィの意見をよ り効果的に館 の運営や事業に反映 してい くために､
運営会議 の もとに人事委員会､共同利用委員会､研究倫理委員会 を置 き､いずれ も運営会
議 の館外委員 を含んで､それぞれ の委員会が 目的 とす る重要事項の審議 に当たるよ うに し
た｡ また､館 内の研 究部組織 を改変 し､文化人類学 .民族学の今 日的課題 に応 え､その学
問基盤 の発展 に資す るための機 関研究を推進す る ｢
先端人類科学研究部｣ を設 けるととも
に､対象分野 の研 究動向や研 究者 の需要 を把握 し､機 関研 究の推進 な どに生か してい くた
めに ｢
研 究戦略セ ンター｣ を設置 した｡他方で､文化人類学 ･民族学に関連す る諸資料 を
共同利用 に資 し､ さらに展示 な どの事業 を通 して研 究成果等 を社会 に還元す るために ｢
文
化資源研 究セ ンター｣ を設 けた｡ そ して､これ らの組織上の改変 とともに､館長 リーダー
シ ップ経費 を､機 関研究や ､研 究の基盤 となる国内外での調査 ､研究成果公開プ ログラム
に重点的に振 り向け､いずれ も館 の審議 ･審査 を経て配分す るシステムを作 った｡
以上の よ うな施策 を通 して､機 関研究や共同研究の遂行 ､その成果 を公 開す るためのシ
ンポジ ウムの開催 ､な らび にデー タベースの公開等の文化資源 プ ロジェク トな どに一定程
度 の進展 が見 られた｡ この よ うな多様 な研究活動､研究事業 は館外 の研 究者 による共同利
用 に供 されてお り､実際､共 同研究のみ な らず､機 関研 究､文化資源プ ロジェク トいずれ
にも館外の研 究者が参加 しているこ とか ら､大学共 同利用機 関 としての本館 の 目標 の実現
に向け一歩進 んだ もの と自己評価 している｡ なお､特別共同利用研究員 の受入れ枠 の拡大
や総合研 究大学院大学文化科学研究科‑の協力 を通 して､大学院教育‑の寄与 も確実に行
ってい ること､ さらに同研 究科 と近畿地方 の 4つの大学の大学院 との間の単位互換制度 を
整備す るな ど､他大学 との交流 を強化 していることを付言 してお く｡

2.研究事業について
1)機関研究
国立民族学博物館 では､現代世界が直面す る諸課題 に､文化人類学 ･民族学の立場か ら
アプ ローチす るため､館 を挙 げて取 り組 む機 関研 究 として､調査､研究会､国際シンポジ
ウム､国際 フォー ラムな どを組み合 わせた､大型 で公開性 の高いプ ロジェク トを実行 して
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い る｡ この機 関研 究は､また､大学その他の研究機 関に所属す る研究者 をプロジェク トに
集 めて共 同で研 究事業 を行 な うことによって､大学共 同利用機 関､ さらには我が国にお け
る文化人類学 ･民族学の研究セ ンター としての機能 を高める役割 も果た している｡
機 関研究の領域 と課題 は､平成 16年度 に発足 した研究戦略セ ンターが､我が国内外 の
文化人類学 ･民族学 とその周辺諸領域 の研 究動向を調査 し､その成果 に基づいて作成 した
研 究戦略 に則 って設定 されている｡ さらに､他 の大学 ･研究機 関や研 究者 コ ミュニテ ィの
代表が加 わっている運営会議 の意見 を取 り入れ ることになってお り､大学共同利用機 関 と
して他大学や研究機 関､関係研究者 の意見が十分に反映 されてい る｡
社会 ･文化の多元性｣､｢
人類学的歴史認識｣､
平成 16年度か ら始まった機 関研究には､｢
｢
文化人類学 の社会的活用｣､ ｢
新 しい人類科学の創造｣の 4つの領域 が設 け られ てい る｡
各領域 には 1つか ら 5つの研究プロジェク トが含 まれ ､最長 6年計画で成果 を上 げること
が求 め られている｡初 めの 2つの領域 は従来の共時的､通時的アプローチの発展形 として､
特 に現代世界 の諸課題 に取 り組むべ きプ ロジェク トを含み､第 3の領域 は､ よ り積極的に
学問的知識 を実践の場に生かそ うとす るプ ロジェク トである｡ これ には､環境 ､開発な ど
の問題 を扱 う研 究プ ロジェク トや､特 に最近注 目され てい る巨大災害の復興プ ログラムに
対応 す るための研究 プロジェク トが含 まれてお り､文化人類学 ･民族学の立場か らこのよ
うな問題 に対 して積極的に発言 しよ うとす る姿勢 を表 しているO また､第 4の領域 では､
文化人類学 ･民族学 を含 めて､広 く人文 ･社会科学の可能性 について学際的に検討す るプ
ロジェク トを行 ってい る｡
以上 のよ うな機 関研究の開始 に伴 い､今年度 は国際 フォー ラムや 国際シンポジ ウムを積
極 的に実施 したo例 えば､研究者 コ ミュニテ ィの代表である 日本文化人類学会の後援 と他
大学の連携の下 に､国際シンポジ ウム ｢
現代世界 にお ける人類学的知識 の社会的活用｣ を
行 ない､ 日本学術振興会のプ ロジェク トとして､国際シンポジウム ｢
多元的社会 における
先住民運動一 カナダのイヌイ ッ トと日本のアイヌ｣ を開催 した｡ さらに､それ らの国際 シ
ンポジ ウムの一部 を一般 の聴衆 に開放す ることで､最先端の研究 を社会 にア ピールす るこ
とに努 めた｡

2)共同研究
共 同研 究は人文 .社会科学系の大学共同利用機 関の基本的な研究事業であるO毎年 30
本以上 の共同研 究が組織 され ､ 3年 を期 限 として研究 をと りま とめ､出版 をは じめ とす る
さま ざまな方法 によって､成果 を公 開す ることが定め られている｡ とくに､近年の関心の
多様化 と､共同利用機 関 としての役割 をよ り鮮 明にす るため､共同研究の公募枠 を拡大 し､
大学 の共同利用 と学会等の研究者 コミュニテ ィのニーズに対 して一層迅速 に対応 できるよ
うな態勢 を整 えた｡ これ によ り､文化人類学 とその関連分野 の研究の活性化 とレベ/
レの向
上に､従来にま して大 きく貢献できるもの と評価できる｡
① 研究の期 間
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従前 4月開始であったが､平成 16年度か ら 10月開始 としたO このことによ り､研究
計画 を入念 に練 ることが可能 とな り､審査 も厳正に行 えるよ うになってい るOこれ に伴い､
基本的な研究期 間は 2.5年 とし､成果取 りま とめのため特 に必要 と認 め られ る場合 ､ 1年
の延長 を認 めてい る｡
(
塾 募集
研究の募集 は 1月頃全国の大学 ･研究機 関な どに対 して書面送付 によ り行い､同時にホ
ームペー ジにも掲載 している｡
③ 公募
② に述べた募集 は館 内 ･館外 を同列 に扱 ってい るO公募 には､各研 究機 関で定める研究
課題 に関 して研究分担者 を公募す る方法 と､研究課題 その ものを公募す る方法があるが､
当館 では後者 の方法 のみ を採用 しているO研究者 コミュニテ ィー による利用 とい う観点か
らこの方法が最 も効果的 と考 えるo平成 16年度 は 8件 の応募があ り､ 5件 を採用 した｡
今後､ さらに公募 の周知徹底 を図 り､ よ り質の高い共 同研究の応募 を増やす ことが課題 で
ある｡
④ 採択にかかる審査
運営会議 の もとに館外 の委員 2名 を含 む共同利用委員会 を置 き､ ここで採択の可否 を審
議す る｡共同研究代表者 によるプ レゼ ンテー シ ョンとそれ‑の質疑の後､採否 を決定す る｡
採用 となった場合で も､修正や改善を求 め､それ に従 って研究計画 を再提 出 させ､委員会
の審議内容 を踏まえて､予算の配分 を行 うO
⑤ 事後審査
研究が終了 した研 究課題 につき､共同利用委員会が審査 を行 う｡ まず､公 開で研究報告
会 を実施 し､成果 とりま とめ とその見通 し､具体的な成果発表方桧について確認 の うえ､
共同利用委員会 を開いて点検 と評価 を行 う｡
3) 資料調査研究

①関係大学 ･研究機 関 との連携
資料調査研 究は､資料 の収集 ･整理 ･提供 と有機 的に関連 した文化資源 プ ロジェク トと
大村 しげコレクシ ョン｣の調査研究を､
して実施 している｡平成 16年度 には､標本資料 ｢
館外 の研 究者 との連携 の下で実施 している｡その他 の文化資源プ ロジェク トについて も関
係機 関 との連携 を進 めることが今後の課題 である｡
夷酋列像 図｣ については､館外研 究者
なお､平成 16年度 に本館 の収蔵資料 となった ｢
を含むシンポジ ウムの開催 な どによって､その調査研究に着手 した｡
② データベース化 ･共同利用体制の整備
標本資料 ｢
大村 しげコレクシ ョン｣､ ｢
韓国生活財資料｣､ ｢
カナダ先住民関係写真資料｣
な どの各種デー タベースの整備 を計画通 り推進 している｡また､｢
ネパール映像アーカイブ｣､
｢
梅樟忠夫写真 コ レクシ ョン｣､ ｢
オース トラ リア ･アボ リジニ関係研 究資料 アーカイブ｣
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などの写真 コレクシ ョンについては､デジタル .アーカイブズ化を計画通 り推進 している｡
これ らのデータベースやデジタル ･アーカイブズの整備 により､大学その他の研究機関が､
より多 くの本館所蔵の標本資料や映像資料を利用できるようになった0

4)研究交流 ･協力の促進
(
丑国内の関係機 関 との協力関係
本館 と最 も密接な関係 をもつ研究者 コミュニテ ィである ｢日本文化人類学会｣ との協力
関係 が確認 され､同学会が本館の研究広報に協力す ることになった｡また､現在同学会 と
の共同研究事業を検討中である｡
②海外の関係機関 との協力体制の構築
本館 とフランス人間科学研究所 (
Mai
s
o
nd
e
sScl
e
nC
eSd
el'Ho
me
) との間で研究協力
についての合意書が調印され､ 日仏の間での研究者交流が始まった｡
C
O
M(
国際博物館会議)の総会で本館館長が基調講演を行い､複数の
ソウルで開催 された I

E
M
U
S
館員が分科会等に参加す ることによって､海外の博物館 との交流を進めるとともに､AS
(
アジア欧州 ミュージアム ･ネ ッ トワーク)‑の参画を通 して､各国博物館 との国際共同
巡回展の企画立案 に加わって国際協力体制の構築に着手 した｡
③ 国際交流 ･協 力の事業
独立行政法人国際協力機構か らの委託事業 として ｢
博物館学集 中コース｣を企画 ･運営
し､世界の開発途上国 10カ国か ら外国人受託研修員の受け入れを行った｡同コースは､
博物館 の運営に必要な実践的技術を磨 き､途上国の文化の振興に積極的に貢献できる人材
の育成 を 目的 としてお り､計画 どお り実施 されて､所期の成果を収めることができた｡

3.社会 との連携
1)博物館等展示
法人化以前には 4 つの各種委員会で個別に展示等の事業実施を決定 していたが､そのよ
うなシステムを改め､｢
文化資源運営会議｣を設置 し､事業を迅速かつ綻合的に推進する体
制を整 えたo また､新設の ｢
文化資源研究センター｣の教員が専門的な立場で展示に関す
る助言 ･支援 を行 うことによって､研究成果等の公開 ･普及 を効率的に実施す るための支
援体制 も整 えた｡その結果 ､ 3件の特別展 と4件の企画展を開催す ることができ､展示 を
通 した研究成果等の社会還元を促進することができた｡ さらに､｢
みんぱくミュージアム ･
パー トナーズ｣ を発足 させ､ボランティア活動の充実化を図った り､学校教育向けの教材
ツール ｢
みんばっく｣の実用化事業を開始 した りするな ど､社会連携 も推 し進めた｡
なお､入館者の動向調査を実施 し､基礎データの収集 も行 ったが､今後は､博物館 に対
する国民の理解が得 られ るように､それ を展示等の事業に反映 させてい くことが課題であ
る｡

･
l

2) 情報公開､研究成果等普及

研究機関 と博物館 とい う2つの性格 を相即的､有機的に結びつけなければな らない とい
う本館の独 自性 を一般来館者 によく認識 してもらうよ うに､情報の公開､研究成果等の普
及に努めた｡例 えば､映像人類学の研究にもとづ く､長編の研究用映像資料をビデオテ‑
ク番組 に改編 し､展示場で公開す るとともに､標本資料 目録データベースや ｢
中西 コレク
シ ョン (
文字資料)｣データベースをホームページで公開 し､本館の学術資料の社会‑の発
信 に努 めた｡また､東京 と大阪で一般聴衆に向けた ｢
学術講演会｣ と ｢
学術 フォーラム｣
を実施 し､機 関研究プロジェク トの最新の研究成果 を社会に示 した｡
3) 広報関係

｢
広報企画会議｣ と ｢
広報企画室｣を設置 し､単に､広 く一般の消費者 に民博 を知 らし
めるだけでなく､民博‑の評価 ･共感 を積極的に高めさせ るよ うな戦略的な広報活動を推
進するよ うに努めた｡
その一環 として､報道関係者 との月例懇談会の開催 によってマスメデ ィアを活用 した広
報展開を行 うとともに､ホームページによる広報 に力を入れ､使用者の利便性 を考慮 した
リニューアル及び月 1回のメールマガジンの発信等を実施 しているOまた､従前は外注 し
ていた広報誌 ｢
月刊みんぱ く｣を館内発行 とし､他の宣伝媒体 とともに弾力的､効果的な
広報の体制を整 えた｡ さらに､関西地区の美術館 ･博物館の宣伝 ･広報 と新規需要の振 り
起 こしを 目的 とした ｢ミュージアムぐるっとパス関西 200 5｣の実行委員会に参画 し､
関係業界 とのネ ッ トワーク化を図 り､地域振興にも貢献 している｡
なお､第 3者機 関の下で､研究者､一般利用者の本館 に対す る意識調査を実施 した｡今
後は､これ らの調査結果 を踏まえた広報戦略の策定 と民博のブラン ド構築が課題 となって
いる｡

4.評価体制
人間文化研究機構が作成 した､各機 関に対する ｢自己点検評価実施組織について｣に基
外部評価委員会｣を発足 させた0本
づき､平成 16年度に､｢自己点検 .評価委員会｣ と ｢
館の 自己点検 ･評価 は､機構の評価委員会で決定 された評価の観点 ･基準に則 り､部長会
議の承認 を経て､それ らの観点､基準を元に研究戦略センターを中心 として ｢自己点検 ･
評価報告書｣ と ｢自己評価書｣の原案 を作成 し､それに対す る外部評価委員会 と運営会議
の意見を取 り入れて､ 自己点検 ･評価委員会が 自己点検 ･評価報告書 と自己評価毒をとり
ま とめるとい う態勢を整えた｡

5.業務運 営
全般

(
D 館長等の トップマネージメン ト
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館長が､業務運営の進捗状況及び館の 日的遂行に伴 う諸課題 を的確に把握 し､中期 目
標 ･中期計画 を達成できるように､部長会議 を館内の意思決定機 関として位置づけ､業
務運営､研究教育に関する重要事項を審議 ･決定す るシステムを構築 した｡部長会議の
下に設置す る各種委員会についても法人化前には 43あった委員会を 28に再編 し､館
長の トップマネージメン トを速やかに実現できるよ うに業務の合理化 を一層推進 したO
また､管理部においても､各部署単位 の業務改善､業務 目標の設定を行い､館 としての
課題 を抽出 し､ 自主的に業務の改善や効率化に取 り組んできた｡
② 財務の改善
ハー ドの改善による節約｣を目指 してきた｡ この
平成 16年度 における財務改善は､｢
ため､空調機 のインバータ化､省エネ照明設備‑の更新､人感センサースイ ッチの増設
等を行 ってきたO これ らが､実質的に効果を現すのは､平成 17年度以降であるが､電
気料金 に関 しては､平成 15年度か ら若干減少 した｡ しか し､ガス料金上下水道料金に
関 しては､微増 したので平成 17年度以降の課題 としたい｡一般管理費については､光
熱水量の節減に努めるほか､その他の経費についても調達方法 (
仕様)､刊行物の発行数
量等の見直 しを行 った｡特に郵便か ら､メール便‑の転換等によ り平成 16年度は平成

15年度に比較 して大幅に節約ができた｡
今後は､展示や標本整理関係の請負契約において､より安価な契約を締結できるよう､
業務の効率化 を進めたいと考えている｡
③ 施設整備
施設の整備 として､平成 16年度は特に燥蒸設備 の改修 と外灯設備の更新を実施 した｡
煉蒸設備 の改修 は､老朽化の改善 とともに使用す るガスが環境に与える影響を改善す る
ことであ り､本館 の大きな 目標でもあった｡その基幹部分について改修を開始す ること
ができ､平成 17年 8月には稼働できる予定であるD これによ り､収集 した標本類を害
虫等の被害か ら防 ぐだけでな く害虫を外に出さない とい う煙蒸本来の 目的が達成できる｡
また､本館建物の外周 に設置 している外灯設備の更新には､最新の省エネタイプの機
器 を採用 した｡ これにより深夜の安全が確保 され るとともに省エネルギーや経費節減に
も寄与す るものと考える0

6.地域研究企画交流セ ンター
平成 1
6年度の地域研究企画交流センター (
以下､地域研 と略す)は､｢
年度計画｣にそっ
て活動を実施 した｡4月 18日に地域研運営委員会に設置 された評価専門部会 1で評価を実施
し､その評価 内容 を含めて､下記のよ うに概ねその 目標 を達成 した と自己評価す るoまた
これ らの過程で明 らかになった改善すべき点については､平成 17年度の課題 として取 り組
む予定である｡
1 評価専門部会の構成 は､地域研外専門部会員 5 (
内地域研運営委員会委員 3､外部専門委
員 2) および専門部会事務局を務める地域研教員 1｡
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1

地域研究コンソーシアムの構築 と ｢あ り方｣の見直 し

国内の主要な地域研究機 関な どとともに構築を 目指 していた ｢
地域研究 コンソーシアム｣
は､平成 16年 4月に発足 した｡従来 にはなかった幅広い地域研究に関す る全国的な地域研
究のネ ッ トワー クが誕生 し､地域研 の企画交流活動の基盤が大きく前進 した｡
地域研究 コンソーシアムは､開かれ た協議体である とともに､複数 の地域研究機 関が拠
点組織 として活動 の推進力 を担 う共同のシステムである｡地域研 は､その拠点機能 を担 う
ために運営委員会規程 を改訂 し､地域研 の活動 にコンソー シアムを位置づ けるとともに､
地域研運営委員会 の機能強化 によって コンソーシアム活動 を含 めた大学等 に開かれ た共 同
利用機 関型 の運営 の制度的な基盤 の整備 を進 めることができた｡ それ によって､地域研 は
発足後 の地域研究 コンソーシアムの活動 と運営 を支 えることができた と考えている｡

6年度 の進展 によっても､中期計画 に記載 された地域研 の ｢
あ り方の見直
しか し､平成 1
し｣ は未だに過渡的である｡外部評価 において も､地域研 が コンソーシアムの事務局的機
能 に とどまるのではな く､特色 ある研 究セ ンター としてアカデ ミック ･コミュニテ ィに貢
献で きるよ うに さらに組織 のあ り方 と位置づ けを見直す ことが､地域研 究 コン ソー シアム
の推進のためにも必要であると指摘 されている｡
2.研究活動 と大学等に開かれた研究 システムの具体的展開

地域研 では､研 究活動 を通 じて大学な どに開かれ た研究 システムの具体的展開を実現す
ることを 目的 として､機 関間の連携 による共同研究 (
連携研究)､研究者個人の参加 による
共同研 究､二つの特別合 同研究の国際シンポジ ウム､国際共同研究 (
ペルー ･プ ロジェク
ト)､ ｢
京セ ラ文庫英国議会資料｣関連 の研 究活動､資料収集 と公開､お よび出版活動 を行
ってい るO
平成 16年度 の進捗状況は以下の とお りである｡

13件)では､一部の研究会 に遅滞が見 られたが､概ね順調 に進捗 して
(
∋連携 .共 同研究 (
い るD遅滞の見 られた原因は､主要研究機 関 との組織的連携 を重視 した研 究会 において､
コン ソー シアム活動 との重複や課題 の検討不足がみ られた ことによる｡ しか し､ この 1例
を除いて､研 究会活動は概 ね活発 であ り､研 究の内在的な進展 をもとに地域の相 関性や課
題設定 による学際的研究の実質化 を 目指 してきた研究会の改善が徐 々に軌道 に乗 りつつあ
る と考 えてい る｡ また連携 ･共 同研究は､地域研運営委員会 においてその課題 を検討 し､
それぞれ全国的な研究者 の参加 によって実現 され てお り､研究の先進性お よびその組織形
態の両面で､大学等 に開かれた共 同利用型の運営 となっていると考えているo
E
l
際シンポジ ウムは､いずれ も共催機 関を得て実施 し､地域研究
② 2つ の特別合 同研 究のE
と他 の分野の対話や､複数地域 に共通す る課題 の検討 な ど､新 しい地域研 究のあ り方 を開

5年度まで継続 してきた
かれたシステムで検討す る場 になった と自己評価 している｡平成 1
国際地域研 究集会は実施す ることができなかったが､小規模 な国際 ワークシ ョップを 7件
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実施 し､幅広い研究課題 の国際交流に機動的に応 えることができた｡外部評価では､こう
した機動的で柔軟な活動がむ しろ望ま しいとい う評価があった｡
③国際共同研究 (
ペルー ･プロジェク ト)は､国際 ワークシ ョップ開催や成果刊行物など

7年度以降はペルーを中心 とするアンデス諸国の比較研究を本格化 さ
順調に推移 し､平成 1
せ､広 く国際比較を行 うことを視野に入れた次の段階に入る予定であるO

④ ｢
京セ ラ文庫英国議会資料｣関連の研究活動では､研究会活動に加 えて､ CD‑R欣の
地域別資料集成作成事業が順調に進捗 し､これまで英国議会資料が十分に資料 として活用
されてこなかった地域を中心に､資料‑のアクセスを容易にするシ リーズ とな りつつある｡
⑤資料収集 では重点化 してきた地域 (
中央アジア､中東など)お よび課題 (
植民地関連資
料､社会活動関連資料)などの集積が進み､特色あるコレクシ ョンが形成 されてきたOた
だ し､整理 と公開に関 しては若干の遅れがあ り､集積 された資料の検索を可能にす るなど､
今後の取 り組みが必要である｡
⑥出版活動では､開かれた地域研究の発信誌 として改革を進めてきた 『地域研究』の刊行
が軌道にの り､年度内に 2冊を刊行 した｡ この 『地域研究』の改革な ど､社会的な発信 を
重視 した点は､外部評価でも評価する意見が述べ られている｡
上記のよ うに､平成 16年度は地域研 にとって､新 しい段階を拓 く年度 となった｡地域研
究 コンソーシアム発足によって広がった企画交流活動の可能性 と考慮 しつつ､引き続 き､
｢
あ り方｣の見直 しと､重点的な取 り組みによる研究センター としての充実､及びそれ を
前提 とす る大学等に開かれた共同利用型の研究システムの展開に取 り組みたい と考えてい
る｡

切
払

人間文化研究機構
国立民族学博物館
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1.全体評価
大学共 同利用機 関 として本館が果 たすべき使命 は､文化人類学 ･民族学の研 究 ･調査 を
行 うとともに､それ らに基づ く共 同研究な どの共同利用事業 によ り､対象分野の研 究の発
展 に寄与す ることである｡人間文化研究機構 の中期 目標 においても､個 々の研究者 の主体
的な研 究活動 を促進 し､機構 内外の研 究者 による共同研 究を推進す ることで､当該分野の
高度 な研 究成果 の創 出に努 めるとともに､それ を広 く国の内外 に公 開発信す ることが本館
の 目標 として掲げ られている｡
こ うした使命 ･目標 を実現す るために平成 16年度 の法人化 に伴い実施 した館 内の制度
上の改変 ･整備 に基づ き､ 17年度 は､共同研 究､機 関研究､文化資源 プロジェク トな ど､
多様 な形態 の研 究 ･調査 を進 めた｡共同研究は引き続 き公募 による採択 を行い､客員 を含
めれ ば､半数近 くの共 同研究が館外の研究代表者 によ り担われ るよ うになったO また､機
関研究の一部 は さらなる発展 を図 るために､機構 による連携研 究にも参画 している｡ ただ
し､予想 された ことではあるが､上記 の さまざまな レベ/
レの研 究を学術的に有意義 に､か
つ効率的に連携 し調整す る必要が生 じてお り､今後の課題 である｡
運営会議 の もとに置かれた人事委員会､共同利用委員会､研 究倫理委員会の 3委員会に
は､それぞれ外部委員 が配置 されてい る｡人事委員会お よび共 同利用委員会は運営会議 と
ともに､大学及び研究者 コ ミュニテ ィの要請 と意見 を館運営 に迅速 に反映 させ るとい う点
では適切 に機能 してい ると評価 してい る｡ なお､研究倫理委員会は､審議すべき具体的な
案件がなかったために､本年度 は開催 され なかったo
研 究部 ･セ ンターの体制 に合わせ て館 内諸委員会 の機能 を明確化 し､また機構本部諸委
員会での審叢過程 に積極 的に参与 しうるよ うな人員配置 を行 い､あわせ て館や機構 の意志
決定の経過が館員全体 に周知 され るよ うな態勢 を整 えた｡
本館 の人的資振及び研究資源 を外部 に開き､新規の研究や事業 を実行 に移すために具体
的な準備 を進 めた｡ 日本文化人類学会及びフランスの人間科学研究所 との協力関係 は 2年
目を迎 えて具体案 が作 られ ､前者 とは平成 18年度か ら3種 の共同事業 を実施す ることが
合意 され､後者 について も同 じく次年度 ､ 2名 の本館教員 を先方 に派遣す ることが合意 さ
れ た｡ また､本年度 は新たにペルーでの考古学共 同調査お よび学術交流のために､同国国
立サ ン ･マル コス大学 との協定を締結 した｡
博物館学集 中
平成 6年 に開始 され た独立行政法人国際協力機構か らの委託事業である ｢
コース｣では､本年度 も途上国 10カ国か らの研修員 を受 け入れた｡ この事業 は欧米でも
例 をみないユニー クな体系的 ･集 中的な博物館学研修 として国際的にも高 く評価 され てい
る｡ この事業の実績 をもとに､本館 が中心 となってアフ リカ諸 国の博物館 とのネ ッ トワー
ク形成 を支援 している｡
本館所蔵 の各種資料 とそれ に関連す る研究成果 の公 開については､図書資料及びデー タ
ベー スの整備 .公 開は順調 に進行 してお り､ ビデオテ‑ クのシステムの更新やホームペ‑
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ジの英語版 の リニューアル を行 うな ど､情報提供 ･発信 をさらに充実 させた｡ また､観覧
料 の割 引制度 を新たに導入 し､来館者サー ビスの拡充 に努力 している0
上記の よ うな施策 を通 して､国内外の研 究者 による共同利用､機 関研究や共同研究の遂
行､その成果 を公 開す るための研 究集会の開催 ､博物館展示 を中心 とした社会 との連携 な
ど､大学共同利用機 関 としての本館 の 目標 の実現 に向けて さらに一歩前進 した もの と自己
評価 してい るO
平成 6年以来､本館 に設置 され てきた地域研 究企画交流セ ンター については､本年 に機
構 に設 け られた地域研 究推進懇談会の検討結果 を受 けて､その使命 は京都大学 に新設 され
ることになった地域研究統合情報セ ンター によ り継承 され ることにな り､本館 においては
本年度末 をもって廃止 した｡現員 9名 は全員 ､京都大学地域研 究統合情報セ ンター員 とし
て採用 され ることになった｡
なお､総合研 究大学院大学文化科学研究科‑の協力や特別共同利用研究員 の受入れな ど
を通 して､大学院教育‑の寄与 も確実に行 っていることを付言 してお く｡

2.研究事 業
1)機関研究
本館 では､現代世界が直面す る諸課題 に､文化人類学 ･民族学の立場か らアプ ローチす
るため､館 を挙 げて取 り組む機 関研究 として､調査､研 究会 ､国際研究集会 な どを組み合
わせた､大型 で公 開性 の高いプ ロジェク トを実行 しているO この機 関研 究は､また､大学
その他の研究機 関に所属す る研究者 をプロジェク トに集 めて研 究事業 を行 な うことによっ
て､大学共 同利用機 関､ さらには我が国にお ける文化人類学 ･民族学の研 究セ ンター とし
ての機能 を高める役割 も果た している｡
研究戦略セ ンター｣が､我が国内
機 関研 究の領域 と課題 は､平成 16年度 に発足 した ｢
外 の文化人類学 ･民族学 とその周辺諸領域 の研 究動向を調査 し､その成果 に基づいて作成
した研究戦略に則 って設定 され てい る｡ さらに､他 の大学 ･研究機 関や研究者 コミュニテ
ィの代表が加 わってい る運営会議 の意見 を取 り入れ ることになってお り､大学共 同利用機
関 として他大学や研究機 関､関係研究者 の意見が十分に反映 され るよ うになっている｡
全体 を通 じて､フィール ド ･サイエ ンス として生活 の現場 に立脚 しなが ら､科学的な知
の体系の再編 をめ ざしてきた文化人類学 ･民族学の最 良の部分 をよ り発展 させ ることが 目
的 となる｡ その さいに､諸外 国の規準 にあわせ るよ うな国際化 ではな く､西欧的な知 をも
相対化す る 日本 の文化人類学 ･民族学独 自の視点 にたって研 究が展開 しているとい う意味
で､他分野あるいは欧米 における研究に対す る比較優位性 をもっていると考 えるO
社会 ･文化の多元性｣､｢
人類学的歴史認識｣､
平成 16年度か ら始まった機 関研究では､｢
｢
文化人類学の社会的活用｣､ ｢
新 しい人類科学の創造｣の 4つの領域 を設 け､ 17年度 は
計 10の研究プ ロジェク トを実施 してい るが､ これ らのプ ロジェク トは､最長 6年計画で
成果 を上 げることが求 め られている｡初 めの 2つの領域は従来の共時的､適時的アブ ロー
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チの発展形 と して､特 に現代世界の諸課題 に取 り組むべ きプロジェク トを含み､第 3の領
域 は､よ り積極的に学問的知識 を実践の場に生かそ うとす るものである｡これ には､開発､
国際協力な どの問題 を扱 うプ ロジェク トや､特 に最近注 目されてい る巨大災害の復興プ ロ
グラムに対応す るための研究プ ロジェク トが含 まれ てお り､文化人類学 ･民族学の立場か
らこのよ うな問題 に対 して積極的な提言 を行 うことを視野 に入れているO また､第 4の領
域では､文化人類学 ･民族学 を含 めて､広 く人文 ･社会科学の可能性 について学際的に検
討す るプ ロジェク トを行 っている｡
以上の よ うな機 関研 究の進行 に伴い､今年度 は国際性及び公開性 の高いシンポジ ウムや
国際 フォー ラムを積極的に実施 した｡例 えば､研 究領域 ｢
社会 と文化 の多元性｣において
はシンポジ ウム ｢
市民の社会 を創 る一社会提言 の試み 一｣シンポジ ウム ｢
共生の現場か ら

2005‑ フィール ドワー クで探 るユニ ヴァ‑サル社会の未来〜｣研究 フォー ラム ｢
多文
化共生社会の形成 をめ ざす実践 と研 究のために ‑10年 の節 目か ら 『多文化共生学』 を考
える｣ な どを着 実に実施 したO研 究領域 ｢
人類学的歴史認識｣ においては､機構 の連携研
究 との連携 とい う新たな展開の もとシンポジ ウム ｢
ユー ラシア と日本
と課題

交流 と表象 の現状

複雑 にか らまったユー ラシア と日本の相互関係 史を解 きほ ぐす｣ を開催 したO研

究領域 ｢
文化人類学の社会的活用｣ においては研究 フォー ラム ｢
ジェノサイ ド後の社会 の
イ ン ド洋地震津波災害被災地の現
再編成 :平和のための コミュニテ ィー ･ミュージアム｣｢
状 と復興‑ の課題｣や国際 ワー クシ ョップ ｢
カナ ダ国際開発庁 と世界銀行 にお ける人類学
者 ･社会学者 の役割 :社会評価 と参加型開発 ､社会 の安全配慮｣の開催 な ど積極的な研 究
が推進 されたO研究領域 ｢
新 しい人類科学の創造｣においては国際シンポジ ウム ｢
東南ア
ジア大陸部 の書承文化｣な ど一部 において進展がみ られた｡
次年度 には機 関研 究は 3年 目に入 り､予算や人的資源 の集 中的配分 な どによる一層 の研
究の高度化 に向けての検討が必要 と思われ るが､本年度 はまず研究領域 ｢
新 しい人類科学
の創造｣の充実 のために､プ ロジェク トの再編 を行 った｡ また､それぞれのプ ロジェク ト
の研 究成果 の と りま とめについては､すでにホームペー ジな どに研究経過な どが発表 され
ているが､今後は紙媒体な どによる成果公 開が順次行なわれ る予定である0
2) 共同研究

共同研 究 は大学共 同利用機 関の基本的な研 究事業である｡ とくに人文 ･社会科学 におい
ては､一つ のテーマの下で研究者が高度な議論 を行い､異分野間で交流 し､互いの認識 を
深 めることに よって､新 しい研究成果 を生みだ してい く｡大学 を中心 とす る研 究者 の叡智
を結集 し人類 に とって重要 な研究課題 について徹底的に議論 を深 める共 同研究は､文科系
大学共 同利用機 関の最大の使命 であ り､大型 の実験装置 を共 同で運用す ることを主 目的 と
す る自然科学系の大学共同利用機 関 とは性格 を異 に している｡
本館 では､毎年 30本以上の共 同研究が組織 され ､お よそ 3年 を期限 として研究 を とり
ま とめ､公 開の報告会 にお ける成果報告 を経て､出版 をは じめ､シンポジ ウム､学会分科
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会､電子媒体での発表 な ど､ さまざまな形で成果 を公 開 している｡ とくに､近年の関心の
多様化 と､共同利用機 関 としての役割 をよ り鮮明にす るため､共同研究の公募 を積極的に
進 め､大学の共同利用 と学会等の研 究者 コミュニテ ィのニーズに対 して一層的確 に対応 で
きるよ うな態勢 を整 えた｡ これ によ り､文化人類学 とその関連分野の研究の活性化 とレベ
ルの向上に､従来 にま して大 きく貢献できるもの と思われ るO
平成 16年度 よ り研究開始年度 は 10月スター ト､原則 として最長 2年半の研究期間 と
したが､成果公 開準備 のために 1年 の延長 を可能 とした｡研 究課題 は広 く公募 し､書類審
査及び公 開審査 を行 い､館外委員 2名 を含む共同利用委員会の審議 を経て採否 を決定 して
い る｡ 17年度 は 6件 の公募 による応募があ り､ 3件 を採用 した｡今後､ さらに公募 の周
知徹底 を図 り､よ り質の高い共同研究の応募 を増やす ことが課題 である｡
また､研 究会 の一部 は一般 に公開 してお り､館外での開催 も認 めているO東北大学東北
アジア研究セ ンターで同セ ンター と共催 で行われ た ｢
ポス ト社会主義 にお ける民族学的知
生殖 のス トラテジー
識 の位相 と効用｣､お茶の水女子大学 coEプ ロジェク トとの共催 の ｢
ー 日本 ､韓 国､沖縄 の比較 を通 して一｣(
於 ･オ リンピック記念青少年総合セ ンター)な ど､
大学の研 究プ ロジェク トとの連動や学生 を含む広 い層‑の公 開な ど､共 同研究の新 しい展
開を進 めてい るD)

3)研究の成果公開
本館 では､館長 リーダー シ ップ支援経費において研 究成果 をよ り効果的に公 開 し､国内
研究 フォ
外 の研究者 コ ミュニテ ィや社会‑の還元 を円滑にはかるため､平成 14年度 に ｢
研 究成果公開
ー ラム促進 プ ログラム｣ を設 けた0 15年度 よ りこれ を拡充 し､よ り広 く ｢
プ ログラム｣の中に位置づ けて実施 してお り､H Pな どで学会等に広 く周知す るとともに､
終了後､報告書 を提 出す ることを条件 としている｡ ｢
研究成果公 開プ ログラム｣ には①学術
講演会､②館 の シンポジ ウム､③研 究フォー ラム､④国際研究集会‑の派遣､の 4種 のカ
テ ゴ リーがあ り､ この うち(
診､(
参､④ を館 内募集 してい るo学術講演会 (
(
丑) は､機 関研
究や共同研 究による研究成果 を広 く一般 に公開す るため､特 に現代的な課題 を設定 して行
家族 のデザイ ンー韓国 ･中国 ･日本､それぞれの選択｣
うが､本年度は､ 10月に東京で ｢
を伝 え られ るか｣ (
毎 日新聞社 と共催)を開催 し､それぞれ 3‑400人の聴衆の参加があ
り､本館 の研究‑の関心の高 さが示 されたものと考 える｡
②③ については､機 関研究の成果 を中心 に､ほぼ前年 と変わ らず行われているが､④ に
ついてはほぼ倍増 してお り､よ り国際的に研究成果の発信が行われ てい るもの と評価 でき
る｡
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出版物 については､ ｢
国立民族学博物館調査報告 ｣､｢
び ｢
外部 出版｣ (
本館 で審査の上､館外で出版)がいずれ も昨年度 を大き く上回 る刊行 とな
り､研 究成果の公 開を積極的に進 めることとなった｡ また､外部出版 としてイギ リスの出
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｣ を刊行す ることが実現 し､チベ ッ ト語
な ど特殊言語 を含む多言語 による出版が活発 に行われていることが大きな特色である｡
4) 内外の関係す る研究機関 との協力 ･連携

① 国内の関係機 関 との協 力関係
本館 と最 も密接 な関係 をもつ研究者 コミュニテ ィである ｢日本文化人類学会｣ との協力
関係 は 2年 日を迎 え､具体的な共同事業の企画が立て られた｡ 1つ は 日本 にお ける文化人
類学の研 究デー タベースの作成 ､ 2つ 目は文化人類学の社会的活用 に関す る作業部会の立
ち上 げ､ 3つ 目は学会が作成 した映像 アーカイブの整理 である｡平成 17年度 には この 3
つの事業 を共 同で実施す ることが合意 され たことで終わったが､次年度か ら具体的な作業

が開始 され る｡
また､学会員 が会員証の提示で本館の展示 を無料で閲覧す ることが可能 となったo さら
に､ 日本文化人類学会員 に限 らず､大学､大学院の授業､演習等で展示場 を利用す る際に
は､人数 の如何 にかかわ らず団体料金が適用 され ることとして､大学等 による本館 の展示
の共同利用 を促進す るよ う努 めた｡

② 海外 の関係機 関 との協 力体制の構築
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) との間で研究協力
本館 とフランス人間科学研究所 (
が 2年 目を迎 え､協定 による研 究者交流の一環 として､平成 18年度 に本館か ら 2名 の教
員 をフランスに派遣す ることが合意 された｡
ペルーの国立サ ン ･マル コス大学 と学術協力に関す る協定 を締結 し､現地 にお ける発掘
調査等 を共同で行 うこととなった｡
本館 あるいは本館教員 と国外の研 究機 関 との協定 についての情報 を確実 に収集す るため
に､協定締結 を計画す る教員 に ｢
海外の研究機 関 との協定に関す る説明｣の提 出を義務づ
け､館 として組織的に取 り組む仕組みを整 えた0

3.資料等の共同利用
1)資料調査研究

資料調査研 究 は､収集 ･映像取材､整理 ･デー タベース化 ､展示 ･資料利用 を有機 的に
関係 させ た ｢
文化資源 プ ロジェク ト｣ として実施 してい るO平成 17年度 には､標本資料
収集 ｢
韓 国珍 島の民俗資料収集｣､映像取材 ｢
奄美 のアラセツ行事｣な どのプロジェク トを
館外 の研 究者 との連携 の下で実施 してい る｡その他 の文化資漁プ ロジェク トについて も館
外の研 究者 ､関係諸機 関 との連携 を拡大 し外部 に開かれた もの としてい くことが今後 の課
題 である｡
また､音響資料 について館 内外 の研究者 の参加 の下に調査研究 を進 める とともに ｢
初期
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録音資料群 の言語学 ･民族音楽学研究上の価値｣のフォー ラムを開催 した｡

2)資料の保存
標本資料の保存 ･管理 システム としては､①生物棲息調査結果の解析 ､②薬剤 を用いな
い各種殺 虫法 の民族学資料‑の適用

､③標本資料 の保管方蛙の確立等 に関 して､調査研究

を継続 した｡
また､その成果 の一部 として､煩蒸室改修 ､大型テ ン トによる二酸化炭素処理法 による
殺 虫処理等 を逐次実用化 し､温湿度デー タの収集 と統計処理 を自動化す るための ソフ トウ
ェアを開発 した｡
3) デー タベース化 ･共同利用体制の整備

所蔵す る各種資料や研究成果 を共同利用 に供す るため､資料等のデー タベース化 をすす
め､ホームページによる一般公開や各種 の情報提供装置 による館 内公 開を積極 的にすす め
標本資料 目録デー タベース｣の充実を
ている｡標本資料 では､平成 16年度 に公 開 した ｢
図るとともに､新たに ｢
アクセサ リー .身装文化デジタル アーカイブ｣を公開 したOまた､
映像 ･音響資料 では､所蔵す る資料の 目録デー タベースの公 開準備 をすすめ､ さらに､所
蔵資料 を有機 的かつ高次的に連携 させ る試み として､標本資料 目録デー タベース とネパー
ル の写真資料 を関連 させた ｢
ネパール写真デー タベース｣の公開準備 を完了 した｡ また､
図書委員会の下に設置 したアーカイブズ検討 ワーキンググループでは､民族学研 究アーカ
イブズ資料 の うち ｢
土方久功アーカイブ｣及び ｢
篠 田統アーカイブ｣のデ ジタル化 をほぼ
完 了 したO これ によ り､本館所蔵 民族学研究アーカイブズの公開に向けての準備が さらに
進んだD
これ ら所蔵資料等 の情報提供 を効率的かつ円滑に行 うため､ ｢
新標本資料管理 システム｣
や ｢
写真画像検 索システム｣を併せ て開発 し､ よ りいっそ うの共同利用体制 の整備 ､改善
に努 めている｡
総合 目
文献 図書資料 については､遅れ ていた国立情報学研究所 NACS IS‑CAT (
録デー タベース)‑の遡 及 入 力 を平成 16年度 よ り計画的に推進 している｡例 えば､国立
情報学研究所平成 17年度遡及入力事業 に応募 の結果 ､同研究所予算 によ り､中国語 図書
2, 80 2冊､韓 国 ･朝鮮語図書 2,000冊､アラビア文字資料 2, 782冊､ 自動登

録実証実験 3, 161冊､計 10, 745冊の入力が採択 され実施 した｡ これは約 1, 3

00万 円の外部資金導入 に相 当 し､平成 16年度 の倍の成果をあげている｡
また､人間文化研 究資源 の共有化推進事業によ り､約 16, 500冊の図書を遡及入力､
同時に本館定期刊行物 6タイ トルの コンテンツ遡及入力 も行 った｡
さらに､本館独 自に ビルマ語､チベ ッ ト語等難読言語図書約 800冊､英語図書 3, 5

00冊の遡及入力 を実施 した｡通常の 目録作業約 18, 300冊 を合わせ る と計約 5万冊
の 目録入力 を行 い､本館所蔵資料 の共 同利用 を促進す る措置 を積極的にE
g
I
ってい る｡ しか
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し､図書情報 の遡及入力 は全蔵書の 3割程度 しか進 んでお らず､今後 も地道 に継続 してい
く必要がある｡
このほか､図書室 の共同利用 については､法人化後､一般者 の利用手続 きを簡素化 して
きたが､ さらに利用促進 を図 るために､他機 関 との連携 による研修会の開催や､一般市民
等 を対象 とした図書室見学ツアーな どを積極 的に実施 した｡

4. 教育 ･人材育成
本館 に設置 され ている総合研 究大学院大学文化科学研 究科地域文化学専攻 ･比較文化学
専攻では､平成 17年度 よ り京都大学大学院アジア ･アフ リカ地域研 究研 究科､大阪大学
大学院人間科学研 究科 ､神戸大学大学院総合人間科学研究科及び京都文教大学大学院文化
人類学研究科 の 4大学院 との間に学生交流協定 を締結 し､単位互換 を開始 した｡ これ は､
他大学 との交流 を通 した教育の質的な向上 と活性化 をめざす試みである｡
本年度 には課程博士 4名 ､論文博士 4名 の学位取得者 を輩 出 した｡平成元年度 に 2専攻
(
定員各 3名)が設置 され てか ら現在 までの学位取得者 は､課程博士 33名 ､論文博士 1

9名 となったo過去 17年 間の学位取得者総数は､文科系の大学院 としては比類のない実
績であ り､新 しいタイプの大学院教育のモデルケースであるといえよ う｡
また本館 は､大学共 同利用機 関 として全国の国公私立大学の博士後期課程 に在籍す る学
生を､所属す る大学院研 究科か ら委託 を受 けて特別共同利用研究員 として受入れ一定の期
間､特定の研 究課題 に関 して研究指導 を行 ってお り､例年 10名程度 の学生 を受入れてい
る｡ この よ うに外 に開かれ た大学院教育 を実施 し､ 日本の学界の将来 を担 う人材 の育成 を
進 めてい る0

5.社会 との連携
1)博物館展示等
研 究成果 を公 開 し､社会 に還元 し社会 との連携 を図るための展示事業 は､法人化後 に設
置 した ｢
文化資源運営会議｣ な らび に ｢
文化資源研 究セ ンター｣が推進す る ｢
文化資源 プ
ロジェク ト｣ の一分野 として充実 を図 り､平成 17年度 は特別展 3件 と企画展 7件 を開催
したD また､本館 で開催 した特別展 を E
l
本各地に巡回す る ｢
巡回展｣ を 2件､大学 との共
催 で相手方 の大学 で開催す る ｢
共催展｣ を 2件開催 し､研 究成果の社会還元の範 囲をさら
に広げ､大学共同利用機 関 としての本館 の役割 を新たな形で示 した｡
なお､昨年度 の企画展 ｢
みんぱ く動物園｣の展示空間の構成等が評価 され､ ｢
デ ィスプ レ
主催 :社団法人 日本デ ィスプ レイ業団体連合会､後援 ･経済産業省 ･
イ産業賞 2005｣ (
日本経済新聞社)の ｢
デ ィスプ レイ産業奨励賞｣を受賞 した｡
常設展示 に関連す る事業 としては､常設展示 の リニューアルの基本構想 を策定す るため
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の ワー キング ･グループを設置 して検討 を進 めているほか､一般来館者‑の情報提供 をさ
らに充実 させ るため､ ビデオテ‑ クシステムの更新 を行 い､ これまで提供 してきた映像番
組等のほかに､本館 が作成 したデー タベースを展示場で公 開す るな ど､展示場 にお ける情
報提供 の新 たな手法 を開発 してい くためのプ ロジェク トに着手 した｡今後 は､展示場 とホ
ームペー ジか らの情報提供の連携 を更 に深め､研究成果等の普及 に努 めたい｡
さらに､学校教育 向けの教材 ツール ｢
みんばっ く｣の充実 とその新たな展開を図るため
のプ ロジェク トを推進 し､本館 の活動 を支援す るボランテ ィアの活動 に京都文教大学 との
連携 を試み るな ど大学共同利用機 関 としての活動の進展 を囲っている0
2) 広報 関係

｢
広報企画会議｣ と ｢
広報企画室｣では､単に展示場 を観 覧す る者 に対 し博物館 として
の民博 を知 らしめるだけでな く､民博‑の評価 ･共感 を積極的に高めることを 目的 とした
みんぱ く映画会 ｣｢
研究公演｣の よ うな研究成果の公 開を通 じた
｢
みんぱ くゼ ミナール｣｢
広報普及活動 を推進す るよ う努 めている｡
また､報道 関係者 との月例懇談会 を開催す ることによ りマスメデ ィアを活用 した広報展

TV .ラジオ含む) 620件)o
開を行 ってい る (
本年度 :取材依頼数 65件､記事掲載数 (
異文化 を
その一つ として､平成 18年 1月か ら毎 日新 聞文化欄 に教員交互の執筆 による ｢
みんぱ くウェブサイ ト｣‑の
学ぶ｣の連載 (
週 1回) を開始 した｡電子媒体については､ ｢
アクセ ス数 が増加 してお り､本年度 は さらに 日本語 のホームページ とともに英文ホー ムペ
ー ジの充実 を図 り､広報誌 ｢
月刊みんぱ く｣の閲覧 も可能 となったが､引き続 き､拡充へ
みんぱ く e
‑
ne
ws
｣ も月一回電子 メールで発信
の努力が必要である｡ 14年度 に開始 した ｢
し､配信数が 2,700人 となっている｡
当館 の活動 を広 く周知す るため､生涯学習 フェステ ィバル ｢
まなび ピア鳥取 2005｣
に出展 し､資料展示 のほか､当館 が開発 した学習パ ック ｢
みんばっ く｣ を使用 した新たな
学習方法の提案 ･実践 を行 った｡地域 関係施設 との連動 による ｢ミュー ジアム ぐるっ とパ
ス関西 2005｣ の立ち上げ年 であった本年度 は､各方面の支援 もあ り当初の販売 目標 に
達 したが､制度 の定着化 を 目指す次年度 も引き続 き実行委員会 に参画 し､パスの内容 を充
実 させ る とともに一層の販売努力を しなけれ ばな らない｡
さらに､新 たに割 引制度 (
シルバー割 引､ リピー ター割引等) を設 けるとともに､研 究
活動及び博物館活動 の情報 を速やかに伝 えるため､広報看板 の リニューアル を行い､来館
者サー ビスに努 めてい るO
なお､大学共 同利用機 関 として大学の授業 による促進 のため､来館 した大学団体等 にア
ンケー トを実施 し､利用者のニーズを調査 ･分析 している0

3)国際協 力 ･交流 の事 業
独 立行政法人 国際協力機構 か らの委託事業 として ｢
博物館学集 中コース｣を企画 ･運営
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し､世界の開発途上国 10カ国か ら外国人受託研修員の受け入れ を行ったO同コースは､
博物館 の運営に必要な実践的技術 を磨き､途上国の文化の振興に積極的に貢献できる人材
の育成 を目的 としてお り､計画 どお り実施 されて､所期の成果 を収めることができた｡海
アジア ･ヨー ロッパ ･ミュージアム ･ネ ッ
外の博物館計 18館で組織するA SEMU S (
トワーク)による国際共同巡回展 ｢
アジアとヨー ロッパにおける自己像 と他者像｣の企画
立案を主導的にすすめ､実施に向けた準備 を計画 しているO
ア
また､平成 17年度 日本学術振興会アジア ･アフリカ学術基盤形成事業に採択 された ｢
フ リカにおける文化遺産の危機 と継承‑記憶の保存 と歴史の創 出｣によ り､ザンビア と日
本でそれぞれ ワークシ ョップを行い､アフ リカ諸国の博物館 との交流を推進 した｡

6. 評価体制
人間文化研究機構評価委員会での決定に基づき､平成 16年度 自己評価書を作成 し､機
構 に提出 した｡また､国立大学法人評価委員会が作成 したフォーマ ッ トとガイ ドラインに
則 り､｢
自己点検 ･評価報告書｣の本館分担部分を作成 し､機構に提出した｡機構は 5機関

か ら集まった ｢自己点検 ･評価報告書｣をとりまとめ､｢
人間文化研究機構業務実績報告書｣
として 6月末 日に文部科学省 に提出 した｡それに関 しては 7月未に国立大学法人評価委員
会大学共同利用機関法人分科会によるヒア リングが行われ ､ 9月初旬に評価原案が示 され
た｡その評価原案に対 し､本館か らも機構 に意見を述べ ､ 5機関の意見をとりまとめた機
構の意見書が国立大学法人評価委員会に提出 され ､ 9月末 日に最終の評価書が機構 に示 さ
れた｡
機構に示 された評価内容に対 して､本館では外部評価委員会 と運営会議において意見を
求め､それを参考に した本館の意見を機構の評価委員会を通 じて機構 に対 して述べた｡ こ
とに ｢
教育研究の質の向上｣の項 目の 1つで､本館 に対 して研究の国際的優位性 をいかに
確保す るのかについての説明が要望 されていたために､それに対す る対応策を練 ることが
急務 とされた｡それに関 しては､｢
研究戦略センター｣を中心として海外の研究動向の調査､
把握を強化す るとともに､本館の機関研究をよ り活性化 させ る方策を練ることとした｡
業務実績報告書｣作成に関 しては､機構の評価委員会が承認 したガイ
平成 17年度 の ｢
ドラインに則 って作成 したO
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1)館長の トップマネージメン ト
中期 目標 ･中期計画を着実に達成できるよ う､部長会議 を館内の意思決定機関 として
位置づけ､業務運営の進捗状況の確認及び重要事項を速やかに審議 ･決定す るシステム
を構築 し､館長が トップマネージメン トを発揮できるよ うに運営体制の強化を図ってき

1
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た｡
部長会議 の下 に設置す る各種委員会 について も､常に見直 しを図ってお り､平成 16
年度 の評価結果 を受 けて､喫緊の課題 となっていた館全体 の施設マネー ジメン トを検討
する ｢
施設マネー ジメン ト委員会｣や館 内外 の教職員､来館者等の安全及び本館 に発生
し得 るすべ ての危機 に対応す るための ｢
危機 管理委員会｣の設置 を念頭 に､現在設置 さ
れてい る委員会 の改廃の検討 を進 めた｡
また､緊急 にアスベス トの対策が必要 となった ことによ りアスベ ス ト緊急対策委員会
を立ち上げるな ど､機動的なマネージメン ト体制の構築に努 めた0
2) 財務の改善

一般管理費の節減｣ を 目指 してきた｡ このため､
平成 17年度 にお ける財務改善は､ ｢
光熱水料､通信費､事務費等の縮減 を行 ってきた｡特に､光熱水料 に関 しては､ガス (
吹
収式冷温水発生装置) と電寅 (ヒー トポンプ式冷温水発生装置) との熱効率 を勘案 し､
従前 よ りガスを多 く､電気 を少 な く利用 して､全体 として光熱水料 の減額 を行 うことが
できた｡ また､業務 の厳選 による出張の削減､事務専用計算機 の廃止 な どによ り､旅費
交通費や賃借料 において頭著に効果が現れたO人件費において も､戦略的な定数不補充
を行 ってきた効果 が現れているO
‑方､地域研 究企画交流セ ンターの移転 に伴 う資産分 の費用計上及び運搬費の増､ア
スベ ス ト緊急対策 による環境整備費の増､機構連携研 究及び資振共有化事業の本格的展
開に伴 う費用増 な ど業務費用 の増加 もあったが､全体 として約 49,000千円の利益
を計上す ることができたO この利益 については文部科学大 臣による経営努力認 定を受 け
たのち､万博公園全体の下水道改修 に伴 う負担金 に充当す る予定である｡

3)施設整備
平成 17年度 の主な実施事項 は､引き続 き煉蒸設備 の改修 を行 った ことと給水管設備
の更新 を実施 した ことがあげ られ る0億蒸設備 の改修 目的は､老朽化 を改善す るととも
に環境及 び人 間に とって よ り安全な焼蒸 を行 うことにある｡その基幹部分 (
煉蒸庫 の更
新及びガス検知装置等 の更新) について改修 を終 え､ さらに､今年度新たに煩蒸庫 内の
温度調節装置 を導入 した｡ これ によ り､ガス煩蒸の基幹部分 についてはほぼ改善できた
こ ととな るが､ よ り安全 な煩蒸処理 を行 うため今後 も設備 の付加導入 を 目指 していきた
い｡

また､本館建物 内の給水管設備 の更新は､建設 当時のまま利用 してきた給水管の全面
的更新 を行 った ものである｡ これ によ り職員や来館者 の衛生的環境 に寄与す るもの と考
えている｡
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8. 地域研究企画交流セ ンター
平成 17年度 の地域研究企画交流セ ンターは､年度計画に したがって連携研 究 ･共 同研
究の実施や 国際研究集会 ･ワー クシ ョップ開催 な どを通 じて､現代世界の諸 問題 に地域 の
視点か ら取 り組む研 究 を推進 し､国内外の地域研 究の交流 をはかった｡ とりわけ､グロー
バ/
レ化 時代 にお ける地域再編や地域統合な ど新 しい ｢
地域概念｣に着 目した研究､地域間
の連 関や比較 においた共同研 究､地域の実践的課題 に応 え うる研 究に重点をお き､特定地
域 を対象 とす る基礎 的な地域研究の総合化 をはかるプロジェク トを実施 したo
1)研究の進展
研 究活動の進展 を示す成果の一例 として､国際 シンポジウム ｢
連携す るラテ ンアメ リカ
諸国 :安全保障 と経済統合｣ (
共催 ･上智大学イベ ロアメ リカ研究所)では､ラテ ンアメ リ
カ諸E
gで進行 している地域統合 を､この地域の各地 を専門 とす る研究者､国際機 関実務家､
外交官な どが､市場統合､イ ンフラ整備 な ど地域公共財 の創 出､政治的社会的安定 と信頼
醸成 な ど複合的視点か ら検討 し､従来の国別の ラテ ンアメ リカ研 究に新 しい視点 を導入す
るとともに､今後のわが国 とこれ らの地域の関係構築にも二国間関係だけでな く ｢
新地域 ｣
‑の対応 が必要であ り重要であることを示 した｡ また市場統合 よ りも過去の対立の経緯 を
踏 まえて政治的関係 の安定 と信棟醸成 に力点があるラテ ンアメ リカの新地域形成 プ ロセス
を視野 に含 めることによ り､アジアな ど世界各地で進行 しつつ ある多様 な地域統合の特質
を理解す る うえで も､示唆す るところの大 きな研究集会 となった｡
この他 にも､共同研 究 ｢
イスラム困東南アジアにおける社会秩序 の構築 と変容｣､国際シ
ンポジウム ｢
消滅 しない国家 :民族 を通 じて考える｣ (
共催 ･東京大学大学院総合文化研究
料) な ど､地域 の視点か ら地域 間比較 を踏 まえてイスラムや国家の変容 を考える研 究､連
携研 究 ｢
熱帯医学 と地域研究｣ (
連携機 関 :長崎大学熱帯医学研究所)な ど実践的課題 によ
る研 究にも､進展が見 られ た｡ また これ らの研究 を通 じて､学際研究領域である地域研 究
が本来的に必要 とす る複数 の分野や地域 を対象 とす る研究の交流が促進 された｡

2)地域研究 コンソー シアム
地域研 究企画交流セ ンターは､設置以来､その ミッシ ョンにそって地域研究 に関す る内
外 の研 究機 関及び研究者 のネ ッ トワー ク化 に努 めてきたQその一環 としてわが国の主要な
地域研 究機 関 とともに､平成 16年 4月に地域研 究 コン ソー シアムを設立 し､その拠点組
織及 び事務局 として活動 してきたQ設立 2年 目を迎 えた地域研究 コンソー シアムの活動は
ほぼ順調 に進展 し､情報交流や研究推進のみな らず若手研 究者育成や社会連携 な どにおい
て も一定の成果 を挙 げてい る0 18年 3月現在､加盟組織 は 69にお よび､わが国の主要
な地域研 究関連研究 ･教育組織 ､学会 ､coEプ ロジェク トな ど研 究プ ロジェク ト､市民
団体 の大多数 が参加す るネ ッ トワー クに発展 し､その存在意義 は広 く認知 され るにいたっ
ている｡
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3)組織の ｢あ り方の見直 し｣と再編
中期 目標 ･中期計画に掲げ られた ｢
あ り方の見直 し｣については､平成 17年 3月か ら
7月にかけて人間文化研究機構に石井光雄機構長を座長 として文部科学省研究振興局学術

機 関課及び地域研究有識者 をメンバー として設置 された ｢
地域研究推進懇談会｣の提言に
もとづ き､地域研究企画交流セ ンターの廃止 と京都大学地域研究統合情報センターの設置
に向けた準備 に取 り組んだ｡ 18年 3月未までに 17年度研究計画に基づ くすべての研究
活動を完了 し､同 29日､本館 において､人間文化研究機構長､本館館長､地域研究企画
交流セ ンター運営委員会委員長の出席のもとに､文部科学省研究振興局学術機関課長及び
日本学術会議地域研究委員会委員長を来賓 として迎えてセンターの再編の記念式典を開催
し､同 31日､ 11年 10ケ月の活動に終止符 を打った｡センターの教員､及びセ ンター
が担ってきた大学共同利用機関としての機能は地域研究‑の今 日的要請によ り適切 に応 え
うるように再編 ののち､ 4月 1日に新設 された京都大学地域研究統合情報センターに継承
されることになった｡
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人間文化研究機構
中 期 目標 ･中 期 計 画

大学 共 同利用機 関法人人間文化研究機構
中期 目標

平成 18年 3月 30日
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(
前文)研究機構の基本的な 目標
大 学共 同利 用機 関法人 人 間文化研 究機 構 (
以下 ｢
本機 構 ｣ とい う｡) は､その設置す る
国立歴 史民俗博物館 ､E
E
l
文学研 究資料館 ､国際 日本文化研 究セ ンター､総合地球環境学研 究
以下 ｢
各機 関｣ とい うO) において人間
所及び国立民族学博物館 の 5つの大学共同利用機 関 (
の文化活動並びに人 間 と社会及 び 自然 との関係 に関す る各機 関の基盤 的研 究を進 めるととも
に､各機 関の連携 ･協力 を通 して人間文化 に関す る総合 的で多様 な研究 を展開 させ､学術文
化 の進展 に寄与す ることを 目指す ものである｡
すなわち､各機 関が これ まで蓄積 して きた膨 大 な文化 資料 に基づ く研 究 を推進 し､新 た
な研 究領域 の開拓 も含 めて､人 間文化 の総合 的学術研 究の世界 的拠 点 とな るこ とを 目標 と
す る もので あ る｡
本機構 は､各機 関が全 国的な研 究交流 の拠 点 と して研 究者 コ ミュニテ ィに開かれ た運営
を確保 し､ 開通 す る大学 ･研 究機 関等 との連携 ･協力 を促進 し､研 究者 の共 同利用 を積極
的 に推進 す る とともに､国際的 な研 究連携 の下 に人 間文化 に関す る創 造的 な研 究成果 を広
く発信 してい くこ とをもって基本方針 とす る0
本機構 は､そ うした研 究活動 を促進す る とともに各機 関の基盤 的研 究 と密接 に関連 した
大学院教 育‑ の連携 ･協力等 を推 し進 め､研 究の次代 を担 う有為 な人材 を養成す るよ う努
める｡
これ らの基本的な役割 を果たすために本機構 の中期 目標 は以下の とお りとす る｡

I.中期 目標の期間

平成 1
6
年4月 1日か ら平成22年 3月31日までの6年間

Ⅱ.研究機補の教育研究等の質の向上に関する 目標
1.研究に関す る目標

(1)研究水準及び研究の成果等に関する目標
①各機 関の研 究領 域 にお ける個 々の研 究者 の主体的 な研 究活動 を促進 し､各領域 にお
ける高度 な研 究成果 の創 出に努 め る｡
②各機 関は機構 内外 の研究者 による共同研 究を推進 し､高度 な研究成果 の創 出に努 める｡
③各機 関及び内外 の大学 ･研 究機 関等 との連携協力 を促進 し､人間文化 に関す る総合的
研 究の発展 を図る｡
④ 上記 の活動 を通 じて創 出 され る研 究成 果 を広 く国の内外 に公 開 ･発信す る｡
(2) 研究実施体制等の整備に関す る目標

各機 関におい て､基盤 的研 究 を安定 的に進 める とともに､先端的研 究､学際的研 究等
を必 要 に応 じて適 切 かつ機 動 的 に組 織 し､共 同研 究､各個研 究､その他多様 な形態 の研

一1‑

｣ ･

究が推進できる柔軟 な研究体制の構築 を進 める｡

2.共同利用等に関する目標
(1)共同利用等の内容 ･水準に関する目標
各機 関が､それぞれ の研究分野 における我が国最高水準の研 究資料 ･学術情報 を集積 し､
デー タベース化す るな ど､広 く研究者の利用 に供す る とともに､共同研究 を実施 し､内外
の優れ た研 究者 を結集 し､それぞれ の分野の研究交流 ･協力のナシ ョナル ･セ ンターの役
割 を果たす｡
(2)共同利用等の実施体制等に関する目標

研究者 コミュニテ ィとの連携の下に共同研究の基盤 の整備 を図 り､かつ国際的な研究 コラ
ボ レーション体制の実現を目指 して､共同利用の実施体制の充実を図るO
(3)共同利用等に関するその他の 目標

国内外の共同利用者の受入れを推進 してい くための支援体制の充実を図る｡

3.教育に関する目標
(1)大学院への教育協力に関する目標
各機 関の充実 した研 究環境 を活か して､総合研究大学院大学等 との緊密な連携 ･協力を通
して､研究 と一体 となった特色のある教育を実施す る｡
(2)人材養成に関する目標

各機 関において積極的に国内外の若手研究者 の参加 を促進 し､それぞれの基盤研究領域並
びに関連する研 究分野における次代の研究者の養成を図る｡
4

その他の 目標

(1)社会 との連携､国際交流等に関する目標
①研究成果や研究資料 ･学術情報の公開に努め､知的財産の管理 ･活用等 を図 り､広範な
社会の知的基盤 の形成 に貢献することを目指す｡
②国際交流 ･協力を積極的に進め､人類共通の知的基盤の形成に寄与するよう努める｡

Ⅱ.業務運営の改善及び効率化に関する目標
1.運営体制の改善に関する目標

①機構長及び各機 関の長 が適切 な リーダー シ ップを発揮できる体制 を整備す るO
②機構長及 び各機 関の長 の権限 と役割 を明確 に し､円滑な研究 ･事業の遂行等 による効
果的 ･効率的な業務運営 を図る0
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2.研究組織の見直 しに関する目標

研 究実施体制 の整備 の観点か ら研究組織 を見直す｡

3.人事の適正化に関する目標
中期 目標 を達成す るため､職員 の計画的な配置及び人事交流の積極的な実施によ り､適切
な人事管理 を図る｡
｢
行政改革 の重要方針｣ (
平成 17年 12月 24 日閣議決定) において示 された総人件
費改革 の実行計画 を踏まえ､人件費削減 の取組 を行 う｡

4.事務等の効率化 ･合理化に関する目標
機能的な事務組織を設け､事務の集約化 ･効率化 ･合理化を図る｡

Ⅳ.財務内容の改善に関する目標
1.外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標

外部研究資金及び 自己収入の増加 を図る｡
2.線責の抑制に関する目標

管理業務 の節減 を行 うとともに､効率的な施設運営を行 う等により､固定的経費の節減を
図る｡

3 資産の運用管理の改善に関する目標
資産の適切な管理に努め､効率的な運用を図る｡

Ⅴ. 自己点検 ･評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標
1.評価の充実に関する目標

自己点検 ･評価 を第三者評価 に適切に関連づけるな ど､効率的 ･効果的評価が実施 され る
よ う自己点検 ･評価の体制を整備するとともに､評価結果の運営改善‑の適切な反映を図る0
2 情報公開等の推進に関する目標

広報体制の充実を図 り､刊行物及びイ ンターネ ッ ト等を活用 し､研究成果等の公表を含め
た情報 を公 開す る体制を整備 し､積極的に公表に努めるo

Ⅵ.その他業務運営に関する重要 目標
1 施設設備の整備 ･活用等に関する目標

長期的視野に立って､研究環境の保全 ･充実を目指す施設設備の整備 を図る｡
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稔合地球環境 学研 究所 の新研 究施設整備 につ いては ､PFI事業 に よ り着 実 に遂行す る0

2.安全管理 に関す る 目標
労働安全衛 生法等 を遵守 し､安全管理体制 ･事故防止体制 の確 立 を図 るQ
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大学共 同利用機 関法人人間文化研究機構
中期計画
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Ⅰ.研究機構の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置
1.研究に関する目標 を達成するための措置

(1)研究水準及び研究の成果等に関する目標 を達成するための措置
(
∋大学共同利用機 関法人人間文化研究機構 (
以下 ｢
本機構｣ とい う｡)が設置す る国立
歴史民俗博物館､国文学研究資料館､国際 日本文化研究センター､総合地球環境学研
以下 ｢
各機関｣ とい う｡) に
究所及び国立民族学博物館の 5つの大学共 同利用機 関 (
おける個々の研究者の主体的研究及び各機 関の基盤的研究について､情報システムの
整備､外部資金等の活用等に努め､研究環境の整備 を図る｡
②各機関において次のように研究活動を推進する｡
(
ア
)国立歴史民俗博物館においては､歴史学､考古学､民俗学の協業に基礎 を置 くとと
もに､関連諸学 との学際的研究を通 しての新 しい 日本の歴史 と文化の研究､並びに現
代的視点に立ち､世界史的視野か ら確固 とした方法論 に立脚 した実証的研究を推進す
る｡
このため､
･日本 の歴 史 と文化 について､大 きな研究課題 の下に､歴史学､考古学､民俗学
及び関連諸学の学際的研究を 目指す基幹研究､
･所蔵資料 の情報化 を図 り､歴史学､考古学､民俗学な どの新 しい方法論的な基
盤 をつ くる基盤研究､
･歴史学､考古学､民俗学及び 自然科学の固有の課題 を中心 とす る共同研究､
などを推進す る｡
(
イ)国文学研究資料館 においては､原典資料に関する実証的研究を基礎 とし､ 日本文学
の多元的な展開を日本文化の広が りにおいて総合的にとらえ直す研究を推進する｡
このため､
･新たな研究基盤形成 に向けた､ 日本文学及びその周辺資料群 を対象 とす る調査及
び再資源化に関する基礎的研究､
･作品の形成か ら享受までを多角的に追求す るとともに社会及び文化構造 と文学作
品の相互連関を解明する総合的研究､
･多様な文化資源の電子化 と共有化及びその有効な括用の応用的研究､
などを推進す る｡
(
ウ
)国際 日本文化研究センターにおいては､ 日本文化に関する国際的及び学際的な総合
研究を､国内外の研究機関､研究者 と協力 しつつ推進す る｡
このため､
･個 々の研 究者 が主体 となって行 う国際的共同研 究､
･日本文化 の基盤領域研究の推進､
･機 関による国際研 究プ ロジェク トの推進並び に国内外 における国際シンポジ ウ
ム等 の開催､
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語資料 の網 羅的収集 ･分析及 び運用 のた めの調 査 ･研 究
･各種資料 のデー タベー ス構 築のた めの研 究及 びその活用 に基づ く研 究 ､
な どを推進 す る｡
(
ェ)総合地球環境 学研 究所 にお いて は､広義 の人 間文化 と しての地球環境 問題 の解
決 に向けた学 問的基盤 形成 に資す るた めの総合研 究 を､ 自然系 ･人文社 会系諸分野
の連携 に よるプ ロジェク ト研 究等 を通 して推進 す る｡
このた め､
･研 究 プ ロジェク トを中核 とす る共 同研 究､
･地球環境 に関す る観測デー タの収集 と分析 ､
･共 同研 究 と国内外 にお ける国際 シ ンポ ジ ウム､
な どを推 進す る｡
(
オ)国立民族学博物館 においては､文化人類学 ･民族学が特徴 とす る個別悼‑の視点 と
フィール ドワー クを基盤 としつつ､文化 の普遍性 ･共通性 の研 究を視野に収 めた新 し
い人類科学 を創造 してい く研 究を推進す る｡
このた め､
･社 会 ･文化現象 の共時的 ･通時的研 究 ､
･隣接 諸領域 との協力 の下に､多元的共生社会 の研 究､人類学的歴史像 の構 築､
社 会 と人類 学 のイ ンター フェイ スに関す る研 究 ､新 しい人類科学 の創 造 に繋 が
る方 浜論 的研 究 な ど､社会 が直面 してい る諸 問題 に対応 す るた めの機 関研 究､
･多様 な文化 の共生 に資す る新 しい世界認識 の確 立 を 目指 し､有形 ･無形 の文化
資源 の研 究並び にその成果 の運用 のた めの調査研 究 ､
な どを推進 す る｡
③人 間文化 に関す る総合的研 究の発展 を図 るため､大学 ･研 究機 関等 との連携 ･協力 を
推進 し､機構外 に開かれ た新 しい研究 システムの構築 に向けての検討 を行 う｡
④各機 関において､出版物 の充実をは じめ として､展示 ･情報発信 な どの多様 な方法 を
用 いて､社会‑ の貢献効果 を明 らかに し､その向上 に努 めるo そのための各機 関相互の
連携 ･協力 についての調整 を図 る｡展示 については､国立歴史民俗博物館､国立民族学
博物館 においては､研究成果 を常設展示､企画展示等によ り公 開す る｡
(2)研究実施体制等の整備 に関す る目標 を達成す るための措置

各機 関にお いては､多様 な形態 の研 究が推進 できるよ う､研究組織 の見直 しを行い､
以下の よ うな研 究実施体制の整備 を進 める｡
(
ア)国立歴 史民俗博物館 の研究の 目標 は､歴史学､考古学､民俗学及び関連諸学の連携
による新 しい 日本歴史学の創造 にあ り､その研究 目標達成 に必要な実施体制 の整備 を
研究部｣ を単一化す る｡ また､研究活動の
図 る｡ そのために 4研 究部体制 を廃止 し､ ｢
企画推進 のため ｢
研究連携セ ンター｣ を､資料 ･情報の収集 ､展示 を含む研究成果の
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公開の推進のため ｢
歴史資料センター｣を､それぞれ設置する｡
(
イ)国文学研究資料館においては､研究者 を研究プロジェク トに適正に配置 し､基盤研
文学資淑研究系｣｢
文学形成研
究を維持 ･発展 させ るために､現行の 3部 1館制を､｢
複合領域研究系｣｢
アーカイブズ研究系｣の 4つの研究系に改組する｡
究系｣｢
(
ウ
)国際 日本文化研究センターにおいては､常に流動 し､変化す る研究動向に対応する
構造研究｣｢
文化比較｣｢
文化関係 ｣｢
文化情報｣
ため従来か ら行 っている ｢
動態研究｣｢
の 5つの研究域 に基づ く研究体制 を基本 とす るとともに文化の生成の根元を探 るため､
文化創造の過程 を対象 とした研究並びに海外の 日本研究機 関及び 日本研究者 と連携 し
た研究を促進するために必要な整備 を行 うO
(
ェ)総合地球環境学研 究所 においては､創設 時の全体計画 に基づ き地球環境問題 の解決
人間活動影響評価｣
に向けた学問的基盤形成 に資す るために ｢自然変動影響評価 ｣｢
歴 史 ･時間｣｢
概念検討｣ の 5つの ｢
研 究軸｣ に沿 った ｢
研 究プ
｢
空 間スケー ル｣｢
ログラム｣を推進 できる体制 を整備す る｡ また､地球環境学 に関す る情報の収集 ･分
析 ､成果 の発信並びにこれ らに関す る研 究を行 うために ｢
研 究推進セ ンター｣を整備
す る｡
(
オ)国立民族学博物館 においては､研究者を研究プログラムな どに適正かつ効率的に配置す
民族社会研究部｣｢
民族文化研究部｣｢
先端人類科学
るために､現行の 4研究部体制を､｢
研究部｣の 3研究部体制に改組す るOまた､国内外の研究動向及び社会的要請 を把握 し
研究戦略を策定す るための ｢
研究戦略センター｣並びに各種文化資鯨の整備 と活用 に関
す る研究を行 うとともに社会的運用を図るための ｢
文化資源研究センター｣をそれぞれ設置
する｡
国立民族学博物館に附置 されている ｢
地域研究企画交流セ ンター｣については､全国的
な地域研究のコンソーシアム構築を目指 し､同センターのあ り方を見直す0
2.共同利用等に関する目標を達成するための措置

(1)共同利用等の内容 ･水準に関する目標を達成するための措置
①各機 関におけるそれぞれの基盤領域に関す る共同研究を実施 し､国内外の研究機 関及び
研究者 との連携 ･協力を促進する｡すなわち､
(
ア)国立歴史民俗博物館 においては､ 日本の歴史 と文化に関する総合的 ･先端的 ･実証的な
研究を国内外の研究者 との連携 を図 りなが ら共同研究 として推 し進め､殊に研究資料に
基づ く共同研究を積極的に行 う｡
(
イ)国文学研究資料館 においては､国内外の研究者 との連携 ･協力を図 りなが ら､ 日本文学
及びそれに関連する文化事象についての共同研究を積極的に推進する｡
(
ウ
)国際 日本文化研究センターにおいては､国際的 ･学際的な 日本研究に関する共同研究 ･
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国際研 究集会等 の開催 とその内容の充実に努 める｡
(
エ)総合地球 環境 学研 究所 においては､地球環境学 に係 る中核 的機 関 として､人文系か ら
自然系まで幅広い分野にお ける国内外の研究者の参加 を得て共同研究を実施す る｡
(
オ)国立民族 学博物館 においては､国内外の諸機 関 との連携 を視野に入れて､文化人類学 ･
民族学及びその関連諸分野 に関す る共 同研究 を推進す る｡特 に､基盤領域研究と関連づけ
た共同研究を戦略的に組綴するとともに､研究者 コミュニテ ィー とのよ り密接な連携の下で
研 究の活性化 を図る｡
①各機 関 にお いて は､研究資料及び 情報の計画的な収集 ･整理並び に保存 を行 うととも
に､ この方面における各機 関の協力連携 を促進 し､国内外 の研究者 の広範な利用 に供す
るO各機 関における取組みは以下の とお りである｡すなわち､
(
ア)国立歴史民俗博物館 においては､国内外の研 究者 との連携 を促進 し､研 究資料の積極的
な収集 を図 るとともに､研 究資料 の 目録作成 ･デー タベース化 を通 して､資料活用 に便
宜 を図 る｡ また､ 日本歴史 に関す る各種情報デー タベースを提供す るO さらに 21世紀
にお ける新 たな歴史像 の再構築 と国際化‑の対応 を 目指 し､総合展示 リニューアル を実
施す る｡
(
イ)国文学研 究資料館 においては､国内外の研究者 の参加 を得て､ 日本文学及びそれ に関連
す る諸資料 を計画的に調査 し､体系的に収集す ることによって､それ らの保存 と利用 を
図 る とともに､ 日本文学 に関す る各種情報 をデー タベース化 し提供す る｡ また ｢
情報事
業セ ンター｣ を設置 し､収集 した資料 ･情報 を適切 に提供す る体制 を整備す るO
(
ウ
)国際 日本文化研 究セ ンター においては､資料 ･情報の国内外の研 究者‑の提供 を促進す
るため､デー タベースの構築 を推進す る とともに､収集 した資料 ･情報 の整備及び保存
のためのハー ドとソフ ト両面にお ける機能の強化 を図る｡
(
エ)総合地 球環 境 学研 究所 においては､地球環境学 に係 わる資料 ･情報 を収集 し､提供 ･
利用す るための体制 を整 えるO
(
オ)国立民族学博物館 においては､文化人類学 ･民族学及び関連諸分野に関す る研究資料 ･
情報 を計画的 に収集 し､整理 ･保存 ･情報整備 のための機能 の強化 を図る｡特 に､新 し
い総合的資料管理 システ ム及びデ ジタル ･アーカイブズの開発 によ り､効率的な資料 の
保存 と活用 を図るD
③ 各機 関のデー タベー スを結合す るシステ ムを機 能 的に構 築 し､一層 の研 究環境 の整
備及 び共 同利 用 を促進す るO
④ 共 同研 究の公募枠 の拡大等､共 同研 究の運営並びに内容 について検討 を行 うとともに､
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各種 の資料 ･情報の提供方法 について も改善を図 り､共同利用 の一層の進展 を図るO
⑤ 国内外の諸機 関 との連携 ･協力について､必要に応 じて協定の締結やネ ッ トワー ク
の構築な どを含 め､積極的に推進す る｡
(2)共同利用等の実施体制等に関す る目標 を達成するための措置

①研 究者 コ ミュニテ ィ及び大学 ･研究機 関等の意見 を共同利用 に反 映 させ るよ う努 めるO
②全 国の大学 ･研 究機 関等並びに研究者 に対 し､各機 関の所蔵資料の利用を促進す る体
制及びそのための設備 を整備す る｡
③海外の研究者ネ ッ トワー クとの連携 を強化 し､国際的協業の基盤整備 に努 めるO
① 国内外 の研究者 の受入れ .共同研 究の公募 ･客員教員等 の採用等を積極的に図るO
(3)共同利用等に関するその他の 目標 を達成す るための措置

① 共 同利用者 に対す る情報提供 システムの構 築､出版 ･研 究集会等 を通 しての双方 向的な
情報や成果の共有､共同利用に関す る積極的な情報公開等 を進 める0
②共 同利用者 のための施設設備 の充実を図る｡
③ 大学 ･研究機 関等 と連携 したデー タベースの構築､研 究ネ ッ トワー クの形成 を必要 に応
じ進 め､学術研究の進展 に即 した共同利用 の体制の整備 に努 めるC

3.教育に関す る目標 を達成す るための措置
(1)大学院への教育協力に関する目標 を達成す るための措置
① 国立歴 史民俗博 物館 ､国文学研究資料館､国際 日本文化研 究セ ンター及び国立民族学博
物館 にお いては､総合研 究大学院大学 との協定 に基づ き､同大学院博 士課程教 育 を､充
実 した研 究環境 を活か して､各機 関の基盤的研究 と一体的に以下の とお り協力 ･実施す る｡
(
ア)国立歴 史民俗博物館 にお ける 日本歴史研 究専攻
(
イ)国文学研究資料館 にお ける 日本文学研究専攻
(
ウ
)国際 日本文化研究セ ンター における国際 日本研究専攻
(
ェ)国立民族学博物館 にお ける地域文化学専攻及び比較文化学専攻
②他 大学所属 の大学院生 を特別 共 同利 用研 究員 と して積極 的 に受 け入れ ､専 門的研 究指
導 を行 うな ど､総合研 究大学院大学以外 の大学院教育 に協力す る0
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(
2)人材養成に関す る目標 を達成す るための措置
①各機 関において､共同研究等 を組織す る際､競争的外部資金の活用等 によ り､積極的
国内外 の若手研究者 の参加 を促進す るO
②各機 関 にお いて､若 手研 究者 育成 の観 点 か ら適切 な領域 に リサーチ ･アシスタン ト
を採用 し､人材 の育成 を積極的に図るO
③各機 関それぞれ において､人材養成のための以下の措置 を実施す る｡
(
ア)国立歴 史 民俗 博 物館 においては､ 日本 の歴 史 と文化 に関す る総合的研究 を通 して学際
的かつ世界史的な広い視野か らアプ ローチ し得 る人材 を養成す る｡
(
イ)国文学研 究資料館 においては､原典資料の分析 に基づいた総合的 日本文学研究を行 うこ
とによって､膨 大な典籍資料 を的確 に駆使 しつつ新 たな課題 に応 えることのできる優れ
た人材 を養成す る｡
(
ウ
)国際 日本文化研究セ ンターにおいては､関係機 関 と連携 しなが ら日本研究に関わ る海外
の大学院にお ける教育及び研究指導‑の協力 を行 う｡
(
エ)総合地球環境 学研 究所 においては､ ｢
研究プ ロジェク ト｣等の共 同研 究を通 じて､地球
環境学及び 関連研 究分野の人材養成 を行 うとともに､研 究者 の流動性 を促進す る体制 の
充実を図るD
(
オ)国立民族学博物館 においては､共 同研 究等 を通 じて､文化人類学 ･民族学及びその関連
分野にお ける人材養成 に資す る｡

4.その他の 目標 を達成するための措置
(1)社会 との連携､国際交流等に関する目標 を達成す るための措置
①公 開講演会 ･展示 ･ホームペー ジや 出版等 の多様 な活動 を通 じて､研究成果 を社会‑普
及 させ る とともに､社会 との連携 を積極的に推進す る｡
各機 関それぞれ の特性 を踏まえて社会連携 のための以下の措置 を実施す る｡
(
ア
)国立歴史民俗博物館 においては､研究活動 の広報事業 に関 しては､ 日本の歴史 と文化 を
一般 に周知す る ｢
歴博講演会｣､企画展等に関連 したテーマを中心 として最新の研究成果
を一般 に公 開す る ｢
歴博 フォー ラム｣等 の推進 を図 り､展示事業 に関 しては､研究成果
を広 く一般 に公 開す る常設 の総合展示 ､一定のテーマ によって構成 された企画展示､館
蔵資料 を中心 とした特別企画､新収資料展示等 を行い､地方公 共 団体や各種 民間団体等
の関連機 関 と連携 して国内巡 回展示 を行 う｡ 国際交流 に関 しては国際交流委員会 を設
けて ､海外 の諸機 関等 との学術 交流 を促進 し､海外 の関連機 関 と連携 して展示活動 の
推進 に も努 め るO
(
イ
)国文学研究資料館 においては､ 日本 固有の書籍文化‑の理解､及び海外 にお ける書籍文

‑3
1
:

｣

化 との共通性 ･異質性 に対す る認識 を普及 させ るために､資料保存機 関等 との協力 を進
め､種 々の講演会 ･セ ミナー ･展示 を実施 し､社会 の幅広い層 に対応す る活動 を行 うと
ともに､イ ンターネ ッ トによる資料 .情報の公開を進 めるO
(
ウ
)国際 日本 文化研 究セ ンター におい ては､国際社会 と りわ け海外 の 日本研 究者や 日本
在住 の外 国人 日本研 究者 ‑ の研 究協力 ､産業界や地方 自治体等 との研 究協力 ･連携活
動 ､研 究成果や情報 の一般社会‑ の発信 な どに努 める｡
(
ェ)総合 地球 環境 学研 究所 にお いて は､ ｢
地球研 フォー ラム｣等 の公 開講演会 ､展示 ､
ホー ムペー ジや 出版等 を通 じて､社 会 との多様 な連携 を図 る｡
(
オ)国立民族 学博 物館 におい ては､公 開講 演会 ､国際 シンポ ジ ウム､公 開 フォー ラム､
常設展示及 び企画展示 の開催 な どの展示活動 ､研 究公演 ､出版 ､ホー ムペ ー ジ､ 国内
外 の博 物館ネ ッ トワー クの形成 と活用 な ど､研 究活動 と社会 との連携 を進 める多様 な
活動 を展 開す る｡
②各教 育 ･研 究機 関､地方 自治体等 の専 門職員 の研修 を実施 ･協力す る｡
(
ア)国立歴 史 民俗博 物館 においては､地域社会 にお ける 日本 の歴史 と文化 の研究基盤 の向
上を 目指 し､各種博物館､地方 自治体職員等 を対象 とした研修等に協力す る｡
(
イ)国文学研 究資料館 においては､ 日本文学及び原典資料 に係 る研究 に関 し､資料保存機 関
等 と協力 し､専門職員 を対象 とした研修 を行 うC
(
ウ
)国立民族学博物館 においては､国際援助機 関等諸団体 と連携 して研修 を実施す る｡
③諸外国の研 究機 関等 との関係 の構築を図 り､外 国人研究者 の招碑､研究者の海外派遣 を
進 める とともに､国際研 究集会 ･国際 シンポジウムの開催やそれ‑の研 究者 の参加 を積極
的に支援す る体制 を促進す るo
④ 関連諸機 関 との連携 を通 じて､学術的 ･技術的支援 を進 める国際貢献のための体制 を検
討す る｡
⑤知 的財 産共有 セ ンター (
他 の大学共 同利用機 関法人 との連合組織 ) と連携 し､知 的財
産 の管理 ･活用等 に努 める｡
Ⅱ.業務運営の改善及び効率化に関す る目標 を達成す るためにとるべき措置
1.運営体制の改善 に関す る目標 を達成す るための措置

①役 員会 にお いて は､経営協議会及 び教育研 究評議 会 の審議 を踏 ま えなが ら､ 中期 目標
･中期 計画 ･年 度計画､予算 .決算 ､人事 ､重要 な組織 の設置 ･改廃 等 の重要事項 につ
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いて審議 を行 う｡ また､機構長 の下に各機 関の長等 を含む機構会議 を置 き､各機 関間の
調整及び協議 を行 う｡
(
勤理事 は､企画 ･連携､管理運営､研究 ･交流､評価等､機構運営上の重要機能 につい
て機構長 を補佐 し､組織 の効果的 ･機動的な運営 を行 うO
③機構本部 に事務局 を置 く｡
④機構 に各機 関を代表す る者 が参画す る企画連携室 を設置 し､各機 関間の研究連携等調
整及び協議 を行 う｡
⑤各機 関には､外部有識者 が参加す る運営会議 を設置 し､各機 関の研究連携等 を促進す
るための特性 に応 じた研 究者 コミュニテ ィ等 の意見 を積極的に反映 させ ､機 関の運営に
資す る｡
⑥各機 関の長 が組織す る会議等 の機能 ､権限を明確 に し､効果的 ･効率的な運営を図るO
(
丑各機 関‑の基盤 的経費 は､各機 関の活動 に基づ く資源配分 を原則 として行 い､ これ に
加 えて企画連携壷 の活動 な ど機構全体 に関わる事項 に対 して配分 を行 うO また､機構長
及び機 関の長 の リーダー シ ップが発揮 できるよ う戦略的運営を図るため､裁量経費 を措
置す る｡
(
勤機構運営 に財務会計や人事労務の外部専門家 を必要に応 じ活用す る0
2.研究組織の見直 しに関する目標 を達成するための措置

研究実施体制 の整備 に関す る 目標 を達成す るための見地か ら､所要の措置 を実施す る｡

3.人事の適正化に関する目標 を達成するための措置
(
丑人事管理 システ ムの整備 を図る とともに､各機 関の特性 に応 じたシステムの構築 を図
る｡
②各機 関にお ける研 究者及び事務系職員 の配置は機 関の長の裁量に委ね るO各機 関にお
いては､業務 の適正 な執行 を図 る観点か ら､運営体制､職務 ･責任分担及び役割分担の
見直 しを行 い､職員 の適正配置 に努 める｡
③研究者 の任期制 については､現行 の適用範囲等 の拡充 を検討す る. また､公募制や研
究者 の外部資金 による若手研 究者 の任期付 き採用 を通 して､機動的で柔軟な教員の配置
を図る｡
④事務職員 ･技術職員の採用は､競争試験又は選考によることとし､競争試験 は国立大
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学法人等 と共 同 した資格試験 によ り実施す るO
⑤事務職員 について､大学等 との人事交流 を積極的に推進す る｡
⑥事務職員 ･技術職員 について､適切 な勤務評価制度 を導入す るとともに､効果的な研
修 を実施す る｡
⑦総人件費改革 の実行計画 を踏 まえ､平成 21年度 までに概ね 4% の人件費の削減 を図
る｡
4.事務等の効率化 ･合理化に関する目標 を達成するための措置

①機構本部 に事務局 を､各機 関には管理部 を設 け､効率的事務体制 を構築 し事務 の集約
化 ･効率化 .簡素化 を図 る｡ また､共通的な業務 は､機構本部での一元化 ･集 中化 を進
めるとともに､効率的な事務体制 を構築す るために､職員の弾力的な配置 を図るO
②機構本部及び各機 関は､事務情報化 を積極的 に推進す る｡その一環 として機構 内ネ ッ
トワー クを構築 し､業務 システムの導入及び情報 を共有化す ることによ り業務 の合理化
･効率化 ･迅速化 を図る｡
③種 々の業務 について外部委託の可能性 を検討 し､総合的なコス ト評価 を行 った上で､
外部委託 が有効な業務 については積極的に導入 を図 るQ

Ⅱ.財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置
1.外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標 を達成するための措置

①科学研 究費補助金等の競争的研究資金 の獲得 に努 める｡
②受託研 究､民間等 との共同研究等の促進 によ り､外部資金の積極的獲得を図る｡
2.経費の抑制に関する目標を達成するための措置

①管理的経費の抑制に努めるとともに節約 に関す る意識の徹底を図る｡
②省エネ対策 に配慮 した機器 ･物品の購入 ､節電､節水及び冷暖房温度 の適切 な管理､
電子 メール等の活用 による紙の使用量の抑制 を図 り経費の節約 に努 める｡
③管理業務等 に係 る経費の節減を図 るため､費用対効果を勘案 し､業務の外部委託 を推進
する｡

3.資産の運用管理の改善に関する目標 を達成するための措置
資産の運用管理の方策を検討 し､適切な運用管理に努める0
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Ⅳ.自己点検 .評価及 び当該状況 に係 る情報の提供 に関す る 目標 を達成す るためにとるべ き
措置
1.評価の充実 に関す る目標 を達成す るための措置

(
∋自己点検 ･評価 の実施及 び第三者評価 ‑ の協力 ･対応 ､評価結果 の機構運 営改善‑ の
反 映 を適切 に行 うた め､機構 に機構外 専門家 を含 む ｢
評価委員会｣ を設置 し､ 自己点検
･評価 の システム を整備 す る｡
② 自己点検 ･評価 ､外部評価及 び国立大学法人評価委員会 の評価結果 は､それ ぞれ の機
関において運営 の改善 に活用す る とともに､機構運 営の改善､年度計画 ･中期計画 の策
定 に反 映 させ る｡

2.情報公開等の推進 に関す る目標 を達成す るための措置
① 自己点検 ･評価 ､外部評価及 び 国立大学法人評価委員会等 の評価結果等 は､機構本部
及 び各機 関のホー ムペー ジに掲載 し公表す る とともに､適 宜､刊行物等 にま とめ､関係
機 関等 に配布す る｡
②機構本部及 び各機 関は情報 を公 開す る体制 を整備 し､国民の利 用 に供す る とともに､
研 究成果等 の広報機 能 を強化す るO
(
ア)国立歴 史民俗博 物館 においては､情報公 開に努 める とともに､ ｢
広報委員会｣ を新設
し､ これ に館 外 の有識者 を含 めた ｢
広報懇談会｣ を併設 して､効果 的な広報活動 を積
極 的 に進 めるO また､研 究情報 を網羅 した 『研 究年報』 を毎年刊行す る とともに､隔
月刊行誌 『歴博』や各種広報パ ンフ レッ トに よって広 く一般 に研 究 を広報す るo さら
に､ これ らの情報 を含 めたホー ムペー ジの一層 の充実 をE
g
I
るO
(
イ)国文学研 究資料館 にお いて は､館 内 に置 く広報委員会 に よ り､ ホー ムペ ー ジ と広報
誌 の不断 の充実 を図 る｡
(
ウ)国際 日本 文化研 究セ ンター におい ては､情報公 開 コーナー を設置 し､適切 な情報公
開 に努 め る とともに､国内外‑ の広報活動 を推進 す るた め､和英併記 の要覧並び に 『ニ
ュー ズ レター』 を発行 ､ホー ムペ ー ジの随時更新 ､イ ンターネ ッ ト放送 の充実 に取 り
組 む こ とに よ り情報公 開 ･広報活動 の推進 を図 る｡
(
ェ)総 合 地球 環境 学研 究所 にお いて は､ ｢
広 報委員 会｣や ｢
研 究推 進 セ ンター ｣ を中心
に情報公 開 に積極 的 に と取 り組 む とともに､ホー ムペー ジ等 を通 じて情報公 開 ･広報
活動 の推進 を図 る｡
(
オ)国立民族学博物館 においては､情報公 開に努 める とともに､研究者情報､研究活動 ･成
果情報 ､大学院情報､社会連携情報 な どの情報 を網羅的に記述 した 『
研究年報』 を刊行
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し､ これ らの情報をタイム リーに発信 してい くためホームページの充実 .改善を図る｡
また､定期的な記者発表を行 うなどメディアを活用 した情報発信 を行 うO
以上の広報活動 を充実 させ るために ｢
広報企画会議｣及び ｢
広報企画室｣ を設 け､
広報 に必要 な情報 を集約 し､社会か らの要請 に迅速 に対応す る｡

Ⅴ.その他業務運営に関する重要 目標 を達成するためにとるべき措置
1 施設設備の整備等に関する目標 を達成するための措置

①業務 の 目的 ･内容に適切に対応す るため､長期的視野に立った施設設備 の整備 を図る｡
(
7)国文学研究資料館 においては､立川地区‑の移転を計画的に進めるO
(
イ)国際 日本文化研 究セ ンターにおいては､ 日本研 究資料 の収集､保存 ､活用 を有効 に
行 うために必要な施設整備 を図る｡
(
ウ
)総合地球環境学研 究所 においては､創設時の全体計画に基づきP
FI
事業により施設整備
を確実に実施する｡また､pFI
事業に必要な財源 (
施設整備費補助金及び運営交付金)を
別紙の とお り確保する｡
②研究活動 の推進及び研究のための資料保存等 に必要 な施設 の整備計画を作成 し､計画
的な施設整備 を行 うとともに､研究施設等 の適正な確保 に努 める｡
③施設の利用状況､整備状況等の 自己点検 ･評価 を行 う｡
④施設 の安全で効率的な利用 ･管理 ･運営のため､施設 ･設備 の利用､維持管理及び改
修整備 の計画 を作成 し計画的な施設整備 を行い､研究施設等の適正な確保 に努 める｡

2.安全管理に関する目標 を達成するための措置
(
D労働安全衛生法等 を踏 まえ､機構全体 の安全衛生管理体制 を整 えるとともに､安全衛
生環境 の充実 に努 める｡
②総合 的な安全衛生対策 を推進す るため､資格 を有す る衛生管理者 の適正配置､職員等
に対す る安全教育の徹底及び各種マニュアル作成 を行 う｡
③職員等 の安全確認 ､安全確保及び防災意識 の向上のため､災害発生時における安全対
策マニ ュアル の作成や防災訓練等 を実施す る｡
④必要な防犯設備 として､
建物及び屋外環境 における防犯 ･警備対応 の体制 を整備す る｡
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整備の内容

予定額 (
百万円)

財

源

案

(
注1)金宅削こついては見込みであり､中期 目標を達成するために必要な業務の実施状況等を勘
した施設 ･
設備 の整備や老朽度合等を勘案した施設 ･
設備 の改修等が追加されることもある｡
(
注 2)小規模 改修 について17年度以降は16年度 同額として試算している0
なお､各事業年度の施設整備費補助金 については､事業の進展等により所要額の変動が予
想されるため､具体的な額については､各事業年度の予算編成過程等において決定される｡

l
2.人事 に関する計画 l
(
∋ 研 究 目的に即した柔軟な教員の確保を図るため､任期制や公募制の活用など､研究者の交
流 ､流動化を図る｡
② 大学等との人事交流や研修を積極 的に実施し､人事の活性化職務の向上を図るとともに専門
性をもった職員の採用 ･
育成 ･
交流を積極的に実施 し､知識 .
技能の継承 .
発展 に努める｡
退職手 当を除く)
(
参考)中期 目標期 間中の人件費総額見込み 31,233百万円 (

‑1
2
‑

̲̲̲』

3.中期 目標. 間を える 蔀

里

中期 目標期 間を超 える債務負担
(
pFI
事業)
総合地球環境学研究所施設整備事業
･
事業総額 5,852,765千 円
･
事業期間 ･
平成 15年度から29年度 (
15年 間)

忘空
し

H16

H17

0

H18

35
8

2
98

H19
3
0
4

4 也設 ･
設備 に関する!くロ復 旧に係る書画
災害 により被 災した施設 の復 旧整備をすみやかに行う｡

｣

H20
31
1

H21
31
7

期
中期
間小計
目標 次期以降
事 業 費 総事業費

1
,
5
8
9

2,
79
3

4,
3
8
2

(
別紙)予算 (
人件費の見積りを含む)､収支計画及び資金計画
平成 16年 度 〜平成 21年 度 予算
区

分

金

(
単位 百万円)
額

収入運営費交付金
施設整備資金貸付金償還時補助金
自
施設整備費補助金
己収入
雑 収入
産学連携等研究収入及び寄付金収入等
計

業務費
教育研 究経費
支出
一般管理費
施設整備費
長期借入金償還金
産学連携等研究経費及び寄付金事業費等
計

6
8,
45
0

4
1,
8
9
1
5
3
2
6
･571
7
5,
961

5
0,
890
1
8,
51
6
4,
83
2
1
,
5
1
5
7
2
1
75,
961

〔
人件費の見積 り〕
中期 目標期間中総額 31,233百万 円を支出するo(
退職手当は除く)

注) 人件費の見積りについては､17年度以降は16年度の人件費見積り額を踏まえ試算している｡
注) 退職手 当については､大学共同利用機 関法人人間文化研究機構職員退職手当規程に基づいて
支給することとするが､運営費交付金として措置される額については､各事業年度の予算編成過程
において国家公務員退職手当法に準じて算定されるQ
[
運営交付金の算定ルール]
○ 毎事業年度に交付する運営費交付金については､以下の事業区分 に基づき､それぞれの対応する
数式により算定したもので決定する｡
Ⅰ[
特定運営費交付金対象事業費]
① ｢
一般管理費｣:
管理運営に必要な職員 (
役員含む)の人件費相 当額及び管理運営費の総額｡
G(
Y‑ 1)は直前の事業年度 におけるG(
y)O
② ｢
教育等施設基盤経費｣･
教育研 究等を実施するための基盤となる施設の維持保全 に必要とな
る経費oD(
y‑1)は直前の事業年度 におけるD(
y)
0
③ ｢
大学共同利用機 関経費｣.
大学共同利用機 関の研究活動に必要となる教職員の人件費相 当
額及び事業経費の総額｡C(
y‑1)は直前の事業年度におけるC(
y)
0
④ ｢
特別教育研 究経費｣･
特別教育研 究経費として､当該事業年度 において措置する経費｡
⑤ ｢
特殊要因経費｣:
特殊要因経費として､当該事業年度に措置する経費.
Ⅱ特定運営費交付金対象収入
(
参 ｢
その他収入｣:
雑収入D平成 16年度予算額を基準とし､中期計画期間中は同額o
運営費交付金 ‑A(
y)+B(
y)

1.毎事業年度の教育研究経費にかかる特定運営費交付金については､以下の数式により決定するo
A(
y)‑C(
y)十D(
y)+E(
y)‑F(
y)
(
1)C(
y)‑C(
y‑1)×β(
係数)×α(
係数)
施設面積調整額)
(
2)D(
y)‑D(
y‑1)×α(
係数)×± ど(

内
覧R

(
3)E(
y)‑E(
y)
(
4)F(
y)‑ど(
y)
C(
y).
大学共 同利用機 関経費 (
③)を対象｡
D(
y).
教育等施設基盤経費 (
②)を対象｡
E(
y):
特別教育研究経費 (
㊨)を対象｡
F(
y) その他収入 (
⑥)を対象C
2 転事業年度の一般管理費等 にかかる特定運営費交付金については､以下の数式により決定する｡
B(
y)‑G(
y)+H (
y)

(
1)G(
y)‑G(
y‑1)×α(
係数)
(
2)H(
y)‑H(
y)
G(
y).
一般管理費 (
①)を対象,
H(
y):
特殊要 因経費 (
⑤)を対象O

【
諸係 数 】
α(
アルファ)

効率化係数Q△1
%とする｡

β(
ベータ)
:
教育研 究政策係数o物価動向等の社会経済情勢等及び教育研究上の必要性を総合
的に勘案して必要に応じ運用するための係数｡
各事業年度の予算編成過程 において当該事業年度 における具体的な係数値を決定O
なお､物価動 向等の社会経済情勢等を総合的に勘案した係数を運用する場合には､一般
管理経費 についても必要に応じ同様の調整を行う｡
イプシロン) :
施設面積調整額o施設の経年別保有面積の変動に対応するための調整額D
E(
各事業年度の予算編成過程 において当該事業年度 における具体的な調整額を決定o
注) 運営費交付金は上記算定ルールに基づき､一定の仮定の下に試算されたものであり､各事業年
度の運営費交付金については､予算編成過程 においてルールを適用して再計算され､決定され
るO
なお､運営費交付金で措置される｢
特別教育研究経費｣｢
特殊要因経費｣については､17年度以
6
年度と同額として試算しているが､教育研究の進展等により所要額の変動が予想されるた
降は 1
め､具体的な額 については､各事業年度の予算編成過程 において決定される｡
注) 施設整備費補助金は｢
施設 ･
設備 に関する計画｣に記載した額を計上しているo

注) 施設整備資金貸付金償還時補助金は､償還計画に基づく所要額を計上している.
7
年度以降は1
6
年度と同額として試算した収入予定額を計上している｡
注) 自己収入 については､1
注) 産学連携等研 究収入及び寄付金収入等 については､版権及び特許権等収入を含み ､17年度以
降は 16年度と同額として試算した収入予定額を計上しているO

注) 業務費､施設整備費については､運営費交付金及び施設整備費補助金の予定額により試算した
支 出予定額を計上している｡
注) 施設整備費は､｢
施設 ･
設備 に関する計画｣に記載した額を計上している｡
注) 産学連携等研究経費及び寄付金事業費等は､産学連携等研究収入及び寄付金収入等 により行
われる事業経費を計上しているo

注) 長期借入金償還金 については､償還計画に基づく所要額を計上しているO
注) 運営費交付金算定ルール に基づく試算において｢
教育研究政策係数 ｣は 1とし､また､｢
施設面積
調整額｣については､面積調整 はないものとして試算している｡

軌
転
句

l2･収支 計画 l

平成 16年度〜平成 21年度 収支計画
(
単位 :
百万円)
区

分

金

額
2 219 56 4
92
9 3
18
5 3
37
7 4
4
2
8
1
7
9
8
3
1

費用の部
経常経費
業務費
教育研究経費
受託研究費等
役員人件費
教員人件費
職員人件費
一般管理費
財務費用
雑損
減価償却費
臨時損失

0 0

2
7
2
9

1 8
46
6
6
2
9
2
2
7
2
9
2
2
7

収入の部
経常収益
運営費交付金
受託研究等収益
寄付金収益
財務収益
雑益
資産見返運営費交付金戻入
資産見返物品受贈額戻入
資産見返寄付金戻入
臨時利益

0

75 5
93
31
9
0
4
6

0

74 77
93
43
1
9

純利益
総利益

注) 受託研究費等は､受託事業費及び共同研究費を含む｡
荏) 受託研究等収益は､受託事業収益及び共同研究収益を含むD

‑1
6
‑

l

d

l3･資金計画 l

平成 16年度〜平成 21年度 資金計画

区

分

金

(
単位 :
百万 円)
額

資金支 出
業務 活動 による支 出
投資活動 による支 出
財務 活動 による支 出
次期 中期 目標期 間‑の繰越金

76,
0
46
65,
623
9,
1
86
1,
1
52
85

資金収入
業務活動 による収入
運 営費交付金 による収入
受託研 究等収入
寄付金収入
その他 の収入
投資活動 による収入
施設費 による収入
財務活動 による収入

76,
046
69,
977
68,
450
335
1
95
997
5,
984
5,
98
4

0

注)前記 注記居 目標期 間よりの繰越金 には､奨学寄附金 に係 る国からの承継 見込額 (
85
百万 円)
が含まれている｡

‑
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色
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R
監
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Ⅰ 研究機構の教育研究等の質の向上に関する目標 を達成するためにとるべき措置
1.研究に関する目標 を達成するための措置

(
1
)研究水準及び研究の成果等に関する目標 を達成するための措置
(
∋大学共同利用機関法人人間文化研究機構 (
以下 ｢
本機構｣ とい う｡)が設置す る国
立歴史民俗博物館､国文学研究資料館 ､国際 日本文化研究センター､総合地球環境
以下 ｢
各機関｣とい う｡)
学研究所及び国立民族学博物館の 5つの大学共同利用機関 (
における研究水準及び研究成果を一層進展 させ るため､機構本部 に企画連携室を設
置 し､研究連携等の促進 を図る｡
(
参各機 関において次のよ うに研究活動を推進するO
(
ア)国立歴史民俗博物館 においては､内外の研究者 を組織す る研究プロジェク トと
して､共同研究及び資料調査研究を実施す るo
l)共同研究
基盤研究｣｢
個別共同研究｣の 3つの型 を設定 して
共 同研究は ｢
基幹研究｣｢
推進す る.今年度は､特に基幹研究､基盤研究の充実を図るo
O基幹研究
･神仏 と生死に関する通史的研究 Ⅰ (3年計画の 1年 目)
･20世紀に関する総合的研究 Ⅰ (3年計画の 1年 目)

○基盤研究
a.資料の高度歴史情報化 と資料学的総合研究

･館蔵資料 ｢
江戸図犀風｣の資料学的研究 (3年計画の 3年 目)
･明治地籍図の集成的研究 (3年計画の 1年 目)
･民俗研究映像の資料論的研究 Ⅰ (3年計画の 1年 目)
b.資料の科学的調査及び総合的年代研究

･高精度年代測定陰の活用による歴史資料の総合的研究 (3年計画の 2年 日)
･｢
高松宮家伝来禁裏本｣の基礎研究 (4年計画の 2年 目)
･歴史資料の材質 ･製作技法 と生産地に関する調査研究 Ⅰ(3年計画の 1年 目)
C.
博物館学的総合研究

･歴史展示における ｢
異文化｣表象の基礎的研究 (3年計画の 2年 目)
○個別共同研究
･｢
佐倉連隊 と地域民衆｣ (3年計画 3年 目)
･｢
律令国家転換期の王権 と都市 (
公募型共同研究)｣ (3年計画の 3年 目)な

ど 10課題の研究を実施する｡
2) 資料調査研究プロジェク トとして次の 2課題 を実施す る｡

a
.田中本聖教類 ･国文学関係資料 (1年計画)
b 見世物 コレクシ ョン (5年計画の 1年 目)
(
イ)国文学研 究資料館 においては新たに組織 した 4つの研究系において､以下の研
究を開始す るQ
l)文学資源研究系

‑1‑

R
罰孔

書籍形態の文学資源 に関 し､原本調査 に基づいた総合研 究を行 うO書誌情報 の
集積 と分析 ､書籍の形態 と内容 の考究､ 日録 の作成 ､解題 の作成 な どの基礎研
究を通 して､文学資源が有す る文化 としての資料 的特質 を明 らかにす る｡

6年計画の 1年 目)
･日本古典籍特定 コレクシ ョンの 日録化 の研究 (
･和刻本 (
五山版 ･近世初期刊本)の研究 (6年計画の 1年 目)
･近世後期小説 の様式的把握のための基礎研究 (6年計画の 1年 目)
･学芸書 としての中世類題集 の研究 (6年計画の 1年 目)
2) 文学形成研 究系

日本文学の個々の作品や作品群 を対象 に､作品形成 とい う観点を軸 として､本
文の調査か ら作品の成立､表現､享受等 に至 る様 々な問題 を総合的に研 究 し､
日本文学 の作品的特質 を明 らかにす る｡
･近世文芸の表現技法 ｢
見立て ･やつ し｣の総合研究 (6年計画の 1年 目)
･古典形成 の基盤 としての中世資料の研 究 (6年計画の 1年 目)
･平安文学における場面生成研究 (6年計画 の 1年 目)
･本文共有化の研究 (3年計画 の 1年 目)
3) 複合領域研究系

文学研究に新 たな動 向を創 出す ることを 目指 して､具体的な作品又は作品群 の
学際的な視野に基づ く研究 を行 うとともに､そ うした研究を支 えるため､文化
情報資源 の電子化及び共有化 に関す る総合的な研 究を行 うo
･開化期戯作の社会史研 究 (6年計画の 1年 目)
･文化情報資源 の共有化 システムに関す る研 究 (3年計画の 1年 目)

4)アーカイブズ研究系
古文書か ら電子記録 まで多様 に存在す るアーカイブズ資源 に関す る総合的研究
を行 い､我が国のアーカイブズの特質の解 明及びその保存 ･活用 のための技法
･理論 を確立す ることを 目的 とし､ さらにアーカイブズ情報 を社会化す るため
のシステム研 究を推進す る｡
･経営 と文化 に関す るアーカイブズ研究 (6年計画の 1年 目)
･束アジアを中心 としたアーカイブズ資源研 究 (6年計画の 1年 目)
･アーカイブズ情報の資源化 とネ ッ トワー クの研究 (6年計画の 1年 目)
(
ウ) 国際 日本文化研 究セ ンター においては､ 日本文化 に関す る国際的及び学際的な
総合研究を､国内外の研究機 関､研 究者 と協力 しつつ推進す る｡
1)外 国人研究員が参画す る共 同研究 を次の とお り17件実施す る｡
･コマー シャル映像 にみ る物質文化 と情報文化 (3年計画の 2年 日)
･京都 をq
jJ
bとした､日本 の伝統工芸の過去 ･現在 ･将来 (3年計画 の 2年 目)
･歴史的空間情報の解析 ･解釈法の研 究 (3年計画の 3年 日)
･日本文明史の再建 (2年計画の 1年 目)
･文化 としての植物 一 日本の内 と外 ‑ (3年計画の 2年 目)
‑性欲 の文化史 (3年計画の 2年 目)
･日本人の異界観 ‑その構造 と意味 ‑ (3年計画の 3年 目)
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･旅 の ｢
情報｣と｢
表現｣‑交流 と孤立か ら見た 日本文化史の再検討 (3年計画 の
3年 目)

･公 家 と武家 一官僚制 と封建制 の比較文 明史的研究 ‑ (3年計画の 2年 目)
･日本 の近代化過程 における技術 と身体 の思想 (1年計画)
･日本 の朝鮮 ･台湾支配 と植 民地官僚 (3年計画の 1年 目)
･戦 間期 日本 の社会集団の相互関係 とネ ッ トワー クについて 一致 ･官 ･軍 ･
メデ ィア ･経済界 ･教育事業家 な どを中心 に ‑ (3年計画の 2年 目)
･出版 と学芸 ジャンル の編成 と再編成一近世 か ら近現代‑ (3年計画の 2年 目)
･｢
封建 ･
郡県｣論 を巡 った 中国 と日本 にお ける思想連環 一漢字文化 圏にお け
る他 国認識 と自国改革 (1年計画)
･中 日両国の間の言葉の働 き合いお よび近代の漢字学術語 の作 られ方 について
(1年計画)

4年計画の 4年 目)
･近代 中国東北部 (
旧満州)文化 に関す る総合研究 (
･｢
関西｣史 と ｢
関西｣計画 一文化 の生成 と自然的 ･社会的基盤 一 (3年計
画 の 1年 目)
2) 比較文化映像資料研 究等 10件 の基盤領域研究 を実施す る｡

3)文 明プ ロジェク トとして､今年度 は ｢
東 アジア文 明圏について (
仮称)｣ を
テーマ に､ 日 ･中 ･韓の諸 問題 について国内及び 中国､韓国においてシンポジ
ウムを開催す る｡

4)｢
伝統文化総合芸術プ ロジェク ト (
仮称)｣を新設す る｡
5)海外 における国際シンポジウム等 を次の とお り開催す る｡
･海外 における 日本研 究会
･アジア太平洋 シンポジ ウム
6) 日本文化 に関す る外国語資料の網羅的収集 ･分析及び運用 のための調査 ･研

究 として､国際会議‑教職員 を派遣す る｡
･EAJ
RS(
Eur
o
pe
a
nA
ss
o
c
l
a
t
l
O
nOfJ
a
pa
n
e
s
eRe
s
o
u
r
c
eSpe
c
i
a
l
i
s
t
s 日本資料専門家
欧州協会)
･CEAL(
Co
un
c
l
lo
n】
三
a
s
tAs
l
a
nLl
b
r
a
r
l
e
S 東 アジア図書館協議会)
7)欧米 中心の ｢
外書 (
海外 で発刊 され た 日本文化 に関す る外国語書籍)｣の収
集範 囲を中国､韓国､東アジア地域 に拡大す ることを検討す るQ
(
エ)総合地球環境学研 究所 においては､
1)以下の 10件のプ ロジェク ト研 究を推進 し､地球環境学に係 わる独創 的かつ

領域横 断的な総合研究 を進 め､国内外のネ ッ トワー ク作 りに資す る｡それ とと
もに､ ワー クシ ョップ､研 究集会 を開催 して､研究成果 を共有 し､あわせ て社
会 に広 く公表す るo
･乾燥地域 の農業生産 システムに及 ぼす地球温暖化 の影響
･近年 の黄河 の急激 な水循環変化 とその意味す るもの
･大気 中の物質循環 に及 ぼす人間活動 の影響 の解 明
･持続 的森林利用オプシ ョンの評価 と将来像
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･水資源変動負荷 に対す るオアシス地域の適応力評価 とその歴史的変遷
･アジア ･熱帯モ ンスー ン地域 にお ける地域生態史の統合的研究 .1945‑

2005
･地球規模 の水循環変動な らびに世界の水 問題 の実態 と将来展望
･流域環境 の質 と環境意識 の関係解 明一土地 ･水資源利用 に伴 う環境変化 を契
機 として一
･亜熱帯島峡 における自然環境 と人間社会 システムの相互作用
2) プ ロジェク ト研究 を開始す る前駆的な研究 として､以下の 6件 の予備研究 を

実施す るO予備研究 においては､プ ロジェク ト形成 のための周到 な準備 と準備
計画 を推進 し､本格的な研 究プ ロジェク トとして確立す るよ う努 めるo
･北東 アジアの人間活動が北太平洋 の生物生産 に与 える影響評価
･都市の地下環境 に残 る人間活動の影響
･栽培植物の進化 と生態系の変遷
･古代文明の生活環境復元の試み‑イ ンダス文明を例 として一
･ユー ラシア生活誌 を基礎 とす る歴 史環境学の構築 ‑ (
人間一 自然) 関係 の
解明 一
･共生概念 の再構築 一極東 島弧 にお ける歴史的アプ ローチ

3)地球環境 に関す る観測デー タの収集 と分析 をす るためのハー ド及び ソフ ト両
面の体制整備 を行 う0

4)国際 シンポジ ウム実行委員会 を設立 し､国内 ･海外組織委員 による組織委員
会 を開催す る｡
(
オ
)国立民族学博物館 においては､
1)共 同研 究 として本年度 は､ ｢
韓 国社会 ･グローバル化 の中の諸局面｣ な ど継

審査 中につ き件数未定) を実施す る｡
続課題 17件 と新規 申請課題 (
2)機 関研 究 ｢
新 しい人類科学の創造｣ を実施 し､ 4つの研究領域 (
社会 と文化

の多元性 ､人類学的歴史認識 ､文化人類学の社会的活用､新 しい人類科学の創
造)それぞれ が､研 究活動 に着手 し､予備 的研究 ､あるいはそのための調査 ､
文化人類 学の社
研 究会 ､シ ンポジ ウム を開始す る｡ ｢
社会 と文化 の多元性 ｣｢
会 的活用｣では ワー クシ ョップの開催 を予定 してい る｡
人類学的歴 史認識｣では 1件 ､
研 究領域 ｢
社会 と文化 の多元性｣では 3件､ ｢
新 しい人類科学 の創造｣では 3件 の
｢
文化人類学 の社会 的活用｣では 4件 ､ ｢
プ ロジェク トを実施す るO

3) 多様 な文化 の共生 に資す る新 しい世界認識 の確 立を 目指 して､ これ までに蓄
積 され てきた有形 ･無形 の文化資源 に関す る 5分野の文化資淑 プ ロジェク トを
開始す る｡
(
勤機構本部 に ｢
人間文化研 究総合推進検討委員会｣を設置 し､人間文化 に関す る総合
的研 究の推進等 について検討 を開始す る｡
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④各機 関において､出版物の充実をは じめとして､展示 ･情報発信などの多様な方法
を用いて､社会‑の貢献に努めるD
[
国立歴史民俗博物館]
1)共同研 究な どの研究成果は 『国立歴史民俗博物館研究報告』 として刊行す
る0
2)研究成果を速やかに常設の総合展示に反映 させ るとともに､共同研究な どに

基づいた企画展示等を開催する｡
海 を渡った草花』『
東アジア中世海道』
･企画展示 2件 『
･特別企画 2件 『明治維新 と平田国学』『日本の建築』
･『
新収資料の公開』
3) さらに 日常的な研究成果を迅速に公開す るため､研究速報展示を開催するO

[
国文学研究資料館]
研究成果 を出版物にするとともに､ホームページか らも積極的に研究成果 を発信
す る｡
[
国際 日本文化研究センター]
出版物の翻訳の質の向上､出版形態の見直 しを行 うO
[
総合地球環境学研究所]
総合地球環境学研究所の研究成果を発表す るための出版物刊行の準備 を行 うO
[
国立民族学博物館]
1) これまでの研究成果を常設展示 によ り適切 に反映 させ るとともに企画展 を複

数回開催す る｡
2) また特別展を ｢
アラビアンナイ ト大博覧会｣他 1件開催す るC

3)研究成果 を研究者 コミュニテ ィーな らびに社会に公 開す るため､『国立民族
回数未定)､『se
nr
l
学博物館研究報告』(
年 4回)､『国立民族学博物館調査報告』(
Et
m ol
l
ogl
C
a
lSt
udl
e
S
』(
回数未定)､『Ml
npa
kuNe
ws
l
e
t
t
e
r
』(
年 2回)､『民博通信』

年 1回)を刊行す る｡ また､地域
(
年 4回)､『国立民族学博物館研究年報』 (
J
CASSympos
l
um Se
r
i
e
s
』
研究企画交流センターでは､『
連携研究成果報告書』『
の刊行 に加 え､コンソー シアム との連携 を基盤 に 『地域研究』 (
年 2回)の刊

行 を行 うなど地域研究の社会的発信 を促進する｡
(
2)研究実施体制等の整備に関する目標を達成するための措置

各機 関においては､多様な形態の研究が推進できるよ う､研究組織の見直 しを行い､
以下のよ うな研究実施体制の整備 を進めるD
(
ア)国立歴史民俗博物館においては次の通 り改組する｡
1) 日本歴史の学際的研究を推進す るために､従来の情報資料研究部､歴史研究
部､考古研究部､民俗研究部の 4研究部体制 を廃止 し､1研究部に再組織す る｡
2) 研究活動の企画推進を図るために ｢
研究連携センター｣を､資料収集､展示

な どの企画推進 を図るために ｢
歴史資料センター｣を設置す る｡
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(
イ
) 国文学研究資料館 においては次の通 り改組す る｡
1)文献資料学 ･書誌学 を基礎 とした総合的学術研究の推進 を図 り､ 日本文学及
びその関連 の資料研 究等のナシ ョナル ･セ ンター として発展 させ ることを 目指
文学資淑研究系､文学形成研究系､複合領
し 3部 1館制 を廃止 し､ 4研 究系 (
域研 究系､アーカイブズ研 究系) を設置 し､全教員 をいずれかの研 究系 に所属
させ る｡
2) 各研 究系は部 門制ではな く研 究プ ロジェク ト制 として ､ 1研 究系に 2‑ 4の

研 究プ ロジェク トを立て､各教員 は 1つ以上の研究プ ロジェク トに属す るもの
とす る｡
(
ウ
) 国際 日本文化研 究セ ンターにおいては､海外 の 日本研究機 関及び 日本研究者 と
連携 ･交流 を強化す るため調査 ･研究 を実施す る体制 を整備す る｡
(
ェ)総合地球環競学研究所 においては､
研究プ ロジェク トの整備 ･充実 を図るため､
プ ロジェク ト研 究､予備研究､イ ンキュベー シ ョン研究を段階的に設置す る｡
1)プ ロジェク ト研究については､よ り大 きな成果が上がるよ う､効果的な継続､

見直 しの方途 について中間評価 を外部 メンバー による評価委員会 を通 じて実施
す る｡
2) 充実 したプ ロジェク ト研 究を開始す るために､予備研究を 1年程度実施 し､

研 究の妥 当性 ･展望 についての評価 を外部 メンバー による評価委員会 を通 じて
実施す る｡
3)研 究プ ログラムの推進体制 を整備す るため､新たなシーズ発掘のためのイ ン

キュベー シ ョン研究を所 内公募 し､研究の活性化 と地球環境学の基盤形成 に資
す る｡
4) 研 究推進セ ンター に､新たに運営連絡会 を設置 し､全所的な観点か ら検討 を

行 うo
(
オ)国立民族学博物館 においては､次の とお り改組す る｡
1)研 究者 を研究プ ログラムな どに適正かつ効率的に配置す るために､現行 の 4
研 究部体制 を ｢
民族社会研究部 ｣｢
民族文化研究部 ｣｢
先端人類科学研究部｣の

3研 究部体制 に改組す る0
2) 国内外 の研究動向及び社会的要請 を把握 し研 究戦略 を策定す るための ｢
研究

戦略セ ンター｣並びに各種文化資鯨 の整備 と活用 に関す る研究を行 うとともに
社会的運用 を図るための ｢
文化資源研究センター｣をそれぞれ設置する｡
3)国立民族学博物館に附置 されてい る ｢
地域研究企画交流セ ンター｣については､

全 国的な地域研究のコンソーシアム構築 を 目指 し､同セ ンターのあ り方 を見直
す｡ そ の一環 として､ コンソー シアム加盟組織等 との連携 の もとに､ ｢
グロー
バル化時代 における地域研究の構築｣ な どの連携 ･共同研 究 13件､国際シン
ポジ ウム 3件､国際共 同地域研 究な どを実施 し､大学等 に開かれた研究 システ
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ムの具体的展開を実施す る｡

2.共同利用等に関する目標 を達成するための措置
(
1
)共同利用等の内容 ･水準に関する目標 を達成するための措置
①各機 関にお けるそれぞれ の基盤領域 に関す る共同研 究を実施 し､国内外 の研 究機 関
及び研究者 との連携 ･協力 を促進す るO
(
ア)国立歴史民俗博物館 において今年度実施す る共同研 究の課題 は､前掲参照｡ (1
の(
1
)の② の (
ア))
(
イ)国文学研 究資料館 においては､前掲 (1の (
1
)の②の (
イ))研究プ ロジェク トの
うち､下記の 5課題 を共 同研究 として実施す る｡ また､招聴海外研究員 による共
同研 究を 2課題行 う｡
1) 日本古典籍特定 コ レクシ ョンの 目録化 の研 究
2) 近世後期小説 の様式的把握 のための基礎研 究
3) 開化期戯作の社会史研究
4) 東アジアを中心 としたアーカイブズ資源研 究

5) 文化情報資源 の共有化 システムに関す る研 究

(
ウ
)国際 日本文化研究セ ンター においては､
前掲 (1の (1)の② の (ウ)の 1))の 17件 の うち､産官学共同研 究 として
｢｢
関西｣史 と ｢
関西｣計画 一文化 の生成 と自然的 ･社会的基盤 ‑｣ を､地域連
携共同研 究 として ｢日本文明史の再建｣ を新たに実施 し､ 日本研 究に関す る共 同
研究の内容 の充実 を図る｡
1)国際的に共同研究を推進す るため外 国人客員教員 1名 を増員 し 16名 とす る0

2)文明プ ロジェク ト ｢
東 アジア文 明圏について (
仮称)｣ E
l･中 ･韓 の諸 問題
について国内及び 中国､韓 国においてシンポジ ウムを開催す る｡
3) 亨
毎外 における国際 シンポジ ウム等 を 2件開催す るO

･海外 における 日本研 究会
･アジア太平洋 シンポジウム
4)共 同研究 における最終年度の研究成果 として､国際研究集会 を 2回開催す る｡

(
ェ)総合地球環境学研究所 においては ､ 10件 のプ ロジェク ト研 究 と 6件 の予備研
究 を通 じて､人文系か ら自然系の分野に携わる国内外の研 究者 による共 同研究 を
実施す る｡ さらに 16年度 には､人文 ･社会系の研 究者 の更なる充実 を図 る｡
(
オ) 国立民族学博物館 においては､共同研究の公募 を行 うと同時に､運営会議 の下
に共同利用専門委員会 を置 き､研 究者 コミュニテ ィの代表者 を交 えた同専門委員
会 において審査す ることによ り､共 同利用 の活性化 を図 るo
(
共同研 究の実施 については､前掲 1の (
1
)の②の (
オ) を参照O)
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②各機 関においては､研 究資料及び情報の計画的な収集 ･整理並びに保存 を行 うとと
もに､ この方面 にお ける各機 関の連携 ･協力 を促進 し､国内外 の研究者 の広範 な利
用 に供す るo
(
ア) 国立歴史民俗博物館 においては､資料収集 ･整理､デー タベース公 開及び総合
展示 リニューアル の準備 を積極的に進 める｡
1)資料 の収集整理及び 目録刊行
資料 を一般資料 と大型 の特別資料 に分 けて収集 を進 めるQ また､収集 した資料
を整理分析す るプ ロジェク トを発足 させ ､ 目録 ･図録 の刊行 を 目指 し､今年度
は 『田中本資料 目録』 を刊行す る｡
2) 日本歴 史に関す る各種デー タベースを作成 し､以下のデー タベースを公 開す

る｡
･館蔵武器武具デー タベース
･紀州徳川家伝来雅楽器データベース
･館蔵近世近代古文書詳細デー タベース
･都市生活史データベース
3) 総合展示 リニューアル に関 しては､計画 に係 わる基本計画書の作成､第三展

示室の実施設計 を行い､併せ て､第三､第四､第六展示室 の リニューアル に向
けての会議 の開催 ､資料調査､資料製作､資料購入及び備 品購入等 を実施す る｡
(
イ)国文学研究資料館 においては､
1) 国内外 の研究者 の参加 を得て､ 日本文学及びそれ に関連す る諸資料 を計画的

に調査収集す るo

O 日本文学原典及びその関連資料 の調査並び に収集
･国内外 の所蔵機 関に存在す る資料 を調査 し､同 じく資料 を原本 あるいは撮影
によ り収集す る｡
･日本文学 の翻訳書 ･研究書の調査｡
○アーカイブズ収集調査
･目録類 に よる史料群所在情報の調査
･史料 の存在形態調査
･所蔵史料 に関連す る史料の調査及び収集

2) 日本文学及び歴史資料 に関す る各種デー タベースの充実を図る｡
･古典籍総合 目録データベース
･マイ クロ資料 ･和音書 目録デー タベース
･近代文献デー タベース
･日本古典資料調査デー タベース
･所蔵史料データベース
･史料所在情報検索デー タベース
･史料情報共有化データベース
･国文学論文 目録デー タベース
･欧州所在 日本古書総合 目録デー タベース
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3) 日本文学 に関す る研 究情報 を網羅 した 『国文学年鑑』 (
平成 14年版) の刊
行 と平成 15年版 の原稿作成､編集作業 を行 う｡
4) ｢
情報事業セ ンター｣ を設置 し､収集 した資料 ･情報 を適切 に提供す る体制

を整備す るQ
･図書購入
･文献資料受入整理
･文献資料保存
･閲覧サー ビス
･目録 関係 システム維持管理
(
ウ
)国際 日本文化研究セ ンターにおいては､
J
APAN
1)｢日文研 ホームペー ジ/デー タベース案内｣と関連 して､｢日本研 究｣｢
REVI
EW ｣の検索サイ トを充実す る｡

2) 日本研 究基礎資料高度利用情報 システムを構成す る三次元化 ･可視化 システ

ム及び コラボ レーシ ョンシステムを導入 し､ 日本研究資弟
京を研究者 に とって利
用 しやすい形態で提供できる環境 を整備す るO (3年計画の 2年 目)

3)次の所蔵資料 のデー タベース構築 を引き続 き推進す る｡
･貴重書デー タベー ス
･外像データベース
･近世艶本資料デー タベース
･平安京都名所図絵デー タベース

･G IS考古学デー タベース
･怪異 ･妖怪伝承デー タベース
･日文研所蔵 ･岡崎庭 園写真デー タベース
(
エ)総合地球環境学研究所 においては､各研 究プ ロジェク トによる研 究を推進す る
なかで､収集 ､分析 された各種の研 究資料 と情報 について､提供 ･利用す るため
の体制の整備 に関す る検討 を進 めるO
(
才) 国立民族学博物館 においては､
1) 国内外 で各種資料の収集 を行 うとともに､その整理 ･情報化 を進 めデー タベ

ー スやマルチメデ ィア ･コンテ ンツとして公 開す る｡ 同時にこれ ら資料 と既存
のアーカイブズ資料 が有機 的に連携できるデジタル ･アーカイブズの構築に着
手す る. また､国立情報学研究所 と協力 して､中国語文献 3, 000件程度の
遡及入力 を行 う｡

2)収集 :標本資料収集 ､映像取材 と連携 させた収集活動 を国内外の数地域 に関
して行 うとともに､国内外の民族学資料 の コレクシ ョン収集 を継続 して行 う｡
3) 17年度以降の資料収集 ･映像取材 のための予備調査 を実施す る｡

4) 映像資料 の編集 .平成 14年度 か ら平成 15年度 に取材 を行 ったフランス ･
スペイ ン関連映像 の編集 を実施 し､長編番組作成 1本 を予定す る0
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5) デジタル ･アーカイブズ :共同利用及び社会還元に有効なフィール ド･ワー

クで収集 された各種資料のデジタル ･アーカイブズ化を推進す る｡ 3件に着手
す る｡

6)所蔵資料関連データベース .所蔵資料に関す るデータベース 2件の内容を充
実 させ逐次公開す る｡
7)研究データベース .共同利用に供す るための各種研究データベース 3件 につ
き公開に向け調査整理に着手す るとともに一部 を公開する｡

8) 資料管理システム開発 ･各種資料の保存 ･監理システムの機能強化 を図るた
めの調査研究を行 うとともに､その一部の開発に着手す る｡
③機構本部 において､各機関のデータベースの内容等を調査 し､平成 17年度以降の
効率的な結合方法を検討するO
④各機 関の 目的に沿った､共同利用の充実に努める｡
[
国文学研究資料館]
共同研究委員会を設置 し､共同研究の企画立案及び実施を図る0
[
国際 日本文化研究センター]
共同研究の課題 について､国内 1件､国外 1件 を公募 し､また､共同研究員の国
外公募 を 1件増や し2件実施す る｡
[
国立民族学博物館]
共同研 究の公募枠 を拡大 し､その審査基準のあ り方について見直 しを図る｡
⑤海外関係諸機関 との連携 ･協力のための調査研究を行 う｡
(
2
)共同利用等の実施体制等に関する目標 を達成するための措置

経営協議会｣及び各機 関に置かれ る ｢
運営会議｣における意
① ｢
教育研 究評議会 ｣｢
見を積極的に取 り入れ る｡
②各機 関の所蔵資料データベースを横断検索す る仕組みを構築す るための検討 を開始
す るO
[
国立歴史民俗博物館]
研究者等‑の館蔵資料閲覧システムをよ り迅速化す るとともに､
充実を図るため､
即 日閲覧を新たに実施する｡
[
国文学研究資料館]
所蔵資料に関す る調査収集か ら整理 ･保存､閲覧､情報提供 に至るまでの業務を
一体的に運営 し､効率的 ･効果的な実施体制 を整備するため､情報事業センター
を設置す る｡
また､情報サー ビスの向上 を 目指 し､データベースの総合窓 口の設置､ユーザ
ー管理 を含むデータ収集 ･評価支援 システムの設計 ･構築を実施す る｡
[
国際 日本文化研究センター]

‑1
0‑

̲̲̲』

貴重資料 ､大型 コレクシ ョンな ど特色ある蔵書の

P
R､デ ジタル コンテ ンツ化 と

ネ ッ ト公 開､迅速 な相互貸借サー ビス等による利用 の促進 を図 る｡
また､データベース公 開のための情報環境の更新及び公 開用 ソフ トウェアの改善
を図 る とともに､利用者認定方策の改善を図るO
[
国立民族学博物館]
所蔵資料 に関す る情報提供 にかかる情報環境 の整備 ･改善を図る｡
③海外の研 究者ネ ッ トワー ク との連携 を強化 し､国際的協業の基盤整備 に努 める｡
④各機 関において国内外 の研 究者 の受 け入れ ･共 同研究の公募 ･客員教員 の採用等 を
積極 的に図 る｡

(
3
)
共同利用等 に関するその他の 目標 を達成す るための措置
(
∋共同利用者 に対す る各種情報 の提供 を行 うため､各機 関のホームペー ジを充実 させ
ると同時 に､出版 ･研究集会等 を通 しての双方 向的な情報や成果 の共有､共同利用
に関す る積極的な情報公 開等 を進 める｡
②共 同利用者 のための施設設備 の充実を図る｡
③大学 ･研 究機 関等 と連携 したデータベース構築､多機能検索 システム と独 自の コラ
ボ レー シ ョン ･システムの構築 について準備 をすす め､学術研究の進展 に即 した共
同利用 の体制 の整備 に努 める｡

3.教育 に関する 目標 を達成するための措置
(
1
)大学院への教育協力に関する目標 を達成す るための措置

① 国立歴 史民俗博物館 ､国文学研 究資料館 ､国際 日本文化研究セ ンター及びB
a立民族
学博物館 においては､本機構 と総合研 究大学院大学 との協定 に基づ き､同大学院博
士課程教育 を､各機 関の基盤 的研究 と一体的に以下の とお り協力 ･実施す る｡
(
ア)国立歴史民俗博物館 においては
1) 日本歴史研 究専攻紹介 のための公 開講演会 を開催す る｡
2)履修年次の区分 を廃止 し､柔軟 な履修計画が立て られ るよ うにす る｡

(
イ
)E
E
l
文学研 究資料館 においては､ 日本文学研究専攻 において､原典資料が持つ情
報 を活用 して､先進的な 日本文学研 究を行 う人材 を育成す るo
(
ウ
) 国際 日本文化研究セ ンターにおいては､大学院教育の よ り一層 の充実 を 目指 し､
教育カ リキュラム改正の検討 を開始す る
(
ェ) 国立民族学博物館 においては､地域文化学専攻及び比較文化学専攻 において､
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より充実 した教育 ･研究指導を行 う｡
②他大学所属の大学院生を特別共同利用研究員 として積極的に受 け入れ､専門的研究
指導を行 うな ど､総合研究大学院大学以外の大学院教育に協力す るO
[
国立民族学博物館]
特別共同利用研究員の受け入れ枠を拡大するとともに､総合研究大学院大学文化
科学研究科地域文化学専攻 ･比較文化学専攻の授業の うち､同研究員の聴講可能
なものを増や して専門的教育指導を充実 させ る｡

(
2
)
人材養成に関する目標を達成するための措置
①各機 関において､共同研究等を組織する際､競争的外部資金の活用等によ り､積極
的に国内外の若手研究者の参加 を促進す る｡
②各機 関において､若手研究者育成の観点か ら適切な領域に リサーチ ･アシスタン ト
を採用 し､人材の育成を積極的に図る｡
(
卦各機 関それぞれにおいて､人材養成のための以下の措置を実施する｡
(
ア)国立歴史民俗博物館 においては､若手研究者の養成のために非常勤研究員､ リ
サーチ･
アシスタン ト､大学院生､特別共同利用研究員､外来研究員などを各種
研究プロジェク トに参加 させ､ 日本歴史を学際的に研究 し得 る人材の養成 を積極
的に進 める｡
(
イ
)国文学研究資料館 においては､研究プロジェク ト及び資料の調査収集 に積極的
に若手研究者 を参加 させ､人材育成 を促進す る｡
(
ウ
)国際 日本文化研究センターにおいては､国際交流基金 と連携 し､海外の若手研
究者の育成や 日本研究関係学科等の創設 に関す る助言 ･指導を行 う｡
(
ェ)総合地球環境学研究所においては､プ ロジェク ト研究 ･予備研究及びインキュ
ベーシ ョン研究‑の若手研究者の参画を促進す る｡ さらに地球研セ ミナー ･談話
会な どの各種所内研究会を若手研究者による運営にゆだねるなどして､研究活動
を通 じて人材養成 を図るO
(
オ)国立民族学博物館 においては､研究機 関研究員､共同研究員､外来研究員､特
別共同利用研究員の諸制度 を活用 し､文化人類学 (
民族学) とその隣接分野の人
材養成に資す る0
4

その他の 目標 を達成するための措置

(
1
)社会 との連携､国際交流等に関する目標を達成するための措置
(
∋公開講演会 ･展示 ･ホームページや出版等の多様な活動 を通 じて､研究成果 を社会
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‑普及 させ るとともに､社会 との連携 を積極的に推進す る｡
(
ア)国立歴史民俗博物館 においては､
1) 展示活動 の充実 を図るとともに､総合展示 リニューアル計画 を推進す る0

2) 次の 2件 の企画展示 を実施す る｡

･｢
梅 を渡った草花｣
･｢
束 アジア中世海道｣

3) 次の 2件 の特別企画 を実施す る｡
･｢
明治維新 と平 田国学｣
･｢日本 の建築｣

4)新収蔵資料の一般公 開 として ｢
新収資料の公 開｣ を実施す るO (
年 1回)
5) 広報活動の一環 として､ 日本歴史の研究の現状 をわか りやす く理解 して もら

うための ｢
歴博講演会｣ を開催す る｡ (
月 1回)
6)研 究成果 を広 く一般 に公 開す る ｢
歴博 フォー ラム｣ を開催す る｡ (
年 4回)
7)文化庁 と総務省 が連携 して､国内の 日本文化遺産 に関す る情報 を積極 的 に
公 開す ることを 目的 とした ｢
文化遺産オンライ ン｣ に協力す るO
8) 広報活動 の一環 として､全 国生涯学習 フェステ ィバル (
まなび ピア)‑ 出展

す る｡
9)国際交流 については､国際交流委員会 を設置 し､学術交流協定 を締結 した中
国社会科学院考古研究所､韓国国立民俗博物館 ､韓国国立文化財研 究所な どと
国際研 究集会の開催 ､資料の交流借用 な どを通 じた学術交流 を図る｡
(
イ)国文学研究資料館 においては､
1) 日本文学の普及 を図 り､古典 について広 く深 く理解 して もらうため､特定の

作 品について､第一線 で活躍 してい る研究者 による連続講演 を開催す るO (
午

5回)
2) 日本文学の普及 を図 るためシンポジ ウムを開催す る｡ (
年 1回)

3)研 究プ ロジェク ト及び諸事業 の成果報告若 しくは 日本文学の最新 の研 究動 向
を伝達す ることを 目的 として､館外の研究者や大学院生 を対象 としたセ ミナー
を開催す る｡ (
年 4回)
4) 社会‑ の広汎な普及活動 として､高校生 に 日本文学‑の関心を高めて も らう

ため､高校生セ ミナー を開催す るO (
年 1回)
5) 館蔵 の古典籍や他機 関所蔵 の貴重な古典籍 な どを展示 し､研究教育の向上 に

努 めつつ､一般 に対す る文学の普及 を図ることを 目的 として､通常展示 (
年2
回)､特別展示 (
年 3回) を開催す るO
(
ウ
) 国際 日本文化研 究セ ンター においては､
1)来 日中の外 国人研究員への発表機会の提供 ､及び一般市民 との交流の場 の提
供 を 目的 とした 日文研 フォー ラムを開催す る｡ (
年 11回)
2) 日本 に在住す る外 国人研究者 を本セ ンターに招 き､ 日本研究上の諸 問題等 を

テーマ として 日本在住外国人 シンポジ ウムを開催す る (
年 1回)
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3)外国人研究者 の研 究発表 と国際交流 を兼ねた英語 によるセ ミナー を開催す る｡
(
年 11回)

4) 教員 による研究活動 の発表 と日本研究の普及 を 目的 とした学術講演会 を開催

す る｡ (
年 5回)

5)東京 において 日本研究の普及 を 目的に､教員 と外国人研究員の講演による東
京講演会 を開催す る｡ (
年 1回)

6)本セ ンターで開催 され る国際研究集会及び国際シンポジ ウムの期間中に､普
及活動 の一環 として同時通訳 による公開講演会 を開催す る｡ (
年 2回)
7)一般公開 として､図書室､セ ミナー室等の施設 を公 開 し､講堂においての教
員 による講演会 を開催 し､また､展示 コーナー を設 け､研究資料 のデー タベー
スの紹介や所蔵 の貴重図書 ･写真等 を公開す る｡ (
年 1回)

8)教員 が隣接す る小学校‑出向き､生徒 に分か りやすい内容 で学問の一端 を紹

8コマ))
介す る授業 を行 う｡ (
年 1回 (
(
ェ)総合地球環境学研究所 においては､
1)研 究成果 の公 開を 目的 として､地球研 フォー ラム (
年 1回)､地球研セ ミナ
ー (
年 4回程度) を開催す る｡
2) ホー ムペー ジの充実を図る とともに､要覧 ･年報の刊行 を行 うC
3)他 の機 関 (
国際 日本文化研究セ ンター､国立民族学博物館) との研 究連携 の

も と､ ｢
個 に宿 る全体｣研究会 を開催 (
年 3回程度)す る｡
4) 総合地球環境学研究所の設立趣 旨に沿 った展示 を企画す る｡

(
オ) 国立民族学博物館 においては､
1)展示活動 の充実 を図る とともに､常設展示改修 の検討 を開始す る｡
2) 巡 回展 ･共催展 を複数回開催す るほか､次年度以降の計画立案 のため国内外

博物館 との調整 を行 うC
3) 国内外 の主要な博物館 ･美術館 との機能的な連携 を 目指 した国内 ･国際ネ ッ

トワー ク形成 を図 る｡
4)社会 と連携 した博物館活動 の一環 として ミュージアムパー トナー (
ボランテ

ィア)の導入 を図 る｡
5) 社会連携 を推進す るため､研 究成果 を学術講演会 (
年 1‑ 2回)､シンポジ

ウム､ フォー ラムな どによ り､また､パ フォーマ ンスや映像 な どは研究公演 ･
映画会 (
年 4回程度) として広 く公開す るO
6)研 究の成果 は､各種 出版物は もとよ り､『みんぱ くゼ ミナール』 (
年 12回)

や各種 メデ ィアによる多様 な活動 によって社会還元 を行 う0
7)館 の社会連携広報 として 『月刊みんぱ く』 (
年 12回) を発行す る0

8)館 の活動情報 を迅速且つ広汎 に広報す るためホームペー ジ及び 『みんぱ く e
』 の充実 を図る0
‑ne
ws

9)教育現場 との連携 ツール 『みんばっ く』の拡充を図 り､他 の連携手法の開発
に着手 し､一般 向けコンテ ンツの拡充 と公開を推進す る｡
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②各教育 ･研 究機 関､地方 自治体等の専門職員 の研修 を実施 ･協力す る｡
(
ア) 国立歴史民俗博物館 においては､
1)歴史民俗資料館等 において､歴史資料 ･考古資料 ･民俗資料等の保存活用 を

担 当す る者 に対 し､専門知識 と技能 の向上 を 目的 とした ｢
歴史民俗資料館等専
門職員研修会｣を文化庁 とともに実施す る｡研修 は 1期 2年制で､本年 は 2年
目の研修 を実施す る0
2)展示 を学校教育､生涯教育な どで活用す るために､｢
先生のための歴博講座｣

その他 の教員研修 を実施す る｡
(
イ) 国文学研究資料館 においては､次の とお り研修 を実施 しているo
l)アー カイブズカ レッジ
多様 な史資料 を取扱 う専門的人材 を養成す るため､長期 コース ･短期 コースを
それぞれ年 1回開催す る｡ また､カ リキュラム等の改善 を図るため､講義 を担
当す るアーカイブズ研究系教員 を中心にカ リキュラム研究会 を開催す る｡
2) 日本 古典籍講習会

図書館 司書 を対象 として､ 日本古典籍 に関す る専門知識や取扱方法 ･目録及び
デー タベース化 の方法について､年 1回開催す るO
(
ウ) 国立民族学博物館 においては､独立行政法人国際協力機構か らの委託事業 とし
て､世界各国のキュ レー ター を対象 とした ｢
博物館学集 中コース｣ を開設 し､そ
の円滑な実施のために館 内に専門部会 を設 けるとともに､研修 内容 の連携 ･協力
を図 るた め､滋賀県立琵琶湖博物館か らの外部委員 を加 えた運営委員会 を組織す
る｡
③諸外 国の研 究機 関等 との関係 の構築 を図 り､外 国人研究者 の招碑､研究者 の海外派
遣 を進 めるとともに､国際研究集会 ･国際シンポジウムの開催やそれ‑の研究者 の
参加 を積極的に支援す る体制 を促進す る｡
[
国立歴史民俗博物館]
国立歴史民俗博物館 においては､次の国際支援事業 を行 うo
l)国際 シンポジ ウム ｢
アジアの植物多様性 ｣
2) 国際セ ミナー ｢日韓 口承文芸交流｣
3) 研 究交流集会 ｢
韓 国民俗学 ･日本民俗学 I ･I
I｣ (
開催地 :歴博及び韓 国)

[
国文学研 究資料館]

1) 2名 の外国人研究者 を招碑 し､学術研 究の推進 を図 る0
2) 国内及 び海外 の研 究者 の交流 を深 め､ よ り広 い視野か ら我が国の文学の研究

を発展 させ ることを 目的 として､国際 日本文学研 究集会 を年 1回開催す る｡
[
国際 日本文化研 究セ ンター]
海外研 究交流室の充実及び受入事務体制 の強化 を図る｡
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①国際学術機 関との研究協力及びE
E
l
際交流基金等の関連諸機 関との連携を通 じて､学
術的 ･技術的支援を進める国際貢献のための体制を検討する｡
⑤知的財産共有センター (
他の大学共同利用機関法人 との連合組織) と連携 し､知的
財産の管理 ･活用等に努めるO
Ⅱ.業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置
1 運営体制の改善に関する目標を達成するための措置

①役員会においては､経営協議会及び教育研究評議会の審議を踏まえなが ら､中期 目
標 ･中期計画 ･年度計画､予算 ･決算､人事､重要な組織の設置 ･改廃等の重要事
項について審議 を行 う｡ また､機構長の下に各機関の長等を含む機構会議を置き､
各機 関間の調整及び協議を行 う｡
②理事は､組織の効果的 ･機動的な運営のため企画 ･連携､管理運営､研究 ･交流､
評価等､機構運営上の重要機能について機構長 を補佐す るO
③機構本部に事務局を置 く｡
④機構 に各機関を代表す る者が参画す る企画連携重を設置 し､各機 関間の研究連携等
を促進す るための調整及び協議 を行 うO
⑤外部資金の情報収集等研究支援のための事務組織の整備 に努める｡
⑥各機 関には､外部有識者が参加す る運営会議を設置 し､各機関の特性 に応 じた研究
者 コミュニティ等の意見を積極的に反映 させ､機関の運営に資す る｡
⑦各機 関の長が組織する会議等の機能､権限を明確 に し､効果的 .効率的な運営をE
g
I
る｡
(
釘各機 関‑の基盤的経費は､各機関の活動に基づ く資源配分 を原則 として行い､これ
に加 えて企画連携童の活動など機構全体に関わる事項に対 して配分を行 うOまた､
機構長及び機 関の長の リーダーシップが発揮できるよ う戦略的運営を図るため､裁
量経費 を措置す る｡
⑨社会保険労務士及び弁護士 と顧問契約 を締結す るなど､必要に応 じ機構運営に財務
会計や人事労務の外部専門家を活用する｡

2.研究組織の見直 しに関する目標 を達成するための措置
研究実施体制の整備 に関す る目標 を達成するための見地か ら､
所要の措置 を実施する｡
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3 人事の適正化に関する目標 を達成するための措置
①各機 関の特性 を踏まえつつ､平成 17年度以降の人事管理システムを検討する｡
②各機 関における研究者及び事務系職員の配置は機 関の長の裁量に委ねる｡
各機 関においては､業務の適正な執行を図る観点か ら､運営体制､職務 ･責任分担
及び役割分担の見直 しを行い､職員の適正配置に努 める｡
③研究者の任期制については､現行の適用範囲等の拡充を検討す るDまた､公募制や
研究者 の外部資金による若手研究者の任期付 き採用を通 して､機動的で柔軟な教員
の配置 を図る｡
④事務職員 ･技術職員の採用は､競争試験又は選考によることとし､競争試験は国立
大学法人等採用統一試験により実施する｡
⑤事務職員 ･技術職員について､大学等 との人事交流を積極的に推進す る｡
⑥勤務評定実施のための要項等を整備す るとともに職員研修の充実に努める｡
4.事務等の効率化 ･合理化に関する目標 を達成するための措置

①機構本部の役割 ･機能を踏まえた事務体制の整備 を進めるとともに､事務の一元化
･集 中化 に着手 し効率的な事務体制 を構築するよ う努める｡
②機構本部及び各機 関は､事務情報化 を積極的に推進するOその一環 として機構 内ネ
ッ トワー クを構築 し､財務会計システム等業務システムの導入及び情報 を共有化す
ることによ り業務の合理化 ･効率化 .迅速化を図るo
③共済関係業務等種々の業務について外部委託の可能性 を検討 し､総合的なコス ト評
価 を行 った上で､外部委託が有効な業務については積極的に検討 を行 う｡
Ⅲ.財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置
1.外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標 を達成するための措置

① 申請件数 を増やす こと等によ り､科学研究費補助金等の競争的研究資金の獲得に努
めるO
②受託研究､民間等 との共同研究等の促進によ り､外部資金の積極的獲得を図る0

2.経費の抑制に関する目標 を達成するための措置
①経費の抑制についての意識の徹底を図るとともに､財務分析 を行 うな ど費用対効果
を検討す る｡
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②省エネ対策に配慮 した機器 ･物品の購入､節電､節水及び冷暖房温度の適切な管理､
電子メール等の活用による紙の使用量の抑制など引き続 き経費の節約 に努めるO
③管理業務等に係 る経費の節減 を図るため､費用対効果を勘案 し､業務の外部委託の
検討 を行 う｡

3.資産の運用管理の改善に関する目標 を達成するための措置
法定監査人及び監事による指導 を踏まえて適切な運用管理 に努める｡
Ⅳ. 自己点検 ･評価及び当該状況に係 る情報の提供に関する目標 を達成するためにとるべ

き措置
1.評価の充実に関する目標 を達成するための措置

(
∋機構本部に機構外有識者 を含む評価委員会を設置 し､ 自己点検 ･評価のシステムに
ついて調査検討 を進め整備 を図る｡
②国立大学法人評価委員会‑提出す る業務実績報告書の作成 との関連において､ 自己
点検 ･評価 に着手する｡
③各機 関において､ 自己点検 ･評価体制の整備 を図 り､主要事業における評価の充実
に努める｡

2.情報公開等の推進に関する目標 を達成するための措置
(
D自己点検 ･評価及び国立大学法人評価委員会等の評価結果が得 られるのは次年度 と
なるので､これ ら評価の実施 に関する主要な情報を､機構本部及び各機関のホーム
ページに掲載 し公表する｡
(
診企画連携室を中心 として情報公開の体制を検討 し､ さらにホームページの充実を図
るための体制 を整備す る｡
また､機構創設シンポジウムを開催す るとともに､マスコミ関係者 との懇談会を開
催す るな ど､広報活動に努める｡

(
ア)
国立歴史民俗博物館 においては､
1)広報一元化のため広報委員会を設置するとともに､館外の有識者を含めた広
報懇談会 も併せて設置 し､効果的な広報活動を進 める｡
2) また､共同研究な どの研究成果は 『国立歴史民俗博物館研究報告』 として刊

行す るとともに､研究情報を網羅 した 『国立歴史民俗博物館研究年報』 を刊行
す る｡ さらに､広報誌 『
歴博』を発行す る｡
3) また､英文ホームページの拡充などホームページの一層の充実を図るための

体制整備 を行 うO
(
イ)国文学研究資料館 においては､広報委員会等 を設置 しホームページ及び広報誌
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の企画､調整 を行い､広報括動の充実 を図るO
(
ウ
)国際 日本文化研究セ ンターにおいては､
1) 従来か らの情報公 開､広報活動の取組み を堅持す るとともに､新たな対応等

について､所 内の委員会等で､検討 を開始す る｡
2) ホー ムペー ジにお けるユーザーイ ンター フェースを改善す るための全面的な

見直 しを実施す る｡
3) イ ンターネ ッ ト放送 システ ムの更新 を行 ない､高画質での配信 を可能 とす る

よ う努 める｡
(
ェ)総合地球環境学研 究所 においては､
1)広報委員会や研究推進セ ンター において情報公 開について企画 ･立案す ると

ともに､ホー ムペー ジの充実を図るO
2) プ レス懇談会 を随時行 う｡

(
汁)国立民族学博物館 においては､
1)情報公 開に当たっては､研 究情報 を網羅的に集 めた 『
研究年報』を刊行す る｡

研 究年報』
よ り紙 面 を見やす く改訂 した平成 15年度版 を編集 ､刊行す る｡『
の内容 は既 にホームページで閲覧できるよ うになっているが､利用の利便性 を
更 に高 める｡
2) 情報 を迅速 に公 開す るため､ホームペー ジの内容的な充実 と使用の利便性 向

上､並び にデザイ ンの改善を行 う｡
3) これ らの情報公開にかかる広報戦略を検討す る広報企画会議 とそれ を支援す

る広報企画室 を設置 し､情報の一元的把握 と迅速 な社会的要請‑の対応 を 目指
す｡
4) プ レス懇談会 を開催 (
原則 として月 1回) し､報道機 関を活用 した広報活動

の展 開及び特別展示 の内見会 を行 う｡

Ⅴ.その他業務運営に関する重要 目標 を達成す るために とるべき措置
1 施設設備の整備等に関する目標 を達成す るための措置

①機構 と各機 関において､施設マネ ジメン トの体制 を構築 し､実施 に向けた活動 に努
める｡
(
ア)国文学研 究資料館 においては､
立川 市‑の移転に向けて､
土地の一部購入及び総合研究棟 の建設 工事に着手す るo
また､引き続 き次年度予定の施設建設 のため､施設整備費補助金 の確保 に努 める｡
(
イ)国際 日本文化研 究セ ンター においては､
1)図書資料 の収容能力が限界点に達 してい ること､マイ クロ資料､視聴覚資料
等 の保存 と利用のための施設 が狭隆化 してい ること､また今後増加す る電子 メ
デ ィアの効果的な提供が求 め られ ることか ら､収蔵能力の拡張等 によ り利便性
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の高い利用環境の整備 を図るため､関係施設増築のための施設整備費補助金の
確保 に努 める｡
2) 電話交換機更新 を実施す る｡

(
ウ
)総合地球環境学研 究所 においては､
創設 時の全体計画に基づ き､ pF I事業によ り施設整備 を確実に実施す ることと
総合研究棟及びセ ミナーハ ウス棟)の建設
し､ 16年度 においては新研 究施設 (
工事 に着手す るO
②研 究活動の推進及び研 究のための資料保存等 に必要な施設 の整備計画 を作成 し､計
画的な施設整備 を行 うとともに､研究施設等の適正 な確保 に努 める｡
(
ア)国立歴史民俗博物館 においては､
1) 共同研究､研 究者 .大学院生の増員等 による施設 の狭陰化 を緩和す るため､

また､AM S炭素年代測定法の実験研 究拡充 を図 るため､共 同研 究棟 の建設 に
向けた施設整備費補助金の確保 に努 める｡
2) 屋上防水改修 を実施す るO

(
イ
)国立民族学博物館 においては､
1)燥蒸施設 で殺 虫 ･殺菌 に使用 してい る臭化 メチル製剤がオゾン層破壊物質 と
2004年末全廃) を受 ける｡ よって酸化エチ レン ･CO2･N2ガス
して生産規制 (

薫蒸設備 に更新す るため､又施設整備計画策定にお ける基幹整備 (
電気設備 の
更新)等 の実現に向けた施設整備費補助金 の確保 に努 める0
2) 外灯設備改修 を実施す るD

③各機 関において､施設 の利用状況 を調査 し､施設 の合理化及び研究活動の支援 に必
要 な建物 ･設備等 の評価 を行 うための指導 ･助言 ･協力 をす る｡
④施設 の安全 で効率的な利用 ･管理 ･運営のため､施設 ･設備 の利用､維持管理及び
改修整備 の計画 を作成 し計画的な施設整備 を行 い､研究施設等の適正 な確保 に努 め
る指導 ･助言 ･協力 を行 う｡
2 安全管理 に関す る目標 を達成す るための措置

(
丑労働 安全衛 生法等 を踏 まえ､機構及び各機 関は､安全衛生管理体制 を整 える ととも
に､安全衛 生環境 の充実に努 める｡
②各機 関 ご とに労働安全衛生法等 に定める事項 について､安全衛生委員会 を設置 し､
所要 の事項 を審議 し､安全衛生管理等 の重要性 を周知 ･徹底す るO また､衛生管理
者 ･産業 医の設置 な ど所要の組織編成 を行い､教職員及び学生の安全衛生の徹底 を
図 る0
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③各機 関において､事故防止の対策 と災害発生時の対処 について､緊急連絡体制 を構
築 してマニ ュアル化 し周知 を図る｡ また､防災訓練等 を実施 して､教職員等の防災
‑の意識 の向上 を図る｡
④必要 な防犯設備 として､建物及び屋外環境 にお ける防犯 ･警備対応 の体制 を整備す
る｡
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平成 16年度

Ⅵ

大学共 同利用機 関法 人人間文化研究機構

年度計画

予算 (
人件費の見積 りを含む｡
)､収支計画及び資金計画
別紙参 照

Ⅶ

短期借入金の限度鏡
29億 円

Ⅷ

重要な財産 を譲渡 し､又は担保に供する計画
なし

Ⅸ

剰余金の使途
決算 において剰余金が発生 した場合は､教育研究､社会 との連携 ､国際交流､

移設整備等に充当する｡

Ⅹ その他
1 施設 ･設備に関する計画
(
単位

施設 .設備の内容
･立川団地総合研究棟 王

予定額
総額

財

百万 円)

源

施設整備費補助金

(57 8)

注)金客引ま見込みであ り､上記のほか､業務の実施状況等 を勘案 した施設 ･設備
の整備や､老朽度合い等を勘案 した施設 ･設備の改修等が追加 されることも
あ り得 る｡
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2 人事 に関す る計画

研 究 員的 に即 した柔軟 な教員 の確保 を図るため､任期制や公募制の活用 な ど､
研究者 の交流､流動化 を図るo
(
参考 1) 16年度の常勤職員数

4 17人

また､任期付職員数の見込み を 35人 とす る○
(
参考 2)平成 16年度の人件費総窺見込み

5, 527百万円

(
別紙 )
○予算 (
人件費の見積 りを含むo
)､収支計画及び資金計画

3 施設 .設備に関す る災害復旧に係 る計画
平成 1
6年 1
0月 に発生 した台風 23号 によ り被 災 した施設 の復 旧整備 をすみやかに
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(
別紙)予算 ､収支計画及び資金計画

二 二

｣
平成 16年度

予算
(
単位

区

金

分

収入
運営費交付金
施設整備費補助金
施設整備資金貸付金償還時補助金
自己収入
雑収入
産学連携等研究収入及び寄付金収入等
長期借入金収入

計

百万円)

額
ll, 630

578
144
159
159
202

0

12, 713

支出
業務費
教育研究経費
一般管理費
施設整備費
船舶建造費
産学連携等研究経費及び寄付金事業費等
長期借入金償還金

ll, 789
8, 601
3, 188
578

0

202
144

[
人件費の見積 り]
期間中総 窺 5,527百万円を支出す る｡ (
退職手 当は除 く)
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収
支
計
画l
平成 16年度

収支計画
(
単位

区

金

分

額

ll, 957
ll, 957
9, 885
4, 182
177
56
2, 976
2, 495
1, 786

費用の部
経常費用
業務費
教育研究経費
受託研究費等
役員人件費
教 員人件費
職 員人件費
一般管理費

0
0

財務費用
雑損
減価償却費
臨時損失

285

ll, 957
ll, 957
ll, 311
172
25

収入の部
経常収益
運営費交付金
受託研究等収益
寄附金収益
財務収益
雑益
資産見返運営費交付金等戻入
資産見返寄附金戻入
資産見返物品受贈毅戻入
臨時利益
純利益
総利益

0

164
5
279
1

0
0
0
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百万 円)

r
3
･
資
金
計
可
平成 16年度

資金計画
(
単位

区

百万円)

金 銀

分

12, 798
ll,672
897
144
85

資金支出
業務活動による支出
投資活動による支出
財務活動による支出
翌年度への繰越金

12, 798
ll, 991
ll,630
172
25
164
722
722

資金収入
業務活動による収入
運営費交付金による収入
受託研究等収入
寄付金収入
その他の収入
投資活動による収入
施設費による収入

0
0

その他の収入
財務活動による収入

85

前年度よ りの繰越金
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大 学 共 同利 用機 関法 人 人 間 文 化研 究機 構
年度 計 画

平成 17年 3月 2 9 日

･ l

目

次

Ⅰ.研究機構の教育研究等の質の向上に関する目標 を達成するためにとるべき措置
1.研究に関する目標 を達成するための措置

(
1
)研究水準及び研究の成果等に関する目標を達成するための措置

=‑=一
日一
一
日一
一
‑1

‑
HHHHHHHHHH 6

(
2)研究実施体制等の整備に関する目標を達成するための措置

2. 共同利用等に関する目標 を達成するための措置

(
1
)共同利用等の内容 .水準に関する目標 を達成するための措置
(
2)共同利用等の実施体制等に関する目標 を達成するための措置

一
一
日一
一
日一
一
日一
一
日一
一一9

HHHHHH一
一
一
一
一
‑一
･10

(
3)共同利用等に関するその他の目標 を達成するための措置

3.教育に関する目標 を達成するための措置
(
1
)大学院への教育協力に関する目標 を達成するための措置
(
2)人材養成に関する目標を達成するための措置

‑
‑
‑一
日一
日一
日一
日一
日一
日一
一
日‑
= ‑ 11

4.その他の 目標 を達成するための措置
(
1
)社会 との連携､国際交流等に関する目標 を達成するための措置

一
一
日一
一
日一
一
日一
一
一12

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置
1.運営体制の改善に関する目標を達成するための措置

2 研究組織の見直 しに関する目標 を達成するための措置

日一
一
一
一
一
一
‑‑‑
‑一
一
日一
一
日‑14
一
一
日HHHHHHHHH‑15

3 人事の適正化に関する目標を達成するための措置
4.事務等の効率化 ･合理化に関する目標 を達成するための措置

一
一
一
一
一
一
一
日一
日一
日‑16

Ⅲ.財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置
1.外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標を達成するための措置
2.経費の抑制に関する目標 を達成するための措置

3.資産の運用管理の改善に関する目標を達成するための措置

L

Ⅳ.自己点検 ･評価及び当該状況に係る情報の提供に関す る目標 を達成するためにとるべ
き措置
1 評価の充実に関する目標 を達成するための措置

2 情報公開等の推進に関する目標を達成するための措置

一
日‑=‑
HHHHHHH 17

V.その他業務運営に関する重要 目標 を達成するためにとるべき措置

1 施設設備の整備等に関する目標 を達成するための措置

2.安全管理に関する目標 を達成するための措置

Ⅵ

一一
一
一一
日一
一
日一
一
日一
一
‑一
一･18

一
一日一
一‑一一
一
一
日一
一‑一一
一
一一
日一一
日 19

予算 (
人件費の見積 りを含む｡)､収支計画及び資金計画 (
別紙) 一
一
日一
一
‑一
一
日
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Ⅶ .短期借入金の限度額

Ⅷ . 重要 な財産 を譲渡 し､または担保 に供す る計画

Ⅸ.剰余金の使途

Ⅹ

その他
1.施設 ･設備に関す る計画

2.人事 に関す る計画

(
別紙)予算 ､収支計画及び資金計画

2.収支計画
3 資金計画
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Ⅰ.研究機横 の教育研究等の質の向上に関す る目標 を達成す るために とるべ き措置
1.研究に関す る 目標 を達成するための措置

(
1
)研究水準及 び研究の成果等に関す る目標 を達成す るための措置
①大学共 同利 用機 関法人人間文化研 究機構 (
以下 ｢
本機構｣ とい う｡)が設置す る国
立歴史民俗博物館､国文学研 究資料館 ､国際 日本文化研究セ ンター､総合地球環境
以下 ｢
各機 関｣とい う｡)
学研究所及び国立民族学博物館 の 5つの大学共 同利用機 関 (
にお ける研 究水準及び研 究成果 を一層進展 させ るため､機構本部の企画連携室 を中
心に､機構 の各機 関が共 同 して研究テーマ ｢日本 とユー ラシアの交流 に関す る総合
的研究｣ を設定 し､新 たな人間文化研 究の推進 を図 る｡
②各機 関において次のよ うに研究活動 を推進す るO
(
ア) 国立歴史民俗博物館 においては､内外の研 究者 を組織す る研究プ ロジェク トと
して､共 同研究及び資料調査研究を実施す る｡
1)共 同研 究
基盤研 究 ｣｢
個別共 同研 究｣の 3つの型 を設定 して
共 同研 究 は ｢
基幹研 究 ｣｢
推進す る｡今年度 も引き続 き基幹研 究､基盤研 究の充実を図る｡
○基幹研究
･生業 ･権力 と知の体系に関す る歴史的研 究 (3年計画の 1年 目)
･交流 と文化変容 に関す る史的研究 (3年計画の 1年 目)
･神仏 と生死 に関す る通史的研究 Ⅰ (3年計画の 2年 目)

･20世紀 に関す る総合的研究 Ⅰ (3年計画の 2年 目)
○基盤研 究
a 資料 の高度歴史情報化 と資料学的総合研究

･縄文 ･弥生集落遺跡 の集成的研究 (3年計画の 1年 目)
･明治地籍図の集成 的研究 (3年計画の 2年 日)
･民俗研究映像の資料論的研究 Ⅰ (3年計画の 2年 目)
b.資料 の科学的調査及び総合的年代研究

･歴史資料 の材質 ･製作技法 と生産地に関す る調査研 究 Ⅰ(3年計画の 2年 日)
･高精度年代測定法 の活用 による歴史資料の総合的研 究 (3年計画の 3年 目)
･｢
高松宮家伝来禁裏本｣の基礎研 究 (4年計画の 3年 目)
C
.博物館学的総合研 究
･歴 史展示における ｢
異文化｣表象 の基礎 的研 究 (3年計画の 3年 目)
○個別共 同研 究
･日本歴 史にお ける水 田環境 の存在意義 に関す る終合的研究 (3年計画の 1年
目)な ど 10課題 の研究を実施す る｡
2) 資料調査研究プ ロジェク ト

館蔵 資料 を中心 とした歴史資料 の調査研 究プ ロジェク トを本格的に実施す
る｡

a
.館蔵砲術 関係資料 (2年計画の 1年 目)
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b.館蔵武器武具資料 (2年計画 の 1年 日)
C.館蔵弥生青銅器資料

(3年計画の 1年 目)

d. ｢
懐溜諸屑｣デー タベース化 のための調査研究 (2年計画の 2年 目)

e館蔵死絵資料 (4年計画の 1年 目)
￡館蔵直良 コレクシ ョン (4年計画の 2年 目)

g.館蔵見世物 コレクシ ョン (5年計画の 2年 目)
h.館蔵瓦 コ レクシ ョン (1年計画)
(
イ) 国文学研 究資料館 においては､既存 の研究領域 の再編成 と新 たな研 究手法の拡
張を 目指 し､次の研 究プ ロジェク トを実施す るo
1)基礎 的研 究
･日本古典籍特定 コレクシ ョンの 日録化の研 究 (6年計画の 2年 目)
･和刻本 (
五 山版 ･近世初期刊本)の研 究 (6年計画の 2年 目)
･近世後期小説 の横式的把握 のための基礎研究 (6年計画の 2年 日)
･東 アジアを中心 としたアーカイブズ資源研究 (6年計画 の 2年 日)
2) 総合 的研究

･学芸書 としての中世類題集 の研究 (6年計画の 2年 目)
･近世文芸の表現技法 ｢
見立て ･やつ し｣の総合研 究 (6年計画の 2年 目)
･古典形成 の基盤 としての中世資料 の研 究 (6年計画の 2年 目)
･平安文学 における場面生成研 究 (6年計画の 2年 目)
･開化期戯作の社会史研 究 (6年計画の 2年 目)
･経営 と文化 に関す るアーカイブズ研究 (6年計画 の 2年 目)

3)応用的研究
･本文共有化 の研 究 (3年計画 の 2年 目)
･文化情報資源 の共有化 システムに関す る研 究 (3年計画の 2年 目)
･アー カイブズ情報の資源化 とネ ッ トワー クの研究 (6年計画の 2年 目)
(
ウ
) 国際 日本文化研究セ ンター においては､ 日本文化 に関す る国際的及び学際的な
総合研 究 を､国内外 の研 究機 関､研究者 と協力 しつつ推進す る｡

1)外 国人研 究員 が参画す る共 同研究 を次の とお り 16件実施す る｡
･コマー シャル映像 にみ る物質文化 と情報文化 (3年計画 の 3年 日)
･京都 を中心 とした､日本 の伝統工芸の過去 ･現在 ･将来 (3年計画の 3年 目)
･日本文明史の再建 (3年計画の 2年 日)
･文化 としての植物 一 日本 の内 と外 ‑ (3年計画の 3年 目)
‑性欲 の文化史 (3年計画の 3年 目)
･公家 と武家 一官僚制 と封建制の比較文明史的研究 ‑ (3年計画の 3年 目)
･日本 の朝鮮 ･台湾支配 と植 民地官僚 (3年計画の 2年 目)
･戦 間期 日本 の社会集 団の相互 関係 とネ ッ トワー クについて 一政 ･官 ･軍 ･
メデ ィア ･経済界 ･教育事業家な どを中心に ‑ (3年計画の 3年 目)
･出版 と学芸 ジャンル の編成 と再編成 一近世か ら近現代 ‑ (3年計画の 3年 目)
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･近代東 アジアにお ける二字熟語概念の成立 に関す る総合的研 究 (1年計画 ･
国外公募継続)
･｢
関西｣史 と ｢
関西｣計画 一文化 の生成 と自然 的 ･社会 的基盤 ‑ (3年 計
画の 2年 目)
･日本 にお ける ｢
死の場所｣ と ｢
死生観｣の変遷 に関す る総合的研究 (1年計
画 ･国内公募)
･王権 と都市 に関す る比較史的研究 (3年計画 の 1年 目)
･前近代東アジア三国の交流 と文化的波長 (1年計画 ･国外公募)
･日本 にお ける住 まいの風土性 ･持続性 (1年計画 ･国外公募)
･｢
文明交流圏｣ としての ｢
海洋アジア｣ (3年計画の 1年 日)
2) 日本文化 の基盤領域 の研究に資す るため､比較文化映像資料研究等 の基礎領

域研 究 を実施す るO
3) ｢
文 明研究プ ロジェク ト｣ として､シンポジ ウムを開催す る｡

4)平成 16年度 に新設 した ｢
伝統文化芸術総合プ ロジェク ト｣ として国内での
研 究集会 を開催す る0

5)海外 における国際 シンポジ ウム等 を次の とお り開催す る｡
･海外 における 日本研 究会
･アジア太平洋 シンポジ ウム
6) 海外 に所在す る 日本文化 に関す る資料等 の調査のため教職員 を派遣す る｡ ま

た､
海外 で 日本文化研 究資料 に携わる専門家 との連携協力関係 を築 くとともに､
本セ ンターが収集蓄積 している文献資料 コ レクシ ョン､デー タベース等の PR
と利用 の普及 を図るため､次の国際会誌 に出席す る｡

･EAJ
RS(
Eu
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nO
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n
e
s
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s
o
u
r
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s
t
s 日本資料専門家
欧州協会)

･CEAL(
Co
u
n
c
l
lo
nEa
s
tAs
l
a
nLi
b
r
a
ne
s 東 アジア図書館協議会)
7)欧米 中心の ｢
外書 (
海外で発刊 された 日本文化 に関す る外 国語書籍 )｣ の収
集範囲 を中国､韓国､東アジア地域 に拡大す るo
(
ェ)総合地球環境学研究所 においては､
1)以下のプ ロジェク ト研究 を推進 し､地球環境学 に係 わる独創 的かつ領域横断
的な総合研究 を進 め､国内外のネ ッ トワー ク作 りに資す る｡ それ とともに､ワ
ー クシ ョップや研究集会 を開催 して研究成果 を共有す る｡
･乾燥地域 の農業生産 システムに及 ぼす地球温暖化 の影響
･近年 の黄河の急激 な水循環変化 とその意味す るもの
･大気 中の物質循環 に及ぼす人間活動 の影響 の解 明
･持続 的森林利用オプシ ョンの評価 と将来像
･北東 アジアの人間活動が北太平洋 の生物生産 に与 える影響評価
･琵琶湖 一淀川水系 にお ける流域管理モデルの構築
･亜熱帯島境 にお ける 自然環境 と人間社会 システムの相互作用
･水資源変動負荷 に対す るオアシス地域 の適応力評価 とその歴史的変遷
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･アジア ･熱帯モ ンスー ン地域 にお ける地域生態史の統合的研究 :1945‑

2005
･地球規模 の水循環変動並び に世界の水 問題 の実態 と将来展望
機 として 一
･都市の地下環境 に残 る人間活動 の影響
･社会的､生態的そ して地球環境 問題 としての遺伝資源 の喪失
･日本列島にお ける人間一 自然相互関係 の歴史的 ･文化的検討
2) プ ロジェク ト研 究を開始す る前駆的な研究 として ､ 7件程度の予備研究 を実

施す る｡予備研究においては､プ ロジェク ト形成 のための周到な準備 と準備計
画 を推進 し､本格的な研 究プ ロジェク トとして確立す るよ う努 める｡

3)将来の地球研 のプ ロジェク ト研 究のシーズ として発展 の見込まれ るイ ンキュ
ベー シ ョン研究の提案 を所内で募 り､全所的な検討 を経 た上で､地球研イ ンキ
ュベー シ ョン研究 として立ち上げる｡

4)地球環境 に関す る調査資料 の分析 ･解析 を行 うためのシステムを整備す る｡
5) 地球環境学 にす る国際シンポジ ウム (
平成 18年度 開催) を実施開催す るに

あた り,平成 17年度 はそのプ レシンポジ ウムを 6月及び 10月の 2回に分 け
て開催す る｡併せて国際シンポジ ウムの企画及び準備 を行 う｡
(
オ) 国立民族学博物館 においては､
1)共同研 究 として､文化人類学 ･民族学及び関連諸分野 を含む幅広い研究､及
び本館 の所蔵す る資料 に関す る研 究 な どとして､ ｢
中国の社会変化 と再構築 ‑
革命 と実践 と表象 を中心 に｣､ ｢
国立民族学博物館所蔵 資料 の総合 的保 存管理
:システム構築にむけての基礎的研究｣､ ｢
開発援助 の人類学的評価法｣な ど､
募集
継続課題 26件 を実施す る｡ さらに 10月か ら開始 され る新規 申請課題 (
中につ き件数未定)を実施す る0

2)機 関研 究 ｢
新 しい人類科学の創造｣ を 4つの研究領域 にわたって､引き続 き
実施す るO
･研 究領域 ｢
社会 と文化 の多元性｣ においては､ ｢
運動 の現場 にお ける知の再
編｣な ど

･研 究領域 ｢
人類学的歴史認識｣では ｢
ユー ラシア と日本 一 交流 とイメー ジ｣
など
･研 究領域 ｢
文化人類学の社会的活用｣では ｢日本 における応用人類学の展開
のための基礎研究｣､ ｢
災害対応 プ ロセスに関す る人類学的研究｣な ど
･研 究領域 ｢
新 しい人類科学の創造｣では ｢
テ クス ト学の構築｣な どのプ ロジ
ェク トを実施す る｡
3) 多様 な文化 の共生に資す る新 しい世界認識 の確 立を 目指 して､有形 ･窯形の

文化 資源 に関す る文化資源 プ ロジェク トを引き続 き推進す るo
③機構本部 の ｢
人間文化研究総合推進検討委員会｣において､人間文化 に関す る総合
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的研究推進 の方 向､推進すべ き領域 ､課題及びそのための研 究体制の構築等 につい
て検討 を行 う｡
④各機 関において､出版物 の充実 をは じめ として､展示 ･情報発信 な どの多様 な方法
を用いて､社会への貢献 に努 める｡
(
ア)国立歴史民俗博物館 においては､
1)共 同研究な どの研究成果 は 『国立歴史民俗博物館研究報告』として刊行す る｡
2)研 究成果 を速やかに常設 の総合展示に反映 させ るとともに､共 同研究な どに

基づいた企画展示等 を開催す る｡
3) さらに 日常的な研 究成果 を迅速 に公開す るため､研究速報展示 を開催す るO

(
イ)国文学研究資料館 においては､
出版物 の刊行及び展示等 の方法 によって研究成果の公 開及び普及 に努 めるO
(
ウ) 国際 日本文化研究セ ンターにおいては､
1)研 究成果等 をと りま とめた 『日文研叢書』及び 『日本研 究』 を引き続 き出版

す る0

2)研究論文等 を英語論文誌 『
J
APAN REVI
EW』 として引き続 き出版 し､広 く
海外 の研 究機 関に配布す る0
3) 日文研 にお ける研 究活動の最 良の成果 を ｢
欧文モ ノグラフ｣ シ リーズ として

引き続 き刊行す るO
4) 『日本研 究』､『
J
APAN REVI
EW』 をデ ジタ/
レアーカイブ としてデー タベース

化 し､インターネ ッ ト上で公 開 してい く｡
(
ェ)総合地球環境学研究所 においては､
1)研究プ ロジェク トの研 究成果等 を とりま とめ､一般市民向けに出版す る ｢
地
球研叢書｣及び地球研 の研究者 らが 自らの研 究成果 を一般 向けにま とめた ｢
地
球研 ライブラ リー｣ を 16年度 に引き続 いて出版す る｡ また､一般読者 を対象
に した雑誌 の発刊 に向けた準備 を行 う｡
2) ホームペー ジを充実 させ ､地球研セ ミナーや各プ ロジェク トが開催す る公開

シンポジ ウムの案 内な どを含 めた多面的な発信 の場 とす る｡
3) 総合地球環境学研 究所紹介 ビデオの作成 を検討す る｡

(
オ) 国立民族学博物館 においては､
1)研 究成果 を研 究者 コ ミュニテ ィー並び に社会 に公 開す るために､『国立民族

学博物館研究報告』､『民博通信』､『
Ml
n
pa
k
u Ne
ws
l
e
t
t
e
r
』 な どの出版物 を刊行

J
CAS
す る｡ また､地域研 究企画交流セ ンターでは､『連携研 究成果報告書 』『
』 の刊行 に加 え､ コンソーシアム との連携 を基盤 に 『地域研
Sy
mpo
s
l
um Se
r
i
e
s
究』 の刊行 を行 うな ど地域研 究の社会的発信 を促進す るC
2) 研 究成果 を展示 に反映 させ るため､常設展示場 の展示の改編 に着手す る0
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3) 特別展及び企画展 を各 々複数回開催す る｡
(
2)研究実施体制等の整備 に関す る目標 を達成す るための措置

各機 関においては､多様 な形態 の研究が推進 できるよ う､
研 究組織 の見直 しを行い､
以下の よ うな研 究実施体制 の整備 を進 める｡

(
ア)国立歴 史民俗博物館 においては､平成 16年度 1研究部 に再編成 した研究部 の
内部組織 について､新 たな 日本歴史の学際的研 究に対応す る組織 として構築す る
ため､検討 を開始す るQ
(
イ
) 国文学研 究資料館 においては､昨年度組織 した 4研究系体制 の効率的で円滑な
運営 を図 る｡
(
ケ
) 国際 日本文化研 究セ ンター においては､海外の 日本研 究機 関及び 日本研究者 と
連携 ･交流 を強化 (
海外拠点形成等)す るため､調査 ･研 究を実施す る体制 を整
備 す る｡
(
エ)総合地球環境学研 究所 においては､
1)昨年度 と同 じ体制で引き続 き研 究を推進す る｡
2)研 究推進セ ンターでは､研究推進セ ンター運営連絡会 の リーダーシ ップのも

とで平成 16年度 に立てた計画に基づき､推進プ ロジェク トを立ち上 げる｡
(
オ) 国立民族学博物館 においては､次の とお り研究実施体制 の整備 を進 める｡
1)平成 16年 に行 った 3研 究部 2セ ンター‑の改組 を うけて､各研究部 ･セ ン
ター の機能強化 を進 める とともに､相互の有機 的な連携 を図 り､機 関 としての
総合的な戦略 に基づ く研究体制 を整備す るC
2) ｢
研 究戦 略セ ンター｣では､先端 的研 究､学際的研 究を総合的な研 究戦略 を

構築す るた めに､E
E
l
内外 の研 究動 向及び社会的要請 の調査 を強化す る｡ ｢
文化
資源研 究セ ンター｣では各種文化資源 の整備 と活用 に関す る 5分野の研 究プ ロ
ジェク トを推進 し､それ らをよ り効果的に社会 に活用す るための方策 を練 る｡
3) 国立民族学博物館 に附置 されている ｢
地域研究企画交流セ ンター｣において

は､ 2004年 4月に発足 した全国的な地域研究に関す る協力システムである
地域研 究 コンソー シアムの拠点 としての体制 を強化 しつつ､それ に資す る方 向
で引き続 き同セ ンターのあ り方 を見直すoその一環 として､ コンソー シアム国
際連携 プ ロジェク トな どの連携 ･共 同研究､国際シンポジ ウム､国際共同地域
研 究な どを実施 し､大学等 に開かれた地域研 究の推進 と体制整備 を実施す る｡
2.共同利用等 に関す る 目標 を達成す るための措置

(
1
)共 同利用等の内容 ･水準 に関す る目標 を達成す るための措置
(
》各機 関にお けるそれぞれの基盤領域 に関す る共同研 究を実施 し､国内外 の研 究機 関
及び研究者 との連携 ･協力 を促進す る｡
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(
ア)国立歴史民俗博物館 において今年度実施す る共 同研究 (
前掲 1の (
1
)の②の (
ア))
の うち､基幹研究については､非常勤研究員 を公募 してその研 究に専従 させ ､研
究の進展 を図るO また､基盤研究 については､国内外の大学やその他の研究機 関
等 の研 究者 の協力 を得て資料研究 を進 める｡
(
イ) 国文学研究資料館 においては､大学共同利用 の促進 を見す え､前掲 (1の (
1
)
の② の (
イ))の研究プ ロジェク トの うち､下記 の課題 による共 同研 究 と招蒋海外
研 究員 による共同研 究及び公募 による共同研究を行 うO
特 に今年度 は､情報事業セ ンターの調査収集事業 と連動 した新 たなタイプの共
同研究の実施 に向け具体的検討 を開始す る｡
1) 日本古典籍特定 コレクシ ョンの 目録化 の研究
2) 近世後期小説 の様式的把握 のための基礎研究

3) 開化期戯作の社会史研究
4) 東 アジアを中心 としたアーカイブズ資源研 究
5) 文化情報資甑の共有化 システムに関す る研 究

(
ウ
) 国際 日本文化研究セ ンター において は､
1)共 同研 究の うち ｢｢
関西｣史 と ｢
関西｣計画 一文化 の生成 と自然的 ･社会的
基盤 ‑｣及び ｢日本文明史の再建｣ について産官学共同研 究 として実施す る｡
2) ｢
文明研究プ ロジェク ト｣ としてシンポジ ウムを開催す る｡

3)海外 にお ける国際シンポジ ウム等 を 2件 開催す る｡
･海外 にお ける 日本研究会
･アジア太平洋 シンポジウム
4) 共同研究にお ける研 究成果 として､国際研究集会 を 3回開催す る｡

(
ェ)総合地球環境学研 究所 においては､
1) プ ロジェク ト研 究 と予備研 究を通 じ､分野横断的な立場か ら､国内外の研究

者 による共同研 究を実施す るo今年度 は特 に､プロジェク ト横断的な試み (
例
えば共 同研究会 な ど) を追求す る0
2) 平成 18年度 に完成す る新研究施設内で､共 同研究者の研究環境 を整 えるソ

フ ト面での整備 を検討す る｡具体的には､共 同研究者の施設利用､宿泊施設等
のマニュアルの整備 ､セ ミナー重の効率的利用のための方策 の検討並びにその
ための所 内委員会の設置な どである｡
(
汁) 国立民族学博物館 においては､共同研究を公募 を含 めて募集 し､研究者 コ ミュ
ニテ ィの代表者 を交えた共同利用委員会において審査す る とともに､研究終了時
に共 同研究報告会 を実施 し､同委員会及び運営会議で審議す るo
1
)の② の (
オ) を参照｡)
(
共 同研究の実施 については､前掲 1の (
②各機 関においては､研究資料及び 情報の計画的な収集 ･整理並び に保存 を行 うとと
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もに､ この方面 における各機 関の連携 ･協力 を促進 し､国内外の研 究者 の広範な利
用 に供す る｡
(
ア) 国立歴史民俗博物館 においては､ 日本 の歴史 と文化 に関す る資料 を収集す る と
ともに､整理 ･調査 し､目録 ･図録やデータベースを作成 して共 同利用 に供す る｡
1) 日本歴史文化資料の収集 ､海外流 出資料 の調査 ･収集 を進 める｡新 たな歴史

像再構築のため､展示等 に活用で きる資料価値 の高い ものを計画的 ･効率的に
収集す る｡
2) 歴史 ･考古 ･民俗資料の復元的資料制作 を行 う｡

3) 目録又 は図録 の刊行､デー タベース等の構築 とイ ンターネ ッ トによる公 開を
進 める｡

4)蓄積 され た歴史資料及びデー タベース等 の有効活用 を図る とともに､新 たな
歴史像 の創造 を 目指 した総合展示 リニューアル に関 しては､引き続 き展示室の
実施設計 を行い､併せて､資料調査､資料製作､資料購入等 を実施す るO
(
イ) 国文学研 究資料館 においては､
1)国内外 の研究者 ･研究機 関等 との緊密 な協力の もとに､資料 の特性 を踏 まえ

た調 査 と､それ に基づ く計画的な収集 を実施す るO
また､研 究上価値 の高い原本資料 を収集す る｡
特 に今年度 は､従来の達成 を現在 の研 究水準か ら見直 し､新 しい研 究動向に対
応 した調査収集活動の検討 に着手す る｡
2) 日本文学及びアーカイブズに関す る各種デー タベースの充実 を図る｡
3) 日本文学 に関す る研究情報 を網羅 した ｢
国文学年鑑｣のデー タ作成 ､編集 を

行 う｡前年度版 の出版 を行 う｡
4) 収集 した資料 ‑情報 を適切 に整理 ･保存管理 ･デー タベース化 ･提供 を進 め

る とともに､新 たな資料提供 の方法 について検討す る｡
(
ウ
)国際 日本文化研究セ ンターにおいては､
1)大型 コ レクシ ョン整備 の一環 として､ ｢
プランゲ文底 (
新 聞コ レクシ ョン)｣

フルセ ッ ト版 を収集す るO (2年計画 の 1年 目)
a
2) 研 究用 に外部商用データベースを導入す る0

3) 日本研 究基礎資料高度利用情報 システムを構成す る情報共有化 システム及び

多言語対応 システムを導入 し､ 日本研究資源 を国内外の 日本研 究者 によ り利用
しやすい形態で提供できる環境 を整備す るO (3年計画の 3年 目)
4) 稀本 ･資料データベース､研究支援デー タベース､他機 関連携デー タベース

な どの構築 を引き続 き推進す る｡
(
エ)総合地球環境学研究所 においては､各プ ロジェク トが集積す る 1次資料 のデ ジ
タル アーカイブ化 のための基本方針 の策定を行 うo
(
オ)国立民族学博物館 においては､
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1) 国内外で各種資料 の収集 ･映像取材 を行 うとともに､その整理 ･編集 ･情報
化 を進 め､音響資料デー タベース､標本資料データベース及 び各種研 究デー タ
ベー スな どのデー タベースや コンテ ンツとして公開す る｡ 同時にこれ ら資料 と
既存 の資料が有機 的に連携できるデ ジタル ･アーカイブズの構築 を推進す る｡

2) 国立情報学研 究所 と協力 して､外 国語文献の遡及入力 を行 う｡
3) 各種資料 の保存 ･管理 システムの機能強化 を図 るための調査研究 を継続す る

とともに､その一部の実用化 を推進す る｡
③機構本部 において､各機 関のデー タベースの網羅的検索システムを設計､実装実験
を実施 し､平成 18年度以降に調達す るシステムを策定す る｡
(
参各機 関の 目的に沿 った､共 同利用 の充実に努 めるo
(
ア) 国立歴史民俗博物館 においては､
研究委員会で共同研究の立案 と実施 にあたる｡
また､共 同研 究や資料研 究に外 国人研 究者や リサーチアシスタン ト ･大学院生が
参加 で きるよ う配慮す るo
(
イ) 国文学研究資料館 においては､共同研 究委員会 において､共同研 究の企画立案
及び実施 を図るとともに､共 同研究の公募枠 を拡大す る｡
(
ウ
) 国際 日本文化研 究セ ンターにおいては､共同研 究の課題 について､国内 1件 ､
国外 2件 を公募 し､また､共同研究員 の国外公募 を 1件実施す る｡
(
ェ) 国立民族学博物館 においては､研 究者 コミュニテ ィの代表者 を交 えた共同利用
委員会 において､共 同研究の公募枠､審査基準の在 り方及び運営方法な ど､それ
らの見直 しを含 めた議論 を行い研 究の活性化 を図る｡
⑤海外関係諸機 関 との連携 ･協力のための調査研究を行 う｡
(
2)共 同利用等の実施体制等 に関す る目標 を達成す るための措置

経営協議会｣及び各機 関に置かれ る ｢
運営会議｣ にお ける意
① ｢
教育研 究評議会｣｢
見 を引 き続 き積極的に取 り入れ る｡
②各機 関の所蔵 資料デー タベースを横 断検索す る仕組みを構築す るための検討 を開始
す る｡
(
ア) 国立歴史民俗博物館 においては､館蔵資料 に関す る閲覧 システムの迅速化 と即
日閲覧の充実に努 め､研究者等‑の情報提供 をよ り一層推進す るO
(
イ
)E
E
l
文学研 究資料館 においては､情報事業セ ンター を中心に､所蔵資料の調査収
集 か ら利用 に至 る事業のよ り効率的な運営 を図るとともに､機構 内他機 関 と協力
し､国文学研究資料館 の情報資源環境 を整備す る｡
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(
ウ
) 国際 日本文化研 究セ ンターにおいては､ 日本研 究基礎資料高度利用情報 システ

KATSURA 31 3)の整備 ･開発 によ り利用者 の利便性 を向上 させ るO
ム (
(
エ) 国立民族学博物館 においては､所蔵資料 に関す る情報提供 にかかる情報環境の
整備 ･改善 を図るO
③海外の研 究者 ネ ッ トワー ク との連携 を強化 し､国際的協業の基盤整備 に努 める｡
④各機 関において国内外 の研 究者 の受 け入れ ･共同研 究の公募 ･客員教員 の採用等 を
積極的に図る｡
(
3)共同利用等に関す るその他の 目標 を達成す るための措置

①共 同利用者 に対す る各種情報 の提供 を行 うため､各機 関のホームペー ジを充実 させ
る と同時 に､出版 ･研究集会等 を通 しての双方 向的な情報や成果 の共有､共 同利用
に関す る積極 的な情報公 開等 を進 める｡
②共 同利用者 のための施設設備 の充実を図る｡
国文学研 究資料館 においては､移転 を控 え､立川総合研 究棟 の整備計画の中におい
て共 同利用者 のための施設設備 の充実 を図る｡
③大学 ･研 究機 関等 と連携 したデー タベース構築､マルチメデ ィア対応 の検索システ
ム と独 自の コラボ レー シ ョン ･システムの構築について準備 を進 め､学術研究の進
展 に即 した共 同利用の体制 の整備 に努 める｡

3 教育 に関す る 目標 を達成す るための措置
(
1
)大学院への教育協力に関する 目標 を達成す るための措置

(
D国立歴史民俗博物館 ､国文学研究資料館､国際 日本文化研究セ ンター及び国立民族
学博物館 においては､本機構 と総合研究大学院大学 との協定 に基 づ き､同大学院博
士課程教育 を､各機 関の基盤 的研究 と一体的に以下の とお り協力 ･実施す る｡
(
ア) 国立歴史民俗博物館 においては､大学院教育の よ り一層 の充実 を図る0
1) 教育カ リキュラムの改正‑の検討 を開始す る｡
2) 日本歴史研究専攻 の紹介のためにホームペー ジの充実に努 める とともに公 開

講演会 を開催す る｡

3)応募方法の簡略化 を図る｡
(
イ) 国文学研 究資料館 においては､ 日本文学研究専攻 として､原典資料 を活用 した
先進的な 日本文学研究の教育研究 を進 め､人材 を育成す る｡
(
ウ
)国際 日本文化研究セ ンター においては､国際 日本研究専攻 において､大学院教
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青のよ り一層の充実を 目指 し､ゼ ミナール形式の授業科 目を新設する｡
(
ェ)国立民族学博物館 においては､地域文化学専攻及び比較文化学専攻において､
よ り充実 した教育 ･研究指導を行 う｡
②他大学所属の大学院生を特別共同利用研究員 として積極的に受け入れ､専門的研究
指導 を行 うな ど､総合研究大学院大学以外の大学院教育に協力す る0
(
ア)総合地球環境学研究所においては､総合研究大学院大学を含 めた大学院生を特
別共同利用研究員 として積極的に受け入れ専門的研究指導を行 う｡
(
イ)国立民族学博物館 においては､総合研究大学院大学文化科学研究科地域文化学
専攻 ･比較文化学専攻の授業の うち､特別共同利用研究員の聴講可能なものを増
や して専門的教育指導を充実 させ る｡

(
2
)
人材養成に関する目標 を達成するための措置
①各機 関において､共同研究等を組織す る際､競争的外部資金の活用等によ り､積極
的に国内外の若手研究者 の参加 を促進する｡
②各機 関において､若手研究者育成の観点か ら適切な領域に リサーチ ･アシスタン ト
を採用 し､人材の育成 を積極的に図る｡
③各機 関それぞれにおいて､人材養成のための以下の措置を実施する｡
(
ア)国立歴史民俗博物館においては､若手研究者の養成のために非常勤研究員､ リ
サーチ ･
アシスタン ト､大学院生､特別共同利用研究員､外来研究員な どを各種
研究プ ロジェク トに参加 させ､ 日本歴史を学際的に研究 し得 る人材の養成 を進 め
る｡
(
イ
)国文学研 究資料館 においては､研究プロジェク ト及び資料の調査収集 に若手研
究者 を参加 させ､人材育成を促進す る｡
(
ウ
)国際 日本文化研究センターにおいては､外務省､国際交流基金 と連携 し､海外
の若手研究者の育成や 日本研究関係学科等の創設 に関す る助言 ･指導を行 うO
(
ェ)総合地球環境学研究所においては､引き続 き国内外の若手を､ リサーチ･
アシ
スタン ト､非常勤研究員等 として積極的に雇用 し､人材育成 を図る｡また､プロ
ジェク ト研究のメンバー として登用 して研究者ネ ッ トワー ク‑の参加 を促す よ う
配慮す る｡
(
a)国立民族学博物館においては､研究機関研究員､共同研究員､特別共同利用研
究員及び外来研究員の諸制度 を活用 し､文化人類学 (
民族学) とその隣接分野の
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人材養成に資す る｡

4 その他の 目標 を達成するための措置
(
1
)社会 との連携､国際交流等に関する目標 を達成するための措置

①公開講演会 ･展示 ･ホームページや出版等の多様な活動を通 じて､研究成果 を社会
‑普及 させ るとともに､社会 との連携 を積極的に推進する｡
人間文化研究機構の設置の意義 とその活動を公開 ･普及 させ ることを 目的 として､
ホームページを充実 し ･講演会 ･シンポジウムや出版等 を積極的に推進す る｡講演
会 ･シンポジウムは､大学等の諸機 関と共催 して実施す るO

(
ア)国立歴史民俗博物館 においては､
1)研究成果 を､総合展示の リニューアル ･企画展示等 として表象化 して社会に

還元 ･普及 を図るC
2) 日本の歴史 と文化の先端研究の現状を理解 してもらうため､歴博 フォーラム

･講演会 ･れきはくプロムナー ド展示な どの広報 ･普及活動 を推進する｡

3)国際交流委員会のもとで計画的に国際学術交流を図る｡
(
イ
)国文学研究資料館においては､
1) 日本文学の普及を図 り､古典について広 く深 く理解 してもらうため､特定
のテーマについて､第‑線で活躍 している研究者 による連続講演を開催す る0
2) 日本文学研究の最新の動向を広 く一般にJ
n介 し普及 を図るためシンポジウム

等を開催する｡
3) 日本文学の普及を図ることを 目的 として当館所蔵の古典籍や他機 関所蔵の貴

重な古典籍などを展示す る｡
(
ウ
)国際 日本文化研究センターにおいては､
1)外国人研究者の研究発表機会の提供及び一般市民 との交流を目的 として､ 日

年 1 1回)を開催する｡
文研 フォー ラム (
年 1 1回)､木曜セ ミナー (
2)研究成果の一般社会‑の提供 として､学術講演会 (
年 4回)､公開講演会 (
午

3回)を開催する｡
3) 一般公開 として施設を公開 し､研究資料の紹介や所蔵の貴重図書 ･写真等を

公 開す る｡ (
年 1回)
4) 教員が小学校へ出向き､児童に分か りやすい内容で学問の一端を紹介す る授

業を行 う｡ (
年 1回 (8コマ))
5) 地域 と連携 し､文化芸術活動などの事業等を実施する｡

6)特別講演会を実施する.
(
ェ)総合地球環境学研究所 においては､
1)研究成果の公開を 目的 として､地球研 フォーラム､地球研セ ミナー､市民セ
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ミナ‑ を開催す る｡
2) マス ･コミとの懇談会 を定期的 に開催 し､研 究所の存在､研究内容､活動状

況等の広報 に資す る｡

3) ホー ムペー ジの充実 を図るとともに 『要覧 2005』 の刊行 と研 究年報 ､研
究者総覧､ 自己点検 ･評価資料 となる 『年報 2004』 を刊行す る｡

4)地球環境学に関す る国際シンポジ ウムの場 を利用 して､海外 の研 究者 コミュ
ニテ ィ‑のア ピール に努 める｡
5) 同時 に､新研 究施設 に新たに展示 スペー スをお き､地球研 の考える環境 問題

の捉 え方や研 究内容 を紹介す る｡
(
オ) 国立民族学博物館 においては､
1)展示活動 の充実 を図 るとともに､常設展示場 の展示の改編 に着手す る｡
2) 巡回展 ･共催展 を複数回開催す るほか､次年度以降の計画立案 のためE
g内外

博物館 との調整 を行 う｡
3) 国内外 の主要な博物館 ･美術館 との機能的な連携 を 目指 した国内 ･国際ネ ッ

トワー ク形成 を図る｡
4) 社会 と連携 した博物館活動の一環 としてボランテ ィアや各種学習団体 ･教育

機 関 と連携 して普及精勤 を推進す る0
5) 研 究成果 を広 く一般 に公開す るため学術講演会 な どを実施 し､また､パ フォ

ーマ ンスや映像 な どは研究公演 ･映画会 として広 く公 開す る｡

6)研 究の成果 は､各種 出版物 はもとよ り､ホームペー ジな どを活用 し､迅速 か
つ広範 に広報す るO
②各教育 ･研 究機 関､地方 自治体等の専門職員の研修 を実施 ･協力す る｡
(
ア) 国立歴史民俗博物館 においては､
1)歴 史民俗資料館等 において､歴史資料 ･考古資料 ･民俗資料等の保存活用 を
担 当す る者 に対 し､専門知識 と技能 の向上 を 目的 とした ｢
歴史民俗資料館等専
門職員研修会｣ を文化庁 とともに実施す る｡
2)展示 を学校教育､生涯教育 な どで活用す るために､学校教員等研修 を実施す

る｡
(
イ) 国文学研 究資料館 においては､次の とお り研修 を実施す る｡
1) 日本古典籍講習会
図書館 司書を対象 に 日本首典籍 に関す る専門知識や取扱方法 ･日録及びデー タ
ベース化 の方法等 についての講習会 を開催す る｡
2) アーカイブズ ･カ レッジ

多様 な史資料 を取扱 う専門的人材 を養成す るため､長期 コース､短期 コースを
それ ぞれ 開催す る｡
(
ラ) 国立民族学博物館 においては､独 立行政法人国際協力機構か らの委託事業 とし
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て､世界各国のキュ レー ターを対象 とした ｢
博物館学集 中コース｣ を継続 し､滋
賀県立琵琶湖博物館 との連携 をもとに､円滑な運営 を図る｡
③諸外国の研 究機 関等 との関係 の構築 を図 り､外国人研究者 の招鴨 ､研 究者 の海外派
遣 を進 める とともに､国際研 究集会 ･国際シンポジ ウムの開催やそれ‑の研 究者の
参加 を積極的に支援す る体制 を促進す るO
(
ア) 国立歴史民俗博物館 においては､外国人研 究員 を招聴 し､学術研究の推進 を図
る とともに国際研 究集会な どを積極 的に開催す るO
(
イ) 国文学研究資料館 においては､
1)外 国人研究者 を招碑 し､学術研 究の推進 を図 る0
2) 国内及び海外の研究者 の交流 を深 め､国際的な視野か ら我 が国の文学の研 究

を発展 させ ることを 目的 として､国際 日本文学研究集会 を開催す るo特に､外
国人若手研 究者 の育成 に重点 を置 く｡
(
ウ
) 国際 日本文化研究セ ンター においては､海外研究交流室 において 日本研 究の情
報収集 ･分析 のあ り方 について検討 を開始す るO
(
ェ)総合地球環境学研 究所 においては､
1)研 究プ ロジェク トが海外研 究機 関 との研究協定を結ぶのに合わせ て､関係諸
機 関 との間で､研究者 の招‑いや派遣 を積極的に推進す る｡ また､国際研究集
会や 国際 シンポジ ウムの開催 を支援す る｡
2)招‑い外 国人研究員 を､プロジェク トの コア ･メンバー とし共同研 究を行 う

ほか､研 究所 の運営方針 についての意見 を求める｡
(
オ) 国立民族学博物館 においては､フランス ･人間科学研究所 と学術交流 に関す る
合意書に基づいて､研究交流や研究協力の具体的な実施 を図 るO
④ 国際学術機 関 との研究協力及びE
E
l
際交流基金等 の関連諸機 関 との連携 を通 じて､学
術的 ･技術的支援 を進 める国際貢献のための体制 を検討す る｡
G)
知的財産共有セ ンター (
他 の大学共同利用機 関法人 との連合組織) と連携 し､知的
財産の管理 ･活用等に努 める｡
Ⅱ.業務運営の改善及び効率化 に関す る目標 を達成す るために とるべ き措置
1.運営体制の改善に関す る 目標 を達成す るための措置

(
∋役員会は､機構 の重要事項 について審議す る｡機構長 の下におかれ る各機 関の長等
を含む機構会議 において､各機 関間の調整及び協議 を行 うo
②理事 は､組織 の効果的 ･機動的な運営のため管理運営､
共 同研 究 を含む共 同利用､
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評価 ･企画､研究情報の整備充実･
広報等重要事項について機構長を補佐す る｡
③機構本部 におかれ る事務局の充実を図 り､新たに財務課を設置す る｡
④機構本部及び各機 関の代表す る者が構成する企画連携室を通 じて各機 関間の研究連
携等を一層促進す る｡
(
9外部資金の情報収集等研究支援のための事務組織 として機構本部総務課の充実を図
る｡
⑥各機 関に置かれ る運営会議における研究者 コミュニティ等の意見を機関運営に反映
させ るよ うに努めるO
⑦各機 関の長 が組織する会議等の機能､権限を明確 に し､
適切な運営を図る｡
⑧各機 関への基盤的経費は､各機 関の括動に基づ く資源配分を原則 として行い､これ
に加 えて企画連携重の活動な ど機構全体に関わる事項に対 して配分を行 う｡また､
機構長及び機 関の長の リーダーシップが発揮できるよう戦略的運営を図るため､裁
量経費 を措置す る｡
⑨社会保険労務士及び弁護士 と顧問契約 を締結す るな ど､必要に応 じ機構運営に財務
会計や人事労務の外部専門家を活用す る｡
2.研究組織の見直 しに関する目標 を達成するための措置

研究実施体制 の整備 に関す る目標 を達成するための見地か ら､
所要の措置を実施す る｡

3 人事の適正化に関する目標 を達成するための措置
①各機 関の特性 を踏まえつつ､引き続 き人事管理システムを検討す る｡
②各機 関にお ける研究者及び事務系職員の配置は機関の長の裁量に委ねる｡
各機 関においては､業務の適正な執行 を図る観点か ら､引き続 き運営体制､職務 ･
責任分担及び役割分担の見直 しを行い､職員の適正配置に努 める0
③研究者 の任期制については､引き続 き現行の適用範囲等の拡充を検討する｡ また､
公募制や研 究者の外部資金による若手研究者 の任期付 き採用を通 して､引き続 き機
動的で柔軟 な教員の配置を図る｡
④事務職員 ･技術職員の採用は､競争試験又は選考によることとし､競争試験は国立
大学法人等採用統一試験により実施す る0
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⑤事務職員 ･技術職員について､大学等 との人事交流を推進 し､人事の活性化を図る｡
(
9勤務評定実施のための要項等を整備す るとともに職員研修の充実に努め､業務 に必
要な知識､技能を高め､職員の資質の向上を図る｡
4

事務等の効率化 ･合理化に関する目標 を達成するための措置

①機構本部の役割 ･機能を踏まえた事務体制の整備 を進めるとともに､引き続 き事務
の一元化 ･集 中化に努め､効率的な事務体制を構築す るよう努める｡
(
参機構本部及び各機関は､引き続 き事務情報化を積極的に推進 し､業務の合理化 ･効
率化 ･迅速化 を図るo
(
参人事給与及び共済システム一元化 に伴 う事務体制 を整備す るとともに外部委託につ
いて引き続 き検討するO
Ⅲ.財務内容の改善に関する目標 を達成するためにとるべき措置
1.外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標を達成するための措置

①引き続 き､科学研究費補助金等の競争的研究資金の獲得 に努める｡
②受託研究､民間等 との共同研究等の促進により､引き続 き外部資金の積極的獲得を
図る0

2.経費の抑制に関する目標 を達成するための措置
①経費の抑制について､引き続 き財務分析を行 うな ど費用対効果を検討す る｡
②省エネ対策 に配慮 した機器 ･物品の購入､節電､節水及び冷暖房温度の適切な管理､
電子 メール等の活用による紙の使用量の抑制な ど引き続 き経費の節約に努める｡
③管理業務等 に係 る経費の節減を図るため､費用対効果を勘案 し､引き続き業務の外
部委託の検討 を行 う｡

3 資産の運用管理の改善に関する目標 を達成するための措置
法定監査人及び監事による指導を踏まえて適切な運用管理に努める｡
Ⅳ. 自己点検 ･評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標 を達成するためにとるべ
き措置
1 評価の充実に関する目標 を達成するための措置

①機構本部に置かれ る評価委員会において､引き続 き自己点検 ･評価のシステム等に
ついて調査検討 を進 め整備 を図る｡
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② 国立大学法人評価委員会へ提出す る業務実績報告書 の作成 との関連 において ､ 16
年度 の 自己点検 ･評価 を実施 し､評価結果 に基づ く改善 を行 う｡
(
卦各機 関の評価委員会 において､ 16年度の 自己点検評価 を実施す る0
2 情報公開等の推進に関する 目標 を達成す るための措置

① 自己点検 ･評価及び国立大学法人評価委員会等の評価結果 に基づ き主要な情報 を､
機構本部及び各機 関のホー ムペー ジに掲載 し公表す る｡
②引き続 き情報公 開体制の整備 を図る. ホームペー ジの充実に努 めるO
また､各機 関連携の下に機構 主催 のシンポジウムを開催す るな ど､広報活動 に努 め
る｡
(
ア) 国立歴史民俗博物館 においては､
1)広報一元化 のため設置 された広報委員会 において､館外 の有識者 を含 めた広
報懇談会 を引き続 き開催 し､効果的な広報活動 を進 める｡
2) また､共同研 究な どの研 究成果 は 『国立歴 史民俗博物館研 究報告』 として刊

行 す る とともに､研究情報 を網羅 した 『国立歴史民俗博物館研究年報』 を刊行
す る｡ さらに､広報誌 『
歴博』 を発行す る｡

3)また､英文ホームペー ジの拡充な どホームペー ジの一層 の充実 を図るための
体制整備 を行 うO
(
イ) 国文学研 究資料館 においては､広報委員会等においてホームペー ジ及び広報誌
の企画､調整 を行い､広報活動の充実 を図る｡
(
ウ
)E
E
l
際 日本文化研究セ ンターにおいては､
1)従来か らの情報公 開､広報活動の取組みを堅持す る｡
2) 報道機 関‑の FA X連絡網 の活用､報道関係者 との懇談会及び地域代表者 と

の連絡会 の開催等 によ り､広報活動及び 情報公 開の充実に努 める0
3) ホームペー ジにお けるユーザーイ ンター フェー スの改善充実 に努 める｡
4) 公 開デー タベースの改善充実に努 める｡

(
エ)総合地球環境学研 究所 においては､
1)広報委員会や研 究推進セ ンター において､ホームページを通 じた情報公 開に

努 める｡
2) プ レス懇談会 を引き続 き随時行 う｡

(
オ) 国立民族学博物館 においては､
1) 情報公 開に当たっては､研究情報 を網羅的に集 めた 『
研 究年報』 を刊行す る

とともに､研究情報 の公開をホームページによ り引き続 き実施 し､内容の充実
と見やす さをさらに向上 させ る｡
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2) 幅広い層か らの調査 に基づき､広報戦略を構築 し､情報の一元的把握 と迅速

な社会的要請‑の対応 を 目指す｡
3) プ レス懇談会 を定期的に開催 し､報道機 関を活用 した広報活動 を行 うa

V.その他業務運営に関す る重要 目標 を達成するために とるべ き措置
1.施設設備の整備等に関す る目標 を達成するための措置

①機構 と各機 関において､施設マネ ジメン トの体制 を構築 し､実施 に向け具体的活動
を推進す る｡
(
ア) 国文学研究資料館 においては､昨年度 に引き続 き､移転 に向けて､土地 の計画
的購入及び総合研究棟 の建設 工事 を継続す る｡ また､次年度予定の施設建設のた
め､引き続 き施設整備 費補助金 の確保 に努 める｡
(
イ
) 国際 日本文化研究セ ンター においては､
1)図書資料 の収容能力が限界点に達 していること､マイクロ資料､視聴覚資料

等の保存 と利用のための施設が狭隆化 してい ること､また今後増加す る電子 メ
デ ィアの効果的な提供が求 め られ ることか ら､収蔵能力の拡張等 によ り利便性
の高い利用環境 の整備 を図るため､関係施設増築のための施設整備費補助金 の
確保 に努 める｡
2)構 内セキュ リテ ィを充実 させ るため重点管理 が必要な箇所 に入退 出管理設備

を設置す る｡
(
ウ
)総合地球環境学研 究所 においては､創設時の全体計画 に基づ き､PF I事業に
総合研究棟及
よ り施設整備 を確実に実施す る｡ 17年度 においては新研究施設 (
びセ ミナーハ ウス棟) を完成 させ､有効活用､維持管理及び研 究に必要な環鏡 を
確保す る｡
(
塾研 究活動 の推進及び研 究のための資料保存等 に必要な施設の整備計画 を作成 し､計
画的な施設整備 を行 うとともに､研究施設等 の適正 な確保 に努 める｡
(
ア) 国立歴 史民俗博物館 においては､

1) 共 同研 究の増加 ､研究者 ･大学院生の増員等 による施設 の狭除化 を緩和す る

ため､また､AM S炭素年代測定法の実験研究拡充を図るため､共同研究棟 の
建設 に向けた施設整備費補助金の確保 に努 める｡
2) 建物 の老朽化 に伴 う屋上防水改修 を引き続 き実施す るC
3) 老朽化 に伴 う空調設備等 の基幹整備 について概算要求 に向けて検討す る｡

(
イ
) 国立民族学博物館 においては､
1)煉蒸施設改修工事､基幹整備 (
電気設備 の更新) の実現に向けた施設整備費

補助金 の確保 に努 める0
2) 環境整備 の一環 として周辺施設 とともに給水設備 の整備 を行 う.

‑1
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③各機 関において､施設の利用状況を調査 し､施設 の合理化及び研究活動 の支援 に必
要な建物 ･設備等の評価 を行 うための指導 ･助言 ･協力 をす る｡
④施設の安全で効率的な利用 ･管理 ･運営のため､施設 ･設備 の利用､維持管理及び
改修整備 の計画 を作成 し計画的な施設整備 を行い､引き続 き研究施設等の適正な確
保 に努 める指導 ･助言 ･協力 を行 う｡
2 安全管理 に関す る目標 を達成す るための措置

①労働安全衛生法等 を踏 まえ､機構及び各機 関は､安全衛生管理体制 を整 えるととも
に､引き続 き安全衛生環境 の充実に努 める｡
②各機 関ごとに設置 された安全衛生委員会 において､所要の事項 を審議 し､安全衛生
管理等の重要性 を周知 .徹底す るo また､衛生管理者 .産業 医の設置 な ど体制整備
を図 り､教職員及び学生の安全衛生の徹底 を図る.
③各機 関において､事故防止 の対策 と災害発生時の対処 について､緊急連絡体制 を構
築 してマニ ュアル化 し引き続 き周知 を図 るO また､防災訓練等 を実施 して､教職員
等 の防災‑の意識 の向上 を図 るO
④必要な防犯設備 として､建物及び屋外環境 における防犯 ･警備対応 の体制 を整備す
る｡

ー1
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平成 17年度

Ⅵ

大学共同利用機関法人人間文化研究機構

年度計画

予算 (
人件費の見積 りを含む｡
)､収支計画及び資金計画
別紙参 照

Ⅶ

短期借入金の限度額

29億 円
Ⅷ

重要 な財産 を譲渡 し､又は担保 に供す る計画
なし

Ⅸ

剰余金 の使途
決算 において剰余金 が発生 した場合 は､教育研究､社会 との連携 ､国際交流 ､

移設整備等 に充 当す る｡

Ⅹ その他
1 施設 ･設備 に関する計画
(
単位

施設 .設備の内容
･立川団地総合研究棟 Ⅰ
･立川団地総合研究棟
(
軸ⅠⅠ)

予定額
総菰

財

百万 円)

源

施設整備費補助金 (1.2 63)

1, 8 4 5 国立大学財務 .経営 セ ンター施

‑2
0‑
̲̲｣

注)金銀は見込みであ り､上記のほか､業務の実施状況等を勘案 した施設 ･
設備の整備や､老朽度合い等を勘案 した施設 ･設備の改修等が追加 されるこ
ともあ り得る｡
2 人事に関する盲
十画

研究 目的に即 した柔軟な教員の確保 を図るため､任期制や公募制の活用な ど､
研究者の交流､流動化を図るO
(
参考 1) 17年度の常勤職員数の見込みを 391人
また､任期付職員数の見込み を 4 1人とする｡
(
参考 2) 平成 17年度の人件費総額見込み

5, 627百 万 円

(
別紙 )

○予算 (
人件費の見積 りを含む｡
)､収支計画及び資金計画

‑21‑

R
切覧

(
別紙 )予算 ､収 支計画及 び資金計画

｢
.
≡
:
コ
平 成 17年度

予算

(
単位 .百万円)
区

分

金

額

運 営費交付金
収入
施設 整備 費補 助金
施設整備 資金貸付金償 還時補助金
国立 大学 財務 .経 営セ ンター施設 費交付金
自己収 入
雑収入
産 学連携 等研究収入及 び寄付金収入等
三
十

12, 276
1, 263
336
582
160
160
176
14, 793

支 業務費
出
教 育研究経 費
一般管理費
施設 整備費
産学連携 等研究経費及び寄付金事 業費等
長期借 入金償 還金

12, 436
9, 34 1
3, 095
1, 845
176
336

[
人件費の見積 り]
期 間 中総額 5. 322百万円を支出す る｡ (
退職手 当は除 く)

‑22‑
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l2･収支計画 l
平 成 17年度

収支計画
(
単位

区

金

分

12, 542
12, 542
10, 338
4, 583
128
117
2, 971
2, 539
1, 650

収入の部
経常収益
運営費交付金

12, 542
12, 542
ll, 677

0
0
0

554

0
0
0

124
23

雑益
資産見返運営費交付金等戻入
資産見返寄附金戻入
資産見返物品受贈額戻入
臨時利益

165
18
535

‑23‑
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親

費用の部
経常費用
業務費
教育研究経費
受託研究費等
役員人件費
教 員人件費
職 員人件費
一般管理費
財務費用
雑損
減価償却費
臨時損失

受託研究等収益
寄附金収益
財務収益

｣

百万 円)

l
3
･
資
金
計
画l
平 成 17年度

資金計画
(
単位

区

金

分

百万 円)

嶺

14, 826

資金支出
業務活動 による支出

ll, 988

投資活動 による支出

2, 445

財務活動 による支出

336
57

翌年度への繰越金

14, 826

資金収入

12, 587

業務活動 による収入

12, 276

運営費交付金による収入

124

受託研究等収入

22

寄付金収入

165

その他 の収入
投資活動による収入

2, 181

施設費による収入

2, 181

0
0

その他 の収入
財務活動 による収入

‑2
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外 部 評価 委 員会規 則 等

国立民族学博物館外部評価委員会規則

〔
芸
票
差
6
年
三
月
6
1
]
(
設置)
第 1条

国立民族学博物館 (
以下 ｢
本館｣ とい う｡)の研究教育水準の向上 を図 り､本館 の 目的及

び社会的使命 を達成す るため､本館 にお ける研究教育活動等の状況 に関す る点検 ･評価等 を行
う外部評価委員会 (
以下 ｢
委員会｣ とい う｡) を置 く｡
(
審議事項)
第 2条

委員会は､次の各号に掲げる事項について審議す るo

(
1
) 本館の点検及び評価の基本方針並びに実施基準等の策定に関す る事項
(
2) 本館 に係 る点検及び評価 の実施 に関す る事項

(
3) 本館の点検及び評価 に関す る報告書の作成及び公表 に関す る事項
(
4) その他本館の点検及び評価 に関す る事項

(
組織)
第 3条
2

委員会は､ 6名以内の委員 をもって組織す る｡

委員 は､職員以外の ものの うちか ら､館長 が指名す る本館 の業務 に関 し識見 を有す る者 とす

る｡

3 委員会に､次の各号に掲げる者 は出席す るもの とす る｡
(
1
) 館長
(
2) 副館長
(
3) 各研 究部長

(
4
) 情報管理施設長
(
5) 研究戦略セ ンター長及び文化資振研究セ ンター長

(
6) 管理部長

(
任期)
第 4粂

前条第 2項 に掲 げる委員の任期は ､ 2年 とし､再任 は妨 げないQただ し､補欠の委員 の

任期 は､前任者 の残任期間 とす るO

2 前項 に定める任期の途 中で､新たに委嘱す る委員 の任期の終期 は､前条第 2項 に掲げる委員
と同一 とす るD
(
委員長)
第 5条

委員会 に委員長 を置 き､委員の互選 によるO

2 委員長 は､委員会 を招集 し､その議長 となる｡
(
副委員長)
第 6条

委員会 に副委員長 を置 く｡

2 副委員長 は､委員長が指名す る｡
3 副委員長 は､委員長 を補佐 し､委員長 に事故があるときは､その職務 を代行す る｡

̲̲｣

(
招集)
第 7条 委員会は､館長の求めに応 じ､委員長がこれを招集する｡
(
議事)
第 8条 委員会は､委員の過半数の出席がなければ､議事を開 くことができない｡

2 委員会の議事は､出席 した委員の過半数をもって決 し､可否同数のときは､委員長の決す る
ところによる｡
(
意見の聴取)
第 9条 委員会が必要 と認めるときは､必要に応 じて委員以外の者に出席 を求め､意見を聴取す
ることができる｡
(
庶務)
第 10条
附

委員会の庶務は､総務課において処理する｡
則

1 この規則は､平成 16年 4月 6日か ら施行 し､平成 16年 4月 1日か ら適用する｡

2 この規則の施行後 において､最初に委嘱する第 3条第 2項に掲げる委員の任期は､第 4条第
1項の規定にかかわ らず､平成 18年 3月 31日までとす る｡
附

則

この規則は､平成 16年 12月 14日か ら施行する｡
附

則

この規則は､平成 18年 4月 1日か ら施行する｡

日
払
馳

第 1回 国立 民族 学 博 物 館 外 部 評 価 委 員会 配 付 資 料 一 覧

○
○
○

国立民族学博物館外部評価委員会委員名簿 ･･･････････
国立民族学博物館外部評価委員会規程 ･･････.･･････
人間文化研究機構について ･.････････････････
･ 人間文化研究機構の概念図
･ 中期計画 ･中期 目標 ･年度計画
･ 平成 16年度予算 に関す る資料
〇 人聞文化研究機構評価体制 について .〜‑ ･･I･･.･･.･ 資料 4
根拠規程等
人間文化研究機構評価委員会について
大学共同利用機関法人の評価について
国立民族学博物館 自己点検 .評価委員会規則
莱)
平成 16年度評価関連スケジュール (
各年度終了時の評価における大学共同利用機関法人の特性を踏まえた評価の
留意事項 (
審議のまとめ)
資料 5
○ 共同研究について ･････････‑
･ 平成 16年度共同研究一覧
継続分)
･ 平成 16年度共同研究課題一覧 (
･ 平成 16年度共同研究募集要項
資料 6
○ 機関研究について ･.･･･,･I･
･ 平成 16年度 機関研究一覧
･ 研究活動状況一覧
･ 出版活動一覧
資料 7
○ 研究戦略センターの活動に関する資料 ･･････
資料 8
○ 文化資源研究センターの活動に関する資料 ･‑ ･･････
･ 文化資源運営会議及び文化資源研究センターの活動について
資料 9
○ 広報企画会議に関する資料 .i
･ 広報企画会議 平成 16年度事業報告
資料 10
○ 総合研究大学院大学について ･････
○ スマ トラ沖大地震及びイン ド洋津波被害の人道的支援に関する資料 ･, 資料 11
･ 救援金の呼びかけ
･ 文教ニュース､文教速報の掲載記事
･ 研究フォーラム ｢
イン ド洋地震津波被災地の現状 と復興への課題｣の概要

l

d

第 2回 国立 民族 学 博 物館 外 部 評 価 委 員会 配 付 資料 一 覧

○

平成 16年度 に係 る業務の実績 に関す る評価の結果について

(
参考)
○ 国立大学法人 ･
大学共同利用機関法人の平成 16年度 に係 る業務の実績に関す る
評価結果の概要
○

国立大学法人｡･大学共同利用機関法人の平成 16年度 に係 る業務の実績に関す
る評価 について

○ 国立大学法人 ･大学共同利用権関法人の改革推進状況 (
概要)
○ 国立大学評価委員会の評価結果における指摘事項及びその対応策 (
莱)
○ 財務諸表
0

良

.

16年度評価の関連諸作業 (
スケジュール)

第 3回 国立 民族 学 博 物館 外 部 評 価 委 員会 配 付 資料 一 覧
手持ち用 別冊資料 (
委員会終了後､回収)
○ 国立 民族学博物館外部評価委員会委員名簿
○ 国立民族学博物館外部評価委員会陪席者一覧 (
参考)
○ 国立民族学博物館外部評価委員会第 1回議事要 旨
○ 国立民族学博物館外部評価委員会規則
○ 人間文化研究機構概念図
○ 大学共 同利用機関法人人間文化研究機構業務方法書
○ 国立大学法人法 (
抜粋)
○ 国立民族学博物館 自己点検 ･評価委員会規則
○ 大学共同利用機関における評価体制
○ 中期 目標 ･中期計画 ･年度計画
○ 平 成 16年度評価スケジュール
○ 平成 16年度 自己評価書
配付 資料

〇 第 2匝】
国立民族学博物館外部評価委員会議事要旨 (
莱)
○ 人間文化研究棟横について .･･･
･ 平成 17年度予算に関する資料
○ 自己評価書について ･････････････
○ 国立民族学博物館の活動について
1 共同研究について ･･････.･･････
･ 共同研究一覧
･ 共同研究課題一覧
･ 共同研究会の公開
2 機関研究について ..･･･
･ 機関研究一覧
･ 研究活動状況一覧
･ 機関研究における資金について
3.研究出版活動一覧 ･･･ ･･･････････････
4.研究戦略センターの活動に関する資料 ･･･････ Ii
･ 研究戦略センター活動報告
･ 公開講演会参加状況
･ 学術協定に関する紹介記事
5 共同利用に関する資料 ･.･･･
･ 資料特別利用 (
原板使用 ･写真撮影 ･熟覧)の状況について
(17年度 ･16年度)
･ 映像音響資料利用状況調べ (17年度 ･16年度)
･ 図書室統計 (17年度 ･16年度)
･ 図書の活動について
･ 文献国書資料の特別利用 (17年度 ･16年度)
･

･

･･･ 資料 1
･･･ 資料 2
･･･ 資料 3
･･･ 資料 4

･･ 資料 5

資料 6
資料 7

資料 8

切%R

･ 民博図書室時間外カー ド発行内訳 (17年度 ･16年度)
･ 学会の開催
･ 大学の展示場見学
･ 非常勤講師一覧
6 文化資源研究センターの活動に関する資料 ･･･････.･･ ･･ 資料 9
･ 文化資源運営会議及び文化資源研究センターの活動について
･ 新規データベース
･ ビデオテークシステムの更新について
･ 特別展 ･企画展等の開催状況一覧
アジア ･ヨー ロッパ .ミュージアムネッ トワーク)との連携
A S EM US (
による国際共同巡回展示の準備状況
･ 展示会報告書 観光芸術展一観光が育てた芸術作品一
7

在福姫作品展 ･韓国伝統衣装の再現
広報企画会議に関する資料 ･.････････

･･･ 資料 10

･ 広報企画会議 平成 17年度事業報告
･ 入館者数について
･ 観覧料について
｢
みんぱ くウェブサイ ト｣へのアクセス数
･ みんぱ くホームページ (日本語版)
･ みんぱ くホームページ (
英語版)
‑n
e
w
s
･ みんぱ く e
･ 民博関連掲載新聞記事 集計表
8 総合研究大学院大学について ･･
･ 教育協 力

････ 資料 11

･ 学位論文 リス ト
･ 修了生等の勤務先一覧
9 職員の受賞について ･･

･ アマゾン日伯功労勲章
･ テラ ･マ リアナ十字勲章
･ ディスプレイ産業賞

吊
E
同

資料 12

国立民族学博物館外部評価委員会

松

園

田 村

寓亀雄

国立民族学博物館館長

克

国立民族学博物館教授

己

副館長

民族社会研 究部長

平

井

富善雄

管理部長

大
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国立民族学博物館 自己点検 ･評価委員会規則
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1

(
設置)

第

条

国立民族学博物館 (
以下 ｢
本館｣ とい う｡)に､本館 の研究教育活動等の状況 について 自

ら点検及び評価 (
以下 ｢自己点検 ･評価｣ とい うO)を行 うため､ 自己点検 ･評価委員会 (
以下
｢
委員会｣ とい う｡) を置 く｡
(
審議)
第 2条

委員会は､館長の諮問に応 じて次 に掲げる事項 について審議す るO

(
1
) 自己点検 .評価 の基本方針及び評価方法等に関す ること｡
(
2) 自己点検 ･評価 の実施体制 に関す ること｡

(
3) 自己点検 ･評価 の公表 に関す ること｡
(
4) その他評価 に関す る重要事項を調査す ること｡

(
組織)
第 3条

委員会 は､次の各号に掲げる委員 をもって組織 し､館長が委嘱す る｡

(
1
) 副館長
(
2) 各研 究部長
(
3) 情報管理施設長

(
4) 各セ ンター長
(
5) 管理部長
(
6) 総合研究大学院大学文化科学研究科長

2 前項第 6号 に掲 げる委員が本館 の職員でない場合は､館長が指名す る総合研究大学院大学文
化科学研究科地域文化学専攻長又は比較文化学専攻長 をもって充てるO
(
委員長)
第 4条

委員会 に委員長 を置 き､副館長 をもって充てる｡

2 委員長 は､委員会 を招集 し､その議長 となる｡
(
副委員長)
第 5条

委員会 に副委員長 を置 き､委員長が指名す る｡

2 副委員長 は､委員長 を補佐 し､委員長 に事故があるときは､その職務 を代行す る｡
(
議事)
第 6条

委員会は､委員の過半数が出席 しなければ､議事 を開き､議決す ることができない｡

2 委員会の議事 は､出席 した委員 の過半数で決 し､可否 同数 の ときは､委員長 の決す るところ
による｡
(
専門部会の設置)
第 7条

委員会に､必要 に応 じて専門部会 を置 くことができる｡

2 専門部会は､委員長が指名す る委員及び委員以外 の者で組織す る0

亀冗
句

3 専門部会長 は､委員の中か ら委員長が指名する｡
4 専門部会に関す る事項は､別に定める｡

(
意見の聴取)
第 8条 委員会が必要 と認めるときは､必要に応 じて委員以外の者に出席 を求め､意見を聴 くこ
とができる｡
(
館長の責務)
以下 ｢
運
第 9条 館長は､委員会の自己点検 ･評価の結果について､国立民族学博物館運営会議 (
営会議｣ とい う｡)の意見を聴き､自己点検 ･評価報告書 (
以下 ｢
報告書｣ とい う｡)を取 りま
とめ､その結果 を人間文化研究機構長に提出しなければならないo この場合において､国立民
族学博物館外部評価委員会等の評価結果を報告書に包括することができるものとするO
(
庶務)
第 10条 委員会の庶務は､総務課において処理す る｡
附

則

1 この規則は､平成 16年 12月 14 日か ら施行するO
2 国立民族学博物館評価委員会規則 (
平成 16年規則第 5号)の一部を次のように改正する｡
評価委員会｣を ｢
外部評価
題名 を ｢
国立民族学博物館外部評価委員会｣に改め､第 1条中 ｢
委員会｣に改めるO

｣

●委員会開催 日
1.外部評価委員会
平成 1
7
年 4月 9日 (
土)
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年1
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火 火 火 火 火 火 火 火 火 火

2.自己点検 ･評価委員会

【
外 部評価報告書 2
00
4‑0
5】
#

集

国立見 放草博せ館

編集事務

国立民族学博物館管理部総務課

発 行

大学共 同利用横開法人
国立民族学博物館

印

刷

発行 E
1

荒式台杜 近 文 脊

2
0
0
7
年 3月 1日
(
非売品)

人間文化研究横井

