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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

2

短
句

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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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

