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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‑

3

｣

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

6

転
句

版社か ら ｢
T
h
eA
r
a
bl
a
nNl
g
h
t
sa
n
dO
rl
e
n
t
al
l
S
m
｣ 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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