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研究活動に関する情報収集と研究成果の公開
研究部の活動に関する情報収集と研究年報の編集
本館でおこなわれている機関研究、共同研究、各個研究、科学研究費補助金などの外部資金による研究プロジェクトなど、あらゆる
研究活動に関する情報を集積し、データ化して保存しています。また、毎年度研究年報の編集をおこなっています。

研究成果公開プログラムの活用による本館の研究活動の成果公開促進
研究成果をより効果的に公開し、社会還元を円滑に図るために、平成14 年度に設けた「研究フォーラム促進プログラム」を拡充して、15
年度より「研究成果公開プログラム」として位置づけました。本館で行われる共同研究、各個研究などを、シンポジウム、研究フォーラ
ム、海外の学会での研究発表などの形で公開しています。24年度にはこの制度を活用して、4件のシンポジウム、5件の研究フォーラム、
が行われました。また、毎年東京と大阪で学術講演会を企画し、本館の研究活動の成果を広く社会に還元しています。（20頁参照）

日本文化人類学会などのユーザー・コミュニティとの研究協力の推進
本館のユーザー・コミュニティとして、最も関係が深い学会である日本文化人類学会と平成20年2月27日に連携事業に関する協定書を取
り交わしました。みんぱく主催の研究集会への協力及び学会が保有する文化人類学映像アーカイブズの処理と保管を連携して実施して
います。また連携をさらに進めるため、協定の見直しを行い、個別の事業内容とは別の、包括的な協定である「日本文化人類学会との
連携に関する協定」を締結しました。また、平成25年3月には、日本国際理解学会との連携協定に調印し、博学連携事業を展開する
予定です。

地域研究コンソーシアムとの連携
地域研究コンソーシアムは、「地域研究」を共通のテーマとするアカデミック・コミュニティの活動体であり、本館は平成18年5月に70番
目の加盟組織となり、平成20年より幹事組織の一員となっています。

若手研究者を対象にしたプロジェクト
若手研究者による共同利用を促進するため、平成18年度より「国立民族学博物館の共同利用に関する若手研究者懇談会」を開催してき
ました。平成21年度からは「みんぱく若手研究者奨励セミナー」として実施しており、平成24年度は、「包摂と自律の人類学―空間をめ
ぐって」をテーマとして3日間開催しました。本館教員による機関研究プロジェクトの紹介に続いて、公募によって選ばれた参加者による
個人研究発表が行われ、優秀発表者には「みんぱく若手セミナー賞」を授与しました。日本全国から国公私立大学在籍の大学院生等11
名の参加がありました。
また、若手研究者の意見を受けて、平成20年10月より、試行的プロジェクトとして「若手研究者による共同研究」を開始しましたが、平成
22年度からは制度化され、共同研究（若手）として公募しています。（13頁参照）

センターの設置目的

文化資源の調査・収集から社会還元へのフロー

調査・資料収集 資料管理 情報化 共同利用 社会還元

社会連携・国際貢献

文化資源プロジェクト

各分野プロジェクト相互の関係

展示分野

調査・収集分野

資料管理分野

社会連携分野 情報化分野

例 本館展示の新構築
特別展示・企画展示

例 博学連携の推進、ボランティアの支援
「みんぱっく」の開発ならびに運用・保守
ワークショップの実施ならびにワークシートの運用

例 次世代ビデオテークについての検討
次世代電子ガイドのプロトタイプの開発実験
標本・映像音響資料データベースの整備と公開

例 共同利用のための文化資源である標本資料・映像
音響資料の調査・収集
資料収集と有機的に連携した国内外での映像取材

例 標本資料の補修・保存研究
有形文化資源の保存管理システム構築

文化資源研究センターは、文化資源の体系的な管理と情報化、およびその共同利用や社会還元に向けて調査や研究開発を推進するとともに、
実際に事業を推進する際の企画･調整をおこなうことを目的として、平成16年4月に設置されました。
文化資源には、人間の文化にかかわるさまざまな有形のモノやそれについての情報のほか、身体化された知識･技法・ノウハウ、制度化された
人的･組織的ネットワークや知的財産など、社会での活用が可能な資源とみなされるものが広くふくまれます。こうした文化資源を人類共有の財
産とすることで、グローバル化する世界で人びとが異なる文化への理解を深め、互いに共生していくための基盤をつくりだそうというのが、文化
資源研究センターのめざすところです。
文化資源は、調査・収集されることでその価値が顕在化され、体系的な資源管理と情報化を経て、共同利用や社会還元に供することが可能と
なります。これらの各ステップはまた、社会連携や国際貢献の枠組みのなかで推進されます。このような一連のステップは、下図のようなフロー
の形で表現できます。

各ステップは、それぞれ、諸問題を理論的に解明する「基礎研究」、それにもとづいて方式・体系・技術の開発やそのための予備調査などをおこ
なう「開発研究」の段階を経て、実際の「事業」として展開されます。
文化資源研究センターは、上記の各ステップに関わる先進的な基礎研究・開発研究と事業を推進する際の企画・調整をおこないます。
現在、本館では、文化資源研究センターが中心となり、全館的な取組みとして、本館展示の新構築を進めています。開館以来30年余が経ち、世
界の社会状況や学問のありかた、さらには来館者がみんぱくに期待するものも、大きく変化しました。こうした変化に対応し、大学共同利用機関
としての機能を最大限に活用してもらえるように、国内外の大学や博物館と共同しつつ、最新の研究成果を広く社会と共有するための展示を新た
に構築しようというのが、本センターのねらいです。新たな展示は、展示に関わる三者、つまり展示の作り手としての研究者、展示の対象となる
文化の担い手、そして展示を見る側としての来館者のあいだの、相互の交流と啓発の場、すなわちフォーラムとなることをめざしています。また、
これまでの個々の地域文化の特徴を示す展示から、グローバル化の進展にともない、それぞれの地域と世界とのつながりを示すとともに、そ
の動態も映しだす「グローカル展示」の実現をはかります。

「文化資源プロジェクト」は、第２期中期目標・中期計画に沿って、大学共同利用機関としての共同利用基盤を整備するとともに、本館あるいは
関連する他機関が所有する文化資源の体系化をすすめ、共同利用を促進し、学術的価値を高めるための研究プロジェクトです。 
平成21年度から研究者コミュニティとの関係を強化するために、文化資源共同研究員の制度を導入し、提案されたプロジェクトの審査について、
外部の有識者による意見聴取の制度も取り入れました。

研究連携、研究協力
大学その他の研究機関との研究協力の推進
他の研究機関との研究協力を進めるため、機関研究や研究員制度のあり方を検討、整備しています。
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平成24年度文化資源プロジェクト一覧

平成25年度文化資源プロジェクト一覧

調査・収集

調査・収集

展示

展示

資料管理

資料管理情報化

情報化

有形文化資源の保存・管理システム構築

東日本大震災で被災した文化財の保管環境に関する調査研究

有形文化資源の保存・管理システム構築

東日本大震災で被災した文化財の保管環境に関する調査研究2

平成25年春特別展「マダガスカル　霧の森のくらし」

平成24年春特別展「今和次郎　採集講義－考現学の今」

平成25年秋特別展「渋沢敬三記念事業　屋根裏部屋の博物
館　Attic Museum」の展示準備

中央・北アジア展示新構築事前調査

企画展（国際連携展示）「台湾平埔族の社会と文化」（仮題）の
展示準備

企画展「記憶をつなぐ－津波災害と文化遺産」

ビデオテークデータベースの再構築

多機能端末室における新型ビデオテークについての検討

次世代映像検索システムのプロトタイプの開発

平成25年春特別展「マダガスカル　霧の森のくらし」

企画展「アマゾンの生き物文化」

企画展「未知なる大地　グリーンランドの自然と文化」（仮題）
の展示準備

平成25年秋特別展「渋沢敬三記念事業　屋根裏部屋の博物
館　Attic Museum」

アイヌの文化展示新構築事前調査

企画展「シカチアリャン岩絵展」（仮題）の事前調査

中央・北アジア展示新構築事前調査

企画展「武器をアートに―モザンビークにおける平和構築」

博物館展示空間へのアクセスに関する実証的研究

国立民族学博物館開館40周年記念・日本文化人類学会創立
50周年記念　平成26年秋特別展「民博コレクション　イメー
ジの力」（仮題）の展示準備

平成25年度本館展示新構築（朝鮮半島の文化展示、中国地
域の文化展示、日本の文化「沖縄」「多民族社会」展示）

多機能端末室における新型ビデオテークの検討および開発実
験

次世代みんぱく電子ガイドの開発実験

「日本の文化展示」に関わるみんぱく電子ガイド用コンテンツ
の製作

次世代みんぱく電子ガイド開発のための実験

アメリカおよびヨーロッパ展示に関わるみんぱく電子ガイド用
コンテンツの製作

平成24年度本館展示新構築（日本の文化「祭りと芸能」「日々
のくらし」展示）

平成24年秋特別展「世界の織機と織物－織って！ みて！ 織り
のカラクリ大発見－」

飯田　卓

久保正敏

近藤雅樹

佐々木史郎

野林厚志

日髙真吾

福岡正太

福岡正太

福岡正太

飯田　卓

池谷和信

岸上伸啓

近藤雅樹

齋藤玲子

佐々木史郎

佐々木史郎

吉田憲司

吉田憲司

吉田憲司

吉田憲司

福岡正太

福岡正太

福岡正太

福岡正太

福岡正太

吉田憲司

吉本　忍

民博所蔵ズニ標本資料の英文管理情報データベース製作

世界の布文化データベースの構築

オーストラリア・アボリジニ研究フィールド写真データベースの
情報追加作業

三次元ＣＧを利用した民族建築デジタルアーカイブの構築

京都大学学術調査隊関連資料の整理とデータベース作成
世界の布文化データベースの構築

オーストラリア・アボリジニ研究フィールド写真データベースの
情報充実とインタフェース改善

東大資料の目録（「土俗品目録」）のデータ化

「沖守弘インド民族文化写真資料アーカイブ」のデータベース
作成

京都大学学術調査隊関連資料の整理とデータベース作成

伊藤敦規

久保正敏

久保正敏

佐藤浩司

吉田憲司
久保正敏

久保正敏

佐々木史郎

三尾　稔

吉田憲司

園田直子

日髙真吾

園田直子

日髙真吾

社会連携（研究開発）

社会連携（研究開発）

みんぱっく「韓国」制作

博学連携教員研修ワークショップ2012 in みんぱく

カムイノミおよび重要無形民俗文化財「アイヌ古式舞踊」演舞
の実施

みんぱっく「極北を生きる」改訂版の制作

博学連携教員研修ワークショップ2013 in みんぱく

カムイノミ及び重要無形民俗文化財「アイヌ古式舞踊」演舞の
実施

みんぱっく「ジャワ文化をまとう」改訂版の制作

朝倉敏夫

小林繁樹

齋藤玲子

岸上伸啓

小林繁樹

齋藤玲子

福岡正太

「文化資源計画事業」は、研究成果を普及することを目的とした事業で、
２つの分野（資料関連、展示・社会連携）に分けられます。

平成24年度文化資源計画事業一覧

平成25年度文化資源計画事業一覧

資料関連

資料関連

展示・社会連携

展示・社会連携

文化資源計画事業

「朝鮮半島の文化」に関する映像資料の開発と収集：韓国国
立民俗博物館との交流事業

標本資料「米国先住民ホピの儀礼用衣装（部分）」の寄贈受
入

標本資料「オマーン・イエメンの銀製品資料等」の寄贈受入

標本資料「アルーティックの仮面」の寄贈受入

植村直己資料の追加登録

小山修三名誉教授が撮影した「オーストラリア・アボリジニ
研究フィールド写真」の寄贈受入

標本資料「カパハカ（マオリの芸能）の衣装・道具」の寄贈受
入

標本資料「大黒様像、大黒様型貯金箱」の寄贈受入

標本資料「大漁旗」の寄贈受入

標本資料「焼畑関連資料」の寄贈受入

標本資料「奥谷家所蔵の稲作資料」の寄贈受入

標本資料「生駒市所蔵の稲作資料」の寄託受入

標本資料「大阪府立大型児童館ビッグバン所蔵「時代玩具
コレクション」」の寄贈受入

標本資料「ミャンマーの楽器および人形」の寄贈受入

標本資料データベースクリーニングのための支援ツールの
開発とデータベース公開

映像音響資料「京都大学学術調査隊関連資料」の追加寄贈
受入

「朝鮮半島の文化」に関する映像資料の開発と制作：韓国国
立民俗博物館との交流事業

朝倉敏夫

伊藤敦規

上羽陽子

岸上伸啓

岸上伸啓

久保正敏

Matthews 
Peter J.

日髙真吾

日髙真吾

日髙真吾

日髙真吾

日髙真吾

日髙真吾

福岡正太

山本泰則

吉田憲司

朝倉敏夫

韓国国立民俗博物館「アリラン展」の開催とその準備

共催展示「国立民族学博物館コレクションによるビーズ・イ
ン・アフリカ展」（神奈川県立近代美術館（葉山））

ワークショップの実施ならびにワークシートの運用

ボランティア活動支援

年末年始展示イベント「へび」

アメリカ展示の部分改修

巡回展「マンダラ　チベット・ネパールの仏たち」（石川県立
歴史博物館）

オセアニア展示の部分改修

企画展（国際連携展示）「アリラン―The Soul of Korea」

ヨーロッパ展示の部分改修

ワークショップの実施ならびにワークシートの運用

ボランティア活動支援

年末年始展示イベント「うま」

企画展（国際連携展示）「台湾平埔族の歴史と文化」

研究情報展示システムの開発と展示実施

朝倉敏夫

池谷和信

小林繁樹

小林繁樹

小林繁樹

關　雄二

南真木人

Matthews 
Peter J.

朝倉敏夫

宇田川妙子

小林繁樹

小林繁樹

小林繁樹

野林厚志

福岡正太

植民地期における朝鮮半島の文化に関する標本資料の収集

現代韓国社会をめぐるトランスナショナリズムに関する標本資
料の収集

漢族の祖先祭祀、四合院の映像取材及び文房四宝・磁器の
収集

ロシア・モンゴル・中国におけるトゥバの現代変容に関する取
材

アイヌの魚皮製衣服の収集と映像取材

徳之島町井之川集落の映像による地域誌番組の製作

日本展示新構築のための長浜曳山祭の映像資料の製作

日本展示新構築のための芸能・祭関係資料の収集及び製作

「日本のなかの外国人」（仮称）のための資料収集および調査

華僑華人の標本資料の収集

マラナオ文化に関する長編映像番組の編集

フィリピンのゴング音楽に関する記録・教材用番組およびＤＶ
Ｄの制作

スペイン音楽に関する映像番組（英語版、スペイン語版）の編
集

サモアのファインマットの収集

台湾原住民族の現代工芸品の収集

「インド・ラージャスターン州における社会変容と婚礼」に関す
る長・短編作品の製作

中国雲南省ぺー族の社会と文化を描くビデオテーク用映像番
組の編集

モザンビ－ク「武器を農具に」プロジェクトにかかわる立体造
形作品ならびに関連民族誌標本資料の収集

新構築「朝鮮半島の文化」展示の趣旨説明などのコンテンツ作
成とプログラム制作

中国福建省映像取材資料による番組作成

トゥバ映像取材資料による番組作成

長浜曳山祭りの短編映像番組の製作

19 ～ 21世紀アメリカ合衆国におけるキルト標本資料収集

研究公演「遠い記憶、呼びさます声－ダナンマル家の南インド
古典声楽」にもとづくビデオテーク番組の制作

東南アジア展示新構築に向けての資料収集

現代の沖縄文化に関する資料の収集および日本の移民関連
の映像取材

中央・北アジア展示新構築のための資料収集

南アジア展示場新構築のための標本・映像音響資料収集

中国雲南省ぺー族の社会と文化を描くビデオテーク用映像番
組の編集
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