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氏︶と二人の外国人客員教授︵韓福眞と劉

昭俊︑栗田靖之︑立川武蔵︑藤井龍彦の各

ことになりました︒そこで︑入館者の気

との意見を受けて︑展示場でおこなう

剣な方が聞きに来るので効果がある︑

はなく︑有料ゾーンの展示場の方が真

無料ゾーンのエントランス・ホールで

二人で相談していろいろ案を考えて︑

組み合わせる︑などさまざまなパターン

ために収蔵庫から取り出した標本資料も

みながら話す︑展示場にないモノを補う

を投影して講義する︑休憩所でお茶を飲

できるパターン︑例えば︑パソコン画面

ば良いのですが︑そうでない研究者でも

展示経験のある研究者なら展示場でやれ

とにしました︒具体的な実施について︑

研

−展示場にない資料を収蔵庫から補う

とても助かりました︒

しました︒わたしたちの感覚では︑サロ

サロン﹂と関先生とわたしが最初に提案

案され︑部会で投票してこれらを合わせ

財団の方からは﹁研究者と話そう﹂が提

ンは︑一方的な講義とは違って語り合う

週末におこなうので︑﹁ウイークエンド・

たのはどんないきさつですか？

場を指す︑良い雰囲気のことばなのです︒

研究公演「カバハカ：マオリの伝統芸能j
2007年9月16日

のは︑収蔵資料を活用するという点でも︑

研究公票r百色の芸一北インドのサーランキー」
2007年10日8日

意素があったと思います︒名称が決まっ

編集長がお話を伺いました︒

画会・講演会に携わった飯田卓先生に︑

究者と話そう﹂を担当した韓敏先生︑映

評だった﹁ウイークエンド・サロン

えます︒諸事業のなかで特に入館者に好

うに継承発展させていけばよいかを考

三〇周年記念事業を踏まえ︑今後とのよ

先月号に引き続き︑今月号では︑開館
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決めました︒実際には︑新人の教員を含む

m

五七名の教員全員︑ハ名の名誉教授︵加藤

研究者と

話そう﹂はどのようにして始まったので

−﹁ウイークエンド・サロン

推進企画実施部会では︑まず︑教職員

九締︑大給近達︑藤井知昭︑杉村棟︑清水

全員からアンケートをとりました︒あが

開基の両氏︶が参加して︑計六二回を実施

すか？

ってきた数十の提案のなかに︑研究者が
しました︒

と提案がありましたが︑教員それぞれの

最初は︑共通テーマを設定できないか︑

出てきて来館者に直接接して︑自分の研
という提案が三件ほどあり︑部会のなか

もちネタは異なるので︑共通テーマでお

究していることをアピールすれば良い︑
で︑関雄二先生とわたしが研究者主体の

イベントを検討することになりました︵の こなうのは難しい︒そこで︑調査地の年

持ちがわかり︑運営のノウハウをもっ

を千里文化財団の方と一緒に考えました︒

中行事など季節感の出る話題や︑収集・

ている千里文化財団にも協力してもら

収蔵庫から標本資料をもち出す際には︑

展示・研究にからんだテーマも含めるこ

うことにしました︒教員は五〇数名な

情報管理施設から大きな協力がえられて︑

ちに飯田卓先生が関先生の後任として加

ので︑来館者の多い週末で︑映画会など

わっています︶︒

とぶつからないよう六〇回開くことに

研究公演 日印交流年記念
「乗インドの伝統舞踊コテイプア」2007年7日29日
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研究公演「ギニアからの熱い凰一今を生きるアフリカの伝統青葉と踊り」2007年7月14日

あり︑研究にかかわる連絡も続けていまし

れた市岡康子先生とお目にかかったことが

たのですが︑わたしは︑この映画を制作さ

いうわけです︒発案者はわたしではなかっ

テーマにかかわる作品をぜひ上映したいと

発案されたものです︒展示期間中に︑展示

た﹁オセアニア大航海展﹂の実行委員会で

映画会﹁クラ﹂は︑わたしがかかわってい

文化人類学者と
r 映像製作の三〇年

たと思います︒

三〇周年でなければ実現しにくい広報だっ

これも︑偶然に出てきたアイデアとはいえ︑

民博に来てくださいと呼びかけたわけです︒

博物館とは距離をおきがちな映画フアンに︑

与えて︑一連のものとして位置づけました︒

れたので︑﹁みんぱくシネマ﹂という名称を

関田 ∴∴
1飯田先生が中心的にかかわられたのは

二〇〇七年一〇月に東京でおこなった公

どんな事業でしたか？
開講演会﹁国際化時代の食文化﹂と︑特別展
﹁オセアニア大航海展﹂にちなんで一一月に
開催した︑みんぱく映画会﹁クラー西太平
洋の遠洋航海者﹂などです︒映画会には︑映
像作家の市岡康子さんにも講演をお願いし
ました︒そのほか︑年間を通じた﹁ウイーク
エンド■サロン﹂にもかかわりましたが︑こ
れは教員全員と︑それをとりまとめてくだ
さった韓先生のおかげでできた事業です︒
講演会は︑毎年開催してきたものです︒
今年はとくに︑開館三〇周年記念事業とい
う冠を付けて︑石毛直通先生︵前館長︶︑朝
倉敏夫先生︵当時民族文化研究部長︶︑小長
谷有紀先生︵研究戦略センター長︶に講演
していただきました︒いずれもとくにご多
忙な先生方ですが︑記念事業ということで

た︒マスメディアや電子メディアについて
研究会をわたしたちがおこなっていたとき︑
彼女を研究会にお招きしたことがあったの
です︒そこで︑わたしが映画会と講演会の
プランを立て︑それを市岡先生にお話しし

予定と同時進行でRAの予定を立てて

が担当することになりました︒研究者の

については︑大学院のRA︵研究補助員︶

映像を記録することになり︑この催し物

た名称に決まりました︒また記念事業の

﹁ウイークエンド・サロン﹂は︑博物館を

ました︒その意味で︑わたしの考えでは︑

いいんですか﹂と質問する若者もおられ

のような研究者になるにはどうすれば

藤九詐名誉教授のお話の際には︑﹁先生

といった実用的な感想もありました︒加

もつ研究機関としてのアピールのみな

いきました︒
−実施してみて︑反応はどうでしたか？

館二〇周年では﹁民博周遊﹂を三日間し

しの必要性は論じられてきたようで︑開
−﹁ウイークエンド・サロン﹂の映像記録

せるのではないかと思います︒

以 前 か ら こ う し た ガ イ ド ツ ア ー 的 な 催 らず︑大学院入学者募集の宣伝にも生か

たそうですが︑その後なかなか定着しな
藤井龍彦名誉教授のときは︑土曜日の

をうまく使えれば良いですね︒

かった︒でも今回は三〇周年記念事業と

うには︑アンデスの服装の色使いが建築

朝一番でしかも雨の日なのに︑十数名も

の色使いに相通じる点でとても参考に

入館者があって︑東京から建築関係の学

でも実際にやってみると︑三〇分程度

して︑教員の全員参加で年間をとおして

で負担はあまり大きくないし︑また講演
なる︑東京には︑インスピレーションを

やる︑という大きな目標があったので実

会と違って︑目の前で入館者と気楽に話
えられる場所が少ない︑関西ならこうい

生が駆けつけてくれました︒その人が言

せて︑入館者の反応を見ながら話せるの
う場所がある︑と言っておられました︒

施したわけです︒

は楽しい機会だったと︑教員からは感想
って文化の発信をおこなったら良いと
思います︒

ですから︑民博はもっと自信と自覚をも

ムのためなど︑わずか四名だけで︑教員

−﹁ウイークエンド■サロン﹂は画期的な

がありました︒当初立てた予定が変更さ

の皆さん︑とても協力的でした︒入館者︑

試みだったので︑本年の四月以降も定例

れたのは︑後から企画されたシンポジウ

教員の双方にとって良い企画だったので

この作品は︑一九六六年から一九九〇年

まな関係を伺うことができました︒

とうございました︒

化することになったようですね︒ありが

また︑入館者の感想とアンケートから

しょう︒
もわかるのですが︑人類学・民族学に対
する理解が深まった︑研究者の顔がよく
見えた︑地域の様子がよくわかったなど
の感想のほかに︑今度の旅行の役に立つ

て︑映画会にあわせて民情に来ていただく
ことになりました︒当日は︑撮影時の状況

︵日本テレビ系︶で︑一九七一年にはじめて

まで続いた長寿番組﹁すぼらしい世界旅行﹂

放映されました︒そして︑その二年後に︑国

などを︑わたしとの掛け合いでお話しいた

古典から制作を思い立ったこと︑知り合い

した︒﹁すぼらしい世界旅行﹂は︑民博が開

際人類学・民族学連合大会でも上映されま

だきました︒そのなかでは︑文化人類学の

ことなど︑映像作りと文化人類学のさまざ

の文化人類学者にさまざまな協力をえた

みんぱく映画会
rクラー西太平洋の遠洋航海者」で
語り合う市岡康子さんと飯田卓先生
2007年11月4日

斡敏先生のウイークエントサロン
2008年2月10日
ガムラン演奏も交えた福岡正太先生のウイークエントサロン
2008年1月6日
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無理を承諾していただけました︒三〇周年
だからこそ︑例年の企画をとくに華やかに
することができました︒
映画会も︑例年おこなってきた催しです︒
今年は︑秋に複数の映画会が連続して関か

公南講演会「国際化時代の食文化1
2007年10月12日
東京・日経ホール

加藤九詐名誉教授のウイークエントサロン
2007年10月27日
藤井臨彦名筆微積のウイークエンド■サロン
2007年10日27日

なってもらうことがで

し︑資金の一部をまか

動を広報してもらえる

学者は︑自分たちの活

ていました︒文化人類

とって実利をもたらし

と映像制作者︑双方に

うんです︒

ですが︑その土壌がまだ育っていないと思

ことをしなければと思います︒とくに︑お

す︒しかし︑そうなるまでには︑いろいろな

いくつかが︑三〇周年の機会に実現できた

も映像制作者も理解し合うことが必要なの デアがあるはずです︒そうしたアイデアの

互いが何を目指しているか︑文化人類学者

のではないでしょうか︒この考え方は︑今

約のために︑実現したくてもできないアイ

毎年やっている事業でも︑予算や人員の制

ていました︒しかし︑必ずしもそうではない︒

を新聞で取り上げてもらったこともありま ベントを考えねばならないのだろうと考え

取材番組の正確さに対して︑一部の文化人

ちに︑放映された独自

ようになった︒そのう

んどん独自取材に出る

義が薄らいできて︑ど

人類学者に同行する意

と︑映像制作者が文化

海外渡航が自由になる

くなる︒しかしその後︑

に出る許可を取りやす

してもらえるし︑海外

材のコーディネートを

は残念ですね︒いくつもの大学が共同し

日本でこうした仕組みが育っていないの

るNPOや資金があったりするようです︒

く研究者との共同での映画作りを支援す

ろによると︑欧米では︑商業ベースでな

招聴した海外の映画制作者に聞いたとこ

−わたしがかかわった﹁科学映画祭﹂で

なる点です︒

てテレビ番組にかかわる人たちは︑成果を

いうことです︒そのために︑NHKも含め

えられていませんが︒

今のところ︑早すぎるためかあまり巽同を

何人かの同僚に提案したことがあります︒

年記念事業委員会を今から作っておこうと︑

ら気づいたことなんです︒そこで︑五〇周

あったんですか？

い世代ですからね︒この考えは︑最初から

長い時間幅で仕事をする研究者と大きく異 年の際には活躍してもらわないといけな

短期間で出さなければならない︒そこが︑

1今からやっておけば大変でなくなる︑と

−それこそ飯田先生は︑四〇周年︑五〇周

えるに至りました︒

らアイデアを蓄積しておくのが良い︑と考

たえることがテレビ番組の最重要課題だと するうえで生かしていけばいい︒ふだんか

後の四〇周年︑五〇周年の記念事業を企画

館した三〇年前にも大きな影響力をもって

類学者が文句をつけるということが始ま

てファンドを作るなどの動きがあっても
いう訳ですね︒

難しいのは︑視聴者や広告主の期待にこ

いたので︑﹁クラ﹂の上映は︑文化人類学を

った︒そこで映像制作者側のガードがどん

いいんでしょうが︒

きる︒映像制作者は︑取

二5年間支えてきた民博の記念事業として

どん高くなって︑文化人類学者に接触する

一九六四年ごろに﹁万国博を考える会﹂を

そう思いますね︒梅梓忠夫先生たちが

いえいえ︑いろいろな事業が終わってか

もふさわしい企画になったと思います︒

で︑文化人類学者があてにされることはほ

・⊥X化人類学者と映像を作る立場の連携は︑ ことがなくなった︒今放映中のテレビ番組
その後の三〇年間にどのように変化した

然考えてなくて︑万博というのはどういう

立ち上げたときも︑全体のテーマとなる

−そういう状況を見て︑飯田さんは︑もう
ー事業を振り返ってみて︑今後につなげて

ものやろうと︑遊びながら考えるところか

四〇周年︑五〇周年に
つなげるアーカイブズ

別々の道にわかれてしまったと思いま

一度︑お互いに乗り入れできる下地を作り
いくために︑何か教訓はあるでしょうか？

ら始めたと思うんです︒それは結局︑数年

とんどないと思います︒

す︒市岡さんが仕事を始められたころは︑

たいと考えておられるのではないですか︒
推進企画実施部会が立ち上がった当初︑

後に実現するけれども︑それは結果です︒

のですか︒

文化人類学の調査に映画取材やテレビ取

作りたいとは思うのです︒もう一度︑協
その部会に入ったわたしは︑何か特別なイ

蓄積を出すのは︑難しいかもしれない︒だ

とはできないでしょう︒五〇年間すべての

創設時に館員だった方々にご相談するこ

いといけない︒そのためには︑個人的な感

うにそれを面白がっているかが伝わらな

運んでもらうために︑どんな人がどんなふ

てはじめて機能するメディアだから︑足を

思いました︒博物館は︑足を運んでもらっ

文章を起草するなんて大それたことは全

材が一緒について行くというやり方の名

働を実現しないといけない︒そういう意見

く︑教員各人が現在おこなっている以

残があった︒このやり方は︑文化人類学者

で広報できるかというと︑それは難しい︒

てもらうのも︑その一手段だと思います︒

上のくちコミ広報は難しい︑それが大

最初は︑時間的な目標は設定していなかっ

きな課題です︒くちコ三を業務化する

﹃月刊みんぱく﹄自体が皇貝重なアーカイ

われわれがいちばん頼りにしている広

たはずです︒やりたいことを考えていれば︑

報企画室では︑職員が数年で異動してし

ブズです︒ぼくの知らないむかしの民博

というのは︑そもそも無理なのかもし

機会ができたときにあわてなくてすむ︒遊

まうので︑効果的なくちコ三を発信でき

のことも︑この雑誌を開くといろいろ知

れませんが︒

び心も︑大事なポイントです︒遊び心がな

−将来へ向けての展望なども語っていた

ることができる︒

ない︒そうなると︑長期に在職する教員

いと︑長い期間︑考えているあいだに疲れ

の役割が重要になりますが︑本務である

−﹃月刊みんぱく﹄の三〇年という蓄積も︑

だき︑ありがとうございました︒

﹃月刊みんぱく﹄には︑アーカイブズ機能

てしまうでしょう︒

研究は尊重しないといけない︒けつきよ

を生かし続けてはしいですね︒収蔵庫に入

すごい意味があるかもしれませんね︒

の状況はなかなか考えつかないし︑そもそ

−メディア環境も含めて︑今から二〇年後
も民博が今のかたちであるかどうかもわ

階のコンピュータ室や図書室がどうなっ

れない入館者に︑どんなモノがあるか︑三

わたしが当時︑所属していた研究戦略セ

ているか︑どのように利用できるか︑など

からないですけどね︒その他の教訓は？
ンターとの関係で二亭えば︑民博の外の研究

根強い民博フアンも興味をもつはずです︒

を知らせることも︑積極的に取り組んでほ

最近︑古本屋で︑﹃博物館と情報﹄︵中公

しいと思います︒民博の裏方については︑

年間の活動を学会に印象づけるような企

新書︶を手に入れました︒これは︑梅梓先

つと打ち出せればよかった︒とくに︑三〇
画を︑三〇年前すでに現役だった研究者も

者に対して︑民博がはたしてきた役割をも

まじえて開いていれば︑もっとよかったと

民博の広報では︑個人の感想がくちコ三で

まとめたもののひとつです︒これを読むと︑
伝わっていくようなプロセスが重要だと

生が﹃月刊みんぱく﹄でおこなった対談を

ないので︑無理もないのでしょう︒これか

書いてある︵﹃月刊みんぱく﹄l九ハ一年

思います︒もっとも︑文化人類学会と公式

らの二〇年のあいだには︑考えていかなけ

なかたちで連携する動きは︑始まって問が

ればならないと思います︒

からこそ︑今から構想を練る必要があると

九月号﹁博物館と広報活動﹂︶︒なるほどと

思います︒

想も含めて情報を伝えるくちコ三は︑とて

五〇周年事業を考えるときには︑民博の

−そのためにも︑今回の事業の記録を︑ア

しかし︑われわれ館員がくちコミだけ

ーカイブズ化しておくのが良いでしょうね︒ も重要です︒
こうして﹃月刊みんぱく﹄で取り上げ
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みんぱくシネマ科学映画祭「人と科学をつなぐ世界の映像」元スミソニアン自然史博物館の
ローレンス・オレイリーさんによる解説 2008年1月13日（撮影 千里文化財団）

