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                               2007．4 

国立民族学博物館における展示基本構想 2007  

                            

まえがき 

 

国立民族学博物館（民博）は、世界でも最大級の博物館を擁する文化人類学・民族学の

研究所として、世界で唯一の存在である。そこに集積された知識・資料・情報を迅速かつ

的確に展示を通じて公開することは、国内外に向けての民博の枢要な使命であることはい

うまでもない。 

   国立民族学博物館（民博）では、その創設時において「展示の基本構想」をまとめた

が、以来 30 年が経過した。同構想は、「民族学の研究と、その最新の成果に裏づけられた

民族資料等の体系的な展示公開とを一体的におこなうことを使命」として、民博における

展示のありかたの基本理念を提示したものである。「研究博物館」としてのありかたを明確

に示したこの構想は、平成 11年度民博長期計画策定特別委員会での検討結果でも明らかな

とおり、当時の世界の民族学的認識の最先端を踏まえたものであり、いまだに多くの点で

有効性を失っていない。また、その構想のもとに実現された民博の展示は、20世紀におけ

る人類学的認識のひとつの到達点である文化相対主義を徹底的かつ総合的に展示に反映さ

せたものとして、疑いなく世界でも最良のもののひとつであった。 

 しかし、民族学博物館をとりまく状況はこの 30年のあいだに大きく変化した。地球規模

の人・モノ・情報の交流の飛躍的な進展は、諸民族文化の劇的な変容を招くとともに、世

界の諸民族のあいだに「自己の文化」や「自己の歴史」を注視する動きを加速させた。そ

の結果、一方的な民族誌記述や民族誌展示のあり方に対する､当の民族や文化の担い手から

の異議申し立ては日増しに激しさを増している｡また、博物館の利用者が身に着けている知

識や情報も格段に増加し、利用者が博物館に対して求める要求は急速に高度化・多様化し

ている。さらに、学問をめぐる状況も大きく変化している。文化をめぐる認識枠組みにつ

いても、30年前の文化相対主義の優位から、より動態的な文化概念の創出や、文化の衝突

や葛藤の増大という現実を踏まえた多文化主義の興隆など、学問的パラダイムの大きな転

換をみている。 

一方で、民博の制度的位置づけも大幅に変化した。民博は、2003年 4月、国立大学およ

び大学共同利用機関の全面的再編にともない、大学共同利用機関法人として、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、総合地球環境学研究所ととも

に人間文化研究機構を構成することとなった。これにより、大学共同利用機関および研究

機構の一員として、民博の使命と役割も再考を迫られている。すなわち、世界の民族学お

よび文化人類学の最新の研究動向を踏まえつつ、展示を通じて世界の文化の実態と動態を
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来館者に広く伝えるという従来の課題に加え、国内外の大学の研究者とともに、より広い

意味での文化研究の深化と刷新のために博物館機能を最大限に活用するという新たな使命

を担うことになったのである。 

 以上の変化は、民博創設時には予想もしなかったものであり、現在の民博の展示がこう

した変化に適応できていないことは率直に認めざるをえない。民博の展示は、抜本的な改

修を必要としている。 

交流と越境と移動が常態となった現代の状況において、そうした状況に即した民族学博

物館の展示の新たなありかたを求めるとすれば、それは双方向的・多方向的な交流の場、

すなわち「フォーラム」として博物館を再編する以外にはないと考えられる。ここでいう

フォーラムとは、博物館に関わる３者、すなわち国内外の大学の研究者を含めた、展示の

作り手としての研究者、展示の対象である文化に属する人びと、そして多様な来館者の 3

者のあいだの、相互の交流と啓発の場として博物館を位置づけるということである。 

 民博は大規模な博物館を有する民族学・文化人類学の研究機関として世界で唯一の存在

であり、開館以来の 30年にわたる研究の推進と資料の収集によって、国内外を通じ大学等

の研究機関においては類を見ないレベルで、世界中の文化についての資料・情報を蓄積し

てきた。それらの資料・情報を次代に向けて適切に保管し継承することが、民博の使命の

ひとつであることはいうまでもない。今後は、こうした資料・情報の蓄積に基づきながら、

さらに高度な研究を実現していくと同時に、それを一方的に展示するのではなく、展示さ

れる側や展示を見る側の視点と要求を取り込みつつ、対話と相互交流をより推進するよう

なかたちで展示を実現していくことが求められる。 

 博物館活動をこのようなかたちで社会と学界に開くことは、博物館がこれまで蓄積して

きた情報や資料を、活用を前提とした「文化資源」として改めて定義し、積極的に活用し

ていくことを意味する。民博では、2003年 4月に文化資源研究センターを設置し、そうし

た「文化資源」の蓄積・保存・活用についての研究開発を進めることとした。本構想は、

そのような新規の体制を踏まえ、新たな時代状況のもとで博物館展示をさらに発展的に展

開するためにまとめたものである。 

以下、本構想では、国立民族学博物館を「博物館を有する研究機関」と改めて位置づけ、

大学共同利用機関としての民博の展示を中心とした活動のあり方を提案する。 
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１ 展示の基本理念 

 

１－１ 展示の目的：何を目標にするか  <フォーラムとしての展示＞ 

 

 国立民族学博物館（民博）における展示は、民族学・文化（社会）人類学とその関連諸

科学の最新の研究成果を、多様なメディアを通じて社会に公開していくことで、世界各地

の文化の実態と動態についての人びとの認識を深めるとともに、文化の違いを越えた対話

と交流の場を作り出し、相互理解の実践の場を提供することを目的とする。 

  

１－２ 展示の対象：だれを目標にするか  

 ＜ユニヴァーサル・ミュージアムの思想の導入＞ 

 

 民博の利用者は、その年齢や国籍、言語など、あらゆる点で多様化の一途をたどってい

る。民博の施設と展示内容は、最先端の研究に基づく一方で、誰もが理解でき、誰に対し

ても「やさしい」ものであることを基本とする。それは、民博の展示がユニヴァーサル・

ミュージアムの思想に裏打ちされた展示を志向していくということに他ならない。もとよ

り、単一の展示で、すべての人びとに同様の理解を促すことはできない。したがって、新

たな展示では、さまざまなメディアを駆使し、小学生から大学生・大学院生、さらにはハ

ンディキャップをもつ人びとも含めた、広範な利用者の多様な要求に対応できるシステム

の構築をめざす。 

 

１－３ 展示の枠組：どのような理解の枠組を設定するか  

 <人々の生きた姿の理解できる展示＞ 

 

地球規模の交流が進む中で、人類は世界の至るところで同じ文化要素を共有するように

なっている。しかし、だからといって世界の民族文化が均質化しつくしたわけではない。

むしろ世界の各地で、文化の独自性の主張と、文化の交流・混交の中からの新しい文化の

出現が観察されるとともに、それと並行するかたちで、文化をめぐる対立や葛藤が世界各

地で頻発している。こうしたなかで、民族学・文化人類学研究の分野においては、ともす

れば固定的になりがちな文化概念に代えて、文化の「現在」を理解するための新たな概念

枠組みが求められている。民博の展示もまた、そのような新たな文化概念を具現したもの

でなければならない。すなわち、民博の新たな展示は、世界の人びとが互いにさまざまな

かたちで結びつきあいながら同時代をともに生きている姿をつたえ、利用者もまたともに

考えることを促すものでなければならない。 
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民博の開館以来のこの 30年のあいだに、当初は予想もしなかったほどマスメディアとイ

ンターネットが発達し、世界の文化についての情報は広く流通するようになっている。し

かし、それらの情報には歴史的・社会的脈絡を欠いたものが多く、世界の文化についてよ

り広く理解したい、より深く理解したいという欲求は、社会のなかで逆に以前より高まっ

ている。民博の展示は、最新の研究成果に基づきつつ、それぞれの文化が抱える歴史的背

景と現在の文化のダイナミクスを示すことで、利用者のこうした要請に積極的に応えてい

くものとする。 

 さまざまな情報が拡散しつつ流通している今日の状況において、多くの人びとは、情報

の流れに距離を置き、傍観者として自己を位置づけることを余儀なくされる傾向にある。

このようななかで博物館は、真に双方向的な展示を実現することで、利用者に問いを投げ

かけ、利用者の批判や意見を直接に受け止めることを通じて、対話と相互交流のための装

置になることができるはずである。博物館の展示は、対話を通じて相互理解と自己認識を

深化させるという、まさに 21世紀に求められる社会の縮図となるべきものである。 

 

１－４ 展示の製作：どのようにして展示を製作するか  ＜開かれた展示制作＞ 

 

民博が社会に対して開かれたフォーラムであるためには、展示の製作を民博の研究者だ

けの作業にとどめるのでなく、広く機関の外部に対して開いていくことが必要である。と

りわけ、大学共同利用機関としての博物館機能を最大限に活用するためには、展示の製作

にあたり、門戸を広く国内外の大学の研究者にも開き、そうした研究者の力を結集するこ

とが求められる。具体的には、民博の共同研究や人間文化研究機構内で進める連携研究な

どの成果を、積極的に展示製作に結び付けていくこととする。また、展示の製作にかかわ

るプロジェクト・チームも機関内の研究者だけでなく、機関外の研究者や、その展示の対

象となる文化の出身者も含めた形で構成していくことを基本とする。さらに、博物館施設

を最大限に有効活用するという視点から、全国の大学博物館や公立・私立の博物館との連

携を強化し、大学等で制作された展示についても、公開の場を提供していく。 

 

１－５ 展示の運営： 展示をどのように運営し改修していくか ＜不断の展示更新＞ 

 

この「基本構想」には新たな時代に応じた展示の改修の基本方針を記しているが、それ

は、本館展示全体を改修するにあたっての指針というだけではない。大規模な改修の機を

とらえるだけでなく、日常的な展示運営においても、ここに記した理念と方向性を生かし

て、随時、できるところから展示の改善を図っていくというのが趣旨である。それは言い

換えれば、大規模な改修がなされたのち何年間その展示を維持するといったサイクルをあ
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えて定めないということでもある。時代の要求と研究の進展に応じてつねに展示を更新す

る。この「基本構想」の以下の記載は、そのような運営の指針を示したものである。 

 

 

２ 展示の方法 

  

 フォーラムとしての民博には、教育や学習に役だつとともに、利用者のイマジネーショ

ンを喚起する展示が求められている。モノを中心とした展示自体は限定した情報しか提示

できない。したがって、利用者が展示場での体験を自由な発想をもって発展させることが

できるように、さまざまな環境を整えることが肝要である。 

 まず、展示は研究成果の迅速な公表の場であると同時に、その研究自体を利用者ととも

にさらに練り上げていく交流の場として活用されることが望ましい。そのためには、解説

スタッフやボランティアなどとの人的交流が要請されることになる。また、研究者のギャ

ラリートークなども合わせて実施する必要がある。 

 一方、従来の展示に加え、学習・研究支援コーナーやインターラクティヴな機能をもつ

新たな情報展示を整備することが不可欠である。それは、資料の展示を補完するものであ

り、来館者の知的関心を個々人の自発性に基づきながら喚起する装置である。 

 

２－１ 展示の基本方針：展示をどう方向づけるか 

 

 従来、民博の展示の大部分を占めていた地域展示は、地域文化を総覧的に展示しようと

するものであった。しかしながら、展示とはあくまでも特定の視点から特定の目的をもっ

た文化の切り取りでしかなく、文化をまるごと表象するという総覧的な展示や、歴史的背

景から独立した客観的で中立的な展示というものはそもそも存在しえない。展示の構成に

あたっては、そうした限界を明確に認識し、むしろそれを積極的に活用する姿勢が必要と

なる。 

 具体的には、それぞれの展示がどのような視点から、何を伝えようとして構成されたも

のかを来館者に明確につたえることが出発点となる。このため、すべての展示において、

その展示の趣旨（コンセプト）と展示完成年次を明記することとする。 

 展示の内容そのものについては、創設時の「基本構想」でとなえられた、モノだけの説

明に終わるのでなく、「モノと、それを作り、それを使用する人」との関係こそが重要なの

だという視点は基本的に踏襲されるべきである。しかし、今後の展示においては、さらに

モノをそれが用いられるコンテクストに即して展示することを徹底する。それは言いかえ

れば、モノだけでなく、モノを生み出し、用いている人びとの生きた姿を浮かび上がらせ
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るような展示を志向することを意味する。 

 

２－２ 展示表現の技術：どのような手法をもちいるか 

 

 民博創設時の展示が採用したのは、展示物を文化項目別にまとめ、それを「構造的」に

配して文化の全体性を示そうとする展示であった。しかし、結果的に、それは資料のタイ

ポロジカルな並列に終始し、個々の物がどのようなコンテクストにおいて使用されている

かという点については十分な情報を提供できずに終わった。 

 今後の展示においては、様々な展示技法の長所と欠点を十分に認識しつつ、その目的に

応じて多様な技法を採用しうるものとする。 

一方、変貌の著しい世界の状況に対応し、また研究成果を迅速に反映した展示が可能に

なるよう、展示場全体を簡単に改変することが可能なシステムを整備する。既存のテーマ

展示場は、当面、企画展示の一環として位置づけ、今後の改修に当たっては、独立した閉

鎖的な空間とはせず、地域展示場のいくつかのセクションが必要に応じて特定のテーマの

展示に変更できるようなシステムを導入する。 

民博が開館当時から採用してきた露出展示、触ることのできる展示は、資料の保存・次

代への継承の必要性も十分に考慮しつつ、展示の目的と資料の性格に応じて、展開の有無

を選択する。その際、実際に手にとって用いることができる展示（playable）、触れること

のできる展示（touchable）と、触れずに目で見る展示の区別を明確にし、利用者に混乱を

招かない展示技法を開発する。 

 

２－３ 展示の運営組織 

 

 民博における展示計画の企画・立案・運営は、文化資源運営会議、本館展示専門部会、

本館展示プロジェクト・チーム、企画展示ならびに特別展示プロジェクト・チームによっ

て実施するものとする。 

 文化資源運営会議は、民博における展示を含む、広義の博物館活動計画全体を所管する

委員会であり、すべての展示計画は同委員会の承認のもとに進められる。委員会は、研究

者の代表および関係事務部局の責任者から構成される。 

 本館展示プロジェクト・チームは、本館における各展示場を単位として設置される。す

なわち、イントロダクション展示、各地域展示（オセアニア、アメリカなど。地域区分に

ついては３－２を参照。なお、東アジアに関しては、その内部の区分を単位とする）、音楽

展示、言語展示、情報展示の各プロジェクト・チームである。 

これらのプロジェクト・チームは、機関内の研究者だけでなく、機関外の研究者を含め
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たかたちで構成し、さらに必要に応じて、その展示の対象となる文化の出身者の参加を求

めることができるものとする。 

 あわせて、これら本館展示プロジェクトの相互の連絡･調整の場として、文化資源運営会

議のもとに、本館展示専門部会を設ける。同部会のメンバーは、各本館展示プロジェクト・

チームの代表者によって構成するものとする。 

 特別展示ならびに企画展示プロジェクト・チームは、個別の展示企画の提案が文化資源

運営会議によって承認された段階で設置され、展示企画の終了とともに解散される。なお、

特別展示に関しては、その規模の大きさにかんがみて、プロジェクト･チームの核として研

究者および関係事務部局の代表者から構成される実行委員会を設置し、その決定のもとに

プロジェクトを運営するものとする。 

 

 これら個別の展示に対応した組織とは別に、民博の展示を大局的な視点から点検・評価

し、展示の質的向上にむけての適切な助言を与える機関として、館の代表者若干名と外部

の専門家からなる展示評価委員会を設ける。展示評価委員会は必要に応じて、一般市民の

代表者からなるモニターに意見を聴することができる。文化資源運営会議と各展示プロジ

ェクト・チームは同委員会の答申を実現可能な範囲内で最大限尊重するものとする。 

 

２－４ 展示と研究との関係：どう一体化させるか。 

 

 展示が研究・調査と一体化したものであることは、民博の基本方針である。展示は、研

究者にとって、学術論文や著書の出版と並ぶ研究成果の公表の手段であると同時に、その

研究成果をさまざまな人びととともに対話を通じて鍛え上げる場でもある。この認識をも

とに、研究と展示の連携体制を整える。 

 具体的方策としては、つぎの４点が骨子となる。 

  (1) 展示の製作にあたって、できるかぎり、その展示の対象となる文化の出身者の参    

加を求める。 

  (2) 研究者個人や共同研究の成果が容易に展示に反映できる体制や装備を整備する。 

  (3) 国内の研究者や学芸員を対象とし、共同研究と一体になった展示プロジェクト導

入の可能性をさぐる。 

  (4) 人間文化研究機構内の諸機関や、より広く外部の諸研究機関と連携・共同した研

究の成果を展示に展開できるよう、制度や施設等の整備をおこなう。 
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３ 本館展示の方針 

 

３－１ 本館展示の構成 

 

 「本館展示」は、「地域文化展示」と「通文化展示」、「企画展示」を中心とし、それに「イ

ントロダクション展示」を含むインフォーメーション機能を有した展示ゾーンを併設して

構成する。 

 

３－２ 地域文化展示  

 

世界の文化を展示・紹介することが民博に課せられた使命であり、また、人びとの世界

認識が基本的に地域を参照してなされる以上、地域文化展示は民博の展示の基本となるべ

きものである。本館における地域展示の地域区分は、現行の区分を維持する。すなわち、

オセアニア、アメリカ、ヨーロッパ、アフリカ、西アジア、南アジア、中央･北アジア、東

アジア（朝鮮半島、中国地域、アイヌ、日本列島）である。ただし、本基本構想の冒頭で

述べたような変化に対応し、民博の使命を最大限に果たすためには、地域文化展示は可能

なところから、全面的に刷新する。 

従来の民博の「地域展示」においては、モノのもつ力を十二分に尊重するために、解説

は最小限度に抑えられ、ジオラマ・写真・音等の他のメディアの使用は制限され、歴史的

背景の参照は抑制されてきた。しかし、こうした展示は文化をいわば中空に浮かぶものの

ようにし、それを生きている人びとの姿を喚起することができなかった。民博が展示され

る文化に属する人びととの対話を重視するフォーラムたり得るためには、こうした展示手

法は見直されるべきである。とりわけ、対象文化が形成されるにいたった歴史的・社会的

背景を重視すること、生活の全体性を表現すること、人びとが文化をどのように生き、文

化を通じてどのように世界を経験し、表現しているかを伝えることが、新しい地域文化展

示に求められる。 

具体的な一例をあげれば、その地域の文化の多様性が概括的に把握できるという基準か

ら、いくつかの地域ないし民族を選んだうえ、それぞれの地域・民族がアイデンティティ

の核として利用しているものを中心として関連資料を展示し、そのものが選別された文化

的・歴史的背景を探るとともに、現代における活用の様相を紹介するという方法が考えら

れる。これは、地域文化を文化項目別の資料の並列によって総覧的に提示するのでなく、

選別されたモノを核として、そのモノが置かれたコンテクストをたどる中で、地域の生活

や文化・歴史を浮び上がらせていくという手法である。当然、取り上げられる資料の出所

は限定され、紹介される民族も限られることになるが、その地域の文化に対する来館者の
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知識や理解は、タイポロジカルな展示よりも格段に深くなると考えられる。 

もとより、これが唯一の方法ではない。次なる時代の地域文化展示を先導するという観

点から、新たな展示技法の開発に努めることが求められる。 

 

３－３ 通文化展示 

 

 世界の民族学および文化人類学の博物館のうち、自文化と異文化を含む、世界全体の文

化を一ケ所で展示しようとする博物館はわが民博だけであることを考えるなら、通文化展

示こそは民博の可能性を世界に向けて発信できる場であるといえる。したがって、新たな

民博の展示においては、通文化展示をさらに拡充していくことが重要な要素となる。 

通文化展示は、「地域文化展示」を補い、そこで得られる理解をさらに進めるためのもの

であるが、だとすれば、そこでの基本的要件は２つある。ひとつは、世界の文化の見取り

図を大きく描くことであり、今ひとつは、さまざまな文化の出会いや交流から、いかなる

文化が生まれ、また新たに生まれつつあるかを具体的に示すことである。従来、民博では

言語と音楽を中心に通文化展示を組織してきたが、今後もこれを基本として常設するとと

もに、グローバルな次元で生じているさまざまな問題や、現代の社会や文化の成り立ちを

検証する歴史的な展示、さらには、文化についての知のありかたとしての民族学・文化人

類学そのものを歴史的な視点から改めて検証するような試みなども、通文化展示として実

現していくことが考えられる。なお、これらの展示は、その時事性や問題提起的性格に鑑

みて、以下に述べる企画展示において実現することを原則とする。 

 

３－４ 企画展示 

 

 企画展示とは、常設の地域文化展示を補うと同時に、来館者の理解を深めることを目的

として、本館常設展示場で短期的に行う展示のことである。具体的には、各地域の文化の

現在を示し、地域のあいだの文化の交流と相互作用を示し、さらにはグローバルな世界の

動きに連動しつつ文化の次元で生じている諸問題を示すような展示が含まれる。また、文

化についての知のありかたとしての民族学・文化人類学そのものを歴史的な視点から検証

する試みなども歓迎される。 

 グローバル化が進行するなかで、地球規模での視点を必要とする諸問題があいついで生

じている。グローバルなテーマにかかわる展示は、最新かつ比較研究の成果に基づいては

じめて実現されるものであり、地球規模での視点を必要とする問題である。この種の展示

は、比較研究の成果に基づいたものであり、現在人類が直面している諸問題から、衣･食･

住の比較にいたるまで、きわめて広範な内容が設定されうる。 
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 また、民族学資料は、それが集められた当該文化についての情報を有するだけでなく、

それを集めた側､すなわち収集者や収集がなされた時代背景についても多くの情報を有し

ている｡人類学を歴史化するという視点から、コレクターないしコレクションを単位とした

展示も大きな意味をもつ。さらに、民博が毎年世界各地で継続して実施している収集の成

果や新たな寄贈資料をいち早く展示することは、研究・収集成果を迅速に公表するという

視点からも、重要である。したがって、企画展示のテーマとしては、収集者ないしコレク

ションに焦点をあてた展示や、新着資料の展示も大いに奨励される。 

 展示の組織形態に関して言えば、館内で組織されるもののほか、館外の機関との連携・

協力を通じて実施される展示は、主として、この企画展示の場を通じて実現していくこと

となる。必ずしも展示に豊かな経験を有するとは限らない、こうした外部の研究者の参画

を容易にし、さらには比較的小規模な諸企画にも対応できるよう、柔軟な空間構成がはか

れる設備を整備する。 

  

３－５ イントロダクション展示 

 

 民博の従来の常設展示においては、展示をどのように見るかという導入部がいっさいな

く、来館者は突然オセアニア展示場に足を踏み入れるかたちになっていた。イントロダク

ション展示というと、文化とはなにか、民族とはなにかといった基本概念を説明する展示

とうけとられやすいが、そのような概念の説明は、展示をはやく見たいと思っている来館

者にはわずらわしいものでしかない。イントロダクション展示に要求されるのは、むしろ、

展示を見る身がまえを来館者のあいだに作り出すことであり、民博の本館展示に即してい

えば、世界の文化の多様性を多元的な価値観のもとにうけいれる態度を身につけてもらう

ことである。新たな本館展示の導入部に、そうした展示を見る構えを生み出す装置として

のイントロダクション展示を設ける。また、イントロダクションへとつながる本館前アプ

ローチにおける屋外展示も、イントロダクションの一環として位置づけ、その視点に立っ

て整備する。 

  

３－６ 展示インフォーメーション・カウンターの設置 

   

 新たな民博においては、最新の研究成果に基づいた展示をおこなうが、それは多様な来

館者に広く理解されることをめざさなくてはならない。したがって、来館者との対話を積

極的に喚起し、多様な来館者のニーズに対応するため、展示インフォーメーション・カウ

ンターを展示場内に設ける。これは、フォーラムとしてのミュージアムの、最も基本的な

要件を満たすものである。 
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展示インフォーメーション・カウンターには係員を配置し、必要に応じて、来館者の誘

導にあたるとともに、来館者からの質問や疑問に答え、対面型の来館者サービスを実施す

る。なお、より高次の情報を必要とする来館者には、展示インフォーメーション・カウン

ターから、さらにビデオテークや学習・研究支援コーナー、図書室へ誘導することになる。 

 なお、展示インフォメーション・カウンターは、以下に述べる本館展示場のブロック化

を踏まえ、展示場内の観客の振り分け誘導に適した位置に設置する。 

 

３－７ 新たな情報展示の整備 

 

 地域展示・通文化展示・企画展示は、基本的にモノを中心にした「展示」であり、その

固定的な性格上、五感による体感や、来館者の側の主体的選択や働きかけという点で限界

をもつものであることは否めない。来館者の知的関心を個々人の自発性に基づきながら喚

起し、また来館者の展示場での体験を自由な発想をもって発展させる装置として、インタ

ーラクティヴな機能をもつ体験型の新たな情報展示を整備する。この新たな情報展示は、

かつての「モノの広場」の経験的蓄積を踏まえて、見るだけでなく、触ることや聴くこと

も重要な要素として組み込み、ユニヴァ－サル・ミュージアムの理念を具体的に実現する

ものとする。 

 

３－８ ビデオテーク 

 

 映像番組の需要の高さに鑑み、ビデオテークのシステムは維持・継続する。また、ブー

スで提供される映像音響情報について、ビデオテークの名称を継承する。 

ビデオテーク・ブースで提供するソフトは、ビデオ番組を中心とするが、マルチメディ

ア・ソフトへの展開もはかっていく。なお､データベースなどの高度で個別的な情報の検索

機能は､ビデオテークとは切り離し、学習・研究支援コーナー(仮称)の一環として再編する

こととする。 

 

３－９ 学習・研究支援コーナー（仮称） 

 

 モノを中心とした展示は、諸民族の手によって実際に作られたものに直接接触できると

いう点では、来館者に強い印象を与えるものであるが、その背後にある文化の情報の提示

という点では限界がある。とりわけ、来館者が展示物に触発されて抱く疑問や関心のあり

かたはきわめて多様であり、展示という画一的な情報提供の手段では対応できないもので

ある。しかし、そうした疑問や関心に応えることなくして､自由な思考や議論をはぐくむ「フ
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ォーラム」としての民博は実現しえない｡展示場での体験を来館者一人一人の要求に応じた

かたちで展開させ、来館者がみずからの問題として諸民族文化を考え、異文化理解を深め

ることのできるような学習・研究支援の装置が是非とも必要となる。(もともと、現学習コ

ーナーは一時的なものとして設置されたものであり、その充実が求められる) 

 展示物に触発された思考をさらに展開させるための学習・研究支援には、いくつかの形

態が考えられる。まず、文献図書の閲覧、データベースを利用した関連情報の検索、ある

いは関連の標本資料の閲覧などがあげられる。その内容は、以下の通りである。 

・ 図書閲覧機能 

（一般書を中心とし、専門書の閲覧に関しては図書室との連係を整備する）        

従来の学習コーナーで提供。 

・ データベース検索機能 （ビデオテーク多機能端末を設置する）  

   主として従来のビデオテーク多機能端末室で提供  

・ 収蔵資料（標本資料・映像音響資料）の研究用熟覧受付窓口機能 

（実際の熟覧は、一定の時日を定め、各担当係において実施する。） 

    従来の、学習コーナーで提供 

   

３－１０ 多目的広場 （旧・新着資料展示コーナーを含む） 

 

 フォーラムとしてのミュージアムの理念に合わせ、さまざまな目的のために来館者が集

い、情報や経験を共有できる場所として多目的広場を整備する。広場の整備に当たっては、

そのなかに休憩機能を盛り込み、文字通り、来館者が文字通り自然に集まり、交流できる

場を創出する。 

 

 なお、以上３－５のイントロダクション展示以降、インフォーメーション・カウンター、

情報展示、学習・研究支援コーナー〈多機能端末室を含む〉、ビデオテーク、多目的広場は、

すべて中央パティオ〈未来の遺跡〉の周りに位置することから、これら全体をインフォー

メーション・ゾーンとして位置づけ、運用や今後の改善に当たっても、統一的な視点から

整備にあたるものとする。 

 

３－１１ ワークショップ 

 

 学習・研究支援とは別に､歌や踊り､描画や工作などの実践を通じて文化を学ぶという「体

験型」の学習支援形態も有効である。ただし、そうした活動の実施については、エントラ

ンス・ホールや展示場など既存の空間を積極的に活用する。博物館の空間全体をワークシ
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ョップの場に開くことで、フォーラムとしての展示を、空間利用の上でも実現しようとい

う考え方である。なお、音響を伴うワークショップの実施のために、2 階の各セミナー室

の防音機能を強化する。 

 

３－１２ 展示場全体の布置・動線計画 

 

 従来のオセアニアから始まり日本へといたる一筆書きの展示順路の構成は、観客に大き

な負担を強いると同時に、滞留時間の大きなばらつきも招いている。このため、観客が自

発的に選択可能な展示場構成を実現する。具体的には、第 1ブロック（1・2棟）を文化多

様性ゾーン、第 2ブロック（3棟の半分・7棟の半分）をクロスカルチュラル・ゾーン、第

3ブロック（7棟の半分・４・５・８棟）をアジア・ゾーン（名称はいずれも仮称）として、

ネーミングを含めたブロック化をはかり、ブロックごとのデザイン上の性格分けにも配慮

して、振り分け機能を有した空間から、観客が選択的に展示順序を決定できるようにする。    

なお、それぞれの展示を構成する各展示場と展示場のあいだには、必ず緩衝空間を設け、

ひとつの展示場と次の展示場の区別が観客に明確に認識されるように工夫するとともに、

各展示場内に可能な限り休憩機能を組み込むこととする。こうした緩衝空間や休憩コーナ

ーは、非常時の退避場所としても機能するよう配慮する。 

 

３－１３ 本館展示における説明・表記の方針 

 

 展示解説は必要最小限を旨とし、以下の３点を基本方針とする。 

  (1) 展示場ごとの趣旨説明文とその展示場完成年度、展示担当者を明記した「展示場

概説パネル」 

  (2) 展示ブロックごとの解説を付した「ブロック解説パネル」 

  (3) 展示物一点ずつの標本資料名、民族または地域名、収集年代を明記した「標本プ 

    レート」。「標本プレート」には、展示の内容に応じて、その制作者名や制作年代

を合わせて表記することもできるものとする。 

 表記は、日本語を主とし、最小限の情報については英文での表記も補助的に用いる。数

ある言語の中でも、とくに英語による表記を採用するのは、英語が、言語を異にする世界

各地のさまざまな民族集団が相互のコミュニケーションの手段として第 1義的に採用して

いる言語であることによる。こうした英語による補助的表記は、個々の資料がどのような

かたちで提示されているのかを、当該文化の担い手の人びとにも理解できるかたちで開示

し、つねに批判や修正に道を開くための方策である。 

 日本語による解説文の記述にあたっては､とくに小中学生の利用が多い本館展示の場合､



 14 

小学校高学年の子供たちが理解できるような、簡潔で平易な表現を心がける。 

 なお、多様な観客へのサービスの一環として，適切な機器や各種印刷物の開発に努め、

点字による解説や多言語対応も推進する。 

 

３－１４ 展示に関わる施設の整備 

 

ユニヴァーサル・ミュージアムの理念に基づいた展示の実現という視点から、多様な利

用者のニーズに合わせた施設の整備を図る。 

・サイン計画  展示場等における案内のサインについては、上記の使用言語の基本 

方針とは別に、来館者の動向を適切に反映する形で整備するものとする。 

・来館者にやさしい施設の整備 

  ハンディキャップを持つ人びとや高齢者も含め、利用者にとって快適な観覧環境の整 

備に努める。具体的には、ユニヴァーサルデザインの導入や、休憩スペースの豊富な 

確保、レストラン、カフェテリアの充実などをはかる。 

 

３－１５ 展示場での人を介した情報提供 

 

 団体観覧が大きな利用者数の約半数を占めるという実態を踏まえ、その観覧をより有

意義なものとするため、フロアー・スタッフによる短時間の団体向け展示案内を実施する。 

また、ボランティア活動など市民の活動と連携し、展示を文字通りの相互交流と相互啓

発の場として築き上げる方法の開発に努める。 

 

３－１６ 所蔵資料・施設の共同利用の促進 

 

(1) 資料の活用と資料情報の充実 

民博所蔵資料を利用した展示を館外の研究者が館内もしくは館外でおこなう場合、

館内の研究者の場合と同様に、その資料についての新たな情報を民博のデータベー

スに反映する作業までを一連の作業として要求することとする。 

(2)  民博所蔵資料の「研究用熟覧プログラム」の導入 

博物館の所蔵資料を広く研究者の共同利用に供するため、「研究用熟覧プログラム」

を導入する。具体的には、資料熟覧の申し込み窓口（共同利用窓口）を本館内および

HP 上に設置し、時日を定めて研究用熟覧の機会を提供する。なお、利用者について

は、申請により「研究用」の熟覧と判断されれば、資格についてはとくに制限を設け

ない。なお、窓口の設置場所や運用の詳細については、別途定める。 
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（3）大学共同利用の促進の視点から、大学・大学院等の授業での展示利用の際には、申請

により、観覧料を無料化することを検討する。 

 

 

４ 本館展示の拡張 

 

４－１ 特別展示の方針 

 

 特定のテーマを設け、6 ヶ月を越えない程度の短期の開催期間を設定した展示で、特別

展示館で実施する大規模な展示を特別展示とよぶ。テーマの設定は、広い意味での民族学

にかかわるもの、あるいは世界の文化の理解に資するものであるかぎり、とくに制限を設

けない。 

 本館においてさまざまな企画展示が実施されるようになっても、研究者および来館者の

あいだに、大規模な企画展示に対する要請は常にあると考えられる。また、民博が日本に

おいて民族誌関係の大規模展示をひきうけられる唯一の場であることを考えると、世界各

地で優れた展覧会がいくつも生み出されている今日、その受け皿を確保する意味でも、特

別展示場の維持は不可欠である。 

 

４－２ 特別展示の実施方法 

 

 特別展示にも、本館展示の場合と同様、研究との一体性の確保、対象文化の出身者の参

加、さらに館外の研究者・キュレーターの積極的参画が求められるのはもちろんである。

ただし、４－１に記したような短期の展覧会の特異性に鑑み、館の外部で製作された展示

であっても、世界の民族文化理解に資すると判断される場合には、特別展示の枠内におい

て共催のかたちで実施していくものとする。その際、受け入れの可否は、文化資源運営会

議において判断する。また実際の展示については、通常の特別展示の場合と同様、特別展

示実行委員会を設置して運営する。 

 

４－３ 館外での博物館活動 

 

 民族学・文化人類学をめぐるフォーラムの実現という視点から、館内における展示とは

別に、館外にむけても、随時、展示の巡回や展示キットの貸し出しを実施する。 
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４－４ 館内での展示活動と館外での展示活動の連係 

 

 民博の館内で実施される特別展や企画展と､館外で実現される巡回展、貸し出しキットな

どのあいだに相互の連係をもたせ、展示計画の有効な展開と作業の効率化をはかる。 

 具体的には、大規模な特別展を、その後、館内での企画展示や館外での巡回展、あるい

は貸し出しキットに展開していく方向と、館外でのキット提供や巡回展を、館内での特別

展、企画展、テーマ展示等をねりあげるモニタリングの場として活用するというふたつの

方向が考えられる。 

 

 

むすび 

 

 以上に記した展示構想は、過去３０年間の民博の活動の総括のうえにたち、「第２期博

物館基本構想」を再検討しつつ、新たな時代における大学共同利用機関としての民博の展

示を中心とする博物館活動のありかたをまとめたものである。個々の方針は、展示の主体

としての民博および研究者の位置と責任を明確にする一方で、その展示をつうじて、文化

や立場の違いを越えた交流と創造の場、すなわち「フォーラム」を実現しようという視点

から構想されている。日本における民族学・文化人類学を核とした大学共同利用機関であ

り、その研究と情報提供のセンターとしての民博における展示には、最新の研究成果に基

づいたものであると同時に、そのメッセージが世代や関心を異にする広範な来館者が容易

に理解できるものであることを求められている。それにこたえることによってはじめて、

開かれた「フォーラム」としての展示が実現されるであろう｡世界の諸民族の文化や民族学

博物館をめぐる状況は､今後もさらに大きく変化していくことが予想される。しかし、ここ

で示した基本的な立場にたちかえることで、そうした変化にも十分に対応することができ

るにちがいない。この「展示構想」が、そのような新たな実践の指針となることを願って

いる。 

 


