
国立民族学博物館

開館から30周年を迎える大阪・千里にある国立民族学博物館。研究と博物館

活動を合わせ持ち日本の博物館界にセンセーショナルを起こした「みんぱく」。

しかし、70年代からのその歩みは、民族学、国際社会も大きく変化した。

4代 日となった松園万亀雄館長は、今をどう捉え、これからに臨むのか。

長らく取材 してきた毎日新聞論説委員の池田知隆氏がインタビューする。

特集・翠 V尋班「ヽ

インタビュー :池田知隆氏 (毎 日新聞論説委員)

池田 国立民族学博物館 (以下、「みんぱく」

と略)の 30年を振り返って、今、率直にいって

どういう段階にあるのでしょうか。

松園 ひと言でいえば、今は大変身の時

期にあるということです。まず1974年 に

国立民族学博物館ができ、77年 に博物館

が開館しました。m年代の初めといえば、

多くの発展途上国では独立後10数年しか

経っていない時期です。物質文化からい

うと、プラスチックのものがまだ人って

いない時期で、生活用品として使ってい

たのは木や植物、金属で作ったものがほ

とんどです。今、展示されているものの

部́は、70年 の大阪万博が開かれる数年

前に若手の研究者たちによって世界各地

から集められたものです。しかし、その

後、現地社会がものすごく変わってしま

った。僕らはそのころから海外で調査を

していますから、政治も含めて大きく変

化する状況を見てきました。

もう一つは、それらの変化に伴う博物

館展示のあり方の変容です。かつて、博

物館の展示デザインは文明国の博物館に

かかわる研究者たちがそれなりの考えで

行っていました。ところが今は、その展

示される側の人たちがどう展示してほし

いかという要望も採り入れなければ、よ

い展示とはいえなくなりました。みんぱ

くでは「フォーラム」といって、リニュ

ーアルのたびに現地の人をよんで相談し

ながら展示する側とされる側の交流の場

を作り展示をする方法を採ろうとしてい

ます。

1相田みつを美術館。10周年記念展では初期の

力強い作品が展示された。手前は絶筆

2国立民族学博物館の特別展「更紗今昔物語～

ジャワから世界へJ(0697～ 125)

3安曇野ちひろ美術館が長野県の菓子メーカー

開運堂と共同開発したお菓子「木の葉の精J

4滋賀県立琵琶湖博物館では琵琶湖に棲む水族

展示もある

5ア クアマリンふくしまのコマフアザラシ

展示する水槽を変えるなど工夫がある

6長崎歴史文化博物館の常設展示

7滋賀県立琵琶湖博物館。「琵琶湖のおいたち」

8世田谷美術館。小学生の鑑賞教室では公園も散策

池田 開館当時、いろんな生活用具の実物の圧

倒的な存在感を示した展示方法やコンピュータ

ーの導入などが斬新で「みんぱくショックJと

か「みんぱく元年」といわれましたが、やはり

30年経つと見直さなければならないということ

ですね。

松園 そうですね。黒を基調にした展示

室で、強く自1象づけたことはあると思い

ます。しかし、世界各地のものをたくさ

ん展示してあるのに、それがどこの地域

のものかを示す地図があまりないとか、

外国語の表記がいっさいないというのも

再考が必要です。これだけ海外からのお

客さまが多くなっていますので。

またコンピューターを導入した展示解

説́は、今は完全に見直しの時期になって

います。膨大なお金がかかったのですが、

今はよそでも研究や開発が進んで、みん

ぱくがあえて開発に乗り出さなくてもよ

い時代になりました。ただし、ビデオテ

ークは意味があると思います。新しいシ

ステムを導入しました。

池田 2004年に、大学共同利用機関法人 人間

文化研究機構という組織に入って、その変化も

大きいと思いますが。

松園 5つの機関(X)が ^緒 になって、大

学共同利用機関法人という ^組織にな り

ました。それまでも大学共同利用機関だ

ったのですが、みんぱくでは共同利用が

必ずしも充分に行

われていなかった

と思います。現在、

年間35、 6本の共

同研究課題が進め

られていますが、

かつてはみんぱく

の教員が主体にな

って外部の研究者

に声をかけて取 り

組んでいました。

私の赴任する少し

前から、外部の人

による共同研究が

始められていまし

たが、私はそれを

さらに推し進めました。つまり、外部の

人が代表者になってテーマを掲げ中f青 し

てもらい、それをなんぱくの最高議決会

議である運営会議の Fにある共同利用委

員会が審査することを提案しました。今

は約半数が外音6の研究者の中請によるも

のです。もう外部から乗 り込んできてい

いのです。それに展示用の標本、文化人

類学関係の書籍、調査で撮った映像資料

などもたくさんあるので、研究者に来て

使っていただきたい。

池田 「大学共同利用機関」としては、活躍し

やすくなったということでしょうか。研究費な

どが続制されて独自性が出せないのではないか

と心配されましたが。

松園 両面あるでしょう。これまでみん

ぱくの中で完結していたさまざまな事務

的な仕事も人間文化研究機構として連携

しなければいけなくなりました。しかし、

研究者も事務職もほかの研究機関の人た

ちと交流ができ、オープンになったと思

います。また研究費については、運営交

付金が毎年 1%ずつ減らされていますが、

それを補損するものとして競争的資金の

特別教育研究経費があるし、科学研究費

も大型のものが出てくるようになりまし

た。研究費についてはむしろ増えている

といえます。

ただし、施設整備や設備そのものに対

国立民族学博物館館長・松園万亀雄氏。東京都立大学人文学部教授、県立長崎
シーボルト大学国際情報学部教授などを経て、2003年 より現職。専門は社会人

類学。編著書に『文化人類学一文化的実践知の探求』(江渕一公と共編書、日本

放送出版協会)、 「1生 の文脈』(く らしの文化人類学4編集代表、雄山閣)な ど
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する維持管理に関する予算が非常に取り

にくくなりました。展示のリニューアル

には施設整備の予算が必要なのに、なか

なかもらえない。ただし、新しい燻蒸の

システムを入れるにあたっては、機構長

裁量経費をいただき館からもそれに見合

う額を出して行いました。資料保存の専

門家がいるので、そういうことができます。

いい面としては、かつては予算の費日

に枠があって、それぞれの費日間の流用

ができなかったのが、今は年度の計画に

あわせて使い道を自分たちで変えること

ができるようになったことです。特別展

の場合は大きな費用もかかりますので、

やりくりして効果的、効率的に使えるよ

うになりました。

池田 新しい展示についての取り組みは、どの

ようなものですか。

松園 2004年 に「文化資源研究センターJ

という組織ができ、そこにリニューアル

についての委員会を作り、外部委員も交

えて検討しています。私としては、参加

型の展示を進めたいと思っていますのみ

んぱくにはお宝がないので触っていいも

のが多いのですが、すべてがそうではな

い。メチャメチャ触っていいのはそのよ

うにしようと思っています。また、現在

の展示では展示謂:に ついての解説があま

りにも少ない。モノ自身が語りかけると

いう考え方だったが、どんな人がどのよ

うに作ったのかという背景がわからない

ので、そうした説明を増やしたい。ただ、

展示品そのものは60、 70年代までの伝統

的な要素をもった社会のものなので、こ

のままにしておけばいずれは歴史博物館

になってしまうのではないかという懸念

もあるし、現代のものを置いたとしても

生活道具そのものが地元の素材だけを使

っているわけではない。そのあたりがと

ても難しいです。

また、大学共 F・l利用機関としてみんぱ

く以外の人が収集してきたものを展示・

解説する共用の展示空間をもちたいと思

っています。そのほか、年配の来館者が

多いにもかかわらず、休憩スペースが少

なく、段差も多く、説明のラベルも文字

も小さい、暗いとか、ユニバーサルデザ

インになっていないのでそこも変えなけ

ればなりません。

近々のこととして、 2階の観覧券売場

のところから展示本に入るまでのアプロ

ーチの空間にプレビュー的な仕掛けをし

たいと計画しています。そのための予算

はないので徐々にやるしかないのですが。

池田 来館者の数も減っていますね。

松園 そうです。私がきたころは、20万

人くらいで、今はもう少し減っています。

いわゆる未開社会がなくなってきたし、

メディアにもたくさん取り上げられ、行

きたい人は現地に行けるようになりまし

た。とくに物珍しいものがあるという状
´況ではありません。特別展の内容にも大

きく左右されますが、外部評価委員によ

ると研究に重点を置くあまりちよっと内

容がきまじめすぎるという意見がありま

した。広報の仕方も課題です。

それとは別に展示標本や映像は小中学

校の授業や大学の講義で活用されていま

す。例えば、日本国際理解教育学会では

小中学生の授業と関連づけてみんぱく展

示をいかに活用するかなど地道にやって

います。また、web上 での利用者が増え

ています。みんぱくには展示資料が26万

点くらいありますが、それを写真データ

にしたものがあります。とかく研究者は

資料データが完全でないと出したくない

のですが、不完全でもいいからと20数万

点を公開しています。大学の授業で使い

たい、ガヽ中学校の授業で使うので写真が

ほしい、モノを貸してほしいという要望

が増えました。できるだけ外部の人に見

てもらうために一生懸命やっています。

服飾関係や文字資料へのアクセスも多い

です。みんぱくへのアクセスが不便です

から、こうやって公開し活用してもらい

たいものです。

池田 博物館の今後の経営面でみたとき、展覧

会の事業化はどうなのでしょうか。またみんぱく

を支援するための千里文化財団とのかかわりは?

松園 展覧会の事業化は考えていません。

今はほかの博物館、美術館の要望に応 じ

て巡同展をしたり、モノをお貸しするだ

けです。アラビアンナイト展やマンダラ

展などは、人気がありました。それから、

みんぱくが法人になったことで財団との

関係は難しいですが、再考の時期にある

と思います。

池田 研究面でみたみんぱくの30年 はどうです

か。当初、新たな学問の拠点ができると京大の

探検部出身者などが多く集まり、熱気があった

ようですが、今、民族学研究の拠点としての役

割は?

松園 みんぱくは先進国で民族学の博物

館がないのは日本だけということで、民

族学会、民俗学会、 言語学会、考古学会

など多 くの学会が35年か ら運動 し諸学会

の総意としてようやく74年にできました。

なので、その当時は文字通り民族学のナ

ショナルセンターでした。多くの研究者

がみんぱくでのさまざまな研究会に注日

し、よりすぐった研究者も集められてい

ました。当初の研究テーマは「日本文化

の源流」など日本を中心にしたテーマも

多かったですが、70年代は大筋としては

昔ながらの暮らしをしている人たちの伝

統を知るという研究でした。まだ、「グロ

「あじまあ 沖縄の伝統とくらしJ(0310～046)は沖縄県立博物館と共同

で制作した
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特別展「更紗今昔物語～ジャワから世界へ」(0697～ 125)。 衣装関連のデ

ータベースヘのアクセスが多い
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―バリゼーション」という言葉は使われ

ていませんでした。その後ガラッと生活

環境が変わり、80年代になると人も動く

し開発援助というある意味での「 渉も始

まり、それぞれの途上国でも田合から都

会に出て働 くといった変化が激しくなり

ました。みんぱくが誕生して10年 経って

からそうなって、 ・方、みんぱくでも10

年、20年経つとここで育った優秀な研究

者がほかの機関や大学に移ったりしまし

た。みんぱくの場合に急激に変化する社

会をどう研究テーマにしていくか、じゃ

あ何をするのかという議論があまりなさ

れておらず、やや遅れたと考えます。知

19な 欲求を満足させる以外に、例えば有

効なODA予算の使われ方について何か社

会に提言したのかというと、そうでもあ

りませんでした。だから、なんとなく関

西のローカルなり1究所になるのかなとい

う、多少衰退が′心配される状況にあるの

かと思います。

池田 それは関西という地理的な環境もあった

のでしょうか。

松園 それもあります。関西の場合は職

業的な文化人類学者の育成が関東に比べ

て遅れましたので、文化人類学や社会人

類学の講座をもっていた首都圏よりも制

度的なしくみがあまり進みませんでした。

みんぱくではそれぞれの分野で立派な業

績を上げた方が多いのですが、どちらか

といえば個々にやっている。みんぱくの

なかで何人かでプロジェクトを組んで中

請して外部資金をとっていこう、そうい

う雰囲気になかなかなっていなかったの

ではないでしょうか。

池田 方策はありますか。

松園 私が就任して提言してきたのは、

実践の人類学、社会に役に立つ文化人類

学です。全員がやる必要はないですが、

例えば北欧のODAに は人類学者がプロジ

ェクトに入って濃厚に絡んでいます。日

本で人類学者がどのように参画するかと

いう研究会を今みんぱくでは盛んにやっ

ている。04年 に日本民族学会が ll本 文化

人類学会になりましたが、もっと学会と

濃厚につき合っていきたいです。「研究者

コミュニティ」といってますが、文化人

類学会その他の学会の研究者たちと一緒

にやっていく。みんぱくのなかで賛否は

ありますが、いろいろと変わりつつあり

ます。

要覧などでも、これまでは「研究博物

館Jと いって展示紹介を大きく掲載して

いましたが、今は「博物館をもった研究

所」と変えて、研究面を前面に出すよう

にしています。しかし、ほかの研究所と

の違いといえば、博物館があるというこ

とは大きいです。

池田 館長として梅悼忠夫さん、佐 木々高明さ

ん、石毛直道さんに続き、いわゆる「4番バッタ

ーJになりますね。大きな期待をもっています。

松園 2003年 に赴任して、翌04年 に法人

になりましたが、博物館と研究の両方あ

るこの複雑な組織を知るのに 2年かかり

ました。初めての外部からの館長なので、

何も知らないことを良さにして改革をし

ていくつもりです。今日はみんぱくにつ

いて自己批判的な話もしましたが、期待

されているので、明るくいきます。⑪

1935 澁澤敬三、自鳥庫吉を中心に財団法

人日本民族博物館の設置を計画

民族学会、民俗学会、言語学会、考

古学会など多くの学会が設置運動を

始める

19746 国立民族学博物館 倉」設

197711国立民族学博物館 開館

月1回の「報道関係者と館長との懇

親会」を開始

「民博通信」「月刊みんぱく」を創刊

19893総 合研究大学院大学開学に伴い、博

物館を基盤とする地域文化学専攻・

比較文化学専攻を設置。特別展・企

画展を開始

1994  博物館学国際協カセミナーを開始

1995 7 COE(「 卓越した研究拠点」)の研究

課題「地t・2時代におけるマルチメデ

ィアによる新しい民族学研究の展開

に関する先導的研究」開始

1997 このころから館外への広報普及活動

を活発化し、「国立民族学博物館ゼミ

ナール」や「みんぼく移動博物館」

を実施

19974 それまで地域害」であった研究部を、

方法論による実体的な研究部へと組

織改組

19995 みんぱく電子ガイドおよび学習コー

ナー完成

2002 展示、ワークショップ、ゼミナール

を一体化した「みんぱくサテライト」

を開夕台

20044大 学共同利用機関法人 人間文化研究

機構の一員となる。研究部を一部改

組し、運営会議を設置

謬

※ 5つの機関 :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、国立民族学博物館

松園館長と新聞記者としてみんぱくを取材してきた池鵬知隆さん。(右 )研究や展示

社会情勢の変化など話しが盛り上がる

・
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