
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅶ 博物館に関する基本データ 
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－478－ －476－ 



－479－ －477－ 
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－488－ －486－ 



－489－ 

（注）１．博物館法上の「登録博物館」及び「博物館相当施設」の数である。 

   ２．「登録博物館」とは，地方公共団体，民法第34条の法人，宗教法人，日本赤十字社，日本放送協

会が設置する博物館で登録をうけたものをいう。 

   ３．「博物館相当施設」とは，博物館の事業に類する事業を行う施設で，上記２の設置者のほか，国，

会社，個人等が設置するもので，相当施設の指定を受けたものをいう。 
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－490－ －488－ 



－ 1 － 

④ 博物館類似施設 

 

－ 2 － 

⑤ 博物館の構成（博物館5,363の構成） 

 

－491－ －489－ 
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⑥ 博物館の事業実施件数（１博物館当たり） 

 

－ 4 － 

⑦ 平成13年度間の博物館開館状況（平成13年度間未開館や平成14年度新設間を除く。） 

 

「平成 14 年度社会教育調査」（文部科学省）より作成 

－ 5 － 

⑧ 博物館における情報提供方法 

 

－492－ －490－ 



「平成 14 年度社会教育調査」（文部科学省） 

－ 6 － 

⑨ 博物館におけるボランティア活動の状況 

 

「平成 14 年度社会教育調査」（文部科学省） 

－493－ －491－ 



－494－ 

平成元年度間 

平成４年度間 

平成７年度間 

平成10年度間 

平成13年度間 

平成元年度間 

平成４年度間 

平成７年度間 

平成10年度間 

平成13年度間 

平成10，13年度間は百の位四捨五入 

平成10，13年度間は百の位四捨五入 

－492－ 
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⑪ 登録博物館・博物館相当施設・博物館類似施設の主な相違点 

－495－ 

備  考 ・民法法人立博物館については，税制上の優遇措置がある 

－493－ 
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  ② １館当たりの職員数 

（単位：人） 

 計 
総 合 

博物館 

科 学

博物館

歴 史

博物館

美 術

博物館

野 外

博物館
動物園 植物園 

動 植 

物 園 
水族館

計 14.8 16.4 17.0 10.0 11.8 12.5 49.1 24.6 45.6 37.6

専 任 10.2(100.0％)  9.2 11.1  6.4  8.1  6.2 42.4 17.8 42.1 32.4

館  長  0.5(  4.8％)  0.6  0.5  0.5  0.4  0.6  0.7  0.5  1.0  0.8

学 芸 員  2.6( 25.4％)  3.6  2.8  2.3  2.7  1.5  1.1  0.5  0.8  2.9

学芸員補  0.3(  2.7％)  0.2  0.2  0.1  0.1  0.2  0.8  0.5  1.3  3.0

その他の  6.9( 67.1％)  4.8  7.6  3.5  4.9  3.8 39.8 16.3 39.0 25.6

職  員           

兼 任  1.3  2.7  1.2  1.0  0.8  0.3  2.7  1.6  0.2  2.0

非 常 勤  3.3  4.5  4.7  2.6  2.8  6.0  3.9  5.2  3.3  3.2

 

 

  ③ 文部科学省の行う学芸員等研修の実施状況（平成17年度間，文化庁関係は除く） 

 

研修講座名 主  催 内   容 日  程 受講者数

博物館職員講習 文部科学省 

国立教育政策研究所 

社会教育実践研究セ

ンター 

 博物館等に勤務する職員の

学芸員資格取得に資するとと

もに，資質の向上を図る。 

17. 5.11.～ 

6. 2 
26人 

博物館学芸員等専

門研修（学芸員等

在外派遣研修） 

文部科学省  学芸員等の博物館専門職員

を諸外国の博物館に派遣し，

高度で専門的な知識・技術の

修得を図るほか先進的な展

示・教育普及活動等に関する

調査を行わせる。 

３か月以上 

（長期） 

 

１か月以上 

（短期） 

３人 

（長期）

 

４人 

（短期）
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３ 文部科学省・文化庁における博物館振興施策の概要 
 

○ 博物館振興施策について 

  博物館はこれまで我が国の社会教育の振興，自然史，文化，芸術，歴史，技術等の保存・継承さら

には創造・発信の拠点として，我が国の教育，学術，文化の発展に寄与してきた。 

  これからの博物館は人々の多様化・高度化する学習活動を支援する生涯学習の中核的機関として，

また，青少年の学校外活動の主要な場として，これまでにもまして多様な機能を発揮する必要がある。 

  そのため，博物館の資料の収集，収蔵，分類，展示，教育普及活動，情報提供といった従来の機能

をより一層充実させることに加えて，館外活動（アウトリーチ活動），博物館相互や学校，その他の

社会教育施設などの関係機関・団体等との連携，ネットワークの構築などを積極的に推進していく必

要がある。 

  文部科学省・文化庁においては，博物館が有する機能を十分に活用しその発展を支援するため，各

種の事業を展開しており，以下それらの事業の概要を述べる。 

 

１ 博物館振興のための支援 

 １ 地方公共団体等に対する支援 

  ① 社会教育活性化21世紀プラン（文部科学省社会教育課） 

    社会教育施設が中核となり，地域における課題を総合的に把握した上で，事業の企画，実施，

評価を一体的に行うモデル事業を実施し，その成果を全国的に普及啓発することによって社会教

育の全国的な活性化を図る。 

    併せて，社会教育の活性化のためには社会教育関係団体の果たす役割が非常に大きいことか 

 ら，これら団体の活動が一層活性化するための調査研究の実施や，現代的課題に関する事業のモ

デルプログラムの開発や事例収集を行い，その成果を全国に普及する。 

 

  ② 社会教育を推進するための指導者の資質向上等（文部科学省社会教育課） 

    地域における生涯学習の一層の推進を図る上で重要な役割を担う学芸員等の社会教育に関する

専門職員を対象に，専門的・技術的な研修を行い一層の資質の向上を図る。 

 

  ③ 地域教育力再生プラン（地域子ども教室推進事業）（文部科学省生涯学習推進課） 

    地域の大人の協力を得て，学校の校庭や教室等に安全・安心して活動できる子どもの活動拠点

（居場所）を設け，放課後や週末における様々な体験活動や地域住民との交流活動等を実施す 

 る。 

 

 ２ 博物館関係団体に対する支援 

  ① 美術館・博物館支援方策 策定事業 ～まちに活きるミュージアム構想～（文化庁美術学芸課） 

    平成18年度の新規事業として，外部有識者の意見を聞きつつ，国内外の美術館・博物館の管理

運営状況の調査・分析を行う。関係機関とのネットワーク・危機管理・教育普及・国際交流等の

在り方を検討し，検討結果を全国に提供して情報提供による支援を行う予定である。 

 



－497－ 

  ② 芸術文化振興基金による助成（独立行政法人日本芸術文化振興会） 

    独立行政法人日本芸術文化振興会では，芸術文化振興基金の運用益により，①国民に親しみや

すい現代舞台芸術公演等や映画の製作活動，②新たな分野を開拓する先駆的・実験的な芸術創造

活動，③地域の文化施設や住民が主体的に企画・参加する公演，展示活動，④文化財の保存・活

用事業等に対し幅広く助成している。 

 

  ③ 芸術文化振興基金による助成（独立行政法人日本芸術文化振興会） 

    独立行政法人日本芸術文振興会では，芸術文化振興基金の運用益により，①芸術家及び芸術団

体が行う芸術の創造又は普及を図るための活動，②地域の文化の振興を目的として行う活動，③

文化に関する団体が行う文化の振興又は普及を図るための活動に対し，幅広く助成している。 

 

２ 博物館職員の研修事業 

  博物館関係職員の専門的な資質の向上に資するため，関係機関等の協力の下に次のような全国的研

修を実施している。 

研 修 名 主 催 者 対  象 研 修 内 容 等 

博物館職員講習 文部科学省 

国立教育 

政策研究所 

博物館に勤務する者 

 

50名

博物館等に勤務する職員の学芸員

資格取得に資するとともに資質向

上を図る。 

学芸員等在外派遣研

修 

文部科学省 博物館の学芸員等専門職員

 

 

 

 

４名程度

博物館活動の一層の充実を図るた

め，博物館等に勤務する学芸員等専

門職員を長期間，海外の博物館に派

遣し，専門的な知識・技術を習得す

る研修機会を提供する。 

学芸員専修コース 東京大学総合

研究博物館 

博物館，美術館等の学芸員

等専門職員 

 

 

 

20名

大学における先端的研究の理論，方

法，成果を紹介し，学芸員等に対す

る高度な内容の学際的研修を行い，

企画，研究等に関する多面的能力を

高めるとともに，新たな博物館像を

探る。 

学芸員専門研修アド

バンスト・コース 

独立行政法人

国立科学博物

館 

全国科学博物

館協議会 

自然科学系博物館等の学芸

員等専門職員で原則として

勤務経験３年以上の者 

30名

自然科学系博物館等に勤務する中

堅学芸員を対象に，一層の資質向上

を目的として高度な内容の研修を

行う。 

ミュージアム・マネー

ジメント研修 

独立行政法人

国立科学博物

館 

全国科学博物

館協議会 

自然科学系博物館等の管理

部門職員（館長，副館長，

課長等） 

 

40名

博物館経営に関する博物館の幹部

職員の資質向上を図るため，生涯学

習時代における博物館の役割，博物

館経営の視点等の講義・討論を行

う。 
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埋蔵文化財発掘技術

者研修 

奈良文化財研

究所埋蔵文化

センター 

地方公共団体の埋蔵文化財

担当職員等 

遺跡の発掘調査，遺物の保存処理等

に必要な専門的知識技術の研修を

行う。一般・専門・特別研修の３区

分からなる。計14課程。 

歴史民俗資料館等専

門職員研修会 

 

文化庁 

大学共同利用

機関法人人間

文化研究機構 

国立歴史民俗

博物館 

歴史民俗資料館等で資料の

保存活用にあたる専門職員

で，原則として勤務経験５

年未満の者 

 

50名程度

歴史資料，考古資料，民俗資料等の

調査，収集・保存，公開等に必要な

専門的研修を行う。 

美術館・歴史博物館学

芸員専門研修会 

 

文化庁 

独立行政法人

国立美術館 

公私立美術館・歴史博物館

の学芸員等で勤務経験が原

則として３～10年の者 

50名程度

展覧会の企画，展示品の保存管理等

の技術面から館運営の現状と課題

にいたるまでの専門的知識の向上

のための研修を行う。 

指定文化財（美術工芸

品）企画・展示セミナ

ー 

文化庁 指定文化財（美術工芸品）

を公開する博物館等の学芸

担当者 

25名程度×２会場

有形文化財（美術工芸品）に関する

専門的知識・技能の研修を行う。

博物館・美術館等の保

存担当学芸員研修 

東京文化財研

究所 

国公私立博物館・美術館等

の学芸員で保存部門の担当

者 

25名程度

文化財保存に関する基礎的な知識

及び技術についての講義・実習を行

う。 

 

３ 博物館振興に係る地方財政措置 

  国は地方財政措置として，道府県立博物館については，地方交付税の道府県分普通交付税の算定に

あたって「その他の教育費」の中に「社会教育施設費」として「博物館費」を組み込んでいる。 

  また，市町村立博物館については，特別交付税の算定において一定の財政措置が行われている。 

 

  ○平成17年度「社会教育施設費」のうち博物館関連経費 単位費用積算（道府県分） 

測 定 単 位 人口 １７０万人 

経 費 区 分 経 費 積 算 内 容 

 給 与 費 

 報   酬 

 需用費等 

  ９５，２２０千円 

        ２７９千円 

   ４７，２９２千円 

 

博物館協議会委員報酬 

収蔵品購入等 

 

歳 

 

出  委 託 料   ８９，７１５千円 施設維持管理等委託 

（博物館特別展開催を含む） 

歳 

入 
  使用料及び手数料    １０，０２３千円  施設使用料 

      ※  委託費は，博物館以外の経費も含めたもの。 
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４ 私立博物館に対する支援措置について 

 １ 登録博物館を設置運営する民法法人に係る税制上の優遇措置 

関 係 法 令 優 遇 措 置 の 内 容 

［特定公益増進法人］ 

所得税法（第78条第2項第3号） 

所得税法施行令（第217条） 

法人税法（第37条第4項第3号） 

法人税法施行令（第77条） 

 

 下記①，②の要件を満たす登録博物館の設置運営を主た

る目的とする民法法人が所得税法等に規定する要件を満た

した場合に特定公益増進法人に認定される。 

  ①年間開館日数が原則250日以上 

 ②週に一日以上は児童生徒の入場料を無料にするなど，

青少年，親子等の利用に対する優遇措置を講じること 

［指定寄付金］ 

所得税法（第78条第2項第2号） 

所得税法施行令（第216条）   

法人税法（第37条第4項第2号） 

法人税法施行令（第76条）    

 

 登録博物館の新増改築の費用に充てるために行う募金に

ついて，所得税法等に規定する要件を満たした場合に指定

寄付金の適用を受けることができる。 

租税特別措置法（第70条） 

租税特別措置法施行令 

        （第40条の３） 

 相続又は遺贈により取得した財産を登録博物館の設置運

営を主たる目的とする民法法人に贈与した場合，相続税・

贈与税は課税されない。 

地方税法 

 

 

  ・道府県民税非課税（第25条） 

  ・市町村民税非課税（特別区民税）（第296条） 

  ・不動産取得税非課税（第73条の４） 

  ・固定資産税非課税（第348条） 

  ・事業所税非課税（第701条の34） 

  ・都市計画税非課税（第702条の２） 

租税特別措置法（第33条ほか） 

土地収用法（第３条） 

 土地等を譲渡された場合，譲渡者について譲渡所得の

5,000万円の特別控除又は代替資産の取得に伴う特例の適

用がある。 

土地区画整理法（第95条） 

土地区画整理法施行令（第58条） 

 博物館の用に供している宅地に対する換地計画における

特別の考慮 

関税定率法（第15条） 

関税定率法施行令（第17条） 

 標本等として用いる物品を輸入し又は寄贈された場合，

関税は免除される。 

  ※ 公益法人であることによる優遇措置は除いてある。 

 

５ 登録美術品制度 

  優れた美術品の美術館，博物館における公開を促進することにより，国民が美術品を鑑賞する機会

を拡大することを目的とする「美術品の美術館における公開の促進に関する法律」（平成10年12月施

行）に基づく「登録美術品制度」が設けられている。 
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  この制度は，優れた美術品について個人や企業等の所有者からの申請に基づき，専門家の意見を参

考にして文化庁長官が登録を行うもので，登録された美術品は所有者と美術館の設置者との間で結ば

れる登録美術品公開契約に基づき，当該美術館において５年以上の期間にわたって計画的に公開・保

管されることとなる。なお，登録美術品については，相続税の物納の特例措置が設けられている。 

  平成17年10月までに合計27件の美術品が登録美術品として登録されている。 

 

６ 国等による調査研究及び事業等 

 １ 博物館に関する調査研究 

 (1) 誰にもやさしい博物館づくり事業（文部科学省社会教育課） 

   豊富な学習資源とそれらについての専門家を融資，地域における生涯学習の拠点となっている博

物館が，政府の観光立国施策と相まって増え続ける外国人旅行者をはじめ，年齢や生涯の有無に関

わらず，全ての人々にとって利用しやすい施設となるような調査 

   研究を行い，具体的な改善点等について提言を行う。 

 (2) 博物館経営・運営の指標（ベンチマーク）づくり事業（文部科学省社会教育課） 

   今後の博物館の経営・運営の在り方について検討を行い，目指すべき状態を示す指標の明確化を

行い，博物館の適切な経営・運営に資する提言を行う。（社会教育活性化21世紀プラン「現代的課題

に関するモデルプログラムの開発等」事業） 

 

 ２ 独立行政法人国立科学博物館の充実 

① 科学系博物館情報ネットワークの推進 

    貴重標本・展示資料等の情報提供を容易にするとともに，全国の大学，科学系博物館とのネッ

トワーク化を推進する。 

② バーチャルミュージアム推進事業 

    新のマルチメディアを活用した博物館機能の高度化・情報化を実現し，バーチャルミュージ

アムとして学習資源コンテンツをインターネット等を活用して提供する事業を実施している。 

③ 大学パートナーシップ事業 

    大学と連携し，学生の無料入館，科学技術と一般社会とをつなぐ役割を担うサイエンスコミュ

ニケータの養成に向けた検討など，学生の科学リテラシーやサイエンスコミュニケーション能力

の向上等を目指す事業を，平成17年度より開始している。 

④  科学系博物館職員等現職研修事業 

    博物館長等を対象とした管理系職員研修，学芸員を対象とした学芸員専門研修を実施している。 

⑤ ボランティア育成・普及事業 

    ボランティアの募集・研修・登録を行い，ボランティア活動の場を提供するとともに，「たんけ

ん広場」を中心に活動する体験学習支援ボランティアと展示室で案内や学習支援活動などを行う

展示学習支援ボランティアが，来館者に対する学習援助及びサービスの向上を図っている。 

    また，全国の博物館ボランティア及び担当職員が，博物館ボランティア活動の一層の充実と普

及のための課題について研究協議を行う全国博物館ボランティア研究協議会を隔年度（平成17年

度は12月）で開催している。 
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⑥「どこでもミュージアム・エコ」事業 

    地域の博物館等教育施設と連携して，環境をテーマに，その地域に応じた教育活動を開発し，

実施している。 

⑦ 博物館の達人・野依科学奨励賞 

    小中学生の博物館を活用した学習を推進するため，達人認定制度を実施している。また，優れ

た小論文を提出した小中学生，優れた教育実践を行った教員，学芸員等を表彰している。 

⑧ アジア及び環太平洋地域における自然史系博物館への研究協力 

    アジア及び環太平洋地域の自然史系博物館と博物館間の連携・協力体制(ネットワーク）を構築

し，自然史研究と生物多様性保全の方策に関する研究協力を実施している。 

⑨ 調査研究等特別推進経費 

    博物館の機動的な運営及び研究アクティビリティの向上のため，従来対応困難であった研究課

題に対して重点的・効率的に支援している。 

⑩ 産業技術史資料情報センターの運営 

    平成14年度に設置し，産業技術史資料の収集，評価，保存・公開及び重要資料の台帳への登録

並びにこれらに係る情報の提供等を実施している。 

 

 ３ 独立行政法人国立美術館の充実 

  ① 巡回展の実施 

    独立行政法人国立美術館において，地域住民の鑑賞機会の充実及び美術の普及を図るため，各

館の所蔵作品による巡回展を実施している。 

    また，平成17年度は京都国立近代美術館において館の所蔵作品による巡回展を実施している。 

     ア．平成17年度国立美術館巡回展 愛媛県美術館 

                     宮崎県立美術館 

     イ．東京国立近代美術館工芸館巡回展 北海道立釧路芸術館 

                       秋田市立千秋美術館 

     ウ．京都国立近代美術館巡回展  水野美術館 

                     豊橋市美術博物館 

                     ＭＯＡ美術館 

                     新潟県立万代島美術館 

 

  ② 優秀映画鑑賞推進事業の実施 

    東京国立近代美術館フィルムセンターにおいて，広く国民に優れた映画鑑賞の機会を提供する

ため，文化庁との共催により日本各地の公立文化施設等と連携・協力して，映画フィルムの巡回

上映を実施している。 

  ③ 作品解説ボランティアの育成・普及事業の実施 

     ア．東京国立近代美術館においては，平成15年５月から常設展の作品解説ボランティア「Ｍ

ＯＭＡＴガイドスタッフ」を導入，所蔵作品解説を実施している。登録人数31名。 

     イ．東京国立近代美術館工芸館においては，平成16年６月から作品解説等ボランティア「工

芸館ガイドスタッフ」を導入，作品解説等を実施している。登録人数32名。 

     ウ．京都国立近代美術館においては，「京都市博物館ふれあいボランティア」と連携し，ボラ
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ンティアによるアンケートの聞き取り調査と各種印刷物等の発送業務を実施している。 

     エ．国立西洋美術館においては，平成16年度からボランティア制度を導入し，教育普及プロ

グラム及び小・中・高校生の団体を対象とした常設展でのスクール・ギャラリートークを

実施している。登録人数19名。 

     オ．国立国際美術館においては，美術館の活動，運営の補助を行う大学生を対象としたボラ

ンティア制度を平成15年度から導入している。登録人数53名。 

  ④ 国立美術館キュレーター研修の募集の実施 

    これまでの「国立美術館キューレーター実務研修」を見直し，研修期間の弾力化・募集対象の

変更・手続きの簡素化を図り，「平成18年度国立美術館キュレーター研修」の募集を実施した。 

  ⑤ 「国立美術館の教育普及事業に関する委員会」の設置 

    国立美術館の教育普及及び研修事業の在り方について，検討・協議するため「国立美術館の教

育普及事業に関する委員会」を設置，平成18年度には全国の教職員及び学芸員等を対象とした研

修を行う。 

 

 ４ 独立行政法人国立博物館の充実    

  ① 巡回展の実施 

    全国の公私立博物館で国立博物館収蔵品の展覧会を開催し，地域住民の文化財鑑賞機会の充実

を図ることにより，地域文化の振興に資する。平成17年度は東京国立博物館が担当し，飛騨・世

界生活文化センタ－ミュージアム温故知新にて「国宝、その美とこころ」を実施，１万５千人あ

まりの入館者があった。 

  ② キューレーター実務研修 

    全国の博物館・美術館等の学芸担当職員を対象として，国立博物館において，展覧会事業やそ

の他日常業務を担当していただき，専門的知識や技術の向上を図っている。平成1７年度は東京国

立博物館にて鹿児島県から学芸員を受入れ，２ヶ月程度の研修を実施した。 

  ③ 博物館所蔵の考古資料相互活用促進事業 

    国立博物館と全国の博物館・美術館との間で，それぞれ所蔵している考古資料の相互貸借を行

い，資料の一層の有効活用を図り，それぞれの博物館・美術館における研究・展示事業の活動の

充実を図っている。平成17年度は東京国立博物館が４館の公私立博物館との間において相互貸借

を実施した。 

  ④ 列品貸与及び展示指導・助言等 

    各館の所蔵する文化財の活用を図るため，国内外の博物館・美術館へ広く貸与を行っている。

また，展示の際の指導・助言も行っている。 

  ⑤ 公私立博物館・美術館に対する援助・助言の推進 

    審議会委員，調査員，専門委員等として文化財保護に係る活用及び展示について援助・指導・

助言を行っている。 

 

 【東京国立博物館】 

   ・科学研究費補助金による調査研究の実施 

     科学研究費補助金により，同館収蔵品及び国内外の社寺・展示施設・研究機関あるいは個人

が収蔵する文化財等に関する調査研究を実施している。平成17年度は，かつて江戸幕府が収蔵
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し現在は各機関に分散所蔵されている図書，美術品，歴史資料等を総合的に把握し歴史的・学

術的価値付けを行う「江戸幕府旧蔵資料の総合的研究」ほか13件のテーマについて実施してい

る。 

 【京都国立博物館】 

   ・公私立博物館・美術館が実施する研修会への協力 

     修理技術関係者等の研修会に講師として協力している。 

 【奈良国立博物館】 

   ・展覧会の企画・監修 

     公私立の博物館・美術館が開催する展覧会において企画・監修の立場から協力している。平

成17年度は「円空さん」（平成17年７月30日～９月11日 名古屋市博物館）に協力した。 

 【九州国立博物館】 

   ・教員向け研修会の実施 

     福岡県教育センター，太宰府市教育委員会等と連携し，教員を対象に同館の活用・展示作品

に係る研修を実施した（５件，参加310名） 

 

 ※以上は17年度実績をもとに記載した。なお，18年度からは，独立行政法人国立博物館では地方巡回

展を廃止し，地方のニーズにより柔軟に対応できる文化財貸与を充実させる。またキューレーター実

務研修，博物館所蔵の考古資料相互活用促進事業についても，公私立博物館のニーズ等に沿った事業

展開の見直しを行う予定である。 

 

 ５ 大学における学術標本の収集・保存及び大学博物館の整備（文部科学省学術機関課） 

   各大学においては，学術研究上重要な動物・植物・化石・鉱物及び出土遺物等の学術標本の収集

を行い，多方面の利用者が活用できるよう画像データベース化を図るとともに，組織体制や施設の

整備にも努めているところである。 

   また，人文社会から自然科学まで幅広い分野の大量の学術標本を蓄積している国立大学において

大学博物館を整備しており，多くの分野に豊富な学術情報を提供してくれる一次資料を整理・保存

し，公開・展示・情報提供するとともに，これらの学術標本を対象に組織的に独自の研究・教育を

行い，学術研究と高等教育に資するため，機能の充実・強化を図っているところである。 

 

 ６ 大学共同利用機関における博物館機能を活かした研究成果の公開について（文部科学省学術機関

課） 

   大学共同利用機関は，全国の国公私立大学の関連研究者のニーズに応え，学術研究を推進する中

核的研究拠点として設置されている。「国立民族学博物館」，「国立歴史民俗博物館」は，平成16年４

月に大学共同利用機関の再編･法人化に伴い，「大学共同利用機関法人人間文化研究機構」を構成す

る大学共同利用機関にそれぞれ位置付けられた。「国立歴史民俗博物館」では，歴史学，考古学及び

民俗学に関する調査研究，「国立民族学博物館」では，民族学に関する調査研究等，法人化後も引き

続き，大学共同利用機関の特性を活かした学術研究に取り組んでおり，それらの研究成果や収集し

た資料については，研究者のみならず，博物館機能を活かして，広く一般にも公開している。 
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   「国立歴史民俗博物館」においては，年３～４回の企画展を実施している。 

     ○平成17年度企画展 

            「東アジア中世海道」 

            「水辺と森と縄文人」 

            「夏の風景・紀州徳川家伝来の楽器」  

            「うたのちから－和歌の時代史－」 

     ○平成18年度企画展 

            「日本の神々と祭り－神社とは何か？－」   

            「佐倉連隊にみる戦争の時代」 

 

   また，平成５年度から各地方の博物館の協力を得て，特別企画展示の巡回展を実施している。 

        ○平成18年度巡回展 

      「鉄炮伝来－種子島から戊辰戦争まで－」 

        長浜市立長浜城歴史博物館 

         和歌山市立博物館 

        香川県歴史博物館 

 

   「国立民族学博物館」においては，平成元年度から，内外の博物館，大学等の協力を得て，特別

展，企画展等を実施している。 

      ○平成17年度特別展 

       「きのうよりワクワクしてきた。 

        ブリコラージュ・アート・ナウ 日常の冒険者たち」 

       「インド サリーの世界」 

      ○平成17年度企画展 

       「アフリカのストリートアート展」 

       「模型で世界旅行」 

       「学校がみんぱくと出会ったら」 

       「みんぱく水族館」 

      ○平成17年度みんぱくフォトギャラリー「フィールドワーカーが見た西アフリカと東アジア」 

     ○平成17年度みんぱく＋ギャラリー「中国・雲南のフィールドワークから」 

     ○平成17年度「観光芸術展：観光が育てた芸術作品」 

            （京都嵯峨芸術大学との協働による観光芸術展の企画・運営） 

     ○平成17年度共催展「みんぱく動物園 ｉｎ ＷＡＫＡＳＡ」 

                        （福井県立若狭歴史民俗資料館） 

     ○平成17年度巡回展 

      「アラビアンナイト大博覧会」（林原美術館） 

      「アラビアンナイト大博覧会」（東京国際交流基金）（予定） 

     ○平成17年，18年度特別展「みんぱくキッズワールド：子どもと大人をつなぐモノ」（予定） 

     ○平成18年度特別展「テキスタイル・グローバリゼーション（仮題）」（予定） 
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 ７ 「文化遺産オンライン構想」の推進（文化庁伝統文化課等） 

   文化庁では，総務省と連携を図り，インターネットを通じて国や地方の有形・無形の文化遺産に

関する情報を積極的に公開する「文化遺産オンライン構想」を推進している。 

 (1) 構想の概要 

   我が国が誇る文化遺産の情報に関する本格的なポータルサイトを確立し，文化遺産のインターネ

ット上での総覧を実現することを目指して，次の取組を推進している。 

   ① 全国の博物館・美術館等の文化財・美術品情報をはじめとする文化遺産のアーカイブ化を促

進すること。 

   ② それらの文化遺産情報を集約化し，必要な情報を検索できるシステムを整備するとともに，

分野別・地域別等に情報を整理したリンク先を表示し，インターネットで公開すること。 

 (2) 現在の取組状況 

   システムの実証のため，国内向けに日本語による「文化遺産オンライン試験公開版」を平成16年

４月からインターネット上で公開している。 

      （平成18年３月現在 検索対象画像件数 4,867点，美術館・博物館等リンク 650機関） 

      （URL:http://bunka.nii.ac.jp/ 文化庁ホームページにもリンク有） 

   また，全国の博物館・美術館等が文化遺産オンラインへ参加しやすいようにインターネットを通

じてデータの入力ができる仕組み（直接入力ツール）を平成17年度整えたところ。（詳細については，

パンフレット「文化遺産オンライン 試行版 登録のご案内」参照） 

 (3) 今後の取組 

   文化遺産オンラインへの入力ツールの利用などを通じて，参加館・団体及び検索対象情報の拡大

を図るとともに，運用状況等を把握分析しつつ，適宜必要な見直しを図り，本格運用に向けて整備

を行っていくこととしている。 

   （なお，直接入力ツール利用のためのＩＤ，パスワードについては，美術館・博物館等に順次配

布しているところであり，今後とも対象を広げていくこととしている。 

 

 ８ 「ふるさとの伝承電子図鑑」制作事業（文化庁伝統文化課） 

   各地の歴史民俗資料館や博物館等に保存されている風俗慣習等を記録撮影した写真資料等の静止

画像を，コンピューターの電子画像情報（デジタル情報）として収録し，ＣＤ－ＲＯＭ「ふるさと

の伝承電子図鑑」を刊行するための補助事業である。事業実施にあたっては「民俗文化財伝承・活

用等事業費国庫補助要項」を適用している。 

 

 ９ 人間国宝の「わざ」と文化財を守る技術の公開事業（文化庁伝統文化課） 

   重要無形文化財の「わざ」や，これまで公開する機会が少なかった有形・無形の文化財を支える

伝統的な技術・技能を作品や関係資料等によって広く一般に公開する「『日本のわざと美』展－重要

無形文化財とそれを支える人々－」を文化庁と都道府県教育委員会等の共催で実施している。 

    (平成17年度の開催館及び開催期間) 

   ・茨城県陶芸美術館   平成17年11月19日～12月21日 

   ・大阪歴史博物館    平成18年１月25日～２月27日 
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 10 新発見考古速報展－発掘された日本列島2005の実施 

   近の発掘調査で注目を集めた出土品を全国から一堂に集め，東京都江戸東京博物館を皮切りに，

全国７ヵ所の博物館を巡回する「新発見考古速報展－発掘された日本列島2005」を実施した。 

 

 

７ 博物館に関する報告等 

   文部科学省・文化庁における関係審議会等の博物館関連の主な報告等（平成元年以降）は以下の

とおり。 

 

 １ 「今後の生涯学習の振興方策について（審議経過の報告）」 

（平成16年３月29日中央教育審議会生涯学習分科会） 

   生涯学習の振興方策全般についてこれまでの振興方策や生涯学習振興の現状等について審議を進

めた経過をまとめたもの。博物館については，今後重点的に取り組む分野として，家庭教育への支

援，地域教育力の向上，健康対策等高齢者への対応，地域課題の解決等が挙げられている。 

 

 ２ 「文化芸術の振興に関する基本的な方針」 

（平成14年12月10日 閣議決定） 

   文化芸術の振興に関し，その推進を図るため，平成13年12月に「文化芸術振興基本法」が成立し，

これを受けて14年12月に「文化芸術の振興に関する基本的な方針」が閣議決定された。この方針で

は，美術館，博物館が文化芸術の創造，交流，発信の拠点などとして活用され，また，その機能・

役割が発揮できるようにするための施策が掲げられており，国及び地方公共団体はこの基本方針に

沿って施策を進めている。 

   なお，本基本方針については，先の文化審議会文化政策部会において「文化芸術の振興の振興に

関する基本的な方針」の評価と今後の課題について（審議のまとめ）が取りまとめられ，また先般，

文部科学大臣からその見直しについて文化審議会に対して諮問が行われたところである。今後は，

文化審議会文化政策部会において具体的な審議が行われ，年内には答申が取りまとめられる予定と

なっている。 

 

 ３ 「新しい情報通信技術を活用した生涯学習の推進方策について（答申）」 

（平成12年11月28日生涯学習審議会） 

   博物館の展示物を電子情報化しインターネット等で提供することが必要と提言している。その実

施のためデジタルアーカイブ化（資料の電子情報による保管）やそれらを集約した全国的，体系的

な電子博物館網（バーチャルミュージアム）の形成を目指すことが必要とも提言している。これに

より，新しい学習機会の提供，事前学習により目的意識を持った来館者の増加が期待されるとして

いる。 

 

 ４ 「生活体験・自然体験が日本の子どもの心をはぐくむ（答申）」 

（平成11年６月９日生涯学習審議会） 

   緊急に取組を求められることとして，地域の子どもたちの遊び場を増やすことが挙げられ，博物
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館を子どもたちが楽しく遊びながら学べるようにすることを提言している。 

   具体的には，参加体験型やハンズ・オンを活用した展示，子どもたちの科学やものづくりへの関

心を深める教室を全国的に展開すること，学校休業土曜日の博物館の無料開放等の促進が挙げられ

ている。 

 

 ５ 「社会の変化に対応した今後の社会教育行政の在り方について（答申）」 

（平成11年６月９日生涯学習審議会） 

   地方公共団体に対する法令等に基づく規制の廃止，緩和の観点で，博物館の望ましい基準の大綱

化・弾力化と学芸員定数規定の廃止を提言している。また，社会教育施設の運営等の弾力化の観点

で管理の民間委託の検討，博物館設置主体に関する予見の緩和の他ボランティアの積極受け入れや

生涯学習施設間での連携を提言している。 

 

 ６ 「自然科学系学芸員の体系的な現職研修の実施について」 

（平成９年３月 学芸員の資質向上の在り方に関する調査研究協力者会議） 

   自然科学系博物館に勤務する学芸員の現職研修の体系化のための基本的な考え方及び方策等につ

いて検討し，研修の体系化のために国と都道府県が有機的な連携をとる必要があることから，国と

都道府県の役割について整理し，都道府県レベルの研修内容について例示している。 

 

 ７ 「社会教育主事，学芸員及び司書の養成，研修等の改善方策について（報告）」 

（平成８年４月24日 生涯学習審議会社会教育分科審議会） 

   博物館の専門的職員である学芸員等の資質の向上と専門性の養成を図る観点から，その養成内容

の改善・充実，資格取得の弾力化，研修内容の充実・研修体制の整備等について提言している。 

 

 ８ 「ユニバーシティ・ミュージアムの設置について(報告)」 

（平成８年１月18日 学術審議会学術情報資料分科会学術資料部会） 

   今後の大学における学術標本の収集，保存・活用体制の在り方について，学術標本の展示・公開

等を行う「ユニバーシティ・ミュージアム」の設置促進を提言している。 

 

 ９ 「博物館の整備・運営の在り方について（報告）」 

（平成２年６月29日 社会教育審議会社会教育施設分科会） 

   博物館がこれからの生涯学習時代において期待される役割を十分に果たし，利用者にとって「親

しまれ」「開かれた」博物館として一層発展するため，その整備運営の在り方等を提言している。 


