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１．はじめに
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なく必要とされることから，経営コンサルの中でも，
すべての業種のプロジェクトに参加できる IT コンサ

2011年の夏に，名古屋で開催された国際学会に参

ルを選択した。15 年近く，コンサルティング活動を

加した際に，20年ぶりに母校である名古屋大学を訪

してきた結果，最後の５年程度は，一人でコンサルテ

問し，恩師である考古学研究室の山本直人教授にお会

ィングを行うことにある程度自信がついてきたこと，

いした。その際に，山本教授から博物館経営論の講義

コンサルティングにおける自身の得意分野が確立した

をやってみないかとお誘いを受け，二つ返事で引き受

ことを区切りに，次のステップとして，経営学の研究

け，2012年度前期の講義につながった。

を行うために，筑波大学にお世話になった。もちろん

今回の講義の話をする前に，私自身の経歴を少しお

この間も，様々な博物館を訪問し，将来に備えて資料

話ししたいと思う。私は 20年ほど前に，名古屋大学

集めや観察，時にはヒアリングをしてきた。昨年は，

で考古学を勉強し，学芸員資格を取得して文学部を卒

日本科学未来館のサイエンスコミュニケーターが，筑

業した。卒業後は，アンダーセン・コンサルティング

波大学で出張講義を行っている，サイエンスコミュニ

（現アクセンチュア）という，米国の経営コンサルテ

ケーター養成講座にも参加した。また，学生時代から

ィングファームに就職し，IT 系のコンサルタントと

現在までの間に家族構成が変わるなどのライフスタイ

して活動していた。その後，フリーランスのコンサル

ルの変化があり，歴史博物館以外の博物館へも数多く

活動を続け，主に，プロジェクトマネジメント，品質

行くようになった。一緒に行く人もそれまでの同年代

管理，標準化を得意としている。数年前から筑波大学

の友人から，様々な年代や自分とは全く異なる経歴を

大学院で，経営学の一分野である組織学習やナレッ

持つ人に広がり，多角的な視点による観察につながっ

ジ・マネジメントについて研究し始めた。そもそも，

た。少々，長くなってしまったが，山本先生とお話し

なぜ考古学から経営コンサルタントになったのかとい

した時は，このような状況にあり，この点を充分理解

う疑問を，ほぼ，すべての人に持たれてきたが，理由

していただいたうえでの，依頼であったと思う。恐ら

が二つあった。一つは，多くの発掘に参加して，調査

く，私と似たような経歴の研究者はほとんどいないよ

結果が研究に耐えうる品質であるためには，プロジェ

うに思うが，私自身は，ぜひ自分の学んできたことを

クトマネジメントや標準化が重要であることに気がつ

博物館経営論の授業に反映したいと考え，従来の授業

いたことである。二つ目は，博物館経営論には，単に

とはかなり異なる形式の授業を行うことにした。

博物館を経営するという以上に，知を社会に広め，新
たな知を創造する役割だけでなく，人々に自国の歴史
や文化に誇りを与える機能があると考えたからであ

２．講義の目的

る。当時，国内だけにはとどまらず，開発途上国への

まず，授業内容を考えるにあたって，受講者の特性

援助においても，博物館の設立や復興を支援すること

を考慮する必要があった。博物館経営論は，学芸員資

は，観光資源の提供だけでなく，支援国民が自国の歴

格取得のために必須の授業であり，文部科学省から求

史や文化に誇りを持つためにも非常に重要だと考え

められている内容を盛り込む必要があるが，授業の方

た。こうした博物館経営論の機能を考えると，単純に

法や，構成についての細かい指定は特に無く，授業を

考古学を続けるだけでは学ぶことは難しく，経営とい

構成するうえでの大前提を考えなければならなかっ

う分野を理論と実務面の双方で学ぶ必要があると考え

た。そもそも，この授業が学芸員資格のために設置さ

た。その際には，これからは，経営と IT は切っても

れたのも，厳しい経済状況の中，博物館の経営意識を

切り離せない技術であること，IT は業種にかかわり

高めることが強く求められているからである。さら
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に，博物館は近年，展示中心から，地域の中核となる

えた。本講義を受けることによって学生が得られるこ

ような情報発信，地域教育の場としての役割も強く求

とを下記３点として提示した。

められてきている。つまり，実務的な要請が非常に強

１．博物館への社会的要求内容の理解

い 科 目 と い え る。 し か し な が ら， た か だ か15 コ マ

２．博物館における経営項目と基本的な経営分析テク

（22.5時間）の授業にすぎない博物館経営論の授業で，
博物館を経営する知識やスキルなど，充分につくはず
も無く，博物館を取り巻く環境もどんどん変化してい

ニックの理解
３．今後の博物館経営の方向性について自身のイメー
ジ

る。そのうえ，学芸員資格を取ろうと考える学生の多
くは，経営や経済に関する授業をあまりとっていない
状況も想像できた。実際，授業で経営や経済の講義を
受けた学生に手をあげさせたところ，数人ほどであっ

３．講義構成
１日３コマ，
今回の授業は５日間の集中講義であり，

た。法学や経済学，経営学の学生で学芸員資格をとろ

４時間半ずつ，55人程度の学生に授業を行った。居住

うとする者は一人もいなかった。そう考えると，かな

地との距離的な問題で集中講義となったため，逆手に

り基本的な経営学の知識も無い状態であり，就職経験

とって，通常の１時間半の授業ではできない構成にし

も無い学生が，社会情勢を把握しながら経営学的知識

た。まず，講義の基本構成を，博物館経営論に関する

を自力で取り込むことは非常に難しい。一方で，業種

基本的知識，経営学の基本的知識，ディスカッション，

特有の経営知識については，異なる状況が想像でき

ユニークな経営戦略をとっている博物館の事例紹介の

る。一口に博物館といっても，歴史博物館，科学博物

４本立てにした。博物館経営論・経営学に関する基本

館，動物園，水族館，建物園など，千差万別である

的知識については，単なる知識の暗記であれば，本を

が，学生自身が自らの専門分野のエキスパートである

後で見れば良いだけなので，むしろ，本を読んだとき

うえ，業種特有な知識は，学芸員活動をしながらでも

に，いかに豊かなイメージで状況を認識できるか，経

自然と学んでいけることが考えられた。そのように考

営学の本を読んだ時に非営利組織としての博物館への

えると，講義において重要なことは，博物館を経営す

適応方法をいかに想像できるかが重要であると考え

る立場に立った時に，社会の経済状況や時代のニーズ

た。そのため，毎回異なるディスカッションテクニッ

やトレンドを学生自身がとらえられるようになること

クを用いた，５分から15分程度のディスカッションを

である。さらに，博物館を経営していくために，経営

２回程度実施し，１日１回，40分程度の大がかりなデ

について自力で学びながら，活用できるための知識を

ィスカッションを行った。ディスカッションテーマに

身につけることも重要であるという結論にいたった。

は，小規模博物館における学芸員のスキルアップとキ

以上のことから，今回の博物館経営論の授業は，非

ャリア形成に関するものから，市場の外部環境分析テ

常に実践的な内容とすることにした。最重要キーワー

クニックである，マイケル・Ｅ・ポーター（1995）のフ

ドは「自力」であり，経営について「自力」で学ぶ力

ァイブフォーシズ分析（Five Forces Analysis）まで，

と「自力」で実行する力をつけることである。なぜな

博物館に直接関連する内容から実践的な経営戦略ツー

ら，経営学には，統一的な答えが非常に少ないからで

ルまで広範囲に盛り込んだ。

ある。大抵の場合，
「この環境の場合は」
，
「この状況

こうした実践的な経営手法に関する知識も，豊富な

の場合は」といった条件があったうえで，
「このよう

経営的アイデアを生み出す能力がなければ宝の持ち腐

な傾向がある」というに留まるのである。その理由の

れである。そのため，ユニークな経営を行っている博

一つには，経営が組織間の競争である以上，全員が同

物館について，日本国内だけでなく海外も含めて紹介

じことをしたのでは，競争にならないからである。そ

するとともに，ユニークなアイデアを導き出すための

のため，「これをすれば必ず勝てる」という答えを示

ヒントも示した。これは，私自身の経営学における研

すことはできない。つまり，博物館経営論の授業では

究領域がナレッジ・マネジメントとイノベーションで

経営に対する答えを教えることはできないが，意思決

あるため，学術的成果も踏まえて提示した。

定をするために必要な情報・知識を集める方法，検討

表１は，５日間の講義構成について示している。今

するためのテクニック，意思決定を実現するためのマ

回の講義は，７月に１日目〜３日目（前半），９月に４

ネジメント方法，経営に関する社会情勢を読むために

日目と５日目（後半）と，２回に分けて行った。前半

必要な基本的経営知識を提供しなければならないと考

は，基本的知識を中心にし，後半は前半で学んだ知識

42

経営学的視点から見た博物館経営論

表１
日程

博物館経営論
基本知識

経営学

基本知識

講義構成
ディスカッションテーマ

博物館紹介

Winterthur
Museum（米国）

１

・博物館における経営
とは
・博物館における組織
構造

・組織構造設計

・国立・県立・公立博物館の共通機能
・博物館学芸員のジェネラリスト型とスペシャ
リスト型のメリットとデメリット
・歴史博物館において必要な標準

２

・博物館の財政
・博物館をとりまく経
営環境

・業界分析

・資金獲得のための企画
・博物館市場における業界分析

・人的資源管理

・日本型とアメリカ型の人事制度のメリット
・小規模博物館学芸ンのスキルアップとキャリ
ア形成
房総のむら
・市民参画のための企画
（千葉県）
・博物館ボランティアの役割
・国立科学博物館への新たなボランティア制度
の提案

３

・博物館における人的
資源管理
・博物館における市民
参画

４

・博物館品質評価

・品質評価を受けるデメリットとそれを最小限
にする方策
・博物館評価の対象と品質要求を出す人の特定
・温室度管理・生物被害防止対策と定性・定量

カップヌードル
ミュージアム
（神奈川）

つくば市におけ
る研究所公開

目標の検討

５

・博物館マーケティング

・指定した機会予想について機会マトリックス
を作成
シンガポールの
・名古屋大学博物館について戦略的ビジネス・ 博物館
プランニング・グリッド（GE）を作成

を前提に経営戦略的な内容を講義した。多くの経営学

違和感があるらしい。公共性の強い非営利組織である

の教科書では，組織の使命，組織構造設計，人的資源

博物館が，営利を追求するという印象の強い「経営」

管理といったように経営学の項目を単元として独立し

を意識することに，博物館の使命をないがしろにされ

て説明しているが，実際の経営では，それぞれ切って

た印象を持つのかもしれない。しかしながら，ニーズ

も切り離せないほど，密接に絡みついており，実践の

に基づいたサービスでなければお金を生まないことか

場では別々に検討することは難しい。そのため，比較

ら，営利を検討することは，自らの使命を新たに見つ

的独立して説明しやすい基本的知識については，前半

めなおし，社会の要請に基づいたサービスを提供して

に設定し，その他の内容は後半で前半の内容も含めて

いくことにつながる。もちろん，寄付についても昨今

総合的に学ぶように構成した。１日目から３日目まで

の経済情勢でますます厳しくなっており，自立した財

の内容は，
「ゼミナール経営学入門」
（伊丹・加護野，

政状態に近づけて組織を存続させることは，地域の歴

1989）と「博物館学」
（倉田・矢島，1997）を主に参

史や文化の継承や発信を担っている博物館のみなら

考にしながらオリジナルで構成した。４日目の品質評

ず，一般大衆にとっても非常に重要といえる。講義の

価に関する内容は，コンサル時代の品質評価経験を踏

導入部では，こうしたことを理解してもらい，実行す

まえて，特に参考書は用いずに，完全オリジナルとし

るために必要な経営知識とはどういうものかについて

た。５日目は，コトラー・コトラー（2006）の「ミュ

説明した。さらに，博物館の経営について，なぜ学芸

ージアム・マーケティング」から戦略的マーケットプ

員が行わなければならないかについて考えてもらうこ

ランニング（SMPP）を紹介した。

とにした。そのために，まず，博物館法の条文につい
て読込を行い，博物館法に込められた博物館の使命を

４．博物館における経営の重要性認識

認識してもらった。次に，その使命を実現するために
は，どのように経営が役に立つのかイメージしてもら

本講義で最も苦労したのは，導入部である。「博物

うために，博物館法で定義している事業領域を整理し

館」と「経営」という組み合わせは，一般的に非常に

て提示した（図１）
。これによって，博物館の事業領
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機能

提供先

地域

他施設

博物館外での資料展示
資料研究

研究

一般公衆
資料の収集･展示･保管

保管 展
･ 示に関する研究

収集･
展示･保管

博物館

教育

資料に関する講演会･講習
会･映写貝･研究会の主催
と開催援助

研究室，実験
室，工作室，
図書室等を設
置し，利用さ
せる
説明
･助言･指導

図１

資料に関する解説書･図
録･報告書等の作成と頒布
周辺文化財 (文化財保護
法適用 )に関する解説書等
を作成･提供

学術･文化に関
する施設（学
校･図書館･研
究所･公民館
等）との連携，
活動の援助

他博物館や
博物館と同
一目的の施
設との連携

社会教育の提供

博物館の事業領域

域が広大であり，事業実現のためには，
「博物館事業

・たとえ公立の博物館であっても，経営のことをあま

の実施」，「マネジメント（経営・経営管理・業務管

り気にせずに気楽に運営できる訳ではないことが分

理）
」
，
「評価・改善」
，
「情報提供」といった経営活動

かりました。

を行わなければならないことを示した。

・現代社会の様々な問題や社会的要請が博物館にもふ

導入部であるため，各項目の詳細については学生に

りかかっていて，そんなにのんびりしているだけの

とって明らかではなかっただろうが，印象としては，

世界ではないことを，この授業を通して初めて知り

「こんなにやらなければいけないことが多くて，考え

ました。

ることがたくさんあるのか，大変だなぁ」という感じ

・経営というものに何が必要で，そのために自分にど

であったと思う。私としても，こう思ってもらえれ

れくらいの知識が不足しているのかも実感した。

ば，成功と考えた。参考までに，学生のアンケートか
ら抜粋した感想を紹介する。
・博物館を「経営する」という視点で見たことがなか
ったので，新鮮だった。
・今まで経営について学んだことがなかったので，す
べてが新鮮だった。

５．ディスカッションの位置づけ
本講義を最も特徴づけたのは，ディスカッションで
あろう。ディスカッションを多く行った理由は，経営
学の知識や，世の中の動向を博物館経営に応用してい

・博物館経営について具体的イメージが持てました。

くためには，いかに解釈するかが重要となってくるか

・経営に関する授業を受けたことが無かったので，大

らである。知識として講義を行った後に，すぐディス

変刺激的で興味深かった。
・一般の経営論と博物館との結び付きが今一つ不明で

カッションを行うことによって，講義で扱った経営学
の知識を，博物館経営に応用する力をつけてもらいた

あったが，今後，学芸員として働いてく際でも，仕

いと考えた。なぜなら，博物館は非営利組織であり，

事として必要になる可能性が多いにあることが分か

公共性が強く，一般的な経営の話をそのまましてしま

った。

っては，不都合な点が多いからである。仮に，講師が

・博物館は一つの組織であり，それを経営する人々が

いくら解釈方法を講義したところで，限りがあり，自

いること，さらに博物館の外には地域や国という大

分自身で解釈できなければ意味が無い。また，その解

きい枠組みや，運営に影響を及ぼす多様な市場が存

釈の内容を組織構成員内で共通認識として持つこと

在するということを意識したのは，今回の講義が初

は，博物館経営を組織全体で一致団結して実践してい

めてです。

くためには欠かせないことであり，その重要性を認識

・想像以上に学芸員にとって経営的知識やセンスが重
要であることに気がついた。
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してもらいたいと考えた。
講義では，５分から 15 分程度しか，ディスカッショ
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ン時間がとれないため，短時間で何らかの結論を出す

の机上に置かせたことと，全員に全講義で２回以上の

ための技術も必要である。文学部は，ディスカッショ

発言をすることを評価の条件に入れたことである。名

ン型の授業が少ないため，こうしたトレーニングも将

札を付けることで，ディスカッション時のコミュニケ

来的に非常に重要になってくると考えた。やり方とし

ーションを向上させると同時に，講師に名前が見える

ては，５人構成の班を決め，日替わりでリーダーと書

ことで，講師自身も学生の名前を確認しやすく，学生

記を変わるようにし，全員が一度はリーダーと書記に

にも緊張感が出たと思う。２回以上の発言について

なるようにした。リーダーは，ディスカッションを引

は，毎回，出席簿にチェックを入れる手間はかかった

っ張っていき，グループを代表して意見を述べる役割

が，効果はてきめんであった。一度，出席簿にチェッ

とした。

クするのを忘れて意見を聞いたところ，誰も発言せ

ディスカッションを初めて学生にしてもらった時の

ず，出席簿を持ちだしたとたんに大勢手をあげ，クラ

反応が印象的である。ディスカッションをした結果を

ス全体で思わず笑ってしまったほどである。また，大

前に出て板書してもらい，リーダーがそれぞれ１分程

勢が一度に手を挙げた時は，発言回数の少ない人を優

度で内容について発表した。それが終わると，全員，

先的に発言させることで，不公平感が少なくなり，効

自然に席へ帰ろうとしたことである。つまり，発表し

率的であった。

たら，それで終わりという感覚だったようである。他

ディスカッション時の学生の様子であるが，全般的

の授業でもそのような形式が多いとのことであった。

に楽しそうな雰囲気であったが，活発なグループとそ

学生には，ここからがディスカッションの醍醐味であ

うでないグループのばらつきはもちろんあった。ま

ることを伝え，講師自身がディスカッションリーダー

た，ディスカッションを主導する学生はある程度固定

となり，全員でディスカッションを行った。すると，

していたように思う。それでも，どのグループもすべ

同じテーマにも関わらず，意見がかなり異なるグルー

てのディスカッションについて，何らかの結論を出し

プ同士で，質疑応答が始まり，互いに意見を主張しあ

たうえで，発表とその後のディスカッションを終えて

う，熱心なディスカッションになった。こうしたディ

おり，その内容についても，感心するような意見が多

スカッションを初日に３回繰り返したことにより，学

く含まれていた。ほぼ，すべての学生がリーダーとし

生達は，どうやら一見簡単そうに思える言葉でも，人

て発表を数回行っており，その点についても良い経験

によって言葉の定義が異なるために，議論が平行線に

だったとの感想が多かった。また，ディスカッション

なることに気がついたようであった。また，グループ

を行うことで，自分の考えが一人よがりであることに

ごとに価値観が異なることにも気がついたようであ

気がついたり，思いもしない意見を聞けたりしたこと

る。その結果，グループ内のディスカッションでも言

が良かったようである。当然のことながら，この授業

葉の定義や，価値観について，メンバーで互いに確認

には博物館好きが集まっており，ディスカッションを

しながら進めるようになった。ディスカッション方法

盛り上げやすかったように思う。ディスカッションを

も，毎回，手法を変えて行わせ，時には，ホワイトボ

頻繁に行い，講義内容についても聞いていなければ，

ードの前に全員集合して，立って行うこともあった。

ディスカッションできなくなる内容であったため，ア

こうすることで，ディスカッションの内容に応じて，

ンケートに「寝る暇が無かった」と書いた学生が数人

様々手法があることを認識してもらった。後半の４，

おり，読んだ時に思わず笑ってしまった。

５日目は，学生のディスカッションスキルが向上した

講師として非常にやりやすかった点は，学生達が講

ため，全体でのディスカッションをやめ，グループ内

師の意図を非常によく理解してくれたことである。デ

でのディスカッションの後，２グループ間でのディス

ィスカッションでは，名古屋市博物館や名古屋大学博

カッションをすることにした。全体で行うディスカッ

物館など，なるべく身近な博物館を想定して行った

ションに比べ，人数が少なくなるため，学生のディス

が，学生が行ったことがあるとは限らなかったし，精

カッションへの参加度合いがより高まるうえ，普段と

通しているともいえなかった。ディスカッションのた

異なるメンバー間でディスカッションできることか

めに必要となる具体的データなどについても特に提供

ら，学生からも好評であった。

はしなかったが，学生達は個々人の知っている情報を

実は，大勢の学生相手に行うディスカッションを盛

出し合い，互いに共有化しながら，考えをまとめて行

り上げるために，ちょっとした仕掛けを２つほどし

くことができた。数多くの講師経験から，データが無

た。A4 の紙に名前を書かせて三つ折りにして，全員

いことや，知識が少ないことこだわって，ディスカッ
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写真１

学生による発表風景

ションにうまく参加できない人や，仮の立場を想像で

見るだけでは，組織内の意見をまとめることは難し

きない人が意外に多いことを知っていたが，そういっ

く，むしろ，考え方が異なる人達の間で不満の種にな

た学生は見受けられなかった。現場で意思決定するた

る場合もある。しかし，分析プロセスを共有すること

めには，知っている知識を用いて，ある程度方向性を

で，組織が抱えている問題や機会（チャンス）
，さら

定め，その後，必要に応じてデータを確認して軌道修

には組織の使命や目標を組織内で共有化できる。この

正しながら最終的な意思決定に持っていくというプロ

ように経営戦略ツールには，組織に対する個々人が持

セスが一般的である。授業で行ったディスカッション

つ主観を表層化させたうえで議論し，最終的結論とし

の多くは，このプロセスの最初の玄関口である「知っ

て分析結果を提示することによって，組織内の意識共

ている知識を用いて，ある程度方向性を定める」こと

有化を実現させる機能を持っている。また，客観的デ

であり，組織全体で共通認識を形成するプロセスとし

ータをその過程で用いることは，意識の統一に重要な

ての機能もあるため，非常に重要といえる。学生達

助けとなる。当然，講義では，限られた経営戦略ツー

は，このことを理解してくれたように感じた。

ルしか紹介できないが，学生が経営戦略ツールの基本

私自身が反省すべき点としては，今回の講義では，

的性質を理解することによって，数多くのツールの中

全ての学生にリーダーを体験させるために，グループ

から，その時々に合わせて最適なツールを選択し，自

を固定したが，もう少し工夫して，メンバーを入れ替

力で利用方法を学び，博物館の経営分析に用いて欲し

えても良かったかもしれない。学生からも同様の指摘

いと考えた。

があったため，機会があれば，次回はぜひ検討したい
と思う。

一例として，機会マトリックスのディスカッション
事例について紹介する。機会マトリックスは，組織が
新たに考える製品やサービスが複数ある時に，資源を

６．経営戦略ツールの価値認識
本講義では，経営戦略ツールとして，外部環境分析

投入する優先順位を検討するためのマトリックスであ
る（図２）
。Ｘ軸に「潜在的魅力」，Ｙ軸に「成功の可
能性」をとっており，それぞれ高・低に２分割されて

のためのファイブ・フォーシズアナリシス，脅威マト

成功の可能性
低
高

リックス，機会マトリックス，戦略的ビジネス・プラ
ンニング・グリッドを紹介している（コトラー・コト
ラー，2006）。いずれも，経営戦略の授業ではよく紹

潜在的魅力

高

介される経営戦略ツールである。このようなツールを
使いこなすためには，いくつか理解しておかなければ
ならないことがある。まず，経営戦略ツールは，分析

低

結果以上に，分析プロセスを組織内で共有することが
重要である。なぜなら，分析プロセスには，客観的要
素以外に主観的要素も含まれているため，分析結果を
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図２

機会マトリックス（コトラー・コトラー, 2006）
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いる。「潜在的魅力」とは，そのサービスを導入した

用いて，学生には，共通認識を持たなければ，結果だ

時に得られる収入，必要な資源，副次的に得られる他

けを見ても何も意味が無いことを理解してもらいたい

の成果の量によって構成される合成変数である。「成

と考えた。

功の可能性」は，新たなビジネスとしての開拓できる

講義では，名古屋市博物館の新たなサービスの企画

可能性，成果実現の可能性によって構成される合成変

として，①外国語対応の展示品案内のためのタブレッ

数である。つまりこのマトリックスは，ある程度数値

ト端末の導入

的に見積もれるが，どのようにそれぞれを合成するの

を想定）での教養講座の開設

かについて明確に提示されていない。最終的にこの４

こし企画，という３つの案を提示して，マトリックス

つのグリッド内のどこに新たなサービスの点を打つの

に点を打つ作業を課題にした。まず，５人で構成され

かという判断には，主観的要素が入らざるをえない。

た各ディスカッショングループで議論を行い，分析結

また，Ｘ・Ｙ軸上の 60％，70％，80％のいずれなの

果を共有させた。次に，２グループごとにディスカッ

かといった，細かい判断については，最後には，
「エ

ションさせることで，それぞれのグループの考え方の

イ，ヤッ」ということになることが現実には多い。実

違いを認識させ，統一させる作業を行わせた。最後に

際のビジネスにおいて，データの集積や予測作業とい

２グループごとのディスカッション結果を，ホワイト

うのは，非常に時間とお金がかかるものである。ま

ボードに書かせたうえで，リーダーに１分間発表をし

た，組織内に経験が多く蓄積されていれば，組織は自

てもらった。その結果，同一課題と状況下でも，５グ

らのビジネスのスペシャリストであるため，すべての

ループの分析結果は見事に大きく異なり，特に①と③

ことについてデータをとらなくても，ある程度正しく

については，正反対の分析結果となる場合があること

認識されていることが多い。データを最優先でとらな

が明らかになった（図３）
。あまりに異なるため，私

ければいけないのは，組織として見当がつかない項目

も含めて，クラス全員で思わず感心してしまうほどだ

や，組織内で共通認識が無く，個々人がバラバラの認

った。リーダーに１分間の内容説明をさせているた

識を持っている場合である。それでも，簡単にはとれ

め，その原因も明白であった。例えば，あるグループ

ないものについては，議論したうえで，組織における

は，地元商店街は非常に活気があり，色々なことに積

方針を決定しなければならない。このマトリックスを

極的であるため，成功の可能性を高いとする一方で，

成功の可能性
高
低

③
②
①

潜在的魅力

高

低

①タブレット端末導入

②
①

低

①

③

②

高

③
成功の可能性
高
低

潜在的魅力

①

②
③

低

成功の可能性
高
低
高

高

③地域商店街との町起

成功の可能性
高
低
潜在的魅力

低

成功の可能性
高
低
潜在的魅力

潜在的魅力

高

②近隣ショッピングモール（AEON

③

②
①

低

②教養講座開設
図３

③町起こし企画

グループごとのディスカッション結果
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協力してもらえるか難しい，とするグループもあっ

めには大規模なリノベーションが必要になりそうな提

た。これは，地元商店街に対する知識の有無や，グル

案については，慎重な意見が多かった。

ープ内で構築した共通認識がグループごとに異なった

全体に共通して多かった指摘は，来館者数の少な

ことから生まれた結果であった。また，名古屋市博物

さ，来館者層の偏り，展示品の内容の連続性，観る時

館では，外国人観光客をあまり見ないので，成功の可

の動線，特別展から常設展への誘導に関する問題が多

能性が低いと考えたグループと，単純に，今後増える

かった。来館者数については，２度，異なる時間帯を

のではないかという予想のもとに点を打っているグル

訪問して来館者を数えたり，来館者の人数を年代別に

ープもあった。どちらが正しいかが重要ではなく，認

報告したりするなど，工夫がみられた。これは，授業

識が異なることで，結果が大きく異なること，認識形

でも来館者には，男性や女性，赤ちゃんからお年寄り

成時には，必要な根拠を確認したほうが良いといった

などがおり，家族連れもいれば，単独，夫婦・カップ

ことを，学生に実感してもらえたようだ。理系の学生

ルなどの様々な組み合わせがあることを説明してお

の一人が授業中に「答えの無いディスカッションは難

り，それぞれに適したサービスは異なること，ターゲ

しい」と漏らしたのが印象的であった。

ットを明確にしてサービス内容を検討すべきであるこ
とを繰り返し説明していたことが，良かったように思

７．博物館観察

う。展示品の内容の連続性についても，色々な年代の
人が見た時の立場に立ってのコメントや，他の来館者

この授業では試験を行わず，レポートを提出しても

の会話などを聞いたりして，客観的な視点を取り入れ

らった。課題としては，
「博物館を訪れ，展示物だけ

ようとしている内容が多かった。また，常設展の来館

でなく全体を観察し，その博物館の問題点を見つけ，

者数の少なさが気になった学生も多く，特別展をして

改善策を提案する。必要な情報は HP や刊行物等から

も常設展の来場者数の増加に必ずしもつながらないこ

探しても良い。博物館の種類は問わない」というもの

とに気がついたり，常設展の持つ意味などについて考

であった。構成は，
「博物館の基本的情報」
，
「問題点」，

えたりした学生もいた。

「改善提案とその効果」という項目を必須として，

このような様々な人の立場に立った多角的な視点を

A4，３ページ以内とした。授業では，展示品を見るだ

持ったうえで，自らの意見を述べることは，経営を考

けではなく，トイレなども含めた建物の内部，周辺，

えるうえでは非常に重要であり，多くの学生が身につ

来館者の様子も観察してくるように伝えた。

けることができたことは，講師として非常に嬉しく感

対象となった博物館は，名古屋周辺のものが多く，

じた。レポートを書いた感想として，
「博物館をこの

同じ博物館について書いたレポートもいくつかあっ

ような視点でみたことがなかった」，「今までは自分が

た。興味深かったのは，非常に予算が厳しいと思われ

楽しめれば満足していた」，「博物館経営の厳しさを実

る，小さな郷土資料館のような博物館と，大規模で一

感した」などが多かったことから，博物館経営を自力

見，予算がありそうな博物館に行った学生とでは，改

で考える第一歩としては良かったように思う。

善案の提案内容に大きな差があったことだ。見るから
に小規模であり，展示状態が雑然としていて，来館者
もほとんどいないとなると，改善案には事欠かないで

８．博物館紹介

あろうが，こうした博物館を訪問した学生は，実際に

講義では，毎日１回，40 分程度，経営的な視点か

は限られた予算でできるだけお金のかからない方法を

らユニークな博物館を紹介した。これは，博物館は，

提案しようとして苦心していた。人によっては，学芸

規制や非営利ということで，経営的にできることが限

員にインタビューをしており，予算が厳しく，人員も

られているという印象を打破するためと，事例を知る

わずか１，２名であり，学芸員もおかれていない現状

ことで，博物館における経営的な発想とはどういうも

を目の当たりにしたようだ。レポートの中からも驚き

のかについて認識して欲しかったからである。対象と

ととまどい，さらには，現実的にできる改善案を熟慮

し て は， デ ュ ポ ン 家 の 邸 宅 を 博 物 館 に し た 米 国 の

したことがうかがえた。その反対に，大規模博物館を

「Winterthur Museum」
，企業博物館である横浜の「カ

訪問した学生には，そういった悩みはあまり無かった

ップヌードルミュージアム」
，多くの建物を移築した

ようで，積極的な改善策の提案をしていることが多か

体験型野外博物館である千葉県の「房総のむら」
，40

った。それでも，建物の広さの問題など，改善するた

以上の研究所が参加して，地域ぐるみでイベントを行
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っているつくば市の「研究所公開」
，シンガポールの

研究所の多くが独立行政法人である。独立行政法人

国家戦略としての「博物館」というように，多岐にわ

は，一般に広く研究内容を普及させる義務を担ってお

たるが，日々の講義内容になるべく即した博物館を紹

り，博物館の使命と共通するところが多い。つくば市

介するように心掛けた。いずれの博物館も私自身が実

には 300 以上の研究所があり，研究所付属の常設博物

際 に 見 て き た 博物館であり，
「Winterthur Museum」
，

館も多い。こうした研究所が年２回，研究所公開とし

「房総のむら」，
「研究所公開」は，数多く訪問してい

て大がかりなイベントを開催している。研究所によっ

るため，より詳細に説明できた。各博物館紹介では，

ては１日で１万人以上来館者がおり，集客力に悩む博

経営戦略的には優れている点を紹介すると同時に，問

物館の参考になると考えた。またこのイベントは，つ

題点についても説明するようにし，経営戦略は，良い

くば市も積極的にバックアップしており，学校から研

点と悪い点が表裏一体である場合があることを感じて

究所見学に行ったり，研究所を周ってスタンプを集め

もらいたいと考えた。各博物館の概略は次の通りであ

る「つくばちびっこ博士」や研究所間をつなぐ「サイ

る。

エンスツアーバス」などの企画を行ったりすること

米国の「Winterthur Museum」は，デュポン家の豪

で，つくば市民の教育活動に活用されている。そのた

邸と広大なフランス式庭園で構成された博物館であ

め，地域活性化の事例としても捉えることができる。

る。非常に豪華なイメージ戦略を行っており，博物館

さらに，列を作って複数の車イスが自動走行する仕組

の HP とは別の専用 HP まで設けて，高額な本格的ウ

みや，人間そっくりに話すことができるロボットなど

ェディングサービスも行っている。その一方で，地域

の最新研究動向を見ることで，将来，博物館に導入で

の一般住民も研究者として施設を自由に使える研究助

きそうな研究成果についても紹介した。

成金制度や，出張授業などの地域への貢献にも熱心で

シンガポールの事例は，政府が博物館を観光客増加

ある。学生達は，特にウェディングサービスに興味を

のための国家の重要戦略として明確に位置づけ，産業

示し，質問が集中した。年頃の女子学生が多いため，

を超えた連携を立案していることを紹介したうえで，

将来の自分の計画の一つに博物館ウェディングを加え

複数の博物館を紹介した。シンガポールは，高層ビル

た学生もいるかもしれない。

が建ち並ぶ非常に現代的な街であるため，観光地の魅

「カップヌードルミュージアム」は，企業博物館ら

力に欠けると考えた政府は，現代的な街とオリエンタ

しく，コンセプトを明確にし，余分なものを排除した

リズムを共存させる政策を打ち出している。世界唯一

経営を行っている一方で，カップヌードルを自分自身

のサイエンスアートミュージアムや海のシルクロード

で作るという，非常に人気のある企画をもっており，

をテーマにした海洋博物館，中国系とマレー系の婚姻

入場者が非常に多い，話題の新しい博物館である。館

により生まれた人達を対象にしたペラナカン博物館な

内を一貫したコンセプトでデザインしており，アート

ど，世界的に見てもユニークな博物館が多い。シンガ

ディレクターを全面に押し出した，マーケティングに

ポールという東京 23 区程度しかない小さな国家が経

長けた企業博物館ならではのユニークな経営を行って

済大国に躍進した理由が垣間見えたと思う。

いる。

以上が紹介した博物館の概要であるが，学生からの

「房総のむら」は，地元農家や年配の方を数多く活

アンケート結果をみると，ディスカッションと並んで

用している。広大な園内に点在する古民家で，和ろう

好評だったようである。さすがに博物館好きが揃って

そくづくりや，せんべい焼きなどの多数の体験型企画

いるだけあって，笑いが漏れたり，学生の表情も豊か

を行うと同時に，畑や田んぼを昔ながらの農法で再現

であったりと，私自身も大変楽しく紹介を行うことが

しており，農業体験もできる。浴衣を着てくると入場

できた。

料無料などの企画もあり，子供達が浴衣と下駄で竹馬
に乗ったり，走り回っていたりする様子も見られ，入
園者自身がタイムスリップしたような感覚で当時の文

９．博物館経営論への提言

化を体験できる。昔ながらの房総のむらの風景が広が

経営学というのは，非常に面白く，広範囲に応用で

っているため，ドラマや映画のロケにも数多く使われ

きる学問であり，組織に所属する人であれば誰にでも

ている。

役に立つ学問であると個人的に考えている。しかしな

つくばの事例は，
「研究所公開」であるため，博物

がら，残念なことに実社会にでてみないと，経営学の

館とは少々趣が異なるが，上野の国立博物館と同様，

本に書いてあることは実感しづらく，面白さも感じづ
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らい。ましてや，博物館学芸員希望の学生にとって

単体であるが，大きくとらえれば，つくば市やシンガ

は，まったく興味が湧かない授業であっても不思議で

ポールの事例のように，地域・国家といった大きなレ

はない。学芸員資格必須の授業でなければ，どれだけ

ベルまで語ることができることを説明した。博物館経

の学生が受講するのか不安を感じるくらいである。幸

営論の範囲をどこまで広げるかは，扱う人の意識の持

い，強制参加であるため，講師としては，経営学の魅

ちようであるともいえる。博物館経営論を講義する時

力を伝えると同時に，博物館経営への転用の仕方につ

は，博物館と経営の関連性を意識させながら，博物館

いて繰り返し演習させることができた。学生達の優秀

経営が持つ広がりの可能性について，学生に意識させ

さに助けられて，概ね好評のうちに終えることがで

ることにより，今後の博物館の経営的広がりにつなが

き，心から感謝したい。今回，授業を行ってみて考え

ることを期待したい。

させられた点や，新たに気がついた点もいくつかある

最後に，学芸員資格のための博物館経営論の講義

ため，今後の博物館経営論の授業のために３点ほど提

は，博物館における経営の価値について徹底的に教え

言したいと思う。

るべきと考える。学芸員希望者は，経営を志して学芸

まず，今回の授業に合わせて新たに 10 冊程度の博

員になるわけではないため，経営学の授業は，この講

物館経営論に関する本に目を通した。全体的印象とし

義が最初で最後となる可能性もある。門戸の狭い学芸

ては，事例紹介が非常に多い反面，博物館経営論とし

員に晴れて就職できても，専門領域以外の経営学の勉

て体系だった本が少なかった。また，
「ミュージアム・

強に時間をどれだけ割けるか疑問である。それにも関

マーケティング」以外の本は，経営学に関する内容が

わらず，日々の活動において経営的センスは必須であ

部分的な内容であった。そのため，経営学そのものを

る。まずは，このことを充分に理解してもらったうえ

理解することや，本だけで博物館経営の現場を具体的

で，一人では学びづらいディスカッション能力や経営

にイメージすることが難しく，各種事例を読みながら

学の基本的知識，博物館を取り巻く環境変化に対する

想像することに努めた。多くの事例を読んで初めて，

理解を進めさせるべきである。それによって，博物館

作者の意図することがおぼろげながら見えてきたが，

における経営の価値を認識してほしい。少なくとも価

非常に時間がかかるし，理解が正しいのかどうかもは

値を認識しなければ，「自力」で学ぶ動機も生まれな

なはだ怪しい。そのため授業では，経営の基本的知識

いからである。

は経営学から体系的に持ってきながらも，博物館に応

以上の３つの提言を行ったが，私自身，完全にこの

用することにこだわって授業を行った。結果として，

提言を満たした講義をしたとは言えないため，今後，

通常の経営学では認識していない，博物館固有の問題

博物館経営論の授業をする機会があった時に，今回実

が漏れている可能性があるが，これについては，博物

施した講義内容をよりブラッシュアップして，望みた

館経営論の本から注意深く拾いだした。博物館経営論

いと考える。経営学の専門家の立場からの講義は，博

は，博物館学の中の一分野であり，日本では，1990

物館経営論の講義の中では異色であることを充分認識

年代以降に議論され始めた非常に新しい学問である。

しているが，私の講義内容を紹介した本文が，多少な

専門にしている研究者も非常に少ない。また，アメリ

りとも，他の博物館経営論の講義に役に立てば幸いで

カでは経営学の一分野として位置づけられているが，

ある。

日本では経営学の専門家では無い，博物館関係者によ
り研究されていることが多い。授業を行う際には，こ
の点を認識して行わなければならず，博物館関係者と
経営学双方の視点をバランス良く取り込むことが難し
いながらも重要であると考える。
次に，博物館経営論の応用範囲の広さを学生に伝え
る点が重要であると考える。この授業では，私自身が
考える，地域・国家といった，より大きな範囲での博
物館経営論を紹介した。同様の視点に立った本（上
山・稲葉，2003；村井・他，2002）も参考にしなが
ら，小さくとらえれば，博物館経営論の範囲は博物館
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