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@特集

ミュージアムの評価システム作りの現場

@はじめに

平成13(2001)年度に、静岡県立美術館の評価ブ

ロジ、ェクト(佐々 木2003: 12-15)の支援をして以来、

さまざまなミュ}ジアムにおける経営評舗、個別事

業の評価にかかわってきた。

本稿では、筆者が見てきたミュージ、アムの評価フ。ロ

ジ、エクトを紹介しながら、 (1)評価システムを構築す

るまでのステップや作業ツール、 (2)現場を通して見え

てきた評価システム作りのポイントについて述べたい。

@評価と何か

はじめに、あらためて筆者が考えるミュージアム

評価の定義を書いておく。

「ミュージアム評価とは、あらゆる個別事業および

経営全体において、オベレーション・マネージメン

ト・ガパナンスのすべてのレベルで、 P-D凶C輔Aサイ

クルを作り出すための改善の道具である。J1) 

そしてその道具を活用するためには、以下のような

共通認識がミュージ、アム職員聞に必要と考える。

「ファクト・ベース」で現状を把握:勘や経験に

頼らないで、具体的なデータに基づいて現状を把

握し、課題を抽出する 0

・現場の自己点検こそ重要:オペレーションやマネ

ージメントレベルの事項に関して、現場での自己

点検(1次評価)を十分に行う。それが存在して

はじめて、第三者から 2次評価を受けることがで

きる。評価の出発点は自己点検である。

-評価結果に関する他館との比較は無意味:ほかの

ミュージアムの実態を刺激材料として活用するこ

とは悪くないが、他のミュージアムの評儲結果と

比較することはあまり意味がない。ミュージアム

のミッション、持っている資源、地域の中での位

置づけなどはミユ}ジアムごとにさまざまであ

り、単純に比較しても意味がない。むしろ比較す

る対象は、自らのミュージアムの過去の実績であ

り、ミッションから導き出された到達目標である 0

・情報公開の担保:特に公立ミュージアムでは、当
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該地域で独占的にサービスを提供しているため、

たとえその質が悪くても、淘汰されることは稀で

ある。そのため、事業内容や経営状況を情報公開

し、ミユ}ジアム利用者や納税者に常にチェック

されているという意識を持つことが重要である。

-評価システムの構築方法とさまざまなツール:兵

庫県立美術館の事例から 2) 

前述したように評価システムには、自己点検(1 

次評価)とその後の第三者評価(2次評価)がある。

ここでは、おもに自己点検のステップと作業ツール

について、兵庫県立美術館の事例から紹介する。

表は、ミュージアムの評価システムを作る際のク

リテイカル・パス(作業工程表)である。越智裕二

郎氏の報告 (8-11ページ)で述べられている兵庫

県立美術館で用いたものである。大きく分けると評

価システム構築には 3つの段階があると考える。

1つは「準備期jである。この期ではミュージア

ムの「ミッション」、そのもとに位置づけられる

「目標」、その目標に到達するための「戦略J、さら

にその目標の到達度を測定するための「指標群j

(ベンチマークス)をともなった「戦略計画jを完

成させることが目標である。筆者がいままでかかわ

ったミュージアムでは、ミッションが不明確な場合、

もしくは明確なミッションが存在していても、それ

に向かっていく道筋が明らかになっていない場合が

ほとんどであった。そのようなケースでは、現状分

析から始める。つまり、ミュ}ジアム科用者・非利

用者に関する分析、ミュージアムのステークホルダ

ーに関する分析、競合施設に関する分析である。そ

の際、利用者へのアンケート調査、フォーカス・グ

ループ・インタビュー (FGI)を実施したり、既存

の各種デ}タを収集したりする。

それらをとりまとめたうえで、ミュージアムの進

むべき方向を議論するために、日本博物館協会が平

成16(2004)年に発行した『使命・計画作成の手引

きjの中から、自己点検部分をコンパクトにまとめ



Nゆ

け j'

表 ミュージアム評価設計のクリテイカル・パス(作業工程表)

準備期 (6か月) 自己点検導入甥 (1カ年) 外部評鏑導入期(j;力年)

まで) / まで) / まで) / まで) / まで)

ミューシ7ムの姿在、第3者からの視点在交えてテー WGが、ミュージアム評価設 WGとしての意思をもとに、
-自己点検システムを運用

自己点検システムを完成す する。 (2年目)

El !票 ヲとして抱援し、WGが多面的に認識する。 言十におけるコアとなる力を蓄 ミュージアムとしての意思1を
る。(初年度) -外部評価システムを完成

積する。 形成する。 する。(初年度)

1)利用者分析 戦略計画の指標群に沿っ 戦略計画の指標群に沿最っ4 

2)市場分析 補足調査とその分析
て、各事業の現状値を測 て、各事業の現状値を

データ収集
3)協力者分析

:;E 定

4)競合分析 '. 喝'. 司』 ~ .i. 
く初年度の継続〉

1}分析結果の報告(情報 :1}事業単位で随時、現状
を2〉1)】描ト鵬オレ十ペ〈単ル翻位四年の捕改皮ン善切時マ醐〈制ネ時ー〉y値メWG(または担当 の共有化)

:1 j，壷を報告
2}SWOT分析

セクション)でのワ-'} 3)戦略言十酋案の作成(ミッ : 1 2)オペレーション、マネージ
/ メントレベルp改善ション・戦略目標・指標群}. の継続〉

美術館としての意思、

決定・綴織作り

1}集問す李子信鵬とる措母分デ骨析ー分ヂ分折ター析析夕兵県フ刊H庫H内県お一Z立よEmにび美お関術tt西ー館る押圏の珊の禁ン文制時タι化周ュ施績ー者設(にのF 
収
2) 

備考 利関3)協力者分析

GI}く友の会、ポラ/ティア、清掃・警備・受付、
地域住民、学校、近隣文化施設、放送・出版会
社など〉
4)競合分析:関西殴の主要美術館における事
業情報の分析

た fミュージアム自己点検アンケート j(常磐大学

大学院ほか:2004) に沿ったワークショップで、

SWOT分析などを行う。

兵産の場合、準備期に入った当初は、ミッション

を含めた f戦略計画jをーから作り上げなくてはな

らないと考えていた。しかし、現状分析をしていく

中で、美術館設置時に策定した『基本計画jに掲げ

られた「基本理念j、16つのコンセプト(目指すべ

き美術館像)Jに対して、異を唱える者はワーキン

グメンバーの中にいなかった。したがって、作業の

中心は、目指すべき美術館像が実現できていない背

景に何があるのか、その課題を解決するためにどの

ような目標を設定すれば良いか、その達成度を測定

するのに相応しい指標は何かに移った。この部分の

作業を、平成18(2006)年度の後半で実施した。

次は「自己点検導入期」である。準備期に作成し

た戦略計画の中にあるさまざまな指標の現状値を測

定する期間であり、通常 l年を要する。指標には数

値で表すことができる定量的指標と、ミュージアム

の事業を観察した結果を報告してもらうなどの定性

的指標がある。これらの現状値把握は平成19(2007) 

年度に実施する予定である。

最後は「外部評価導入期Jである。ここでは、第

三者評価委員会を設遣し、自己点検報告の内容を第

三者に 2次評価してもらう。自己点検では、ミュー

ジアムのオベレーションとマネージメントに関する

報告が主になる。一方、外部評価では、それらに関

する 2次評価とともに、ガパナンスおよび社会体制

司 ..  、伊 1}自己点検結果を公謂(報
1}戦時計画案を検討し、修 告審、HPt.;:ど)
正した上で、ミュージアムとし 自己点検結果を公開 く初年度の継続〉
てオーソライス' (華民告書、HPなど}"
2)摂溢セヲションの設置 .合

2)語三者部菌委員舎の設量(初年度)
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に対する 1次評価を行う(上山・稲葉2003: 112-

115、静岡県立美術館評価委員会2005: 41)。

.静岡県立美術館における評価システム作りの進め方

表のクリテイカル・パスに基づいたやり方が、兵

庫県立美術館での進め方であった。一方、静岡県立

美術館での進め方は、これとはかなり異なっていた。

平成13(2001)年度にまず評価指標群を設定し、

翌平成14(2002)年度の 1年間でその現状値を測定

した。この作業は、ミュージアム内で正式に認めら

れた事業の 1つではなく、数人の職員、美術館を所

轄する県庁文化政策室の職員と筆者とで始めた研究

会という位置づけであった。

このような研究会がなぜ始まったかというと、研

究会に参加した県庁職員が対政当局に対して、入館

者数と収支からだけで美術館活動を評価するのはお

かしいのではないかとの疑問を投げかけたことが発

端となっている。この 2つの指標だけで美衛館活動

が評価できないことは、美術館に勤務している職員

はもちろんのこと、多くの美術館利用者も気づいて

いるはずである。しかし、この 2つ以外の指標にど

のようなものがあるのかを具体的に示さない限り、

この議論は進展していかない。そのような指標を提

示できるのは、美術館に勤務する職員自身であると

考え、研究会がスタートした。

平成14(2002)年度の途中で、現状値に関する報告

会を開催した。しかし、現状値をどう解釈したらよ

いのか、またはその数値がどうあるべきかという議
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論ができなかった。そのため、現状値の測定と平行

しで、その判断基準となる美術館のミッションを見

麗し・再構築する必要があることに気がついた。

「静岡県立美術館の設置、管理及び使用料に関す

る条例J(昭和60(1985)年)には、美術館の設置目的

が髄われている。しかし、「美術の振興を図り、もっ

て県民の文化の発展に寄与するため、静両県立美術

館を静開市に設置するJ(条例第2条)という文言か

らは、美術館の具体的な社会的役割や存在意義は見

えてこなかった。また、この条例をさらにブレークダ

ウンした目標も設定されていなかった。

平成15(2003)年度になり、評価委員会が設置さ

れた。この委員会の目的は、先に紹介したような自

己点検に対する 2次評価を行うことではなく、静岡

県立美術館の経営の品質、活動力を高めるために、

有効かつ導入可能な評舘システムについて検討し、

提言することであった。

美術館のミッション見直し・再構築作業は、この

委員会の戦略計画作業部会が行うこととなり、平成

16 (2004)年度後半の半年聞をかけて行った。見直

し・再構築されたミッションをもとに、目標、戦略

を設定し、平成13(2001)年度に設定した指標群を

参考にしながら新たな指標群を伴う戦略計画が完成

した。その計画は、「ミュージアム・ナピJという

名称、で、平成17(2005)年 3月に発行された静岡県

立美術館評価委員会「提言書」に記載されている。

平成17(2005)年度には、「ミュージアム・ナピ」を

ベースにした戦略計画に沿って自己点検が行われ、

翌平成18(2006)年度には、県庁が任命した第三者評

価委員による 2次評価が始まった。

静開県立美術館の場合、県立クラスのミュージア

ムが自己点検評価作業をほとんど実施していなかっ

た状況下でのプロジェクトであった。そのため、作

業の手}II夏、スケジ、ュール設定などについて試行錯誤

しながら進めていた。結果として、兵庫のクリテイ

カル・パスにある準備期の部分に平成13(2001)年度

から平成16(2004)年度まで 4年間要したことにな

る。しかし、静岡で得た経験知は、そのあとかかわ

ることになった兵庫県立美術館や府中市美術舘など

において活かされていることは確かである。

(1) ミッションとその下の自標を確認する

静岡県立美術館において、評価指標に対する現状値

をアンケート調査などで測定していた際に、評価とは

ただ単に数字を弾き出すことではないということがわ

かった。つまりその数字をどう受け止めるか、どう解

釈するかが重要であると理解した。

備えば、同美術館のレストラン利用者の満足度を

調査したら、当初は30%程度であった。しかし、こ

の数字が低い数字なのか、それとも十分な数字なの

かは判断できなかった。もし、レストランは、ミュ

ージアムショップとともに、美術館で楽しく充実し

た一日を過ごしていただく要素として非常に重要な

場所であると考えていれば、この数字では不十分と

判断できるであろう。反対に、レストランはあくま

で委託業者が経営している場所であり、美術館運営

とは直接関係ないので、利用者の満足度は意識する

必要がないと考えているのであれば、この数字で十

分、と判断するかもしれない。

評価指標の現状値を判断、解釈する基準は、その

事業の位量づけゃあるべき姿、目標であると考える。

したがって、さまざまな指標を作る前に、まずはミ

ッションとその下の目標が明確になっているかどう

かを確認することが必要である。もし、明確になっ

ているのであれば、その目標への到達度を概定する

のに相応しい指標を設定する。その現状値が調査か

ら判明すれば、目標やほかの事業の状況を考え合わ

せ、さらに高めるべきなのか否か、全体の中での優

先順位はどうなのかが議論できる。ミッションやそ

の下の自標が明確になっていないミュージアムでは、

指標設定よりも先にこれを決めなくてはならない。

(2)根幹の議論は集中して短時間で

静岡の場合、設置条例では美術館の社会的役割や

存在意義が不明確であったので、評価委員会の戦略

計画作業部会において、美術館職員を中心としたワ

ーキングを開催して検討した。ミッションに関する

実質的な議論は月 2回のベースでワーキングを行

い、約4か月で完了した。

兵庫の場合、先に述べたようにミッションと呂指

すべき美術館像はすでに明確であった。しかし、目

指すべき姿に関する詳細な自標設定がなかったの

で、目標設定および指標設定のためにワ}キングを

@静岡と兵庫の進め方の比較 行った。通算で約 5か月、 6囲程度のワーキングで

静岡県立美術館と兵庫県立美術館における評価シス 戦略計画が完成した。

テム導入に関する進め方から、次のことがわかる。 雨ミュージアムに共通して言えることは、ワーキ
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ングにおいて丸一日かけた集中した議論が 6~8 回

程度あったこと。それに要した期間が4、5か月と

短かったことである。また、ワーキングの中間段階

での成果をミュージアム幹部職員へ報告する形をと

って、ミュージアムとしての合意形成をしてきた。

(3)評価指標(ベンチマークス)の役割が違っている

静岡の場合、先に述べたように、入館者数と収支

以外で美術館活動を評価する指標にどのようなもの

があるのかを具体的に示す手段として評価指標が用

いられた。それらは美術館の強みを外に向かつて顕

在化させるためのものが多かった。

一方、兵庫の場合、すでに存在している「目指す

べき美術館像」が実現できていない現状を生み出し

ている課題を議論した。その課題を解決するために

自擦を設定し、その目標への到達状況を抱握するた

めの手段として評価指標を用いた。

最終的にできあがった「戦略計画Jツリ}の形は似

ているが、雨ミュ}ジ、アムにおいて用いられた評価指標

の意味合い、役割は異なっていると言える。

(4)オフィシャルな場で検討する

静岡県立美術館の場合、評価委員会が設置される

までの期間は、ミッションを見直し・再構築する作

業が思うように進まなかった。その理由は、有志が

行うミュージアム経営の棋幹にかかわる議論は、リ

アリテイを持たなかったためであると考える。つま

り、検討されたミッション案をミュージアムのオフ

ィシャルなものとして職員全員が認識したり、戦略

計画にある評価指標の現状値を測定したりすること

は、ミュ}ジアム内で公式に認められたミッション

になっていない限り遂行できないからである。

一方、兵庫県立美術館のケースは準備期のはじめ

から、副館長によって美術館内のワーキングメンバー

が設定され、そのメンバーとともに作業を進めてきた。

そのため、準備期に要した期間は極めて短かった。

、
ド
デ{
 

-評価システム作りのキーワード

最後に、評価システム構築の際の必要条件を整理

してみたい。

(1)常勤トップの明確な意思表示

2つの美術館の比較からも分かるように、美術館

舟の常勤トップが評価導入に関して明確な意思表示

をすることは重要である。最初からオフィシャルな

作業として位置づけ、全館的な取り組みとして遂行

するためには、常勤トップの明確な意思表示が必要

となる。また、評価をミュージアムで実施する事業

の 1つに位置づけるために、予算を計上する意思が

あるかどうかも重要と考える。

(2)職員間の円滑なコミュニケーション

自己点検のための準備期におけるミッションや目

標、その下の指標設定の作業は、ヮー}キングメンバ

ーの肩書きをはずした立場での自由な議論がなくし

ては成立しない。また、そのメンバ}が作成した案を

ミュージアム全体にオーソライズする際にも、議論

が必要となってくる。

筆者は、碗究の一環としてこのような作業の支援

をしている。しかし、クライアント(依頼者)とし

てミュージアムが存在し、そのクライアントの意向

を伺いながら戦略計画を完成させるシンクタンク・ス

タッフのような請負者ではない。あくまで議論と計

画作成の主役はミュージアム職員であり、その作業

を通してミュージアムの現状認識を共有し、危機感

も浸透すると考える。その前提になるのが、ミュー

ジアム職員間の円滑なコミュニケーションである。

(ささき・とおる)
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註1 rオベレーションJ:現場の作業・業務手順の効率逮用

「マネージ、メントJ:施設の持つ潜在的価値を最大限に活か

すための各種戦m告の発動

「ガパナンスJ 経営の健全性や安定性を確立するための仕

組み。本庁や金業との述携

以上は、(上111.稲葉2003) より引用

P-D-C-Aサイクル:plan-do-check-action (計画"実行ー検証ー見

直し)の循環

註 2 兵庫県立美術館におけるブロジ、ェクトはMSR研究会(代表:

上111信一)として行った。プロジェクトの同研究会メンバ

ーは筆者のほか、泰井良氏、森!lEi辛子氏であった(同研究

会については越智裕二郎氏の報告参照)。
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