
国際博物館会議（ICOM）京都大会2019と
CIMUSETについて

国立科学博物館 連携推進課長

濱田浄人



• ICOM及び2019京都大会について

• CIMUSETのプログラムについて

•京都大会参加に向けて



国際博物館会議（ICOM）とは

• International Council of Museums

• 読みはイコム？アイコム？

• 世界の博物館の進歩・発展を目的とする博物

館の専門組織，博物館の関係者の集まり，非

営利・非政府組織で国連の経済社会理事会の

顧問でもある。

• 141の国と地域から40,000人以上の会員を持つ。

• 日本では，「国際博物館の日」と「博物館の

定義」が比較的知られている と思う。



ICOM規約に見る博物館の定義

• A museum is a non-profit, permanent institution in the service of 
society and its development, open to the public, which acquires, 
conserves, researches, communicates and exhibits the tangible and 
intangible heritage of humanity and its environment for the 
purposes of education, study and enjoyment. （2007,Vienna）

• 博物館とは、社会とその発展に貢献するため、有形、無形の人類の遺

産とその環境を、教育、研究、楽しみを目的として収集、保存、調査

研究、普及、展示する、公衆に開かれた非営利の常設機関である。

1974年コペンハーゲン大会での改正以来ほとんど変わっていない。



博物館の定義が，今年，京都で見直される





ICOM内の主な組織

• General Assembly 総会

• Executive Council 理事会

• Advisory Committee 諮問委員会

• National Committee 各国委員会（国内委員会）

• International Committee 国際委員会（専門委員会）

総会General Assemblyは毎年開催される。
大会General Conferenceは3年ごとに開催される。
規約改正の際は臨時総会が開かれる。



国際委員会

• 全部で30の国際委員会がある。

• CIMUSET（科学技術の博物館とコレクション国際委員会）

• NATHIST（自然史の博物館とコレクション国際委員会）

• CECA（教育と文化活動国際委員会）

• AVICOM（視聴覚と映像音響新技術国際委員会）

• ICEE（展示交流委員会）

• ICR（地域博物館国際委員会）

• INTERCOM（マネージメント国際委員会）

• MPR（博物館マーケティング・広報国際委員会）

• ・・・



ICOM KYOTO 2019
9月1日～7日



会場：京都国際会館



• 2016年，イタリア・ミラノ大会は129の国と地域から3421人
が参加。

• 総会とともに，各国際委員会の年次集会が，同じ場所で開催
される。





京都大会参加に向けて

事前料金（～8月31日） 当日料金（9月1日～7
日）

ICOM会員 56,000円 68,000円

一般（ICOM非会員） 68,000円 81,000円

1日券（9月2,3,4日のみ）
最大で2日まで

10,000円 12,000円

参加費

1日券はコングレスバッグ、プログラムブックがもらえない。
ICOM京都大会のwebページから登録
参加費はクレジットカードまたは銀行振込
事前申込が必要なセッションもあるので注意



9月2日（月）

• 9:00-10:45 開会式（同時通訳）

• 11:45-13:15 全体セッション「持続可能な未来の共創」（同時通訳）

• 14:30-18:00 各国際委員会のセッション（一部同時通訳）

• 14:30-16:00 ワークショップ「博物館と持続可能な発展」（要事前申
込）

• 14:30-18:00 パネルディスカッション「デコロナイゼーションと返
還」（同時通訳）

• 18:30-20:30 開会パーティ



9月３日（火）

• 10:30-12:00 全体セッション「ICOM博物館定義の再考」（同時通訳）

• 13:30-18:00 各国際委員会のセッション（一部同時通訳）

• 14:30-18:00 ワークショップ「博物館定義のラウンドテーブル」（要
事前申込）

• 19:00-21:00 ソーシャルイベント@二条城（要事前申込）



9月４日（水）

• 9:00-10:15 全体セッション「被災時の博物館」（同時通訳）

• 13:30-18:00 各国際委員会のセッション（一部同時通訳）

• 14:30-16:00 パネルディスカッション「マンガ展の可能性と不可能
性」（同時通訳）

• 16:30-18:00 パネルディスカッション「博物館と地域発展」（同時通
訳）

• 19:00？-21:00 ソーシャルイベント@北山エリア（要事前申込）（京
都府立植物園、京都府立京都学・歴彩館）



9月５日（木）

• 各国際委員会におけるオフサイトミーティング（一部通訳あり，多分
事前申し込みが必要）

• この日は日本博物館協会による全国博物館大会も開催される。

• 19:00-21:00 ソーシャルイベント@岡崎エリア（要事前申込）（平安

神宮、京都市動物園、京都国立近代美術館、細見美術館、京都伝統産
業ふれあい館）

9月6日（金）

• 本部及び各国際委員会におけるエクスカーション
（事前申し込みが必要，一部通訳あり）



9月7日（土）

• 9:30-10:30 臨時総会（各国委員会，国際委員会等で投票権を付与され
た人が出席）

• 11:00-13:00 総会（同時通訳）

• 17:30-19:00 閉会式（同時通訳，要事前申込）（京都国立博物館）

• 19:00-21:00 閉会パーティー（要事前申込）（京都国立博物館）



CIMUSETのプログラムについて
（ INTERNATIONAL COMMITTEE FOR MUSEUMS AND COLLECTIONS OF 

SCIENCE AND TECHNOLOGY）

• CIMUSET は、科学技術分野の博物館専門職で構成されている。

歴史的資料を収集する伝統的な科学技術博物館と、主として
子供と若者に科学技術を
普及し、その知識の増進に
努める科学センターの双方
のための委員会。



9月2日 京都国際会館 Room G

• 14:30 開会

• 15:00-15:45 基調講演 From Material Culture to Maker Culture: how 
science and technology museums bring the past to life. （物質文化から
ものづくり文化へ）

• 16:30-18:00 Session1 New Museums Concepts & Roles（博物館の新たな概
念と役割） ブラジル，ハンガリー，デンマーク，カナダ，イランから
5人が発表



9月3日 京都国際会館 Room B-2

• 13:30-14:45 Session2 Engaging Audiences（魅惑的な科学博物館をめ
ざして） イスラエル，英国，日本，韓国から4人が発表

• 14:45-16:00 Session3 Sustainable Museums（博物館と持続可能性） 台
湾，ロシア，フランス，スロベニアから4人が発表

• 16:30-18:00 Session4 Communicating Ecology and Natural Sciences（エ
コロジーと自然科学の科学コミュニケーション） タイ，日本，スロバ
キア，米国，中国から5人が発表



9月4日 京都学歴彩館稲盛ホール 201

• 14:30-16:00 Session5 Sustainable Heritage（科学技術遺産と持続可能
性）フィンランド，インド，ポーランド，メキシコ，イタリアから5
人が発表

• 16:30-18:00 CIMUSET年次総会

• 19：00-21:00 CIMUSET ディナー



9月5日 オフサイトミーティング

• 名古屋市科学館

• トヨタ産業技術記念館

を訪問します。



京都大会参加に向けて

事前料金（～8月31日） 当日料金（9月1日～7
日）

ICOM会員 56,000円 68,000円

一般（ICOM非会員） 68,000円 81,000円

1日券（9月2,3,4日のみ）
最大で2日まで

10,000円 12,000円

参加費

1日券はコングレスバッグ、プログラムブックがもらえない。
ICOM京都大会のwebページから登録
参加費はクレジットカードまたは銀行振込
事前申込が必要なセッションもあるので注意



全国博物館大会（日博協）とのセット参加も

• 9月5日に京都学・歴彩館で全国博物館大会が開催：参加費は2000円

• ICOM京都大会9月4日の1日券と全国博物館大会のセットの申込みも開
始（全国博物館大会の申込書で一括申込み）。
全国博物館大会2,000円＋9月4日1日券10,000円＝12,000円
また，コングレスバッグ＋プログラムブックがプラス3,000円でもらえ
る。

• 申込み及び費用支払締切は8月1日（木）

• ソーシャルイベント（北山地区）を含む9月4日のセッション等に参加
できるとともに，9月5日のソーシャルイベント（岡崎地区）にも参加
可能。9月6日の京都府市内の協力博物館への入館が減免。



2019年の先へ

これを機会に…

専門的・中立的な博物館の立ち位置を明確にする。

世界的な動向を知り，活動や運営に反映させる。

継続的な国際ネットワーク形成の契機とする。

現在の課題についての多様な解決事例を渉猟する。展示，教育活動，運営，イ
ンバウンド…

でも，まずは，

似た課題と，似た喜びを持つ世界中の人々が集う場を のぞいてみませんか。



ありがとうございました。
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