
独立行政法人日本芸術文化振興会

平成 23 事業年度評価報告書

平成 24 年 6 月

独立行政法人日本芸術文化振興会評価委員会



目 次

はじめに

１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関す

る目標を達成するためとるべき措置

(1) 文化芸術活動に対する援助 ……… 1

(2) 伝統芸能の公開及び現代舞台芸術の公演 ……… 2

(3) 快適な観劇環境の形成、広報・営業活動の充実、……… 8

劇場施設の使用効率の向上等

(4) 伝統芸能の伝承者の養成及び現代舞台芸術の ……… 10

実演家その他の関係者の研修

(5) 伝統芸能及び現代舞台芸術に関する調査研究 ……… 11

の実施並びに資料の収集及び活用

２ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置

……… 13

３ 収支、剰余金、積立金、外部資金の獲得状況等、財務に関する

事項 ……… 13

４ 国立劇場おきなわ・新国立劇場の運営委託、人事、……… 14

施設・設備に関する計画等、業務運営に関する事項

独立行政法人日本芸術文化振興会評価委員会委員名簿 ……… 16

（参考）

独立行政法人日本芸術文化振興会評議員会規則 ……… 17

独立行政法人日本芸術文化振興会評価委員会要項 ……… 18



はじめに

本評価委員会は、独立行政法人日本芸術文化振興会評議員会規則

第 8条の規定に基づき、振興会の業務の運営に関する評価を行うた

め設置されたものである。

このたび、理事長の諮問を受け、平成 23 事業年度の業務の実績に

関して、厳正かつ客観的な評価を行った。

評価は、前年度に引き続き、振興会が実施した当該年度に係る自

己点検評価報告書をもとに、まず各委員が評価意見書の提出を行い、

次に振興会からの説明を聴取しながら、合議により最終的な評価を

行った。

本評価委員会は、評価結果について、原則として年度計画に定め

られた項目ごとに取りまとめ、評価報告書として提出するものであ

る。

評価においては、振興会の業務運営をより良いものとするための

意見を付しており、次年度以降の各事業の充実及び発展に活用され

ることを期待する。

評価実施の経緯

第 1回評価委員会 平成 23 年 8月 29 日

第 2回評価委員会 平成 24 年 5月 12 日

第 3回評価委員会 平成 24 年 6月 12 日

第 4回評価委員会 平成 24 年 6月 22 日
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１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成する

ためとるべき措置

(1) 文化芸術活動に対する援助

日本芸術文化振興会が行う様々な芸術文化活動に対する助成事業については、年間

型事業支援の制度も導入され、継続的な芸術創造活動を見据えたきめ細かな助成が実

施されていることを評価する。今後は、地方・地域の芸術文化活動に対する助成事業

が一層広範囲に行き渡ることが望ましく、そのための広報活動を現状から更に促進さ

せてほしい。

助成金交付事務の効率化等に関しては、23 年度は、補助金による助成のうち、音楽

分野及び舞踊分野について、専門的な知識や調査研究に基づく助言、情報提供等を行

うプログラムディレクター、プログラムオフィサーの配置により、従来にも増して適

切な審査が行われたこと、及び助成団体との意見交換ができたことを評価する。意見

交換については、公平性を保ちつつ、可能な限り日数を増やしていくことを期待する。

助成制度の重要な点は、助成金額だけではなく、それがいかに有効に使われ、効果

が出たかということである。そのためにも効果検証は最も重要なことであり、検証結

果を助成活動の審査に正確に反映できる体制の整備が不可欠である。

今後は、プログラムディレクター、プログラムオフィサーも活用して、審査基準を

明らかにした事後評価制度と全国的な調査制度の確立を進めてほしい。

審査については、音楽分野及び舞踊分野の審査基準が事前に公表されたことを評価

し、更に他の分野への拡充を期待したい。また、審査期間について、申請受理から決

定までの期間が大幅に短縮され、1 ヶ月以内に審査結果が分かるようになったことは、

助成団体にとって公演等の計画策定に有利な状況であり、評価する。

助成対象活動に対する調査についても、目標を大きく上回る 654 件の会計・公演等

の調査を行ったことを評価する。

募集説明会については、今後も東京と大阪以外の地域に拡大する方向で進められる

ことを期待したい。地域の拡大により応募の裾野を広げることで、質の向上にもつな

がると考えられるため、実施時期・開催地について十分に検討し、充実を図ってほし

い。

また、これまでの芸術文化活動に対する助成事業に加え、「社会貢献寄付信託」の環

境整備や「芸術文化振興基金賛助会員制度」が設置されたことを評価する。今後は、

制度についての周知に努めたい。
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これまで行われた被災地における様々な支援活動の中で、芸術活動による支援が多

くの被災者の心を癒し、勇気づけてきたことはよく知られている。東日本大震災の復

興を支援するため、映画上映活動への助成の追加決定、「芸術文化復興支援基金」の迅

速な立ち上げを行ったことは、芸術文化へ世間のまなざしが向けられるきっかけとも

なり、大いに評価する。今後も効果的・継続的な活動を期待したい。

(2) 伝統芸能の公開及び現代舞台芸術の公演

《伝統芸能の公開》

＜全 般＞

伝統芸能の公開に関しては、国立劇場開場 45 周年を記念して歌舞伎、文楽、舞踊・

邦楽、大衆芸能、能楽、さらには組踊等沖縄伝統芸能などあらゆる分野で特色ある公

演が行われた。東日本大震災の影響が色濃く残る中で、節電対策などを講じつつ、他

方で「被災者応援寄席」や歌舞伎・文楽公演への被災者招待などの支援も行いながら、

事業が着実に実施されたことは高く評価できる。また国立の劇場として、「通し」「復

活」「新作」上演の実現に向けた継続的な取組を評価する。

伝統芸能公演全体の入場者数が目標を下回ったことについては、震災という社会的

要因があったことが十分に斟酌されるべきである。比較的動員規模が大きく、また華

やかな催しである歌舞伎、文楽で入場者数が伸びなかったことは、震災で人心が動揺

し、祝祭的な催しに出かけようという気持ちが冷え込んだことの影響もあろう。しか

し、やはり集客は重要な課題である。何が原因かを更に見極め、観客の要望にも応え

つつ、演目設定、周知宣伝活動に一層工夫することが求められる。

＜歌舞伎公演＞

歌舞伎は国立劇場開場 45周年を記念して「歌舞伎を彩る作者たち」6回シリーズ(平

成 23 年度は 3 月までの 5 回)を開催した。趣旨も明確で、安易に堕さない毎回の工夫

が楽しめる国立劇場ならではの企画であり、全体として舞台成果も優れていたことを

高く評価したい。

10月の尾上菊五郎を中心にした曲亭馬琴原作「開幕驚奇復讐譚」は、娯楽色の濃い

面白い舞台で、新作歌舞伎を顕彰する大谷竹次郎賞の奨励賞を受賞した。11 月の近松

門左衛門作「曽根崎心中」は、初演以来お初を持ち役にしている坂田藤十郎が年齢を

感じさせぬ艶やかな演技を見せた。「日本振袖始」は「大蛇退治」を軸に分かりやすく

まとめられていたが、やや魅力に乏しい感は否めなかった。12 月の真山青果作「元禄
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忠臣蔵」は、新歌舞伎に定評のある中村吉右衛門を中心によくまとまった好舞台だっ

た。1月の「三人吉三巴白浪」は、通しで上演したこと、また松本幸四郎以下、黙阿弥

物に慣れた出演者の好演も成果であろう。「奴凧廓春風」は初春にふさわしい舞踊作品

の復活公演で、上演演目の拡充として意義がある。3月の市川團十郎、坂東三津五郎ら

の「一谷嫩軍記」は、「流しの枝」を復活したことと「熊谷陣屋」での端場からの丁寧

な上演に意義があった。

また公演と連携して出演者による「映像でたどる国立劇場の歌舞伎」と題した座談

会を 3 回シリーズで開催したのも意義ある企画であった。こうした催しは歌舞伎以外

にジャンルを広げて行うことも検討してほしい。マスコミやあぜくら会員への舞台稽

古公開を評価し、今後も回数を増やして実施されることを期待したい。

入場者数は公演ごとに差があり、目標を達成できないものもあった。歌舞伎公演の

新規団体申し込みが極端に減少するなど、明らかに東日本大震災による影響が見てと

れ、入場者数減をそのまま振興会の努力不足とみなすことはできない。今後も国立劇

場としての姿勢を出演者にも観客にも明確に示しつつ、それが空振りに終わらぬよう

企画、配役、広報などにも工夫を凝らして、「劇場の賑わい」を現出してほしい。

＜文楽公演＞

文楽は、4月・大阪、5月・東京の竹本源大夫・鶴澤藤蔵親子同時襲名披露公演で幕

を開けた。源大夫が高齢の襲名で体調不良も重なり、「口上」のみの出演や途中休演な

どのアクシデントがあって、異例の襲名公演となったが、藤蔵の飛躍につながったの

が大きな収穫である。ただし、源大夫襲名がメインタイトルに掲げられていることか

らすると、5月の東京公演でも、事前に源大夫の体調について発表してもよかったので

はないか。親子襲名以外にも「日本振袖始」の復活再演や、「彦山権現誓助剣」「絵本

太功記」の珍しい場面の上演など、年間を通じて積極的な制作姿勢が、意義ある公演

内容に結びついた。ただ、開場 45周年企画として、歌舞伎と呼応した企画があっても

よかったのではないか。

文楽劇場での公演は、入場者数の目標を達成できないものもあった。関西経済の不

振もあって苦戦を強いられているが、要因の分析と対応を地道に行い、時間はかかっ

ても入場者数の増加を図ることが必要である。またこのところ好調を維持してきた東

京公演も、夜の部については震災の影響もあって観客数が減っている。この現象に歯

止めをかける対策を講じてほしい。

世代交代に備えて中堅若手の抜擢等を行うことは、ますます喫緊の課題となってお

り、今後も辛抱強く若手を使った企画を立て、育成していくことが必要である。

さらに配役を含めた公演内容の早期決定と、そのことによる集客増に期待したい。
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このほか集客につなげる工夫として、大阪・東京で交互に定期的に公演している運営

形態を生かした企画の検討、大学との提携・支援・協力の拡大等のほか、中堅世代の

襲名などで話題を作ることも考えられよう。広報全般について一層の努力が求められ

る。演劇担当記者へのヒアリングなども有益ではないだろうか。

＜短期公演＞

「舞の会」「文楽素浄瑠璃の会」などは国立劇場ならではの催しとして定着している。

舞踊公演では、8月公演にみられたような世代交代を、今後も根気強く続けていく必要

があろう。2月雅楽公演では、大曲「蘇合香」を二年がかりで復活したことが特筆され

る。前篇を昨年の公演記録映像で見せ、後篇の演奏へとつなげたことは、すぐれた取

組として評価したい。1月民俗芸能公演「淡路人形芝居」及び 3月琉球芸能公演「組踊

と琉球舞踊」は、風土色に富んだ公演になっていた。特別企画公演では、劇場が委嘱

した 9月公演「十牛図と秋庭歌一具」が意欲的な内容であった。

＜大衆芸能公演＞

大衆芸能公演でも独自の企画を工夫してプログラムを組んでおり、評価できる。大

衆芸能公演全体で入場者数が目標に達しなかった主な要因は、最も大きな動員規模を

もつ定席公演の不振であるが、これには東日本大震災の後に、落語を聞きに出向くこ

とへの遠慮があったことが考慮されねばならない。その証拠に、年度の前半に比べ、

後半の入場者数は、演目や出演者によってばらつきはあるものの、全体的に回復がみ

られる。

＜能楽公演＞

能では新作、復曲などに積極的に取り組み、入場者数も高いままに推移しているこ

とを評価する。新作能「影媛」と、世阿弥自筆本による「布留」「難波梅」「松浦佐用

姫」の上演は優れた企画であり、国立能楽堂にふさわしいプログラムとなった。

狂言公演等全般に好調だが、入場者数の目標をかなり下回った公演については更に

原因の分析が必要であろう。

国立能楽堂の主催公演は入場者数も多く観客の支持も大きいが、流派の例会や個人

の会は急速に観客が減少している。能楽人口の減少にどう対応していけばよいのか、

今から考えておく必要があろう。

＜組踊等沖縄伝統芸能公演＞

国立劇場おきなわは、組踊の公演が昨年度より回数が増え、世界遺産効果もあって
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か、総入場者数が伸び、一回当たりの入場者数も伸びたことは評価できる。

琉球王朝時代の舞台構造を再現した「御冠船踊の世界」と題したシリーズは、学術

的な研究成果を実地の舞台で検証する試みであると同時に、現在の組踊を新たな角度

から再検証する事業であり、大変意義深い。

組踊鑑賞教室の案内 DVD を配布し、マンガをホームページにアップし、マンガ冊子

も無料配布する一方、観光に携わるタクシー運転手を鑑賞教室に招待するなど、国立

劇場おきなわの旺盛な集客の努力を評価したい。振興会としても教育委員会や高校な

どに対して、沖縄への修学旅行に組踊鑑賞を組み込むよう働きかけるなど、協力体制

をとることが望ましい。なお公演パンフレットの内容は、一層充実させる必要がある。

＜青少年等を対象とした公演、連携協力等＞

青少年等を対象とした鑑賞教室などの公演については、多くが 90％を超える入場率

となり、伝統文化を次の世代に伝える役目を果たしている。特に解説に工夫が凝らさ

れており、高い入場率とともに評価に値する。これは親子鑑賞教室についてもいえる

ことで、振興会ならではの活動である。文楽劇場では、学校の先生方に興味を持って

もらうよう、鑑賞教室見学の機会を設けるなどの工夫をしているが、更に効果的な教

員への周知方法を検討してはどうだろうか。

《現代舞台芸術の公演》

＜全 般＞

オペラ、バレエは海外出演者の震災による出演辞退など混迷の中、苦しい時期を乗

り越えたことと、日本人出演者の起用による育成に尽力したことをねぎらいたい。

＜オペラ公演＞

オペラ公演に関しては、演目の選択、企画について、昨年度にも増して向上が見ら

れ、多くの演目で上演の成果は上がっていると評価できる。

特に新制作の公演については見るべきものが多かった。今流行の、いわゆる物議を

醸しかねない大胆な読み替えだが、男女の愛の、一筋縄ではない複雑さや悲喜を巧み

に引き出した「コジ・ファン・トゥッテ」は、新国立劇場の度量の大きさや可能性を

拡大したもので評価に値する。ただ指揮者の力量には問題があった。「イル・トロヴァ

トーレ」の今回の演出は、「死の象徴＝死神」を終始舞台に登場させるという意表を突

いたアイデアによって、このオペラが表現しようとしているものの意味の一つを明確

にし、強烈な印象を与えることになった。主要キャストやオーケストラの好演、さら

に舞台美術や照明など、全体として非常に完成度が高かった。「ルサルカ」では、考え
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抜かれた演出、舞台美術や照明の美しさに加え、キャストや指揮者の質も高く、上演

が難しいチェコ語によるドヴォルザークのこのオペラの真価が我が国で初めて明らか

にされた。今年度の中でも出色となったこの舞台は、ノルウェー国立オペラ・バレエ

との提携により得られた成果だが、こうした提携によって費用を抑え、公演の質を上

げることも、今後新国立劇場が取るべき重要な方向性の一つといえよう。

我が国で唯一の国立オペラハウスとして、質の高い日本オペラを上演することは喫

緊の課題である。その意味で、日本人が作ったオペラの中でも最も完成度の高い作品

の一つである「沈黙」が取り上げられたことを高く評価する。しかも演劇部門の芸術

監督である宮田慶子の演出、さらにキャストにこのオペラに実績を持つ大阪の歌手た

ちを登用したことは、新国立劇場内での連携や、東京以外で優れた活動を展開する歌

手への目配りを示したものとして、高く評価できる。上演の質も高く、このような日

本オペラは、テーマも音楽の質も、海外で十分にインパクトを与え得るものであり、

関係のできた海外の劇場に売り込むことも考えてはどうか。

一方再演の公演は、演出の熟成度や演奏の質が初演時よりも高くなって初めて大き

な意義が生まれる。その意味で、震災の影響による困難な状況下での公演でありなが

ら、高い質を維持した「ばらの騎士」、タイトルロールや指揮者の好演が目覚ましかっ

た「蝶々夫人」、演出的にも音楽的にも非常に安定感のある出来を示した「ラ・ボエー

ム」は、評価できる内容であった。

今年度は、「沈黙」以外に日本人指揮者が登用されていないが、日本人オペラ指揮者

の育成の観点からも、国立の劇場ゆえにこそ是非一考を願いたい。あわせて、外国人

指揮者の招聘についても、更なる精査が望まれる。

集客については、年明けの公演でも目標入場者数を下回っている公演があり、原因

は震災の影響ばかりとは言えないだろう。経済の低調も関与してはいるだろうが、こ

の状況下でどのように観客数を維持するか、きちんとした分析と対策が必要である。

「高校生のためのオペラ鑑賞講座」などは関西でも行っているが、オペラを国民の

ものにするためにも、地元のオーケストラを起用するなどコスト面に配慮しながら本

公演についても地方の劇場で行うことを検討できないだろうか。

収支について、オペラ公演の実施には多額の経費を要することは理解できるが、公

演内容の質や上演回数を維持しながら、限られた予算を有効に活用して、引き続き収

支の改善に努めたい。

＜バレエ公演＞

バレエではビントレー芸術監督の振付による新制作の「パゴダの王子」が優れた

舞台であり評価する。「アラジン」は、芸術表現の深さと幅広い娯楽性を両立させた
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作品となった。「ロメオとジュリエット」では、ジュリエット役の小野絢子の熱演が

印象的であった。

演目については、国立の劇場として、再演公演とのバランスを図りつつ、優れた

新作の取組を継続して行うことが望まれる。

新国立劇場バレエ団は、ソリスト、コール・ド・バレエともにレベルが高く、一

層の充実を見せた。年間を通して、日本人ダンサーを積極的にキャスティングして

上演していることを評価する。

バレエ公演全体で、入場者数が目標を達成できなかった。広報、営業や公演日程

等についての問題の抽出を早急に行い、改善策を考えるべきである。

＜現代舞踊公演＞

現代舞踊公演での今年度の際立った成果は、中村恩恵×首藤康之「Shakespeare

THE SONNETS」であった。実力のあるダンサーが力を蓄えて、シンプルな装置のなか、

肉体が作り出す美しい姿勢と動き、豊かな表現をたっぷりと見せた。「Dance to the

Future」のように、バレエダンサーがコンテンポラリーダンスに参加することは、

ダンサーがバレエの動きや特質を見直す機会にもなるので、これからもぜひ続けて

もらいたい。

「子ども/社会人のための現代舞踊鑑賞教室」のような、困難だが必要な企画を実

施できるのは、新国立劇場くらいではなかろうか。レクチャーもまじえて、コンテ

ンポラリーダンスがバレエやモダンダンスとどう違うかを、感得させるような入門

講座を実施してほしい。

＜演劇公演＞

演劇公演全体では、年度を通して新国立劇場の各舞台が専門家の高い評価を受け

た。充実した一年となったその成果を評価したい。

「JAPAN MEETS…―現代劇の系譜をひもとく―」シリーズの 4作目として「ゴドー

を待ちながら」を新訳、若手の演出家で上演した。舞台美術が優れていたのは衆目

の一致するところだが、新訳の採用によって新国立劇場が何を目指すのかを明確に

することや、舞台成果にどのような影響があったかの検証が必要ではないか。井上

ひさし作「雨」は、歌舞伎の市川亀治郎を主役に迎えた意欲的な舞台で、芸術的に

も興行的にも鮮やかな成果を上げた。新作の家庭劇「おどくみ」は、家長制度の完

全な崩壊を通して、現代の天皇像の在り方に迫ろうとした。若手の劇作家にチャン

スを与える取組は、日本の演劇界のために大切であり、続けてほしい。「朱雀家の滅

亡」は全体として、三島由紀夫の華麗なことばの世界が立ち上がらず、フラストレー
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ションの残る結果となった。「イロアセル」も設定自体は才気があるのだが、その背

後にあるべき言語観や、権力と言語との関係への省察などが、十分な深みや辛辣さ

をもって伝わってこない。鄭義信の新作「パーマ屋スミレ」は優れた舞台で、在日

の歴史を扱った彼の作品群のなかでも、きわめて完成度の高いものとなった。

演劇のアンケート回収率が悪化している。観客にとっても主体的に劇場運営に参

加するチャンスなので、観客に理解と協力を求め、アンケートを通じて観客の意見

を集めるよう、他分野と同様に努力すべきである。

＜全国各地での公演＞

地方公演の中には、観客動員が低調の公演もある。いずれも内容は評価が高いの

で、新国立劇場の作品を少しでも多くの国民に見てもらうためにも、兵庫を初めと

する地方公演での集客について、主催者に協力して新国立劇場も努力してほしい。

(3) 快適な観劇環境の形成、広報・営業活動の充実、劇場施設の使用効率の向上等

《快適な観劇環境の形成》

劇場は、やはり祝祭空間である。小屋の内外に非日常の時間と空間を演出する工夫

を絶えず行い、敷居の高い劇場にならぬよう努力する必要がある。国立各劇場におい

ては、入場した観客に良い印象を持ってもらえるよう、様々な工夫に取り組んでいる

ことがよくわかる。開場 45周年の記念装飾はデザインもよく効果を上げていた。各劇

場のソファーやトイレの改修は好ましい。混み合う時間に本館大・小劇場のトイレを

相互に利用できるようにしたのは良い工夫であった。

観劇マナーに関するチラシ等の制作を評価する。一部にはまだマナーが徹底してい

ないところも見受けられるので、なお細やかな目配りを願いたい。

公演にちなんで劇場ロビーで開かれる物産展は、場内の雰囲気作りや観客へのサー

ビスに効果的なのはもちろん、出演団体等の地元にとっても観光 PRになり、双方にメ

リットがある。今後も継続してほしい。

本館小劇場 2 階の無料休憩所の拡大や、本館 3 階の軽食がセルフサービスで安く利

用しやすいことはよいが、雰囲気にも気を配るなど更にサービスの改善を図ってもら

いたい。

空港や新幹線のターミナル駅などの案内所に、国立各劇場の月刊総合公演案内チラ

シを日本語版・外国語版で置くなど、他の国ではやっていて、日本ではまだ行われて

いない工夫がある。ますますの「国際化」を検討、実施してほしい。本館で、22 年度
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末に大劇場・小劇場のロビー内に英語サインを加えたことや、歌舞伎・文楽の韓国語・

中国語の紹介パンフレットの作成を検討していることは、海外からの観客動員を促す

うえで意義がある。

インターネットによるチケット購入で座席選択できるようになったことを評価する。

鑑賞団体への公演説明会やバックステージツアーの実施、新たな観客層の拡張に向

けたホテルや旅行・学校関係者への施設見学会の実施を評価する。オペラトークやシ

アタートーク、舞台見学会など、公演にプラスアルファのサービスは動員に結びつき、

リピーターを増やす好機となるだろう。舞台稽古見学会や関連イベント行事など、比

較的経費がかからず集客や鑑賞団体の確保につながるような企画は、積極的に推進し

てほしい。

《広報・営業活動の充実》

＜広報・営業全般＞

新規観客確保のために、公演内容の積極的な PR活動や、研修生らによる普及、理解

促進などの活動は有効である。また、振興会の全役職員が積極的に観劇を勧誘する「お

すすめキャンペーン」も有効な手段の一つであった。国立劇場おきなわでも、組踊鑑

賞教室紹介 DVD を学校に配布した。将来の観客育成や研修生の募集につながる良い試

みである。

文化事業と一般の商品販売の区別が薄れ、世間の「商法」が文化事業でも効果を上

げる状況になっている。国立各劇場でもコストに留意したうえで、従来実施してきた

あぜくら会の特製チケットケース、文楽劇場友の会の観劇ラリー、国立劇場おきなわ

友の会の組踊ユネスコ登録記念ポイント 2 倍キャンペーンなどの工夫を今後も拡大し

たい。

国立劇場の大学等への地道な営業活動は、長期的に見て、全体の入場者増という大

きな成果につながっている。営業現場のその労を改めて評価したい。

文楽劇場が大阪の近隣の劇場と提携した「むりやり堺筋線演劇祭」に参加したこと

は、若い観客の掘り起こしのきっかけとなり得るもので、今後も積極的な活用・展開

を図ってほしい。

＜ホームページ＞

ホームページアクセス数が全体に目標を大きく上回ったことについては、内容の充

実と併せて評価したい。とりわけ新国立劇場に関しては目標に倍するアクセスがあり、

高く評価できる。各演目に対して多彩な情報が提供されており、アクセス数が増えた

のも当然だろう。
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特に「現代舞台芸術入門オンラインツアー」はなかなか秀逸で、今後もこのような

工夫をどんどん試みてほしい。これは伝統芸能分野においても応用できることである。

携帯電話でホームページ閲覧が可能になったことは大きな進歩である。今後はモバ

イル機器で、チケット予約が可能になる環境を整備したい。

＜会員組織＞

国立文楽劇場友の会を除き会員数が増加している。地道な広報活動がこうした数字

に結びついたのであろう。さらに会員増加に力を注いでほしい。

あぜくら会の特製チケットケースは、デザインがとてもよい。今後もこのような会

員特典を継続して会員の増加を図るとともに、好評であった特典については、一般に

も販売するなど活用してはどうか。あぜくら会員への舞台稽古公開を評価する。今後

も回数を増やして実施することを期待したい。

《劇場施設の使用効率の向上等》

劇場施設の使用効率については、問題になっていたオペラ劇場の貸与日数が増えた

ことを評価する。ただし目標設定がもともと低すぎる。少なくとも年間 50日以上の貸

与の目標をできる限り早く達成できるよう、民間の団体の意見も取り入れながら、劇

場を活性化する努力を重ねてほしい。

文楽劇場が多様な公演に劇場を貸与したことを評価し、さらに伝統芸能を中心とし

た劇場利用の促進を期待したい。

昨年の反省を踏まえ前向きに取り組んだ、おきなわ小劇場の努力を評価したい。

劇場施設としての魅力をアピールする方策として、例えば各劇場に在籍する経験豊

富な舞台技術スタッフの技術協力を積極的に案内してみてはどうか。

(4) 伝統芸能の伝承者の養成及び現代舞台芸術の実演家その他の関係者の研修

《伝統芸能の伝承者の養成》

後継者の養成及び研修活動は、振興会ならではの事業である。これまでの実績と積

み上げたノウハウが現在の日本の伝統芸能全般を支えていることは論を待たない。そ

の実績と成果について大いに評価するところである。

国立劇場おきなわがホームページに「組踊伝承者養成」のページを設け、研修修了

生の活動状況やメッセージを掲載するなど、研修事業を周知する努力をしていること

を評価したい。本館で研修生募集用の DVD を作成したことを評価し、他館にも広げて
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ほしい。

歌舞伎の「研修発表試演会」、能楽の「稽古会」をはじめ、研修発表会などの成果を

発表する場は、研修生の技能向上のためにより良い機会になっている。ジャンルを超

えた研修生たちの合同研修会（五館合同特別講義）も、意義のある試みである。

研修辞退者の問題について、ある程度辞退者が出るのはやむを得ないとしても、近

年の要因を分析し、可能な措置があれば講じられるよう望みたい。「文楽研修一日体験」

や「文楽三業体験教室」、高校での竹本研修生による歌舞伎音楽の実演・実技体験授業

などを実施したことは、養成研修事業の実態を体験的に周知させるための工夫として

高く評価できる取組であり、更に拡大することを期待したい。このような体験的ワー

クショップの参加者から過去に文楽研修生を出していることは、先例として参考にな

ろう。将来的には、適性を早めに判断し最も適した道を選択できるよう、ややゆるや

かに、総合的くくりから専門分野へ進んでいくような仕組みを考えることができない

だろうか。研修内容や期間については、なお関係者の意見を汲み取った見直しが行わ

れることを期待したい。

能楽堂や国立劇場おきなわで実施している研修修了生による普及活動が、他の分野

でも広がることを期待する。被災地での能楽体験教室の実施は、研修修了生の自覚を

高めることにつながるだけでなく、研修制度の周知、さらには被災地支援活動として

二重三重の効果を生んでいるだろう。

《現代舞台芸術の実演家等の研修》

現代舞台芸術の実演家の研修は、順調に進んでいる。オペラ、バレエ、演劇とも志

望者が多く、現在ではそれに選ばれることがステータスになりつつある。

オペラ研修などにおける語学研修は、まさに大切なカリキュラムで評価に値する。

非常に質の高い教育がなされているオペラ研修であるが、年間の募集人員はわずか 5

名にとどまっている。国立である以上さらに多くの人材を送り出す責任もあり、門戸

を広げることも、そろそろ検討する時期に来ているのではないか。

演劇研修所は、第一線で活躍する演出家、スタッフ、俳優や国内外の一流講師が揃

い、充実している。引き続き、研修生を継続的に見守り指導するような役割を担い得

る講師を、適材適所で配置するよう留意されたい。

(5) 伝統芸能及び現代舞台芸術に関する調査研究の実施並びに資料の収集及び活用

《伝統芸能に関する調査研究の実施並びに資料の収集及び活用》
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伝統芸能の分野において、国立劇場の調査、資料の研究は、学界においても重要な

位置を占めており、大学や研究機関でほとんど不可能なことが着実に実施されている。

これまでに作成された記録・刊行物は、将来にわたって我が国の芸術文化（舞台芸術）

の貴重なアーカイブとなることは明白である。中でも、民間では経費の面で手を付け

難い、基本的な研究や資料の作成を行ってきたことは重要で、「近代歌舞伎年表名古屋

編 第六巻」や「義太夫年表昭和編 第一巻」などの刊行は、特に高く評価できる。「歌

舞伎俳優名跡便覧」も次々に修訂版を発行し、より完全なものにしていく姿勢も高く

評価できる。日本の文化史、芸術・芸能史にとって極めて有意義なこの仕事に、必要

な予算と人材が充てられることを期待する。

またこうした専門家、研究者を対象にした刊行物だけでなく、一方で初心者向け、

あるいは学校の教材にも利用できる入門書や、外国人向けのガイド(能楽の英文演目解

説書)などを刊行したことも、多様な利用者の要望に応えるものであり、評価する。若

年層や入門者が、自国の伝統芸能について手軽に理解を深めることのできる冊子とし

て、昨年度の「かぶきの本」につづいて、「ぶんらくの本」「のう・きょうげんの本」

の刊行が行われたことを高く評価したい。かみくだいた説明が工夫されており、図版

も鮮明で、教育現場にはまたとない贈り物となった。数多く配布されていることも評

価できるが、これらがその後、配布されたところでどのように利用されたかを検証す

ることも必要である。今後各分野の紹介 DVD などと併用することによって、伝統芸能

分野への国民の理解が一層深まると思われるので、振興会としても利用促進に向けた

努力を続けてほしい。

文化デジタルライブラリーが非常に充実してきたので、個人はもちろん教育現場で

広く利用されることを期待する。ただしそのためには、このライブラリーの存在を広

く知らしめることが必要であり、まずは子供や学生にアピールする方法を検討したい。

各国立劇場の公演プログラムなどで案内することも、効果的な周知方法ではないだろ

うか。

各劇場が所蔵する様々な資料や記録を積極的に活用して、例えば地方の美術館や公

共施設などで公開することに、もっと積極的になってもよいのではないか。そのこと

によって国立劇場の存在意義や役割が一層大勢の人に理解されるだろう。

伝統芸能情報館の企画展示「組踊と琉球舞踊」展は、沖縄の本土復帰 40年とも重な

り、見ごたえのある良い企画展となった。

《現代舞台芸術に関する調査研究の実施並びに資料の収集及び活用》

現代舞台芸術に関する調査、研究でも、「日本のオペラ」や「日本／海外 作家略年

譜集」などが刊行されたことを評価する。他の大学等の調査研究事業と連携しつつ、
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それと競合しない形で、古い資料の掘り起こしや、そのアーカイブ化を進めるべきで

ある。さらに、日本におけるオペラ受容の歴史や、日本人の手になるオペラの歴史的、

体系的研究などがもう少しなされてもよいのではないか。現代舞台芸術については、

現代の世界の動向や作品についての情報が必要である。その意味で演劇の企画サポー

ト会議は重要な役割を担っており、更なる活躍を望みたい。

公演記録映像を作成し、情報センター閲覧室で公開していることは大変意義がある。

また、こうした情報センターの活動を広く知らせて利用してもらうことも、データの

収集整理と並んで重要であろう。

２ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置

業務運営の効率化については、業務運営上、重要であるものの、行き過ぎた予算の

削減などはマイナス面を生むこともあるため、バランスよく実施し、業務に支障のな

いよう行ってほしい。

チケット販売関係システムの最適化を図るため、総合チケットシステムの開発を

行ったことは、大いに評価できる。情報システム全般の管理運用体制について、今後

も十分に検討が必要であろう。

政府の要請による 23 年夏季の節電対策では、振興会の様々な工夫により政府制限

値の対前年度△15％を大幅に上回る△25％を達成したことは大いに評価できる。ただ

し、昼公演の公演時間を電力ピーク時から外すため、開演時間を変更する対策をとっ

たことは、観客数の減少につながった可能性があるのではないか。今後も観客への配

慮や事業への影響を考慮しながら、慎重に検討した上で適切な節電に努めることを望

みたい。

給与水準の適正化については、政府からの要請ではあるものの、職員の専門性など

を勘案するとこれ以上の引き下げは好ましくないだろう。今後の人件費削減に当たっ

ては、安全や観客サービス等に支障を来さないよう十分に配慮したい。また、振興会

は、伝統芸能の公開・現代舞台芸術の公演をはじめ多彩な事業を実施しており、各事

業について専門性の高い職員の育成を、更に進める必要があるだろう。

３ 収支、剰余金、積立金、外部資金の獲得状況等、財務に関する事項

芸術文化振興基金の運用について、世界の経済情勢が不安定かつ厳しい中、安定
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的な収入を確保したことを評価する。今後も、引き続き安全性を第一に、より有利

な運用が行われることを期待する。

伝統芸能の公演事業について、東日本大震災の影響もあり、劇場入場料収入が大

幅に減少した。一方、国立劇場開場 45周年にふさわしい質の高い公演を実施しつつ

公演費を縮減できたことは、大変な努力の成果であり評価する。震災の影響は依然

として大きく、今年度の結果はやむを得ない面があり、今後もそう容易には状況が

改善されそうもないことが想定される。広報・宣伝の工夫や公演費の見直しなどを

行い、より効果的・効率的な予算執行に努めることを期待する。

現代舞台芸術の公演事業のうち、オペラの収支差については、芸術面での質の維

持を考慮しつつ、引き続き改善することが必要であろう。新制作と再演の割合の見

直しなど努力は認められるが、さらに舞台装置のレンタルや共同制作の推進など、

改善策について検討すべきであろう。

外部資金については、共催公演による収入等を獲得し、一定の成果を上げたこと

を評価する。

人件費については、総人件費改革の目標を達成したことを評価する。業務の質の

維持・向上のためにも、行き過ぎた削減とならないよう配慮が必要である。

４ 国立劇場おきなわ・新国立劇場の運営委託、人事、施設・設備に関する計画等、

業務運営に関する事項

(1)国立劇場おきなわ・新国立劇場の運営委託

同じ国立の名を冠する劇場同士の交流が深まることは我が国の看板劇場であると

ころからも好ましい取組であろう。振興会と両財団の、更に効果的な協力関係を進め、

事業成果に反映されることを期待する。

国立劇場おきなわは、まもなく開場 10 周年を迎えるが、今後より一層の発展を遂

げるためには、実演家たちとの協力関係を維持し、また劇場運営のノウハウを身に付

けた職員を育成する必要があるだろう。

「国立劇場おきなわ県外講演（琉球舞踊講演と芸能鑑賞）」を初めて実施したこと

は、良い取組であり、さらに研修修了生が参加したことを併せて評価する。今後の継

続と拡充を望む。

国立劇場おきなわにおける文楽公演の実現と、現地での普及活動を評価する。これ

を契機として、国立文楽劇場と国立劇場おきなわは、首都圏以外という同じ立地条件

で、地元の芸能を上演している共通点もあるので、両館による情報交換の場を設けて
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はどうだろうか。

新国立劇場運営財団への業務運営委託に関しては、その必要性、妥当性、透明性に

ついて、更に一般の理解が得られるよう努力が必要である。

(2)人事、施設・設備に関する計画

人事については、職員研修が継続的に行われていること、また、文楽技術職の計画

的な採用や、芸能調査役に外部から専門家を招いていることを評価する。

振興会において、既に人員削減は限界に近く、今後更に拡大となれば、職員間の知

識・技術の伝承や、職員の年齢構成に問題が発生する恐れがある。また、人事異動に

ついて、経験が生きるような人員配置にしないと、振興会らしい職員育成にもつなが

らない。劇場間の異動や配置転換も、効率性のみで判断しないよう十分留意が必要で

ある。
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独立行政法人日本芸術文化振興会評議員会規則

平成１５年１０月３１日

改正 平成２１年 ３月２７日

評議員会決定

第１章 審議事項

第１条 評議員会は独立行政法人日本芸術文化振興会法第１２条の規定に基づき理事長の諮問に

応じ、独立行政法人日本芸術文化振興会（以下「振興会」という。）の業務の運営に関する重要

事項を審議する。

２ 前項の審議事項には、振興会の業務の運営に関する評価を含むものとする。

第２章 議事

第２条 評議員会に議長を置き、評議員の互選で定める。

第３条 議長は、会議の議事を整理する。

第４条 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名した評議員が議長の職務を代理する。

第５条 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ会議を開き、議決することができない。

第６条 評議員会の議事は、出席評議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。

第７条 評議員会に出席することのできない評議員は、書面をもって票決をなし、又は他の評議

員に票決を委任することができる。この場合は、出席とみなす。

第３章 評価委員会

第８条 第１条第２項に定める評価を行うため、評議員会に評価委員会を置く。

２ 評価委員会の人数及び任期等は理事長が定める。

第４章 規則の改正

第９条 この規則を改正等しようとするときは、評議員会において評議員の３分の２以上の同意

を得なければならない。

第１０条 評議員会の事務は、総務企画部総務課において処理する。

附 則

この規則は、平成１５年１０月３１日から施行する。

附 則（平成２１年３月２７日評議員会決定）

この規則は、平成２１年３月２７日から施行し、平成２１年４月１日から適用する。
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独立行政法人日本芸術文化振興会評価委員会要項

平成１５年１０月３１日

改正 平成１６年 ４月 １日

改正 平成１７年 ３月１６日

改正 平成２０年 ６月１９日

改正 平成２１年 ４月 １日

独立行政法人日本芸術文化振興会理事長裁定

第１条 評議員会に置かれる評価委員会（以下「評価委員会」という。）は、独立行政法人日本芸術文化

振興会（以下「振興会」という。）の業務の運営に関する評価を行い、その結果を評議員会に報告する。

第２条 評価委員会は、９人以内の評価委員（以下「委員」という。）で組織する。

第３条 評価委員は、振興会の業務の運営に関する評価に必要な学識経験を有する者のうちから、理

事長が任命する。

第４条 評価委員の任期は、１年とし、７月１日に委嘱することを常例とする。ただし、欠員の補充

による委員の任期は、現任者の残任期間とする。

第５条 評価委員会に委員長を置き、委員の互選で定める。

第６条 委員長は、会議の議事を整理する。

第７条 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した評価委員が委員長の職務を代理する。

第８条 評価委員会は、評価委員の過半数の出席がなければ会議を開き、議決することができない。

第９条 評価委員会の議事は、出席評価委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決すると

ころによる。

第１０条 評価委員会に出席することのできない委員は、書面をもって票決をなし、又は他の委員に

票決を委任することができる。この場合は、出席とみなす。

第１１条 評価委員会の事務は、総務企画部計画課において処理する。

附 則

１ この要項は、平成１５年１０月３１日から施行する。

２ この要項の施行後最初に任命された評価委員の任期は、第４条の規定に係わらず、平成１７年９

月３０日までとする。

附 則

この要項は、平成１６年４月１日から施行する。

附 則

この要項は、平成１７年３月３１日から施行する。

附 則

１ この要項は、平成２０年７月１日から施行する。

２ この要項による改正後最初に再任される委員の任期は、第４条の規定にかかわらず、平成２１年

６月３０日までとする。

附 則

この要項は、平成２１年４月１日から施行する。
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