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Ⅱ 24 年度自己点検評価報告書 個別表 
 

 

 

【書式Ａ】   施設名 東京国立博物館 処理番号 1111 

 

大項目 Ⅰ 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にとるべき措置 

中項目 1 歴史・伝統文化の保存と継承の中核的拠点としての収蔵品の整備と、次代への継承 

事業名 (1)－1 適時適切な収集 

【年度計画】 

各館の収集方針に沿って、鑑査会議等で収集案を作成し、外部有識者からなる買取協議会の意見を踏まえて収集する。

また、文化財の散逸や海外流出を防ぐため、内外の研究者、学芸員、古美術商等との連携を図り、迅速かつ的確な情報収

集にも努め、それらを収集活動に効果的に反映していく。 

(東京国立博物館) 

日本を中心として広くアジア諸地域の文化の体系的陳列を目指し、絵画、書跡、彫刻、工芸、考古、歴史資料の中から

重点的に購入する。 

担当部課 学芸研究部列品管理課 事業責任者 課長 富田 淳 

【実績・成果】 

・購入件数 5件 内訳：絵画 3件、書跡 1件、漆工 1件 

・決算額 106,050,000円 

 

24年度は、絵画 3件(狩野秀頼筆蔬菜図、鶺鴒図、重要美術品・没倫紹等筆葡萄図)、書跡 1件(本阿弥光悦筆赤壁賦)、

漆工 1件(朱漆輪花盤)の計 5件を購入した。 

 

【補足事項】 

・絵画の蔬菜図は、類品の少ない室町時代の貴重な遺例である。鶺鴒図は当

館の収蔵品に少ない中世水墨画の花鳥画の作例であり、葡萄図は当館で初

めて収蔵する没倫紹等の作品となる。いずれも総合文化展や特集陳列での

活用が期待される。 

・書跡の赤壁賦は、本阿弥光悦の数少ない純然たる書作品で、総合文化展や

特集陳列、他作品と関連づけた展示に活用が可能である。 

・漆工の朱漆輪花盤は、根来塗の典型を示す作品で、漆工や茶道に関係する

特集陳列や、中世の工芸史に関する展示に活用できる。 

・24年度は当館収蔵品の中から新たに国の指定を受けたものはなかった。 

 

 

  

 
 

没倫紹等筆葡萄図 

 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 
経

年

変

化 

20 21 22 23 

収蔵品件数 

うち国宝 

うち重要文化財 

購入件数 

114,362件 

87件 

631件 

5件 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

112,529 

87 

622 

7 

112,776 

87 

624 

8 

113,258 

87 

629 

4 

113,897 

87 

631 

0 

総合的評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ (Ｓ、Ｆの理由)  

【中期計画記載事項】 

体系的・通史的にバランスのとれた収蔵品の蓄積を図る観点から、次に掲げる各館の収集方針に沿って、外部有識者の

意見等を踏まえ、適時適切な収集を行う。また、そのための情報収集を行う。 

(東京国立博物館) 

日本を中心にして広くアジア諸地域にわたる美術、考古資料及び歴史資料等を収集する。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 63 －
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【書式Ａ】 施設名 京都国立博物館 処理番号 1112 

 

中項目 1 歴史・伝統文化の保存と継承の中核的拠点としての収蔵品の整備と、次代への継承 

事業名 (1)-1 適時適切な収集 

【年度計画】 

各館の収集方針に沿って、鑑査会議等で収集案を作成し、外部有識者からなる買取協議会の意見を踏まえて収集する。

また、文化財の散逸や海外流出を防ぐため、内外の研究者、学芸員、古美術商等との連携を図り、迅速かつ的確な情報

収集にも努め、それらを収集活動に効果的に反映していく。 

(京都国立博物館) 

京都文化を中心とした絵画、彫刻、書跡、陶磁器、染織品、漆工芸品、金工品、考古資料、歴史資料の中から重点的

に購入する。 

担当部課 学芸部列品管理室 事業責任者 室長 鬼原俊枝 

【実績・成果】 

・購入件数１件 内訳：考古資料１件 

・決算額 22,000,000 円   

 

今年度の購入件数は 1 件のみであるが、当館にとって重要な考古資料である、平安時代の記年銘経塚出土品一括資料

を購入した。 

 

【補足事項】 

・今年度購入の考古資料は、土製外容器及び銅製経筒で、内部には十巻分の経軸

が遺存する。土製外容器は瓦質灰色で総高は 32.8cm。身表面の四方には天部

像が陰刻されており、天部像の間に四行の銘文が篦で刻まれる。銘文は「仁平

三年／九月廿三日／紀武國／藤原氏女」である。外容器の蓋裏には輪宝文が篦

描きされている。内蔵された経筒は青銅鋳造品で総高は 27.5cm。経筒外面に

は「仁平三年～」の銘文が刻まれている。経筒内部の経軸には紙本経の残存が

付着しているが展開できる状態ではない。出土地などの伝来は明らかでない

が、京都周辺の経塚から出土した可能性が高い。表面に刻まれた四体の天部像

や蓋内面の輪宝文などはきわめて重要な図像資料である。12 世紀半ばの京都

周辺の経塚遺物としてきわめて貴重な作例である。保存状態も比較的良好で展

示効果も高い。さらに今後の研究課題としても重要な作品であるといえる。 

・本件は、平成 16年に寄託され、19年度には当館主催「藤原道長」展に出品さ

れ、今年度寄託品から購入となったものである。 

 
 

土製外容器 天部像陰刻 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 
経

年

変

化 

20 21 22 23 

収蔵品件数 

 うち国宝 

 うち重要文化財 

購入件数 

6,708件 

27件 

179件 

1件 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

6,417 

27 

177 

8 

6,526 

27 

176 

7 

6,584 

27 

177 

23 

6,621 

27 

177 

13 

総合評価 Ｓ Ａ ○Ｂ  Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

体系的・通史的にバランスのとれた収蔵品の蓄積を図る観点から、次に掲げる各館の収集方針に沿って、外部有識者

の意見等を踏まえ、適時適切な収集を行う。また、そのための情報収集を行う。 

(京都国立博物館) 

京都文化を中心とした美術、考古資料及び歴史資料等を収集する。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 ほぼ順調 

－ 64 －



【書式Ａ】 施設名 奈良国立博物館 処理番号 1113 

 

中項目 1 歴史・伝統文化の保存と継承の中核的拠点としての収蔵品の整備と、次代への継承 

事業名 (1)－1 適時適切な収集 

【年度計画】 

各館の収集方針に沿って、鑑査会議等で収集案を作成し、外部有識者からなる買取協議会の意見を踏まえて収集する。

また、文化財の散逸や海外流出を防ぐため、内外の研究者、学芸員、古美術商等との連携を図り、迅速かつ的確な情報収

集にも努め、それらを収集活動に効果的に反映していく。 

(奈良国立博物館) 

仏教美術及び奈良を中心とした美術、考古資料及び歴史資料等の中から重点的に購入する。 

担当部課 学芸部 事業責任者 美術室長兼列品室長 岩田茂樹 

【実績・成果】 

・購入件数 2件 内訳：絵画 1件、書跡 1件 

・決算額 27,300,000 円 

 

購入により 2件の文化財が新たな収蔵品として加わった。 

・絵画 絹本著色東大寺曼荼羅 1幅 室町時代(16世紀) 

・書跡 古写経断簡集 1巻 奈良～平安時代(8～12世紀) 

 

【補足事項】 

・絵画部門の購入品である東大寺曼荼羅は、永禄元年（1567）の松永久秀

による兵火のため、大仏殿等が焼失する以前の東大寺伽藍を描いた絵画

で、鎌倉復興以降の中世の寺院景観を描いた貴重な資料。また本図は南

都絵所の作とみられる画風を示し、中世絵画史の資料としても貴重。 

・書跡部門の購入品である古写経断簡集は、奈良～平安時代に書写された

写経の断簡集で、これまで博物館で所蔵していない著名な写経の断簡が

含まれる他、いくつかの断簡についてはもとの所属先も突き止めること

が可能で、研究資料としての価値も高い。 

 

 

 

絹本著色東大寺曼荼羅 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 
経

年

変

化 

20 21 22 23 

収蔵品件数 

 うち国宝 

 うち重要文化財 

購入件数 

1,834件 

13件 

111件 

2件 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

1,805 

12 

108 

7 

1,812 

12 

110 

4 

1,827 

13 

109 

7 

1,831 

13 

109 

4 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

体系的・通史的にバランスのとれた収蔵品の蓄積を図る観点から、次に掲げる各館の収集方針に沿って、外部有識者の

意見等を踏まえ、適時適切な収集を行う。また、そのための情報収集を行う。 

(奈良国立博物館) 

 仏教美術及び奈良を中心とした美術、考古資料及び歴史資料等を収集する。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

 

－ 65 －

Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



【書式Ａ】 施設名 九州国立博物館 処理番号 1114 

 

中項目 1 歴史・伝統文化の保存と継承の中核的拠点としての収蔵品の整備と、次代への継承 

事業名 (1)－1 適時適切な収集 

【年度計画】 

各館の収集方針に沿って、鑑査会議等で収集案を作成し、外部有識者からなる買取協議会の意見を踏まえて収集する。

また、文化財の散逸や海外流出を防ぐため、内外の研究者、学芸員、古美術商等との連携を図り、迅速かつ的確な情報収

集にも努め、それらを収集活動に効果的に反映していく。 

(九州国立博物館) 

日本とアジア諸国との文化交流を中心とした美術、考古及び歴史・民族資料等の中から重点的に購入する。 

担当部課 学芸部文化財課 事業責任者 資料登録室主任研究員 丸山猶計 

【実績・成果】 

・購入件数 18件 内訳：絵画 5件、書跡 1件、彫刻 1件、陶磁 1件、染織 1件、考古 3件、歴史資料 6件 

・決算額 718,835,000 円 

 

 当館のテーマである日本とアジア諸国との文化交流の足跡を示す作品を収集する一方で、日本の王朝文化を象徴する作

品として、優れた文化財を 18件購入した。 

 

【補足事項】 

・絵画分野においては、平安時代末期の仏画の優品「紙本著色金胎仏画帖断

簡（金剛歌菩薩）」（熊本県人吉市願成寺旧蔵）や、鎌倉時代前期に遡る初

期歌仙絵の「重要美術品 紙本墨画淡彩蝉丸図」、また、江戸時代初期の狩

野光信周辺の制作になる「紙本金地著色帝鑑図六曲屏風」（バイエルン王国

皇太子旧蔵）など、5件を購入した。 

・書跡分野においては、中国元時代に、中国人禅僧が日本人修行僧に書き与

えた墨蹟「紙本墨書樵隠悟逸墨蹟 与無夢一清偈」1件を購入した。 

・彫刻分野においては、朝鮮時代の陶造菩薩坐像（長崎県対馬市修善庵観音

堂旧蔵）1件を購入した。 

・陶磁分野においては、一般に輸出用とされる伊万里金襴手様式の色絵磁器

で、国内に伝来したことが明らかな「色絵桐亀甲文大皿」1件を購入した。 

・染織分野では、加賀藩主前田家に伝来した中国・元～明時代の名物裂帖（金

羅、金紗や印金など約 300枚）1件を購入した。 

・考古分野では、伝青森県出土の土偶 2 件と青森県岩木川流域出土の深鉢形

土器 1件を購入した。 

・歴史資料分野においては、公家の勧修寺家に伝来した中世文書「勧修寺家

文書」、現存稀少な 16 世紀のベトナムから日本宛の書簡「紙本墨書安南国

副都堂福義侯阮粛書」及び「紙本墨書安南国臣文理侯書」、また、朝鮮通信

使の行列を対馬藩の原図をもとに描いた「紙本著色正徳元年朝鮮通信使参

着帰路行列図巻」、針突の痕が確認できる伊能図（中図）「紙本著色伊豆東

半部及七島図」の計 6件を購入した。 

・いずれも、我が国と大陸あるいは九州と本州等との交流を物語るもの、あ

るいは、時代の美意識や工芸技術の高さを端的に示す優品であり、当館の

文化交流展における基礎をなすものといえる。 

 
 

 
前田家伝来名物裂帖 

 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 
経

年

変

化 

20 21 22 23 

収蔵品件数 

 うち国宝 

 うち重要文化財 

購入件数 

474件 

3件 

29件 

18件 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

370 

3 

25 

30 

397 

3 

27 

27 

433 

3 

28 

31 

453 

3 

29 

17 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

体系的・通史的にバランスのとれた収蔵品の蓄積を図る観点から、次に掲げる各館の収集方針に沿って、外部有識者の

意見等を踏まえ、適時適切な収集を行う。また、そのための情報収集を行う。 

(九州国立博物館) 

日本とアジア諸地域との文化交流を中心とした、美術、考古資料及び歴史資料等を収集する。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

 

－ 66 －



【書式Ａ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1121 

 

中項目 1 歴史・伝統文化の保存と継承の中核的拠点としての収蔵品の整備と、次代への継承 

事業名 (1)－2 寄贈・寄託品の受け入れ及びその積極的活用 

【年度計画】 

(4館共通) 

1)寄贈品及び寄託品の受け入れについては、文化庁とも連携を図り、登録美術品制度の活用を進めるなど、積極的に働き

かけるとともに、平常展に必要な文化財の寄贈を受け入れる。併せて、継続的寄託及び新規寄託に努力する。 

担当部課 学芸研究部列品管理課 事業責任者 課長 富田 淳 

【実績・成果】 

1)○寄贈 

・新規寄贈品件数 63件 内訳：絵画 10件、書跡 33件、歴史資料 1件、東洋絵画 1件、東洋書跡 1件、東洋金工 16

件、東洋陶磁 1件 

○寄託 

・新規寄託品件数 3件 内訳：絵画 2件、書跡 1件 

 

○登録美術品は 1件減少した。 

【補足事項】 

○作品の寄贈については 9名の所蔵者から、63件の文化財を受け入れた。 

・絵画の寄贈品のうち、「谷文晁筆稚児文殊像」は、制作時期が文政頃の貴重

な作品である。｢歌川国芳筆通俗水滸伝豪傑百八人之一個｣は、代表作 74 図

のうち 64図が一括保管される貴重なものである。 

・書跡の寄贈品のうち、｢伝源俊頼筆東大寺切｣は、当館の｢国宝古今和歌集(元

永本)｣と同じ料紙を使った展示効果の高い作である。 

・東洋金工の寄贈品の多くは、当館にない作例であり、東洋館における展示を

充実させるものである。 

 

 

[寄贈品] 

伝源俊頼筆東大寺切 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 
経

年

変

化 

20 21 22 23 

新規寄贈品件数 

寄託品件数 

うち新規寄託品件数 

登録美術品件数 

63件 

2,563件 

3件 

2件 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

81 

2,750 

39 

3 

43 

2,734 

3 

3 

23 

2,726 

5 

3 

151 

2,689 

7 

3 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

 収蔵品の体系的・通史的なバランスに留意し、寄贈・寄託品の受け入れを推進するとともに、積極的に活用する。また、

既存の寄託品については、継続して寄託することを働きかけ、積極的に活用する。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

 

 

－ 67 －

Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



【書式Ａ】 施設名 京都国立博物館 処理番号 1122 

 

中項目 1 歴史・伝統文化の保存と継承の中核的拠点としての収蔵品の整備と、次代への継承 

事業名 (1)－2 寄贈・寄託品の受け入れ及びその積極的活用 

【年度計画】 

(4館共通) 

1)寄贈品及び寄託品の受け入れについては、文化庁とも連携を図り、登録美術品制度の活用を進めるなど、積極的に働

きかけるとともに、平常展に必要な文化財の寄贈を受け入れる。併せて、継続的寄託及び新規寄託に努力する。 

担当部課 学芸部列品管理室 事業責任者 室長 鬼原俊枝 

【実績・成果】 

1)○寄贈 

・新規寄贈品件数 86件 内訳：彫刻 2件、陶磁 61件、染織１件(12点一括)、考古 22件 

・今年度寄贈品 86 件のうち考古資料 9 件、陶磁器 26 件の計 35 件は寄託品からの寄贈である。特に考古資料は重要文

化財変形方格規矩鏡の寄贈を受けた。陶磁器は、長期寄託者から、来年度の特別展の重要な展示となる寄託品をこの

機に寄贈していただけることになった。 

○寄託 

・新規寄託品件数 73件 内訳：絵画 28件、書跡 4件、彫刻 4件、陶磁 35件、漆工 2件 

・今年度は展示館の建て替え工事中で平常展示はできないが、研究資料として、また特別展覧会での活用が見込まれる。

陶磁器は京都の社寺を含む所有者から多数の寄託申し出を受け、清朝陶磁の寄託が飛躍的に増加した。近世絵画は円

山派の一括資料 459点の寄託を受け、京都画壇の資料がさらに充実した。 

 

【補足事項】 

○寄贈 

・寄贈は 86件で、寄贈者は 5人であった。 

・彫刻 2 件、陶磁器 59 点、考古 13 件は、個人から一括寄贈を受けたもの

で、陶磁器は漢から清に至る中国陶磁器群であり、なかでも粉彩松鹿図

瓶 大清乾隆年製銘は、特に著名な優品で清朝陶磁展の目玉となるもの

である。 

・陶磁器のうち青花琵琶湖八景図磁板は、長期寄託者が来年度の特別展清

朝陶磁展での重要な出品作を、この機に寄贈くださったものである。 

・近代染織の収集方針は婚礼衣装と子供の衣裳であるが、本件は関西の旧

家に伝わった 2 代にわたる近代の婚礼衣装群である。なかでも金通地日

本名所文様友禅染繍振袖打掛は、洋画の影響が明らかな典型的作例で、

近代友禅染の展開を知る上に重要な作例である。 

[寄贈品] 重要文化財 変形方格規矩鏡 

附 変形四獣鏡（鏡面付着） 

(京都府向日市物集女恵美須古墳出土) 

・考古 9件は 2世代 60年にわたる寄託者からこのたび一括寄贈を受けたものである。とりわけ重要文化財の変形方格規

矩鏡は 4 世紀頃に日本列島で制作された銅鏡の代表例であり、鏡面にまで文様帯を表現する点がきわめて珍しい。ま

た同じ寄贈者からは大阪府豊中市の御神山古墳出土の三角縁神獣鏡 1 面及び大型車輪石 2 点などの貴重な遺物をいた

だいた。さらに弥生時代の銅戈 1口や青銅鏡 3面、石鏃・銅鏃他の一括資料 208点、鉄鏃・骨角器など 53点からなる

豊かな内容の遺物 2件の寄贈を受けた。 

○寄託 

・新規寄託は 5分野にわたって多様な文化財が寄託された。絵画 28件のうち、仏画 1件は現在開催中の特別展国宝十二

天像と密教法会の世界展に展示中の梵天像他 5 点の作例で、展示のために応急手当をした上で寄託くださった。近世

絵画 12件は 5件の円山派作品を含み、特に円山応挙・円山派関係資料は 1件 459点のまとまった資料で、京都画壇円

山派の研究資料として活用が期待できる。また 3 件の狩野山楽山雪作品は春の特別展山楽・山雪に向けての調査及び

展示活用が見込まれる。8件の中国絵画のうち 3件は館蔵品中の著名な須磨コレクションに含まれる作家の作品、王冶

梅筆空谷幽香図は京都鳩居堂主人に贈られたものである。 

・清朝陶磁展調査をお願いした大中院、正伝永源院、霊洞院外の京都の社寺から 16件におよぶ中国陶磁器の寄託の申し

出をいただいた。 

・返却した寄託品は 172件であるが、そのなかには寄贈及び購入したものが 36件含まれている。 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 
経

年

変

化 

20 21 22 23 

新規寄贈品件数 

寄託品件数 

うち新規寄託品件数 

86件 

5,914件 

73件 

－ 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

－ 

 

21 

5,907 

111 

102 

5,957 

180 

35 

6,005 

107 

24 

6,013 

93 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由)  

【中期計画記載事項】 

収蔵品の体系的・通史的なバランスに留意し、寄贈・寄託品の受け入れを推進するとともに、その積極的活用を図る。

また既存の寄託品については、継続して寄託することを働きかける。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

 

－ 68 －



【書式Ａ】 施設名 奈良国立博物館 処理番号 1123 

 

中項目 1 歴史・伝統文化の保存と継承の中核的拠点としての収蔵品の整備と、次代への継承 

事業名 (1)－2 寄贈・寄託品の受け入れ及びその積極的活用 

【年度計画】 

(4館共通) 

1)寄贈品及び寄託品の受け入れについては、文化庁とも連携を図り、登録美術品制度の活用を進めるなど、積極的に働き

かけるとともに、平常展に必要な文化財の寄贈を受け入れる。併せて、継続的寄託及び新規寄託に努力する。 

担当部課 学芸部 事業責任者 美術室長兼列品室長 岩田茂樹 

【実績・成果】 

1)○寄贈 

・新規寄贈品件数 1件 内訳：書跡 1件 

・寄贈の受け入れは次の 1件であった。 

 書跡 1件（紺紙金字五苦章句経 1巻） 

○寄託 

・新規寄託品件数 13件 内訳：絵画 7件、彫刻 3件、工芸 3件 

・寄託については、新規に 9人の所蔵者から 13件の作品の文化財を受け入れた。 

 絵画 7件（重要文化財 板絵著色諸尊曼荼羅図（附.板絵断片 3面） 1面 ／ 絹本著色高野四所明神像 1幅 ／紙本

著色与喜天神祭礼図 1 幅 ／ 絹本著色雨宝童子像 １幅 ／ 奈良市指定文化財 紙本著色富士参詣曼荼羅

図 １幅 ／ 絹本著色両界曼荼羅 １幅 ／ 紙本著色高野大師行状図画 10巻） 

 彫刻 3件（重要文化財 木造光背（1号） 1面 ／ 重要文化財 木造光背（2号） １面 ／ 重要文化財 木造光背（39

号） １面） 

 工芸 3件（百万塔  1基 ／ 奈良県指定文化財 刺繍阿弥陀如来来迎図 1幅 ／ 小龕三方面仏像 1基） 

【補足事項】 

○寄託 

・絵画部門の寄託品である紙本著色富士参詣曼荼羅は、中世以降流行し

た富士山への山岳信仰を背景に製作されたもので、全国的にも稀少な資

料である。 

・彫刻部門の寄託品である木造光背は、當麻寺に集中して遺存する板光

背と呼ばれる形式のもののうちの屈指の優品で、古代仏教美術の荘厳に

関する一級資料である。 

・工芸部門の寄託品のうち刺繍阿弥陀如来来迎図は、鎌倉時代以降に流

行した阿弥陀来迎図を絵画ではなく刺繍で表した作品。願主ゆかりの人

物の頭髪を編み込んだもので、中世の追善供養の一形式を示すものとし

て重要な資料である。 

 

 
 

[寄託品] 刺繍阿弥陀如来来迎図 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 経

年

変

化 

20 21 22 23 

新規寄贈品件数 

寄託品件数 

うち新規寄託品件数 

1件 

1,951件 

13件 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

4 

2,067 

15 

3 

1,957 

9 

8 

1,947 

6 

0 

1,945  

12 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

収蔵品の体系的・通史的なバランスに留意し、寄贈・寄託品の受け入れを推進するとともに、その積極的活用を図る。

また既存の寄託品については、継続して寄託することを働きかける。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 69 －

Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



【書式Ａ】 施設名 九州国立博物館 処理番号 1124 

 

中項目 1 歴史・伝統文化の保存と継承の中核的拠点としての収蔵品の整備と、次代への継承 

事業名 (1)－2 寄贈・寄託品の受け入れ及びその積極的活用 

【年度計画】 

1)寄贈品及び寄託品の受け入れについては、文化庁とも連携を図り、登録美術品制度の活用を進めるなど、積極的に働き

かけるとともに、平常展に必要な文化財の寄贈を受け入れる。併せて、継続的寄託及び新規寄託に努力する。 

担当部課 学芸部文化財課 事業責任者 資料登録室主任研究員 丸山猶計 

【実績・成果】 

1)○寄贈 

・新規寄贈品件数 3件 内訳：書跡 2件、考古 1件 

○寄託 

・新規寄託品件数 30件 内訳：絵画 10件、陶磁 11件、染織 1件、考古 8件 

 

【補足事項】 

○寄贈 

・3件の寄贈があった。 

・書跡分野においては、鎌倉時代前期の公卿で歌人・歌学者である藤原

定家（1162～1241）に関係の深い作品の寄贈を受けた。1件は、彼の日

記『明月記』の写本で、建暦 3 年 5 月 26 日条の断簡。2 件目は、参議

源等（880-951）の和歌をしたためた「小倉色紙」で、江戸幕府の老中、

川越藩主や館林藩主を出した秋元家に伝来した。ともに定家様の書体

で書かれており、書跡作品としてまた文化史の資料として、多彩な活

用が期待される。 

・考古分野においては、東北地方の縄文時代の石器・石製品を中心とす

る個人コレクション 294点からなる「田島外雄収集考古資料」の寄贈を

受けた。とくに、青森県中津軽郡西目屋村川原平出土の「青竜刀石器」

は、完形品で由緒書が付属しており、コレクション中の白眉である。 

○寄託 

・30件の新規寄託があった。 

・絵画分野において、「紙本墨画大應・大燈国師像 白隠慧鶴筆」や久

留米市指定文化財「絹本著色楊柳観音図」など、2 寺より計 10 件の寄

託を受けることによって、主に近世絵画の充実を図った。 

・陶磁分野においては、上野焼、高取焼、現川焼、長与焼の作品 11件の

寄託を受け、近世九州陶磁の展示をより多彩かつ充実したものとする

ことができた。 

・染織分野においては、「前田家伝来名物裂帖」の寄託を受けた。元～

明時代に及ぶ金紗や印金を中心とする、名物裂 300 枚近くが貼られた

大部なもので、加賀藩主前田家収集時の原装をとどめており、名物裂

帖の中でも抜群の規模と内容を誇る優品である。秋のトピック展示「茶

の湯を楽しむⅤ」で展示し、好評を得た。本年度第 3 回鑑査会議等を

経て、購入の運びとなった。 

・考古分野においては、古墳時代の九州とヤマトの交流を示す資料とし

て貴重な「富雄丸山古墳出土 車輪石」を含む 8件の寄託を受けた。 

・所有者へ返還した寄託品 11件のうち、2件は購入の運びとなった。 

 

 

 
 

[寄贈品] 紙本墨書明月記断簡  

建暦三年五月二十六日条 

 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 
経

年

変

化 

20 21 22 23 

新規寄贈品件数 

寄託品件数 

うち新規寄託品件数 

3件 

1,238件 

30件 

－ 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

－ 

 

   7 

1,105 

  46 

 

   0 

1,256 

 197 

4 

1,297

50 

1 

1,219  

17 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

収蔵品の体系的・通史的なバランスに留意し、寄贈・寄託品の受け入れを推進するとともに、その積極的活用を図る。

また、既存の寄託品については、継続して寄託することを働きかける。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

 

 

－ 70 －



 

 

【書式Ａ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1211 

 

中項目 1 歴史・伝統文化の保存と継承の中核的拠点としての収蔵品の整備と、次代への継承 

事業名 (2)－1 収蔵品の管理・保存  

【年度計画】 

収蔵品の保存・管理を徹底するとともに、現状を確認の上、写真・管理データを蓄積して、展示・研究等の業務に活か

し、博物館活動を充実する。 

(4館共通) 

1)収蔵品を中心とした保存カルテを作成する。 

(東京国立博物館) 

1)列品存在確認作業(棚卸)を継続して計画的に実施する。 

2)歴史資料・和書・古写真・ガラス乾板･館史資料等の旧資料部関係品を整理し、列品として編入活用･公開するための作

業を進める。 

担当部課 学芸研究部列品管理課 

学芸研究部保存修復課 

事業責任者 課長 富田 淳 

課長 神庭信幸 

【実績・成果】 

(4館共通) 

1)・本格修理のための列品調査、対症修理の実施、列品貸与の点検として 1,594件の保存カルテを作成し、蓄積した。 

 ・収蔵品管理システム「列品管理プロトタイプデータベース」に、作品の保存カルテを表示する機能を追加した。 

(詳細は処理番号 4571-3参照) 

(東京国立博物館) 

1)平成 20年度末から実施している、収蔵品の所在と現状を悉皆的に調査する列品情報整備事業を継続して実施した。 

2)旧資料部関係品を整理し、列品として編入するための作業を進めた。 

【補足事項】 

・本格修理時 115件、応急修理時 563件、列品貸与時 916件、合計 1,594

件の保存カルテを作成した。 

 

・列品情報整備事業の本格調査 4年目にあたる本年度は、絵画・書跡・

彫刻・建築・金工・刀剣・陶磁・漆工・染織・考古・民族・法隆寺

宝物・和書(帝室本)・東洋絵画・東洋書跡・東洋彫刻・東洋金工・

東洋陶磁・東洋染織・東洋漆工・東洋考古・東洋民族・古写真の諸

分野で作業を進めた。平成 24 年度の調査件数は 49,318件である。 

 

※保存カルテ作成件数の計数方法については、23年度より収蔵品及び

寄託品のみを対象とし、特別展等の借用品における応急修理時の保

存カルテ作成分は含まないものとした(22年度までは含む)。 

 

 

 

列品情報整備の作業(彫刻) 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 
経年

変化 

20 21 22 23 

保存カルテ作成件数 

(23 年度より計数方法変更) 

1,594件 － － 2,693 1,989 2,368 1,187 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

 国民共有の貴重な財産である文化財を永く次世代へ伝えるため、収蔵品の保存・管理を徹底する。現状を確認の上、写

真・管理データを蓄積して、展示・研究等の業務に活かし、博物館活動を充実する。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 71 －

Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



【書式Ａ】 施設名 京都国立博物館 処理番号 1212 

 

中項目 1 歴史・伝統文化の保存と継承の中核的拠点としての収蔵品の整備と、次代への継承 

事業名 (2)－1 収蔵品の管理・保存  

【年度計画】 

収蔵品の保存・管理を徹底するとともに、現状を確認の上、写真・管理データを蓄積して、展示・研究等の業務に活

かし、博物館活動を充実する。 

(4館共通) 

1)収蔵品を中心とした保存カルテを作成する。 

（京都国立博物館、奈良国立博物館） 

1)文化財保存修理所を円滑に運用して、文化財の積極的保存を図る。 

担当部課 学芸部列品管理室 

学芸部修理指導室長 

事業責任者 室長 鬼原俊枝 

室長 浅湫毅 

【実績・成果】 

・年に2回定期的に実施している寄託品の期間継続に伴う点検を実施した。 

・収蔵品の貸与記録及び館内の展示記録を継続して行った。 

・寄託制度に関するリーフレットを作成し、3年ごとの寄託継続のお知らせと共に寄託者に送付し、寄託者との良好な

信頼関係を維持と、寄託業務に対する理解の増進を図った。 

・収蔵庫備品として、メリヤスウエス（綿布）を導入し、収納箱等の日常清掃に活用した。 

(4館共通) 

1)貸与に伴う点検時を主体として作成を行っている館蔵品の保存カルテの作成を継続して行った。 

（京都国立博物館、奈良国立博物館） 

1)文化財保存修理所については、修理工房の巡回を行う等、円滑な運用に努めた。（詳細は処理番号4562-1参照） 

【補足事項】 

・寄託者向けリーフレットは、寄託に関する主な規則及び一時返還、返還、

出品預書の紛失、住所の変更、名義変更、寄託中の文化財の相続にあたっ

ての手続等についてまとめたもので、寄託品の管理上、寄託者との良好な

連絡を保つことが必須であることから、導入した。 

・上記リーフレットを試験的に寄託継続の所有者に発送したところ、特に問

題は発生しなかったので、24年度内に全寄託者に発送した。25年度以降は

随時改訂しながら、寄託継続の際に郵送する予定である。 

（4館共通） 

１）館蔵品の保存カルテを215件作成した。 

 

 

 

 

 

寄託者向けリーフレット 

 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 経

年

変

化 

20 21 22 23 

保存カルテ作成件数 215件 － － 174 214 108 249 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

国民共有の貴重な財産である文化財を永く次世代へ伝えるため、収蔵品の保存・管理を徹底する。現状を確認の上、

写真・管理データを蓄積して、展示・研究等の業務に活かし、博物館活動を充実する。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

 

 

 

－ 72 －



【書式Ａ】 施設名 奈良国立博物館 処理番号 1213 

 

中項目 1 歴史・伝統文化の保存と継承の中核的拠点としての収蔵品の整備と、次代への継承 

事業名 (2) －1収蔵品の管理・保存 

【年度計画】 

収蔵品の保存・管理を徹底するとともに、現状を確認の上、写真・管理データを蓄積して、展示・研究等の業務に活か

し、博物館活動を充実する。 

(4館共通) 

1)収蔵品を中心とした保存カルテを作成する。 

（京都国立博物館、奈良国立博物館) 

1)文化財保存修理所を円滑に運用して、文化財の積極的保存を図る。 

担当部課 学芸部保存修理指導室 事業責任者 室長 谷口耕生 

【実績・成果】 

(4館共通) 

1)保存カルテの作成 

・保存カルテについては、文化財の個別写真が添付されたフォームに統一し、保存修理指導室で作成･保管するシステム

の運用が軌道に乗ったことで、127件を順調に作成した。 

・保存カルテのコンディション評価欄に記入されたＡ～Ｅの 5段階評価についてデータを集計し、館蔵・寄託品データベ

ースに統合するための準備を進めた。 

(京都国立博物館、奈良国立博物館) 

1)文化財保存修理所の運用 

・学芸部と文化財保存修理所において、修理に従事する財団法人美術院、株式会社文化財保存、北村工房の 3工房代表者

との懇談会である今年度第 1回目の文化財保存修理所協議会を 24年 6月 21日に開催し、各工房の修理事業実施状況、

修理所施設の維持・管理、工房内の温湿度をはじめとする保存環境改善に関する課題などを討議した。 

・館長以下博物館職員が定期的に文化財保存修理所各工房の修理実施状況を視察する修理所巡回を、5回実施した。 

 

【補足事項】 

・24年 12月 26日から 25年 1月 20日まで当館西新館北第 1室において保

存修理指導室が中心となり準備した特集陳列「新たに修理された文化財」

を開催し、近年に文化財保存修理所各工房などで修理が実施された当館

館蔵品・寄託品を修理解説パネルとともに展示することで(11 件展示)、

文化財修理技術を広く一般に理解してもらう機会とした。 

・昨年度日本語版を作成した文化財保存修理所の施設や事業の概要を紹介

する案内パンフレットについて、新たに英語版を 2,000 部作成し、修理

所公開や海外の修理専門技術者による修理所視察などの機会に配布し

た。 

・25年 2月 15日に平成 21年から続く文化財保存修理所一般公開を開催し、

修理所各工房の活動を広く知ってもらう機会とした。 

 
 

文化財保存修理所案内パンフレット 

（英語版） 

 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 経

年

変

化 

20 21 22 23 

保存カルテ作成件数 127件 － － 108 114 218 130 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

国民共有の貴重な財産である文化財を永く次世代へ伝えるため、収蔵品の保存・管理を徹底する。現状を確認の上、写

真・管理データを蓄積して、展示・研究等の業務に活かし、博物館活動を充実する。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

 

 

－ 73 －

Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



【書式Ａ】 施設名 九州国立博物館 処理番号 1214 

 

中項目 1 歴史・伝統文化の保存と継承の中核的拠点としての収蔵品の整備と、次代への継承 

事業名 (2)－1 収蔵品の管理・保存 

【年度計画】 

収蔵品の保存・管理を徹底するとともに、現状を確認の上、写真・管理データを蓄積して、展示・研究等の業務に活か

し、博物館活動を充実する。 

(4館共通) 

1)収蔵品を中心とした保存カルテを作成する。 

(九州国立博物館) 

1)博物館科学・保存修復諸室を計画的に運用し、文化財の積極的保存を図る。 

担当部課 学芸部博物館科学課 事業責任者 課長 今津節生 

【実績・成果】 

(4館共通) 

1) 収蔵品及び修理完了資料を中心とした保存カルテを作成した。 

(九州国立博物館) 

1) 展示品を中心にＸ線ＣＴスキャナ・３Ｄデジタイザ・三次元プリンタを用いて非接触で三次元データを取得し、保存

状況と構造調査を実施した。測定結果は文化財の予防的保存に役立てると共に展示に反映した。また、保存修復施設 1

～6を運用し、計画的な保存修理事業を進めた。 

 

【補足事項】 

(4館共通) 

1) 保存カルテの作成は、修理完了作品の他、収蔵品の中から計画的に対象を

選定して行っている。本年度は、昨年度に引き続き、所蔵染織品と寄贈陶

磁器の保存状況を調査しカルテを作成した。 

 

(九州国立博物館) 

1) 

・文化交流展示室に展示した大分県竹田市教育委員会国指定重要文化財「銅

鐘」について３Ｄデジタイザを使って構造・技法と保存状態を詳細に調査・

記録した。その結果、南蛮鐘の製作技術に関して貴重な発見となった。こ

の成果を基に竹田市教育委員会が中心となって鐘を鋳造した。 

・那覇市市民文化部博物館（歴史博物館）：国宝「琉球国王尚家関係資料」の

「王冠」について、Ｘ線ＣＴ、３Ｄデジタイザによる構造技法調査を実施

した。その結果、これまでに知られていなかった製作技法を発見した。 

・また、文化交流展示で展示中の長崎県松浦市鷹島海底沖発見の元寇関連海

底遺物に関連して、松浦市教育委員会と協力して海底で錆びついた金属遺

物の構造と保存状態の調査を実施した。海底で錆びた武具・釘等をＸ線Ｃ

Ｔ調査することよって、モンゴル軍が使用した武器の実態や遺物の保存状

態を明らかにすることができた。その調査成果はテレビ放送で紹介された。 

・文化交流展示で展示した久保惣美術館・泉屋博古館所蔵の中国青銅器につ

いて、Ｘ線ＣＴスキャナや三次元計測装置による構造調査を実施した。そ

の結果、中国古代鋳造技術について新たな知見を得た。 

 

 
 

 
 

３Ｄデジタイザで精密に三次元計測した 

竹田市教育委員会所蔵南蛮鐘 

 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 経

年

変

化 

20 21 22 23 

保存カルテ作成件数  

CTスキャン調査 

三次元計測 

91件 

59件 

34件 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

289 

40 

42 

205 

44 

45 

101 

60 

58 

107  

60 

55 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

国民共有の貴重な財産である文化財を永く次世代へ伝えるため、収蔵品の保存・管理を徹底する。現状を確認の上、写真・

管理データを蓄積して、展示・研究等の業務に活かし、博物館活動を充実する。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 
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【書式Ａ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1221 

 

中項目 1 歴史・伝統文化の保存と継承の中核的拠点としての収蔵品の整備と、次代への継承 

事業名 (2)－2 施設の環境整備 

【年度計画】 

展示場、収蔵庫の老朽化に対応するとともに、温湿度、生物生息、空気汚染、地震等への対策を計画的かつ速やかに実

施し、保存・管理・活用のための環境を整備する。 

(4館共通) 

1)収蔵品の生物被害を防止するため、ＩＰＭ(総合的有害生物管理)の徹底を図る。 

(東京国立博物館) 

1)東洋館の耐震補強改修工事に伴う展示環境の整備を図り、よりよい展示を目指す。 

2)本館収蔵庫の整備計画を作成しつつ、既存収蔵庫のセキュリティ強化、環境改善の工事を実施する。 

3)収蔵品の保存と展示に関する環境について全館的視野にたって調査研究を進め、環境データの解析・蓄積を行う。 

4)展示場及び収蔵庫における地震対策の再検討と改善を図る。 

5)収蔵庫、展示室の温湿度、汚染気体など保存環境に関する年次報告を整備する。 

6)輸送中の文化財に生じる振動及び衝撃に関する計測と調査を実施する。 

7)特別展示室における空調運転の最適化に関する調査を実施し、さらなる改善を図る。 

担当部課 学芸研究部保存修復課 事業責任者 課長 神庭信幸 

【実績・成果】 

(4館共通) 

1)収蔵庫など 496地点における生物生息状況を夏季に調査した。また、ゴキブリなどの生活害虫を防除するため、夏季に

防虫薬剤を全館に設置した。 

(東京国立博物館) 

1)東洋館の工事完了に伴い、収蔵庫及び展示室内に温湿度測定装置の配置、調湿剤の設置などを行い、環境の安定化を図

った。 

2)本館2階5号収蔵庫への除塵防黴施工を行い、民族資料収蔵のための環境を整備した。 

3)収蔵庫及び展示室など361地点の温湿度を計測し、環境の評価及び処置を実施した。空気環境に関しては、収蔵庫及び

外気など34地点におけるアルデヒド類及び有機酸類などを計測し、蓄積した。これらのデータの解析・評価に基づき、

平成館特別展示室の温室度環境を改善するための空調時間延長等の実験を実施し、効果を検証した。 

4)東洋館の工事完了に伴い、展示資料の展示支持具を設計し、地震対策を強化した。 

5)収蔵庫、展示室など243ヵ所の温湿度に関し、3段階に環境を分類(クラスⅠ、Ⅱ、要注意)した平成24年次報告書を作成

した。 

6)特別展「中国 王朝の至宝」出品作品の借用の際に、輸送中の梱包ケースにショックタイマーを設置し、輸送環境管理

を行った。 

7)空調運転の稼働時間を開館直前 2時間前から開始し、閉館直後 45分延長するとともに、展示出入り口の扉シャッター

の開閉方式の変更によって、展示室内の温湿度環境の改善を図った。 

【補足事項】 

・文化財保存修復学会第 34 回大会(24 年 6 月 30 日・7 月 1 日、東京)において「博

物館における包括的保存システムの構築に関する研究（その４）」を発表した。 

・文化財保存修復学会第34回大会(24年6月30日・7月1日、東京)において「展示ケー

ス用合板からの放散ガスを遮蔽するアルミシートの性能と効果」を発表した。 

・文化財保存修復学会第34回大会(24年6月30日・7月1日、東京)において「博物館に

おける中性紙製保存箱の活用」を発表した。 

 

 

 

東洋館の展示に用いた支持具 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 経

年

変

化 

20 21 22 23 

－ － － － － － － － 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

展示場、収蔵庫の老朽化に対応するとともに、温湿度、生物生息、空気汚染、地震等への対策を計画的かつ速やかに実

施し、保存・管理・活用のための環境整備を行う。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 
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Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



【書式Ａ】 施設名 京都国立博物館 処理番号 1222 

 

中項目 1 歴史・伝統文化の保存と継承の中核的拠点としての収蔵品の整備と、次代への継承 

事業名 (2)－2 施設の環境整備 

【年度計画】 

展示場、収蔵庫の老朽化に対応するとともに、温湿度、生物生息、空気汚染、地震等への対策を計画的かつ速やかに実

施し、保存・管理・活用のための環境を整備する。 

(4館共通) 

1)収蔵品の生物被害を防止するため、ＩＰＭ(総合的有害生物管理)の徹底を図る。 

(京都国立博物館) 

1)引き続き、平常展示館建替工事を実施する。 

2)平常展示館建替事業の一環として建設された東収蔵庫の生物生息防止及び空気環境維持のためのモニタリングを継続

的に行い、収蔵品の保存環境の充実を図る。 

3)特別展示館（重要文化財 旧帝国京都博物館本館）の耐震調査の結果を基に、地震対策を具体的に検討する。。 

4)特別展示館の温湿度など、展示・保存環境に関わる調査研究を行う。 

担当部課 学芸部列品管理室 

総務課 

事業責任者 室長 鬼原俊枝 

総務課長 植田義雄 

【実績・成果】 

(4館共通) 

1)年間を通じて、収蔵庫での網羅的な昆虫類生息調査を行った。また、温湿度モニタリングを拡大した。日常清掃のため

の備品を拡充した。 

(京都国立博物館) 

1)平常展示館建替工事は24年度末に本体工事完了、引き渡しを受けた。 

2)東収蔵庫では、空調設備の保全に努めるとともに、日常の環境監視体制を整え、保存環境の維持・改善を図った。 

3)特別展示館（旧本館）の地震対策と合わせて行うべき改修計画について委員会審議を行った。 

4)特別展示館では、展示ケース内の温湿度モニタリングや昆虫類生息調査等、環境監視体制を強化し、状況に応じて、環

境の維持・改善を図った。 

【補足事項】 

○保全業務 

・空調機の内部洗浄及びダクト清掃を実施するなど、空調設備の予防的メンテナンスに努め、定期的な保守・点検、各種

フィルターの適宜交換等行い、展示室及び収蔵庫の温湿度環境の適正管理を行った。 

・東収蔵庫全室及び特別展示館内の一部の収蔵庫・展示室・展示ケースについて、データロガーによる温湿度のモニタリ

ングを行い、毛髪温湿度計や中央監視値と併せて、空調運転状況の監視体制を強化した。 

・電力事情を考慮し、空調運転時間の変更（収蔵庫）や会場準備期における空調停止や設定変更（展示室）を実施した。 

○展示室：特別展示館 

・展示室内及び展示ケース内の温湿度モニタリング箇所を拡大した。 

・展示室内の昆虫類生息調査は、目視点検を中心に継続しているが、一部展覧会では、インジケータ設置による調査も行

った。展示室内フロア（24年 7月・10月）と固定展示ケース内（24年 7月）への蒸散性殺虫剤の散布を行った。 

・展示ケースの温湿度モニタリングにはデータロガーを用い、展示中も赤外線通信機によってケースの外から随時データ

回収を行なった。展示品の材質や保存状態、借用条件を考慮した環境監視体制を整え、気象や混雑状況による展示環境

の変動等を継続して調査している。 

・平常展示館で使用する新型ケースの仕様について設計・施工側と詳細な打ち合わせを行った。 

・免震改修を前提として、合わせて行うべき設備改修計画、展示運用計画等について審議し、保存活用計画策定に向けて

各種準備作業に着手した。 

○収蔵庫：特別展示館及び東収蔵庫 

・データロガー等による温湿度モニタリングによって、空調設備の整備・点検・調

整を適宜依頼することができた。・昆虫類生息調査（インジケータ調査）を、約

170ヵ所（特別展示館 80、東収蔵庫 90）について 8回行った。 

・特別展示館収蔵庫エリアについて、専門的な清掃と調査（ＩＰＭメンテナンス）

を行った。複数の専門業者と共同することによって、文化財周辺の清掃を安全か

つ効率的に行うことができた。調査結果の分析については次年度の課題としたい。 

・各種調査等の館内報告や、ULPA 掃除機やメリヤスウエス（綿布）等の収蔵庫備品

の拡充によって、虫菌害に対する危機意識と日常的な予防体制が整いつつある。 専門業者による収蔵庫の清掃 

【定量的評価】項目 24 年度実績 目標値 評価 経年

変化 

20 21 22 23 

－ － － － － － － － 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

展示場、収蔵庫の老朽化に対応するとともに、温湿度、生物生息、空気汚染、地震等への対策を計画的かつ速やかに実

施し、保存・管理・活用のための環境整備を行う。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 76 －



【書式Ａ】 施設名 奈良国立博物館 処理番号 1223 

 

中項目 1 歴史・伝統文化の保存と継承の中核的拠点としての収蔵品の整備と、次代への継承 

事業名 (2)－2 施設の環境整備 

【年度計画】 

展示場、収蔵庫の老朽化に対応するとともに、温湿度、生物生息、空気汚染、地震等への対策を計画的かつ速やかに実

施し、保存・管理・活用のための環境を整備する。 

(4館共通) 

1)収蔵品の生物被害を防止するため、ＩＰＭ(総合的有害生物管理)の徹底を図る。 

(奈良国立博物館) 

1)展示室及び展示ケースの温湿度管理について、無線ＬＡＮによるデータ管理システムを更に充実させる。 

2)展示ケース内の温湿度・粉塵量などを継続的に計測し、ケースの調湿性能や気密性能の向上を図る。 

3)収蔵庫及び展示室の適正な温湿度管理の徹底を図る。 

担当部課 学芸部保存修理指導室 事業責任者 室長 谷口耕生 

【実績・成果】 

(4館共通) 

1)・館内の文化財害虫生息状況を把握するため、文化財の保管及び展示にかかわる箇所を中心に、昆虫調査用トラップを

1ヵ月に 1回設置・回収し、調査結果の蓄積・分析を行った。 

・文化財害虫の生息が確認された展示室・展示ケースを中心に防虫シートを設置し、併せて展示施設の周囲に害虫忌避

剤を散布した。 

・収蔵庫周辺や展示室内、調査室内の衛生環境保持のため、掃除と防塵マット交換を定期的に実施した。 

(奈良国立博物館) 

1)展示室及び展示ケース内の温湿度の管理をすることができる無線ＬＡＮによるリアルタイムの温湿度管理システムに

より、正倉院展のような多数の観覧者がもたらす展示室内の温湿度環境の変化に、科学的データを以て即時に対応した。 

2)・展覧会ごとに展示レイアウトに応じて無線ＬＡＮ温湿度センサーを設置し、期間中に得られたデータを展示終了後に

分析して報告書を作成した。 

・正倉院展終了直後の 24 年 11 月 13 日に、毎年継続的に実施している展示ケース内の粉塵調査を宮内庁正倉院事務所

研究員とともに行った。 

3)展示室内の温湿度については無線ＬＡＮ温湿度管理システムにより 24 時間リアルタイムで状況を把握した。収蔵庫及

び文化財保存修理所各工房内については、ロガータイプの温湿度センサーを各 5ヵ所程度設置し、定期的にデータの回

収、分析を行うことによって温湿度の変化を把握した。 

 

【補足事項】 

・展示室・収蔵庫・文化財保存修理所内など館内 150ヵ所に設置している文化財害

虫調査用トラップを、学芸部研究員が当番制により毎月１回交換・回収し、回収

したトラップは外部業者に委託して文化財害虫の捕獲数データを蓄積した。この

調査データをもとに、害虫被害が懸念される箇所を中心に忌避対策及び殺虫処置

を実施し、併せて害虫発生を防ぐための清掃による衛生環境の保持などＩＰＭの

実践につなげた。 

・展示ケースの残留ガス(VOC)をチェックするため、外部機関に検査を依頼すると

ともに、館内でもパッシブインジケータを利用した独自検査を実施した。 

・自動調湿装置を内蔵した免震ケースを使用し、気象条件や多数の観覧者など外的

要因で展示室内の温湿度環境に変動が生じた場合でも、展示ケース内の温湿度を

安定して好条件に保つことができた。 

 

 

 

展示ケース内に設置した 

温湿度センサー 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 経

年

変

化 

20 21 22 23 

－ － － － － － － － 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

展示場、収蔵庫の老朽化に対応するとともに、温湿度、生物生息、空気汚染、地震等への対策を計画的かつ速やかに実

施し、保存・管理・活用のための環境整備を行う。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

 

－ 77 －

Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



【書式Ａ】 施設名 九州国立博物館 処理番号 1224 

 

中項目 1 歴史・伝統文化の保存と継承の中核的拠点としての収蔵品の整備と、次代への継承 

事業名 (2)－2 施設の環境整備 

【年度計画】 

展示場、収蔵庫の老朽化に対応するとともに、温湿度、生物生息、空気汚染、地震等への対策を計画的かつ速やかに実

施し、保存・管理・活用のための環境を整備する。 

(4館共通) 

1)収蔵品の生物被害を防止するため、ＩＰＭ(総合的有害生物管理)の徹底を図る。 

(九州国立博物館) 

1)館内の温湿度・空気質など保存環境に関するデータを蓄積する。 

2)全館的視野に立った陳列品の展示・保存環境に係る調査研究を進め、環境データの蓄積・解析を行う。 

担当部課 学芸部博物館科学課 事業責任者 課長 今津節生 

【実績・成果】 

(4館共通) 

1)収蔵品の生物被害を防止するため、ＩＰＭの徹底を図った。文化財搬入に際し、ＩＰＭメンテナンスに基づく収蔵準備

作業を実施すると共に、必要に応じて殺虫殺黴処理を実施した。 

(九州国立博物館) 

1)常設展示室 70、特別展示室約 30、収蔵庫 30ヵ所に温湿度計を設置し、環境データを解析した。また、ダストを調査し

て収蔵環境の改善を行った。 

2)環境データを解析することで、極めて安定した収蔵庫・展示環境を維持することができた。 

 

【補足事項】 

・展示・収蔵環境をより安定させることができた。今後も安定を維持しつつ、よ

り一層の効率化を図りながらエネルギーの削減に寄与したい。 

 

・収蔵庫・展示室等の約 400ヵ所に常時粘着トラップを設置し年間を通して、2週

間おきに定期的モニタリングを実施し、害虫侵入箇所と館内の害虫の生息状況を

早期に発見対処する体制を維持した。 

 

・地元ＮＰＯ法人やボランティア活動との連携に努め、文化財の適切な管理・保

存について市民や地域の理解を深めた。展示室等一般来館者エリアの温湿度記録

や生物モニタリングには、引き続き今年度も両者の協力を得た。 

 

・平成 24年度文化庁補助事業・ミュージアム活性化事業により「市民と共にミュ

ージアムＩＰＭ」を実施することにより、ＩＰＭボランティア活動やＮＰＯ法人

等によるＩＰＭ支援者活動へのさらなる指導をすすめることができた。 

 

・殺虫殺黴処置は、特別展やトピック展あるいはイベント用資料等借用や持ち込

み資料についての対応である。内訳は二酸化炭素処置 2件、低酸素法処置 3件、

薬剤くん蒸処置 1件。 

 

・1階エントランスにあるカフェで文化財害虫の発生があったが、ＩＰＭの基本的

な考え方に則り対応し、徹底メンテナンスによって被害拡大を未然に防ぐことが

できた。 

 

 

地元ＮＰＯ法人によるカフェの 

メンテナンスの様子 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 経

年

変

化 

20 21 22 23 

殺虫殺黴処置 6件 － － 6 7 7 6 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

展示場、収蔵庫の老朽化に対応するとともに、温湿度、生物生息、空気汚染、地震等への対策を計画的かつ速やかに実

施し、保存・管理・活用のための環境整備を行う。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

 

 

－ 78 －



【書式Ａ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1311-1 

 

中項目 1 歴史・伝統文化の保存と継承の中核的拠点としての収蔵品の整備と、次代への継承 

事業名 (3)－1 収蔵品の修理 ①計画的な修理及びデータの蓄積 

【年度計画】 

修理、保存処理を要する収蔵品等については、外部の専門家等との連携の下、緊急性の高い収蔵品から順次、計画的に

修理する。 

(4館共通) 

1)作品の応急修理に積極的に取り組み、劣化の予防に努め、緊急性の高いものから 74件程度（東京：40、京都：10、 

奈良：9、九州 15）の本格修理を実施する。 

(東京国立博物館) 

1)引き続き国宝・重要文化財の中長期修理計画を策定する。 

2)保存修復関係資料(前年度修理実施分)のデータベース化を図る。(70件程度) 

担当部課 学芸研究部保存修復課 事業責任者 課長 神庭信幸 

【実績・成果】 

(4館共通) 

1)紙本などの修理技術者として保存修復課に 3名のアソシエイトフェローを配置し、館内で実施する館蔵品の本格修理、

応急(対症)修理を本格化させた。作品の劣化予防のために 485件の応急修理を実施し、緊急性の高いものから 95件の

本格修理を実施した。うち国宝 1件、重要文化財 3件は寄付金による本格修理である。 

(東京国立博物館) 

1)修理計画立案に向け、国宝・重要文化財を含む 100件の作品に関して修理仕様の検討を行い、中長期計画策定を行った。 

2)・データベース構築のために 23年度に本格修理を実施した 106件の内、修理が完了した 83件の修理内容についてデジ 

タル化を実施した。東京国立博物館文化財修理報告書ＸⅢを刊行した。 

 ・収蔵品管理システム「列品管理プロトタイプデータベース」に、作品の本格修理に関する予定及び履歴のデータを管 

理する機能を追加した。(詳細は処理番号 4571-3参照) 

【補足事項】 

・国宝「檜図屏風」(安土桃山時代)はバンク・オブ・アメリカからの寄付金により修

理を開始した。 

・文化財保存修復学会第 34回大会(24年 6月 30日・7月 1日、東京)において「柳橋

水車図屏風(東京国立博物館蔵)の修理事例—テラヘルツ波を用いた事前調査を踏ま

えて—」を発表した。 

・文化財保存修復学会第 34回大会(24年 6月 30日・7月 1日、東京)において「作品

に安全な展示方法の新案①—ミニアチュール展示の工夫を例として—」を発表した。) 

・文化財保存修復学会第 34回大会(24年 6月 30日・7月 1日、東京)において「大型

の掛軸装における新たな展示補助器具」を発表した。)  

・文化財保存修復学会第 34回大会(24年 6月 30日・7月 1日、東京)において「東京

国立博物館所蔵 法隆寺裂ガラス挟みの修理方法」を発表した。) 

 

列品番号 A-1459「花車図屏風」

の修理風景 

・文化財保存修復学会第 34回大会(24年 6月 30日・7月 1日、東京)において「東北地方太平洋沖地震文化財等救援事業

における東京国立博物館の活動報告-1-」を発表した。 

・文化財保存修復学会第 34回大会(24年 6月 30日・7月 1日、東京)において「東北地方太平洋沖地震文化財等救援事業

における東京国立博物館の活動報告-2-」を発表した。 

・文化財保存修復学会第 34回大会(24年 6月 30日・7月 1日、東京)において「東北地方太平洋沖地震文化財等救援事業

における東京国立博物館の活動報告-3-」を発表した。 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 
経年

変化 

20 21 22 23 

修理件数(本格修理) 

文化財修理データベース化件数 

95件 

83件 

40件 

70件程度 

Ｓ 

Ａ 

75 

85 

106 

53 

139 

98 

106  

114 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

修理を要する収蔵品等は、機構の保存科学及び修復技術担当者の連携の下、伝統的な修理技術とともに科学的な保存技

術の成果を適切に取り入れながら、緊急性の高い収蔵品等から順次、計画的に修理する。 

 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

 

 

－ 79 －

Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



【書式Ａ】 施設名 京都国立博物館 処理番号 1312-1 

 

中項目 1 歴史・伝統文化の保存と継承の中核的拠点としての収蔵品の整備と、次代への継承 

事業名 (3)－1 収蔵品の修理 ①計画的な修理及びデータの蓄積 

【年度計画】 

修理、保存処理を要する収蔵品等については、外部の専門家等との連携の下、緊急性の高い収蔵品から順次、計画的に

修理する。 

(4館共通) 

1)作品の応急修理に積極的に取り組み、劣化の予防に努め、緊急性の高いものから 74件程度（東京：40、京都：10、 

奈良：9、九州 15）の本格修理を実施する。 

 (京都国立博物館) 

1)文化財保存修理所修復資料のデータベース化を図る。 

担当部課 学芸部列品管理室 

学芸部修理指導室 

事業責任者 室長 鬼原俊枝 

室長 浅湫毅 

【実績・成果】 

(4館共通) 

1)・館費による修理に加えて、外部資金として財団の修理助成による修理を 2件開始した。また、個人から当館に寄せら

れた文化財修復のための寄付金による書跡の修理を完了した。 

・修理中に修理請負候補者選定委員による工程検査を行い、修理が適正に実施されているかを現場確認した。 

・本格修理実績 13件 内訳は絵画 3件、書跡 2件、彫刻 1件、漆工 1件、染織 3件、金工 1件、考古 2件 

 (京都国立博物館) 

1)引き続き文化財保存修理所修復資料のデータベース化を図った。 

 

【補足事項】 

（4館共通） 

1) 

・昨年度決定した修理助成を事業費に充当して館蔵品の修理を実施中であ

る。朝日新聞文化財団の助成による国宝病草紙 10面の修理(4ヵ年間助成

額約 2000 万円)、出光文化福祉財団による重要文化財紙本著色若狭国鎮

守神人絵系図 1巻の修理（2ヵ年 800万円）を開始した。 

・修理請負候補者選定委員会委員は、若狭国鎮守神人絵系図修理と地蔵菩

薩像修理の工程検査を修理担当工房の現場に赴いて行い、技術者から詳し

い説明を受け、活発な質問がなされた。本工程検査を通じて、修理物件が

適切な修理を受けていることが確認され、委員は修理に対する理解を深

め、技術者は文化財の価値に関する判断を受ける機会となった。今後はで

きるだけ工程検査を行えるよう努力したい。 

・当館の収蔵品修理のために個人から寄せられた寄付金を充当して行

った書跡の国宝金剛般若経開題残巻(弘法大師筆)1 巻の解体修理が

竣工した。 

・館蔵品の修理は緊急性の高いものから実施するよう努め、中長期的

計画の策定に向けて努力しているが、修理事業費が限られている一

方で、少額修理が進んだ結果、高額修理がしめる割合が高くなって

きているので、高額修理の継続事業化と少額修理計画との組み合せ

による中期的計画を検討している。 

(京都国立博物館) 

1)本年度は 83件の新規修理文化財の搬入がありデータベース化を行った。

また、過去のデータに関して 1,236回追加、更新を行った。 

 
 

 

重要文化財 

紙本著色 若狭国鎮守神人絵系図（部分） 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 
経

年

変

化 

20 21 22 23 

修理件数(本格修理) 

文化財修理データベース化件数 

13件 

93件 

10件 

－ 

Ａ 

－ 

17 

112 

5 

114 

9 

106 

10 

118 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

修理を要する収蔵品等は、機構の保存科学及び修復技術担当者の連携の下、伝統的な修理技術とともに科学的な保存技

術の成果を適切に取り入れながら、緊急性の高い収蔵品等から順次、計画的に修理する。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

 

－ 80 －



【書式Ａ】 施設名 奈良国立博物館 処理番号 1313-1 

 

中項目 1 歴史・伝統文化の保存と継承の中核的拠点としての収蔵品の整備と、次代への継承 

事業名 (3)－1 収蔵品の修理 ①計画的な修理及びデータの蓄積 

【年度計画】 

修理、保存処理を要する収蔵品等については、外部の専門家等との連携の下、緊急性の高い収蔵品から順次、計画的に

修理する。 

(4館共通) 

1)作品の応急修理に積極的に取り組み、劣化の予防に努め、緊急性の高いものから 74件程度（東京：40、京都：10、 

奈良：9、九州 15）の本格修理を実施する。 

(奈良国立博物館) 

1)引き続き修理の中長期的計画を策定する。 

2)修理資料のデータベース化を図る。 

3)寄託の継続を図る必要性の高い寄託品について修理を実施する。 

担当部課 学芸部保存修理指導室 事業責任者 室長 谷口耕生 

【実績・成果】 

(4館共通) 

1)・館蔵品修理 9件のうち、新規 7件、前年度からの継続事業 2件を実施した。 

内訳 絵画2件 (※うち重要文化財 絹本著色十王図1件は3ヵ年継続事業の2年目。 重要文化財 絹本著色普賢延命

像1件は2ヵ年継続事業の1年目。) 

書跡3件 (※うち重要文化財 紺紙金字一字宝塔法華経1件は2ヵ年継続事業の2年目。) 

彫刻 2件 

工芸 1件 （※国宝 刺繍釈迦説法図 1件は 4ヵ年継続事業の 1年目） 

考古資料 1件 (※陶棺（奈良市西大寺出土）1件は 2ヵ年事業の 1年目) 

・年度内に 5件が完了した。 

(奈良国立博物館) 

1)平成 22年度に策定した館蔵品の長期修理計画に基づき、計画通りに館蔵品修理を実施している。 

2)前年度に引き続き、当館紀要『鹿園雑集』に「奈良国立博物館文化財保存修理所 修理一覧(平成 23年度)」を掲載した。

併せて修理報告資料を整理し、データベース化を進めた。 

3)寄託品 4件について助成を受けて修理を実施した。 

【補足事項】 

・賛助会員や協賛企業からの寄付金を館蔵品修理費に使用する規定を新たに策定

し、これに基づいて前年度からの継続事業である絹本著色十王図（3ヵ年継続事

業の 2年目）及び紺紙金字一字宝塔法華経（2ヵ年継続事業の 2年目）の重要文

化財 2件に加え、刺繍釈迦如来説法図の国宝 1件の修理に新規着工した。 

・寄託品修理については、住友財団の助成による京都・海住山寺所蔵薬師如来坐像

修理、出光文化福祉財団の助成による京都・曼殊院所蔵日吉山王垂迹神曼荼羅修

理の 2件について新規着工し、出光文化福祉財団の助成による大阪・一心寺所蔵

刺繍法然上人絵伝修理京都、出光文化福祉財団・朝日新聞文化財団の助成による

京都・海住山寺所蔵阿弥陀浄土曼荼羅修理の 2件を前年度からの継続事業として

引き続き実施した。 

   
 

館蔵紺紙金字一字宝塔法華経の 

解体修理に伴う補紙作業風景 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 経

年

変

化 

20 21 22 23 

修理件数(本格修理) 

文化財修理データベース化件数 

9件 

70件 

9件 

－ 

Ａ 

－ 

8 

－ 

11 

－ 

9 

－ 

11 

54 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ (Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

修理を要する収蔵品等は、機構の保存科学及び修復技術担当者の連携の下、伝統的な修理技術とともに科学的な保存技

術の成果を適切に取り入れながら、緊急性の高い収蔵品等から順次、計画的に修理する。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

 

－ 81 －

Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



【書式Ａ】 施設名 九州国立博物館 処理番号 1314-1 

 

中項目 1 歴史・伝統文化の保存と継承の中核的拠点としての収蔵品の整備と、次代への継承 

事業名 (3)－1 収蔵品の修理 ①計画的な修理及びデータの蓄積 

【年度計画】 

修理、保存処理を要する収蔵品等については、外部の専門家等との連携の下、緊急性の高い収蔵品から順次、計画的に

修理する。 

(4館共通) 

1)作品の応急修理に積極的に取り組み、劣化の予防に努め、緊急性の高いものから 74件程度（東京：40、京都：10、 

奈良：9、九州 15）の本格修理を実施する。 

 (九州国立博物館) 

1)博物館科学・保存修復諸室の積極的活用を図る。 

2)修理資料のデータベース化の調査を実施する。 

担当部課 学芸部博物館科学課 事業責任者 保存修復室長 藤田励夫 

【実績・成果】 

(4館共通) 

1)館所蔵品を中心に、展示や損傷の程度を勘案して、緊急性の高い文化財 31 件（本格修理 20 件、応急修理 11 件）を修

理した。 

(九州国立博物館) 

1)九州をはじめとする館外所蔵者負担による文化財修理 22 件のために、当館の保存修復諸施設を積極的に活用した。館

費による修理とあわせて 53件の修理を実施した（施設内修理 47件、施設外修理 6件 合計 53件）。 

2)修理報告書及び修理経過を示す画像データを整理して、データベース化に備えた。 

 

【補足事項】 

(4館共通) 

1)館費による修理件数 31件（本格 20、応急 11） 

（絵画 7（うち応急 2）、書跡 5（うち応急 4）、彫刻 3（うち応急 2）、漆工

1（うち応急 0）、染織 5（うち応急 0）、考古 6（うち応急 2）、歴史資料 4

（うち応急 1）） 

 

(九州国立博物館) 

1)修復施設１～３では、（社）国宝修理装潢師連盟が館所蔵品 17 件の他、国宝・

那覇市所蔵琉球国王尚家関係資料文書記録類や重要文化財・京都国立博物館

所蔵円満院宸殿障壁画など 34件の修理を実施した。 

  修復施設４では（財）美術院が 3件、５では（株）芸匠が 4件、６では目白漆

芸文化財研究所が 5件の館所蔵品等の修理を実施した。 

 

 

 
 

 

画像添付 

画像解説 

 

 

 

 

 

 

 修復施設２での修理風景 

 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 
経

年

変

化 

20 21 22 23 

修理件数(本格修理) 

文化財修理データベース化件数 

修復施設の活用(補助事業等) 

表具裂データ 

20件 

－ 

22件 

0件 

15件 

－ 

－ 

－ 

Ａ 

－ 

－ 

－ 

25 

－ 

15 

32 

24 

－ 

26 

24 

19 

－ 

23 

9 

19 

－ 

19 

0 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

修理を要する収蔵品等は、機構の保存科学及び修復技術担当者の連携の下、伝統的な修理技術とともに科学的な保存技

術の成果を適切に取り入れながら、緊急性の高い収蔵品等から順次、計画的に修理する。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

 

 

－ 82 －



【書式Ａ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1311-2 

 

中項目 1 歴史・伝統文化の保存と継承の中核的拠点としての収蔵品の整備と、次代への継承 

事業名 (3)－1 収蔵品の修理 ②科学的な技術を取り入れた修理 

【年度計画】 

伝統的な修理技術とともに科学的な保存技術を取り入れた修理を実施する。 

(4館共通) 

1)紙本作品について、繊維同定を行い、作品の材料・技術の解明及び修理指針の検討に役立てる。 

2)修理前あるいは修理中に、蛍光Ｘ線分析、Ｘ線透過撮影などの光学的調査を行い、作品の材料・技術の解明及び修理指

針の検討に役立てる。 

担当部課 学芸研究部保存修復課 事業責任者 課長 神庭信幸 

【実績・成果】 

(4館共通) 

1)絵画、書跡などの本紙あるいは敷き紙などについて、植物繊維の同定を 32件(A-10 先徳図像 など)実施し、本紙の保

存に関して検討を行った。 

2)修理前あるいは修理中に、蛍光Ｘ線分析 40件(TJ-2898刻文匜など)、Ｘ線透過撮影 12件(J-9836埴輪など)、高精細デ

ジタルスキャナーによる可視・赤外域の撮影 12件(A-1069檜図屏風など)、テラヘルツ波分析 1件(A-1069檜図屏風)の

科学的調査を実施した。これらの結果を構造調査と修理設計に役立てた。 

【補足事項】 

・文化財保存修復学会第 34回大会(24年 6月 30日・7月 1日、東京)において「フ

ラットパネルディテクター（F.P.D.）デジタルＸ線撮影システムの現状と課題」

を発表した。 

 

 

 

 

蛍光Ｘ線分析作業 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 経

年

変

化 

20 21 22 23 

－ － － － － － － － 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

修理を要する収蔵品等は、機構の保存科学及び修復技術担当者の連携の下、伝統的な修理技術とともに科学的な保存技

術の成果を適切に取り入れながら、緊急性の高い収蔵品等から順次、計画的に修理する。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

 

 

－ 83 －

Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



【書式Ａ】 施設名 京都国立博物館 処理番号 1312-2 

 

中項目 1 歴史・伝統文化の保存と継承の中核的拠点としての収蔵品の整備と、次代への継承 

事業名 (3)－1 収蔵品の修理 ②科学的な技術を取り入れた修理 
【年度計画】 

伝統的な修理技術とともに科学的な保存技術を取り入れた修理を実施する。 
(4館共通) 
1)紙本作品について、繊維同定を行い、作品の材料・技術の解明及び修理指針の検討に役立てる。 
2)修理前あるいは修理中に、蛍光Ｘ線分析、Ｘ線透過撮影などの光学的調査を行い、作品の材料・技術の解明及び修理指

針の検討に役立てる。 

担当部課 学芸部 事業責任者 部長 村上 隆 

【実績・成果】 

(4館共通) 

2)当館が所蔵する「伎楽面 迦楼羅」（奈良時代・8 世紀）の修理を当館文化財保存修理所内の(財)美術院において平成

24から 25年度の 2ヵ年にかけて行う。その初年度である 24年度は修理のための事前調査として、表面の彩色にどのよ

うな顔料および技法が用いられているかを、美術院とともに精査した。その一環として、彩色部分にポリライト(可視

光線の波長領域を変えられる装置)を照射して反射光をデジタル機器で撮影するという科学的な方法を用いた。 

【補足事項】 

2)・近年の正倉院における調査の成果として、伎楽面を中心に古代の彩色に際しては、表面に油を塗ることで漆塗のごと

き光沢をあらわすという技法が用いられていたことがわかってきた。それはポリライトという特殊な光をあて、その

反射光の反射具合（油が表面に塗布されていると反射光が強く光る）によって判断することができる。当館の伎楽面

にもポリライトを照射したところ、トサカ部分や耳の内部などの顔料が残っている部分では、油を塗布していた場合

特有の反射光が若干ではあるが確認できた。したがって本伎楽面にも古代特有の技法が用いられていることがわかっ

た。その結果、かねてより作風から奈良時代の製作であると判断されていた本作であるが、その判断が正しかったこ

とがあらためて裏付けられることとなった。 

・彩色の表面に油を塗布するという技法は、正倉院に伝存する伎楽面の調査において確認され、近年では唐招提寺の鑑

真和上像においても同様の技法が用いられていることがわかっている。このような技法は、古代に特有のものである

ことが予想されており、本伎楽面も奈良時代の作例であることがより確実となった。 

 

図 1：「伎楽面 迦楼羅」(京都国立博物館蔵)通常光による撮影 

 

図 2：「同面」ポリライト照射光による撮影 

油を塗布している部分は反射光が強く光る。 

 

仮面の手前の板は古代の彩色を復元したもの。図 2で強く光っている部分は復元に際して油を塗布したところ。 

 

 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 
経年 

変化 

20 21 22 23 

科学的調査 １件 － － － － － － 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

修理を要する収蔵品等は、機構の保存科学及び修復技術担当者の連携の下、伝統的な修理技術とともに科学的な保存技

術の成果を適切に取り入れながら、緊急性の高い収蔵品等から順次、計画的に修理する。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

 

 

－ 84 －



【書式Ａ】 施設名 奈良国立博物館 処理番号 1313-2 

 

中項目 1 歴史・伝統文化の保存と継承の中核的拠点としての収蔵品の整備と、次代への継承 

事業名 (3)－1 収蔵品の修理 ②科学的な技術を取り入れた修理 

【年度計画】 

伝統的な修理技術とともに科学的な保存技術を取り入れた修理を実施する。 

(4館共通) 

1)紙本作品について、繊維同定を行い、作品の材料・技術の解明及び修理指針の検討に役立てる。 

2)修理前あるいは修理中に、蛍光Ｘ線分析、Ｘ線透過撮影などの光学的調査を行い、作品の材料・技術の解明及び修理指

針の検討に役立てる。 

(奈良国立博物館) 

1)木造作品について、可能なものは木材樹種同定の調査を行い、作品の材料の解明及び修理指針の検討に役立てる。 

2)古墳出土の甲冑片、武具等鉄製品、木造彫刻などのＸ線撮影及び実測図作成を順次進め、材料・技術の解明及び修理指

針の検討に役立てる。 

担当部課 学芸部保存修理指導室 事業責任者 室長 谷口耕生 

【実績・成果】 

(4館共通) 

1)館蔵紫紙金字大方広仏華厳経巻第七十、七大寺日記の修理に際して料紙の繊維分析を実施し、補紙として用いる紙の仕

様を決定した。 

2)・館蔵絹本著色十王図の修理に際し、当館光学調査室の機器を用いて肌裏に残る顔料の蛍光Ｘ線分析を実施した。 

・館蔵絹本著色普賢延命像の修理に際し、ポリライトを用いて画面の蛍光画像調査を実施し、補絹の状態確認を行った。 

(奈良国立博物館) 

1)当館文化財保存修理所で修理施工された木造彫刻作品 1件について、京都大学生存圏研究所に委託して樹種同定調査を

実施し、その成果を当館研究紀要『鹿園雑集』に掲載した。 

2)古墳出土の鉄器を中心とする館蔵考古資料 1件の修理に際し、Ｘ線撮影及び蛍光Ｘ線による材料分析を実施し、修理方

針の決定に役立てた。 

【補足事項】 

・文化財保存修理所各工房が当館館蔵・寄託品を修理するに際して文化財調査を

学芸部研究員と共同で実施し、データの収集・共有化に努めた。また同調査を

円滑に進めるために当館の備品である光学機器(高精細デジタルカメラ、蛍光Ｘ

線分析器、ポリライト)を積極的に利用した。 

 

 
 

館蔵普賢延命像修理に伴う光学調査

に基づいて作成した損傷地図 

 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 経

年

変

化 

20 21 22 23 

－ － － － － － － － 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

修理を要する収蔵品等は、機構の保存科学及び修復技術担当者の連携の下、伝統的な修理技術とともに科学的な保存技

術の成果を適切に取り入れながら、緊急性の高い収蔵品等から順次、計画的に修理する。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

 

－ 85 －

Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



【書式Ａ】 施設名 九州国立博物館 処理番号 1314-2 

 

中項目 1 歴史・伝統文化の保存と継承の中核的拠点としての収蔵品の整備と、次代への継承 

事業名 (3)－1 収蔵品の修理 ②科学的な技術を取り入れた修理 

【年度計画】 

伝統的な修理技術とともに科学的な保存技術を取り入れた修理を実施する。 

(4館共通) 

1)紙本作品について、繊維同定を行い、作品の材料・技術の解明及び修理指針の検討に役立てる。 

2)修理前あるいは修理中に、蛍光Ｘ線分析、Ｘ線透過撮影などの光学的調査を行い、作品の材料・技術の解明及び修理指

針の検討に役立てる。 

担当部課 学芸部博物館科学課 事業責任者 保存修復室長 藤田励夫 

【実績・成果】 

(4館共通) 

1)重要文化財対馬宗家関係資料や朝鮮通信使川御座宣図六曲屏風等の紙本作品 7件について繊維同定を行った。 

2)・秋草蒔絵衣裳箱についてＸ線ＣＴ撮影を行い内部構造と損傷状況を調査した。 

・秋草蒔絵衣裳箱について紫外線蛍光観察とラマン分光分析を行い、修理履歴と修理材料の調査を行った。 

・十一面観音菩薩立像についてＸ線ＣＴ撮影を行い内部構造の調査を行った。 

 

 

【補足事項】 

 

・博物館内に修復施設と分析機器が設置されている特色を生かし、修理

技術者、絵画、書跡、漆工、彫刻などの各専門分野を持つ研究員、文

化財科学専門の研究員の 3 者が共同で修理作品の調査、検討を行い、

最善の修理を行うことができた。 

・例えば、文化財科学専門の研究員は、【実績・成果】に記したように

多くの調査を実施した。このことにより、作品の材質や技法、構造を

詳しく知ることが可能となり、安全かつ適切な修理の実施に役立つこ

とが非常に大きかった。 

・また、絵画、書跡、漆工、彫刻などの専門を持つ研究者と協議しなが

ら修理を進めることができたので、各作品の特色を踏まえ、取り扱い

や保管、展示についても十分に考慮した修理ができた。 

・このように、館内で打ち合わせを密にしながら修理を進められる環境

にあることが、有意義であった。 

 

  

秋草蒔絵衣裳箱（部分）の紫外線蛍光写真 

 

後世の修理と考えられる部分が青白く光って

いる。 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 経

年

変

化 

20 21 22 23 

科学的調査 11件 － － 10 7 7 24 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

修理を要する収蔵品等は、機構の保存科学及び修復技術担当者の連携の下、伝統的な修理技術とともに科学的な保存技

術の成果を適切に取り入れながら、緊急性の高い収蔵品等から順次、計画的に修理する。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

 

 

－ 86 －



【書式Ａ】 施設名 機構本部・京都・奈良・九州国立博物館 処理番号 1320 

 

中項目 1 歴史・伝統文化の保存と継承の中核的拠点としての収蔵品の整備と、次代への継承 

事業名 (3)－2 国立博物館の文化財保存修理所の整備・充実に努める。 

【年度計画】 

(機構本部・京都国立博物館・奈良国立博物館・九州国立博物館) 

1)文化財保存修理所に関する規程を整備する。 

 

担当部課 本部事務局総務企画課 事業責任者 課長 竹之内勝典 

【実績・成果】 

1)23年度より施行の本部規程第81号「独立行政法人国立文化財機構文化財保存修理所等の供用及び運営に関する規程」に

基づき、文化財保存修理所(京都国立博物館、奈良国立博物館)及び文化財保存修復施設(九州国立博物館)の供用及び運

営を行った。また、文化財保存修理所等の整備・充実について引き続き検討した。 

 

【補足事項】 

 

 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 経

年

変

化 

20 21 22 23 

－ － － － － － － － 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

国立博物館の文化財保存修理所の整備・充実に努める。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

 

－ 87 －

Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



【書式Ａ】 施設名 東京・京都・奈良・九州国立博物館 処理番号 1330 

 

中項目 1 歴史・伝統文化の保存と継承の中核的拠点としての収蔵品の整備と、次代への継承 

事業名 (3)－3 収蔵品、寄託品の増加に伴う収蔵スペースの確保及び収蔵品の調査研究並びに修理に伴う調査研

究のための基本設備の充実に向けた検討を行う。 

【年度計画】 

収蔵品、寄託品の増加に伴う収蔵スペースの確保及び収蔵品の調査研究並びに修理に伴う調査研究のための基本設備の

充実に向けた検討を行う。 

担当部課 東京国立博物館学芸研究部列品管理課 

京都国立博物館学芸部列品管理室 

奈良国立博物館総務課 

九州国立博物館総務課 

事業責任者 課長 富田 淳 

室長 鬼原俊枝 

課長 中村 恵 

課長 阿部 勝 

【実績・成果】 

(東京国立博物館) 

・東洋館の収蔵庫改修工事の完了に伴い、表慶館 2階仮収蔵庫等に収納していた東洋関係の文化財を、東洋館の収蔵庫に

移動した。 

・資料館 3階の収蔵庫を整備し、収蔵スペースを確保するための棚を新設した。 

・本館 2階の旧絵画収蔵庫の棚を改修し、本館特 4仮収蔵庫から漆工品、本館地下収蔵庫から民族資料を移動し、それら

の保管環境を大幅に改善した。また特 4仮収蔵庫から建築模型を本館地下収蔵庫に移動し、保管環境を改善。特 4を多

様な目的に使用できるようにした。 

・東洋館 5階から 150年史関係資料を資料館へ移動し、調査研究のためのスペースを確保した。 

・特 3仮収蔵庫に棚を増設し、収蔵品の収納を効率化し、展示具収納スペースを確保した。 

(京都国立博物館) 

・建設中の新平常展示館について、空調フィルターの性能を検討した。また環境モニタリングの計測情報を管理サーバー

に蓄積し、一元管理するシステムの設計内容を精査した。また、新設するフィルム保管室の温湿度調整機能について

24時間空調等の検討を行った。 

・デジタルカメラ等撮影機材の導入、及びサーバーの構築を行い、デジタル撮影への移行を進めている 

(奈良国立博物館) 

・火災時に収蔵品を毀損する恐れの少ないガス消火設備（ハロンガス）を収蔵庫・調査室に設置した。 

・既存の収蔵棚を改造し、より効率的な収納を図った。 

・収蔵庫・調査室内壁の断熱を強化し、温湿度環境の向上を図った。 

【補足事項】 

（京都国立博物館） 

・新平常展示館空調のエアフィルターの選択にあたって、材質、構造、メン

テナンス等、総合的な検討を行なった結果、完成時点では、アルカリ性物

質除去の性能をもった活性炭入ケミカルフィルター（飛散防止のための不

織布形状のもの）を装着し、以後は、定期的な空気環境調査を行いながら、

現状に合わせたフィルターを選択（継続・変更）していく計画を検討した。 

・新平常展示館では、中央監視による集中的な空調管理とともに、無線通信

による細かな環境モニタリングの実施とデータ蓄積・統計によって、より

安全で効率的な環境管理を目指している。 

・フィルム保管に適切な低温・低湿の環境が効率的に維持されるよう、設備

面・運用面での様々な可能性や、結露等予想される問題への対策について

検討した。 

 

 

 

 

 

 

 
 

建設中の新平常展示館収蔵庫 

(京都国立博物館) 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 経

年

変

化 

20 21 22 23 

－ － － － － － － － 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

収蔵品、寄託品の増加に伴う収蔵スペースの確保及び収蔵品の調査・研究並びに修理に伴う調査・研究のための基本設

備の充実を図る。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

 

 

－ 88 －



 

【書式Ａ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 2111-1 

 

中項目 2 文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

事業名 (1) 展覧事業の充実 ①－1平常展 

【年度計画】 

展観事業の中核と位置づけ、各国立博物館の特色を十分発揮した特集陳列等を実施し、国内外からの来館者の増加を

図る。 

(4館共通) 

平常展来館者数について、前中期計画期間の年度平均の確保を目指す。 

(東京国立博物館) 

ア 定期的な陳列替の実施（年4,500件程度） 

イ 陳列総件数 約6,500件（平成25年1月より東洋館開館） 

ウ 本館「日本美術の流れ」を始めとする日本美術関係の展示、平成館の日本考古展示の更なる充実を図る。 

エ 平成２４年度の東洋館開館に向け準備を進める。 

オ 特集陳列 

  平成２４年度は140周年記念事業の一環として、過去に寄贈を受けた優品を展示する「秋の特別公開」を開催する

他、館史に関連する特集を年間を通じて開催する。また、東洋館が改修工事のため12月まで休館となるため、東洋

館展示の代替として、本館においても東洋美術・考古の特集展示を実施する。さらに定着した「博物館に初詣」関

連の特集も行う。 

  ・秋の特別公開「贈られた名品」（9月15日～9月30日） 

  ・「大正元年 帝室技芸員からの寄贈品」（9月19日～12月9日） 

  ・「宋時代の書（仮称）」（10月2日～11月25日）等 

カ 文化庁関係企画 

  ・「平成24年 新指定 重要文化財」（仮称）（4月23日～5月13日） 

平成24年に新たに重要文化財に指定される文化財を展示する。 

担当部課 学芸研究部列品管理課 事業責任者 列品管理課長 富田 淳 

【実績・成果】 

(4館共通) 

平成23年度末に引き続いて東京国立博物館140周年事業を24年度末まで継続し、25年1月には耐震改装を終えた東洋館

を公開した。また、耐震改修のため黒田記念館を閉館した。 

(東京国立博物館) 

ア 定期的な陳列替を実施し、6,989件の展示替を行った。  

イ 陳列総件数 9,190件 

ウ 展示ケースの修理点検、低反射フィルムの貼替、清掃などで保存環境の向上を図った。本館2階の展示ケース壁面

の補修や平成館企画展示室の解説掲示パネルの改良を行った。平成館考古展示室においては作品名題箋の仕様を、

より見やすいものに変更した。 

エ 25年1月2日に東洋館を開館した。展示ケース・照明を改良するとともに、「映像トランク」を設置して展示作品へ

の理解を映像によって補助し、アジアの占い体験コーナーを設置するなど、親しみやすい東洋館を実現した。 

オ 47件の特集陳列を実施した。このうち20件は「東京国立博物館140周年特集陳列」として，館蔵の名品を紹介する

とともに、館の歴史に関わる展示を行った。また「東洋の青磁」「尚意競艶」などにおいては東洋の列品を活用し

た。 

カ 「平成 24年 新指定国宝・重要文化財」を実施した(24年 4月 28日～5月 13日)。また、新指定の重要文化財とな

った彫刻の一部を、同時期の本館 11室においても展示した。 

 

【補足事項】 

・黒田記念館は、耐震改修のため 24年 4月 8日より休館した。 

※陳列替については、23年度より定量的評価の項目を陳列替回数から陳列替件数に変更した。 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 

経

年

変

化 

20 21 22 23 

平常展来館者数 (23 年度よ

り黒田記念館を含む) 

陳列替件数 

陳列総件数 

特集陳列等実施回数 

416,430人 

 

6,989件 

9,190件 

47件 

362,470人 

 

4,500件程度 

6,500件程度 

－ 

Ａ 

 

Ｓ 

Ａ 

－ 

412,675 

 

319 

7,172 

79 

330,536 

 

316 

6,601 

66 

373,068 

 

290 

5,610 

53 

324,597 

 

4,914 

7,394 

32 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

平常展は、展覧事業の中核と位置付け、各国立博物館の特色を十分に発揮した体系的・通史的なものとするとともに、

最新の研究成果を基に、日本及びアジア諸地域の歴史・伝統文化の理解の促進に寄与する展示を実施し、国内外からの

来館者の増加を図る。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 89 －

Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



 

 

【書式Ａ】   施設名 京都国立博物館 処理番号 2112-1 

 

中項目 2 文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

事業名 (1)展覧事業の充実 ①－1平常展 

【年度計画】 

(4館共通) 

平常展来館者数について、前中期計画期間の年度平均の確保を目指す。 

(京都国立博物館) 

平常展示館建替工事に伴い、平常展は休止する。これに替えて、九州国立博物館にて「美のワンダーランド 十五人の絵

師」を開催する。（企画協力、7月10日～9月2日）また、博物館・美術館への収蔵品の貸与を積極的に進め、ウェブサイト

で情報を公開する。 

担当部課 学芸部 事業責任者 企画室長 宮川禎一 

【実績・成果】 

(京都国立博物館) 

 平常展示館建替工事にともない、平常展示を休止した。そのため次のように、館外での収蔵品の公開に努めるとともに、

貸出作品の情報をウェブサイトで公開した。 

・特別展「美のワンダーランド 十五人の京絵師」(九州国立博物館、24年 7月 10日～9月 2日)へ企画協力した。(詳細

は処理番号 2124-2を参照) 

・特別展「国宝の名刀－京都国立博物館と小松コレクション－」(ふくやま美術館、24 年 12 月 15 日～25 年 1 月 20 日)

を開催した。（共催） (詳細は処理番号 3412を参照。) 

・国内外の博物館・美術館への収蔵品の貸与を積極的に進めた。 

 

【補足事項】 

・展示館建替に伴い「貸出し停止」措置をとる博物館・美術館が多い中、当館は積極的に貸出を行い、収蔵品の公開に努

めた。 

・ウェブサイトにおける貸出作品の情報公開(トップページ「館外での作品公開」)は、寄託作品や個人名を伏せるなどし

て、網羅的なリストを提示している。このような情報公開は、日本の博物館ではきわめて画期的なものといえる。 

 

※京博については実績はないが、陳列替については、23 年度より定量的評価の項目を陳列替回数から陳列替件数に変更

した。 

 

 

 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 
経

年

変

化 

20 21 22 23 

平常展来館者数 

陳列替件数 

陳列総件数 

特集陳列等実施回数 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

141,965 

39 

1,081 

4 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

平常展は、展覧事業の中核と位置付け、各国立博物館の特色を十分に発揮した体系的・通史的なものとするとともに、

最新の研究成果を基に、日本及びアジア諸地域の歴史・伝統文化の理解の促進に寄与する展示を実施し、国内外からの来

館者の増加を図る。 

なお、京都国立博物館においては、耐震化を図るための平常展示館建て替え終了後、国際文化観光都市･京都において

京都文化発信の核となる博物館を目指した平常展を平成 26年度までに開催する。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 90 －



【書式Ａ】 施設名 奈良国立博物館 処理番号 2113-1-1 

 

中項目 2 文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

事業名 (1) 展覧事業の充実 ①－1平常展 (1/2) 

【年度計画】 

(4館共通) 

平常展来館者数について、前中期計画期間の年度平均の確保を目指す。 

(奈良国立博物館) 

ア 活発な収集と新しい資料の発掘により名品展（平常展）の充実を図る。 

・西新館 絵画・書跡・工芸・考古部門の名品展 

一昨年度に一新された展示ケースや照明設備は、現在のところ望みうる最上のものと考えられるので、この充実した設

備を最大限活用し、より快適な鑑賞環境を提供する。 

・なら仏像館 彫刻部門の名品展 

昨年度に実施した展示室および展示ケース内の蛍光灯の照度と色温度の調整によって、展示作品がより鑑賞しやすい環

境が整えられたので、今後とも展示されている優れた仏像等彫刻の美をアピールしていく。 

・青銅器館 中国青銅器の名品展 

国内における屈指の青銅器コレクションの魅力をアピールしていく。 

・特集展示コーナー等を設け、観覧者の関心を喚起する。 

イ～エ(略 

担当部課 学芸部企画室 事業責任者 美術室長兼列品室長 岩田茂樹 

【実績・成果】 

(4館共通) 

 平常展来館者数は、今年度の目標値となっていた前中期計画期間の年度平均を上回った。 

(奈良国立博物館) 

ア 名品展においては、24 時間空調運転による展示室の快適な保存環境のもとで、多数の優れた作品を展示し、その美

を伝えることができた。 

・西新館 絵画・書跡・工芸・考古部門の名品展 

 昨年度実施した保存修理の内容とその結果甦った文化財の姿を紹介する特集展示「新たに修理された文化財」(24年12

月26日～25年1月20日 陳列件数11件)を行った。 

・なら仏像館 彫刻部門の名品展 

 所蔵者である寺院において仏堂の改修、建替等を行う際、堂内に安置されている仏像を当館で保管する機会を利用し、

以下のようにこれを特別公開した。 

 特別公開「金剛寺 降三世明王坐像」(23年 10月 24日～25年 3月 31日) 

 特別公開「定朝様の丈六阿弥陀像」(24年6月26日～25年3月31日) 

・青銅器館 中国青銅器の名品展 

 館が所蔵する中国・商（殷）～漢時代までの青銅器の逸品を展示した。 

・西新館で特集展示「新たに修理された文化財」（24年 12月 26日～25年 1月 20日）を開催した。 

【補足事項】 

 年度を通して、国宝・重要文化財を多数含む高水準の仏教美術の展観を

行うことができた。 

 

 

特別公開「金剛寺 降三世明王坐像」 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 
経年

変化 

20 21 22 23 

平常展来館者数 145,914人 
 

118,032人 Ａ 112,849 136,672 71,566 130,839 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

平常展は、展覧事業の中核と位置付け、各国立博物館の特色を十分に発揮した体系的・通史的なものとするとともに、

最新の研究成果を基に、日本及びアジア諸地域の歴史・伝統文化の理解の促進に寄与する展示を実施し、国内外からの来

館者の増加を図る。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

 

 

) 

－ 91 －

Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



【書式Ａ】 施設名 奈良国立博物館 処理番号 2113-1-2 

 

中項目 2 文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

事業名 (1) 展覧事業の充実 ①－1平常展 (2/2) 

【年度計画】 

(奈良国立博物館) 

ア(略) 

イ 定期的な陳列替の実施（年400件程度） 

ウ 陳列総件数 約700件 

エ 特別陳列により名品展の充実を図る。 

   独創的な研究テーマ及び地域に密着した研究テーマによる特別陳列の充実 

   ・「古事記の歩んできた道―古事記撰録1300年―」（6月16日～7月16日） 

   ・「おん祭と春日信仰の美術」（12月8日～平成25年1月20日） 

   ・「お水取り」（平成25年2月9日～3月17日） 

担当部課 学芸部企画室 事業責任者 美術室長兼列品室長 岩田茂樹 

【実績・成果】 

(奈良国立博物館) 

イ 定期的な陳列替を実施し、465件の陳列替を行った。 

ウ 陳列総件数 814件 

エ 下記特別陳列を開催し、名品展の充実を図った。 

・特別陳列「古事記の歩んできた道－古事記撰録 1300年－」(24年 6月 16日～7月 16日) 陳列件数 30件 

・特別陳列「おん祭と春日信仰の美術」(24年 12月 8日～25年 1月 20日) 陳列件数 50件 

・特別陳列「お水取り」(25年 2月 9日～3月 17日) 陳列件数 60件 

【補足事項】 

 特集展示・特別陳列等を除き、通常の名品展(平常展)における各会場毎の陳列件数は次のとおり。 

  珠玉の仏たち(なら仏像館)167 件 

  珠玉の仏教美術(西新館) 259件 

  中国古代青銅器(青銅器館)237 件 

 

※陳列替については、23年度より定量的評価の項目を陳列替回数から陳列替件数に変更した。 

 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 
経

年

変

化 

20 21 22 23 

陳列替件数 

陳列総件数 

特集陳列等実施回数 

465件 

814件 

6回 

400件程度 

700件程度 

－ 

Ａ 

Ａ 

－ 

12 

605 

6 

8 

717 

8 

101 

340 

5 

481 

1,092 

12 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

平常展は、展覧事業の中核と位置付け、各国立博物館の特色を十分に発揮した体系的・通史的なものとするとともに、

最新の研究成果を基に、日本及びアジア諸地域の歴史・伝統文化の理解の促進に寄与する展示を実施し、国内外からの来

館者の増加を図る。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

 

 

－ 92 －



【書式Ａ】 施設名 九州国立博物館 処理番号 2114-1 

 

中項目 2 文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

事業名  (1) 展覧事業の充実  ①－1平常展 

【年度計画】 

(4館共通) 

平常展来館者数について、前中期計画期間の年度平均の確保を目指す。 

(九州国立博物館) 

ア 定期的な陳列替の実施(年1,100件程度) 

イ 陳列総件数 約1,700件 

ウ 文化交流展（平常展）のリニューアルに向けての検討会を実施する。 

エ トピック展示により、独創的なテーマ及び地域に密着したテーマを掘り下げる（日程はいずれも予定）。 

・「横河民輔コレクション 中国陶磁名品展」（関連9、10室 4月25日～9月2日） 

・「クレスコレクション印籠展」（仮称）（関連9室 12月18日～平成25年3月10日） 

・「江蘇省書画精華展」（関連10、11室 10月23日～12月2日）等 

担当部課 学芸部企画課 事業責任者 文化交流展室長 河野一隆 

【実績・成果】 

(4館共通) 

平常展来館者数は、前中期計画期間の年度平均を確保できた。 

(九州国立博物館) 

ア 定期的かつ計画的に陳列替を実施し、1,195件の陳列替を行った。 

イ 陳列総件数 2,416件 

ウ 展示に関係する全研究員による検討会により、開館10周年リニューアルに対するある一定の方向性を見出すととも

に、館員の共通認識を得ることができた。 

エ 独創的な着想に基づいたトピック展示・特別公開を12回開催し、新鮮な展示を提供することができた。 

【補足事項】 

エ 24年度に開催したトピック展示・特別公開のうち、特に注目すべき内容を持つ

ものについて以下に記す。 

・「中国陶磁名品展 横河民輔コレクション」 

（関連 9、10室 24年 4月 24日～9月 2日） 

世界的にも評価の高い横河コレクション(東京国立博物館蔵)を九州初公開。 

・｢日本医術のことはじめ －まじないから解体新書まで－｣ 

（関連 11室 24年 5月 9日～7月 1日） 

全国的にも珍しい医療に焦点を当てた展覧会。広く話題を呼んだ。 

・｢日朝交流の軌跡 －対馬宗家文書 8万点の調査を終えて－｣ 

（関連 11室 24年 7月 4日～9月 9日） 

宗家文書の調査の集大成として、長崎県立対馬歴史民俗資料館と共同で開催。 

・｢茶の湯を楽しむⅤ －芦屋釜と館蔵茶道具－｣ 

（関連 9室 24年 9月 12日～12月 9日） 

九州が生んだ名釜、芦屋釜に焦点を当て、講座やバスツアーを開催。 

・｢江戸の粋、印籠 フィンランド・クレスコレクション｣ 

（関連 9室 24年 12月 19日～25年 3月 10日） 

○トピック展示は、回数的には前年度より数を制限する一方で、展示や開催規模の

充実を図り、外部広報の効果も追及する中で、来館者数の向上に結実した。 

○なお、関連第 10・11室を会場として開催予定であった｢江蘇省書画精華展｣につい

ては、悪化した日中関係の余波を受け、開催延期、のち中止せざるを得なくなっ

た。 

※陳列替については、23年度より定量的評価の項目を陳列替回数から陳列替件数に

変更した。 

 

 
トピック展示 

｢日本医術のことはじめ｣会場風景 

 

 
トピック展示 

｢江戸の粋、印籠｣会場風景 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 
経

年

変

化 

20 21 22 23 

平常展来館者数 

陳列替件数 

陳列総件数 

特集陳列等実施回数 

460,525人 

1,195件 

2,416件 

12回 

380,690人 

1,100件程度 

1,700件程度 

－ 

Ａ 

Ａ 

Ａ 

－ 

241,423 

386 

3,146 

17 

544,661 

431 

2,106 

22 

274,545 

334 

1,668 

12 

358,366 

1,373 

2,417 

13 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

 平常展は、展覧事業の中核と位置付け、各国立博物館の特色を十分に発揮した体系的・通史的なものとするとともに、

最新の研究成果を基に、日本及びアジア諸地域の歴史・伝統文化の理解の促進に寄与する展示を実施し、国内外からの来

館者の増加を図る。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 93 －

Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



【書式Ａ】 施設名 東京・京都・奈良・九州国立博物館 処理番号 2110-2 

 

中項目 2 文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

事業名  (1) 展覧事業の充実  ①－2展示説明の充実 

【年度計画】 

(4館共通) 

1)作品キャプションについては全てに英語訳を付す。 

2)展示テーマ毎にその時代背景等を説明した外国語パネル等を80％以上設置する。 

担当部課 東京国立博物館学芸研究部列品管理課 

奈良国立博物館学芸部 

九州国立博物館学芸部企画課 

事業責任者 課長 富田 淳 

美術室長兼列品室長 岩田茂樹 

文化交流展室長 河野一隆 

【実績・成果】 

1)東京国立博物館、奈良国立博物館及び九州国立博物館の展示説明において作品キャプション全てに英語訳を付した。 

2)展示テーマ毎にその時代背景等を説明した外国語パネル等を各館とも 80％以上設置した。 

(東京国立博物館)展示テーマ数151件のうち、146件(97％)について外国語パネルを設置した。また、68件(46％)について

は中国語、韓国語での解説も付している。 

(奈良国立博物館) 展示テーマ数59件のうち、59件(100％)について外国語パネルを設置した。 

(九州国立博物館)展示テーマ数 47件のうち、41件(87％)について外国語パネルを設置した。また、27件(57％)について

は中国語、韓国語での解説も付している。 

 

【補足事項】 

(東京国立博物館) 

・東京国立博物館の展示テーマ解説パネルにおける中国語、韓国語につ

いては、25 年 1 月 2 日からリニューアルオープンした東洋館への設

置により、昨年度比30件増(13%増)となった。参考：23年度38件（33％) 

・また、東洋館では各展示作品のキャプションについても、4ヵ国語（日、

英、中、韓）で記載した。 

 

(京都国立博物館) 

・京都国立博物館は平常展示館建替工事にともない、平常展示は休止し

ているが英語訳を付けるべく作業を行っている。 

 

(九州国立博物館) 

・一部作品に中国語の解説題箋を付し、中国語圏の観覧者への便宜を提

供した。 

・トピック展示｢江戸の粋、印籠 フィンランド・クレスコレクション｣

（24年 12月 19日～25年 3月 10日）では、フィンランド在住の所蔵

者に図録原稿を執筆依頼した。結果的に、日英の逐語訳のカタログが

完成でき、英語圏の来館者に便宜を提供することができた。 

 

 

東洋館展示作品のキャプション 

（4ヵ国語：日、英、中、韓） 

（東京国立博物館） 
 

 
中国語の解説題箋 

（九州国立博物館） 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 

経

年

変

化 

20 21 22 23 

外国語パネル等の設置 

東京国立博物館 

京都国立博物館 

奈良国立博物館 

九州国立博物館 

 

97％ 

－ 

100％ 

87％ 

 

80％以上 

－ 

80％以上 

80％以上 

 

Ａ 

－ 

Ａ 

Ａ 

 

97% 

100% 

77% 

82% 

 

97% 

－ 

91% 

82% 

 

96% 

－ 

84% 

83% 

 

96% 

－ 

89% 

94% 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

展示に関する説明を一層充実させることに努め、作品キャプションについては全てに英語訳を付すとともに、展示テー

マ毎にその時代背景等を説明した外国語パネル等を 80％以上設置する。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

 

 

－ 94 －



 

【書式Ａ】 施設名 東京・京都・奈良・九州国立博物館 処理番号 2120 

 

中項目 2 文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

事業名  (1) 展覧事業の充実 ② 特別展 

【年度計画】 

特別展等の開催回数は概ね以下のとおりとする。 

(東京国立博物館) 

 年 3～4回程度 

(京都国立博物館) 

 年 2～3回程度 

(奈良国立博物館) 

 年 2～3回程度 

(九州国立博物館) 

 年 2～3回程度 

 

担当部課 東京国立博物館学芸企画部企画課 

京都国立博物館学芸部 

奈良国立博物館学芸部 

九州国立博物館学芸部企画課 

事業責任者 学芸企画部長 松本伸之 

企画室長   宮川禎一 

部長     西山 厚 

課長     小泉惠英 

【実績・成果】 

(東京国立博物館)特別展を 9回開催した。 内訳：当館開催 7回、海外展 2回（うち 1回特別協力） 

(京都国立博物館)特別展を 5回開催した。 

(奈良国立博物館)特別展を 3回開催した。 

(九州国立博物館)特別展を 4回開催した。 

 

【補足事項】 

 

 

 

【定量的評価】項目 24 年度実績 目標値 評価 

経

年

変

化 

20 21 22 23 

特別展等の開催回数 

東京国立博物館 

京都国立博物館 

奈良国立博物館 

九州国立博物館 

 

9回 

5回 
3回 

4回 

 

年 3～4回程度 

年 2～3回程度 

年 2～3回程度 

年 2～3回程度 

 

Ｓ 

Ｓ 
Ａ 

Ａ 

 

8 

3 

4 

4 

 

12 

5 

3 

4 

 

10 

5 

4 

5 

 

7 

6 

3 

5 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

特別展等については、国内外の博物館と連携した我が国の中核的拠点にふさわしい質の高い展示を行う。また、積年

の研究成果の発表や時機に合わせた展示を企画し、国民の知的好奇心を刺激する展示を実施する。 

特別展の来館者数については、展示内容・展覧環境を踏まえた目標を設定し、その達成に努める。なお、展覧会来館者

の満足度を常に把握し改善を図る。特別展等の開催回数は概ね以下のとおりとする。 

(東京国立博物館) 

年 3～4回程度 

(京都国立博物館) 

年 2～3回程度 

(奈良国立博物館) 

年 2～3回程度 

(九州国立博物館) 

年 2～3回程度 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 95 －

Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



 

【書式Ａ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 2121-1 

 

中項目 2 文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

事業名  (1) 展覧事業の充実 ② 特別展 (1/7) 

【年度計画】 

ア 東京国立博物館140周年 特別展「ボストン美術館 日本美術の至宝」（平成24年3月20日～6月10日） 

10万点を超える日本美術コレクションから選りすぐりの名品を紹介。 

(目標来館者数31万人) 

担当部課 学芸企画部企画課 事業責任者 学芸研究部調査研究課絵画・彫刻室長 田沢裕賀 

【実績・成果】 

・会  期 平成 24年 3月 20日（火）～6月 10日（日） （73日間） 

・会  場 平成館 2階 特別展示室第 1室～第 4室 

・主  催 東京国立博物館、ボストン美術館、ＮＨＫ、ＮＨＫプロモーション、朝日新聞社 

・後  援 外務省、アメリカ大使館 

・協  賛  損保ジャパン、大日本印刷、トヨタ自動車、みずほ銀行、三井物産 

・協  力  日本航空、日本貨物航空 

・作品件数 92件 

・来館者数 540,382人（目標310,000人・達成率174.3％) 

・入場料金 一般 1,500円(1,300 円／1,200円)、大学生 1,200円(1,000円／900円)、高校生 900円(700円／600円) 

中学生以下無料 ＊( )内は前売り及び 20名以上の団体料金 

・アンケート結果 満足度 74％  

 

明治期にアメリカに渡り、これまで日本ではまとまったかたちで展示することのできなかった日本美術の優品、名品を

一堂に会して紹介したことで、極めて多くの来館者を得ることができた。 

 

【補足事項】 

 

 

展覧会ポスター 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 経

年

変

化 

20 21 22 23 

来館者数 540,382人 310,000人 

 

Ｓ － － － － 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

特別展等については、国内外の博物館と連携した我が国の中核的拠点にふさわしい質の高い展示を行う。また、積年

の研究成果の発表や時機に合わせた展示を企画し、国民の知的好奇心を刺激する展示を実施する。 

特別展の来館者数については、展示内容・展覧環境を踏まえた目標を設定し、その達成に努める。なお、展覧会来館者

の満足度を常に把握し改善を図る。特別展等の開催回数は概ね以下のとおりとする。 

(東京国立博物館) 

年 3～4回程度 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 達成 

－ 96 －



 

【書式Ａ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 2121-2 

 

中項目 2 文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

事業名  (1) 展覧事業の充実 ② 特別展 (2/7) 

【年度計画】 

イ 日中国交正常化40周年 東京国立博物館140周年 中国美術館精品展（仮称）（7月12日～8月26日予定） 

中国国内最大級の規模である中国美術館（北京市）の約60,000点のコレクションから精選された近現代美術を紹介。

(目標来館者数4万人) 

担当部課 学芸企画部企画課 事業責任者 学芸研究部調査研究課東洋室研究員 塚本麿充 

【実績・成果】 

・展覧会名 日中国交正常化 40周年 特別展「中国山水画の 20世紀 中国美術館名品選」 

・会  期 平成 24年 7月 31日（火）～8月 26日（日） （25日間） 

・会  場 本館特別 5室 

・主  催 文化庁、中華人民共和国文化部、東京国立博物館、中国美術館 

・後  援 日本国際貿易促進協会、日本中国文化交流協会、日中友好議員連盟、一般財団法人日中経済協会、 

      社団法人日中協会、公益財団法人日中友好会館 

・特別協力 毎日新聞社 

・作品件数 50件 

・来館者数 18,415人(目標40,000人・達成率46.0％) 

・入場料金 一般 600円（500円）、大学生 400円（300円） ＊( )内は 20名以上の団体料金 

・アンケート結果 満足度 92％ 

 

20 世紀山水画の代表作を厳選して展示することで、これまであまり注目されてこなかった中国近現代絵画の動向と日

本絵画との関わりをわかりやすく紹介することができ、目標来館者数を達成することはできなかったが、来館者において

は極めて高い満足度をもたらすことができた。 

 

【補足事項】 

目標来館者数に達しなかった理由。 

・費用負担予定等に変更が生じ、予算措置に手間取ったため、作業実施が遅れ、広

報活動の徹底が十分に図れなかった。 

・会場スケジュールの調整により開会期間がごく短期間となったため。 

 

 

展覧会ポスター 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 経

年

変

化 

20 21 22 23 

来館者数 18,415人 40,000人 

 

Ｃ － － － － 

総合評価 Ｓ Ａ ○Ｂ  Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

特別展等については、国内外の博物館と連携した我が国の中核的拠点にふさわしい質の高い展示を行う。また、積年

の研究成果の発表や時機に合わせた展示を企画し、国民の知的好奇心を刺激する展示を実施する。 

特別展の来館者数については、展示内容・展覧環境を踏まえた目標を設定し、その達成に努める。なお、展覧会来館者

の満足度を常に把握し改善を図る。特別展等の開催回数は概ね以下のとおりとする。 

(東京国立博物館) 

年 3～4回程度 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 ほぼ順調 

－ 97 －

Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



 

【書式Ａ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 2121-3 

 

中項目 2 文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

事業名  (1) 展覧事業の充実 ② 特別展 (3/7) 

【年度計画】 

ウ 日中国交正常化40周年 東京国立博物館140周年 生誕100年記念 特別展「青山杉雨の眼と書」（7月18日～9月9日） 

書壇に一時代を画した書家・青山杉雨の主要作品を一堂に公開。 

(目標来館者数8万人) 

担当部課 学芸企画部企画課 事業責任者 学芸研究部調査研究課長 田良島哲 

【実績・成果】 

・会  期 平成 24年 7月 18日（水） ～ 9月 9日（日） （48日間） 

・会  場 平成館特別展示室第 1～4室 

・主  催 東京国立博物館、読売新聞社 

・企画協力 謙慎書道会 

・作品件数 369件（うち参考資料 11件） 

・来館者数 51,327人(目標 80,000 人・達成率 64.2％) 

・入場料金 一般 1,400円(1,200 円／1,100円)、大学生 1,100円(900円／800円)、高校生 800円(600円／500円) 

 中学生以下無料 ＊( )内は前売り／20名以上の団体料金 

・アンケート結果 満足度 64％ 

 

書家収集の中国美術を展示することで、それらがどのように実作に影響を与えたのかを示すことができ、あわせて中国

書法を深く研究した青山作品の技量の高さを示すことができた。 

 

【補足事項】 

目標来館者数に達しなかった理由。 

・広報活動の不足により、展示作品に対して「難しい」という先入観を持たれ、本 

展に対して難解な印象を強く抱かれたのではないかと考えられる。 

 

 

 

黒白相変 青山杉雨筆 

 昭和 63年(1988) 

 東京国立博物館蔵 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 経

年

変

化 

20 21 22 23 

来館者数  51,327人 80,000人 

 

Ｃ － － － － 

総合評価 Ｓ Ａ ○Ｂ  Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

特別展等については、国内外の博物館と連携した我が国の中核的拠点にふさわしい質の高い展示を行う。また、積年

の研究成果の発表や時機に合わせた展示を企画し、国民の知的好奇心を刺激する展示を実施する。 

特別展の来館者数については、展示内容・展覧環境を踏まえた目標を設定し、その達成に努める。なお、展覧会来館者

の満足度を常に把握し改善を図る。特別展等の開催回数は概ね以下のとおりとする。 

(東京国立博物館) 

年 3～4回程度 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 ほぼ順調 

－ 98 －



 

【書式Ａ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 2121-4 

 

中項目 2 文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

事業名  (1) 展覧事業の充実 ② 特別展 (4/7) 

【年度計画】 

エ 東京国立博物館140周年 古事記1300年・出雲大社大遷宮 特別展「出雲―聖地の至宝―」（10月10日～11月25日） 

『古事記』編纂1300年の節目の年に、出雲大社の宝物をはじめとする貴重な文化財を紹介。 

(目標来館者数5.5万人) 

担当部課 学芸企画部企画課 事業責任者 学芸企画部上席研究員 池田宏 

【実績・成果】 

・会  期 平成 24年 10月 10日（水） ～11月 25日（日） (41日間） 

・会  場 本館特別 5・4室 

・主  催 東京国立博物館、島根県、島根県立古代出雲歴史博物館、ＮＨＫ、ＮＨＫプロモーション、読売新聞社 

・後  援 文化庁 

・特別協力 出雲大社、島根県神社庁 

・作品件数 38件 (うち、国宝 3件、重要文化財 16件、島根県指定文化財 7件)その他、参考出品 6件 

・来館者数 137,646人(目標 55,000 人・達成率 250.2％) 

・入場料金 一般 800円(700円)、大学生 600円(500円)、高校生 400円(300円)  

中学生以下無料 ＊( )内は前売り及び 20名以上の団体料金 

・アンケート結果 満足度 68％ 

 

 出雲大社より出土した「宇豆柱」や島根で発掘された大量の青銅器群と社寺に伝わった名宝を紹介したことで、出雲独

自の文化の姿を示すことができた。 

 

【補足事項】 

想定以上の来館者が来場したことで、2ヵ所の展示場への誘導に課題を残すこと

となった。展示室の順路、構成については、さらにスムーズな会場誘導を目指した

い。 

 

 

 

 

会場内風景 

 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 経

年

変

化 

20 21 22 23 

来館者数 137,646人 55,000人 

 

Ｓ － － － － 

総合評価 ○Ｓ  A Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由)  地方自治体との共同企画により、地域文化振興に多大な効果をもた

らしたため。 

【中期計画記載事項】 

特別展等については、国内外の博物館と連携した我が国の中核的拠点にふさわしい質の高い展示を行う。また、積年

の研究成果の発表や時機に合わせた展示を企画し、国民の知的好奇心を刺激する展示を実施する。 

特別展の来館者数については、展示内容・展覧環境を踏まえた目標を設定し、その達成に努める。なお、展覧会来館者

の満足度を常に把握し改善を図る。特別展等の開催回数は概ね以下のとおりとする。 

(東京国立博物館) 

年 3～4回程度 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 達成 

－ 99 －

Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



 

【書式Ａ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 2121-5 

 

中項目 2 文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

事業名  (1) 展覧事業の充実 ② 特別展 (5/7) 

【年度計画】 

オ 日中国交正常化40周年 東京国立博物館140周年 特別展「中国 王朝の至宝」（10月10日～12月24日） 

歴代王朝の都などの文物を通して、新たな中国文明像をひもとく。 

(目標来館者数25万人) 

担当部課 学芸企画部企画課 事業責任者 学芸企画部長 松本伸之 

【実績・成果】 

・会  期 平成 24年 10月 10日（水） ～ 12月 24日（月・休）（66日間） 

・会  場 平成館特別展示室第 1～4室 

・主  催 東京国立博物館、中国文物交流中心、ＮＨＫ、ＮＨＫプロモーション、毎日新聞社、朝日新聞社 

・後  援 外務省、中国国家文物局、中国大使館 

・協  力 全日本空輸、東京中国文化センター 

・作品件数 168件（うち、一級文物 99件）その他、参考資料 3件 

・来館者数  141,507人(目標 250,000人・達成率 56.6％) 

・入場料金 一般 1,500円(1,300 円／1,200円)、大学生 1,200円(1,000円／900円)、高校生 700円(500円／400円) 

 中学生以下無料 ＊( )内は前売り／20名以上の団体料金 

・アンケート結果 満足度 66％ 

 

中国歴代の王朝の都・中心地域に注目して、それぞれの代表的な文物を対比・対決させながら展示したことで、各時代

各地域の文物の特質を明らかにすることができた。 

 

【補足事項】 

・本展は、政府による美術品補償制度の適用を受けた。 

・目標来館者数に達しなかった理由。 

本展開幕直前に、日中間の政治的緊張が高まり、本展に対する来館者の興味をそ

ぐこととなったため。 

 

会場内風景 
 

 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 経

年

変

化 

20 21 22 23 

来館者数 141,507人 250,000人 

 

Ｃ － － － － 

総合評価 Ｓ Ａ ○Ｂ  Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

特別展等については、国内外の博物館と連携した我が国の中核的拠点にふさわしい質の高い展示を行う。また、積年

の研究成果の発表や時機に合わせた展示を企画し、国民の知的好奇心を刺激する展示を実施する。 

特別展の来館者数については、展示内容・展覧環境を踏まえた目標を設定し、その達成に努める。なお、展覧会来館者

の満足度を常に把握し改善を図る。特別展等の開催回数は概ね以下のとおりとする。 

(東京国立博物館) 

年 3～4回程度 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 ほぼ順調 

－ 100 －



 

【書式Ａ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 2121-6 

 

中項目 2 文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

事業名  (1) 展覧事業の充実 ② 特別展 (6/7) 

【年度計画】 

カ 東京国立博物館140周年 特別展「飛騨の円空－千光寺とその周辺の足跡－」（仮称）（平成25年1月12日～3月31日） 

飛騨千光寺所蔵の円空仏を中心に、岐阜に伝わる代表的な円空仏を展示紹介。 

(目標来館者数10万人) 

担当部課 学芸企画部企画課 事業責任者 学芸研究部調査研究課東洋室長 浅見龍介 

【実績・成果】 

・展覧会名 東京国立博物館 140 周年 特別展「飛騨の円空－千光寺とその周辺の足跡－」 

・会  期 平成 25年 1月 12日（土）～4月 7日（日） （74日間） 

・会  場 本館特別 5室 

・主  催 東京国立博物館、千光寺、読売新聞社、ＮＨＫ、ＮＨＫプロモーション 

・特別協力 高山市、高山市教育委員会 

・後  援 岐阜県 

・作品件数 46件 

・来館者数 190,122人(目標 100,000 人・達成率 190.1％)  （うち 24年度 169,578人、25年度 20,544人） 

・入場料金 一般 900円(800円)、大学生 700円(600円)、高校生 400円(300円)  

中学生以下無料 ＊( )内は前売り・20名以上の団体料金 

・アンケート結果 満足度 86％ 

 

飛騨・千光寺のほぼすべての円空仏 61 体を一挙に公開するとともに、高山市内の 14 の寺社が所蔵するあわせて 100

体を一堂に紹介したことで、多彩な円空仏の造形の特質を示すことができた。 

 

 

【補足事項】 

 

 

両面宿儺坐像 円空作  

江戸時代・17世紀 

岐阜・千光寺蔵 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 経

年

変

化 

20 21 22 23 

来館者数 190,122人 100,000人 

 

Ｓ － － － － 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

特別展等については、国内外の博物館と連携した我が国の中核的拠点にふさわしい質の高い展示を行う。また、積年

の研究成果の発表や時機に合わせた展示を企画し、国民の知的好奇心を刺激する展示を実施する。 

特別展の来館者数については、展示内容・展覧環境を踏まえた目標を設定し、その達成に努める。なお、展覧会来館者

の満足度を常に把握し改善を図る。特別展等の開催回数は概ね以下のとおりとする。 

(東京国立博物館) 

年 3～4回程度 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 101 －

Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



 

【書式Ａ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 2121-7 

 

中項目 2 文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

事業名  (1) 展覧事業の充実 ② 特別展 (7/7) 

【年度計画】 

キ 日中国交正常化40周年・東京国立博物館140周年 特別展「書聖 王羲之」（平成25年1月22日～3月3日） 

書聖と崇められる王羲之の書の実像に迫る。 

(目標来館者数18.5万人) 

担当部課 学芸企画部企画課 事業責任者 学芸研究部列品管理課長 富田淳 

【実績・成果】 

・会  期 平成 25年 1月 22日（火） ～ 3月 3日（日） （36日間） 

・会  場 平成館特別展示室第 1～4室 

・主  催 東京国立博物館、毎日新聞社、ＮＨＫ、ＮＨＫプロモーション 

・特別協力 朝日新聞社 

・後  援 外務省 

・特別協賛 大和ハウス工業 

・協  賛 あいおいニッセイ同和損保、トヨタ自動車、日本写真印刷、ゆうちょ銀行 

・協  力 内田洋行、全日本空輸、東京中国文化センター、二松学舎大学、毎日書道会 

・作品件数 163件（うち、国宝 7件、重要文化財 9件、重要美術品 1件） 

・来館者数 152,523人(目標 185,000 人・達成率 82.4％) 

・入場料金 一般 1,500円(1,300 円／1,200円)、大学生 1,200 円(1,000円／900円)、高校生 900円(700円／600円) 

中学生以下無料 ＊( )内は前売り／20名以上の団体料金 

・アンケート結果 満足度 68％ 

 

  

本展によって、新発見資料などとともに、国内外に所蔵される王羲之の名品を通して、王羲之が歴史的に果たした役割

を再検証することができた。  

 

【補足事項】 

 

 

 

 

定武蘭亭序(独孤本) 王羲之筆 

 原跡：東晋時代・永和 9年(353) 

 東京国立博物館蔵 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 経

年

変

化 

20 21 22 23 

来館者数 152,523人 185,000人 

 

Ｂ － － － － 

総合評価 Ｓ Ａ ○Ｂ  Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

特別展等については、国内外の博物館と連携した我が国の中核的拠点にふさわしい質の高い展示を行う。また、積年

の研究成果の発表や時機に合わせた展示を企画し、国民の知的好奇心を刺激する展示を実施する。 

特別展の来館者数については、展示内容・展覧環境を踏まえた目標を設定し、その達成に努める。なお、展覧会来館者

の満足度を常に把握し改善を図る。特別展等の開催回数は概ね以下のとおりとする。 

(東京国立博物館) 

年 3～4回程度 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 ほぼ順調 

－ 102 －



 

【書式Ａ】 施設名 京都国立博物館 処理番号 2122-1 

 

中項目 2 文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

事業名  (1) 展覧事業の充実 ② 特別展 (1/5) 

【年度計画】 

ア 特別展覧会「王朝文化の華 －陽明文庫名宝展－」（4月17日～5月27日） 

(目標来館者数3万人) 

五摂家の一つである近衞家に伝えられた典籍・古文書などを収めている陽明文庫の名品を一堂に展示する。 

担当部課 学芸部 事業責任者 上席研究員 赤尾栄慶 

【実績・成果】 

・会  期 平成 24年 4月 17日～5月 27日 (37日間) 

・会  場 特別展示館（旧本館）全室 

・主  催 京都国立博物館、陽明文庫、ＮＨＫ京都放送局、ＮＨＫプラネット近畿、読売新聞社 

・作品件数  140件（うち国宝 9件、重要文化財 6件） 

・来館者数 101,006人（目標 30,000人） 

・入場料金 一般 1,300円、大高生 900円、中小生 400円 

・アンケート結果 満足度 89% 

近衞家伝来の古記録・古典籍・古文書や美術品などを保存管理している陽明文庫から国宝 8 件、重文 60 件を含む 132

件、その他関連する資料 8件、合わせて国宝 9件、重文 66件の 140件を「近衞家の系譜Ⅰ・Ⅱ」「陽明文庫の至宝Ⅰ～Ⅲ」

「宮廷貴族の生活Ⅰ～Ⅲ」というテーマを設定し、時系列も追いながら展示した。 

陽明文庫所蔵の国指定の文化財が全て展示される初めての試みとなった。 

【補足事項】 

 観覧の便を図るため、国宝「御堂関白記」をはじめとした日記などを中心に読

みなどを掲出した。 

 会期中に特別講演会を 1回、関連土曜講座を 3回実施した。 

 

特別展覧会「王朝文化の華 －陽明

文庫名宝展－」チラシ 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 経

年

変

化 

20 21 22 23 

来館者数 101,006人 30,000人 Ｓ 

 

－ － － － 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

特別展等については、国内外の博物館と連携した我が国の中核的拠点にふさわしい質の高い展示を行う。また、積年

の研究成果の発表や時機に合わせた展示を企画し、国民の知的好奇心を刺激する展示を実施する。 

特別展の来館者数については、展示内容・展覧環境を踏まえた目標を設定し、その達成に努める。なお、展覧会来館者

の満足度を常に把握し改善を図る。特別展等の開催回数は概ね以下のとおりとする。 

(京都国立博物館) 

年 2～3回程度 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 103 －

Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



 

【書式Ａ】 施設名 京都国立博物館 処理番号 2122-2 

 

中項目 2 文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

事業名  (1) 展覧事業の充実 ② 特別展 (2/5) 

【年度計画】 

イ 特別展覧会「古事記1300年 出雲大社大遷宮 大出雲展」（7月28日～9月9日） 

(目標来館者数5万人) 

古事記編纂1300年、出雲の古社、関わりの深い古寺の宝物と、出雲の重要遺跡から出土した品々を一堂に紹介し、出

雲神話と出雲大社の成り立ち、古代・中世の出雲人がはぐくんだ神と仏への祈りのかたちを展望する。 
担当部課 学芸部 事業責任者 保存修理指導室長 淺湫 毅 

【実績・成果】 

・開催期間 平成 24年 7月 28日～9月 9日（38日間） 

・会  場 特別展示館（旧本館）全室 

・主  催 京都国立博物館、島根県立古代出雲歴史博物館、ＮＨＫ京都放送局、ＮＨＫプラネット近畿、読売新聞社 

・作品件数 202件（うち国宝 17件、重要文化財 41件） 

・来館者数 79,218人（目標 50,000 人） 

・入場料金 一般 1300円、大高生 900円、中小生 400円 

・アンケート結果 満足度 85％ 

 

 平成 24年は『古事記』が編纂されてから 1300年という記念すべき年であった。同書は上・中・下の三巻からなるが、

上巻は「神話」の時代について書かれ、その三分の一が出雲地方を舞台としている。本展覧会はまさに『古事記』1300

年という記念の年にふさわしい、神話の舞台「出雲」にスポットをあてた展覧会であった。 

【補足事項】 

・京都国立博物館及び島根県、島根県立古代出雲歴史博物館が共同で、出雲地方を

中心とする島根県の社寺において文化財調査を充分な時間をかけて行った成果 

を反映した展覧会であった。その結果、考古遺品が中心に構成されていた従来の

出雲に関する展覧会とは異なり、近世にいたるまでの出雲文化の全貌を紹介する

展覧会となった。国宝・重要文化財に指定される名品はもとより、これまで一般

にはあまり知られていなかった近世の神宝類にも光をあてて、広い分野から作品

選定を行なった。 

・天井が高く広い空間を有する中央展示室においては、古代の出雲大社を十分の一

という巨大なスケール（高さ 4.5メートルあまり）で再現した。また、前回の遷

宮で屋根より下ろされて保管されていた巨大な鰹木もあわせて展示し、出雲大社

宸殿の巨大さが実見できるような展示を心がけた。 

・島根は仏教文化の伝播という面では、我が国の他の地方と比べると時間差があり、

７世紀の段階では仏教寺院の数も限られるという特色がある。一方で平安時代以

降は天台寺院が建立され、それを中心に仏教文化が広まった。このような島根特

有の宗教文化の実態を、当館と島根県による共同の社寺調査において新たに発見

された作品などを通じて浮彫にすることができた。 

・これらの努力の結果、約 8万人の来館者を集め、出雲文化を紹介する展覧会で、

関西で開催されたものとしては、最も多くの来館者を数える展覧会となった。 

 

  

特別展覧会「古事記 1300年 出雲大

社大遷宮 大出雲展」チラシ 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 経

年

変

化 

20 21 22 23 

来館者数 79,218人 50,000人 Ｓ － － － － 

総合評価 ○Ｓ  Ａ Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 目標を大きく超える来館者があり、内容も充実していた。 

単に国宝、重要文化財を集めたわけではなく、今回の調査で新たに発見された作品や運搬方法の研究によ

り今回初めて島根県外で公開することが可能になった作品がある。  

【中期計画記載事項】 

特別展等については、国内外の博物館と連携した我が国の中核的拠点にふさわしい質の高い展示を行う。また、積年

の研究成果の発表や時機に合わせた展示を企画し、国民の知的好奇心を刺激する展示を実施する。 

特別展の来館者数については、展示内容・展覧環境を踏まえた目標を設定し、その達成に努める。なお、展覧会来館者

の満足度を常に把握し改善を図る。特別展等の開催回数は概ね以下のとおりとする。 

(京都国立博物館) 

年 2～3回程度 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 104 －



 

【書式Ａ】 施設名 京都国立博物館 処理番号 2122-3 

 

中項目 2 文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

事業名  (1) 展覧事業の充実 ② 特別展 (3/5) 

【年度計画】 

ウ 特別展覧会「宸翰 天皇の書 －御手(みて)が織りなす至高の美－」（10月13日～11月25日） 

(目標来館者数2万人) 

宸翰の発生から現在にいたるまでを通覧することを柱に、「書」の王者たる宸翰の魅力を展望する。 
担当部課 学芸部 事業責任者 企画室研究員  羽田 聡 

【実績・成果】 

・会  期 平成 24年 10月 13日（土）～11月 25日（日）（38日間） 

・会  場 京都国立博物館特別展示館（旧本館）全室 

・主  催 京都国立博物館 

・共  催 毎日新聞社、ＮＨＫ京都放送局 

・協  力 日本香堂 

・作品件数 144件（うち国宝 17件、重要文化財 66件、重要美術品 11件） 

・来館者数 24,699人（目標 20,000 人） 

・入場料金 一般 1,200円、大高生 800円、中小生 400円 

・アンケート結果 満足度 88％ 

 

 奈良時代の聖武天皇から、昭和時代の昭和天皇にいたるまで、「宸翰」と称される歴代天皇の書及び関連作品 144 件を

紹介した初の試み。通史的に展示を行うことにより、各時代を彩った天皇の個性豊かな文字、時代とともに変遷する書風、

日本美術における書の独自性を明らかにした。来館者アンケートからは、こうした「時代に流されない」企画を望む声が

多くみられ、さまざまな理由から自主企画展の開催が困難となりつつある昨今、博物館の主導する調査研究がいかに重要

であるかを内外に示したといえる。 

【補足事項】 

・展覧会の開催までには 5 年近い歳月を費やし、作品の選定や調査を行った。宮内

庁をはじめとした関係各所の協力をとりつけ、遺墨の現存が確認されている天皇

53方のうち、醍醐天皇・長慶天皇・称光天皇を除く 50方、すなわち歴代の宸翰を

ほぼ網羅して展示することが可能となった。とりわけ、最古の宸翰、聖武天皇の

「雑集」（正倉院宝物）が出品されたことの展示面、研究面での意義は大きく、

本品が展示されて以降、来館者数が大きく増加した。 

・展覧会関連事業として、国際シンポジウム（24年 11月 18 日実施）及び関連講座

（土曜講座 4 回）を開催した。前者においては、中国及び中華民国からパネリス

トを招聘し、日本と中国の「天皇・皇帝の書」における共通点や差異について、

多角的な討論を行った。また、後者にあっては、気鋭の国内研究者（3名）にも講

師を依頼し、歴史と美術の両側面から日本の「書」を再認識する機会を提供した。 

・過去の自主企画展の傾向を分析すると、内容が特定の分野に特化するため、とも

すれば目標来館者数を下回ることが多い。この点に鑑み、広報の強化を博物館全

体として協議し、①記者発表の複数回実施（3回）、②展覧会内容に沿った団体（全

国の書道協会、大学書道部、皇室関係など）への広報物発送、③書道会を有する

毎日新聞社への広報協力依頼（特別割引券の設定、広報物の配布、カラー特集紙

面等関連記事の掲載）を行った。結果、目標値を 4,699人上回る来館者を得た。 

・本展図録は、一般向けはもちろん、より専門的な学術研究に寄与するべく、掲載

作品の全てに詳細な解説と史料翻刻を付した。購買率は 10.1人に 1冊という高い

数値を示し、展覧会の内容とともに高い評価を得ている。 

 

特別展覧会「宸翰 天皇の書－御

手が織りなす至高の美－」チラシ 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 経年 

変化 

20 21 22 23 

来館者数 24,699人 20,000人 Ａ － － － － 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

特別展等については、国内外の博物館と連携した我が国の中核的拠点にふさわしい質の高い展示を行う。また、積年

の研究成果の発表や時機に合わせた展示を企画し、国民の知的好奇心を刺激する展示を実施する。 

特別展の来館者数については、展示内容・展覧環境を踏まえた目標を設定し、その達成に努める。なお、展覧会来館者

の満足度を常に把握し改善を図る。特別展等の開催回数は概ね以下のとおりとする。 

(京都国立博物館) 

年 2～3回程度 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 105 －

Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



 

【書式Ａ】 施設名 京都国立博物館 処理番号 2122-4 

 

中項目 2 文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

事業名  (1) 展覧事業の充実 ② 特別展 (4/5) 

【年度計画】 

エ 特別展観「国宝 十二天像と密教法会の世界」（平成25年1月8日～2月11日） 

京都国立博物館所蔵国宝「十二天像」「山水屏風」などを中心にして、平安時代以来、宮中で正月に行われた国家の

安寧を祈る後七日御修法などの密教法会の世界を紹介する。 

(目標来館者数2万人) 
担当部課 学芸部 事業責任者 保存修理指導室研究員 大原嘉豊 

【実績・成果】 

・会  期 平成 25年 1月 8日(火)～2月 11日(月・祝) （31日間） 

・会  場 京都国立博物館特別展示館(旧本館)1～8室 

・主  催 京都国立博物館 

・作品件数  71件（うち国宝 14件、重要文化財 16件、重要美術品 3件） 

・来館者数 25,216人（目標 20,000 人） 

・入場料金 一般 1,000円、大高生 700円、中小生無料 

・アンケート結果 満足度 88％ 

・新発見初公開作品 3件、寺外初公開 17件（仁和寺御経蔵聖教のうち守覚法親王仁和寺御流関係聖教） 

・新知見 1件（当館及び出光美術館所蔵山水屏風残闕各二幅が当初一具であったことを示し、初同時公開を行った） 

 

朝日新聞社の共催により、朝日放送の後援を得て過去の同社のアーカイブを再編集使用することで安価に会場映像を作

成することができ、好評を得た。特別展覧会とは異なる特別展観という形式ではあるが、特別展覧会に遜色ない会場設備、

展示内容を充実することができた。 

【補足事項】 

・守覚法親王は、後白河院の皇子であり、当館敷地は後白河院御所法住寺殿の旧地

に相当する。所縁のある地で、所蔵寺院の理解と協力を得て関係作品をまとまっ

た形で寺外初公開することが可能となった。また、作品調査及び撮影には、仏教

美術研究上野記念財団の助成を得ることができた。 

  

特別展観「国宝 十二天像と密教法

会の世界」チラシ 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 経

年

変

化 

20 21 22 23 

来館者数 25,216人 20,000人 

 

 

Ａ 

 

 

－ － － － 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

特別展等については、国内外の博物館と連携した我が国の中核的拠点にふさわしい質の高い展示を行う。また、積年

の研究成果の発表や時機に合わせた展示を企画し、国民の知的好奇心を刺激する展示を実施する。 

特別展の来館者数については、展示内容・展覧環境を踏まえた目標を設定し、その達成に努める。なお、展覧会来館者

の満足度を常に把握し改善を図る。特別展等の開催回数は概ね以下のとおりとする。 

(京都国立博物館) 

年 2～3回程度 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調  

－ 106 －



 

【書式Ａ】 施設名 京都国立博物館 処理番号 2122-5 

 

中項目 2 文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

事業名  (1) 展覧事業の充実 ② 特別展 (5/5) 

【年度計画】 

オ 特集陳列「成立８００年記念 方丈記」（平成25年1月8日～2月11日） 

鴨長明が建暦二年（1212）三月に執筆し、鎌倉時代を代表する随筆として知られる『方丈記』の成立800年を記念し、

大福光寺本『方丈記』（重文）を中心に関連する資料を展示する。 
担当部課 学芸部 事業責任者 上席研究員 赤尾栄慶 

【実績・成果】 

・会  期 平成 25年 1月 8日(火)～2月 11日(月・祝) （31日間） 

・会  場 京都国立博物館特別展示館(旧本館)9～10室 

・主  催 京都国立博物館 

・作品件数  18件（うち国宝 2件、重要文化財 11件、重要美術品 2件） 

・来館者数 25,216人（特別展観「国宝 十二天像と密教法会の世界」と一体でカウント） 

・入場料金 一般 1,000円、大高生 700円、中小生無料 

・アンケート結果 満足度 88% 

 

大福光寺本の全文が鑑賞できるように、巻首から巻末からまでの全体を展示した。全体は 18 件であるが、鴨長明の出

自や撰述書など鴨長明自身に関わる資料 5件、信仰の様子に関連した資料 7件、漢字片仮名交じり文という表記方法に関

連した資料 6件で構成した。18件のうち、国宝 2件、重文 11件、重要美術品 2件という豪華な内容となった。 

【補足事項】 

・ゆかりの河合神社及び河合神社の境内に復元された方丈、日野の山中にある方丈

石の写真パネルを掲出し、理解が深まるように配慮した。 

・白テープを貼って方丈の大きさや高さが分かるようにした。 

  

特集陳列「成立８００年記念 方丈

記」チラシ 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 経

年

変

化 

20 21 22 23 

来館者数 25,216人 － － － － － － 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

特別展等については、国内外の博物館と連携した我が国の中核的拠点にふさわしい質の高い展示を行う。また、積年

の研究成果の発表や時機に合わせた展示を企画し、国民の知的好奇心を刺激する展示を実施する。 

特別展の来館者数については、展示内容・展覧環境を踏まえた目標を設定し、その達成に努める。なお、展覧会来館者

の満足度を常に把握し改善を図る。特別展等の開催回数は概ね以下のとおりとする。 

(京都国立博物館) 

年 2～3回程度 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 
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Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



 

【書式Ａ】 施設名 奈良国立博物館 処理番号 2123-1 

 

中項目 2 文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

事業名  (1) 展覧事業の充実 ② 特別展 (1/3) 

【年度計画】 

ア 御遠忌800年記念特別展「解脱上人貞慶 －鎌倉仏教の本流－」（4月7日～5月27日） 

解脱上人貞慶（1155-1213）は鎌倉時代の高僧で、寺院の復興や仏教の再生に尽力した。800 年遠忌にあたる今年、

貞慶の生涯とその魅力をゆかりの品々で大観する。 

(目標来館者数3万人) 

担当部課 学芸部 事業責任者 部長 西山 厚 

実績・成果】 

・会  期 平成 24年 4月 7日(土)～5月 27日(日)（45日間） 

・会  場 奈良国立博物館 東新館・西新館（第 1室） 

・主  催 奈良国立博物館、神奈川県立金沢文庫、読売新聞社 

・後  援 文化庁、奈良県、奈良市、木津川市、ＮＨＫ奈良放送局 

・協  賛 きんでん、大和ハウス工業、非破壊検査 

・協  力 日本香堂、財団法人仏教美術協会 

・作品件数 129件（うち国宝 3件、重要文化財 58件） 

・来館者数 24,317人(目標 30,000 人) 

・観覧料金 一般 1,200円、大高生 800円、小中生 500円 

・アンケート結果 満足度 81％ 

  

鎌倉時代の仏教については、浄土・禅・法華などの新仏教を中心に語られる傾向があるが、本特別展を通じて、解脱上

人貞慶の存在の重要性とその魅力を多くの方々に知ってもらうことができた。  

 

 

【補足事項】 

・鎌倉時代前期に活躍した貞慶は、はじめ興福寺で学僧として活動し、後

に笠置寺へ、さらに海住山寺へ移った。戒律を大切にした貞慶は、釈迦

如来・弥勒菩薩・観音菩薩・春日明神をとりわけ深く信仰し、由緒ある

寺々の復興や仏教の再生に大きな貢献を果たした。 

・（展覧会の構成） 

1 興福寺の貞慶と法相宗 

2 笠置寺の貞慶と信仰世界 

3 貞慶と南都復興 

4 貞慶と春日信仰 

5 海住山寺の貞慶と観音信仰 

6 貞慶思慕 

・会期中に関連の公開講座(3回)及び列品解説（2回）を実施した。 

・ゆかりの社寺（海住山寺、笠置寺、春日大社、興福寺、唐招提寺、東大

寺、法隆寺、薬師寺）が一堂に会し、貞慶の功績を紹介する「解脱上人

貞慶フォーラム」を実施した。 
 

 

 

 

 

ポスター・チラシデザイン 

会場風景 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 
経年 

変化 

20 21 22 23 

来館者数 24,317 人 30,000人 Ｂ － － － － 

総合評価 Ｓ Ａ ○Ｂ  Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

特別展等については、国内外の博物館と連携した我が国の中核的拠点にふさわしい質の高い展示を行う。また、積年

の研究成果の発表や時機に合わせた展示を企画し、国民の知的好奇心を刺激する展示を実施する。 

特別展の来館者数については、展示内容・展覧環境を踏まえた目標を設定し、その達成に努める。なお、展覧会来館者

の満足度を常に把握し改善を図る。特別展等の開催回数は概ね以下のとおりとする。 

(奈良国立博物館) 

年 2～3回程度 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 
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【書式Ａ】 施設名 奈良国立博物館 処理番号 2123-2 

 

中項目 2 文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

事業名  (1) 展覧事業の充実 ② 特別展 (2/3) 

【年度計画】 

イ 「頼朝と重源 ―東大寺再興を支えた鎌倉と奈良の絆―」（7月21日～9月17日） 

大勧進重源の指揮のもと、源頼朝をはじめ多くの人々の支援により成し遂げられた東大寺の鎌倉復興。中世の幕開

けを告げたこの大事業の軌跡を、東大寺や鶴岡八幡宮に伝わった文化財によってたどる。 

(目標来館者数5万人) 

担当部課 学芸部美術室 事業責任者 室員 山口隆介 

【実績・成果】 

・会  期 平成 24年 7月 21日(土)～9月 17日(月・祝) (52日間) 

・会  場 奈良国立博物館 東新館・西新館 

・主  催 奈良国立博物館、東大寺、鶴岡八幡宮、朝日新聞社 

・共  催 ＮＨＫ奈良放送局 

・後  援 文化庁、神奈川県、鎌倉市、奈良県、奈良市 

・作品件数 112件（うち国宝 16件、重要文化財 54件） 

・来館者数 41,985人(目標 50,000 人) 

・観覧料金 一般 1,200円、大高生 800円、小中生 500円 

・アンケート結果 満足度 88％ 

 

 東大寺再興を成し遂げた先人たちの偉業を再認識し、繰り返し再興が遂げられてきたわが国の歴史について考え、思い

を致す貴重な機会となった。 

 

【補足事項】 

・当館では重源上人の御遠忌 800年を記念した特別展を平成 18年(2006) に

開催し、その偉大な足跡を振り返ったが、本展覧会は源頼朝に代表され

るこの大事業を支えた人々という側面から東大寺再興に迫る試み。運

慶・快慶らによって生み出された新時代の幕開けを象徴する仏像の数々

や、重源の思想が色濃く反映された宝物、再興の経過や当時の時代の空

気を伝える品々が一堂に会した。そして、頼朝が東大寺大仏殿落慶供養

に参列した際、鎮守八幡宮(現、手向山八幡宮)から譲り受けたと伝えら

れる神奈川・鶴岡八幡宮所蔵の菩薩面・舞楽面など頼朝ゆかりの名品も

合わせて展示することで、半世紀余りに及ぶ再興の軌跡をたどった。 

・東大寺と鶴岡八幡宮が主催に名を連ねた本展では、重源から大勧進を引

き継いだ鎌倉ゆかりの僧栄西・行勇の活躍に光を当てた「第４章 栄西

そして行勇へ－大勧進の継承－」、鎌倉幕府草創期の頼朝の信仰世界を

しめした「第５章 頼朝の信仰世界－鎌倉三大寺社の創建と二所詣－」、

東大寺・鶴岡八幡宮両寺社にとって深い崇敬の対象であり続けた八幡神

に焦点を当てた「第６章 八幡神への崇敬」の各章を設けて、重源展と

は異なる新鮮な視点を提示した。 

・図録は、鶴岡八幡宮をはじめ関東の作品を早期借用して新撮した写真を

多く掲載し、5本の論考を掲載するなど、学術的に高い評価を得た。 

・会期中に関連の公開講座(3 回)を実施した。また、春の特別展「解脱上

人貞慶―鎌倉仏教の本流―」とも関連させるかたちで夏季講座「鎌倉時

代の南都仏教」(講師 9名)を実施した。 
 

 

 

 

ポスター・チラシデザイン 

  

会場風景 
【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 

経年 

変化 

20 21 22 23 

来館者数 41,985 人 50,000人 Ｂ － － － － 

総合評価 Ｓ Ａ ○Ｂ  Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

特別展等については、国内外の博物館と連携した我が国の中核的拠点にふさわしい質の高い展示を行う。また、積年

の研究成果の発表や時機に合わせた展示を企画し、国民の知的好奇心を刺激する展示を実施する。 

特別展の来館者数については、展示内容・展覧環境を踏まえた目標を設定し、その達成に努める。なお、展覧会来館者

の満足度を常に把握し改善を図る。特別展等の開催回数は概ね以下のとおりとする。 

(奈良国立博物館) 

年 2～3回程度 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 109 －

Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



 

【書式Ａ】 施設名 奈良国立博物館 処理番号 2123-3 

 

中項目 2 文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

事業名  (1) 展覧事業の充実 ② 特別展 (3/3) 

【年度計画】 

ウ 「第64回正倉院展」（予定） 

正倉院宝庫に伝わる宝物約70件を展示。 

(目標来館者数18万人) 

担当部課 学芸部工芸考古室 事業責任者 室長 内藤 榮 

【実績・成果】 

・会  期 平成 24年 10月 27日(土)～11月 12日(月) (17日間) 

・会  場 奈良国立博物館 東新館・西新館 

・主  催 奈良国立博物館 

・特別協力 読売新聞社 

・協  賛 NTT西日本、キヤノン、近畿日本鉄道、JR東海、JR西日本、ダイキン工業、大和ハウス工業、白鶴酒造、丸

一鋼管 

・協  力 ＮＨＫ奈良放送局、奈良テレビ放送、日本香堂、財団法人仏教美術協会、ミネルヴァ書房 

・作品件数 64件 

・来館者数 238,019人(目標 180,000 人) 

・観覧料金 一般 1,000円、大高生 700円、小中生 400円 

・アンケート結果 満足度 77％ 

 

ガラス作品及び関連資料が多く出陳されており、奈良時代におけるガラスの生産技術、需要、用途などが具体的に分か

る展示となった。あわせて聖武天皇ご遺愛の遊戯具がまとまって展示され、奈良朝の宮中における遊びや暮らしの様子が

うかがえた点に特徴があり、例年以上にテーマ性を持っていた。 

【補足事項】 

・北倉 23件、中倉 23件、南倉 14件、聖語蔵 4件の総計 64 件を出陳した

（初出陳は 9件）。 

・螺鈿紫檀琵琶とこれに附属する紅牙撥鏤撥（こうげばちるのばち）、また

木画紫檀双六局をはじめ双六の玉や賽子など、聖武天皇ゆかりの北倉の

宝物を多数出陳した。 

・平成 6年以来 18年ぶりの出陳となる瑠璃坏のほか、碧瑠璃小尺・黄瑠璃

小尺のようなガラスを使ったアクセサリーや、ガラスの原料となった丹、

同じ素材を釉薬に用いる磁瓶などを出陳した。 

・その他、銀平脱八稜形鏡箱や密陀彩絵箱、紫檀小架などの調度品、紫地

亀甲仏殿文錦や赤地鴛鴦唐草文錦大幡脚端飾などの染織品、古代の書見

台である紫檀金銀絵書几といった、宝庫を代表する宝物を出陳した。 

・会期中に関連の公開講座(4 回)及び学術シンポジウム「正倉院宝物の近

代～壬辰検査から 140年」を実施した。 

 

 

ポスター・チラシデザイン 
 

会場風景 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 
経年

変化 

20 21 22 23 

来館者数 238,019 人 

(17 日間) 

180,000人 

 

Ａ 

 

263,765 299,294 

(20日間) 

294,804 

(20日間) 

239,581 

(17日間) 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

特別展等については、国内外の博物館と連携した我が国の中核的拠点にふさわしい質の高い展示を行う。また、積年の

研究成果の発表や時機に合わせた展示を企画し、国民の知的好奇心を刺激する展示を実施する。 

特別展の来館者数については、展示内容・展覧環境を踏まえた目標を設定し、その達成に努める。なお、展覧会来館者

の満足度を常に把握し改善を図る。特別展等の開催回数は概ね以下のとおりとする。 

(奈良国立博物館) 

年 2～3回程度 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 110 －



 

【書式Ａ】 施設名 九州国立博物館 処理番号 2124-1 

 

中項目 2 文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

事業名  (1) 展覧事業の充実 ② 特別展 (1/4) 

【年度計画】 

ア 「平山郁夫 シルクロードの軌跡」（4月3日～5月27日） 

日本画家平山郁夫の画業の足跡と文化財保護活動を紹介 

(目標来館者数5万人) 

担当部課 学芸部企画課 事業責任者 文化財課長 臺信祐爾 

【実績・成果】 

・展覧会名 平山郁夫 シルクロードの軌跡 

・会  期 平成 24年 4月 3日(火)～5月 27日(日) (49日間) 

・会  場 九州国立博物館 特別展示室 

・主  催 九州国立博物館・福岡県、西日本新聞社、ＮＨＫ福岡放送局、ＮＨＫプラネット九州、朝日新聞社 

・作品件数 95件(重要文化財 2件) 

・来館者数 110,047人(目標 50,000 人) 

・入場料金 一般 1,300円、高大生 1,000円、小中生 600円 

・アンケート結果 満足度 88％ 

 

 日本画家で文化勲章受章者の平山郁夫（1930～2009 年）の生涯を、62 年に及んだその画業、研究材料として美知子夫

人とともに蒐集した優れた美術品コレクション、そして消滅の危機に瀕している各地の文化遺産や美術品を国際協力によ

って保護しようとした文化財保護活動の 3つの側面から紹介する展覧会である。 

【補足事項】 

・第 1 章 釈迦追慕、第 2 章 壁画模写と文化財保護、第 3 章 シルクロー

ドと仏教伝来の道、第 4 章 日本回帰 －平和への祈り、の 4 章構成で、

平山の生涯をたどった。 

・第 1回ユネスコフェローシップ奨学生として、半年でイタリア・フランス・

イギリス・オランダ・ドイツを周遊し、東西宗教美術について研究した。

その後も、法隆寺金堂壁画や高松塚壁画模写に加え、トルコやイタリアの

教会壁画模写に従事する経験を積んだ。 

・玄奘三蔵の足跡を辿るとともに、日本文化の源流を探るために、ユーラシ

ア大陸を縦横無尽に旅し、その累積距離は地球 9周分に及んだという。 

・各地の文化遺産が消滅の危機に瀕していることを知った平山は、国際的な

枠組みでの保護活動を提唱し、実行に移した。 

・ユーラシア大陸を旅するにつけ、我が国の風物に対する関心がさらに深ま

り、還暦以後、生まれ育った日本の風景や社寺の姿を特に好んで描いた。 

 

  

展覧会ポスター 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 
経年

変化 

20 21 22 23 

来館者数 110,047人 

 

50,000人 

 

Ｓ 

 

－ － － － 

総合評価 ○Ｓ  Ａ Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

平山郁夫の被爆体験に裏打ちされた、平和への願いと文化財保護を通して行った実践について、多くの来

館者に広く関心をもってもらえた。 

【中期計画記載事項】 

特別展等については、国内外の博物館と連携した我が国の中核的拠点にふさわしい質の高い展示を行う。また、積年

の研究成果の発表や時機に合わせた展示を企画し、国民の知的好奇心を刺激する展示を実施する。 

特別展の来館者数については、展示内容・展覧環境を踏まえた目標を設定し、その達成に努める。なお、展覧会来館者

の満足度を常に把握し改善を図る。特別展等の開催回数は概ね以下のとおりとする。 

(九州国立博物館) 

年 2～3回程度 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 111 －

Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



 

【書式Ａ】 施設名 九州国立博物館 処理番号 2124-2 

 

中項目 2 文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

事業名  (1) 展覧事業の充実 ② 特別展 (2/4) 

【年度計画】 

イ 「美のワンダーランド 十五人の京絵師」（仮称）（7月10日～9月2日）  

江戸時代の絵画史の流れを京都の地に焦点を絞って紹介。  

(目標来館者数6万人) 

担当部課 学芸部企画課 事業責任者 特別展室主任研究員 畑靖紀 

【実績・成果】 

・展覧会名 美のワンダーランド 十五人の京絵師 

・会  期 平成 24年 7月 10日(火)～9月 2日(日) (49日間) 

・会  場 九州国立博物館 特別展示室 

・主  催 九州国立博物館・福岡県、西日本新聞社、ＴＮＣテレビ西日本 

・特別協力 京都国立博物館 

・作品件数 49件(国宝 1件、重要文化財 11件、重要美術品 4件) 

・来館者数 75,415人(目標 60,000 人) 

・入場料金 一般 1,300円、高大生 1,000円、小中生 600円 

・アンケート結果 満足度 84％ 

 

 独創性あふれる個性的な表現者たちが競い合うように作品を制作した、18世紀の京都を代表する 15名の絵師に光をあ

てた。当時の魅力的な絵画世界の広がりを総合的に紹介するため、京都国立博物館の企画協力を得て、同館の所蔵品・寄

託品を中心に 49件(国宝 1件、重文 11件)を集めて展示した。とくに近年、関心の高い伊藤若冲の晩年の代表作である仙

人掌群鶏図襖（大阪・西福寺）などの優品を九州で初めて展示した。 

【補足事項】 

・展示の構成は、第 1章「伝統から踏み出す―始興と狩野派―」、第 2章「詩

と自然を愛する―蕪村と大雅―」、第 3章「新奇を極める―若冲と蕭白―」、

第 4章「写生を競いあう―応挙と円山四条派―」の全 4章からなる。 

・記念講演会として「十八世紀の京画壇」（7月 21日、佐々木丞平氏）、シ

ンポジウムとして「京絵師の魅力にせまる」（7月 29日、榊原悟氏、山下

善也氏、野口剛氏、福士雄也氏、水谷亜希氏、畑靖紀）、講演会として「若

冲と蕭白の時代」（7月 14日、鷲頭桂）、トークショーとして「応挙こぼ

れ話」（7月 15日、山口晃氏）及び「華丸・大吉と学ぶ日本美術講座」（8

月 4日、博多華丸氏・大吉氏）を実施した。 

・日本画の観賞ポイントをまとめたパネルと、独特の光沢をもつ「絖」とい

う画絹を実際に触ることができるコーナーを設置した。またワークショッ

プ「夏休み子ども工作 できるかな？ミニ屏風」を開催し、夏休み期間を

利用した親子で楽しむ企画を実施した。 

 

  

会場風景 

伊藤若冲 仙人掌群鶏図襖 他 

 
「絖」という画絹を 

解説するコーナー 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 
経年

変化 

20 21 22 23 

来館者数 75,415人 

 

60,000人 

 

Ａ 

 

－ － － － 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

特別展等については、国内外の博物館と連携した我が国の中核的拠点にふさわしい質の高い展示を行う。また、積年

の研究成果の発表や時機に合わせた展示を企画し、国民の知的好奇心を刺激する展示を実施する。 

特別展の来館者数については、展示内容・展覧環境を踏まえた目標を設定し、その達成に努める。なお、展覧会来館者

の満足度を常に把握し改善を図る。特別展等の開催回数は概ね以下のとおりとする。 

(九州国立博物館) 

年 2～3回程度 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 112 －



 

【書式Ａ】 施設名 九州国立博物館 処理番号 2124-3 

 

中項目 2 文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

事業名  (1) 展覧事業の充実 ② 特別展 (3/4) 

【年度計画】 

ウ 「ベルリン国立美術館展」（10月9日～12月2日）  

ドイツ、ベルリンの美術館群が所蔵する絵画、彫刻の名品を通してヨーロッパ美術の400年を学ぶ。  

(目標来館者数10万人) 
担当部課 学芸部企画課 事業責任者 文化財課長 臺信祐爾 

【実績・成果】 

・展覧会名 ベルリン国立美術館展 －学べるヨーロッパ美術の 400年－ 

・会  期 平成 24年 10月 9日(火)～12月 2日(日) (51日間) 

・会  場 九州国立博物館 特別展示室 

・主  催 九州国立博物館・福岡県、西日本新聞社、ＲＫＢ毎日放送、ＮＢＣ長崎放送、ＲＫＫ熊本放送、 

ＯＢＳ大分放送、ＭＲＴ宮崎放送、ＭＢＣ南日本放送、ｔｙｓテレビ山口、ＴＢＳ 

・作品件数 108件 

・来館者数 224,324人 (目標 100,000人) 

・入場料金 一般 1,500円、高大生 1,000円、小中生 600円 

・アンケート結果 満足度 83％ 

 

 質量ともに充実した、ヨーロッパ美術の 400年を紹介する九州初の本格的な西洋美術展で、来館者の満足度は極めて高

かった。アルプス山脈の南北の美術を比較することができた。  

【補足事項】 

・ヨーロッパ美術の 400年を紹介する本展は 6章構成となっている。 

・ベルリン国立美術館群が所蔵する選りすぐりの絵画と彫刻作品と素描を、

第 1章 15世紀 宗教と日常生活；第 2章 15～16世紀 魅惑の肖像画；

第 3 章 16 世紀 マニエリスムの身体；第 4 章 17 世紀 絵画の黄金時

代；第 5章 18世紀 啓蒙の近代へ、第 6章 魅惑のイタリア・ルネサン

ス素描、の 6章立てで紹介した。 

・なかでも、門外不出とされるボッティチェッリの「神曲」素描を含む素描

は、多様な芸術家、題材、技法の観点から選ばれており、きわめて興味深

い展示となった。 

・15世紀に活躍したピントゥリッキオの絵画とドナテッロによる石彫は、ル

ネサンス盛期の優美さと力強さの源流を示す貴重な作品である。 

・ドイツ 15世紀を代表するリーメンシュナイダーの木彫作品は、ドイツ特産

の刃物の鋭さを示しており、16世紀北方ルネサンスを代表する画家デュー

ラーとクラーナハ（父）の肖像画もイタリア美術からの影響と独自性を示

す傑作である。 

・17世紀オランダ絵画の代表作としてフェルメールの「真珠の首飾りの少女」

とレンブラントの「ミネルヴァ」などを取り上げた。 

・18世紀フランス絵画としてシャルダンの静物画を取り上げた。 

 

 
展覧会ポスター 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 
経年

変化 

20 21 22 23 

来館者数 224,324人 

 

100,000人 

 

Ｓ 

 

－ － － － 

総合評価 ○Ｓ  Ａ Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

九州初の本格的な西洋美術展でヨーロッパ美術の 400年を紹介し、目標を超える多くの来館者を迎えるこ

とができた。 

【中期計画記載事項】 

特別展等については、国内外の博物館と連携した我が国の中核的拠点にふさわしい質の高い展示を行う。また、積年

の研究成果の発表や時機に合わせた展示を企画し、国民の知的好奇心を刺激する展示を実施する。 

特別展の来館者数については、展示内容・展覧環境を踏まえた目標を設定し、その達成に努める。なお、展覧会来館者

の満足度を常に把握し改善を図る。特別展等の開催回数は概ね以下のとおりとする。 

(九州国立博物館) 

年 2～3回程度 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 113 －

Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



 

【書式Ａ】 施設名 九州国立博物館 処理番号 2124-4 

 

中項目 2 文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

事業名  (1) 展覧事業の充実 ② 特別展 (4/4) 

【年度計画】 

エ 「ボストン美術館 日本美術の至宝」（平成25年1月1日～3月17日）  

アメリカ、ボストン美術館の所蔵品を通して、海を渡ったすぐれた日本美術について紹介する。 

(目標来館者数6万人) 
担当部課 学芸部企画課 事業責任者 特別展室研究員 森實久美子 

【実績・成果】 

・展覧会名 ボストン美術館 日本美術の至宝 

・会  期 平成 25年 1月 1日(火・祝)～3月 17日(日) (66日間) 

・会  場 九州国立博物館 特別展示室 

・主  催 九州国立博物館・福岡県、ボストン美術館、ＮＨＫ福岡放送局、ＮＨＫプラネット九州、西日本新聞社 

・作品件数 46件 

・来館者数 236,725人(目標 60,000 人) 

・入場料金 一般 1,500円、高大生 1,000円、小中生 600円 

・アンケート結果 満足度 89％ 

  

東洋美術の殿堂とも称されるボストン美術館が所蔵する 10万点以上におよぶ日本美術コレクションから、46件を厳選

して展示を行った。修復後世界初公開となる曽我蕭白の作品も含め、国宝・重文の指定を受けるにふさわしい優品がそろ

う、きわめて質の高い展示内容であった。全作品九州初上陸という話題性もあり、24万人近くの来館者を動員した。 

 

【補足事項】 

・各時代を代表する作品を厳選して展示を行った。展示は、第１章「仏の

かたち 神のすがた」、第２章「海を渡った二大絵巻」、第３章「静寂

と輝き―中世水墨画と初期狩野派―」、第４章「華ひらく近世絵画」、

第５章「奇才曽我蕭白」の全５章から構成される。 

・当館のほか、東京国立博物館、名古屋ボストン美術館、大阪市立美術館

に巡回するもので、当館は３会場目となり、通算 100万人目の来館者を

お迎えした。 

・教育普及事業として、日本美術コレクションの基礎を築いた３人の人物

にスポットをあて、収集作品との関わりなどを紹介するパネルを設置し

た。 

 

 

 
曽我蕭白筆 雲龍図 

 

 
導入部 教育普及パネル 

【定量的評価】項目 24 年度実績 目標値 評価 
経年

変化 

20 21 22 23 

来館者数 236,725 人 

 

60,000人 

 

Ｓ 

 

－ － － － 

総合評価 
○Ｓ  Ａ Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

ボストン美術館が誇る日本美術の優品の数々を、コレクション形成の歴史とともに紹介し、目標を超える

多くの来館者を迎え、高い満足度を得た。 

【中期計画記載事項】 

特別展等については、国内外の博物館と連携した我が国の中核的拠点にふさわしい質の高い展示を行う。また、積年

の研究成果の発表や時機に合わせた展示を企画し、国民の知的好奇心を刺激する展示を実施する。 

特別展の来館者数については、展示内容・展覧環境を踏まえた目標を設定し、その達成に努める。なお、展覧会来館者

の満足度を常に把握し改善を図る。特別展等の開催回数は概ね以下のとおりとする。 

(九州国立博物館) 

年 2～3回程度 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 114 －



 

 

【書式Ａ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 2131-1 

 

中項目 2 文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

事業名  (1) 展覧事業の充実 ③ 海外展 (1/2) 

【年度計画】 

(東京国立博物館) 

1) 海外展「仏教美術と宮廷の美」（平成24年2月17日～4月8日） 

会場：ヒューストン美術館（アメリカ） 

東京国立博物館所蔵の日本美術の優品を精選し展示。 

担当部課 学芸企画部企画課 事業責任者 学芸研究部調査研究課長 田良島哲 

【実績・成果】 

(東京国立博物館) 

・展覧会名 Elegant Perfection: Masterpieces of Courtly and Religious Art from Tokyo National Museum 

      開館記念特別展「仏教美術と宮廷の美 東京国立博物館コレクション」 

・開会期間 平成 24年 2月 19日（日） ～4月 8日（日） （51日間） 

・会  場 ヒューストン美術館（アメリカ、カロリン・ワイエス・ロー・ビルディング) 

・主  催 東京国立博物館、ヒューストン美術館 

・作品件数 26件（うち国宝 1件、重要文化財 2件、重要美術品 1件） 

・来館者数 18,629人 

 

 ヒューストン美術館において、日本美術の常設展示室開室を機に、東京国立博物館所蔵品の宮廷の美術及び仏教美術の

優品を紹介したことで、古来より受け継がれる日本の美意識を伝えることができた。 

【補足事項】 

陶磁・金工等の一部作品は 2年間の長期貸与を行い、引き続き同館日本室で

展示される。 

  

会場展示風景 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 経

年

変

化 

20 21 22 23 

来館者数 

 

18,629人 － 

 

－ 

 

－ － － － 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

海外からの要請等に応じて、海外において展覧会等を行うことにより、日本の優れた文化財をもとにした歴史と伝統文

化を紹介する。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 115 －

Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



 

 

 

【書式Ａ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 2131-2 

 

中項目 2 文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

事業名  (1) 展覧事業の充実 ③ 海外展 (2/2) 

【年度計画】 

(東京国立博物館) 

2) 海外展「天下一の翡翠色を持つ青磁」（10月16日～12月16日） 

会場：国立中央博物館（韓国）（特別協力・東京国立博物館） 

高麗青磁の美しさを紹介し、高麗時代の工芸文化における芸術的価値と歴史的意義に注目。 

担当部課 学芸企画部企画課 事業責任者 博物館教育課長 今井敦 

【実績・成果】 

(東京国立博物館) 

・展覧会名 海外展「天下第一 翡色靑磁」 

・開会期間 平成 24年 10月 16日(火) ～12月 16日(日) (56 日間) 

・会  場 韓国国立中央博物館企画展示室 

・主  催 韓国国立中央博物館 

・特別協力 東京国立博物館 

・作品件数 299件（うち、国内作品 20件、東京国立博物館所蔵品 3件） 

・来館者数 43,800人 

 

韓国に所在する作品とともに日本に伝わる作品を展示して、高麗青磁の工芸の美と歴史的な価値を紹介したことで、高

麗時代の陶磁文化をより立体的に理解してもらうとともに、高麗青磁の鑑賞機会の拡大を図ることができた。 

 

【補足事項】 

 

 

青磁透彫唐草文箱 

高麗時代・12世紀 

東京国立博物館蔵 

 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 経

年

変

化 

20 21 22 23 

来館者数 

 

43,800人 － 

 

－ 

 

－ － － － 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

海外からの要請等に応じて、海外において展覧会等を行うことにより、日本の優れた文化財をもとにした歴史と伝統文

化を紹介する。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 116 －



 

【書式Ａ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 2211-1 

 

中項目 2 文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

事業名 (2) 教育活動の充実  ①学習機会の提供(1/3) 

【年度計画】 

(4館共通) 

1)(略) 

(東京国立博物館) 

1)日本の歴史・文化及びアジア諸地域の歴史・文化の理解促進を図るための教育普及の先導的事業を実施する。本館２０

室を教育普及スペース「みどりのライオン」と位置づけ、適宜、小講堂等も活用し、内容に応じた環境を設定しながら

事業を展開する。 

○ファミリー向け教育普及的展示企画「親と子のギャラリー」の実施 

・特集陳列「親と子のギャラリー 日本美術のつくり方 Ⅲ」（7月24日～9月2日） 

○体験型プログラムの実施 

・特集陳列「親と子のギャラリー 日本美術のつくり方 Ⅲ」など、総合文化展（平常展）に関連した一般向け及びフ

ァミリー向けのギャラリートークやアクティビティを実施する。 

・本館２０室「みどりのライオン」において、ハンズオン体験コーナー「日本のもようでデザインしよう」を継続して

実施する。 

・正月企画「博物館に初もうで」に関連して、ワークシートを用いたアクティビティを実施する。 

○教育的展示及びイベント「博物館でお花見を」（平成24年3月20日～4月15日）の実施 

2) 3)(略) 

担当部課 学芸企画部博物館教育課 事業責任者 教育普及室長 伊藤信二 

【実績・成果】 

(東京国立博物館) 

1)総合文化展鑑賞の手がかりとして、展示や作品に関連した企画実施を通じ、伝統文化の理解促進に寄与し、伝統文化へ

の興味関心をより高めることができた。教育普及スペース「みどりのライオン」は、本館20室にて24年12月末まで計画

通り実施し、その後工事による閉室に伴い規模を縮小して実施した。「みどりのライオン」の会場を本館20室から本館

19室及び本館地下へ移動するための工事であり、再開時（25年度内の予定）には、展示室に近い本館地下にレクチャー

スペース、ワークショップスペース、かねてより要望の多い学校用ロッカー(予約制)を確保し、学校単位での利用等が

より一層期待できるものである。 

○特集陳列「親と子のギャラリー 日本美術のつくり方 Ⅲ」を実施し、本館の展示作品を「つくり方」という切り口で

分かりやすく伝えることができた（24年7月24日～9月2日） 

○体験型プログラムの実施 

・総合文化展関連の一般向け及びファミリー向けギャラリートークを4回実施した。（24年8月2日、10日、21日、31日） 

・「みどりのライオン」は、24年4月1日より25年1月14日まで本館20室にて実施し、その後パネル展示のみを本館特別4

室にて継続した。ハンズオン体験コーナー「日本のもようでデザインしよう」は24年12月23日まで実施し、その後は

休止した。 

・正月企画「博物館に初もうで」関連のワークシートを用いたアクティビティを実施した。（25年1月2日、3日） 

○「博物館でお花見を」（24年3月20日～4月15日）では会期中「花見で一句」には293の投句があり、6名が入選。また、

鑑賞ガイド、スタンプラリー、ボランティアによるガイドツアーなどを関連事業として行った。 

○特別展の鑑賞手引きとしてジュニアガイドの制作、配布を行った。 

【補足事項】 

○本館20室でのアクティビティ、ワークショップ 

・ハンズオン体験コーナー「日本のもようでデザインしよう」24年4月1日～12

月23日 合計79,628人 

・ハンズオン体験コーナー「東博ヘビ三昧・新春カードをデザインしよう・

トーハク140周年すごろく25年1月2日・3日 3,008人 

○本館20室以外でのアクティビティ 

総合文化展関連ワークショップ31回369人、特別展関連ワークショップ4回

133人。 

・東洋館でのアクティビティ「アジアの占い」25年1月16日～ 

  

ギャラリートーク「4つの技法紹介」 

（親と子のギャラリー「日本美術の 

つくり方Ⅲ」関連事業） 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 経年

変化 

20 21 22 23 

－ － － － － － － － 
総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

学校、社会教育関係団体、国内外の博物館等と連携協力しながら、講演会、作品解説、スクールプログラム、ワークシ

ョップ等の学習機会を提供する。また、参加者数についてはその都度、目標を設定する。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 117 －

Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



 

【書式Ａ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 2211-2 

 

中項目 2 文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

事業名 (2) 教育活動の充実  ①学習機会の提供(2/3) 

【年度計画】 

(4館共通) 

1)キャンパスメンバーズ(学校法人会員制度)による大学等との連携を継続して実施する。 

(東京国立博物館) 

1)(略)  

2)学校との連携事業を推進する。 

・スクールプログラム（鑑賞支援・体験型プログラム等）を継続して実施する（小・中・高校生対象）。 

・職場体験の受け入れを継続して行う（中・高校生対象）。 

・全国高等学校美術・工芸教育研究会所属教員のための研修を継続して実施する。 

・教員鑑賞会・ガイダンスを継続して実施する。 

3)(略) 

担当部課 総務部総務課 

学芸企画部博物館教育課 

事業責任者 課長 樋口理央 

教育普及室長 伊藤信二 

【実績・成果】 

(4館共通) 

1)国立博物館と大学等との連携を図り、歴史・伝統文化に対する理解促進に寄与し、博物館が所蔵する文化財を核とした

学ぶ場を提供することができた。加入校数38校、団体利用を含み17,905名の学生が本制度を利用し入館した。 

(東京国立博物館) 

2)学校との連携事業を計画通り実施した。 

・スクールプログラムを実施し、児童生徒に対し目的、学年、人数などに応じたプログラムを提供することで、充実した

鑑賞体験の提供に寄与した。また、伝統文化への興味関心を高め、理解を促した。 

・職場体験として、26校86人を受け入れた。 

・全国高等学校美術・工芸教育研究会所属教員のための研修(共催：東京藝術大学)は24年7月25日～27日の3日間で開催し、

39名が参加した。展示のみならず博物館への理解を深め、利用について検討するきっかけとなる研修を提供した。 

・教員鑑賞会・ガイダンスは5回実施し、計874人が参加した。 

【補足事項】 

 

2)スクールプログラムでは、ガイダンス、鑑賞支援プログラム、体験型プロ

グラムなど11のコースを設け、162校8,050人に対して実施した。また、大

学生、専門学校生及び教育関連機関の見学対応を16校921人を対象に行っ

た。 

 

 

  

スクールプログラム 

「じっくり見る東博」実施の様子 

（本館 3室） 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 経年

変化 

20 21 22 23 

キャンパスメンバーズ加入校数 38校 － － 29 35 35 37 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

学校、社会教育関係団体、国内外の博物館等と連携協力しながら、講演会、作品解説、スクールプログラム、ワークシ

ョップ等の学習機会を提供する。また、参加者数についてはその都度、目標を設定する。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 118 －



 

【書式Ａ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 2211-3 

 

中項目 2 文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

事業名 (2) 教育活動の充実  ①学習機会の提供(3/3) 

【年度計画】 

(4館共通) 

1)(略) 

(東京国立博物館) 

1)2)(略) 

3)文化財について分かりやすく理解するための列品解説・月例講演会・記念講演会・連続講座・教育普及イベント等を継

続して実施する。 

   (講演会等の目標) 参加者数 計7,830人(実施回数 計77回程度) 

・講演会   参加者数3,500人(実施回数20回程度)  

・列品解説等 参加者数4,000人(実施回数55回程度) 

・連続講座  参加者数  250人(実施回数 1回程度) 

・公開講座  参加者数   80人(実施回数 1回程度) 

担当部課 博物館教育課 事業責任者 教育講座室長 丸山士郎 

【実績・成果】 

(東京国立博物館) 

3)文化財について分かりやすく理解するための列品解説・月例講演会・記念講演会・連続講座を継続して実施した。 

 参加者数 計13,193人(実施回数 計126回) 

・講演会   参加者数6,952人(実施回数31回) 

  うち月例講演会1,791人(12回)、記念講演会3,682人(12回)、テーマ別講演会1,051人(4回)、その他講演会428人(3回) 

・列品解説等 参加者数 5,805人(実施回数90回) 

・連続講座  参加者数 303人(実施回数1回) 

・公開講座  参加者数 133人(実施回数4回) 

【補足事項】 

・その他展示に関連する事業 4回・1,689人 

24年 5月 15日 恩賜上野動物園・国立科学博物館連携事業 

「上野の山でキリンめぐり」 30人 

24年 8月 16日 特別展「青山杉雨の眼と書」関連 

「書のデモンストレーション(席上揮毫会) 385人 

24年 1月 31日 特別展「書聖 王羲之」関連 

「書のデモンストレーション(席上揮毫会)」 1,053 人 

25年 3月 9日 特別展「飛騨の円空―千光寺とその周辺の足跡」関連  

芸大生の打楽器コンサート「木の声、森の音」 221人 

 

 
 

25年 1月の列品解説 

（会場：25年 1月東洋館にオープンの 

TNM&TOPPANミュージアムシアター） 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 

経

年

変

化 

20 21 22 23 

講演会等の参加者数 

     実施回数 

うち 

講演会参加者数 

実施回数 

列品解説等参加者数 

     実施回数      

連続講座参加者数 

実施回数      

公開講座参加者数 

実施回数 

13,193人 

126回 

 

6,952人 

31回 

5,805人 

90回 

303人 

1回 

133人 

4回 

7,830 人 

77回 

 

3,500 人 

20回 

4,000 人 

55回 

250人 

1回 

80人 

1回 

Ｓ 

Ｓ 

 

Ｓ 

Ｓ 

Ａ 

Ｓ 

Ａ 

Ａ 

Ｓ 

Ｓ 

12,332 

132 

 

7,134 

29 

4,774 

101 

356 

1 

68 

1 

12,546 

153 

 

5,600 

24 

6,550 

126 

320 

1 

76 

2 

13,319 

126 

 

9,290 

39 

3,659 

83 

278 

1 

92 

3 

12,664  

112 

 

8,224 

32 

3,963 

76 

380 

1 

97 

3 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

学校、社会教育関係団体、国内外の博物館等と連携協力しながら、講演会、作品解説、スクールプログラム、ワークシ

ョップ等の学習機会を提供する。また、参加者数についてはその都度、目標を設定する。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 119 －

Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



 

【書式Ａ】 施設名 京都国立博物館 処理番号 2212-1 

 

中項目 2 文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

事業名 (2) 教育活動の充実  ①学習機会の提供(1/2) 

【年度計画】 

(4館共通) 

1)キャンパスメンバーズ(学校法人会員制度)による大学等との連携を継続して実施する。 

(京都国立博物館) 

1)～3) (略) 

4)小中学生向けに展示解説を行う「少年少女博物館くらぶ」を実施する。 

5)展示品解説シートとしての博物館ディクショナリーを作成し、館内で配布する。併せてメールマガジンでの配信を行う。 

 

担当部課 学芸部 

総務課 

事業責任者 教育室長 山川 暁 

課長 植田義雄 

【実績・成果】 

(4館共通) 

1)キャンパスメンバーズを継続し、大学と連携(30校)した。 

(京都国立博物館) 

4)小中学生向け展示解説「少年少女博物館くらぶ」を実施し、ワークシートを館内で常時配布した。(2回・85人) 

5)展示品解説シートとして博物館ディクショナリーを作成し、館内で配布、メールマガジンでの配信を行った。（1回） 

 ・京都市内の小中学校へ高精細デジタル複製による美術品を題材とする訪問授業を行った（8回・参加児童613人） 

・展覧会内容の理解を深めるための一般向け鑑賞ガイドを作成し、館内で配布した。（2回） 

・「留学生の日」を実施した。(24年 11月 4日) 

 

【補足事項】 

・「少年少女博物館くらぶ」は、小中学生向けのギャラリー・トークとして、本年も特

別展「大出雲展」にて実施した。 

・小中学校への訪問授業は、ＮＰＯ法人京都文化協会、京都市教育委員会との連携事業

であり、当館の学生ボランティアである文化財ソムリエが講師を担当している。 

・外国人留学生の「留学生の日」来館者は、同伴者を含め 63 名。「宸翰 天皇の書」展

の観覧により文化財への理解を深める機会を提供し、留学生を通じて、日本の伝統文

化への理解増進を行った。 

 

少年少女博物館くらぶ 

 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 

経

年

変

化 

20 21 22 23 

キャンパスメンバーズ加入校数 
小中学生向け鑑賞会 参加者数 

実施回数 

30校 
85人 
2回 

 

－ 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

－ 

 

29 

24人 

1回 

 

30 

19人 

1回 

 

29 

19人 

1回 

 

 

30 

75人 

2回  

 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

学校、社会教育関係団体、国内外の博物館等と連携協力しながら、講演会、作品解説、スクールプログラム、ワークシ

ョップ等の学習機会を提供する。また、参加者数についてはその都度、目標を設定する。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 120 －



 

 

【書式Ａ】 施設名 京都国立博物館 処理番号 2212-2 

 

中項目 2 文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

事業名 (2) 教育活動の充実  ①学習機会の提供(2/2) 

【年度計画】 

(4館共通) 

1)(略) 

 (京都国立博物館) 

1)展示・収蔵品に関連する講演会「土曜講座」を開催する。 

2)一般向け教育普及事業として「夏期講座」を開催する。 

3)京都市内4美術館・博物館連携の「京都ミュージアムズ・フォー連携講座」を行う。 

4)5) (略)  

（講演会等の目標）参加者数 計2,760人（実施回数 計17回程度） 

・土曜講座  参加者数2,000人（実施回数15回程度） 

・夏期講座  参加者数  570人（実施回数1回(3日間)程度） 

・「京都ミュージアムズ・フォー連携講座 

参加者数  190人（実施回数1回程度） 

担当部課 学芸部 事業責任者 教育室長 山川 暁 

【実績・成果】 

(京都国立博物館) 

1)展示・収蔵品に関連する講演会「土曜講座」(16回・2,682人)及び記念講演会（1回・215人）を開催した。 

2)一般向け教育普及事業として「夏期講座(文学と美術Ⅲ)」を開催した。(24年8月1日～8月3日)(1回3日・213人) 

3)京都市内4美術館・博物館連携の「京都ミュージアムズ・フォー連携講座」を土曜講座と合同で開催した(1回・119人) 

○「社会科教員のための向上講座」を実施した。(24年 10月 24日・40人) 

【補足事項】 

・土曜講座・夏期講座については、従来平常展示館講堂にて開催してきたところ、展

示館建替工事のため、講堂も閉鎖され事業の継続が危ぶまれたが、学習機会の継続

的な提供を続けるため、外部の施設を借りて実施した。 

・土曜講座は 25 年 3 月末現在で 1,737 回を数える当館の伝統的な普及活動で、参加者

から高い評価を得ている。 

・夏期講座も例年東京などから泊まりがけで参加される聴講者も多数おり、見学会も合

わせ好評を博している。 

・「社会科教員のための向上講座」については、京都市内の小中学校で社会科を担当す

る教員を対象として、講義と特別展のギャラリートークを行った。 

 

 
 

夏期講座 見学会風景 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 

経

年

変

化 

20 21 22 23 

講演会等の参加者数 

実施回数 

 うち土曜講座 参加者数 

        実施回数 

うち記念講演会 参加者数 

実施回数 

うち夏期講座 参加者数 

        実施回数 

うち社会科教員のための向上講座 

実施回数 

 

(土曜講座の内数)「京都ミュージア

ムズ・フォー連携講座」参加者数 

        実施回数 

3,150人 

19回 

2,682人 

16回 

215人 

1回 

213人 

1回（3日間） 

40人 

1回 

 

 

119人 

1回 

2,480人(のべ2,760人) 

17回 

2,000人 

15回 

－ 

－ 

190人(のべ570人) 

1回(3日間) 

－ 

－ 

 

 

190人 

1回 

Ａ 

Ａ 

Ａ 

Ａ 

－ 

－ 

Ａ 

Ａ 

－ 

－ 

 

 

Ｃ 

Ａ 

3,413 

37 

3,254 

36 

－ 

－ 

159 

1 

－ 

－ 

 

 

－ 

－ 

3,002 

21 

2,791 

19 

－ 

－ 

179 

1 

32 

1 

 

 

－ 

－ 

2,313 

17 

2,076 

15 

－ 

－ 

205 

1 

32 

1 

 

 

－ 

－ 

1,450 

15 

1,199 

13 

－ 

－ 

193 

1 

58 

1 

 

 

158 

1 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

学校、社会教育関係団体、国内外の博物館等と連携協力しながら、講演会、作品解説、スクールプログラム、ワークシ

ョップ等の学習機会を提供する。また、参加者数についてはその都度、目標を設定する。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 121 －

Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



 

 

【書式Ａ】 施設名 奈良国立博物館 処理番号 2213-1 

 

中項目 2 文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

事業名 (2) 教育活動の充実  ①学習機会の提供(1/2) 

【年度計画】 

(4館共通) 

1)キャンパスメンバーズ(学校法人会員制度)による大学等との連携を継続して実施する。 

(奈良国立博物館) 

1)小中学校との連携 

・奈良県内の小中学校にメールマガジンを配信する。 

・奈良市内の公立小中学校に博物館だよりを送付する。 

・奈良市内の小学校５年生を中心に、幼稚園児から中学3年生までを対象に奈良市教育委員会と連携して世界遺産学習

を実施する。 

・中学生の職場体験学習を受け入れる。 

2)(略) 

3)奈良市教育委員会と連携して教員の研修を受け入れる。 

4)地下回廊のタッチパネル式学習端末機で名品のハイビジョン映像等を公開する。 

5)地下回廊で仏像模型及びパネルを用いて、文化財に関する情報を継続的に公開する。 

担当部課 総務課渉外室 

学芸部教育室 

事業責任者 総括専門職員 森継明広 

室長 岩井共二 

【実績・成果】 

(4館共通) 

1)キャンパスメンバーズへの入会及び更新を積極的に進めてきた結果、本年度までで入会校数は27校、大学との連携を継

続した。 

(奈良国立博物館) 

1)小中学校との連携 

・奈良県内の小中学校222校に対してメールマガジンの配信を行った。 

・『奈良国立博物館だより』は、奈良市内の全小中学校への郵送配布を行った。 

・世界遺産学習事業は、奈良市内小学校5年生35校、合計2,428名に対して実施した。 

・中学生の職場体験を3校6人受け入れた。 

3)奈良市教育委員会と連携した教員への研修を8月26日に行い、150人の参加者を得た。 

4)地下回廊のタッチパネル式学習端末機で、収蔵品の中から名品の画像を公開した。 

5)地下回廊で仏像模型及びパネルを用いて、文化財に関する情報を継続的に公開した。 

【補足事項】 

 

    

       タッチパネル式学習端末機（地下回廊）        仏像模型（地下回廊） 

 
【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 経

年

変

化 

20 21 22 23 

キャンパスメンバーズ加入校数 27校 － － 25 27 28 28 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

学校、社会教育関係団体、国内外の博物館等と連携協力しながら、講演会、作品解説、スクールプログラム、ワークシ

ョップ等の学習機会を提供する。また、参加者数についてはその都度、目標を設定する。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 122 －



 

【書式Ａ】 施設名 奈良国立博物館 処理番号 2213-2 

 

中項目 2 文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

事業名 (2) 教育活動の充実  ①学習機会の提供(2/2) 

【年度計画】 (4館共通)  1)(略) 

(奈良国立博物館)  1),3)～5) (略) 

2)講座等の開催 

・仏教美術等に関するサンデートークを定期的に実施する。 

・特別展等に際してシンポジウム、フォーラム及び公開講座等を開催する。 

・一般向け教育普及事業として夏季講座を開催する。 

・特別陳列に因み、伝統的行事を体験する催しを実施する。 

・文化財保存修理所の一般公開を行い、文化財保存の意義についての啓蒙に努める。 

（講演会等の目標）参加者数 計2,600人（実施回数 計25回程度） 

・特別展等講座  参加者数1,500人（実施回数12回程度） 

・夏季講座    参加者数  500人（実施回数 1回程度） 

・サンデートーク 参加者数  600人（実施回数12回程度） 

担当部課 学芸部教育室 事業責任者 室長 岩井共二 

【実績・成果】 

(奈良国立博物館) 

2)講座等の開催 

・サンデートークは毎月第3日曜日に実施し、実績は12回、合計844人の参加があり、アンケート結果では85％の満足度が

得られた。 

・公開講座は、3つの特別展及び3つの特別陳列の会期中に実施した。公開講座の実施回数は、合計15回、2,002人の参加

があり、平均満足度は85％を得た。その他、特別展「解脱上人貞慶」に関連して「解脱上人 貞慶フォーラム」を実施

した。 

・正倉院展に関連したシンポジウムは「正倉院学術シンポジウム2012 正倉院の近代～壬申検査から140年～」と題して

24年11月4日に実施し、4人のパネラーにより基調講演と討論を行った。170人の参加を得、満足度は81％であった。 

・夏季講座は、今年は第41回目を迎え、奈良県新公会堂で開催した。「鎌倉時代の南都仏教」と題し、24年8月21日～23

日の3日間に実施、講師は計9人、438人の参加があった。 

・特別陳列「お水取り」では、東大寺の協力のもと、「お水取り「講話」と「粥」の会」を25年2月10日に実施し、39人の

参加があった。 

・文化財保存修理所の一般公開は、25年2月15日に3回実施し、計96人の参加があった。 

○講演会等の実績 総計29回・参加者3,454人 

特別展等講座16回・参加者2,172人（うち公開講座15回・2,002人、シンポジウム1回・170人）、夏季講座1回(3日間)・

参加者438人、サンデートーク12回・参加者844人 

【補足事項】 

 

 

「解脱上人貞慶フォーラム」 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 

経

年

変

化 

20 21 22 23 

講演会等の参加者数 

       実施回数 

うち特別展等講座参加者数 

        実施数 

うち夏季講座  参加者数 

        実施回数 

うちサンデートーク参加者数 

        実施数 

3,454人 

29回 

2,172人 

16回 

438人 

1回 

844人 

12回 

2,600人 

25回 

1,500人 

12回 

500人 

1回 

600人 

12回 

Ａ 

Ａ 

Ａ 

Ａ 

Ｂ 

Ａ 

Ａ 

Ａ 

3,655 

32 

2,706 

19 

362 

1 

587 

12 

3,421 

33 

2,043 

16 

391 

1 

584 

11 

3,349 

28 

2,172 

15 

556 

1 

621 

12 

3,006 

28 

1,839 

15 

522 

1 

645 

12 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

学校、社会教育関係団体、国内外の博物館等と連携協力しながら、講演会、作品解説、スクールプログラム、ワークシ

ョップ等の学習機会を提供する。また、参加者数についてはその都度、目標を設定する。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 123 －

Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



 

【書式Ａ】 施設名 九州国立博物館 処理番号 2214-1 

 

中項目 2 文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

事業名 (2) 教育活動の充実  ①学習機会の提供(1/3) 

【年度計画】 

(4館共通) 

1)(略) 

(九州国立博物館) 

1)博物館における体験型事業の充実を図る。 

・教育普及ゾーンで活用する様々な教育キットの開発 

・幅広い層に向け体験活動の促進を図るため、教育活動の場を提供 

・アジア諸国の文化を理解する様々な体験学習プログラムの開発 

2)～9) (略) 

 

担当部課 交流課 事業責任者 教育普及室主任研究員  進村真之 

【実績・成果】 

(九州国立博物館) 

1) 博物館における体験型事業を継続して実施した。 

 ・教育普及ゾーン（体験型展示室「あじっぱ」）で活用する様々な教育キットの開発を行った。 

 ・イベントや「茶道体験」等、幅広い層に向け体験活動の促進を図るため、教育活動の場を提供した。 

 ・体験型展示室「あじっぱ」にて、アジア諸国の文化を理解する様々な体験学習プログラムを実施した。 

 

【補足事項】 

(九州国立博物館) 

1) 

・九州国立博物館の 3次元プリンターを用いて、「貝輪・貝符をつけてみよう」

のキットを制作した。 

 ・展示中の埋もれ木を題材とした布絵本「うもれぎくん」をボランティア中心

に制作した。 

 ・夏休み子ども向けイベント「いこうよ！あじっぱ夏祭り」（24年 7月 28日、

29 日）を行い、「お面つくり」「拓本」「アジアの衣装体験」「コマつくり」

等のコンテンツを提供した。 

 ・茶室にて茶道初心者に対して茶道体験を実施した。 

  （「親子で茶道体験」対象：小・中・高校生とその保護者、「はじめての茶道

体験」対象：高校生以上 各月 1回実施） 

 ・体験型展示室「あじっぱ」における特集展示を行った。 

  （「アジアのまきまきファッション」、「芦屋釜のヒミツ」、「久留米絣」等） 

・イベントの告知や体験の募集等を掲載した、「わくわく通信」を年間 4 回発

行し、近隣の小学生に配布を行った。 

 

  

体験型展示室「あじっぱ」 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 経

年

変

化 

20 21 22 23 

－ － － － － － － － 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

学校、社会教育関係団体、国内外の博物館等と連携協力しながら、講演会、作品解説、スクールプログラム、ワークシ

ョップ等の学習機会を提供する。また、参加者数についてはその都度、目標を設定する。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 124 －



 

【書式Ａ】 施設名 九州国立博物館 処理番号 2214-2 

 

中項目 2 文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

事業名 (2) 教育活動の充実  ①学習機会の提供(2/3) 

【年度計画】 

(4館共通) 

1)キャンパスメンバーズ(学校法人会員制度)による大学等との連携を継続して実施する。 

(九州国立博物館) 

1)(略) 

2)学校教育との連携事業を実施する。 

・職場体験(中学生)の受け入れを実施 

・ジュニア学芸員(高校生)事業の実施 

・博物館活用の促進を図るため、教員研修の場の設置 

・学校貸出キット「きゅうぱっく」の貸し出しの実施  

3)～8)(略) 

9)放送大学の面接授業を実施する。 

担当部課 総務課 

交流課 

事業責任者 課長          阿部勝 

教育普及室主任研究員  佐藤茂史 

【実績・成果】 

(4館共通) 

1)キャンパスメンバーズ(学校法人会員制度)による大学等との連携を継続して実施した。 

(九州国立博物館) 

2)・16校66名の中学生・高校生の職場体験を受け入れ、博物館の機能などについて体験した。 

・高校生「ジュニア学芸員」は、6校27名の参加を得て計8回の継続プログラムで実施した。 

・高等学校初任者研修に係わる体験活動研修を希望する高等学校教員2名に対し、3日間の体験研修を実施した。また、高等

学校長期社会体験派遣研修員に係わる高等学校教員1名に対し、3ヵ月間の体験研修を実施した。 

・学校教育における「きゅうぱっく」及び博物館の活用に関する教員研修会を計4回実施した。 

・学校貸出キット「きゅうぱっく」の貸出を引き続き行い、56件の貸出を行った。 

9)放送大学の面接授業を実施した。（「美術工芸品に見る文化交流の諸相」24年11月10日、11日） 

【補足事項】 

(4館共通) 

1) 大学等との連携を継続させるため、今年度も募集、実施し、各教育機関(大学・

短期大学・高校)が新規及び継続で入会した。 

加入校内訳(大学 13校、短期大学 4校、専門学校 1校、高等学校 6校) 

・会員校へ出張講義を実施した。(1校) 

・会員校の学園祭に協賛した。(6校) 

・会員校へ博物館体験型講義を実施した。(1校) 

・特典の利用として文化交流展を 4,102 人、特別展を 4,541 人が観覧した。ま

た、パスポートを 2,054人（学生 1,867人、教職員 187人）が割引購入した。 

・会員校である筑紫台高等学校は、キャンパスメンバーズ制度を活用し、授業

のカリキュラムに当館の特別展観覧を組み込んでいる。 

 (九州国立博物館) 

2)・出前講座・授業実践支援事業を行った。 

  学校で実施される「総合的な学習」等に対応し、学校に出向いて博物館の機

能についての講義を行った。また、学校貸出キット「きゅうぱっく」を活用

した授業に関して、交流課職員がチーム・ティーチングなどで活動のサポー

トを行った。 

 

 
 

 
 

職場体験（中学生） 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 経

年

変

化 

20 21 22 23 

キャンパスメンバーズ加入校数 24校 

 

－ 

 

－ 

 

22 

 

29 

 

27 

 

28 

 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

学校、社会教育関係団体、国内外の博物館等と連携協力しながら、講演会、作品解説、スクールプログラム、ワークシ

ョップ等の学習機会を提供する。また、参加者数についてはその都度、目標を設定する。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 125 －

Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



 

【書式Ａ】 施設名 九州国立博物館 処理番号 2214-3 

 

中項目 2 文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

事業名 (2) 教育活動の充実  ①学習機会の提供(3/3) 

【年度計画】 

(4館共通) 

1)(略) 

(九州国立博物館) 

1)2)(略)  

3)シンポジウムを開催する。  

4)特別展記念講演会を開催する。 

5)文化交流展、特別展に関連した教育普及事業を実施する。 

6)ギャラリートークを随時実施する。 

7)文化施設等へ講師を派遣する。 

8)特別展の内容に親しみをもたせ、より良く理解するためのワークショップを開催するとともに、文化交流展示の内容と

も連携した事業展開を行う。 

9)(略) 

(講演会等の目標) 参加者数 計3,100人（実施回数計54回程度） 

・特別展記念講演会   参加者数  600人（実施回数 4回程度）   

・講演及びシンポジウム 参加者数1,300人（実施回数10回程度） 

・ミュージアムトーク  参加者数1,200人（実施回数40回程度） 

担当部課 学芸部企画課 事業責任者 課長 小泉惠英 

【実績・成果】 

(九州国立博物館) 

3) 国際シンポジウム「あじわい尽くすベトナム」を開催した。(11月18日開催)（詳細は処理番号3214参照） 

4) 今年度は特別展記念講演会を5回開催した。 

5) 今年度は講演会等を45回開催し、連続講座も開催した。また、展示内容と連動したバスツアーを企画、開催し、好評

を得た。 

6) 定例のミュージアムトークを52回開催し、展示だけでは伝わらない博物館活動の内容を紹介し、好評を博している。 

7) 文化施設等へ講師を派遣した。（福岡市 アクロス・文化学び塾等） 

8) 文化交流展、特別展に関連した教育普及事業としてワークショップ等を行った。 

【補足事項】 

(九州国立博物館) 

8) 

・特別展「平山郁夫」展では、日本画家を講師に招き、平山氏も訪れた太宰府天

満宮をスケッチする、ワークショップ「みんなのスケッチ体験教室」を行った。 

・トピック展示「江戸の粋、印籠」では、江戸時代のおしゃれアイテムであった

根付をオーブン粘土で制作する、ワークショップ「親子のための根付ワークシ

ョップ」を行った。 

 

 

 
ワークショップ 

「みんなのスケッチ体験教室」 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 

経

年

変

化 

20 21 22 23 

講演会等の参加者数 

実施回数 

うち特別展記念講演会   参加者数 

             実施回数 

うち講演及びシンポジウム 参加者数 

             実施回数 

うちミュージアムトーク  参加者数 

             実施回数 

8,354人 

102回 

966人 

5回 

4,918人 

45回 

2,470人 

52回 

3,100 人 

54回 

600人 

4回 

1,300 人 

10回 

1,200 人 

40回 

Ｓ 

Ｓ 

Ｓ 

Ａ 

Ｓ 

Ｓ 

Ｓ 

Ａ 

5,507 

56 

2,670 

11 

1,741 

8 

1,096 

37 

6,806 

73 

1,622 

6 

3,899 

25 

1,285 

42 

3,996 

64 

1,410 

9 

1,266 

11 

1,320 

44 

7,833 

89 

1,500 

7 

4,592 

39 

1,741 

43 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

学校、社会教育関係団体、国内外の博物館等と連携協力しながら、講演会、作品解説、スクールプログラム、ワークシ

ョップ等の学習機会を提供する。また、参加者数についてはその都度、目標を設定する。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 126 －



 

【書式Ａ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 2221-1 

 

中項目 2 文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

事業名 (2) 教育活動の充実  ②－1ボランティア活動の支援 

【年度計画】 

(東京国立博物館) 

1)館内案内、各種教育事業及びイベント等の補助活動、館内案内等の充実を図る。 

2)点字パンフレット、触知図、盲学校対応プログラム等による視覚障がい者対応、手話やコミュニケーションボード等に

よる聴覚障がい者への博物館案内等、バリアフリー活動を実施する。 

3)自主企画グループによる各種ガイドツアー等を継続して実施する。 

4)ボランティアの自主性を活かし、ボランティアデーなどにおいてボランティアの企画立案によるプログラムの充実を図

る。 

5)東京藝大学学生ボランティアによる活動を継続して実施する。 

担当部課 学芸企画部博物館教育課 事業責任者 ボランティア室長 鈴木みどり 

【実績・成果】 

(東京国立博物館) 

1)館内各所での案内・みどりのライオン体験コーナー・紹介コーナー、東洋館オアシスでの活動、職場体験の補助の他、

イベント班とワークショップ班による、年間を通した各種イベント・ワークショップの補助活動を実施。また、各活動

実施のための研修会・解説会を実施した。 

2)通年で触知図やコミュニケーションボード等を用いたバリアフリー活動を実施。バリアフリー対応班により、盲学校を

含む視覚障害者対応、点字パンフレットの印刷、自主企画グループにより手話通訳付きのガイドを実施した。 

3)全13の自主企画グループによるガイドツアー等の活動を実施し、新たに2グループの立ち上げ準備を行った。また、研

究員による、ボランティア活動のための研修会を実施した。 

4)通常の自主企画グループの活動の他に留学生の日・ボランティアデー・博物館でお花見をなどでの活躍の場を設け、よ

り自主性を持った活動を行えるよう支援した。また、ボランティアデーではボランティア活動 PR 隊を募集し、ボラン

ティアの企画立案によるボランティア活動紹介を実施した。 

5)総合文化展の作品解説をするギャラリートーク班 5人と、制作工程模型班 1人による活動を行った。 

【補足事項】 

1)教育普及事業の補助活動では、25年 1月から東洋館オアシスの体験コーナー

を開始するため、東洋館解説会、体験コーナー運営のための研修を実施した。 

2)バリアフリー活動として、点字パンフレットを 28 冊作成 、手話通訳付きガ

イドツアーとして「たてもの散歩ツアー」(隔月 1 回、全７回) 、「本館ハイ

ライトツアー」(全４回)を実施した。  

3)・各自主企画グループ及びボランティア活動 PR隊のガイド・ツアー等を実施

した。(461回 13,878人) 

 ・自主企画グループによるガイドツアーとして、13グループ（樹木ツアー、

浮世絵ガイド、本館ハイライトツアー、法隆寺宝物館ガイド、考古展示室

ガイド、陶磁ガイド、庭園茶室ツアー、お茶会、彫刻ガイド、英語ガイド、

こどもたちのアートスタジオ、たてもの散歩ツアー、たんけんマップツア

ー）が活動した。また、新たに近代美術ガイド、東洋館ツアーの立ち上げ

を準備した。 

 ・生涯学習ボランティアに対する研修を行った。（52回、解説会 10回） 

5)東京芸術大学学生ボランティア制作工程模型班は平成 23・24年度 2ヵ年での

活動としており、24年度は完成した制作工程模型の展示及び関連の教育普及

事業を実施した。（ギャラリートーク 7回・ワークショップ 1回） 

同ボランティアギャラリートーク班は、総合文化展の作品解説を実施した。

（ギャラリートーク 29回） 

 

 

生涯学習ボランティアによる「触知図」

を使った館内案内とバリアフリー活動 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 経

年

変

化 

20 21 22 23 

ボランティア数 

うち生涯学習ボランティア登録者数 

うち東京芸術大学学生ボランティア数 

170人 

164人 

6人 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

171 

164 

7 

163 

155 

8 

159 

152 

7 

169 

163 

6 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

教育活動の充実に寄与するようボランティアを支援する。また、企業との連携や友の会活動の活性化に等により博物館

支援者の増加を図る。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。  順調 

－ 127 －

Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



 

 

【書式Ａ】 施設名 京都国立博物館 処理番号 2222-1 

 

中項目 2 文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

事業名 (2) 教育活動の充実  ②－1ボランティア活動の支援 

【年度計画】 

(京都国立博物館) 

1)調査・研究支援ボランティアを受け入れ、各種事業活動の充実を進める。 

2)大学生・大学院生ボランティアを育成し、小中学校への訪問授業を実施する。 

3)「京都・らくご博物館」において、大学生をボランティアとして起用する。 

担当部課 学芸部 事業責任者 教育室長 山川 曉 

【実績・成果】 

(京都国立博物館) 

1)収蔵品調査及び社寺調査の補助のため、調査・研究支援ボランティアを受け入れた。（21人） 

2)・京都市内の小中学校への訪問授業等を実施した。(8回) 

・大学生・大学院生ボランティア「文化財ソムリエ」を対象としたスクーリングを実施した。(20回) 

3)「京都・らくご博物館」において、大学生をボランティアとして起用した。 

【補足事項】 

1)各研究員の指導のもと、調査・研究支援ボランティアが収蔵品調査及び

社寺調査の補助を行った。 

 

2)「文化財ソムリエ」として登録している大学生・大学院生のボランティ

アが、当館研究員によるスクーリングを受けたのち、京都市内の小中学

校訪問授業において下記の通り講師を務めた。 

6月 29日  二条城北小学校 

7月 17日  南大内小学校 

9月 6日   嵯峨野小学校 

10月 10日 松ヶ崎小学校 

11月 6日  竹田小学校 

11月 19日 第四錦林小学校 

12月 3日  安朱小学校 

12月 12日 北野中学校 

 

 

 

 

文化財ソムリエによる訪問授業 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 

経

年

変

化 

20 21 22 23 

ボランティア数 

うち京都橘大学学生によるアンケートボランティア数 

うち調査・研究支援ボランティア数 

うち文化財ソムリエ数 

うちらくご博物館学生ボランティア数 

45人 

－ 

21人 

16人 

8人 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

30 

24 

6 

－ 

－ 

35 

18 

10 

7 

－ 

40 

18 

15 

7 

－ 

 

64 

18 

22 

14 

10 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

教育活動の充実に寄与するようボランティアを支援する。また、企業との連携や友の会活動の活性化に等により博物館

支援者の増加を図る。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 128 －



 

 

【書式Ａ】 施設名 奈良国立博物館 処理番号 2223-1 

 

中項目 2 文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

事業名 (2) 教育活動の充実  ②－1ボランティア活動の支援 

【年度計画】 

(奈良国立博物館) 

1)ボランティア新制度発足により、世界遺産グループ、解説グループ、サポートグループの各グループで新たな制度に基

づく活動をスタートさせる。 

2)ボランティアの資質向上を目的に、研修を実施する。 

3)勉強会等によって、ボランティア同士のグループ別学習の充実を図る。 

担当部課 ボランティア室 事業責任者 室長 清水 功 

【実績・成果】 

(奈良国立博物館) 

1)ボランティアの新制度発足に伴い新たにボランティアを公募し、書類選考、面接等を経て126人（24年4月時点。25年3

月末現在の登録数は121人）を採用し、世界遺産グループ、解説グループ、サポートグループの3つに分かれて4月から

活動を始めた。奈良市教育委員会との連携により、世界遺産学習として奈良市の35校の小学5年生（2,428人）を受け入

れた。受け入れるにあたって、担当ボランティア（世界遺産グループ）の解説指導と誘導のトレーニングを実施した。 

2)ボランティア全員に対して、名品展研修を毎月実施し、また特別展、特別陳列の開催ごとに展覧会担当者による展示内

容の研修を実施した。ボランティア全員に全ての展覧会図録を配布し、解説と自己鍛錬のための学習資料とした。 

正倉院展の会期中に、ボランティアによる講堂解説を実施した。この事業に関しては、教育室がスライド資料と原稿を

作成し、ボランティア室が約1ヵ月間の練習の立会と指導をした。 

3)ボランティアのグループ別に、毎月の勉強会を実施し、運営の指導に当たった。 

ボランティアによる自主企画プログラムの企画立案にあたり、学芸部や総務課の協力を得ながら、ミーティングの立会

と指導をし、プログラムを実施した。 

【補足事項】 

1)・新制度発足に伴い、規則や活動注意等を記載したボランティアハ

ンドブックを作成し、ボランティア全員に配布した。 

 ・世界遺産学習では、ボランティアが講堂でスライド学習を30分、

引き続いて、なら仏像館で展示案内30分の合計1時間のプログラ

ムを行った。 

2)・ボランティア間の通信誌「ぶりっじ」を、2ヵ月ごとに発行した。 

3)・ボランティアの企画立案による夏休み特別企画を 8 月に、「茶室

庭園案内ツアー」を 10月と 11月の 2回実施した。 

 ・特別陳列「古事記の歩んできた道」のツアー解説を 6月に、なら

仏像館の「ミニツアー解説」を 8月に、特別陳列「お水取り」の

ツアー解説を 25年 3月に、それぞれ実施した。 

 ・ボランティア間の交流と研修を兼ねて、寺社見学会を 25年 2月

と 3月に計 3回実施した。 

 ・名品展講堂解説のためのスライドと原稿を、ボランティア室指導

のもとに作成した。 
 

ボランティア活動風景 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 
経

年

変

化 

20 21 22 23 

ボランティア数 

うち世界遺産グループ数 

うち解説グループ数 

うちサポートグループ数 

121人 

42人 

43人 

36人 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

102 

－ 

－ 

－ 

98 

－ 

－ 

－ 

85 

－ 

－ 

－ 

87 

－ 

－ 

－ 
総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

教育活動の充実に寄与するようボランティアを支援する。また、企業との連携や友の会活動の活性化に等により博物館

支援者の増加を図る。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 129 －

Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



 

【書式Ａ】 施設名 九州国立博物館 処理番号 2224-1 

 

中項目 2 文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

事業名 (2) 教育活動の充実  ②－1ボランティア活動の支援 

【年度計画】 

(九州国立博物館) 

1)ボランティアを受け入れ、展示解説部会、教育普及部会、館内案内部会(日本語、英語、中国語、韓国語)、環境部会、

イベント部会、資料整理部会、サポート部会、学生部会の充実を図る。 

2)ボランティアに対し資質向上を目的に基礎研修・専門研修を実施する。 

3)ボランティア同士のグループ別学習の充実を図る。 

担当部課 交流課 事業責任者 ボランティア室主任研究員 上野知彦 

【実績・成果】 

(九州国立博物館) 

1)第３期ボランティアを中心とした主体的な活動を重視することによって、活動意欲の向上、活動の活性化・充実、そし

て市民視点の活動の創造等が行われた。 

2)ボランティア自身の企画・実施による研修等を積極的に実施することで、活動の資質の向上や活性化、発展が行われた。 

3)イベントやワークショップ等の実施においては、ボランティアの主体性・自主性を尊重した取り組みを行った。 

【補足事項】 

1)・活動の中心が第２期ボランティアから第３期ボランティアとスムーズに移行し、開館以来の活動に加え、新たな視点・

思いによる活動が加わり、活動の発展や充実が計られた。 

 ・各期ボランティア数 

  第２期ボランティア（20年 4月より活動）数 124名 

  第３期ボランティア（23年 4月より活動）数 184名 

 ・通常の活動においては、1日平均 30～40名、1ヵ月平均のべ 1,000名前後のボランテ

ィアが、主に午前と午後に分かれて活動。約 6割のボランティアが週 1回程度で活動。 

 ・日常の活動は、館内案内、あじっぱ（体験型展示室）における活動のサポート、文化

交流展示室の解説案内、博物館内のＩＰＭ活動。土日を中心とした手話通訳による案

内。 

 〔ボランティア対応数〕（事前申込・当日受付の総数） 

  展示解説：10,568名 館内案内（含手話）：6,854名 バックヤード：2,842名 

2)・活動の活性化・発展・創造やボランティアの資質向上を目的に、ボランティア自身の

意向に沿った研修や館外研修（視察・交流等）を実施した。 

 〔主な研修〕 

  障がい者接遇・英語解説講座・古代韓国歴史講座・古文書講座・ＩＰＭ関連講座 

 〔主な館外研修先〕 

  壱岐市立一支国博物館・下関市立長府博物館・下関市立烏山民俗資料館 

  大分市美術館・熊本県立装飾古墳館・芦屋釜の里・宗像大社宝物館 等 

3)・企画から実施まで、全てボランティアに担わせることで、イベントやワークショップ

のみならず、通常の活動においてボランティア自身や部会（グループ）の主体性や自

主性を高めることができた。 

 〔実施したイベント等〕 

  入館者 1000万人達成記念関連イベント「きゅうはくまつり」（24年 10月） 

  東日本大震災関連パネル展「福島からのげんき」（24年 10月） 

七夕飾り（24年 8月）・餅つき（25年 1月）・書き初め（25年 1月） 

 

 
視覚障がい者対応の様子 

（３Ｄコピー装置での出力物に

触れる） 

 

 
入館者 1000万人達成記念関連 

イベント「きゅうはくまつり」 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 

経

年

変

化 

20 21 22 23 

ボランティア数 

うち展示解説ボランティア数 

うち教育普及ボランティア数 

うち館内案内ボランティア数 

うち外国語通訳ボランティア数 

うち環境ボランティア数 

うちイベントボランティア数 

うち資料整理ボランティア数 

うちサポートボランティア数 

うち学生ボランティア数 

308人 

77人 

41人 

29人 

69人 

35人 

6人 

19人 

23人 

9人 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

388 

85 

70 

37 

77 

36 

13 

19 

30 

21 

345 

68 

62 

34 

71 

32 

11 

19 

29 

19 

288 

63 

53 

32 

53 

28 

10 

18 

19 

12 

355 

84 

48 

31 

89 

38 

10 

20 

25 

10 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

教育活動の充実に寄与するようボランティアを支援する。また、企業との連携や友の会活動の活性化に等により博物館

支援者の増加を図る。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 130 －



 

【書式Ａ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 2221-2 

 

中項目 2 文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

事業名 (2) 教育活動の充実  ②－2博物館支援者の増加 

【年度計画】 

(4館共通) 

企業との連携及び友の会活動等の会員制度の活性化を図る。 

1)会員制度によるリピーターの拡大に努める。 

2)会員制度利用者を対象とした事業を実施する。 

3)企業等と連携し、広報活動やイベントによる博物館の認知度向上に努める。 

4)公共交通機関等とのタイアップによる広報の充実に努める。 

5)展覧会事業への企業からの各種支援（協賛・協力）を募る。 

(東京国立博物館・奈良国立博物館) 

1)賛助会員制度の継続・拡充を図る。 

2)地域、企業との連携・拡充を図る。 

担当部課 総務部総務課 事業責任者 課長 樋口理央 

【実績・成果】 

(4館共通) 

1)入会時のプレゼント、イベント料金の割引を実施した。 

2)賛助会会員を対象に、感謝会ならびに特別展毎に特別鑑賞会を開催した。 

3)地域との連携、ＰＲにより認知度向上に努めた。 

4)ＪＲ、地下鉄など総合文化展、特別展のポスターの掲示に協力を図るなど、広告活動に努めた。また、上野ミュージア

ムウィークでは、そのＰＲとして山手線内各駅を中心に首都圏の駅への冊子の配置についてＪＲに協力いただいた。 

5)特別展「ボストン美術館 日本美術の至宝」において、三菱商事株式会社と共催で「障がい者内覧会」を実施した。 

(東京国立博物館・奈良国立博物館) 

1)企業へのＰＲ活動を積極的に行い、新規会員を増加させた。 

2)・日本大学共催で「柳瀬荘アート・教育プロジェクト」を開催した。 

 ・上野ミュージアムウィーク（上野のれん会との共催）、上野の山文化ゾーンフェスティバル（台東区との共催）及び

東京・春・音楽祭（東京・春・音楽祭実行委員会との共催）等、地域連携事業に参加した。 

【補足事項】 

(4館共通) 

1)継続案内を積極的に行い、リピーターの拡大に努めた。 

3)特別展におけるマスコミ各社との共催の他、上野のれん会、上野法人会、上

野の山文化ゾーン連絡協議会等に参加し、共同事業の実施や、ＰＲ活動への

協力を得るなどして、博物館活動の理解向上に努めた。 

4)当館 140 周年記念事業にあわせ、JR 東日本創立で記念事業「鉄道開業 140

周年記念 今昔クイズ散歩」に協力した。 

5)その他、キヤノン株式会社、J-WAVE、株式会社東京美術等から 140周年記念

事業他様々なイベントへの協力を得た。 

(東京国立博物館・奈良国立博物館) 

1)賛助会顕彰板の前にパンフを設置するなど、個別に制度の紹介をするなどし

た結果、個人維持会員加入者が増加した。(23年度から 31人増) 

2)・日本大学芸術学部との共催で所沢市教育委員会等の後援により「柳瀬荘ア

ート・教育プロジェクト」を開催した。（24年 10月 18日～11月 11日） 

 ・企業などへ個別訪問することにより、賛助会参加の企業が増加した。(23

年度から 9団体増) 
   

上野ミュージアムウィーク 

パンフレット 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 

経年

変化 

20 21 22 23 

友の会会員数 

パスポート会員数 

賛助会員数 

うち特別会員数 

うち維持会員数(団体) 

(個人) 

1,570人 

16,569人 

332件 

20団体 

43団体 

269人 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

1,913 

20,405 

196 

13 

26 

157 

2,085 

21,598 

218 

16 

24 

178 

1,412 

13,733 

235 

16 

28 

191 

1,802 

17,672 

292 

19 

35 

238 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

教育活動の充実に寄与するようボランティアを支援する。また、企業との連携や友の会活動の活性化に等により博物館

支援者の増加を図る。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 131 －

Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



【書式Ａ】 施設名 京都国立博物館 処理番号 2222-2 

 

中項目 2 文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

事業名 (2) 教育活動の充実  ②－2博物館支援者の増加 

【年度計画】 

(4館共通) 

企業との連携及び友の会活動等の会員制度の活性化を図る。 

1)会員制度によるリピーターの拡大に努める。 

2)会員制度利用者を対象とした事業を実施する。 

3)企業等と連携し、広報活動やイベントによる博物館の認知度向上に努める。 

4)公共交通機関等とのタイアップによる広報の充実に努める。 

5)展覧会事業への企業からの各種支援（協賛・協力）を募る。 

(京都国立博物館・奈良国立博物館) 

1)支援団体等が行う文化財の鑑賞会・見学会等に協力する。 

担当部課 総務課 

学芸部 

事業責任者 課長     植田義雄 

連携協力室長 山下善也 

【実績・成果】 

(4館共通) 

1)「友の会」事業（24年4月より「パスポート」へ名称変更）を継続し、リピーターの拡大に努めた。 

2)「友の会」会員（24年4月より「パスポート」へ名称変更）を対象とした事業を実施した。 

3)企業等と連携し、広報活動やイベントによる博物館の認知度向上に努めた。 

4)公共交通機関等とのタイアップによる広報の充実に努めた。 

5)22年度に設置した「ミュージアム・パートナー」制度について引き続き周知している。 

(京都国立博物館・奈良国立博物館) 

1)支援団体(社団法人清風会)が行う鑑賞会(4回)・見学会(5回)・会報(4回)の解説・執筆及び、総会の開催に協力した。

また、地域・機関との連携事業に協力した。 

【補足事項】 

(4館共通) 

1)24 年 4月より、機構内で統一するため、「友の会」から「パスポート」へ名称変更した。 

2）「パスポート」会員が当館ミュージアムショップにおいて、「パスポート」会員カードを提示すると、商品(書籍・グッ

ズ等)が 10%引きで購入できる等の特典がある。 

3)・毎週木曜に当館の展覧会やイベント等の情報をラジオ(FMCOCOLO)にて配信し、当館の認知度向上につながった。 

・人間国宝 桂米朝氏の所属している米朝事務所の制作協力による「京都・らくご博物館」を実施した。平常展示館

建替中に伴い、今年度は 2回実施した。 

・全館休館期間中に、アメリカンエキスプレス会員を対象に茶会を開催し、文化財保護基金の周知につとめた。 

・全館休館期間中に、ROSSO×ROSSO実行委員会が主催、当館が共催で「古代青銅鏡とフェラーリ F1美の競演」を開催

し、大盛況であった。（詳細は処理番号 4512-4-7を参照） 

4）・全館休館期間中に、京阪電気鉄道株式会社の特別協力による音楽イベント「音燈華」を庭園を利用して開催した。武

田高明氏の燈火による演出のもと、DEPAPEPE(デパペペ)が音楽を奏で、大盛況であった。 

  

 (京都国立博物館・奈良国立博物館) 

1)・「京都市内 4 館連携協力協議会」では、京都国立近代美術館、京都市美術館、京都文化博物館、京都国立博物館の 4

館が連携し、広報のための合同パンフレットを 67,000 部製作、連携講座やスタンプラリーを実施するなど事業内容

の充実を図るとともに、「友の会」の相互協力を行った。 

・京都市内博物館施設連絡協議会、第 27回国民文化祭京都市実行委員会の行う広報活動やイベント事業への協力を行った。 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 

経

年

変

化 

20 21 22 23 

パスポート会員数 

ミュージアム・パートナー会員数 

清風会会員数 

うち賛助会員数 

うち特別会員数 

うち普通会員数 

3,064人 

－件 

353人 

33人 

60人 

260人 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

2,932 

－ 

388 

34 

67 

287 

2,612 

－ 

389 

31 

63 

295 

2,468 

1 

391 

34 

61 

296 

2,667 

2 

373 

34 

61 

278 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

教育活動の充実に寄与するようボランティアを支援する。また、企業との連携や友の会活動の活性化に等により博物館

支援者の増加を図る。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 
 

－ 132 －



 

【書式Ａ】 施設名 奈良国立博物館 処理番号 2223-2 

 

中項目 2 文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

事業名 (2) 教育活動の充実  ②－2博物館支援者の増加 

【年度計画】(4館共通) 

企業との連携及び友の会活動等の会員制度の活性化を図る。 

1)会員制度によるリピーターの拡大に努める。 

2)会員制度利用者を対象とした事業を実施する。 

3)企業等と連携し、広報活動やイベントによる博物館の認知度向上に努める。 

4)公共交通機関等とのタイアップによる広報の充実に努める。 

5)展覧会事業への企業からの各種支援（協賛・協力）を募る。 

(東京国立博物館・奈良国立博物館) 

1)賛助会員制度の継続・拡充を図る。 

2)地域、企業との連携・拡充を図る。 

(京都国立博物館・奈良国立博物館) 

1)支援団体等が行う文化財の鑑賞会・見学会等に協力する。 

(奈良国立博物館) 

1)支援団体等との連携により施設を活用したイベント等を実施し、博物館支援の輪を広げる。 

2)支援団体等と連携し、展覧会の充実を図る。 

担当部課 総務課渉外室 事業責任者 総括専門職員 森継明広 

【実績・成果】(4館共通) 

1)パスポート会員 会員数 2,486 人(一般 2,397人、学生 65人、家族 24人) 

2)会員に夏季講座を優先的に受講できるようにした。 

3)株式会社日本香堂提供のラジオ番組で、展覧会のＰＲを行った。 

4)西日本旅客鉄道株式会社、近畿日本鉄道株式会社、阪神電気鉄道株式会社とタイアップし、特別展の広報を行った。 

5)他の主催者と連携し、企業等からの協賛・協力を募った。 

(東京国立博物館・奈良国立博物館) 

1)賛助会員 29団体 39人（特別支援会員：5団体、特別会員：5団体、一般会員(個人)：39人、(団体)：19団体） 

2)観光関連業界と連携し顧客層の開拓を行った。 

  奈良の観光イベント「ムジークフェストなら2012」、「ライトアッププロムナード・なら2012」、「なら燈花会」、 

「ならファンタージア YAMATO 新話」、「なら瑠璃絵」に対して協力した。 

(京都国立博物館・奈良国立博物館) 

1)支援団体等が主催する講演会等に会場を提供した。 

(奈良国立博物館) 

1)支援団体等が主催する展覧会の解説付の鑑賞会の実施に協力した。 

2)特別展の実施に際して企業等からの協力金を得て特別展の充実を図った。 

【補足事項】 

・前年度（24年 1月）から機構内

統一のため、友の会カードの名

称をパスポートに変更した。 

・賛助会員に対する特別観賞会を

実施するなど、あらゆる機会を

通じて会員獲得に対する努力を

行った。 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

ムジークフェストなら 2012 ならファンタージア 

YAMATO 新話 
株式会社日本香堂の

寄附により作成した

『仏像を観る』表紙 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 

経

年

変

化 

20 21 22 23 

パスポート会員数 

賛助会員数 

うち特別支援会員数 

うち特別会員数 

うち一般会員数 

2,486人 

68件 

5団体 

5団体 

58件 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

2,815 

49 

6 

1 

42 

2,799 

56 

5 

2 

49 

3,180 

64 

4 

4 

56 

2,615 

65 

5 

5 

55 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

教育活動の充実に寄与するようボランティアを支援する。また、企業との連携や友の会活動の活性化に等により博物館

支援者の増加を図る。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 133 －

Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



 

【書式Ａ】 施設名 九州国立博物館 処理番号 2224-2 

 

中項目 2 文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

事業名 (2) 教育活動の充実  ②－2博物館支援者の増加 

【年度計画】 

(4館共通) 

企業との連携及び友の会活動等の会員制度の活性化を図る。 

1)会員制度によるリピーターの拡大に努める。 

2)会員制度利用者を対象とした事業を実施する。 

3)企業等と連携し、広報活動やイベントによる博物館の認知度向上に努める。 

4)公共交通機関等とのタイアップによる広報の充実に努める。 

5)展覧会事業への企業からの各種支援（協賛・協力）を募る。 

(九州国立博物館) 

1)近隣地域の諸団体や支援団体等と連携したイベントの実施及び広報活動の充実を図る。 

担当部課 総務課 

広報課 

交流課 

事業責任者 課長   阿部勝 

課長   梶村正年 

事務主査 藤﨑秀典 

【実績・成果】 

(4館共通) 

1)「友の会」等の会員制度を継続して実施した。 

2)「友の会」会員を対象に、季刊情報誌「アジアージュ」、トピック展示チラシ等の送付を行った。 

3)企業等と連携し、広報活動を行った。 

4)特別展においては、公共交通機関等とのタイアップにより広報活動を実施した。  

5)展覧会事業への企業からの各種支援を得た。 

(九州国立博物館) 

1)支援団体や近隣地域と連携したイベントを実施し、広報活動の充実を図った。 

【補足事項】 

(4館共通) 

3)「江戸の粋、印籠 フィンランド・クレスコレクション」のＣＭを映画館（ワーナー

マイカルシネマズ＜大野城・筑紫野・福岡・戸畑・熊本＞）とテレビで放映した。 

4)トピック展示・特別展においては、ＪＲ、西鉄電車とのタイアップにより広報活動を

実施した。 

(九州国立博物館) 

1)支援団体や近隣地域と連携したイベント 

・館内ボランティアや九州国立博物館を愛する会と協力して「九博こどもフェスタ」を

開催した。また同時に周辺小学校の協力を得て、「筑紫地区児童画展」を実施した。 

・福岡女子短期大学（太宰府市）と連携して館内のカフェで定期的にコンサートを実施

した。 

・開館以来、７年連続で国の重要無形文化財である博多祇園山笠の飾り山をエントラン

スホールで展示した。この事業は、西日本新聞社と九州国立博物館振興財団との共同

事業として実施した。 

・内容を勘案した上で、自治体等が主催するイベントを受け入れ、各団体との連携を強

化した。これらの様々なイベントの実施により来館者へのサービスが促進された。 

・支援団体である九州国立博物館を愛する会、観光協会への内覧会を行った。 

 

  

飾り山笠 

 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 経

年

変

化 

20 21 22 23 

友の会会員数 

パスポート会員数 

196人 

4,224人 

－ 

－ 

－ 

－ 

154 

3,120 

206 

3,914 

144 

3,318 

117 

3,093 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

教育活動の充実に寄与するようボランティアを支援する。また、企業との連携や友の会活動の活性化に等により博物館支

援者の増加を図る。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 134 －



 

 

【書式Ａ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 2231 

 

中項目 2 文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

事業名 (2) 教育活動の充実  ③大学との連携 

【年度計画】 

(東京国立博物館、奈良国立博物館、九州国立博物館) 

1)インターンシップを継続して実施する。 

(東京国立博物館) 

1)東京藝術大学との連携事業を継続して実施する（大学院生対象）。 

2)キャンパスメンバーズへの教育連携事業を実施する。 

担当部課 学芸企画部博物館教育課 事業責任者 教育普及室長 伊藤信二 

ボランティア室長 鈴木みどり 

【実績・成果】 

(東京国立博物館、奈良国立博物館、九州国立博物館) 

1)博物館学芸員を目指す学生の学習意欲の喚起及び高い職業意識の育成を目的として、大学院生を対象にインターンシ

ップを募集し、17大学 23名を受け入れた。それぞれ学芸研究部・学芸企画部の 10部署で 10～30日間の活動を行った。 

(東京国立博物館) 

1)東京芸術大学の学生ボランティアを募集し、ギャラリートーク班5名、制作工程模型班1名が活動した。ギャラリート

ーク班では大学院生と当館研究員が連携して準備を行い、総合文化展の解説を行った。制作工程模型班では館蔵の国

宝「紅白芙蓉図」の制作工程模型の展示・教育普及事業（ギャラリートーク・ワークショップ）を行った。 

2)キャンパスメンバーズ加入校の学生を対象に、博物館の歴史、保存修復、博物館情報、教育普及事業等について当館

の職員が実例を交えた解説を実施。また、キャンパスメンバーズ加入校の学芸員志望学生を対象として、作品の取り

扱い等博物館実務全般について演習・実習を実施した。(詳細は処理番号 2211-2及び統計表 2-(2)-②を参照)  

【補足事項】 

(東京国立博物館、奈良国立博物館、九州国立博物館) 

1)インターンシップ 

・インターンシップの募集は、近隣の 60大学への郵送による通知の他、全

国あるいは国外からも応募できるようにウェブサイトでも行った。 

・インターンシップ受入部署 

 学芸研究部 平常展調整室、東洋室、保存修復課 

 学芸企画部 教育普及室、教育講座室、ボランティア室、情報管理室、

情報資料室、デザイン室、広報室 

(東京国立博物館) 

1)東京芸術大学学生ボランティア 

・東京芸術大学学生ボランティアギャラリートーク班によるギャラリート

ーク 29回 参加人数 1,094 人 

・東京芸術大学学生ボランティア制作工程模型班による活動 

 制作工程模型「国宝『紅白芙蓉図』ができるまで－東洋絵画の絵具の秘

密－」 展示：24年 5月 15日～25年 1月 14日 

ギャラリートーク：7回 参加人数 185人 

ワークショップ：1回 参加人数 27人 

 

東京芸術大学学生ボランティアによる 

制作工程模型のギャラリートーク 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 経

年

変

化 

20 21 22 23 

－ － － － － － － － 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

大学との連携事業、各種セミナー、インターンシップ等の実施を通じて人材育成に寄与する。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。  順調 

－ 135 －

Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



 

【書式Ａ】 施設名 京都国立博物館 処理番号 2232 

 

中項目 2 文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

事業名 (2) 教育活動の充実  ③大学との連携 

【年度計画】 

(京都国立博物館) 

1)京都大学大学院人間・環境学研究科の歴史文化社会論講座を担当する。 

担当部課 学芸部 事業責任者 上席研究員 赤尾栄慶 

【実績・成果】 

(京都国立博物館) 

1)京都大学大学院人間・環境学研究科の歴史文化社会論講座では、研究員 6人が客員教授(4人)、准教授(2人)を担当し、

博士前期・後期課程の学生に対して、実作品の展示・調査活動を通した専門的な教育を行った。 

【補足事項】 

・客員教授 4人、客員准教授 2人で、8科目の授業を担当し、講座に所属する

大学院生 6人及び授業に登録している数名の学生に、実際の文化財を教材に

しながら、研究指導を行った。 

 

 

 

 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 経

年

変

化 

20 21 22 23 

－ － － － － － － － 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

大学との連携事業、各種セミナー、インターンシップ等の実施を通じて人材育成に寄与する。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 136 －



 

 

【書式Ａ】 施設名 奈良国立博物館 処理番号 2233 

 

中項目 2 文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

事業名 (2) 教育活動の充実  ③大学との連携 

【年度計画】 

(東京国立博物館、奈良国立博物館、九州国立博物館) 

1)インターンシップを継続して実施する。 

(奈良国立博物館) 

1)奈良女子大学及び神戸大学との連携講座を継続して実施する。 

2)奈良教育大学・奈良市教育委員会と連携して世界遺産学習のプログラム開発を検討する。 

 

担当部課 総務課渉外室 

学芸部企画室 

事業責任者 総括専門職員 森継明広 

室長     野尻 忠 

【実績・成果】 

(東京国立博物館、奈良国立博物館、九州国立博物館) 

1)立命館大学から 3人の学生をインターンシップとして受け入れた。 

(奈良国立博物館) 

1)・奈良女子大学大学院人間文化研究科博士後期課程に学芸部研究員1名を客員准教授として派遣し、日本古典資料論の

講義を行った。授業の内容は古典資料講読を中心とし、受講生は前期6人、後期4人であった。 

・神戸大学大学院人文学研究科の連携講座文化資源論に、学芸部研究員 2 人を客員教授と客員准教授として派遣し、

文化資源論の講義を行った。受講した学生は同研究科の修士課程、博士課程の大学院生 7人であった。 

2)・奈良教育大学・奈良市教育委員会との世界遺産学習プログラムの開発は、昨年度に科学研究費が獲得され、3年間を

一つの目処として、検討を行った。 

・25 年 1 月 27 日(日)、奈良市教育センター及びなら 100 年会館 を会場として、「第３回世界遺産学習全国サミット

in なら」を文部科学省・奈良市教育委員会・奈良教育大学等と共同で開催し、当館学芸部長らによる世界遺産学習

リレートーク「次の世代を担う子どもたちへ」及び子供達による世界遺産学習発表会を行った。 

 

【補足事項】 

 

 

 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 経

年

変

化 

20 21 22 23 

－ － － － － － － － 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

大学との連携事業、各種セミナー、インターンシップ等の実施を通じて人材育成に寄与する。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 137 －

Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



 

【書式Ａ】 施設名 九州国立博物館 処理番号 2234 

 

中項目 2 文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

事業名 (2) 教育活動の充実  ③大学との連携 

【年度計画】 

(東京国立博物館、奈良国立博物館、九州国立博物館) 

1)インターンシップを継続して実施する。 

(九州国立博物館) 

1)博物館実習生の受け入れを実施する。 

 

担当部課 交流課 

学芸部博物館科学課 

総務課 

事業責任者 教育普及室主任研究員  進村真之 

課長          今津節生 

課長          阿部勝 

【実績・成果】 

(東京国立博物館、奈良国立博物館、九州国立博物館） 

1)当館の保存修復施設を利用して地域大学との協業を図る短期インターンシップ研修プログラムを実施した。 

(九州国立博物館) 

1)博物館実習生の受け入れを実施した。 

博物館実習生を15大学21人(男3人、女18人)、計10日間受け入れた。(うちキャンパスメンバーズ校は5大学10人) 

 

【補足事項】 

(東京国立博物館、奈良国立博物館、九州国立博物館） 

1)・装こう技術に関する短期インターンシップ「文化財保存修復研修」を

実施した。（24年 8月 20日～24日） 

 ・吉備国際大学 1人、九州産業大学 3人、別府大学 1人、佐賀大学 1人、

広島市立大学 2人の計 5大学 8人が研修に参加した。 

 ・研修では障壁画の下貼り作製に関する講義と実習を通じて、文化財保

存修復に対する参加学生の理解と研鑽を深めることができた。 

 

(九州国立博物館) 

1)24 年 8月 16日～27日、15校から 21名の実習生を受け入れ、延べ 10日

間にわたる博物館実習を実施した。作品・資料の収集と管理、展示、保

存科学、教育普及、地域交流・国際交流など、博物館の各機能に関する

講義の他、考古遺物・絵画などの作品取り扱い実習やＩＰＭ(総合的有害

生物管理)を中心とした博物館科学実習、子ども向けワークショップの運

営や体験コーナーでの対応などの来館者コミュニケーション実習等を行

い、最後に、グループ毎に展示案を作成する演習を行った。作成された

展示案には秀逸なものもあり、体験型展示室「あじっぱ」において実現

することを検討している。 

参加大学: 

福岡女子短期大学、京都造形芸術大学、九州産業大学、長崎県立大学、

崇城大学、西南学院大学、沖縄県立芸術大学、福岡大学、筑紫女学園大

学、愛知淑徳大学、東京学芸大学、琉球大学、北九州市立大学、立命館

大学、筑波大学、計 15大学 21名 

 

 

 

 
体験型展示室「あじっぱ」での 

博物館実習 

 

 
古文書取り扱い実習 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 
経

年

変

化 

20 21 22 23 

－ － － － － － － － 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

大学との連携事業、各種セミナー、インターンシップ等の実施を通じて人材育成に寄与する。 

 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 138 －



 

【書式Ａ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 2311-1 

 

中項目 2 文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

事業名 (3) 快適な観覧環境の提供  ①施設・設備等の充実(1/2) 

【年度計画】 

(4館共通) 

1)特別展において音声ガイド等を活用した情報提供を積極的に推進し、来館者に対するサービスの向上を図る。 

(東京国立博物館) 

1)多言語による案内及び誘導サイン等を順次整備する。 

2)より快適な観覧環境を構築するため、展示照明を順次整備する。 

3)～6)(略) 

担当部課 総務部経理課 

学芸企画部企画課 

学芸企画部企画課 

事業責任者 環境整備室長 大江信浩 

特別展室長  松嶋雅人 

デザイン室長 木下史青 

【実績・成果】 

(4館共通) 

1)全ての特別展で音声ガイドを実施し、来館者サービスの向上を図った。特別展『書聖 王羲之』の音声ガイドでは、加

賀美幸子（元 NHKアナウンサー）のナビゲーター起用等が好評を博し、貸出率が 25.0%となった。 

(東京国立博物館) 

1)25年1月2日の東洋館のリニューアルオープンに際し、案内・誘導サイン・注意事項等を4ヵ国語 (日・英・中・韓)によ

り整備した。 

2)・「東京国立博物館140周年特集陳列 館蔵仏像名品選」の彫刻の露出展示において、 ＬＥＤ光源の小型スポットライ

トを特注した照明器具を仏像の展示照明として利用することで、展示効果を高めた。 

 ・東洋館の展示リニューアルにおいて、新たにＬＥＤ光源を使用した展示照明器具を採用した。 
 (中期計画記載事項) 

○施設のバリアフリー化として、黒田記念館の障がい者用エレベーター、段差解消機及び多目的トイレ設置の改修工事を

進めた。また、表慶館に障がい者用エレベーター及び多目的トイレ設置の改修工事を進めた。 

【補足事項】 

(東京国立博物館) 

○東洋館エントランス・インフォメーションカウンターの試作を行い、仕様・設置位置を決定し、製作･設置した。 

  

   

東洋館案内版のフロアマップ 

（4ヶ国語） 

特集陳列「館蔵仏像名品選」 

特注 LEDスポットライトによる 

照明演出 

東洋館インフォメーションカウンター 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 経

年

変

化 

20 21 22 23 

音声ガイド貸出件数 

展示照明整備件数 

225,235台 

3件 

－ 

－ 

－ 

－ 

305,135 

2 

360,901 

2 

130,850 

4 

319,172 

3 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

施設のバリアフリー化、各種案内の充実、研修等の実施等を通じて、高齢者、障がい者、外国人等の利用にも配慮した

快適な観覧環境の提供を行う。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 139 －

Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



 

【書式Ａ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 2311-2 

 

中項目 2 文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

事業名 (3) 快適な観覧環境の提供  ①施設・設備等の充実(2/2) 

【年度計画】 

(4館共通) 

1)(略) 

(東京国立博物館) 

1)2)(略) 

3)総合文化展における音声ガイドの導入について検討する。 

4)障がい者の方のために点字版パンフレット等を引き続き配布する。 

5)「総合案内パンフレット」(7ヵ国語：日、英、中、韓、仏、独、西)「フロアガイド」(4ヵ国語：日、英、中、韓)の制

作・配布する。 

6)本館2階「日本美術の流れ」の展示を外国人に理解してもらうために、より基礎的な解説を盛り込んだ、(3ヵ国語：英、

中、韓)のカラーパンフレットを継続して制作・配布する。 

担当部課 総務部総務課 

学芸企画部博物館教育課 

学芸企画部広報室 

事業責任者 課長 樋口理央 

教育普及室長 伊藤信二 

室長 小林 牧 

【実績・成果】(東京国立博物館) 

3)平成22年度末から23年度にかけて実証実験を行なったスマートフォン端末を用いた館内ガイドをもとに、個人の端末に

ダウンロード可能な Android 版スマートフォンアプリ「トーハクなび」を24年4月に公開した。さらに、25年1月には

AR(拡張現実感)技術を利用した演劇仕立てのコースガイド、蒔絵や陶磁などの伝統工芸の制作工程や絵巻の扱い方、屏

風の表裏などをお手元で体験いただける体験型コンテンツを目玉とした本館2階のコースガイドを追加するバージョン

アップを行った。バージョンアップ版公開にあわせて25年1月22日～3月3日の期間、端末の貸出サービスを実施した。

また、既に iOS 対応として日本語版が公開されダウンロード可能となっていた法隆寺宝物館30分ナビの英語版を25年2

月、新たに公開した。 

4)障がい者の方のための点字版パンフレット等を引き続き配布した。 

5)「総合案内パンフレット」(7 ヵ国語：日、英、中、韓、仏、独、西)「フロアガイド」(4 ヵ国語：日、英、中、韓)の

制作・配布を行った。 

6)本館 2 階「日本美術の流れ」の展示を外国人に理解してもらうために、より基礎的な解説を盛り込んだ 3 ヵ国語(英、

中、韓)のカラーパンフレットを継続して制作・配布した。展示テーマと主な展示作品の解説を収録した日本語版は展

示替えに応じて更新・配布した。また、総合文化展の見学のポイントを示し、鑑賞と理解を促す子供向けワークシート

「本館見学マップ」「暮らしの道具 今昔」「日本の伝統もよう」の 3種を制作・配布した。 

○託児サービスを試行した。(25 年 1月～2月、9回) 

【補足事項】 

3)各アプリの年度末時点でのダウンロード

件数累計は以下の通りである。 

・Androidアプリ「トーハクなび」1,963件 (24

年 4月 18日リリース) 

・iOSアプリ「法隆寺宝物館 30分ナビ」20,252

件（25年 2月 14日より日・英） 

参考：24年 12月末時点 19,465 件、23年

12月末時点 16,730件（23年 1月 20日日

本語版リリース） 

(東京国立博物館) 

6)「日本美術の流れ」パンフレット 日本語

版 計 32回更新(第 255号～第 286号) 

○託児サービスは東京国立博物館では初め

ての試みであり、25年1月22日(火)～2月2 

 

 
スマートフォンアプリ「トーハクなび」 「託児サービス」案内チラシ 

3 日(土)のうちの 9 回、試行のため無料で実施した。すべての日程について予約時点で定員となり、利用者数は 52 人

（児童数 57人）、当日キャンセル 15人であった。25年度の本格導入を予定している。 

〇前年度開始したベビーカー貸出サービスを継続した。 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 経年 

変化 

20 21 22 23 

リーフレット等 7ヵ国語 7ヵ国語  Ａ 7ヵ国語 7ヵ国語 7ヵ国語 7ヵ国語 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

施設のバリアフリー化、各種案内の充実、研修等の実施等を通じて、高齢者、障がい者、外国人等の利用にも配慮した

快適な観覧環境の提供を行う。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 140 －



 

【書式Ａ】 施設名 京都国立博物館 処理番号 2312 

 

中項目 2 文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

事業名 (3) 快適な観覧環境の提供  ①施設・設備等の充実 

【年度計画】 

(4館共通) 

1)特別展において音声ガイド等を活用した情報提供を積極的に推進し、来館者に対するサービスの向上を図る。 

(京都国立博物館) 

1)快適な観覧環境を提供するための平常展示館の建替プログラムを継続して推進する。 

2)館内案内リーフレット(6ヵ国語：日、英、中、韓、仏、西)を継続して制作・配布する。 

 

担当部課 総務課 

学芸部 

事業責任者 課長 植田義雄 

部長 村上 隆 

【実績・成果】 

(4館共通) 

1)特別展において音声ガイド等を活用した情報提供を積極的に推進し、来館者に対するサービスの向上を図った。 

(京都国立博物館) 

1)快適な観覧環境を提供するための平常展示館の建替工事の本体工事完了、引渡を受けた。引き続き、外構工事、展示ケ

ース製作工事、展示製作工事等を実施する。 

2)昨年度に製作した館内案内リーフレット(6ヵ国語：日、英、中、韓、仏、西)を継続して配布した。 

(中期計画記載事項) 

・建替中の平常展示館において施設のバリアフリー化を実現すべく検討を進めた。 

【補足事項】 

・音声ガイド利用台数 計 35,037 台 

 特別展覧会「王朝文化の華－陽明文庫名宝展－」      16,567台 

 特別展覧会「古事記 1300年出雲大社大遷宮 大出雲展」  11,956台 

特別展覧会「宸翰 天皇の書－御手が織りなす至高の美－」 2,792台 

特別展覧会「国宝 十二天像」              3,195台 

特別展覧会「狩野山楽・山雪」 （会期 25年 3月 30日～5月 12日のうち 24年度の台数）：527台 

 

・平常展示館の建替工事が引き続き継続中であるため、お客様の観覧を騒音や振動で妨げないよう配慮した。 

 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 経

年

変

化 

20 21 22 23 

音声ガイド貸出件数 

リーフレット等 

35,037台 

 6ヵ国語 

－ 

6ヵ国語 

－ 

Ａ 

34,597 

6ヵ国語 

78,797 

6ヵ国語 

47,668 

6ヵ国語 

34,095 

 6ヵ国語 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

施設のバリアフリー化、各種案内の充実、研修等の実施等を通じて、高齢者、障がい者、外国人等の利用にも配慮した

快適な観覧環境の提供を行う。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 141 －

Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



 

【書式Ａ】 施設名 奈良国立博物館 処理番号 2313 

 

中項目 2 文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

事業名 (3) 快適な観覧環境の提供  ①施設・設備等の充実 

【年度計画】 

(4館共通) 

1)特別展において音声ガイド等を活用した情報提供を積極的に推進し、来館者に対するサービスの向上を図る。 

(奈良国立博物館) 

1)快適な観覧環境を提供するための展示施設の計画的な整備を実施する。 

2)誘導サイン及び展示照明を整備し、より快適な観覧環境を確保する。 

3)正倉院展の際に託児所を設置する。 

4)なら仏像館における音声ガイドの導入について検討する。 

5)市販のゲーム機等を利用した子供向けの解説の作成について検討する。 

6)ウェブサイトで展覧会の混雑状況・待ち時間の速報を行う。 

7)館内案内リーフレット(7ヵ国語：日、英、中、韓、仏、独、西)を継続して制作する。 

8)なら仏像館の会場案内図、展示リストを作成する。 

担当部課 総務課 事業責任者 利用者サービス係長 築部一男 

【実績・成果】 

(4館共通) 

1)特別展において音声ガイドを活用した情報提供を行い、来館者に対するサービスの向上を図った。 

(奈良国立博物館) 

1)快適な観覧環境を提供するための展示施設の計画的な整備を実施した。 

2)誘導サイン及び展示照明を整備し、より快適な観覧環境を提供した。 

3)正倉院展の会期中に、託児所を開設し、多くの利用者があった。 

4)なら仏像館における音声ガイドの導入について検討した結果、新ボランティア制度が24年4月から発足し、解説ツアー

を実施することに伴い、音声ガイドと重複するところがあるため、解説ツアーの実施状況を受けて再度検討すること

になった。 

5)市販のゲーム機等を利用した子供向けの解説の作成について検討した結果、費用対効果等の観点から行わないことと

なった。 

6)ウェブサイトで展覧会の混雑状況・待ち時間の速報を行った。 

7)館内案内リーフレット(7ヵ国語：日、英、中、韓、仏、独、西)を継続して制作した。 

8)なら仏像館の会場案内図、展示リストを作成・配布した。 

(中期計画記載事項) 

・施設のバリアフリー化により、車椅子の方や高齢者、障がい者の利用にも配慮した観覧環境を提供している。 

【補足事項】 

2)正倉院展の会期中には、臨時の誘導サインを増設し、より快適な観覧環境を提供した。 

3)開設した託児所は、保育士 2 人が常駐して 1 歳児から未就学児までの預かりを予約制で実施した。会期中 139 人の利

用があった。 

   
館内誘導サイン          なら仏像館展示会場案内図 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 
経年

変化 

20 21 22 23 

音声ガイド貸出件数 

リーフレット等 

41,504台 

7ヵ国語 

－ 

7ヵ国語 

－ 

Ａ 

60,356 

7ヵ国語 

51,970 

7ヵ国語 

69,219 

7ヵ国語 

46,113 

7ヵ国語 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

施設のバリアフリー化、各種案内の充実、研修等の実施等を通じて、高齢者、障がい者、外国人等の利用にも配慮し

た快適な観覧環境の提供を行う。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 142 －



【書式Ａ】 施設名 九州国立博物館 処理番号 2314-1 

 

中項目 2 文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

事業名 (3)快適な観覧環境の提供  ①施設・設備等の充実(1/2) 

【年度計画】 

(4館共通) 

1)特別展において音声ガイド等を活用した情報提供を積極的に推進し、来館者に対するサービスの向上を図る。 

(九州国立博物館) 

1)～(略) 

担当部課 学芸部企画課 

 

総務課 

事業責任者 課長       小泉惠英 

文化交流展室長  河野一隆 

課長       阿部勝 

【実績・成果】 

(4館共通) 

1)特別展等において展覧会の内容のより深い理解を助けるための音声ガイドを実施した。 

  

 

【補足事項】 

 (4館共通) 

1)特別展音声ガイド 

 ・特別展「平山郁夫展」では、110,047人の来館者に対して16,799件の貸出があっ

た（15.3％）。 

 ・特別展「美のワンダーランド」では、75,415人の来館者に対して10,639件の貸

出があった（14.1％）。 

 ・特別展「ベルリン国立美術館展」では、224,324人の来館者に対して38,780件の

貸出があった（17.3％）。本展では小雪（俳優）のナビゲーター起用、ピアニス

ト辻井伸行作曲の公式テーマ曲等が好評を博し、貸出率が上昇した。 

 ・特別展「ボストン美術館展」では、236,725人の来館者に対して、42,558件の貸

出があった。（17.9％） 

 

 これらの状況から、近年では安定的に15％程度の利用が見込まれ、同システムが

観覧者にかなり定着していることがうかがわれる。 

 

・文化交流展示音声ガイド（3ヵ国語対応：英語、中国語、韓国語） 

文化交流展示音声ガイド実施状況（貸出件数） 

文化交流展示 計 5,288台 

   英語版     1,721台 

   中国語版     808台 

   韓国語版    2,759台 

 

 

 

特別展音声ガイド貸出風景 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 経

年

変

化 

20 21 22 23 

音声ガイド貸出件数 114,064台 － － 67,663 

 

139,159 

 

81,717 

 

56,993 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

施設のバリアフリー化、各種案内の充実、研修等の実施等を通じて、高齢者、障がい者、外国人等の利用にも配慮した

快適な観覧環境の提供を行う。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

 

－ 143 －

Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



 

【書式Ａ】 施設名 九州国立博物館 処理番号 2314-2 

 

中項目 2 文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

事業名 (3)快適な観覧環境の提供  ①施設・設備等の充実(2/2) 

【年度計画】 

(4館共通) 

1)(略) 

(九州国立博物館) 

1)快適な観覧環境を提供するための展示施設等の調査・分析及び検討を進める。 

2)来館者にとって分かりやすい展示室内サインを開発し、快適な鑑賞環境を提供する。 

3)館内案内リーフレット(7ヵ国語：日、英、中、韓、仏、独、西)を継続して制作する。 

4)文化交流展示室の展示を、日本文化に初めて接する海外の来館者にも理解しやすいような、外国語のパンフレットを刊

行する。 

5)英語・中国語・韓国語版の文化交流展示室のマップを継続して制作する。 

担当部課 学芸部企画課 

 

総務課 

事業責任者 課長       小泉惠英 

文化交流展室長  河野一隆 

課長       阿部勝 

【実績・成果】 

(九州国立博物館) 

1)展示ケースの定期点検を行った上、グラフィック・サイン等のリニューアルを図り、わかり易く、適切な鑑賞環境を提

供した。 

2)エントランスの丸看板に主要なトピック展示や季節感を表すことによって、新鮮な展示をアピールした。 

3)館内案内リーフレット(7ヵ国語：日、英、中、韓、仏、独、西)を継続して作成・配布した。 

4)トピック展示等で図録に英語を逐語訳で付し、海外の来館者に対応した。 

5)文化交流展示室では引き続き、英語・中国語・韓国語版のマップを展示替に応じて更新し、作成・配布した。 

(中期計画記載事項) 

・施設のバリアフリー化、研修等の実施等を通じて、快適な観覧環境の提供を行った。 

 

【補足事項】 

(九州国立博物館) 

4)トピック展示｢江戸の粋、印籠｣では、図録に英語を逐語訳で付し、日本語と同じ情

報を提供した。 

  

 

(中期計画記載事項) 

・施設のバリアフリー化のため、身体の不自由な方のために、貸出用の杖を 20 本購

入し、貸出に供した。 

・太宰府消防署の協力により、地域と連携した防災訓練を実施した。 

・財団法人日本宝くじ協会助成事業を活用し貸出用ベビーカーを 2台導入した。 

 

 

 

貸出用ベビーカー 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 経

年

変

化 

20 21 22 23 

リーフレット等 

 

7ヵ国語 7ヵ国語 Ａ 7ヵ国語 7ヵ国語 7ヵ国語 7ヵ国語 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

施設のバリアフリー化、各種案内の充実、研修等の実施等を通じて、高齢者、障がい者、外国人等の利用にも配慮した

快適な観覧環境の提供を行う。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 144 －



 

 

【書式Ａ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 2321 

 

中項目 2 文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

事業名 (3) 快適な観覧環境の提供  ②来館者満足度調査及び利用者に配慮した運営 

【年度計画】 

(4館共通) 

1)来館者のニーズを引き出すため来館者調査を実施し、その結果を改善に活かす。 

2)混雑が予想される展覧会ではその対応を想定した計画を行い、実際の混雑に対しては、収容力に応じた入場者数の調整、

陳列品の配置及び音声ガイドの解説場所の工夫等を行い、展覧会場の快適な環境維持に努める。 

担当部課 総務部総務課 事業責任者 課長 樋口理央 

【実績・成果】 

(4館共通) 

1)タッチパネルアンケート(特別展、総合文化展)の実施 

平成館、本館で開催された全ての特別展及び本館での総合文化展でアンケートを実施し、その結果で環境改善に努めた。 

2)「ボストン美術館展」期間中の混雑対応や、「中国王朝の至宝展」の手荷物検査による安全保持等を行い、展覧会場の

快適な環境維持に努めた。  

 

【補足事項】 

1)アンケートに書かれたキャプション等への指摘に従った訂正、見やすい角度

などの環境改善を行った。 

・混雑した特別展の待ち時間をウェブサイトで配信した。 

・お客様からの質問・意見については、内容を職員へ周知し、質問については

できる限り迅速に対応した。 

2)「ボストン美術館 日本美術の至宝」における混雑対応 

・看護師を常駐した。 

 

○リニューアルした東洋館及び本館の監視カメラの整備を行った。 

○旅行会社クーポン契約により、団体の入館がスムーズに行われた。 

〇お正月企画における総合文化展の混雑対応 

・特に混雑する正門、券売、インフォメーション、本館、東洋館の監視員等を

臨時に延べ 21人増員した(25 年 1月 2日～6日) 

 

 
タッチパネルアンケート集計結果 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 

経

年

変

化 

20 21 22 23 

ボストン美術館 日本美術の至宝満足度 

中国山水画の 20世紀 中国美術館名品選満足度 

青山杉雨の眼と書満足度 

出雲―聖地の至宝―満足度 

中国 王朝の至宝満足度 

飛騨の円空満足度 

書聖 王羲之満足度 

総合文化展満足度 

74％ 

92％ 

64％ 

68％ 

66％ 

86％ 

68％ 

70％ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

84% 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

89% 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

88% 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

65% 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

一般来館者を対象とする満足度調査及び専門家からの批評聴取等を定期的に実施する。調査結果から来館者のニーズを

把握し、観覧料金及び開館時間の弾力化などの管理運営の改善を行う。また、施設の収容力に応じた来館者数を確保する

とともに、混雑時の対応を含め利用者に配慮した運営を行う。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 145 －

Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



 

【書式Ａ】 施設名 京都国立博物館 処理番号 2322 

 

中項目 2 文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

事業名 (3) 快適な観覧環境の提供  ②来館者満足度調査及び利用者に配慮した運営 

【年度計画】 

(4館共通) 

1)来館者のニーズを引き出すため来館者調査を実施し、その結果を改善に活かす。 

2)混雑が予想される展覧会ではその対応を想定した計画を行い、実際の混雑に対しては、収容力に応じた入場者数の調整、

陳列品の配置及び音声ガイドの解説場所の工夫等を行い、展覧会場の快適な環境維持に努める。 

(京都国立博物館・奈良国立博物館) 

1)特別展等に関し、専門家の展覧会評を求め、広報誌等に掲載する。 

(京都国立博物館) 

1)モニターを委嘱し、提言を受け、博物館運営に反映する。 

担当部課 総務課 事業責任者 総務課長 植田義雄 

【実績・成果】 

(4館共通) 

1)来館者アンケートを実施し、その結果を改善に生かした。 

2)混雑時には入場制限を行い、来館者の安全の確保、快適な観覧環境の維持に努めた。 

(京都国立博物館・奈良国立博物館) 

1)特別展覧会等に関する専門家の展覧会評を求め、『京都国立博物館だより』に掲載した。 

(京都国立博物館) 

1)小学校・中学校・高等学校の教員、ミュージアムぐるっとパス関西加盟館の職員及びキャンパスメンバーズ加盟校の学

生へモニターを委嘱し、提言を受けた。館内で情報を共有し、展覧会を含めた博物館運営に反映した。 

【補足事項】 

(4館共通) 

2)・特別展示館内及び庭園内において、混雑状況に応じて休憩場所の箇所を変更 

し、お客様が休憩しやすいようにした。前年度に引き続いて、特別展会期中、 

日よけテント、待合所テントの設置、自動販売機及び観光客の旅行用大型バ 

ッグ(カート)の収納が可能な大型コインロッカーの増設も行った。 

・また、前年度に引き続き、特別展会期中に入館までの待ち時間等の情報をウ 

ェブサイト等で掲載した。 

○職員等への防災・接遇研修等 

・当館職員を対象に、普通救命講習及び AED取扱講習会を実施した。 

全事務職員が普通救命講習を受講しており、衛士は上級救命講習を受講して 

いる。AED取扱についても繰り返し訓練している。 

・各展覧会の開催期間中に火災及び地震を想定した避難誘導訓練を実施し、職 

員等の防災に対する意識を高めた。 

・当館職員、臨時要員、売店・レストラン従業員を対象として「マナー講習会」 

を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨時コインロッカー及びテント 

(「王朝文化の華」会期中) 

 

 

 

 

 

 

 

 

AED取扱講習会風景 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 

経

年

変

化 

20 21 22 23 

王朝文化の華 ─陽明文庫名宝展─満足度 

古事記 1300年 出雲大社大遷宮 大出雲展満足度 

宸翰 天皇の書満足度 

「国宝 十二天像と密教法会の世界」及び 

   「成立 800年記念 方丈記」満足度 

平常展満足度 

89% 

85% 

88% 

88% 

 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

 

70% 

－ 

－ 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

 

－ 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

一般来館者を対象とする満足度調査及び専門家からの批評聴取等を定期的に実施する。調査結果から来館者のニーズを

把握し、観覧料金及び開館時間の弾力化などの管理運営の改善を行う。また、施設の収容力に応じた来館者数を確保する

とともに、混雑時の対応を含め利用者に配慮した運営を行う。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 146 －



 

 

【書式Ａ】 施設名 奈良国立博物館 処理番号 2323 

 

中項目 2 文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

事業名 (3) 快適な観覧環境の提供  ②来館者満足度調査及び利用者に配慮した運営 

【年度計画】 

(4館共通) 

1)来館者のニーズを引き出すため来館者調査を実施し、その結果を改善に活かす。 

2)混雑が予想される展覧会ではその対応を想定した計画を行い、実際の混雑に対しては、収容力に応じた入場者数の調整、

陳列品の配置及び音声ガイドの解説場所の工夫等を行い、展覧会場の快適な環境維持に努める。 

(京都国立博物館・奈良国立博物館) 

1)特別展等に関し、専門家の展覧会評を求め、広報誌等に掲載する。 

担当部課 総務課 事業責任者 利用者サービス係長 築部一男 

【実績・成果】 

(4館共通) 

1)来館者のニーズを引き出すため来館者にアンケートを実施し、その結果を改善に活かした。 

2)混雑が予想される展覧会ではその対応を想定した計画を行い、実際の混雑に対しては、収容力に応じた来館者数の調整、

陳列品の配置及び音声ガイドの解説場所の工夫等を行い、展覧会場の快適な環境維持に努めた。 

(京都国立博物館・奈良国立博物館) 

1)特別展「解脱上人貞慶」に関し、専門家の展覧会評を『奈良国立博物館だより』82号に掲載した。 

【補足事項】 

(4館共通) 

1)アンケートなどの意見を反映して、下記の改善を行った。 

・正倉院展の会期中、展示ケースのガラス清掃を業者委託により実施した。 

・正倉院展の会期中、臨時誘導サインを設置した。トイレ利用案内を改善した。 

・正倉院展の会期中、トイレを順次見回り、汚れがあれば迅速に清掃を行った。 

 また、エントランスや展示室等に落ちている傘袋などのゴミは、各自職員が

すぐに拾うようにした。 

・ウェブサイトのご意見箱の質問に対し、迅速に対応した。 

2)混雑が予想される展覧会ではその対応を想定した計画を行い、実際の混雑に

対して工夫等を行ったこと 

・正倉院展では、入場待ちの来館者のためテントを設置し、関連の映像を流し

た。 

・正倉院展では、混雑状況(待ち時間)の速報を、ハローダイヤル、近鉄奈良駅

及びＪＲ奈良駅で行った。 

・正倉院展では、入場待ち列の混雑緩和のため誘導案内を行った。 

・正倉院展では、宝物の配置及び音声ガイドを付ける宝物の展示場所の工夫を

行った。 

 

 

 

 

入場待ち列テント 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 
経

年

変

化 

20 21 22 23 

解脱上人貞慶満足度 

頼朝と重源満足度 

第 64回正倉院展満足度 

名品展満足度 

82% 

88% 

77% 

79% 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

75% 

67% 

－ 

－ 

79% 

68% 

－ 

－ 

77% 

75% 

－ 

－ 

73% 

74% 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

一般来館者を対象とする満足度調査及び専門家からの批評聴取等を定期的に実施する。調査結果から来館者のニーズを

把握し、観覧料金及び開館時間の弾力化などの管理運営の改善を行う。また、施設の収容力に応じた来館者数を確保する

とともに、混雑時の対応を含め利用者に配慮した運営を行う。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 147 －

Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



 

 

【書式Ａ】 施設名 九州国立博物館 処理番号 2324 

 

中項目 2 文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

事業名 (3)快適な観覧環境の提供  ②来館者満足度調査及び利用者に配慮した運営 

【年度計画】 

(4館共通) 

1)来館者のニーズを引き出すため来館者調査を実施し、その結果を改善に活かす。 

2)混雑が予想される展覧会ではその対応を想定した計画を行い、実際の混雑に対しては、収容力に応じた入場者数の調整、

陳列品の配置及び音声ガイドの解説場所の工夫等を行い、展覧会場の快適な環境維持に努める。 

 

担当部課 総務課 事業責任者 課長 阿部勝 

【実績・成果】 

(4館共通) 

1)来館者のニーズを引き出すため、文化交流展示及び各特別展で来館者調査を実施した。 

2)混雑が予想される展覧会（「ベルリン国立美術館展」、「ボストン美術館展」）について、入場規制、展示レイアウトの工

夫をし、展覧会場の快適な環境維持に努めた。 

（中期計画記載事項） 

・来館者のニーズ等を把握するため、識者や市民代表などの外部委員による懇話会を開催した。 

【補足事項】 

(4館共通) 

1)管理運営の改善のためアンケート結果を関係各課へ回覧した。 

・平常展アンケート 満足度 70％  回答数 268件 

(とても良い 39％、良い 31％、普通 10％、あまりよくない 2％、 

よくない 5％、無回答 13％) 

 

2)・混雑が予想された「ベルリン国立美術館展」、「ボストン美術館展」では、

展覧会場の快適な環境維持のため、開館時間の延長、入場待ち列等の調節、

展示室内での誘導等を行った。 

・駐車場の混雑対策のため、ウェブサイト、モバイルサイトにて駐車場空き

情報を提供した。（24年 10月 18日～） 

 

(中期計画記載事項) 

・開館 10周年に向けて、「次の 10年を考える懇話会」を開催し（年 4回）、外

部委員からの要望・意見聴取等を実施した。 

 

 

 
 
 

「ベルリン国立美術館展」 

入場待ち列の調節風景 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 

経

年

変

化 

20 21 22 23 

平山郁夫 シルクロードの軌跡満足度 

美のワンダーランド 十五人の京絵師満足度 

ベルリン国立美術館展満足度 

ボストン美術館 日本美術の至宝満足度 

文化交流展満足度 

88％ 

84％ 

83％ 

89％ 

70％ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

63％ 

－ 

－ 

－ 

－ 

66％ 

－ 

－ 

－ 

－ 

59％ 

－ 

－ 

－ 

－ 

65％ 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

一般来館者を対象とする満足度調査及び専門家からの批評聴取等を定期的に実施する。調査結果から来館者のニーズを

把握し、観覧料金及び開館時間の弾力化などの管理運営の改善を行う。また、施設の収容力に応じた来館者数を確保する

とともに、混雑時の対応を含め利用者に配慮した運営を行う。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 148 －



 

【書式Ａ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 2331 

 

中項目 2 文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

事業名 (3) 快適な観覧環境の提供  ③ミュージアムショップやレストラン等館内環境の充実 

【年度計画】 

ミュージアムショップやレストランの利用者等の意見を把握し、関係者との協議のうえ、利用者サービスの向上に努 

める。 

(4館共通) 

1)オリジナルグッズの開発や展覧会に応じた商品を提供するなど、サービス向上に努める。 

(東京国立博物館) 

1)ミュージアムショップの企画公募などを通じ、利用者のサービス向上に努める。 

2)140周年を記念して新グッズの開発を進める。 

担当部課 総務部総務課 事業責任者 課長 樋口理央 

【実績・成果】 

○レストランでは、正月にヒマラヤ岩塩パウダーのプレゼントやフルーツゼリーのサービスを行い、また特別展に合わせ

たメニューを提供する等、サービスの向上に努めた。 

○ミュージアムグッズについてはその都度、東京国立博物館運営協力会と協議を重ね、新たな商品の開発に貢献した。 

○本館及び東洋館のミュージアムショップの大規模改装が行われた。 

(4館共通) 

1）・ショップの今年度主力事業として重文「夏秋草図屏風」の原寸大及び 50％サイズのレプリカを製作し、販売した。 

・東洋館リニューアルオープンに伴う絵はがきや切手シートを製作し、販売した。 

(東京国立博物館) 

1)ミュージアムショップの企画公募を実施し、一般財団法人東京国立博物館協力会が選定された。 

2)140 周年を記念して、グッズを新規に製作し、販売した。 

【補足事項】 

(4館共通) 

1)・台東区立書道博物館と連携した特集陳列「尚意競艶－宋時代の書－」の開

催期間中に、台東区立書道博物館の図録を販売し、連携企画の趣旨に沿っ

た利用者サービスの向上に努めた。 

(東京国立博物館) 

1)・東洋館リニューアルオープンに合わせ、25 年 1 月 2 日に東洋館ショップ

をリニューアルオープンした。 

・次期出店契約締結とあわせ、本館ショップの地下から１階 20 室への移転

と大規模改装が行われた。当館監修のもと、25年 3月 19日にリニューア

ルオープンした。 

2)・140周年を記念して、海洋堂による重文「風神雷神図屏風」の絵画立体化

フィギュアを製作し、販売した。 

・国宝「秋冬山水図」雪舟等楊筆 の原寸大レプリカを 140 周年記念として

小学館イマージュから発売した。 
・140周年記念キャラクターをモチーフとしたグッズを製作し、販売した。・

ショップバッグを 140周年バージョンにした。 

○今後もミュージアムショップやレストランと連携協力を図りつつ、利用者の

ニーズをより適切に反映できるよう努めていく必要がある。 

 

 
海洋堂製 風神雷神図屏風フィギュア 

 

 

トーハクくん(140周年記念 

キャラクター)のはにわクッキー 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 
経年

変化 

20 21 22 23 

－ － － － － － － － 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

ミュージアムショップやレストラン等のサービスについては利用者の意見を収集し、改善する。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 149 －

Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



 

 

【書式Ａ】 施設名 京都国立博物館 処理番号 2332 

 

中項目 2 文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

事業名 (3) 快適な観覧環境の提供  ③ミュージアムショップやレストラン等館内環境の充実 

【年度計画】 

ミュージアムショップやレストランの利用者等の意見を把握し、関係者との協議のうえ、利用者サービスの向上に努 

める。 

(4館共通) 

1)オリジナルグッズの開発や展覧会に応じた商品を提供するなど、サービス向上に努める。 

(京都国立博物館) 

1)レストラン利用者にアンケート調査を行いサービス向上に努める。 

担当部課 総務課 事業責任者 課長 植田義雄 

【実績・成果】 

(4館共通) 

1)新規にオリジナルグッズを作成し、また展覧会に応じた関連商品、関連書籍等を取り揃え、サービスの向上に努めた。 

(京都国立博物館) 

1)レストラン利用者にアンケート調査を実施し、アンケートの集計結果をレストラン外部委託業者に提示し、さらなる接

客サービスの向上に努めた。 

【補足事項】 

・南門施設は 21 年 7 月にオープンし、ミュージアムショップ、レストラン、

インフォメーションコーナーがあり、入場料を払わずにお客様が利用できる

スペースとなっている。3業務とも外部業者に委託しているが、連絡を密に

とり、当館の要望に応えた運営になるよう心がけた。 

・特別展示館が閉館の期間についても、ミュージアムショップ、レストラン及

びインフォメーションコーナーは営業を行った。 

・当館職員だけでなく、委託している外部業者も当館が開催するマナー講習会

に参加し、接客サービスの向上を図った。 

・23 年度に作成した当館オリジナルグッズ（クリップ、立体カード、ジグソ

ーパズル等）を引き続き販売し、特にクリップの売上が好調であるため、ク

リップのカラー版を作成し 25 年 1 月より販売を開始した。また、館蔵品を

活かした付箋の新規作成についても検討を進めている。 

・来館できない方には、図録等の通信販売を実施した。 

・ミュージアムショップにおいて、23年度に引き続き、350種類の絵はがきを

販売し、日本美術を中心としたグッズを販売した。 

・インフォメーションコーナーでは、展覧会関係及び京都観光案内等のチラシ

を掲示したり、英会話のできる人員を配置するなど、当館の案内だけでなく

京都市内の観光案内等も行った。 

・23 年度に引き続き、ミュージアムショップ、レストラン、インフォメーシ

ョンコーナー共通の営業カレンダーを製作し、掲示した。 

・文化財保護基金のグッズ販売について 24年 4月より本格的に開始し、イン

フォメーションコーナーの雰囲気もそれに併せ一新した。手ぬぐいやタンブ

ラーなど季節感のあるものの販売も行った。有名レストランのクッキーや、

ホテルのチョコレートも作成し好評であった。 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

（オリジナル）クリップカラー版 
 

 

（文化財保護基金グッズ）手ぬぐい 

 

（文化財保護基金グッズ） 

レストランよねむらクッキー 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 
経年

変化 

20 21 22 23 

－ － － － － － － － 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

ミュージアムショップやレストラン等のサービスについては利用者の意見を収集し、改善する。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 150 －



 

【書式Ａ】 施設名 奈良国立博物館 処理番号 2333 

 

中項目 2 文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

事業名 (3) 快適な観覧環境の提供  ③ミュージアムショップやレストラン等館内環境の充実 

【年度計画】 

ミュージアムショップやレストランの利用者等の意見を把握し、関係者との協議のうえ、利用者サービスの向上に努 

める。 

(4館共通) 

1)オリジナルグッズの開発や展覧会に応じた商品を提供するなど、サービス向上に努める。 

(奈良国立博物館) 

1)ノベルティグッズを作成し、来館者に配布するなどのサービスを行う。 

2)仏教美術に関する図書の販売の充実を図る。 

3)より快適な環境を提供できるよう、メニューを含めレストランのリニューアルを検討する。 

担当部課 総務課利用者サービス係 事業責任者 利用者サービス係長 築部一男 

【実績・成果】 

(4館共通) 

1)オリジナルグッズ（元気が出る仏像シリーズ）の商品をミュージアムショップで販売し、サービスの向上に努めた。 

(奈良国立博物館) 

1)25年1月2日に来館された方に正月サービスとして非売品のバッチを、正倉院展のオータムレイトの観覧券を購入した方

に非売品のしおりを配布した。 

2)仏教美術に関する図書の販売の充実を図った。 

3)より快適な環境を提供できるよう、レストランのリニューアルを行った。 

【補足事項】 

(4館共通) 

1)堅苦しくなりがちな仏像をかわいらしくデザインし、手を上げている、

走っている等の仏像の動きをポップなカラーで表現した「元気が出る仏

像シリーズ」の新商品（オリジナルマグカップ及びクリアストラップ）

をミュージアムショップで開発し販売した。 

(奈良国立博物館) 

2)レストランのテーブルの配置を替えるなど、より快適な環境を提供で

きるようにした。 

 

 

オリジナルマグカップ 

 

 

オリジナルクリアストラップ 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 経

年

変

化 

20 21 22 23 

－ － － － － － － － 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

ミュージアムショップやレストラン等のサービスについては利用者の意見を収集し、改善する。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 151 －

Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



 

【書式Ａ】 施設名 九州国立博物館 処理番号 2334 

 

中項目 2 文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

事業名 (3)快適な観覧環境の提供  ③ミュージアムショップやレストラン等館内環境の充実 

【年度計画】 

ミュージアムショップやレストランの利用者等の意見を把握し、関係者との協議のうえ、利用者サービスの向上に努 

める。 

(4館共通) 

1)オリジナルグッズの開発や展覧会に応じた商品を提供するなど、サービス向上に努める。 

(九州国立博物館) 

1)特別展に関連した特別メニューを提供するなど、サービスの向上に努める。 

担当部課 広報課 事業責任者 課長 梶村正年 

【実績・成果】 

(4館共通) 

1)ミュージアムショップでは、特別展及び文化交流展示の展示内容に即した商品陳列を行い、オリジナル商品の陳列面積

を増やすとともに地場産業のお菓子やグッズなどを提供した。 

(九州国立博物館) 

1)レストランでは、特別展に関連したメニューを期間限定で提供した。 

【補足事項】 

(4館共通) 

1) 博物館の 7周年にあわせた記念セット商品を販売した。 

また、当館の所蔵品「花鳥蒔絵螺鈿聖龕」をモチーフにしたブックマーカー、

「針聞書」のハラノムシをモチーフにしたメタルしおりを発売した。 

 

(九州国立博物館) 

1)特別展に関連したメニューを提供した。 

 ・「平山郁夫展」では、シルクロードの国々をイメージした多彩な料理が味わ

える『アトリエ弁当～シルクロードの旅～』、シルクロードの風香る春色パ

スタ『春野菜とカジキマグロのトマトソースパスタ』等を提供した。 

 ・「美のワンダーランド」では、“京”をテーマにした特別展期間限定メニュ

ー『京風弁当～祇園の涼風～』等を提供した。 

 ・「ベルリン国立美術館展」では、九州の食材でドイツの家庭料理風にアレン

ジした期間限定メニュー『ドイツ風牛フィレステーキセット』等を提供した。 

 ・「ボストン美術館展」では、アメリカと日本の料理をコラボさせた、特別展

にちなんだメニュー『鮪、海老、アボガドのカフェ丼』等を提供した。 

 

 

 

 

 

 

 

7周年記念セット 

 

鮪、海老、アボカドのカフェ丼 
【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 

経

年

変

化 

20 21 22 23 

－ － － － － － － － 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

ミュージアムショップやレストラン等のサービスについては利用者の意見を収集し、改善する。 

 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 152 －



 

【書式Ａ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 2411 

 

中項目 2 文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

事業名 (4)文化財情報の発信と広報の充実  ① デジタル化の推進 

【年度計画】(4館共通) 

1)収蔵品のデジタル画像による来館者への情報提供及びインターネットでの公開を継続して行う。 

2)収蔵品の国宝・重要文化財について、5ヵ国語(日本語、英語、中国語、韓国語、フランス語)の説明を付したデジタル高精細画像(ｅ

国宝)を継続して公開する。 

3)約7,000件(東京：1,000、京都：2,000、奈良：3,000、九州：1,000）の収蔵品写真等の既存フィルムのデジタル化を実施する。 

(東京国立博物館) 

1)外部への公開を見据えた「列品管理プロトタイプデータベース」(学芸業務支援システム)の構築を進め、博物館機能の充実を図る。 

2)収蔵品に関する基本情報のデータ化及びデータ整備を引き続き推進する。 

3)収蔵品の和書のデジタル化を実施し、公開に向けてデータを整備する。 

4)法隆寺献納宝物について、５ヵ国語（日本語、英語、中国語、韓国語、フランス語）の説明を付したデジタル高精細画像（「法隆寺献

納宝物デジタルアーカイブ」）等の提供を法隆寺宝物館にて継続して実施する。 

担当部課 学芸企画部博物館情報課 事業責任者 課長 高橋裕次 

【実績・成果】 

(4館共通) 

1)デジタル画像を資料館及びインターネットで公開した。 

2)国宝・重要文化財の高精細画像(ｅ国宝)を継続して公開した。また、22年度より提供している iOSアプリ「e国宝」に

加え、Androidアプリ版を開発し、公開した。(25年2月) 

3)既存フィルムはほぼ全てデジタル化済みであり、24年度新規フィルム撮影のほぼ全てにあたる776枚をデジタル化した。 

(東京国立博物館) 

1)「列品管理プロトタイプデータベース」を改善し、作品の修理予定・履歴の管理機能を追加した。 

2)収蔵品情報のデータ化とデータ整備を推進した。 

3)収蔵品の和古書について 7,083 カット、また所蔵する洋古書について 1,881カットのデジタル撮影を行い、公開に向け

てデータを整備した。 

4)・「法隆寺献納宝物デジタルアーカイブ」を法隆寺宝物館にて継続して提供した。 

・東京国立博物館情報アーカイブの運用を継続し、収蔵品、調査研究成果等の情報公開の充実を図った。 

（中期計画記載事項） 

○データ整備及びデジタル化を引き続き推進した。また画像管理システムを改善するとともに、公開データを随時更新・

追加した。 

補足事項】 

(4館共通) 

1)画像管理システムを改善し、資料館閲覧室において来館者向けにデジタル画像を

提供する際の利便性を向上させた。また同システムから抽出したデータをインタ

ーネットで公開した。 

2)各アプリの年度末時点でのダウンロード件数累計は以下の通りである。 

・iOSアプリ「e国宝」404,822 件 参考：23年度末時点 298,087 件、 

           22年度末時点 188,200件（23年 1月 20日リリース） 

・Androidアプリ「e国宝」55,161 件（25年 2月 6日リリース） 

3)既存フィルムのデジタル化は 1,000 枚の計画であったが、撮影そのもののデジタ

ル撮影への移行が予想以上に早く、ほとんどがデジタル撮影となり、フィルムに

よる新規撮影が想定を下回ったため、776枚に留まった。 

 
Android版「e国宝」 

(東京国立博物館) 

3)収蔵品情報のデータ化では、特に和古書・洋古書のデジタル撮影を行った。デジタル化済みのマイクロフィルムと合わ

せての公開に向けて、公開システムを試作した。 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 

経

年

変

化 

20 21 22 23 

収蔵品写真等の既存フィルム

のデジタル化件数 

うちカラーフィルム 

うちモノクロフィルム  

うちマイクロフィルム 

776件 

 

715件 

61件 

0件 

1,000件程度 

 

－ 

－ 

－ 

Ｂ(Ａ) 

 

－ 

－ 

－ 

139,000 

 

2,583 

14,817 

121,600 

775,300 

 

3,480 

23,639 

748,181 

8,639 

 

5,136 

3,503 

0 

1,468 

 

1,392 

 76 

  0 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

収蔵品等の文化財その他関連する資料の情報について、永く後世に記録を残すために、データ整備及びデジタル化を推

進する。また、整備したデータを公開するウェブサイトなどの公開システムの充実を行う。公開データの件数は継続的に

増加させる。 

 収蔵品等に関するデジタル化件数は、その都度目標を設定する。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 153 －

Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



 

【書式Ａ】 施設名 京都国立博物館 処理番号 2412 

 

中項目 2 文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

事業名 (4)文化財情報の発信と広報の充実  ① デジタル化の推進 

【年度計画】 

(4館共通) 

1)収蔵品のデジタル画像による来館者への情報提供及びインターネットでの公開を継続して行う。 

2)収蔵品の国宝・重要文化財について、5ヵ国語(日本語、英語、中国語、韓国語、フランス語)の説明を付したデジタル

高精細画像(ｅ国宝)を継続して公開する。 

3)約7,000件(東京：1,000、京都：2,000、奈良：3,000、九州：1,000）の収蔵品写真等の既存フィルムのデジタル化を実

施する。 

(京都国立博物館) 

1)収蔵品について多国語の説明を付した国宝重要文化財・名品 高精細画像閲覧システムの整備を継続して実施する。 

担当部課 総務課 

学芸部 

事業責任者 総務課長   植田義雄 

列品管理室長 鬼原俊枝 

【実績・成果】 

(4館共通) 

1)収蔵品のデジタルデータを作成し、文化財情報システム及び公開収蔵品データベースの登録を随時行い、当館デジタル

アーカイブ及び公開情報サービスを行った。 

2)収蔵品の国宝・重要文化財について、5ヵ国語(日本語、英語、中国語、韓国語、フランス語)の説明を付したデジタル

高精細画像(e国宝)を継続して公開した。 

3)収蔵品写真等の既存フィルムのデジタル化を継続し、2,732件実施した。 

(京都国立博物館) 

1)重要文化財高精細画像公開システム「KNM GALLERY」にて平成 21 年度より公開している 6 ヵ国語(日本語、英語、韓国

語、スペイン語、フランス語、中国語）による解説について、内容及び表示方法等について修正を行った。 

(中期計画記載事項) 

・収蔵品データベースで公開する画像は昨年度より検索できる件数を 201点増加させた。 

【補足事項】 

  

 

 

 
 

重要文化財高精細画像公開システム 

「KNM GALLERY」 

 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 経

年

変

化 

20 21 22 23 

収蔵品写真等の既存フィルム

のデジタル化件数 

2,732件 2,000件程度 Ａ 

 

－ 

 

－ 

 

－ 

 

2,165 

 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由)  

【中期計画記載事項】 

収蔵品等の文化財その他関連する資料の情報について、永く後世に記録を残すために、データ整備及びデジタル化を推

進する。また、整備したデータを公開するウェブサイトなどの公開システムの充実を行う。公開データの件数は継続的に

増加させる。 

 収蔵品等に関するデジタル化件数は、その都度目標を設定する。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 154 －



 

【書式Ａ】 施設名 奈良国立博物館 処理番号 2413 

 

中項目 2 文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

事業名 (4)文化財情報の発信と広報の充実  ① デジタル化の推進 

【年度計画】 

(4館共通) 

1)収蔵品のデジタル画像による来館者への情報提供及びインターネットでの公開を継続して行う。 

2)収蔵品の国宝・重要文化財について、5ヵ国語(日本語、英語、中国語、韓国語、フランス語)の説明を付したデジタル

高精細画像(ｅ国宝)を継続して公開する。 

3)約7,000件(東京：1,000、京都：2,000、奈良：3,000、九州：1,000）の収蔵品写真等の既存フィルムのデジタル化を実

施する。 

(奈良国立博物館) 

1)収蔵品について情報の整備を継続して実施し、収蔵品データベースの充実を図る。 

2)画像データベースの個別データを約2,000件追加更新する。 

3)修理記録・古写真・ガラス乾板等の整理とデジタル化を推進し、運用方法について検討する。 

4)仏教美術資料研究センターのウェブサイト(蔵書検索)の開設と、利用案内パンフレットの作成を実施して、仏教美術情

報の公開・普及を図る。 

担当部課 学芸部資料室 事業責任者 室長 宮崎幹子 

【実績・成果】 

(4館共通) 

1)収蔵品データベースと画像データベースの公開により、来館者及びインターネットでの情報提供を継続して行った。 

2)国宝・重要文化財のデジタル高精細画像(ｅ国宝)を継続して公開した。 

3)収蔵品写真等の既存フィルムのデジタル化を実施した(4,924件)。 

(奈良国立博物館) 

1)館内の収蔵品情報システムを更新するとともに、公開用の収蔵品データベースにも継続して情報を蓄積し、画像、解説

文、文献情報を充実させた。 

2)画像データベースの個別データを13,402件追加更新した。このうち公開データは4,326件（23年度は2,104件）。 

3)「美術院彫刻等修理記録」の整理とデータ作成を継続して行い、学芸部内でデータベースを閲覧できる環境を整備した。 

4)仏教美術資料研究センターのウェブサイトを運営し、蔵書、論文データの更新を行い内容の充実に努めた。利用案内パ

ンフレットを更新し、建物見学の際に配布するなどして施設の普及を図った。 

（中期計画記載事項） 

公開データを 4,326件（昨年度は 2,104件）追加更新した。 

【補足事項】 

 館内で運用している収蔵品情報システムのリプレ

イスを行い、あわせて館蔵品・寄託品にかかわる情報

の総点検を実施した。このシステムは学芸部が行って

いる文化財の管理に活用されるもので、その使用範囲

は、文化財の登録・返還、証書発行の他、移動履歴、

画像、文献、解説文の管理など大変幅広く、学芸業務

の遂行になくてはならない重要なツールである。シス

テムのリプレイスにより業務の効率化が達成された

のと同時に、総点検により文化財に関する情報の一元

管理が徹底された。 

システムでは、インターネットで公開する収蔵品デ

ータベースの情報も管理しており、文化財情報の発信

基盤の強化も実現できた。 

 

 
収蔵品情報システム 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 
経

年

変

化 

20 21 22 23 

収蔵品写真等の既存フィルムの

デジタル化件数 

写真データベースの個別データ

追加更新件数 

4,924件 

 

13,402件 

 

3,000件程度 

 

2,000件程度 

Ｓ 

 

Ｓ 

1,410 

 

6,989 

90,555 

 

12,399 

4,311 

 

5,190 

5,297 

 

4,370 

総合評価 ○Ｓ  Ａ Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由)デジタル化推進による定量的評価目標値の大幅超えと、システム更新

による文化財情報発信基盤の強化実現を実施できたため。 

【中期計画記載事項】 

収蔵品等の文化財その他関連する資料の情報について、永く後世に記録を残すために、データ整備及びデジタル化を推

進する。また、整備したデータを公開するウェブサイトなどの公開システムの充実を行う。公開データの件数は継続的に

増加させる。 

 収蔵品等に関するデジタル化件数は、その都度目標を設定する。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 155 －

Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



 

【書式Ａ】 施設名 九州国立博物館 処理番号 2414 

 

中項目 2 文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

事業名 (4)文化財情報の発信と広報の充実  ① デジタル化の推進 

【年度計画】 

(4館共通) 

1)収蔵品のデジタル画像による来館者への情報提供及びインターネットでの公開を継続して行う。 

2)収蔵品の国宝・重要文化財について、5ヵ国語(日本語、英語、中国語、韓国語、フランス語)の説明を付したデジタル

高精細画像(ｅ国宝)を継続して公開する。 

3)約7,000件(東京：1,000、京都：2,000、奈良：3,000、九州：1,000）の収蔵品写真等の既存フィルムのデジタル化を実

施する。 

(九州国立博物館) 

1)収蔵品に関するコンテンツを順次追加し、デジタルアーカイブの充実を図る。 

2)海外調査で撮影した写真やビデオを展示や教育普及事業で活用するための整備を行う。 

担当部課 学芸部文化財課 

交流課 

事業責任者 資料管理室主任研究員  原田あゆみ 

教育普及室主任研究員  進村真之 

【実績・成果】 

(4館共通) 

1) 九州国立博物館収蔵品デジタルアーカイブの拡充を図り、館内及びインターネットで収蔵品情報を発信している。 

2) 新たに収蔵された文化財情報のデジタル高精細画像（ｅ国宝)による公開に向けて、準備を進めている。 

3) 1,450件の収蔵品写真等の既存フィルムのデジタル化を実施した。 

(九州国立博物館) 

1) 昨年度から開始した九州国立博物館内に設置した収蔵品デジタルアーカイブ公開の利便性を向上するため、当該機器

の性能を高めた。また、今年度新たに11件の収蔵品情報と、昨年度掲載分収蔵品の1件の画像として新たに750枚のデジ

タル画像の追加を行った。 

2) 今年度は海外での撮影を行わず、既存の資料の資料整理を行った。 

（中期計画記載事項） 

・九州国立博物館収蔵品デジタルアーカイブの公開データを増加した。（新規追加作品11件、写真追加作品1件） 

【補足事項】 

(4館共通) 

1) 館内2ヵ所に設置している「九州国立博物館収蔵品デジタルアーカイブ」機器の

処理能力増強と、オペレーティングシステム・システムソフトウェアの最新版化

を行い、来館者の利便性を高めた。 

2) デジタル高精細画像（ｅ国宝)による収蔵品データ公開に向け、昨年度まで主流

だった4×5カラーポジフィルムによる撮影から、デジタル高精細カメラ（Phase 

One）による撮影を積極的に進めた。 

3) 撮影方法の変化により、今年度撮影分のポジフィルムの数は減少し、一方、デジ

タル画像データの蓄積が進んだ。既存のポジフィルムについては継続的にデジタ

ル化を進めている。 

(九州国立博物館) 

1) インターネットによるデジタル画像の紹介については「九州国立博物館収蔵品デ

ジタルアーカイブ」の充実化により、その前身である「収蔵品ギャラリー」の役

割は終わり、ウェブサイトトップページから「収蔵品ギャラリー」の取り下げを

検討中である。 

 

 

 

 
 

九州国立博物館館内に設置してい

る収蔵品デジタルアーカイブ 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 
経年

変化 

20 21 22 23 

収蔵品写真等の既存フィルム

のデジタル化件数 

1,450件 1,000件程度 Ａ 3,963 3,574 1,391 2,146 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

収蔵品等の文化財その他関連する資料の情報について、永く後世に記録を残すために、データ整備及びデジタル化を推

進する。また、整備したデータを公開するウェブサイトなどの公開システムの充実を行う。公開データの件数は継続的に

増加させる。 

 収蔵品等に関するデジタル化件数は、その都度目標を設定する。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 156 －



 

【書式Ａ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 2421 

 

中項目 2 文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

事業名 (4)文化財情報の発信と広報の充実  ②博物館関係資料の収集及び発信、レファレンス機能の強化 

【年度計画】 

美術史・考古学その他の関連諸学に関する基礎資料及び国内外の博物館・美術館に関する情報及び資料について広く収

集し、蓄積を図る。また、資料の登録や検索・利用については、最新の情報処理技術を用いた、活用しやすいシステムを

開発する。 

 (4館共通) 

1)約 9,500件 (東京：3,000、 京都：3,000、 奈良：3,000、 九州：500)の収蔵品・出品作品等の新規撮影及び関連デー

タを整備する。 

(東京国立博物館) 

1)資料館において、美術史等の情報及び資料を一般に広く公開するために、図書管理システム及び画像管理システムを軸

とした図書資料、画像資料などのデータ整備を推進し、レファレンス機能とサービスの充実を図る。 

2)法隆寺宝物館において、観覧者向け図書コーナーサービスを継続実施する。 

3)調査・研究・教育などに有益な情報及び関係資料を収集・蓄積する。 

4)資料館の機能の拡充に向け、施設・設備の見直しを含めた、利用計画を策定する。 

担当部課 学芸企画部博物館情報課 事業責任者 課長 高橋裕次 

【実績・成果】(4館共通) 

1)本年度は 9,556件の収蔵品・出品作品等の新規撮影及び関連データを整備した。 

(東京国立博物館) 

1)資料館における美術史等の情報・資料の公開のため、図書資料等のデータ整備を推進した。  

資料館において資料の閲覧、複写及びレファレンスサービスを継続して実施した。漢籍を中心とした13000冊を超える

遡及入力及び開架図書の充実と配置換を行い、さらにライブラリーニュースなどによる情報発信や、特別展会場にお

ける関連図書リストの配布など資料館の認知度を高める活動を行った結果、資料館利用者数は前年度にくらべ大幅に

増加した。（4,828人。参考：23年度3,385人）また、所蔵資料の紹介を含む「東京国立博物館資料館案内2012」を作成

した。 

2)法隆寺宝物館において、観覧者向け図書コーナーサービスを継続した。 

3)博物館の調査研究、展示等の業務を支援し一般利用者の利用に供するため、関連する図書及び関係資料を収集した。 

収集件数; 購入図書 454冊、寄贈・交換図書 4,423冊、館蔵品等の写真資料 9,556枚 

4)閲覧室の配置換えを実施して書架を増設し、和書以外にも洋書・中国語・韓国語図書、他館の展覧会カタログなどを  

 配架して開架図書の充実につとめた。東京国立博物館関連図書コーナーや特別展関連図書コーナーは閲覧カウンター 

 前にまとめて利用の便宜を図った。また、館内配布物やポスター、チケットなどの収集・保存・公開に向けた取り組 

 みを実施した。 

【補足事項】(東京国立博物館) 

1)・図書整理は、図書整理は、新規図書 4,877冊、漢籍線装本 12,631冊を含む既

存図書 13,693 冊の図書データを作成し、資料 ID を付与した。また貴重書に

ついて閲覧の事前予約の案内を個別に表示するよう設定した。 

・図書館システムのリプレイスに伴い、クラウド型のシステムに移行した。 

・国立情報学研究所の目録所在情報サービス(NACSIS-CAT)及び美術館図室横断

検索に継続して参加し当館蔵書への検索サービスの向上に努めた。 

(OPAC 公開数：図書約 21万冊、雑誌約 7千タイトル、目次・論文データ約 6千件) 

3)当館刊行図書等の目次・論文データの入力、及び収載された列品番号の入力を

行った。また列品貸与で寄贈された展覧会カタログについても列品番号の入力

を開始した。 

 

 
資料館参考図書コーナー 

4)図書資料の展示コーナー及び新着書架において、所蔵資料紹介の展示(年 4回)、月毎の新着資料の展示を行った。展覧

会開催に合わせて、関連図書の展示を行い、展示会場（インフォメーション）にて関連図書リストを配布した。また、

『東京国立博物館ニュース』及びライブラリーニュース（OPAC）に記事を掲載し情報発信に努めた。 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 

経

年

変

化 

20 21 22 23 

収蔵品・出品作品等の新規撮影

及び関連データ整備件数 

 うちフィルム撮影 

 うちデジタル撮影 

新規図書整理 

遡及図書整理 

9,556件 

 

1,063件 

8,493件 

4,877件 

13,693件 

3,000件程度 

 

－ 

－ 

－ 

－ 

Ｓ 

 

－ 

－ 

－ 

－ 

4,721 

 

4,703 

18 

7,781 

5,709 

16,567 

 

4,177 

12,390 

3,411 

11,105 

11,343  

 

5,377 

5,966 

7,345 

7,836 

10,566 

 

1,379 

9,187 

3,970 

5,459 

総合評価 ○Ｓ  Ａ Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 資料館利用者数、図書登録数において顕著な増加を見た。 

【中期計画記載事項】 

美術史・考古学・博物館学その他の関連諸学に関する基礎資料及び国内外の博物館等に関する情報及び資料について広

く収集し、蓄積するとともに、情報の発信と、レファレンス機能を充実させる。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 157 －

Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



 

 

【書式Ａ】 施設名 京都国立博物館 処理番号 2422 

 

中項目 2 文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

事業名 (4)文化財情報の発信と広報の充実  ②博物館関係資料の収集及び発信、レファレンス機能の強化 

【年度計画】 

美術史・考古学その他の関連諸学に関する基礎資料及び国内外の博物館・美術館に関する情報及び資料について広く収

集し、蓄積を図る。また、資料の登録や検索・利用については、最新の情報処理技術を用いた、活用しやすいシステムを

開発する。 

(4館共通) 

1)約 9,500件 (東京：3,000、 京都：3,000、 奈良：3,000、 九州：500)の収蔵品・出品作品等の新規撮影及び関連デー

タを整備する。 

担当部課 学芸部列品管理室 事業責任者 室長 鬼原俊枝 

【実績・成果】 

(4館共通) 

1)収蔵品、出品作品等の新規撮影は、フィルム撮影を 2,168枚、デジタル撮影を 545枚行った。 

・デジタルカメラ等撮影機材の導入を進め、デジタル撮影に移行を開始した。 

・収蔵フィルムの一括デジタル化作業を継続して行った。 

・フィルム用スキャナを導入し、デジタル化の促進と費用の節減を図った。 

・館蔵ガラス乾板の保存整理作業を開始し、デジタル保存のためのスキャナ及び周辺機器の導入を進めた。 

・調査、研究、教育等に資するため、図書資料においては、新規図書 9,941冊、逐次刊行物 2,713冊を収集した。 

【補足事項】 

・今年度は科学研究費「南山城地域の仏教文化と歴史に関する総合的研究」(3

ヵ年)の 2年目であり、禅定寺、壽寶寺、観音寺、及び一休寺の調査を行い、

出張撮影を行った。 

・当館の展覧会出品作品の撮影は、「王朝文化の華 陽明文庫名宝」展、「古代

出雲」展、「宸翰」展、「国宝十二天と密教法会の世界」展、また 25 年 3 月

30日開始予定の「狩野山楽・山雪」展を対象として進めた。 

・フィルムのデジタル化作業は要望の多い作品のデジタル化が進捗したので、

絵巻のような連続した写真の要望が多い作品のデータの整備を始めた。 

・デジタル画像の提供は、別途「@KYOTOMUSE Digital Archives」(artize.net)

を介し継続的に行っている。 

・デジタル化の必要なフィルム量が膨大であるため、従来のアウトソーシング

と同時に、より経済的なスキャナの導入による作業の準備を進めた。 

・ガラス乾板の劣化が深刻であるため、ほこり払い、状態の記録、収納箱の清

朝等、新展示館のよりよい環境に移す準備作業を開始した。 

・同時にガラス乾板の優れた画像をデジタル化によって保存活用するためのス

キャナを導入し、さらに周辺機器の整備を進めつつある。 

・図書管理システム、資料の登録・検索を行う文化財情報システムについては、

引き続き情報システム検討委員会で課題を検討しつつ、運用している。 

 
 

南山城古寺調査における 

資料調査状況 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 
経

年

変

化 

20 21 22 23 

収蔵品・出品作品等の新規撮影

及び関連データ整備件数 

 うちフィルム撮影 

 うちデジタル撮影 

2,713件 

 

2,168件 

545件 

3000件程度 

 

－ 

－ 

Ｂ 

 

－ 

－ 

6,478 

 

－ 

－ 

3,753 

 

－ 

－ 

3,379 

 

－ 

－ 

3,580 

 

3,410 

170 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

美術史・考古学・博物館学その他の関連諸学に関する基礎資料及び国内外の博物館等に関する情報及び資料について広

く収集し、蓄積するとともに、情報の発信と、レファレンス機能を充実させる。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 158 －



 

 

【書式Ａ】 施設名 奈良国立博物館 処理番号 2423 

 

中項目 2 文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

事業名 (4)文化財情報の発信と広報の充実  ②博物館関係資料の収集及び発信、レファレンス機能の強化 

【年度計画】 

美術史・考古学その他の関連諸学に関する基礎資料及び国内外の博物館・美術館に関する情報及び資料について広く収

集し、蓄積を図る。また、資料の登録や検索・利用については、最新の情報処理技術を用いた、活用しやすいシステムを

開発する。 

(4館共通) 

1)約 9,500件 (東京：3,000、 京都：3,000、 奈良：3,000、 九州：500)の収蔵品・出品作品等の新規撮影及び関連デー

タを整備する。 

(奈良国立博物館) 

1)図書情報システム及び写真情報システムによる資料整備と情報蓄積を推進し、内外の利用者に対してサービスの充実を

図る。 

2)仏教美術資料研究センターの耐震補強工事完了をうけて、利用者に対し利便性向上を図るため、資料配置を全面的に見

直し、資料の有効的な活用と効率的な運用について検討し、実施する。 

担当部課 学芸部資料室 事業責任者 室長 宮崎幹子 

【実績・成果】 

(4館共通) 

1)収蔵品・展覧会等出品作品等の新規撮影を多数行い、関連データを整備した(4,960件)。 

(奈良国立博物館) 

1)図書情報システム及び画像情報システムによる情報蓄積を推進し、仏教美術資料研究センター及びインターネットにお

ける情報公開を充実させた。「日本美術院彫刻等修理記録」の整理を進め、学芸部内でデータベースを閲覧できる環境

を整えた。 

2)仏教美術資料研究センターの工事完了をうけて、新しい平面プランと利便性に配慮した資料の配置を行い、一部の資料

の移動を実施した。通常の施設・資料公開にとどまらず、アーカイブズ学、建築学関係の専門家の見学・研修の受け

入れを複数回行った。 

【補足事項】 

1)図書情報システム・画像情報システムのデータ更新を継続して行い、情報提供機能

の強化に努めている。仏教美術資料研究センターで公開するデータベースに関して

は、インターネットで公開するデータベースとの適切な分離を行い、収蔵品以外の

画像データも閲覧できる環境を整備している。これらにより、資料とデジタルデー

タの迅速な公開が実現され、利用者の利便性の向上を図っている。 

2)・仏教美術資料研究センターの改修工事完了を機に、通常の施設・資料の利用者と

ともに、アーカイブズ学、建築学関係の専門家・愛好者からの見学・研修・取材

依頼が増加している。それらに適宜対応することにより、施設及び機能の普及・

宣伝に効果を上げている。 

 ・昨年度作成した冊子及び案内パンフレットを引き続き活用しているが、案内パン

フレットについては本年度版に更新し、建物内に設置する解説パネルも新たに追

加整備し、情報提供サービスの拡充に努めている。 

 

仏教美術資料研究センター 

案内パンフレット 

（2012年更新版） 
【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 

経

年

変

化 

20 21 22 23 

収蔵品・出品作品等の新規撮

影及び関連データ整備件数 

うちフィルム撮影 

うちデジタル撮影 

4,960件 

 

14件 

4,944件 

3,000件程度 

 

－ 

－ 

Ｓ 

 

－ 

－ 

6,457 

 

6,457 

－ 

5,818 

 

5,818 

－ 

11,684 

 

1,725 

10,677 

6,103 

 

219 

5,884 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

美術史・考古学・博物館学その他の関連諸学に関する基礎資料及び国内外の博物館等に関する情報及び資料について広

く収集し、蓄積するとともに、情報の発信と、レファレンス機能を充実させる。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 159 －

Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



 

 

【書式Ａ】 施設名 九州国立博物館 処理番号 2424 

 

中項目 2 文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

事業名 (4)文化財情報の発信と広報の充実  ②博物館関係資料の収集及び発信、レファレンス機能の強化 

【年度計画】 

美術史・考古学その他の関連諸学に関する基礎資料及び国内外の博物館・美術館に関する情報及び資料について広く収

集し、蓄積を図る。また、資料の登録や検索・利用については、最新の情報処理技術を用いた、活用しやすいシステムを

開発する。 

(4館共通) 

1)約 9,500件 (東京：3,000、 京都：3,000、 奈良：3,000、 九州：500)の収蔵品・出品作品等の新規撮影及び関連デー

タを整備する。 

(九州国立博物館) 

1)対馬宗家文書データベースの効率的な運用を検討し、実施する。 

2)博物館資料(収蔵品、図書、写真など)データベースにおける業務の効率化に向けて、現行業務システムを全面的に見直

し、より充実した第2次業務システム構築を目指す。 

担当部課 学芸部文化財課 事業責任者 資料管理室主任研究員 原田あゆみ 

【実績・成果】 

(4館共通) 

1)2,142件の収蔵品・出品作品等の新規撮影及び関連データを整備した。 

(九州国立博物館) 

1)対馬宗家文書データベースの効率的な運用のため、システムについて整備した。具体的には固有名詞データと、その固

有名詞データの表記のゆれに対応する一覧を作成し、検索システムを新たに作ることにより検索の精度を向上させ、さ

らに専門的知識を持たない一般の人でも容易に検索が可能となるよう改修を行った。 

2)図書資料データベースについては、運用の効率化を図るため新たな機能を追加し、画像については収蔵品データベース

の拡充にあわせて、収蔵品画像データの準備を進めた。 

 

【補足事項】 

(4館共通) 

1)収蔵品・出品作品等の新規撮影は、フィルム撮影に代わりデジタル撮影が主

体となった。 

 

(九州国立博物館) 

1)宗家文書データベース中、対象となる固有名詞データは、翻刻データのある

13,696件のうち、御内書687件を除く13,009件中、1,051件であった。 

 

2)美術史・考古学その他の関連諸学に関する基礎資料として図書資料を継続的

に収集した他、日本中世史を中心に大規模な図書の寄贈を受けた。これによ

り図書データベースのデータが格段に増加した。 

 

  

九州国立博物館修理報告書 

掲載写真の撮影 

大応国師坐像 円福寺所蔵 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 
経

年

変

化 

20 21 22 23 

収蔵品・出品作品等の新規撮影

及び関連データ整備件数 

うちフィルム撮影 

うちデジタル撮影 

2,142件 

 

1,480件 

662件 

500件程度 

 

－ 

－ 

Ｓ 

 

－ 

－ 

6,633 

 

－ 

－ 

4,686 

 

－ 

－ 

1,393 

 

1,357 

36 

4,441 

 

2,175 

2,266 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

美術史・考古学・博物館学その他の関連諸学に関する基礎資料及び国内外の博物館等に関する情報及び資料について広

く収集し、蓄積するとともに、情報の発信と、レファレンス機能を充実させる。 

 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 160 －



 

 

【書式Ａ】 施設名 本部事務局 処理番号 2430 

 

中項目 2 文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

事業名 (4)文化財情報の発信と広報の充実  ③ 広報計画の策定と情報提供 

【年度計画】 

(機構本部) 

1)機構の概要、年報を作成する。 

2)機構本部ウェブサイトを運用し、法人情報の提供を行う。 

 

担当部課 本部事務局総務企画課 事業責任者 課長 竹之内勝典 

【実績・成果】 

(機構本部) 

1)『独立行政法人国立文化財機構概要 平成24年度』を24年7月に発行し、PDF版をウェブサイトに掲載した。 

『独立行政法人国立文化財機構年報 平成23年度』を25年1月に発行し、PDF版をウェブサイトに掲載した。 

2)機構本部ウェブサイト(http://www.nich.go.jp/)の運用を継続した。随時掲載情報の追加更新を行い、広く一般に向け

た法人情報の提供を行った。 

【補足事項】 

1)『平成 24年度概要』：3,000部、カラー44ページ、和英併記。 

『平成 23年度年報』：280部、カラー4ページ・モノクロ 1,049 ページ。 

2)機構本部ウェブサイトアクセス件数：260,558件。 

 

 
 

 

『独立行政法人国立文化財機構 

概要 平成 24年度』 

 

『独立行政法人国立文化財機構 

年報 平成 23年度』 

独立行政法人国立文化財機構 

ウェブサイト トップページ 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 経

年

変

化 

20 21 22 23 

－ － － － － － － － 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

展示や教育事業等について、個々の企画の目的、対象、内容、学術的な意義を踏まえて広報計画を策定し、情報提供を

行う。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 161 －

Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



 

【書式Ａ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 2431 

 

中項目 2 文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

事業名 (4)文化財情報の発信と広報の充実  ③ 広報計画の策定と情報提供 

【年度計画】 

(4館共通) 

1)年間スケジュールリーフレットの制作・配布を行う。 

（東京国立博物館、奈良国立博物館） 

1)広報・宣伝制作物の企画・制作・配布等を行う。 

(東京国立博物館) 

総合文化展の活性化に重点をおいた広報活動を行う。 

1)本館2階「日本美術の流れ」のテーマ解説及び主な展示作品の解説をまとめ、展示替ごとに更新する日本語パンフレッ

トを継続して作成し、配布する。 

2)平成25年1月の東洋館リニューアルオープン及び開館140周年に関連した広報展開の企画・運営を行う。 

担当部課 学芸企画部広報室 事業責任者 室長 小林牧 

【実績・成果】 

(4館共通) 

1)年間スケジュールリーフレットを制作し(35,000部）、送付及び館内配布した。 

（東京国立博物館、奈良国立博物館） 

1)『東京国立博物館ニュース』(隔月刊、号外)、「博物館でお花見を」「秋の特別公開」「博物館に初もうで」他各種広報

印刷物を制作・配布した。 

(東京国立博物館) 

1)「日本美術の流れ」パンフレットに関しては処理番号2311-2を参照。 

2)東京国立博物館 140周年「ブンカのちからにありがとう」及び「東洋館リニューアルオープン」のキャンペーンを行っ

た。 

【補足事項】 

 

2) 

・140 周年記念パンフレットによるスタンプラリーを引き続き展開した。（24

年 1月～25年 3月） 

・館のスタッフ計 140名による「140周年ありがとうブログ」の更新を継続し

た。 

・「東洋館リニューアルオープン」ならびに「博物館に初もうで」のキャンペ

ーンポスターに、俳優の井浦新氏を起用した。井浦氏には、開館記念式典へ

の出席、同時期開催特別展「飛騨の円空」でのトークショー出演も依頼し、

広報とイベントの相乗効果による来館者増を狙った。 

・ドラマ仕立てのショートフィルム形式による「東洋館リニューアルオープン」

プロモーション動画を作成し、館のサイト、ならびに YouTube で公開した。 

東京メトロの車内広告枠でも放映を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140周年キャンペーンポスター 

 

 

 

 

 

 

 

東洋館プロモーション動画 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 経

年

変

化 

20 21 22 23 

－ － － － － － － － 

総合評価 ○Ｓ  Ａ Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 東洋館リニューアルキャンペーンにより、東京国立博物館及び総合

文化展の認知度を高めた。 

【中期計画記載事項】 

展示や教育事業等について、個々の企画の目的、対象、内容、学術的な意義を踏まえて広報計画を策定し、情報提供を

行う。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 達成 

－ 162 －



 

 

【書式Ａ】 施設名 京都国立博物館 処理番号 2432 

 

中項目 2 文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

事業名 (4)文化財情報の発信と広報の充実  ③ 広報計画の策定と情報提供 

【年度計画】 

(4館共通) 

1)年間スケジュールリーフレットの制作・配布を行う。 

 

担当部課 学芸部 事業責任者 企画室長 宮川禎一 

【実績・成果】 

(4館共通) 

1)年間スケジュールリーフレットの制作・配布を行った。 

 

【補足事項】 

・24 年 4 月～25 年 3 月の展覧会日程を記載した年間スケジュールリーフレッ

トを作成・配布した。(30,000 部) 

・近隣私鉄会社と連携し、ポスター・チラシの駅構内掲示等広報活動を実施し 

た。 

・最寄り駅となる京阪電鉄と連携した広報活動の実施に向け、検討会を実施し 

た。 

・通常１度開催の展覧会記者発表会を複数回実施し、展示内容や見どころにつ 

いてより詳細にレクチャーを行い、記事掲載機会の拡大に努めた。 

・展覧会のジャンルに併せてチラシ等発送リストの見直しを行い、より効果的 

な情報発信に努めた。 

・メールマガジン会員数の維持・増加を目的として、会員特典の小冊子（PDF） 

発刊を開始した。 

・ツイッターを通じて展覧会の混雑状況の迅速な情報発信を開始した。 

・一般社団法人京都府タクシー協会の構成員に対して展覧会の特別鑑賞会を実 

施し、さらなる観覧者数の増加を図った。 

・25年 3月に博物館の事業促進と文化財保護基金の広報推進を図るため 

に広報特使を新設し、女優の藤原紀香氏を任命した。 

 

 

 
年間スケジュールリーフレット 

 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 経

年

変

化 

20 21 22 23 

－ － － － － － － － 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

展示や教育事業等について、個々の企画の目的、対象、内容、学術的な意義を踏まえて広報計画を策定し、情報提供を

行う。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 163 －

Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



 

【書式Ａ】 施設名 奈良国立博物館 処理番号 2433 

 

中項目 2 文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

事業名 (4)文化財情報の発信と広報の充実  ③ 広報計画の策定と情報提供 

【年度計画】 

(4館共通) 

1)年間スケジュールリーフレットの制作・配布を行う。 

(東京国立博物館、奈良国立博物館) 

1)広報・宣伝制作物の企画・制作・配布等を行う。 

(奈良国立博物館) 

1)広報活動を多面的に行うため、広報の外注化を引き続き検討する。 

2)広報業務を一元化するとともに、戦略的な広報体制を整備する。 

3)特別展の際に、タクシー･ホテル等関係者に対する内覧会を実施し、タクシー･ホテル等利用者への広報活動を展開する。 

4)地元の観光協会に入会し、観光協会を通じて観光客への広報活動を展開する。 

5)地元の自治体・商工団体・観光団体等と連携した広報活動の展開を図る。 

6)文化大使を引き続き任命し、広報活動を行う。 

7)写真・映像の撮影等に場所提供を含め協力することにより博物館の認知度を高める。 

担当部課 学芸部情報サービス室 

総務課渉外室 

事業責任者 室長 吉澤 悟 

総括専門職員 森継明広 

【実績・成果】 

(4館共通) 

1)24年5月～25年5月の展覧会日程を記載したリーフレットの初版を5月に5,000部、一部改訂版を10月に30,000部作成し、

配布した。 

(東京国立博物館、奈良国立博物館) 

1)それぞれの展覧会の特性や意義に応じた広報の方針、及び印刷物の部数を議論する広報戦略委員会を、6回実施した。 

(奈良国立博物館) 

1)広報業務の一部（ポスター・チラシ等の発送）については外注化した。 

2)ポスター・チラシの発送先の一元管理化を行い、鉄道の駅貼りやバス広告などの広報の可能性を検討した。 

3)特別展では、タクシー･ホテル等関係者に対する内覧会を実施、タクシー･ホテル等の利用者への広報活動を行った。 

4)奈良市観光協会への入会をはじめ、積極的に地元観光業界に対し広報活動を展開するとともに情報収集に努めた。 

5)奈良県が後援する観光イベントへの積極的な協力や、奈良県ビジターズビューローとの連携等、地域の観光団体等と連

携した広報活動を展開した。 

6)文化大使の任期満了にともない、次期候補者の選考を行った。 

7)新聞社や鉄道会社の広報誌、地元のタウン情報誌等の写真撮影協力やテレビ局に対して放送のための映像撮影協力を行

い、博物館の認知度を高めた。 

【補足事項】 

5)・「はじまりは正倉院展実行委員会」に参加し、「まちなかバル」

及びスタンプラリーに協力した。 

・地元ホテルのスタンプラリーの特典として、観覧料金の割引

を実施した。 

・地元商店街の割引クーポン利用施設に参加した。 

 

 

 

 

リーフレット（一部改訂版） 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 経年

変化 

20 21 22 23 

－ － － － － － － － 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

展示や教育事業等について、個々の企画の目的、対象、内容、学術的な意義を踏まえて広報計画を策定し、情報提供を

行う。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 164 －



 

【書式Ａ】 施設名 九州国立博物館 処理番号 2434 

 

中項目 2 文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

事業名 (4)文化財情報の発信と広報の充実  ③広報計画の策定と情報提供 

【年度計画】 

(4館共通) 

1)年間スケジュールリーフレットの制作・配布を行う。 

(九州国立博物館) 

1)特別展の実施に伴う広報・宣伝材料を制作する。特に特別展の内容理解を促進するための番組を制作、ＴＶ放映する。 

2)現在及び過去や将来の展示リストを検索・紹介し、新鮮な展示情報を情報発信するためのウェブデータベースを整備す

る。 

3)地元の自治体・商工団体・観光団体等と連携した広報活動を展開する。 

4)九州観光推進機構を通じた海外への広報・営業活動を展開する。 

5)文化交流展示室からの積極的な情報発信を図るため、ポスター・ちらし・ウェブコンテンツの活用を一層、促進する。 

担当部課 学芸部企画課 

 

広報課 

事業責任者 課長       小泉惠英 

文化交流展室長  河野一隆 

課長       梶村正年 

【実績・成果】 

(4館共通) 

1)年間スケジュールリーフレット「九州国立博物館 展示スケジュールのご案内」の制作・配布を行った。（5,000部） 

(九州国立博物館) 

1)特別展「平山郁夫展」、｢美のワンダーランド｣、｢ベルリン国立美術館展｣等でＴＶ番組を制作・放映した。 

2)今年度、ウェブデータベースシステムを改修して使用の利便性を向上させると同時に、館内のみであるが公開・運用を

開始した。 

3)1,000万人達成記念セレモニーにおいて太宰府観光協会と連携した広報活動を実施した。また、トピック展示ポスター

掲示、展示・イベントスケジュールチラシの設置など観光協会と連携した広報活動を実施した。 

4)九州観光推進機構を通じ海外のメディアに博物館の紹介を行った。 

5)ポスター・チラシによる広報効果を上げるため、広報依頼目的の後援を積極的に募った。 

○広報事務局と協力して来館者マーケティングを実施し、交通広告に注力した上で来館者増を図った。 

【補足事項】 

(九州国立博物館) 

1)年間スケジュールリーフレットを製作・配布しただけでなく、来館者が多かった「ベルリン国立美術館展」（24年 10

月 9日～12月 2日）期間中には、年度後半のトピック展示を告知する広報物を作成・配布した。 

2)従来のシステムでは収蔵品と陳列案のそれぞれのシステムがデータの同期が取れていなかった。今回は設計理念に収蔵

品台帳システムとのリンクを前提とし、若干の改善の余地はあるものの利便性は飛躍的に向上した。 

3)1,000万人達成記念セレモニーにおいて、参道に旗の設置、梅ヶ枝餅の配布など太宰府観光協会と連携した広報活動を

実施した。また、トピック展示ポスター掲示、展示・イベントスケジュールちらしの設置など観光協会と連携した広報

活動を実施した。 

4)九州観光推進機構を通じ海外のメディアに博物館の紹介を行った。 

5)従来は、広報物を作成しても特別展や他のトピック展示とリリースが重なったため、十分な広報効果を挙げることがで

きなかった。今年度は、今まで広報の実績が少ない機関を開拓したことが、来場者増につながった。 

○広報課・広報事務局・展示課と交流展室が広報連携を行うために、毎週ワーキンググループを開催し、来館者増を狙っ

たパブリシティを展開した。 

 
２つのトピック展示の共通ポスター 

 
年間スケジュールリーフレット 

「九州国立博物館 展示スケジュールのご案内」 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 経年

変化 

20 21 22 23 

－ － － － － － － － 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

展示や教育事業等について、個々の企画の目的、対象、内容、学術的な意義を踏まえて広報計画を策定し、情報提供を

行う。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 165 －

Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



 

 

【書式Ａ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 2441 

 

中項目 2 文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

事業名 (4)文化財情報の発信と広報の充実   

④広報印刷物、ウェブサイト等の活用及びマスメディアとの連携強化等による積極的な広報活動 

【年度計画】 

(4館共通) 

1)マスコミ媒体や公共交通機関等と連携した広報活動を展開する。 

2)ウェブサイト、モバイルサイトによる情報提供を行う。 

3)メールマガジンを配信する。 

(東京国立博物館) 

1)「東京国立博物館ニュース」の編集・発行・配布を行う。(年6回) 

2)ウェブサイトでは、ブログや投票などの博物館の顔が見えるコンテンツの充実を図る。また、東洋館リニューアルオー

プンに即した新コンテンツを制作する。 

担当部課 学芸企画部広報室 事業責任者 室長 小林牧 

【実績・成果】 

(4館共通) 

1)マスコミ媒体や公共交通機関等と連携した広報活動を展開した。 

2)ウェブサイト、モバイルサイトによる情報提供を行った。 

3)メールマガジンを配信した。(32回) 

(東京国立博物館) 

1)『東京国立博物館ニュース』の編集・発行・配布を行った。（年7回 ※東洋館リニューアル号外含む) 

2)・140周年ブンカのちからにありがとうキャンペーンに伴う「140周年ありがとうブログ」を設置し、計 140名のスタ

ッフによる感謝の思いを発信した。（更新数 114回） 

 ・東洋館リニューアルに伴うコンテンツを付加し、ウェブサイトの充実を図った。 

【補足事項】 

(4館共通) 

1)・「博物館にお花見を」において、FMラジオ局 J-WAVEとのタイアップによる J-WAVE 

SPRING FESTIVAL@トーハクを開催した。（24年 4月 7日） 

・「秋の特別公開」において、 FM ラジオ局 J-WAVE とのタイアップによる TOKYO 

NATIONAL MUSEUM 140th“J-WAVE MUSIC CELEBRATION”を開催した。（24 年 9 月

23日） 

・東洋館リニューアルオープンに際して、9月に報道発表会・プレオープンツアー、

12月に報道内覧会を実施。多くの媒体から情報発信された。 

(東京国立博物館) 

1)・隔月刊の『東京国立博物館ニュース』通常号に加え、東洋館リニューアル号外を

発行した 

2)・「1089 ブログ」で、展示･催しなどの情報をタイムリーに発信した。(ブログ更新

数 182回) 

・東洋館リニューアルオープンに伴い、展示案内のページの増設、マップ画像の改

訂等を行った。 

・東洋館リニューアルオープンに伴い、プロモーション動画を作成し、ウェブサイ

トで公開した。（詳細は処理番号 2431参照） 

 

 

 
J-WAVE とのタイアップイベント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『東京国立博物館ニュース』 

東洋館リニューアル号外 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 経年 

変化 

20 21 22 23 

『東京国立博物館ニュース』発行 7回 6回 Ａ 6 6 6 6 

総合評価 ○Ｓ  Ａ Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) J-WAVEとのタイアップで今までにない周知活動が達成できた。 

【中期計画記載事項】 

広報印刷物やウェブサイト等の自主媒体の活用及びマスメディアとの連携強化等により、積極的な広報を行う。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 達成 

－ 166 －



 

【書式Ａ】 施設名 京都国立博物館 処理番号 2442 

 

中項目 2 文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

事業名 (4)文化財情報の発信と広報の充実   

④広報印刷物、ウェブサイト等の活用及びマスメディアとの連携強化等による積極的な広報活動 

【年度計画】 

(4館共通) 

1)マスコミ媒体や公共交通機関等と連携した広報活動を展開する。 

2)ウェブサイト、モバイルサイトによる情報提供を行う。 

3)メールマガジンを配信する。 

(京都国立博物館) 

1)「博物館だより」、「Newsletter」(英文)を年4回発行する。 

2)地域等が主催する各種の委員会に参加・連携し、広報活動を展開する。 

3)京都市内4美術館博物館で連携し、共通の展覧会情報パンフレットを制作・配布する。 

4)既刊の博物館ディクショナリーをウェブサイトに掲載し、新刊をメールマガジンにて配信し、利用者の拡大を図る。 

5)収蔵品貸与情報をウェブサイトにて公開する。 

担当部課 学芸部 事業責任者 企画室長 宮川禎一 

【実績・成果】 

(4館共通) 

1)・各展覧会の招待日にプレス発表会を開催した。 

 ・各展覧会の招待日のプレス発表会とは別に、展覧会に先行して、展覧会に関連する調査研究成果のプレス発表会を随

時開催し、博物館の研究活動及び展覧会の広報に努めた。 

2)ウェブサイトによる情報提供(日本語・英語)、及び、モバイルサイトによる情報提供を行った。 

3)メールマガジンを配信した。(12回) 

(京都国立博物館) 

1)『京都国立博物館だより』、『Newsletter』の発行・配布を行った。(各 4回) 

2)東山南部地域の社寺やホテル等と連携し、展覧会チケットが割引券となる地域マップ付チラシを作成し、広報活動を展

開した。 

3)京都市内 4館(京都国立博物館、京都国立近代美術館、京都府文化博物館、京都市美術館)の連携協力の提携を結び、共

通の展覧会情報パンフレットを作成・配布した。 

4)既刊の博物館ディクショナリーをウェブサイトに掲載し、新刊をメールマガジンにて配信し、利用者の拡大を図った。 

5)収蔵品貸与情報をウェブサイトにて公開した。 

【補足事項】 

・『京都国立博物館だより』は、年 4回、それぞれ 1万部から 2万部発行(季節

による来館者見込により増減)し、観覧者、新聞・雑誌・放送局各社、学校・

図書館・美術館・博物館他、郵送希望者にも発送している。 

・『Newsletter』は、『京都国立博物館だより』の英語版として年 4回発行し、

配布している。現在 117号に達しすでに四半世紀を超えた刊行物であり、外

国人観覧者や留学生らの好評を博している。 

 

Newsletter vol.117 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 
経年

変化 

20 21 22 23 

『京都国立博物館だより』発行 

『Newsletter』発行 

4回 

4回 

4回 

4回 

Ａ 

Ａ 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

広報印刷物やウェブサイト等の自主媒体の活用及びマスメディアとの連携強化等により、積極的な広報を行う。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 167 －

Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



 

【書式Ａ】 施設名 奈良国立博物館 処理番号 2443-1 

 

中項目 2 文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

事業名 (4)文化財情報の発信と広報の充実   

④広報印刷物、ウェブサイト等の活用及びマスメディアとの連携強化等による積極的な広報活動(1/2) 

【年度計画】 

(4館共通) 

1)マスコミ媒体や公共交通機関等と連携した広報活動を展開する。 

2)ウェブサイト、モバイルサイトによる情報提供を行う。 

3)メールマガジンを配信する。 

(奈良国立博物館) 

(略) 

担当部課 学芸部情報サービス室 

総務課渉外室 

事業責任者 室長 吉澤 悟 

総括専門職員 森継明広 

【実績・成果】 

(4館共通) 

1)年間を通じて文化財の魅力を紹介する新聞連載や、テレビ番組「奈良国立博物館 仏教美術の殿堂」の放映の他、各特

別展等の開催に合わせて、マスコミ媒体や公共交通機関等と連携した広報活動を展開した。 

2)特別展や公開講座等の企画ごとに、また展示替えごとにウェブサイト及びモバイルサイトを更新し、最新の情報提 

供を行った。 

3)メールマガジンを毎月1回配信した。 

 

【補足事項】 

1)○名品展及び館全体の広報 

・読売新聞に、年間を通じて文化財の魅力を紹介する連載を行った。(隔週)  

・朝日放送と BS朝日で「奈良国立博物館 仏教美術の殿堂」が放映された。 

○特別展「解脱上人貞慶」広報 

・読売新聞に文化財の解説を連載した。(5回) 

・ＮＨＫ奈良放送局で「奈良特集 解脱上人 貞慶」、毎日放送で「解脱上人 貞慶」が放映された。 

○特別展「頼朝と重源」広報 

・朝日新聞に文化財の解説を連載した。(5回) 

・ＮＨＫ奈良放送局「ならナビ」で館職員が広報を行った。 

○「第64回正倉院展」広報 

・読売新聞に宝物紹介を連載した。(5回) 

・朝日放送で「文化財2012 きらめく天平の瑠璃 第64回正倉院展」、ＮＨＫ教育で「日曜美術館 第64回正倉院展」が

それぞれ放映された。 

・読売テレビ「ウェークアップ！ぷらす」で、一般公開初日に館内からの生中継で館長自ら広報を行った。 

・読売テレビ「ミヤネ屋」、読売テレビ「かんさい情報ネット ten！」、ＮＨＫ総合「ぐるっと関西おひるまえ」で館職

員がそれぞれ広報を行った。 

・ＮＨＫ第一とＮＨＫーＦＭの「ラジオ深夜便 展覧会への招待」で館職員が広報を行った。 

 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 経

年

変

化 

20 21 22 23 

－ － － － － － － － 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

広報印刷物やウェブサイト等の自主媒体の活用及びマスメディアとの連携強化等により、積極的な広報を行う。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 168 －



 

【書式Ａ】 施設名 奈良国立博物館 処理番号 2443-2 

 

中項目 2 文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

事業名 (4)文化財情報の発信と広報の充実   

④広報印刷物、ウェブサイト等の活用及びマスメディアとの連携強化等による積極的な広報活動(2/2) 

【年度計画】 

(4館共通) 

(略) 

(奈良国立博物館) 

1)特別展及び名品展の魅力や文化財情報を満載した「博物館だより」を発行する。（年４回） 

2)ウェブサイトの外国語版の充実を図る。 

3)奈良県立美術館、入江泰吉記念奈良市写真美術館と立ち上げた奈良トライアングルミュージアムズで連携し、集客増に

繋がる広報活動を展開する。 

4)東大寺、春日大社などの寄託社寺及び賛助会員企業と連携し、特別展等の割引特典付きチラシを配布する。 

5)マスコミからの取材申し込みを積極的に受け入れ、展覧会、博物館活動への理解・促進を図る。 

6)季刊誌『奈良国立博物館だより』の PDF版をウェブサイトに掲載する。 

7)英語による展覧会チラシを作成し、外国人観光客誘致のための情報発信を行う。 

担当部課 学芸部情報サービス室 

総務課渉外室 

事業責任者 室長 吉澤 悟 

総括専門職員 森継明広 

【実績・成果】 

 (奈良国立博物館) 

1)名品展や特別展の紹介に加え、文化財情報を満載した季刊誌『奈良国立博物館だより』を発行した。(4回)  

2)ウェブサイトの英語版に関して、すべての内容や用語の見直しを図った。適切な美術用語、新しい施設名称、外国人に

も分かり易い表現などを積極的に採用し、アクセス数の集中する正倉院展の会期前までに修正を完了した。 

3)奈良トライアングルミュージアムズとして、6月から12月にかけて古事記編纂1300年記念企画として３館連携リレー展

示、３館リレー東京セミナーを6回（7・8・11・12・25年1・2月）実施、9月に奈良県による九州観光プロモーションへ

参加、11月に３館リレーミュージアムコンサートを実施した。 

4)東大寺、春日大社の協力を得て、体験型のイベントを行った。 

冬季の集客を図るため割引券を作成し、観光案内所及び市内の宿泊施設に配布した。 

春日大社の共催により同社において１日限定無料（一部割引）券を配付し、おん祭展の広報と館の認知度アップに繋が

った。 

5)特別展、特別陳列等の開催にあたっては、報道発表、プレスプレビューを実施、取材にも積極的に対応した。 

6)季刊誌『奈良国立博物館だより』の PDF版をウェブサイトに掲載した。 

7)特別展では、英文チラシを作成、外国人観光客向けの情報発信を行った。 

 

【補足事項】 

 

 

奈良トライアングルミュージアムズ 

 ３館リレーミュージアムコンサート 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 経年

変化 

20 21 22 23 

『奈良国立博物館だより』発行 4回 4回 Ａ 4 4 4 4 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

広報印刷物やウェブサイト等の自主媒体の活用及びマスメディアとの連携強化等により、積極的な広報を行う。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 169 －

Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



 

【書式Ａ】 施設名 九州国立博物館 処理番号 2444 

 

中項目 2 文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

事業名 (4)文化財情報の発信と広報の充実   

④広報印刷物、ウェブサイト等の活用及びマスメディアとの連携強化等による積極的な広報活動 

【年度計画】 

(4館共通) 

1)マスコミ媒体や公共交通機関等と連携した広報活動を展開する。 

2)ウェブサイト、モバイルサイトによる情報提供を行う。 

3)メールマガジンを配信する。 

(九州国立博物館) 

1)ウェブサイトで提供する博物館情報の充実を図るとともに、利用者の利便性を考慮した情報の発信に努める。 

2)「九州国立博物館季刊情報誌アジアージュ」を発行する。(年4回) 

担当部課 広報課 

総務課 

事業責任者 課長 梶村正年 

課長 阿部勝 

【実績・成果】 

(4館共通) 

1)マスコミや公共交通機関等と連携し、新聞紙上での作品の解説や西鉄電車での車内吊り広告等の広報活動を行った。 

2)ウェブサイト、モバイルサイトによる情報提供を行った。 

3)メールマガジンを配信した。(毎月2回) 

(九州国立博物館) 

1)ウェブサイトにて研究員が展覧会の解説を行う動画を YouTube で配信した。 

2)『九州国立博物館季刊情報誌アジアージュ』を発行した。(年 4回) 

 

【補足事項】 

(4館共通) 

1)・『週刊 一度は行きたい世界の博物館』第 47号（朝日新聞出版）に、九州

国立博物館が登場した。（24年 6月 28日発売）九博の収蔵品の中から選り

すぐりの名品を紹介し、書店をはじめ 1階ミュージアムショップでも発売

した。 

・新聞紙上で展示作品の解説を行った。 

西日本新聞に「平山郁夫展」、「美のワンダーランド」の展示解説を連載

し、展示作品の紹介を行った。 

 

2)・駐車場の混雑対策のため、ウェブサイト、モバイルサイトにて駐車場空き

情報を提供した。（24年 10月 18日～） 

・ウェブサイト利用者からの意見に九博メールで対応した。 

 

3)メールマガジンにて、展示やイベントの情報などに加え、お客様からのお便

りメールを広く募集し掲載した。 

 

(九州国立博物館) 

1)特別展「美のワンダーランド」、「ベルリン国立美術館展」、トピック展示「茶

の湯を楽しむⅤ - 芦屋釜と館蔵茶道具 -」等で、ウェブサイトにて研究員

が展覧会の解説を行う動画を YouTubeで配信した。 

 

2)『九州国立博物館季刊情報誌アジアージュ』を 4月 1日、7月 1日、10 月 1

日、平成 25年 1月 1日の 4回発行した。 

 

 
季刊情報誌『アジアージュ』vol.26 

 
 

『週刊 一度は行きたい世界の博物館』 

第 47号（朝日新聞出版） 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 経年

変化 

20 21 22 23 

九博季刊情報誌『アジアージュ』発行 4回 4回 Ａ 4 4 4 4 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

広報印刷物やウェブサイト等の自主媒体の活用及びマスメディアとの連携強化等により、積極的な広報を行う。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 170 －



 

 

【書式Ａ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 2451 

 

中項目 2 文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

事業名 (4)文化財情報の発信と広報の充実   

⑤ ウェブサイトアクセス件数の向上を図る。 

【年度計画】 

(4館共通) 

1)アクセス件数の向上を図るため、ウェブサイトの内容の充実を図る。 

担当部課 学芸企画部広報室 事業責任者 室長 小林牧 

【実績・成果】 

(4館共通) 

1)アクセス件数の向上を図るため、ウェブサイトの内容の充実を図った。（詳細は処理番号 2441参照） 

【補足事項】 

1)・「投票」「ユリノキひろば」などユーザ参加型のコンテンツ並びにブログの

アクセス数増加を目指した、トップページのリニューアルを実施した。 

・更新作業の効率化を図るため、CMS（コンテンツ管理システム）機能の改

変を実施した。 

・所蔵作品をデザインしたポストカード等、ダウンロードアイテムの更新並

びに新規デザインを追加した。 

・「とーはくナビ」の更新版をアップデートした。 

・言葉によるアクセスマップ、バリアフリー情報の改訂を実施した。 

・グローバルな情報発信をめざし、海外からのアクセス件数向上を図るため

に、Google Art Project、Google Street View に参加した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リニューアルしたウェブサイト 

トップページ 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 経

年

変

化 

20 21 22 23 

ウェブサイトアクセス件数 2,982,729 件 － － 5,211,261 

 

5,687,673 

 

4,971,306 

 

2,772,633 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

ウェブサイトアクセス件数のカウントの統一を図り、アクセス件数の向上を図る。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 171 －

Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



 

【書式Ａ】 施設名 京都国立博物館 処理番号 2452 

 

中項目 2 文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

事業名 (4)文化財情報の発信と広報の充実   

⑤ ウェブサイトアクセス件数の向上を図る。 

【年度計画】 

(4館共通) 

1)アクセス件数の向上を図るため、ウェブサイトの内容の充実を図る。 

担当部課 総務課 

学芸部 

事業責任者 課長     植田義雄 

列品管理室長 鬼原俊枝 

【実績・成果】 

 (4館共通) 

1)ウェブサイトにおいて特別展覧会、各種講座、イベント、教育等のコンテンツ掲載や更新を通じ、内容の充実に努めた。 

・メールマガジン拡充の一環として読者特典ブックレットを発行し、親しみやすさの向上等に努めた。 

・展覧会スケジュールのページを刷新し、利便性を高めた。 

・展覧会を紹介する画像や広報情報をトップページに動的に表示させるよう改修し、回遊性の向上に努めた。 

・混雑状況発信のページを一般に普及しているツイッターに切り替え、来館者サービスとセキュリティ向上を図った。 

○セキュリティの向上及び運用性の向上を目指し、サーバ OSのアップデート及びテスト環境の導入を実施した。 

【補足事項】 

1) 

・パソコン向けサイト及び携帯電話端末用サイトにおいて、特別展覧

会、各種講座、イベント、教育等のコンテンツを適宜更新し、モバ

イルユーザーに対して、最新の博物館情報の提供に努めた。また、

月 1回発行しているメールマガジンについても、同様に最新の博物

館情報の提供に努め、展覧会会場の混雑状況や、イベント情報につ

いて臨時号の発行を行った。 

・25 年 3 月より、メールマガジン拡充の一環として、より親しみや

すく展覧会の見どころや作品などを紹介する読者特典ブックレッ

トを制作し、ダウンロード形式にて発行を開始した。 

・24年 11月より、展覧会スケジュール公開システム「今日の博物館」

を、老朽化した専用システムから静的 HTML ページ形式に改修し、

カレンダーを何度もクリック操作せずとも直近 3 ヵ月分の展覧会

日程を一覧できるよう、利便性を高めた。 

・展覧会を紹介する画像や広報情報をトップページに動的に表示させ

るよう改修を行う事で、ウェブサイトをご覧の方の回遊性が向上す

るよう努めた。 

・ウェブサイトにおける混雑状況発信を、老朽化した専用システムか

ら一般に普及している「ツイッター」に切り替える事で、来館者サ

ービスの近代化とセキュリティ向上の両立を図った。ツイッターを

使用しない閲覧者への配慮や、副次的なトラブルを抑止するため、

文面作成や発信内容の点検などのルール整備も並行して実施した。 

・収蔵品データベースで公開する画像は全て見やすく整えた上で公開

し、また昨年度より検索できる件数をさらに増やし、利便性を高め

た。 

○システム関係 

・セキュリティを向上しウェブサイトをご覧の方が安心してアクセス

できるようにするため、サーバ OS をメーカーのサポート契約が継

続可能な新しいバージョンへアップデートした。これに併せ、本作

業の安全性向上と恒常的な運用性向上のため、仮想化システムによ

るテスト環境の導入を実施した。 

 
 

動的に展覧会情報が表示されるトップページ 

（右上に並ぶ点が任意表示用のインジケータ） 

 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 経

年

変

化 

20 21 22 23 

ウェブサイトアクセス件数 1,837,113 件 

 

－ － － － 2,077,562 1,835,640 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

ウェブサイトアクセス件数のカウントの統一を図り、アクセス件数の向上を図る。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 172 －



 

【書式Ａ】 施設名 奈良国立博物館 処理番号 2453 

 

中項目 2 文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

事業名 (4)文化財情報の発信と広報の充実   

⑤ ウェブサイトアクセス件数の向上を図る。 

【年度計画】 

(4館共通) 

1)アクセス件数の向上を図るため、ウェブサイトの内容の充実を図る。 

担当部課 学芸部情報サービス室 事業責任者 室長 吉澤 悟 

【実績・成果】 

(4館共通) 

1)・従来のウェブサイトでは、日本語・英語版の切り替えがトップページからしかできなかったのを改良し、どのページ

からでも日本語・英語版に切り替えられるようにし、外国人のアクセス・使用に便宜をはかった。 

・奈良博だよりの最新版及びバックナンバーを PDF化し、ウェブサイト上で閲覧できるようにした。 

・正倉院展の会期中、読売新聞大阪本社（特別協力）のウェブサイトと連携して「ただ今の混雑状況」を知らせる小

窓を設置した。 

・特別展を紹介する頁に、主な出陳作品の写真付き小解説を掲載して、展示構成や作品理解への便宜を図った。 

・トピックコーナーを頻繁に更新し、さらにイベント情報欄には文字情報のみならずチラシ画像なども掲示して、よ

り多くの情報を発信することに努めた。 

 

 

【補足事項】 

 

 

 
 

画像データベースの検索結果(詳細)画面 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 経

年

変

化 

20 21 22 23 

ウェブサイトアクセス件数 845,202件 
 

－ － － 639,030 769,293 722,249 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

ウェブサイトアクセス件数のカウントの統一を図り、アクセス件数の向上を図る。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 173 －

Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



 

 

【書式Ａ】 施設名 九州国立博物館 処理番号 2454 

 

中項目 2 文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

事業名 (4)文化財情報の発信と広報の充実   

⑤ ウェブサイトアクセス件数の向上を図る。 

【年度計画】 

(4館共通) 

1)アクセス件数の向上を図るため、ウェブサイトの内容の充実を図る。 

担当部課 広報課 

総務課 

事業責任者 課長 梶村正年 

課長 阿部勝 

【実績・成果】 

(4館共通) 

1)研究員が展覧会の解説を行う動画や駐車場空き情報の提供など、ウェブサイトの内容の充実を図った。 

 

【補足事項】 

(4館共通) 

1) 

・より多くの方に関心を持ってもらえるよう、特別展「美のワンダーラン

ド」、「ベルリン国立美術館展」、トピック展示「茶の湯を楽しむⅤ - 芦

屋釜と館蔵茶道具 -」等で、ウェブサイトにて研究員が展覧会の解説を

行う動画を YouTube で配信した。また、制作したトピック展示のＣＭを 

YouTubeで配信した。 

・駐車場の混雑対策のため、ウェブサイト、モバイルサイトにて駐車場空

き情報を提供した。（24年 10月 18日～） 

・24年 10月 9日、開館以来の入館者が 1000万人を達成したのを記念して、

ウェブサイト上に「ありがとう 1000万人 2012年、九州国立博物館は、

来館者 1000万人」を掲載し（24年 8月 23日～12月 31日）、関連イベン

ト情報や記念品プレゼント情報を掲載した。 

・ウェブサイトの博物館ブログにて、トピック展示「雪と火炎土器通信」

を連載し、展示ができるまでの紹介等を行った。 

・メールマガジンにて、コラム「文化交流展室の散歩道」を連載し、展示

作品等の紹介を行った。 

・九州国立博物館ウェブサイトのリニューアルを行った。（25年 1月） 

 

 

 

九州国立博物館ウェブサイト 

「ありがとう 1000万人 

2012年、九州国立博物館は、 

来館者 1000万人」 

 

 
「九州国立博物館 駐車場空き情報」 

ウェブサイト・モバイルサイト画像 

 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 経

年

変

化 

20 21 22 23 

ウェブサイトアクセス件数 2,078,279 件 － － 1,480,341 

 

1,956,287 

 

1,384,701 

 

1,150,408 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

ウェブサイトアクセス件数のカウントの統一を図り、アクセス件数の向上を図る。 

 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 174 －



 

 

【書式Ａ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 3111 

 

中項目 3  我が国における博物館の中核としての機能の強化 

事業名 (1) 調査研究の成果の発信 

【年度計画】 

(東京国立博物館、京都国立博物館) 

1)文化財修理報告書を刊行する。 

(東京国立博物館) 

1)東京国立博物館情報アーカイブを運用し、「東京国立博物館情報アーカイブ」等、インターネットを活用した収蔵品・

調査研究等に関する情報公開の充実を図る。 

2)紀要・図版目録等を刊行する。 

3)法隆寺献納宝物特別調査概報を刊行する。 

4)研究誌「ＭＵＳＥＵＭ」(年6回)を刊行する。 

担当部課 学芸企画部企画課 事業責任者 出版企画室長 池田宏 

【実績・成果】 

(東京国立博物館、京都国立博物館) 

1)『東京国立博物館文化財修理報告』ⅩⅢを刊行した。 

(東京国立博物館) 

1)(東京国立博物館情報アーカイブの詳細は処理番号 2411 参照)。特集陳列印刷物（リーフレット）を東京国立博物館ウ

エブサイトで公開した。 

2)『東京国立博物館紀要』48号・『東京国立博物館図版目録 インド・インドネシア染織篇』を刊行した。 

3)『法隆寺献納宝物特別調査概報ⅩⅩⅩⅢ 聖徳太子絵伝(四幅本)１』を刊行した。 

4)研究誌『MUSEUM』637～642号を刊行した。 

(中期計画記載事項) 

特集陳列リーフレット 4件の PDF ファイル版を作成し、刊行物の電子書籍化及びインターネットでの公開を進めた。 

【補足事項】 

以下の出版物を編集・発行、または編集した。いずれも各担当者の調査研究に基づ

く成果である。 

○『MUSEUM』発行(6回) 

○定期刊行物(4件) 

『東京国立博物館紀要』48号、『東京国立博物館文化財修理報告』ⅩⅢ、『法隆寺

献納宝物特別調査概報ⅩⅩⅩⅢ聖徳太子絵伝(四幅本)１』、『東京国立博物館図版

目録 インド・インドネシア染織篇』を編集･発行した。 

○特別展図録・特集陳列印刷物(10件) 

・特別展図録 5件 

『青山杉雨の眼と書』『出雲－聖地の至宝－』『中国 王朝の至宝』『飛騨の

円空－千光寺とその周辺の足跡－』『書聖 王羲之』を編集した。 

・特別展リーフレット(無償) 1件 

『中国山水画の 20世紀－中国美術館名品選－』を編集・発行した。 

・特集陳列リーフレット(無償) 4件 

「東洋の青磁」「動物埴輪の世界」「帝室博物館総長 森鴎外」「東京国立博

物館コレクションの保存と修理」を編集・発行した。 

○その他(4件) 

・『東京国立博物館の臨床保存』を改訂した。 

・『東京国立博物館所蔵骨角器集成２ 鹿角製刀剣装具篇』を編集・発行した。 

・『東京国立博物館ハンドブック 和文』改訂 3版を編集した。 

・『根付 高円宮コレクション』3版を編集した。 

その他、『東京国立博物館蔵 東洋美術 100選』について、東洋館リニューアル記念

の帯を作成した。 

 

特集陳列「帝室博物館総長 

森鴎外」リーフレット 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 

経年

変化 

20 21 22 23 

『MUSEUM』発行 

定期刊行物 

特別展図録・特集陳列印刷物 

その他 

6回 

4件 

10件 

4件 

6回 

－ 

－ 

－ 

Ａ 

－ 

－ 

－ 

6 

6 

11 

2 

6 

6 

10 

2 

6 

5 

12 

2 

6 

3 

12 

2 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

収蔵品等に関する調査・研究の成果を図版目録、研究紀要、学術雑誌並びに展覧会に関わる刊行物などで発表するとと

もに、こうした刊行物の電子書籍化及びインターネットでの公開を行う。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 175 －

Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



 

 

【書式Ａ】 施設名 京都国立博物館 処理番号 3112 

 

中項目 3  我が国における博物館の中核としての機能の強化 

事業名 (1) 調査研究の成果の発信 

【年度計画】 

(東京国立博物館、京都国立博物館) 

1)文化財修理報告書を刊行する。 

(京都国立博物館) 

1)研究紀要「学叢」を刊行するとともに、学術研究公開の一環として既刊分を順次ウェブサイトで公開する。 

2)社寺調査報告書等を刊行する。 

担当部課 学芸部 事業責任者 企画室長 宮川禎一 

【実績・成果】 

(東京国立博物館、京都国立博物館) 

1)『文化財修理報告書 第9号』を刊行した。 

(京都国立博物館) 

1)研究紀要『学叢』第 34号を刊行するとともに、学術研究公開の一環として既刊分を順次ウェブサイトで公開した。  

2)『社寺調査報告書 26』を刊行した。 

○特別展等の図録を5冊刊行した。 

 

【補足事項】 

(京都国立博物館) 

1)『学叢』第 34号で、論文 6本、作品研究 3本、作品紹介 1本を発表した。 

 

○特別展等図録(5冊) 

・陽明文庫を中心とする各所蔵先での調査成果を盛り込み、特別展覧会「王朝文化

の華 陽明文庫名宝展」を開催し、図録を刊行した。 

・島根県立古代出雲歴史博物館他と共同して行った島根県内を中心とした文化財の

調査研究の成果を盛り込み、特別展覧会「大出雲展」を開催し、図録を刊行した。 

・長年にわたる館蔵・寄託品の宸翰をはじめ各所蔵先での調査研究の成果を盛り込

み、特別展覧会「宸翰 天皇の書」を開催し、図録を刊行した。 

・館蔵の国宝十二天像をはじめ収蔵の後七日御修法に関連する資料の調査研究の成

果を盛り込み、特別展観「国宝 十二天像と密教法会の世界」を開催し、図録を刊

行した。 

・狩野山楽・山雪の作品について、海外も含め各収蔵先での調査成果を盛り込み、

特別展覧会「狩野山楽・山雪」を開催し、図録を刊行した。 

 
 

『学叢』第 34号 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 

経年変化 

20 21 22 23 

定期刊行物 

特別展図録・特集陳列印刷物 

3件 

5冊 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

 

3 

4 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

収蔵品等に関する調査・研究の成果を図版目録、研究紀要、学術雑誌並びに展覧会に関わる刊行物などで発表するとと

もに、こうした刊行物の電子書籍化及びインターネットでの公開を行う。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 176 －



 

 

【書式Ａ】 施設名 奈良国立博物館 処理番号 3113 

 

中項目 3  我が国における博物館の中核としての機能の強化 

事業名 (1) 調査研究の成果の発信 

【年度計画】 

(奈良国立博物館、九州国立博物館) 

1)文化財修理に関する印刷物を刊行する。 

(奈良国立博物館) 

1)研究紀要「鹿園雜集」を刊行し、ウェブサイトで公開する。 

2)入場無料ゾーンを利用し、調査研究活動実績をパネル等で公開する。 

担当部課 学芸部企画室 事業責任者 室長 野尻 忠 

【実績・成果】 

(奈良国立博物館、九州国立博物館) 

1)文化財修理に関する調査研究成果は、研究紀要『鹿園雑集』内に包摂する形で刊行した。 

(奈良国立博物館) 

1)研究紀要『鹿園雑集』は、24年度内に刊行し、ウェブサイトにて公開した。 

2)地下回廊の入場無料ゾーンにおいて、東京文化財研究所との共同研究による仏教美術の光学調査の成果、館蔵品の修理

実績等に関するパネル展示を行った(通年)。 

○展覧会等図録 6冊を刊行し、その中に収蔵品の調査研究成果の一部を収録した。 

【補足事項】 

・展覧会等図録 6冊を刊行した。 

『解脱上人貞慶 －鎌倉仏教の本流－』(特別展図録) 

『古事記の歩んできた道 －古事記撰録 1300年－』(特別陳列図録) 

『頼朝と重源 －東大寺再興を支えた鎌倉と奈良の絆－』(特別展図

録) 

『第 64回正倉院展』(特別展図録) 

『The 64th Annual EXHIBITION OF SHOSO-IN TREASURES』(特別展英

語版図録) 

『おん祭と春日信仰の美術』(特別陳列図録) 

・展示の理解を促進するための概説書『仏像を観る』と、その英語版

『Viewing Buddhist Sculpture』を刊行した。 

・読売新聞紙上で「鹿園観照－奈良国立博物館で見る名宝」を連載する

など、展示作品について定期的な紹介を実施した。 

 

展覧会図録 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 経

年

変

化 

20 21 22 23 

定期刊行物 

特別展図録・特別陳列印刷物 

研究論文等発表実績 

1件 

6冊 

31件 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

1 

7 

16 

1 

5 

22 

1 

5 

33 

－ 

5 

29 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

収蔵品等に関する調査・研究の成果を図版目録、研究紀要、学術雑誌並びに展覧会に関わる刊行物などで発表するとと

もに、こうした刊行物の電子書籍化及びインターネットでの公開を行う。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 177 －

Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



 

【書式Ａ】 施設名 九州国立博物館 処理番号 3114 

 

中項目 3  我が国における博物館の中核としての機能の強化 

事業名 (1) 調査研究の成果の発信 

【年度計画】 

(奈良国立博物館、九州国立博物館) 

1)文化財修理に関する印刷物を刊行する。 

(九州国立博物館) 

1)研究紀要「東風西声」を刊行する。 

2)保存修復活動の成果を教育普及事業に反映させる。 

 

担当部課 学芸部博物館科学課 

文化財課 

事業責任者 課長  今津節生 

課長  臺信祐爾 

【実績・成果】 

(奈良国立博物館、九州国立博物館) 

1) 文化財修理に関する印刷物（修理報告書・「市民と共に ミュージアム ＩＰＭ」報告書）を刊行した。 

(九州国立博物館) 

1) 研究紀要『東風西声』第8号を刊行した。 

2) 保存修復活動の成果を反映させた教育普及事業を行った。 

 

【補足事項】 

(奈良国立博物館、九州国立博物館) 

1)・『大分県豊後高田市・円福寺所蔵 木造大応国師坐像 修理報告書』を刊行

した。 

・平成24年度文化庁文化遺産を活かした観光振興・地域活性化事業「市民

と共に ミュージアム ＩＰＭ」の報告書、平成24年度ＩＰＭ事業の内容

を簡潔に要約した簡易版3冊(研修編、報告会・施設見学調査編、シンポ

ジウム編)を刊行した。 

 

(九州国立博物館) 

1)研究紀要『東風西声』では、論文9本を掲載した。（平成25年3月刊行） 

2)文化財保存・ＩＰＭ普及のための講演会等を開催した。 

 ・文化財保存交流セミナーを開催した。 

 ・ＩＰＭ普及のための講演会を行った。 

 

(中期計画記載事項) 

・収蔵品等に関する調査・研究の成果を展覧会図録、研究紀要、学術雑誌並

びに展覧会に関わる刊行物などで発表した。 

・特別展図録・特集陳列等印刷物 9冊を刊行した。 

(特別展図録 4冊、トピック展示図録 5冊) 

 

 

 
 

トピック展示図録 

「日本医術のことはじめ」 

 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 
経年

変化 

20 21 22 23 

定期刊行物  

特別展図録・特集陳列印刷物 

1件 

9冊 

－ 

－ 

－ 

－ 

1 

8 

1 

7 

1 

11 

1 

10 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

収蔵品等に関する調査・研究の成果を図版目録、研究紀要、学術雑誌並びに展覧会に関わる刊行物などで発表するとと

もに、こうした刊行物の電子書籍化及びインターネットでの公開を行う。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 178 －



 

【書式Ａ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 3211 

 

中項目 3  我が国における博物館の中核としての機能の強化 

事業名 (2) 海外研究者の招聘等研究交流の実施 

【年度計画】 

(国立文化財機構) 

1)日中韓国立博物館長会議へ参加する。 

(4館共通) 

1)海外の博物館・美術館等の研究者を招聘し、海外の研究者との交流を促進する。 

(20人程度：東京6、京都5、奈良6、九州3) 

2)当機構職員を海外の博物館・美術館等に研究交流並びに研修のため派遣する。 

(22人程度：東京6、京都6、奈良6、九州4) 

3)国際的な講演・研究集会、シンポジウムを開催する。 

(東京国立博物館) 

1)学術交流協定を締結している博物館及び東アジア・欧米主要館を中心に、海外の博物館との交流を活発に行う。 

担当部課 学芸企画部企画課 事業責任者 国際交流室長 鬼頭智美 

【実績・成果】 

(国立文化財機構) 

1)第7回日中韓国立博物館長会議に出席した。(24年10月18日) 

(4館共通) 

1)韓国、中国、米国、ドイツより計11名の研究者を招聘し、学術交流及び展覧会事業の円滑化に寄与した。 

2)韓国、中国、米国、イギリス、フランス等に延べ34名の研究員を派遣し、学術交流及び展覧会の準備調査を行った。 

3)文化庁事業の一環として、ベルリン国立アジア美術館長による講演会、米国ヒューストン美術館教育部長による講演会

を行った。 

(東京国立博物館) 

1)韓国国立中央博物館及び中国・上海博物館、故宮博物院との学術交流協定に基づき、研究員の交流を行うとともに、海

外での作品調査や国際会議出席などのため海外に研究員を派遣、調査研究及び海外館とのネットワーク構築や交流事業

の推進を図った。 

【補足事項】 

(4館共通) 

2)上記研究員派遣の人数については、当館予算及び文化庁の事業の受け入れ館として主 

体的に派遣した人数の延べ人数を示す。 

科学研究費及び他機関等外部の経費負担による派遣人数を含む人数は、派遣：60 人

であった。 

3)・東洋館リニューアル記念講演会「ドイツ・カナダ所在のアジア美術と展示方法－ベ

ルリンにおける新たな挑戦－」（25年 1月 19日平成館大講堂）ベルリン国立アジア

美術館クラース・ルイテンビーク博士 一般 92名参加 

・特別レクチャー「海を渡った東博コレクション－ヒューストンで魅せる日本美術」

（25年 3月 26日東洋館ミュージアムシアター）ヒューストン美術館教育部長マー

ガレット・ミムズ氏 一般 118名参加 

(東京国立博物館) 

1)研究員の海外交流の成果を館内で共有するため、学術交流発表会を実施した。 

・上海博物館との学術交流発表会（25年 3月 19日。24年度上海に派遣した白井克也

平常展調整室長・村田研究員による報告会）館内 15名参加 

・韓国国立中央博物館との学術交流発表会（24年 9月 11日）同館考古歴史部学芸研

究員 金 眩希氏 館内 20名参加 

同（24年 9月 18日）同館アジア部学芸研究員 柳 承珍氏 館内 38名参加 

同(24年 11月 21日)24年度派遣の勝木言一郎主任研究員、品川欣也研究員 館内

25名参加 

 

東洋館リニューアル記念講演会 

(ヒューストン美術館教育部長) 

 

上海博物館との学術交流発表会 

 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 

経年

変化 

20 21 22 23 

海外からの研究者招聘 

海外への研究者派遣 

国際シンポジウム開催数 

国際シンポジウム参加者数 

11人 

34人 

－ 

－ 

6人程度 

6人程度 

－ 

－ 

Ｓ 

Ｓ 

－ 

－ 

15 

25 

－ 

－ 

26 

16 

1 

170 

15 

54 

－ 

－ 

16 

48 

1 

323 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

文化財とその活用等に関する博物館活動について、先進的かつ有用な情報を集積するため、海外の優れた研究者を招聘

し国際シンポジウムや研究会・共同調査等を実施する。また職員を海外の博物館・文化財研究所等の研究機関及び国際会

議等に派遣する。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 179 －

Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



 

【書式Ａ】 施設名 京都国立博物館 処理番号 3212 

 

中項目 3  我が国における博物館の中核としての機能の強化 

事業名 (2) 海外研究者の招聘等研究交流の実施 

【年度計画】 

(4館共通) 

1)海外の博物館・美術館等の研究者を招聘し、海外の研究者との交流を促進する。 

(20人程度：東京6、京都5、奈良6、九州3) 

2)当機構職員を海外の博物館・美術館等に研究交流並びに研修のため派遣する。 

(22人程度：東京6、京都6、奈良6、九州4) 

3)国際的な講演・研究集会、シンポジウムを開催する。 

(京都国立博物館) 

1)諸外国における国際会議、研究集会等へ積極的に参加し、研究交流及び研修を行う。 

2)外国人研究員・研修員の受け入れを行い、海外の研究者との交流を促進する。 

担当部課 学芸部 事業責任者 企画室長 宮川禎一 

【実績・成果】 

(4館共通) 

1)海外からの研究者を3人招聘した。 

2)研究交流並びに研修のため研究員を海外へ 15人派遣した。 

3)国際シンポジウム「天皇・皇帝の書をめぐって」(24年 11月 18日)を開催した。 

(京都国立博物館) 

1)研究交流並びに研修のため研究員を海外へ 15人派遣した。そのうち国際会議、研究集会等へ 2人を派遣した。 

2)外国人客員研究員を 1人受け入れた。 

 

【補足事項】 

24 年度の国際シンポジウムは、24 年 11 月 18 日に「天皇・皇帝の書をめぐ

って」をテーマに開催し、国内外の研究者 3名が研究発表を行い、パネル・デ

ィスカッションでは活発な討論が行われた。209人が参加し、熱心に聞き入っ

ていた。 

 

・国際シンポジウム「天皇・皇帝の書をめぐって」(24年 11月 18日) 

 傅紅展 氏（故宮博物院（北京）古書画部主任研究館員） 

何傳馨 氏（故宮博物院（台北）副院長） 

 の 2人を海外から招聘した。 

 

・研究員を作品調査、科研費調査及び国際会議出席などで派遣した。 

 

 
 

国際シンポジウム 

「天皇・皇帝の書をめぐって」 

 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 

経年

変化 

20 21 22 23 

海外からの研究者招聘 

海外への研究者派遣 

国際シンポジウム開催数 

国際シンポジウム参加者数 

3人 

15人 

1回 

209人 

5人程度 

6人程度 

－ 

－ 

Ｃ 

Ｓ 

－ 

－ 

9 

18 

1 

190 

29 

13 

1 

288 

7 

27 

1 

213 

21 

25 

1 

150 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

文化財とその活用等に関する博物館活動について、先進的かつ有用な情報を集積するため、海外の優れた研究者を招聘し

国際シンポジウムや研究会・共同調査等を実施する。また職員を海外の博物館・文化財研究所等の研究機関及び国際会議

等に派遣する。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 180 －



 

【書式Ａ】 施設名 奈良国立博物館 処理番号 3213 

 

中項目 3  我が国における博物館の中核としての機能の強化 

事業名 (2) 海外研究者の招聘等研究交流の実施 

【年度計画】 

(4館共通) 

1)海外の博物館・美術館等の研究者を招聘し、海外の研究者との交流を促進する。 

(20人程度：東京6、京都5、奈良6、九州3) 

2)当機構職員を海外の博物館・美術館等に研究交流並びに研修のため派遣する。 

(22人程度：東京6、京都6、奈良6、九州4) 

3)国際的な講演・研究集会、シンポジウムを開催する。 

(奈良国立博物館) 

1)学術交流協定を締結している博物館を中心として、海外の博物館との交流を活発に行う。 

担当部課 学芸部企画室 事業責任者 室長 野尻忠 

【実績・成果】 

(4館共通) 

1)中国・韓国の研究者計7名を招聘し、今後の共同調査や展示活動等に向けた実りある情報交換を実施した。 

2)職員延べ17名を諸外国に派遣し、文化財に関する情報収集や現地研究者との交流を図った。 

3)24年12月14日に東アジア仏教彫刻史に関する国際研究集会を開催し、許亨旭氏（韓国国立慶州博物館）が「慶州吐含山

石窟庵彫刻」のタイトルで口頭報告し、これに岩井共二教育室長がコメントした。 

(奈良国立博物館) 

1)中国上海博物館、中国河南博物院、韓国国立慶州博物館との間で、学術交流協定に基づいて研究員等を派遣し、また招

聘して、今後の共同調査や展覧会開催に向けて情報を交換した。 

【補足事項】 

・将来予定される特別展「遼寧省遼代仏教文物(仮称)」の出陳予定作品の事前

調査のため、研究員 3名を中国遼寧省に派遣した。 

・中国上海博物館との学術交流協定に基づき、同館から職員 3 名を 10 日間招

聘、当館から職員 5名を 10日間派遣した。 

・中国河南博物院との学術交流協定に基づき、同館から職員 2名を 1ヵ月間招

聘、当館から職員 2名を約 1ヵ月間派遣した。 

・韓国国立慶州博物館との学術交流協定に基づき、同館から研究員 2名を各 1

ヵ月間招聘、当館から職員 1名を 1ヵ月間派遣した。 

・12月 14日の国際研究集会には、館外の研究者を含む 30名が参加し、活発な

議論が展開された。 

・法人内他施設が招聘した諸外国の博物館職員・文化財関係者等の奈良訪問に

際し、案内対応等積極的な便宜供与を行った。 

 

 

許亨旭氏（韓国国立慶州博物館） 

による研究報告 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 

経年

変化 

20 21 22 23 

海外からの研究者招聘 

海外への研究者派遣 

国際シンポジウム開催数 

国際シンポジウム参加者数 

7人 

17人 

－ 

－ 

6人程度 

6人程度 

－ 

－ 

Ａ 

Ｓ 

－ 

－ 

9 

6 

－ 

－ 

29 

30 

1 

197  

9 

14 

1 

150 

20 

19 

－ 

－ 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

文化財とその活用等に関する博物館活動について、先進的かつ有用な情報を集積するため、海外の優れた研究者を招聘

し国際シンポジウムや研究会・共同調査等を実施する。また職員を海外の博物館・文化財研究所等の研究機関及び国際会

議等に派遣する。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 181 －

Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



 

【書式Ａ】 施設名 九州国立博物館 処理番号 3214 

 

中項目 3  我が国における博物館の中核としての機能の強化 

事業名 (2) 海外研究者の招聘等研究交流の実施 

【年度計画】 

(4館共通) 

1)海外の博物館・美術館等の研究者を招聘し、海外の研究者との交流を促進する。 

(20人程度：東京6、京都5、奈良6、九州3) 

2)当機構職員を海外の博物館・美術館等に研究交流並びに研修のため派遣する。 

(22人程度：東京6、京都6、奈良6、九州4) 

3)国際的な講演・研究集会、シンポジウムを開催する。 

(九州国立博物館) 

1)国際交流活動推進へ向けての基盤を整備するとともに学術文化交流協定を締結している海外博物館等との交流を活発

に行う。 

2)海外の文化財研究者や修理技術者を招聘し、文化財保存修復施設を活用した専門的な国際交流セミナーやワークショッ

プを開催する。 

担当部課 交流課 

総務課 

学芸部博物館科学課 

事業責任者 課長 高田政司 

課長 阿部勝 

課長 今津節生 

【実績・成果】 

(4館共通) 

1)海外の博物館・美術館等の研究者を3人招聘した。 

2)当機構職員を海外の博物館・美術館等に研究交流並びに研修のため、60人派遣した。 

3)・国際シンポジウム「あじわい尽くすベトナム」を開催した。（24年 11月 18日開催） 280 名参加 

 ・第 5回東アジア紙文化財保存修理シンポジウムを開催した。（24年 11月 3日開催） 170名参加 

(九州国立博物館) 

1)国際交流活動推進へ向けての基盤を整備し、海外博物館等との交流を実施した。 

2)海外の文化財研究者や修理技術者を招聘し、専門的な講演を行った。 

 

【補足事項】 

(九州国立博物館) 

1)・タイ文化省芸術局と学術文化交流協定を締結した。（24年8月23日） 

・大韓民国国立公州博物館との学術文化交流協定に基づき、同博物館より兪

恵仙氏・崔基殷氏を招聘し、九州国立博物館を始めとする各地の博物館・

資料館で文化財調査を実施した。（24年 11月 5日～11月 18日） 

・上記交流協定に基づき、九州国立博物館より国立公州博物館へ赤司善彦展

示課長・渡部史之アソシエイトフェローを派遣し、百済関連の遺跡・文化

財の調査を実施した。（24年 11月 26日～12月 9日） 

2)平成 24 年度博物館・美術館相互交流事業の一環として、フリーア美術館よ

りアンドリュー・ヘア氏を招聘し、各国立博物館の保存修復施設での視察、

九州国立博物館及び文化庁での講演、第 5回東アジア紙文化財保存修理シン

ポジウムへの参加を実施した。（24年 10月 29日～11月 6日） 

 

 

 
国際シンポジウム 

「あじわい尽くすベトナム」 

ポスター 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 

経年

変化 

20 21 22 23 

海外からの研究者招聘 

海外への研究者派遣 

国際シンポジウム開催数 

国際シンポジウム参加者数 

3人 

60人 

2回 

450人 

3人程度 

4人程度 

－ 

－ 

Ａ 

Ｓ 

－ 

－ 

18 

35 

1 

385 

37 

46 

1 

300 

9 

77 

1 

117 

21 

56 

1 

263 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

文化財とその活用等に関する博物館活動について、先進的かつ有用な情報を集積するため、海外の優れた研究者を招聘し

国際シンポジウムや研究会・共同調査等を実施する。また職員を海外の博物館・文化財研究所等の研究機関及び国際会議

等に派遣する。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 182 －



 

 

【書式Ａ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 3311 

 

中項目 3  我が国における博物館の中核としての機能の強化 

事業名 (3) 保存修理事業者への研修プログラム 

【年度計画】 

(4館共通) 

1)保存修理事業者を対象とした研修会を開催するとともに、インターンの受け入れや保存修理事業者と協力した研修会を

開催する。 

担当部課 学芸研究部保存修復課 事業責任者 課長 神庭信幸 

【実績・成果】 

 (4館共通) 

1) 

・特定非営利活動法人文化財保存支援機構(NPO-JCP)が主催する専門家セミナーに当館が共催し、当館を会場として「文

化財保存修復専門家養成実践セミナー・レベルⅠ」(24年 8月 25日～9月 4日の 10日間)を開催した。当館は講師・プ

ログラムの選定、及びセミナー会場・修理施設・展示施設の提供を行った。本セミナーの対象は、社会で活動している

文化財保存修復専門家及び専門家を目指す学生である。内容は、国内外で活躍できる高度な能力を持つ専門家を育成す

るために、基礎能力の格段の向上を目指すものであり、既に現場で活躍している講師陣による実践セミナーである。受

講生は全国から 34名が参加した。 

 

・レベルⅠの応用編として「文化財保存修復専門家養成実践セミナー・レベルⅡ 陸前高田学校」(24 年 7 月 30 日～8 月

6日の 7日間)を別会場において開催し、受講生は 13名であった。 

 

・大学院生のインターンシップを4名受け入れ、当館の臨床保存と包括的保存について研修を実施した(25年3月4日～3月

15日)。 

【補足事項】 

・文化財保存修復学会第 34回大会(24年 6月 30日・7月 1日、東京)において

「東京国立博物館の保存修復関連展示―文化財保存の教育普及活動―」を発

表した。 

・ICOM-CECAアジア太平洋地区研究集会（24年 12月 1日、佐倉）において｢博

物館活動に必要な保存修復専門家を育成するための教育プログラムの開発

と実践｣を発表した。 

 

 

文化財保存修復専門家養成実践 

セミナーの講義 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 
経

年

変

化 

20 21 22 23 

保存修理事業者を対象とした研修会 

開催回数 

参加者数 

インターン受入れ 

 

2回 

47人 

4人 

 

－ 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

－ 

 

2 

50 

3 

 

2 

60 

2 

 

2 

49 

3 

 

2 

37 

4 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

保存科学、修理技術及び博物館関係者等を対象とした研修プログラムを関係機関と連携しながら検討、実施する。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 183 －

Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



 

【書式Ａ】 施設名 京都国立博物館 処理番号 3312 

 

中項目 3  我が国における博物館の中核としての機能の強化 

事業名 (3) 保存修理事業者への研修プログラム 

【年度計画】 

(4館共通) 

1)保存修理事業者を対象とした研修会を開催するとともに、インターンの受け入れや保存修理事業者と協力した研修会を

開催する。 

担当部課 学芸部 事業責任者 保存修理指導室長 淺湫 毅 

【実績・成果】 

(4館共通) 

1)毎月1回文化財保存修理所内工房を当館研究員が巡回し、修理技術者に指導・助言を行った。また2ヵ月に1回修理技術

者と当館との定例会議を開催した。 

・当館開催の特別展覧会において、修理技術者に対する定例の研修会(熟覧)を実施した。(計4回・169人) 

  参加者「王朝文化の華 陽明文庫名宝」展 56人 

     「大出雲」展 43人 

     「宸翰 天皇の書」展 34人 

     「国宝 十二天像と密教法会の世界」展 36人 

・文化財修復に関わる大学院生のインターンシップ実習を実施し、報告書を作成した。（3人) 

・保存修復技術を専攻する学生(大学院生)のための研修会を実施し、研修報告を行った。(29人) 

・国宝修理装潢師連盟とともに作成に協力した『マンガ文化財入門 絵画・書跡編』が、財団法人京都文化財団より発行

された。 

【補足事項】 

・文化財保存修理所巡回によって、修理技術者へ専門的な立場か

ら指導・助言を行うことで、双方の見識にプラスとなった。 

・文化財修復に関わる大学院生をインターンシップとして受け入

れ、実習を行ったことは、今後の技術者育成を考える上でも意

義は大きい。 

・保存修復技術を専攻する学生(大学院生)に、修理現場の見学・

説明などの研修を実施することで、学生の意欲や目標意識の向

上を図ることができた。 

・『マンガ文化財入門 絵画・書跡編』は、2013年 2月発行、初版

5,000部、Ａ5判、34頁。 

 

 

    

保存修復技術を専攻する学生(大学院生) 

のための研修会 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 

経

年

変

化 

20 21 22 23 

保存修理事業者を対象とした研修会 

開催回数 

参加者数 

インターン受入れ 

大学院生のための研修会参加者数 

 

4回 

 169人 

3人 

29人 

 

－ 

－ 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

－ 

－ 

 

3 

144 

－ 

－ 

 

4 

155 

3 

－ 

 

4 

166 

2 

16 

 

4 

160 

4 

13 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

保存科学、修理技術及び博物館関係者等を対象とした研修プログラムを関係機関と連携しながら検討、実施する。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 184 －



 

【書式Ａ】 施設名 奈良国立博物館 処理番号 3313 

 

中項目 3  我が国における博物館の中核としての機能の強化 

事業名 (3) 保存修理事業者への研修プログラム 

【年度計画】 

(4館共通) 

1)保存修理事業者を対象とした研修会を開催するとともに、インターンの受け入れや保存修理事業者と協力した研修会を

開催する。 

担当部課 学芸部保存修理指導室 事業責任者 室長 谷口耕生 

【実績・成果】 

(4館共通) 

1)国内外の保存修復専門家による文化財保存修理所各工房での研修・視察を合計9回受け入れ、各工房技術者との間で情

報交換を行った。 

・4月24日：鶴見大学大学院文化財学科による視察・研修（2名） 

・6月26日：韓国国立文化財研究所保存科学センターによる視察・研修(3名)  

・7月10日：公益財団法人ユネスコ・アジア文化センター文化遺産保護協力事業に基づくインドネシア教育文化省技術者

の視察・研修(7名) 

・8月10日：東京藝術大学大学院文化財学科保存修復研究室による視察・研修（5名） 

・8月30日：仏国ルーブル美術館紙資修理技術者による視察・研修（5名） 

・10月30日：文化庁学術交流事業による米国フリーア美術館保存科学部東洋絵画修理室員による視察・研修（3名） 

・12月20日：文化財修理所の各工房修理技術者を対象とする研修会を開催(26名)。 

・25年1月17日：奈良文化財研究所主催の平成24年度文化財担当専門者研修者受講生による視察・研修（22名） 

・25年1月18日：奈良工業高等専門学校生による視察・研修（20名） 

【補足事項】 

・文化財保存修理所技術者研修会 

24 年 12 月 20 日に文化財修理所の各工房修理技術者を対象とする

研修会を開催し、装こう室工房代表者による絵画修理に関する報告

を踏まえた討議を実施した。参加者は 26名。 

・国際ワークショップ「民族学資料の保存と修復：博物館バックヤ

ードの利用効率向上と自然素材資料の修復」  

25年 1月 25日に当館講堂にて、国立民族学博物館・ロシア民族博

物館と共同のワークショップを開催。当館文化財保存修理所三工房

の修理技術者が発表者として参加し、ロシア人修理技術者との討議

を行った。 

 

文化財保存修理所における 

外国人修理技術者の研修・視察 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 経

年

変

化 

20 21 22 23 

保存修理事業者を対象とした研修会 

開催回数 

参加者数 

 

9回 

93人 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

 

1 

－ 

 

1 

－ 

 

6 

－ 

 

7回 

97人 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

保存科学、修理技術及び博物館関係者等を対象とした研修プログラムを関係機関と連携しながら検討、実施する。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 185 －

Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



 

【書式Ａ】 施設名 九州国立博物館 処理番号 3314 

 

中項目 3  我が国における博物館の中核としての機能の強化 

事業名 (3) 保存修理事業者への研修プログラム 

【年度計画】 
(4館共通) 

1)保存修理事業者を対象とした研修会を開催するとともに、インターンの受け入れや保存修理事業者と協力した研修会を開催する。 

担当部課 学芸部博物館科学課 事業責任者 課長 今津節生 

【実績・成果】 

(4館共通) 

1)・保存修理事業者を対象とした研修会等を開催した。(計7回・280人) 

 ・インターンの受け入れや保存修理事業者と協力した研修会を行った。 

 ・文化財保存、ＩＰＭ普及のための講座・研修を開催した。（計4回・273人） 

【補足事項】 

 

○保存修理技術者を対象とした研修会(計 7回・280人) 

・第 5回 東アジア紙文化財保存修理シンポジウム（24年 11月 3日） 

 シンポジウム 1回 参加者 170名 

・紙文化財の保存講座・研修(協力：国宝修理装潢師連盟) 

短期インターンシップ「文化財保存修復研修」(大学生 8名) 

24年 8 月 20日～24日 

・古文書保存基礎講座(文化財関係者 30名)  25年 1月 23日、2月 2日（2回） 

・ＩＰＭ普及のための研修会 

(連携協力：ＮＰＯ法人ミュージアムサポートセンター 

文化財保存活用支援センター) 

・「市民と共に ミュージアムＩＰＭ」ミュージアムＩＰＭ支援者育成事業 

(文化庁文化遺産を活かした観光振興・地域活性化事業)  

研修会 3回 参加者 72名 

 

○一般向け講演会等（計 4回・273人） 

・文化財保存交流セミナー 講演会 2回 参加者 78名 

 
 

 

 

 

画像添付 

画像解説 

 

 

 

 

 

第５回 東アジア紙文化財保存修理 

シンポジウム 

第 1回文化財保存交流セミナー（24年 9月 2日） 参加者 26名 

マヌエル・カスティニェイラス氏（バルセロナ自治大学教授・国立カタルーニャ美術館館長補佐） 

「ロマネスク壁画の保存」 

第 2回文化財保存交流セミナー（24年 11月 1日） 参加者 52名 

アンドリュー・ヘア氏（フリーア美術館）「東洋絵画の保存と保護 伝統的技法と現代的技術」  

・ＩＰＭ普及のための報告会(連携協力：ＮＰＯ法人ミュージアムサポートセンター文化財保存活用支援センター) 

平成 24年度文化庁文化遺産を活かした観光振興・地域活性化事業（ミュージアム活性化支援事業） 

「市民と共に ミュージアムＩＰＭ」(24年 8月 22日) 

ミュージアムＩＰＭ支援者研修会修了者報告会 1回 参加者 50名 

・ＩＰＭ普及のための講演会(連携協力：ＮＰＯ法人ミュージアムサポートセンター文化財保存活用支援センター) 

「市民と共に ミュージアムＩＰＭ」(24年 10月７日) 

文化庁文化遺産を活かした観光振興・地域活性化事業（ミュージアム活性化事業）  

シンポジウム 1回 参加者 145名  

 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 経

年

変

化 

20 21 22 23 

保存修理事業者を対象とした研修会 

開催回数 

参加者数 

 

7回 

280人 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

 

10 

－ 

 

20 

－ 

 

22 

－ 

 

10 

263 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

保存科学、修理技術及び博物館関係者等を対象とした研修プログラムを関係機関と連携しながら検討、実施する。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 186 －



 

 

【書式Ａ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 3411 

 

中項目 3  我が国における博物館の中核としての機能の強化 

事業名 (4) 収蔵品の貸与 

【年度計画】 

(東京国立博物館・京都国立博物館・奈良国立博物館) 

1)国内の博物館等で開催する展覧会等へ収蔵品を貸与する。 

(東京国立博物館・奈良国立博物館) 

1)国内の公私立博物館と考古資料の相互貸借を実施する。 

(東京国立博物館) 

1)長崎歴史文化博物館の平常展示のため、引き続き長期貸与する。 

2)海外の美術館・博物館等で開催する展覧会へ貸与する(海外交流展出品作品を含む)。 

 

担当部課 学芸研究部列品管理課 事業責任者 課長 富田 淳 

【実績・成果】 

(東京国立博物館・京都国立博物館・奈良国立博物館) 

1)国内の博物館等154機関に1,252件の作品を貸与した。 

(東京国立博物館・奈良国立博物館) 

1)北九州市立自然史・歴史博物館、宮崎県立西都原考古博物館と協力して考古資料の相互貸借を実施した。 

(東京国立博物館) 

1)長崎歴史文化博物館の平常展示のため、年度を越えた長期貸与を実施した。 

2)海外の美術館・博物館等5機関に43件の作品を貸与した。 

 

【補足事項】 

(東京国立博物館・奈良国立博物館) 

1)考古資料相互貸借事業経費により、北九州市立自然史・歴史博物館に 7件を

貸与、31 件を借用、宮崎県立西都原考古博物館に 7 件を貸与、25 件を借用

した。借用品により当館では特集陳列｢北九州の青銅器文化｣、特集陳列｢南

九州の古墳文化｣を開催した。 

(東京国立博物館) 

1) 

・大韓民国 国立中央博物館で開催された特別展「天下第一 翡色靑磁」には

当館から 3件の文化財を貸与し、館外１箇所からの作品借用・作品展示・作

品撤収・輸送随伴に、延べ 2名の人員を派遣するなどの協力を行った。 

・ミュンスター漆工芸博物館で開催された｢高麗・朝鮮時代の韓国螺鈿漆器展｣

には、当館から 3件の文化財を貸与し、作品展示・作品撤収・輸送随伴に延

べ 2名の人員を派遣し、また国内の他館の作品の展示撤収・輸送随伴に協力

するなど、多大な協力を行った。 

 

 
 

ミュンスター漆工芸博物館 

｢高麗・朝鮮時代の韓国螺鈿漆器展｣ 

図録 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 

経年

変化 

20 21 22 23 

貸与件数 

うち国内の貸与件数 

うち海外の貸与件数 

1,295件 

1,252件 

43件 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

1,125 

1,012 

113 

1,104 

 913 

191 

1,315 

1,155 

160 

905 

865 

40 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

収蔵品については、その保存状況を勘案しつつ、公私立の博物館等の要請に対し、展示等の充実に寄与するため貸与を実

施する。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 187 －

Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



 

 

【書式Ａ】 施設名 京都国立博物館 処理番号 3412 

 

中項目 3  我が国における博物館の中核としての機能の強化 

事業名 (4) 収蔵品の貸与 

【年度計画】 

(東京国立博物館・京都国立博物館・奈良国立博物館) 

1)国内の博物館等で開催する展覧会等へ収蔵品を貸与する。 

 

担当部課 学芸部列品管理室 事業責任者 室長 鬼原俊枝 

【実績・成果】 

(東京国立博物館・京都国立博物館・奈良国立博物館) 

1)71機関に対し304件の収蔵品貸与を行った。(うち海外2機関に対し3件) 

  館蔵品の貸与件数：170件  

寄託品の貸与件数：134件  

計       304件 

○本年度も継続してウェブサイトにて「貸出作品リスト」の公開を行った。 

 

【補足事項】 

・平常展示館建設中に公私立博物館・美術館からの貸与依頼に応えて、積極的

に収蔵品の貸与を行っている。 

・今年度は、ふくやま美術館において「国宝の名刀 京都国立博物館と小松コ

レクション」展に収蔵品 9件を貸与した。 

・龍谷ミュージアムの「“絵解き”ってなぁに」展に 13件、サントリー美術館

の「お伽草子―この国は物語にあふれている」展に 5件、九州国立博物館の

「美のワンダーランド 十五人の京絵師」展に 32件の収蔵品を貸与した。 

 

 

 

龍谷ミュージアム 

「“絵解き”ってなぁに」展 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 経

年

変

化 

20 21 22 23 

貸与件数 

うち国内の貸与件数 

うち海外の貸与件数 

304件 

301件 

3件 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

246 

245 

1 

428 

400 

28 

297 

281 

16 

429 

426 

3 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

収蔵品については、その保存状況を勘案しつつ、公私立の博物館等の要請に対し、展示等の充実に寄与するため貸与を実

施する。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 188 －



 

【書式Ａ】 施設名 奈良国立博物館 処理番号 3413 

 

中項目 3  我が国における博物館の中核としての機能の強化 

事業名 (4) 収蔵品の貸与 

【年度計画】 

(東京国立博物館・京都国立博物館・奈良国立博物館) 

1)国内の博物館等で開催する展覧会等へ収蔵品を貸与する。 

(東京国立博物館・奈良国立博物館) 

1)国内の公私立博物館と考古資料の相互貸借を実施する。 

 

 

担当部課 学芸部 事業責任者 美術室長兼列品室長 岩田茂樹 

【実績・成果】 

(東京国立博物館・京都国立博物館・奈良国立博物館) 

1)館蔵品と寄託品を、国内外合わせて37の機関に、計102件貸し出した。 

(東京国立博物館・奈良国立博物館) 

1)長崎歴史文化博物館、壱岐市立一支国博物館、福島県立博物館、福岡市博物館、九州歴史博物館の計5館との間で相互

貸借事業を実施した。 

【補足事項】 

(東京国立博物館・京都国立博物館・奈良国立博物館) 

貸与申請のあったもののうち、作品の保存状態に問題がないものについては、展示期間や会場の温湿度の設定、また警

備体制などを調査したうえで、慎重に、しかし可能な限りその全てに応えるように対処した。結果、100件を超える貸与

件数となり、公私立等の博物館の展示の充実に寄与しえたと考える。 

1)○貸出先 37件の内訳 

・国立6件 公立20件 私立10件 海外1件 

 ○貸与作品 102件の内訳 

・国宝 7件(館蔵品1件・寄託品6件) 重要文化財 37件(館蔵品17件・寄託品20件) その他 58件(館蔵品36件・寄

託品22件) 

・館蔵品 54件(絵画14件・彫刻1件・書跡3件・工芸5件・考古31件) 

・寄託品 48件(絵画23件・彫刻10件・書跡2件・工芸12件・考古1件) 

(東京国立博物館・奈良国立博物館) 

1)相互貸借事業における貸与品件数、借用品件は以下のとおりである。 

・長崎歴史文化博物館、壱岐市立一支国博物館（貸与品：2件、借用品：10件） 

・福島県立博物館（貸与品：1件、借用品：3件） 

・福岡市博物館（貸与品：3件、借用品：7件） 

・九州歴史博物館（貸与品：5件、借用品：1件） 

 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 
経

年

変

化 

20 21 22 23 

貸与件数 

うち国内の貸与件数 

うち海外の貸与件数 

102件 

100件 

2件 

 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

163 

161 

2 

108 

107 

1 

159 

145 

14 

118 

113 

5 

 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

収蔵品については、その保存状況を勘案しつつ、公私立の博物館等の要請に対し、展示等の充実に寄与するため貸与を実

施する。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 189 －

Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



 

 

【書式Ａ】 施設名 九州国立博物館 処理番号 3414 

 

中項目 3  我が国における博物館の中核としての機能の強化 

事業名 (4) 収蔵品の貸与 

【年度計画】 

(九州国立博物館) 

1)収蔵品の充実に努め、貸与の体制を整備する。 

 

担当部課 学芸部文化財課 事業責任者 資料登録室主任研究員 丸山猶計 

【実績・成果】 

(九州国立博物館) 

1) 国内 43機関・海外 1機関に所蔵品及び寄託品を貸与した。 

(機関数は延べ数。東京国立博物館からの長期管理換品を含む。) 

 

 

【補足事項】 

(九州国立博物館) 

1)○国内の貸与先機関は、下記のとおりである。 

 

・国及び国立博物館 

 文化庁、奈良国立博物館、京都国立博物館 

 

・地方公共団体及び公立博物館・美術館 

 栃木県立博物館、三重県立美術館、岡山県立博物館、九州歴史資

料館、佐賀県立九州陶磁文化館、長崎歴史文化博物館、大分県立歴

史博物館、宮崎県立西都原考古博物館、沖縄県立博物館・美術館、

仙台市博物館、千代田区立日比谷図書文化館、大阪市立美術館、和

泉市久保惣記念美術館、神戸市立博物館、甘木市歴史資料館、伊都

国歴史博物館、小郡市教育委員会、求菩提資料館、糸島市教育委員

会、太宰府市文化ふれあい館 

 

・私立博物館・美術館及び私立団体 

 サントリー美術館、松阪屋美術館、古都大宰府保存協会大宰府展

示館 

 

○海外の貸与先機関は、下記のとおりである。 

  大韓民国文化財庁国立古宮博物館 

 

 

 
 

重要文化財 油滴天目茶碗（G16・当館所蔵） 

 

長崎歴史文化博物館「中国福建博物院展」 

（日中国交正常化 40周年・長崎県－福建省

友好県省締結 30周年記念特別展）出品 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 経

年

変

化 

20 21 22 23 

貸与件数 

うち国内の貸与件数 

うち海外の貸与件数 

113件 

105件 

8件 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

106 

76 

30 

89 

88 

1 

165 

131 

34 

119 

118 

1 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

収蔵品については、その保存状況を勘案しつつ、公私立の博物館等の要請に対し、展示等の充実に寄与するため貸与を実

施する。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 190 －



 

【書式Ａ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 3511 

 

中項目 3  我が国における博物館の中核としての機能の強化 

事業名 (5) 公私立博物館・美術館等に対する援助・助言の推進 

【年度計画】 

(4館共通) 

1)公私立の博物館・美術館等が開催する展覧会及び運営等の援助・助言を行う。 

(東京国立博物館) 

1)新規貸与館に対する環境調査は、東京文化財研究所と協力して指導助言を行う。 

担当部課 学芸研究部 事業責任者 部長 伊藤 嘉章 

【実績・成果】 

(4館共通) 

1)公私立の博物館・美術館等が開催する展覧会及び運営等に対し、85件の援助・助言を行った。 

・文化庁や地方公共団体等の文化財関係事業にて協力(17件) 

・公私立の博物館・美術館等が開催する展覧会及び運営等の援助・助言(35件) 

・講演会やセミナー等における講演等での協力(10件) 

・作品の展示・保存環境についての調査・指導(15件) 

・文化財レスキュー事業(被災文化財等救出作業支援)(8件) 

  東日本大震災において被災した博物館など7施設に対して、文化財保全のための救援活動を実施した。 

(東京国立博物館) 

1)新規貸与館15館に対する環境調査を実施し、東京文化財研究所と協力して指導助言を行った。 

【補足事項】 

(4館共通) 

1) 

○文化庁や地方公共団体等の文化財関係事業にて協力 

・文化庁文化審議会専門委員会出席 

・東京都文化財保護審議会出席 

・千葉県市原市石坂遺跡出土品の調査と保存方法について助言  他 

○公私立の博物館・美術館等が開催する展覧会及び運営等の援助・助言 

・筆の里工房 特別展「よみがえる王朝のみやび」特別協力 

・永青文庫 黒糸威二枚胴具足の修理、保存についての助言 

・平等院ミュージアム鳳翔館 展示・照明手法についての助言 

・オマーン国立博物館 所蔵日本工芸品調査及び展示指導   他 

○講演会やセミナー等における講演等での協力 

・公益財団法人サンリツ服部美術館 美術史入門連続講座｢中国の青磁｣ 

・新宿区立新宿歴史博物館 特別展「中国 王朝の至宝」関連文化講演会 

・国立民族学博物館 平成 24 年度博物館学集中コース講師（国際協力機構委

託事業）  他 

 

文化財救援活動 

(岩手県山田町立鯨と海の科学館) 

○作品の展示・保存環境についての調査・指導・瑞浪市陶磁資料館、八尾市立歴史民俗資料館、和歌山県立風土記の丘、

桐蔭横浜大学 大学情報センター 他 

○文化財レスキュー事業(被災文化財等救出作業支援) 

・レスキュー活動の対象となった施設は、陸前高田市立物館、山田町立鯨と海の科学館、岩手県盛合家住宅、福島県大熊

町民俗伝承館、福島県富岡町歴史民俗資料館、福島県双葉町歴史民俗資料館など 7施設。 

(東京国立博物館) 

1)環境調査を実施した新規貸与館は、瑞浪市陶磁資料館、中尊寺讃衡蔵、八尾市立歴史民俗資料館、下関市立考古博物館、

和歌山県立風土記の丘など 15館。 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 経

年

変

化 

20 21 22 23 

公私立博物館・美術館への援

助・助言件数 

85件 - - 134 139 84 126 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

公私立博物館等に対する援助・助言を行うとともに、博物館関係者の情報交換・人的ネットワークの形成等を行う。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 191 －

Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



 

【書式Ａ】 施設名 京都国立博物館 処理番号 3512 

 

中項目 3  我が国における博物館の中核としての機能の強化 

事業名 (5) 公私立博物館・美術館等に対する援助・助言の推進 

【年度計画】 

(4館共通) 

1)公私立の博物館・美術館等が開催する展覧会及び運営等の援助・助言を行う。 

 

担当部課 学芸部 

総務課 

事業責任者 部長 村上 隆 

課長 植田義雄 

【実績・成果】 

(4館共通) 

1)公私立の博物館・美術館等が開催する展覧会及び運営等に対し、65件の援助・助言を行った。 

・文化財の展示、修理にかかる指導助言 (12件) 

・文化財の調査に関する指導助言 (38件) 

・講演会、セミナー等における講演等での協力 (9件) 

・地方公共団体の文化財保護審議会等会議にて協力 (4件) 

・文化財レスキュー事業に関する被災文化財等救出作業支援 (2件) 

【補足事項】 

1) 

○文化財の展示、修理にかかる指導助言 

・大谷大学博物館 

 特別展「親鸞－真宗開顕－」の展示・撤収 

・奈良国立博物館 

特別展「頼朝と重源－東大寺再興を支えた鎌倉と奈良の絆－」に係る展示立ち合い  

・25年度香川ミュージアムで開催予定の「京都国立博物館名品展」のため香川の学芸員に事前調査の協力を行った。他 

○文化財の調査にかかる指導助言 

・大津市教育委員会 

大津祭曳山金工品調査 

・野﨑家塩業歴史館 

野﨑家塩業歴史館所蔵資料の調査指導   他 

○講演会、セミナー等における講演等での協力 

・浄土宗西山禅林寺派 浄土宗西山禅林寺派 教師補講習会講師 

・滋賀県博物館協議会 滋賀県博物館協議会研修会に係る講演  他 

○地方公共団体の文化財保護審議会等会議にて協力 

・奈良県教育委員会 国宝薬師寺東塔保存修理事業修理専門委員会 

・愛知県 愛知県史編さん委員会文化財部会   他 

 

○文化財レスキュー事業(被災文化財等救出作業支援） 

 

 

 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 

 

20 21 22 23 

公私立博物館・美術館への援

助・助言件数 

65件 － － 114 114 123 91 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

公私立博物館等に対する援助・助言を行うとともに、博物館関係者の情報交換・人的ネットワークの形成等を行う。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 192 －



 

【書式Ａ】 施設名 奈良国立博物館 処理番号 3513 

 

中項目 3  我が国における博物館の中核としての機能の強化 

事業名 (5) 公私立博物館・美術館等に対する援助・助言の推進 

【年度計画】 

(4館共通) 

1)公私立の博物館・美術館等が開催する展覧会及び運営等の援助・助言を行う。 

(奈良国立博物館) 

1)神奈川県立金沢文庫と共催で御遠忌800年記念特別展「解脱上人貞慶 －鎌倉仏教の本流－」（奈良会場：4月7日～5月

27日、神奈川会場：6月9日～7月29日）を開催する。 

2)聖徳太子1390年御遠忌記念「法隆寺展」（主催：法隆寺・日本経済新聞社主催、会場：日本橋高島屋ほか）に学術協力

を行う。 

3)「法隆寺展（仮称）」（主催：法隆寺・読売新聞社＝予定、会場：香川県立ミュージアム・広島県立歴史博物館他＝予定）

に向けた調査研究を行う。 

担当部課 学芸部企画室 事業責任者 室長 野尻 忠 

【実績・成果】 

(4館共通) 

1)国内外の博物館・美術館等の運営や展示活動への協力は、総計 67件を実施した。 

 (奈良国立博物館) 

1)神奈川県立金沢文庫と共同主催の特別展は、当初計画どおり奈良会場で 24年 4月 7日～5月 27日に、神奈川会場で 24

年 6月 8日～7月 29日に実施した。 

2)聖徳太子 1390 年御遠忌記念「法隆寺展」(主催：法隆寺・日本経済新聞社、会場：日本橋高島屋及びなんば高島屋)へ

の学術協力では、大阪会場（24 年 3月 29日～4 月 16日)の終了後、会場からの展示品搬出、法隆寺への返却作業を指

導した。 

3)「法隆寺展（仮）」は平成 26年度の開催が決定し、出陳候補品の選定作業を開始した。 

○石川県立美術館で開催される特別展「国宝薬師寺展」（主催：同展実行委員会、会期：平成25年4月26日～6月23日）へ

の学術協力として、同展への助言と図録原稿の執筆を担当した。 

 

【補足事項】 

1)特別展「解脱上人貞慶－鎌倉仏教の本流」(奈良会場：24年4月7日～5月27日、神

奈川会場：24年6月8日～7月29日)においては、一部の展示品の借用や返却を金沢

文庫職員と合同で実施し、また出張講演を実施した。 

○福島県立博物館のポイント展「奈良国立博物館所蔵「二本松木幡山経塚群出土の

遺物」(24 年 12 月 19 日～25 年 3 月 3 日)に貸与した館蔵品の輸送に際して助言

した(平成 24年度考古資料相互活用促進事業による)。 

○長崎歴史文化博物館の常設展に貸与した館蔵品（展示期間は 24 年 10 月 17 日～

31日）の輸送に際し、随行と助言を実施した(平成 24年度考古資料相互活用促進

事業による)。 

○壱岐市立一支国博物館での展示のために貸与した館蔵品（展示期間は 24年 11月

2日～18日及び 12月 14日～25年 3月 10日）の輸送に際し、随行するとともに

展示方法について助言した(平成 24年度考古資料相互活用促進事業による)。 

○岐阜県博物館で開催された特別展「飛騨・美濃の信仰と造形」（24年9月21日～10

月28日）に貸与した寄託品の陳列、展示替え、撤収作業に立ち会った。 

○ミュンスター漆芸美術館（ドイツ）で開催された「Korean Lacquer Art」展（24

年10月28日～25年1月27日）に貸与した寄託品の展示替えにあたり、現地に赴い

て作業を指導した。 

 

 

当館から貸与した文化財の展示を

伝える福島県立博物館のウェブサ

イト 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 
経年

変化 

20 21 22 23 

公私立博物館・美術館への援

助・助言件数  

67件 

 

－ 

 

－ 

 

5 25 35 98 

 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

公私立博物館等に対する援助・助言を行うとともに、博物館関係者の情報交換・人的ネットワークの形成等を行う。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 
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【書式Ａ】 施設名 九州国立博物館 処理番号 3514 

 

中項目 3  我が国における博物館の中核としての機能の強化 

事業名 (5) 公私立博物館・美術館等に対する援助・助言の推進 

【年度計画】 

(4館共通) 

1)公私立の博物館・美術館等が開催する展覧会及び運営等の援助・助言を行う。 

(九州国立博物館) 

1)地域の自治体と連携し、公私立博物館・美術館等職員のための古文書保存に関する専門講座を開催する。 

2)地域の自治体と連携し、公私立博物館・美術館等職員・ボランティアのためのＩＰＭ(総合的有害生物管理)に関する専

門講座を開催する。 

担当部課 総務課 

学芸部博物館科学課 

事業責任者 課長 阿部勝 

課長 今津節生 

【実績・成果】 

(4館共通) 

1)公私立博物館等で開催された研究集会及び講演会において指導・助言を行った。(109件) 

・文化財の調査に係る助言(24件) 

・文化財の保存修理にかかる援助、助言(33件) 

・作品の展示及び運営等についての指導、助言(40件) 

・講演会、セミナー等における講演(9件) 

・文化財レスキュー事業(被災文化財等救出作業支援）（3件） 

(九州国立博物館) 

1)福岡県教育委員会と筑紫野市歴史博物館との共催により文化財関係者に向けて「古文書保存基礎講座」を実施した。 

2)地域の自治体と実行委員会を組織し、文化庁補助金を得て、「市民と共に ミュージアムＩＰＭ」事業を実施し、文化

財関係者及び市民等に向けての研修会「ミュージアムＩＰＭ支援者研修」を実施した。 

【補足事項】 

(4館共通) 

1)○文化財の調査に係る助言 

  ・長崎県松浦市教育委員会：鷹島海底遺跡出土品の調査に係る助言 

・那覇市市民文化部博物館（歴史博物館）：国宝「琉球国王尚家関係資料」の

うち「王冠」の調査に係る助言 

○文化財の保存修理にかかる援助、助言 

 ・文化庁文化財部美術学芸課：古墳壁画の保存活用に関する検討会出席 

○作品の展示及び運営等についての指導、助言 

 ・財団法人アイヌ文化振興・研究推進機：アイヌ工芸品展示作品選定につい

ての指導、助言 

○文化財レスキュー事業(被災文化財等救出作業支援） 

・24 年 4 月から、東日本大震災で被災した宮城県内の博物館等施設にて実施

された文化財レスキュー事業に、学芸部職員延べ 3人を派遣した。 

作業従事の延べ日数は 13日 

(九州国立博物館) 

1)「古文書保存基礎講座」(第 7回)  

主催：九州国立博物館・福岡県教育委員会・筑紫野市歴史博物館 

協力：国宝修理装潢師連盟  

本研修は、協力団体共催の「寒糊炊」にあわせて毎年開催している。  

2)「ミュージアムＩＰＭ支援者研修」  

主催：「市民と共に ミュージアムＩＰＭ」実行委員会 

ミュージアムＩＰＭ支援者研修（基礎編）・（技術編）・（実践編）各1回を実施 

参加総数 72名 

 

 

 
 

 
 

「古文書保存基礎講座」 

（「寒糊炊」風景） 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 
経年

変化 

20 21 22 23 

公私立博物館・美術館への援

助・助言件数 

109件 － － 47 39 77 97 

総合評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

公私立博物館等に対する援助・助言を行うとともに、博物館関係者の情報交換・人的ネットワークの形成等を行う。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 
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【書式Ｂ】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 4111 

（様式 1） 

業務実績書 

研№1 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 文化財の研究情報の公開・活用のための総合的研究((1)－①－ア) 

【事業概要】 

他機関との連携をはかり、文化財の研究情報について、効果的に発信していくための手法を研究・開発し、文化財に

関する研究情報の蓄積を行うとともに、公開・活用のための手法等について総合的に研究する。また、東京文化財研究

所の全所的アーカイブズの構築を推進する。 

【担当部課】 企画情報部 【プロジェクト責任者】 文化財アーカイブズ研究室長 綿田稔 

【スタッフ】 

田中淳(企画情報部長)、山梨絵美子(副部長)、二神葉子(情報システム研究室長)、小林公治(広領域研究室長)、津田徹

英(文化形成研究室長)、塩谷純(近・現代視覚芸術研究室長)、小林達朗(主任研究員)、皿井舞(主任研究員)、城野誠治(専

門職員)、井上さやか(アソシエイトフェロー)、橘川英規(アソシエイトフェロー)、中村明子(アソシエイトフェロー)、

鳥光美佳子(アソシエイトフェロー)、中村佳史(客員研究員)、丸川雄三(客員研究員)、飯島満(無形文化遺産部音声・映

像記録研究室長)、佐野千絵(保存修復科学センター保存科学研究室長)、早川泰弘(分析科学研究室長)、津村宏臣(客員

研究員)、山内和也(文化遺産国際協力センター地域環境研究室長)、加藤雅人(主任研究員)、高砂健介(研究支援推進部

管理室長) 

【主な成果】 

昨年度所内公開した「東京文化財研究所所蔵資料アーカイブズ『みづゑ』(試行版、創刊号～10 号）」に改良を加えて

一般公開を開始し、10 号以降についても公開する準備を進めた。同時に図版がメインの貴重書の効果的な公開方法につ

いても検討を重ねた。また、東京文化財研究所アーカイブズ運営員会のもとにワーキンググループを組織し、本年度に

ついては研究所刊行物アーカイブの試行版を作成し、次年度以降の本格的な取り組みに備えた。 

【年度実績概要】 

 国立情報学研究所と連携して、東京文化財研究所所蔵資料アーカイブズとして以下について協議を重ねて実施した。 

・東京文化財研究所所蔵資料アーカイブズ『みづゑ』（試行版、創刊号～10号）：前年度所内公開したものについて点 

検・評価を行い、修正と改良を加えた上で一般公開を開始した。（http://mizue.bookarchive.jp/index.html）また

10号以降についても順次公開すべく、50号まではデータの整形と登録の準備をほぼ終えた。 

・その他：写真図版を中心とする画集や図録類のデジタルアーカイブの構築に向け、『日本美術画報』を素材として、          

いかなる検索方法あるいは見せ方が効果的かつこれからの時代にふさわしいのかについて、協議と実験を重ねた。 

 

 本年度からの新たな取り組みとして、東京文化財研究所アーカイブズ運営員会のもとにワーキンググループを組織し、

全所横断的な研究資料アーカイブズの構築に向けて、以下についての協議と作業を行った。 

・研究所所管資料の所在調査 

・全所的アーカイブズ構築に向けての構想づくり 

・全所的アーカイブズ構築に向けての可能性と問題点の洗い出し 

・研究所刊行物記事データベース（簡易版）の作成 

・研究所刊行物アーカイブズ（実験試行版）の作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京文化財研究所所蔵資料アーカイブズ『みづゑ』（試行版、創刊号～10号） 

トップページ（http://mizue.bookarchive.jp/index.html） 

【実績値】 

研究情報のウェブサイト上での公開 1件（備考欄） 

【備考】 

東京文化財研究所所蔵資料アーカイブズ『みづゑ』（試行版、創刊号～10号） 
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【書式Ｂ】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 4111 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

研№1 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

国立情報学研究所との連携を図り、多種多様な文化財の研究情報について、効果的かつ有機的に蓄

積して発信してゆくための手法を総合的に研究・開発し、計画 2年目としては所期の成果を得られた。

また、本年度より東京文化財研究所の全所的アーカイブズの構築に着手することとなり、その実現に

向けて具体的な一歩を踏み出すことができた。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

年度計画に沿って順調に成果をあげた。次年度はこれをふまえて『みづゑ』の公開件数を増やし、

それと並行して図版中心の貴重書の公開方法についても検討を重ねて行きたい。また、本年度は新た

に全所的アーカイブズの構築にも着手した。次年度は所蔵資料管理閲覧システム本体の設計に進んで

いきたい。 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

判定理由  

適時性：情報化社会において専門的研究機関から発信される情報の意義が見直されている中にあって、本研究は緊急

性が高い。 

独創性：通常の図書館や資料館にはない、よりきめ細やかな情報提供ないし総合的な情報発信を目指して当研究所な

らではのオリジナリティのある発信方法を模索し、国立情報学研究所と連携しながら一部それを実現してい

る。 

発展性：文字情報や画像情報等、多様な資料の在り方に着目しており、常に応用性を重視して研究を進めている。 

効率性：限られた予算額の中で対費用効果を厳しく吟味しながら検討を進めている。 

継続性：過去と現在と未来をつなぐアーカイブを構想しており、一時的なものに終わらないよう十分に留意している。 

正確性：単なるＰＤＦ配信に終わらない付加価値のある情報発信を実現している。 

 

観点 

研究情報のウ

ェブサイト上

での公開件数 

     

判定 Ａ      

判定理由 

研究情報のウェブサイト上での公開：東京文化財研究所所蔵資料アーカイブズ『みづゑ』（試行版、創刊号～10号） 

１件の一般公開を開始した。 
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【書式Ｂ】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 4112 

（様式 1） 

業務実績書 

研№2 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 文化財の資料学的研究((1)－①－イ) 

【事業概要】 

日本を含む東アジア地域における美術の価値形成の多様性を解明するために、近年の記録媒体や分析手法等の進展に

対応しながら調査研究を行い、文化財を対象とする資料学的基盤を整備、確立する。併せてその基盤を礎としながら国

内外の研究交流を推進する。 

【担当部課】 企画情報部 【プロジェクト責任者】 文化形成研究室長 津田徹英 

【スタッフ】   

田中淳(企画情報部長)、山梨絵美子(副部長)、二神葉子(情報システム研究室長)、綿田稔(文化財アーカイブズ研究室長)、

小林公治(広領域研究室長、塩谷純(近・現代視覚芸術研究室長)、小林達朗(主任研究員)、皿井舞(主任研究員)、江村知

子(文化遺産国際協力センター主任研究員)、中野照男(客員研究員)、相澤正彦(客員研究員)、三上豊(客員研究員)、吉

田千鶴子(客員研究員)、森下正昭(客員研究員) 

【主な成果】 

(１)調査 

熊本県立美術館における横山大観《山路》の調査・撮影。 

(２)美術史研究のためのコンテンツ形成 

古記録･文献史料記載絵巻関係資料のデータ化。ならびに、今泉雄作『記事珠』の翻刻・訳注。古美術文献目録の

作成。 

(３)研究交流促進のための研究会の開催 

ユベール・ギメ氏講演 

(４)研究成果報告書 

『美術研究作品資料第 6冊 横山大観《山路》』の編集・作成。 

【年度実績概要】 

(１)調査 

   24年 5月 11、12日に、熊本県立美術館において横山大観《山路》の調査・撮影を行った。 

(２)美術史研究のためのコンテンツの形成 

当研究所 OB によってカード化されている古記録・文献史料記載絵巻関係資料のデータ化を引き続き行った。また、

東京文化財研究所が所蔵する今泉雄作『記事珠』の翻刻・訳注を進めた。 

(３)研究交流促進のための研究会の開催 

   24年 4月 5日にユベール・ギメ氏（フランス・ギメ美術館理事）による講演会「エミール・ギメ ウルトラマリン

からギメ美術館へ」を開催した。 

(４)研究成果報告書の作成 

   24年 8月 3日に進捗状況の確認を兼ねて研究協議会を開催した。 

  『美術研究作品資料』の第 6冊として『横山大観《山路》』の編集を行い、刊行した。 

  「《山路》研究の経緯」塩谷純（東京文化財研究所） 

  「《山路》のあゆみ―画家の手から蒐集家の手へ至るまで」塩谷純（東京文化財研究所） 

  「《山路》修理報告」竹上幸宏 

  「岩絵具の新表現―《山路》の材料と技法」荒井経、小川絢子、平諭一郎 

  「永青文庫所蔵本《山路》の画面」三宅秀和（永青文庫） 

  「《山路》と洋画」林田龍太 

  「《山路》をめぐる言説」佐藤志乃 

【実績値】 

刊行物 1件(①) 

学会誌等への掲載論文数 2件（②～③） 

学会等での発表件数 3件（④～⑥） 

【備考】 

刊行物 

①『美術研究作品資料第 6・横山大観《山路》』2013.3 

論文 

②塩谷純「秋元洒汀と明治の日本画（２）」『美術研究』407 2012.8 

③塩谷純「《山路》のあゆみ―画家の手から蒐集家の手へ至るまで」『美術研究作品資料第 6・横山大観《山路》』2013.3 

発表 

④相澤正彦「石山寺縁起絵巻の絵師再考」企画情報部研究会 2012.11.15 

⑤三上豊「マンガを学生にどう伝えるか」企画情報部研究会 2012.12.25 

⑥津田徹英「研究資料 滋賀・十輪院地蔵菩薩立像」企画情報部研究会 2013.1.29 
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【書式Ｂ】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 4112 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

研№2 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

 

「山路」は横山大観の画業にとってひとつの転機を為した作品であるのみならず、近代の日本画が

近世の文人画を踏まえて新たな絵画に向かう動きの中でも注目すべき作品である。このたびの調査研

究は、作品の修理を機に作画の技法、材料にも迫り、人工顔料を用いた点でも新たな試みがなされて

いたことが明らかになった。それらも含め、作品を多角的かつ生命誌的に位置づけることができた。 

 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

計画通り実施されており、当該年度計画を 100％達成したので順調と判定した。中期計画の趣旨に沿

って次年度も調査、美術史研究のためのコンテンツの形成、研究交流促進のための研究会の開催を行

い、『美術研究作品資料』第７冊の刊行に向けて計画を進めて行きたい。 

 

 

観点 適時性 発展性 継続性 正確性 独創性  

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ｓ  

判定理由 

適時性： 

海外研究者を招聘し、研究交流促進のための研究会を開催するなど、国際性、公共性、公開性に鑑みて十分に成 

果が認められた。 

発展性・正確性・継続性： 

『横山大観《山路》』を『美術研究作品資料』の第 6冊として刊行し、本作品の関係資料を網羅的に収録した。そ

の影響性、網羅性、基礎性など十分に成果が認められた。 

独創性： 

 近代日本画が近世の文人画を新たに受容していく動きの中で注目される作品について、修復過程でのみ収集できる

情報を研究者間で共有し、作品を総合的に位置づけたことは極めて顕著な成果である。 

観点 刊行物数 掲載論文数 発表件数    

判定 Ｓ Ａ Ａ    

判定理由 

刊行物数：年度計画時には、刊行に向けて編集をすすめる予定であったが、年度内に刊行することができたことは極 

めて顕著な成果である。 

掲載論文数・発表件数：掲載論文数、発表件数ともに、目標を 100％達成したため。 
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【書式Ｂ】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 4113 

（様式 1） 

業務実績書 

研№3 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 近現代美術に関する交流史的研究((1)－①－ウ) 

【事業概要】 

日本を含む東アジア諸地域における近現代美術の研究資料の収集、整理、調査研究を行うとともに、その交流を明ら

かにする有効な視点と調査研究方法の開発を目指す。また、多様化する我が国の現代美術の動向に関する調査研究を行

い、基礎資料を作成する。 

【担当部課】 企画情報部 【プロジェクト責任者】 近・現代視覚芸術研究室長 塩谷 純 

【スタッフ】   

田中 淳(企画情報部長)、山梨絵美子(副部長）、城野誠治(専門職員）、鳥光美佳子(アソシエイトフェロー）、中村明子(ア

ソシエイトフェロー）、三上 豊(客員研究員）、丸川雄三(客員研究員） 

【主な成果】 

東アジア諸地域の近現代美術の研究資料収集、整理として、未公刊資料である黒田清輝宛書簡のデジタル画像作成を

進め、併せて黒田作品の調査も行った。東アジア美術交流の調査研究では、日本で学び台湾で活躍した陳澄波の作品調

査を行い、さらに台湾から研究者を招聘して交流を図った。我が国の現代美術の動向に関する調査研究としては、笹木

繁男主宰現代美術資料センター寄贈資料の整理・調査を進めた。 

【年度実績概要】 

東アジア諸地域の近現代美術の研究資料収集、整理 

・当研究所が保管する黒田清輝宛書簡のデジタル画像作成を進めた。（一部科学研究費補助金基盤研究 B「諸先学の作

品調書・画像資料類の保存と活用のための研究・開発―美術史家の眼を引き継ぐ」）また上記資料のうち小川一真書

簡（7通）について、平成 24年 10月 22日、平成 25年 3月 5日に研究協議会を開催した。出席者は岡塚章子（東京

都江戸東京博物館）、斎藤洋一（松戸市戸定歴史館）、田中淳。 

・黒田清輝《花》（個人蔵）の調査を行った。 

・台湾の洋画家陳澄波の作品調査を進め、また陳澄波をはじめ台湾近代美術史研究で優れた業績を挙げている白適銘

氏(国立台湾師範大学准教授)を招聘し、第 46回オープンレクチャーにて講演「上野モダンから近代文化体験へ―陳

澄波が出会った近代日本」を行った。 

 

我が国の現代美術の動向に関する調査研究 

・笹木繁男主宰現代美術資料センター寄贈資料の整理・調査を進めた。 

・当研究所所蔵の画廊資料の画廊別による整理とカード化を行った。 

【実績値】 

刊行物 1件（①） 

学会誌等への掲載論文数 5件（②～⑥） 

学会等での発表件数 6件（⑦～⑫） 

【備考】 

刊行物 

①田中淳『太陽と「仁丹」 1912年の自画像群・そしてアジアのなかの「仁丹」』 2012.12 

論文 

②山梨絵美子「陳澄波の画業に見る東アジア美術交流」 『美術フォーラム２１』26 2012.11 

③山梨絵美子「陳澄波の裸体画の一特色―日本のアカデミズム絵画との比較から」『阿里山之春 陳澄波與台湾美術史 

研究新論』 2013.1 

④山梨絵美子「東アジアの油彩画の中で高橋由一を考える」 『視る』462 2013.2 

⑤田中淳「木村荘八―わたしは東京を呼吸してゐます」 『生誕 120 周年記念 木村荘八展』図録 東京ステーショ

ンギャラリー等 2013.3 

発表 

⑦山梨絵美子「川村清雄の油絵―江戸絵画と西洋画の融合」川村清雄展特別レクチャー 江戸東京博物館 2012.10.11 

⑧山梨絵美子｢徳川霊廟を描いた画家たち｣ 第 46回オープンレクチャー 東京文化財研究所 2012.10.19 

⑨丸川雄三「連想が結ぶ美術史の点と線―アーカイブズから見えるもの」 第 46回オープンレクチャー 東京文化財 

研究所 2012.10.20 

⑩田中淳「1912年 10月 20日・上野・美術」 第 46回オープンレクチャー 東京文化財研究所 2012.10.20 

⑪田中淳「Futurism day―木村荘八の 1912年」 日本における未来派 100年記念シンポジウム 東京都現代美術館 

2012.11.17 

⑫塩谷純「大正期の日本画―再興日本美術院を中心に」江東区森下文化センター平成 24年度後期講座 2013.2.2 
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⑥山梨絵美子「台北市で開催されたふたつの陳澄波展―台北市立美術館「行過江南―陳澄波芸術探索歴程」展と至善

芸文センター「豔陽下的陳澄波」展― 『美術研究』



【書式Ｂ】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 4113 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

研№3 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

 

 今年度は単著『太陽と「仁丹」』を刊行することができた。また東アジア美術交流に関して、とくに

台湾の近代美術について、日台双方の研究者が意見を交換し、講演や論考に結実させた意義は大きい。

また諸資料の継続的な整理にくわえ、黒田清輝宛書簡についての研究協議会の開催も、同資料の今後

の活用に向けての新たな布石と評価できる。 

 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

計画通り実施しており、当該年度計画を 100％達成したため順調と判定した。中期計画の趣旨に沿っ

て次年度も東アジア諸地域の近現代美術の研究資料収集、整理及び我が国の現代美術の動向に関する

調査研究を続行、充実させていきたい。 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 継続性 正確性  

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ  

判定理由 

適時性： 

  陳澄波（1895-1947）は生誕 100年を前に台湾でも複数の展覧会が開かれ調査研究が活況を呈している。その動

きと連動するかたちで調査研究を進めることができた。 

独創性・発展性： 

近年の東アジアにおける文化交流の深まりの中で、これまで不問に付されがちだった同地域の近代を研究対象と 

する意義は大きいため十分に成果が認められた。 

継続性・正確性： 

作品に比して等閑視されがちな諸資料についても、作家の営為を物語るものとして不断の収集整理及び調査研究

を行ったため十分に成果が認められた。 

観点 刊行物数 論文等掲載 発表件数    

判定 Ｓ Ａ Ａ    

判定理由 

 刊行物数・論文等掲載数・発表件数： 

年度計画になかったが、単著『太陽と「仁丹」』を刊行することができ、さらに新聞書評にも掲載され、高い評価

を得ることが出来た。論文等掲載数、発表件数ともに、目標を 100％達成した。 
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【書式Ｂ】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 4114 

（様式 1） 

業務実績書 

研№4 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 美術の表現・技法・材料に関する多角的研究((1)－①－エ) 

【事業概要】 

様々な美術作品を構成する材料やそこに用いられた技法、ひいては表現、その制作過程、作品の成り立ち、生成され

てから今日にどう至ったか、それがどのように受容されてきたか等を、関連書分野と連携しながら多角的に分析し、現

在目の前にある「作品」ないし文化財に対するより深い理解を形成することを目指す。 

【担当部課】 企画情報部 【プロジェクト責任者】 広領域研究室長 小林 公治 

【スタッフ】   

田中淳（企画情報部長）、山梨絵美子（副部長）、綿田稔（文化財アーカイブズ研究室長）、二神葉子（情報システム研究

室長）、津田徹英（文化形成研究室長）、塩谷純（近・現代視覚芸術研究室長）、小林達朗（主任研究員）、皿井舞（主任

研究員）、江村知子（文化遺産国際協力センター主任研究員）、中野照男（客員研究員） 

【主な成果】 

 本研究は美術作品が基盤としている表現・材料・技法等を作品の観察、文献資料あるいは科学的手法による分析を実

施しながら解明することを目的とする。本年度は絵画・工芸作品を中心に各地で作品調査を進めるとともに、日本の近

世絵画、中国の障壁画についての論文掲載、また近世絵画や桃山時代の螺鈿漆器についての発表を行った他、ウェブサ

イト上で公開している奈良時代の資料にあらわれた彩色語彙についてデータベースの増補を実施した。 

【年度実績概要】 

・調査 

東京国立博物館との共同調査計画に基づき、絵画作品である「国宝・絹本着色千手観音像」の調査を実施した他、 

東京国立博物館・南蛮文化館・逸翁美術館・岐阜市歴史博物館・浦添市美術館、ドイツの Museum Fur Lackkunst、 

オランダの Het Loo宮殿博物館・Cultural Masonic Centre ’Prins Frederik’において日本・中国・朝鮮漆器 

の調査、ギメ本「大政威徳天縁起絵巻」に関連する国内調査を行った。 

・研究会発表  

本年度は、日本近世絵画・中国壁画・日本製輸出漆器、に関する研究会発表を行った。 

・資料のデータ化 

研究所への寄贈資料のうち、技法材料研究と特に関わりの深い久野健旧蔵資料及び秋山光和旧蔵資料（調査ノー

ト・撮影画像など）のデジタル化・整理・入力を行った。また奈良時代資料にあらわれた彩色語彙についてデータ

ベースの増補・公開を実施した。 

【実績値】 

 論文掲載数  4件（①～④） 

 発表件数   4件（⑤～⑧） 

調査件数   6件（国内 5件、海外 1件）（⑨～⑭） 

【備考】 

論文等 

①綿田 稔「永享七年の竹庵大縁をめぐる画事より―松岡美術館の周文画とケルン東洋美術館の霊照女図―」『美術研

究』第 407号、2012 年 9月 

②綿田 稔「研究資料 御絵鑑―元禄十三年板の画法書―」『美術研究』第 408号、2013 年 1月 

③中野照男「光学的調査及び蛍光 X線分析による壁画ドルナ像の検証」（卲■（日＋華）訳、中文「光学調査及蛍光 X

射線対壁画徒盧那像的検証」）『敦煌・絲■（糸＋周）之路国際検討会資料集』神戸大学、2012年 8月 20、

21日、pp.00-19、20-26 

④中野 照男「光学的調査及び蛍光 X線分析による壁画ドルナ像の検証」（中文「運用光学手法以蛍光 X線分析験証壁

画徒盧那像」）『敦煌・絲■（糸＋周）之路国際検討会報告書』神戸大学、2013年 3月 

発表 

⑤Tomoko Emura, Classicism, Subject Matter, and Artistic Status--In the Work of Ogata K・rin, Symposium The 

Artist in Edo, at CASVA-Center for Advanced Study in the Visual Arts, National Gallery of 

Art, Washingon DC, USA.2012年 4月 13日 

⑥中野照男「光学的調査及び蛍光 X線分析による壁画ドルナ像の検証」『敦煌絲■（糸＋周）之路国際検討会』神戸大 

学、2012年 8月 20日 

⑦小林公治「南蛮漆器成立・製作の経緯と年代再考―中間報告―」2012年度第 5回総合研究会、2013年 2月 5日 

⑧綿田 稔「ギメ本大政威徳天縁起絵巻について」企画情報部研究会 2013年 3月 19日 

調査 

⑨小林公治 東京国立博物館所蔵朝鮮螺鈿漆器熟覧調査 2012 年 6月 22日 

⑩小林公治 沖縄県浦添美術館所蔵漆器熟覧調査 2012年 9月 30日 

⑪小林公治 東京国立博物館所蔵漆器熟覧調査 2012年 10月 3日 

⑫小林達朗・江村知子・城野誠治 東京国立博物館絵画熟覧・光学調査 2012年 11月 1日 

⑬小林公治 ドイツ・オランダ国内に遺存する日本製輸出漆器熟覧調査 2012年 10月 29～30日、11月 2日 

⑭綿田稔 大阪市立美術館所蔵ギメ本大政威徳天縁起絵巻関連資料及び長岡京市内奉納地調査 2013年 1月 24～25日 
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【書式Ｂ】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 4114 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

研№4 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

本プロジェクトの初年度であった昨年度は、絵画を中心に調査研究を実施したが、プロジェクト 2

年目である本年は、これまでの対象に加え、障壁画・工芸品などより幅広い分野・作品に対して検討

を行うことができた。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

全般的に計画通りに進捗したと考える。次年度以降も一層の進化を目指して計画を立案し、調査研

究・研究結果の分析理解、またデータの収集整理によるデジタル化と公開を進めたい。 

 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 継続性 正確性  

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ  

判定理由  

適時性：様々な機会を捉え調査を実施し、また国内外での多様なチャンネルによって研究成果を公表したため。 

独創性：これまでに行われて来なかった多様な視点による調査を実施できた。 

発展性：これらの調査結果は将来にわたって活用される基礎資料となることが期待されるため。 

継続性：いずれの調査研究も継続的な努力によって結果となったものであるため。 

正確性：実施した成果公表や調査は各分野の研究全般に対する基礎的な内容であるため。 

観点 論文掲載数 発表件数 調査件数    

判定 Ａ Ａ Ａ    

判定理由 

 掲載論文数・発表件数・調査件数： 

これまでの研究成果の公表及び調査について、目標に達する内容を実施できた。 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 4121 

（様式 1） 

業務実績書 

研№5 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 近畿を中心とする古寺社等所蔵の歴史資料等に関する調査研究((1)－②)) 

【事業概要】 

近畿地方を中心として、重要な古寺社や関連する旧家等が所蔵する歴史資料や書跡資料等について、継続的・悉皆的 

に整理・調書作成・写真撮影等の調査を行い、現存資料の把握に努め、成果を目録・データベース等により、また重要

資料は翻刻して公開する。このような調査によって文化財研究の基礎を固めた上で、文化財の歴史的性格・特徴等を研

究し、日本の歴史・文化の研究に資する。撮影した写真は焼き付けを作成し、研究者等の研究に供する。 

【担当部課】 文化遺産部 【プロジェクト責任者】 歴史研究室長 吉川 聡 

【スタッフ】   

小原嘉記(客員研究員)、渡辺晃宏、馬場 基、山本 崇、桑田訓也、山本祥隆(以上、都城発掘調査部)、児島大輔(埋蔵文

化財センター)、中村一郎、栗山雅夫、鎌倉綾(以上、企画調整部) 

【主な成果】 

仁和寺所蔵の中世文書である、御経蔵第 150函の 1号～216号文書を翻刻し、『仁和寺史料 古文書編一』に公表した。

これらは平安時代～室町時代の古文書で、全国各地の仁和寺領荘園に関する未公表の文書を多く含み、日本史研究上重

要な史料群である。また、三仏寺所蔵の大日寺瓦経についての調査知見を公表した。この報告により、大日寺瓦経が、

数ヵ所の工房で数セット作成されており、現状では日本最大の瓦経群と考えられることを明らかにした。 

【年度実績概要】 

・興福寺所蔵の書跡資料の調査を実施し、第 115 函～第 117 函の調書を作成した。また第 104 函～第 106 函の写真を撮

影した。 

・仁和寺所蔵の歴史資料の調査を実施し、御経蔵聖教第 44～第 46函の調書原本校正、第 41函～第 49函の写真撮影を実 

施した。また第 150函所収の古文書については、釈文の原本校正を行い、『仁和寺史料 古文書編一』として公表した。 

・薬師寺所蔵の歴史資料の調査を実施し、第 56函～第 59函の調書作成と、第 25函の写真撮影を実施した。 

・三仏寺所蔵の歴史資料の調査を実施し、第 3函の調書を作成し、第 3函～第 5函の写真撮影を実施した。また、所蔵 

する神像・瓦経の調査を実施した。瓦経については、『文化財論叢Ⅳ』 

にその成果を公表した。 

・唐招提寺所蔵の歴史資料の調査を実施し、戒学院に所在する資料調 

査を行った。 

・東大寺所蔵の歴史資料の調査を、科学研究費補助金も充当して実施 

し、新修東大寺文書聖教第 69 函～76函の調査データ入力、第 56函・ 

絵図の撮影等を行った。 

・奈良市教育委員会と連携研究の協定を結び、氷室神社の大宮家所蔵 

文書の未成巻文書の調書原本校正を実施した。 

・奈良市六条町水利組合所蔵の歴史資料の調査を実施し、絵図・簿冊 

の写真撮影を行った。また奈良市佐紀町溝辺家所蔵の元明天皇像の 

調査を行った。また天理市杣之内町岡田家所蔵の内山永久寺旧蔵扁 

額の調査を行った。 

 

                                   

唐招提寺古文書調査風景

 

【実績値】 

調査対象箇所数：8ヵ所以上（興福寺・仁和寺・薬師寺・三仏寺・唐招提寺・東大寺・大宮家・六条町水利組合等） 

調査資料点数 

 興福寺：調書作成資料点数 587 点、写真撮影点数 91点 

 仁和寺：調書等原本校正資料点数 120点、写真撮影資料点数 300点 

薬師寺：調書作成資料点数 92点、写真撮影資料点数 61点 

 三仏寺：調書作成資料点数 305 点、写真撮影資料点数 615点 

 東大寺：調査データ入力点数 451点、写真撮影資料点数 59点 

 平城宮周辺諸家等：写真撮影資料点数 59点 

論文等数：報告書等 1件（①）、論文 2件（②③） 

【備考】 

論文等 

①奈良文化財研究所『仁和寺史料 古文書編一』奈良文化財研究所史料第 89冊、2013.3 

②吉川聡｢大日寺瓦経の研究―三佛寺所在分を中心に―｣『文化財論叢Ⅳ』2012.10 

③吉川聡｢平城宮跡保存運動のはじまり―石崎勝蔵関係資料から―｣『奈良文化財研究所紀要 2012』2012.6 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 4121 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

研№5 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

興福寺、仁和寺、薬師寺、三仏寺の調査は計画通り実施した。また、唐招提寺・東大寺の調査を実

施し、大宮家は奈良市と連携研究を行った。その他、平城宮周辺諸家の資料も調査した。そして、仁

和寺の中世文書・三仏寺所蔵の瓦経を公表できた。特に、仁和寺の中世文書は、数十年来、当研究所

が調査研究してきた、未公表の重要史料である。    

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

調査研究事業は、堅調に実現できたと考える。特に、従来積み重ねてきた調査に基づいて、仁和寺

中世文書等を公表できたことは大きな成果である。ただし、それ以外の寺社に関しても、調査データ

が蓄積されつつあるので、それらを公表するべく取り組む必要がある。また一方で、調書作成などの

地道な調査も継続して続ける必要があるため、今後もこのペースで、各所の調査を進めていきたい 

観点 適時性 発展性 継続性 正確性   

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ   

判定理由  

適時性：近畿を中心とする、世界遺産にも登録されるような古寺社等には、未だに調査・整理されていない歴史資料・ 

書跡資料が数多く存在している。その内容を把握し、保存を図り、史料として利用できる状態にまで整理す 

ることは、極めて適時性が高い調査である。 

発展性：これらの資料には、日本史を研究する上で重要な内容を持つものが多く含まれており、発展性がある。本年 

度は特に、仁和寺の中世文書の釈文を公表した。そこには重要な中世史料を多く含んでおり、その史料を用 

いた今後の日本史研究の進展が大いに期待できるところである。また、大日寺瓦経の性格を明らかにした。 

これも、当該分野における今後の研究の進展を望めるものである。 

継続性：調査は着実に中断なく全容を把握する調査を実行しており、継続性に優れている。 

正確性：調査資料の重要性に鑑みて、詳細・正確な調査を実施している。 

観点 
調査対象 

箇所数 
調査資料点数 論文等数    

判定 Ａ Ａ Ａ    

判定理由 

調査対象箇所数：年度計画に掲げた寺社をすべて調査した。 

調査点数   ：目標を上回った。 

論文等数   ：目標を上回った。 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 4131 

（様式 1） 

業務実績書 

研№6 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 我が国の建造物及び伝統的建造物群に関する調査・研究((1)－③) 

【事業概要】 

我が国の文化財建造物の保存・修復・活用に向けた歴史的建造物、伝統的建造物群及び近代化遺産等に関する基礎デ

ータを蓄積し、分析・研究を行うとともに、古代建築の今後の保存と復原に資するため、古代建築の技法についての再

検証(調査研究)を行い、得られた成果を整理するとともに、一般公開を図る。 

【担当部課】 文化遺産部 【プロジェクト責任者】 建造物研究室長 林良彦 

【スタッフ】 

箱崎和久、黒坂貴裕、番 光、鈴木智大、海野聡、高橋智奈津、井上麻香、中島咲紀(以上、都城発掘調査部)、清水重

敦(前)、大林潤、恵谷浩子、松本将一郎(前)(以上、文化遺産部)、成田聖(企画調整部) 

【主な成果】 

 文化財建造物の保存修理に関する基礎データである所内保管資料の整理等の作業を行い、「建造物現状変更説明」につ 

いては出版物として刊行・配布し、「ガラス乾板」については画像のデジタルデータ化と目録の出版により、一般公開を 

推進した。また、古代建築の技法に関する再検証作業を継続的に実施した。この他、受託事業により、各種歴史的建 

造物の調査を行った。 

【年度実績概要】 

・所内で保管している文化財建造物保存修理時の「建造物現状変更説明」資料のうち、1950 年度から 1952年度分の Word

文書化、図版調整を行い、その成果を本文編と図版編に分けて刊行・配布した。また、同じく所内保管の文化財建造

物等の撮影ガラス乾板（滋賀県、京都府分）を整理して、画像をデジタ

ル化した（デジタル化は外注）。また、上記ガラス乾板及び建造物保存図

並びに同摺拓本資料について、外部への資料提供を実施した。 

 

・古代建築の技法に関する調査研究では、法隆寺所蔵の古材調査を 2009年、

10年、11年度に引き続き実施した。本年度は、引き続きかつて法隆寺西

院金堂で使用されていた部材について調査を行った。なお、調査にあた

っては、竹中大工道具館の協力を得た。 

 

・海外関連事業として、日中韓の 3ヵ国の文化財研究所における共同研

究の一環として、24年 11月に韓国ソウル市で、国際学術会議に参加

した。『建築遺跡保存』のテーマで研究発表を行うとともに、総合討

議を行った。 

 

・海外協力として、11 年度に引き続き文化庁が行う協力事業の一環として、ベ

トナム・ドンナイ省フーホイ、ティエンザン省カイベーの伝統的建造物群保存

対策調査を行った。 

 

・兵庫県近代和風建築総合調査、延暦寺建造物調査、竹林寺客殿・庭園調査、長

谷川家建築調査、塩尻市平出伝統的建造物群保存対策調査及び高梁市旧高梁尋 

 常高等小学校建築調査を受託し、調査・図面作成・報告書原稿作成を行った。 

【実績値】 

論文等数 11件（公刊図書３件①～③、論文等 8件）  学会等発表件数 3件 

（参考値） 

保管建造物関係資料整理：写真乾板デジタル化 950枚、現状変更資料入力等 1950～1952 年分 

古代建築研究現地資料収集：法隆寺古材調査 50回 

保管建造物資料の外部者利用数：乾板写真４件 221枚、建造物保存図 5件 105枚、摺拓本 2件 34冊 

【備考】 
論文等 

①奈良文化財研究所『重要文化財建造物現状変更説明 1950～1952（本文編）』2013.3  

②奈良文化財研究所『重要文化財建造物現状変更説明 1950～1952（図版編）』2013.3 

③奈良文化財研究所『ベトナム社会主義共和国ドンナイ省フーホイ村集落調査報告書』2013.3 他 8件 

 

カイベー町並み調査 

国際学術会議の開催風景 

カイベーでの調査風景 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 4131 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

研№6 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

 文化財建造物の保存修理に関する基礎データの整理等については計画通り実施でき、この継続的な

実施によって、本事業の重要性が認知されるようになっている。受託各事業で、諸建築の具体相を究

明できたことは、文化庁等の調査に寄せる期待に応えることになり評価できるとともに、将来実施す

る建築調査に反映できる。古代建築の研究に関しては、法隆寺古材調査は基礎的な作業であり、今後

高く評価されるものと考える。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

所内保管の建造物関係資料についての整理等作業、古代建築の諸構法に関する研究とも順調に進捗

している。前者は地味な作業であるが、これを継続させることの重要性をさらにアピールさせたい。

後者の研究は、研究所が蓄積した過去の研究成果を元にした本研究所ならではの研究として、今次中

期計画に掲げたものであり、研究成果をより高める必要がある。本年度の成果を元に、次年度におい

ては本研究の実施にさらに力を注ぎたい。 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

判定理由  

適時性：海外で行っている集落調査は、現在文化財保存の黎明期にあるベトナムで今後集落保存の前提となる作業で、 
国際性、必要性、公共性が高い。現在ベトナムでは経済発展が続いており、とくに伝統的な集落町並みの変 
容が激しいため、緊急性も高い。 

独創性：古代建築の諸構法の研究は、研究所がこれまで継続してきた調査研究に基づき、これを発展させるため、法
隆寺古材調査では「技術・技法」等の視点を加え、独創性のある研究内容といえる。 

発展性：法隆寺古材調査は、古代建築の技法を知る上でまたとない資料であり、新たな視点での調査行い、成果を資
料化することは、古代建築研究の展開におおきく貢献するものである。また、関連する受託業務として行っ
た兵庫県近代和風建築総合調査では、今後の近代和風建築の研究と保存に対して貢献をなす成果をあげた点
で、高く評価できる。 

効率性：限られた人員に対し充分な成果を出している。 
継続性：文化財建造物保存修理事業等で作成された貴重な記録である「建造物現状変更説明」「ガラス乾板」の資料 

整理、デジタル化作業は近年継続的に実施しており、地味な作業ではあるが高く評価できる。 

正確性：受託業務として行った延暦寺建造物調査、長谷川家建築調査、竹林寺客殿・庭園調査、塩尻市平出伝統的建 

造物群保存対策調査、高梁市旧高梁尋常高等小学校建築調査においては、詳細かつ正確な調査にもとづいて、 

その価値を明確にすることで、近年文化庁で推進されている文化財の保存・活用によるまちづくり施策に、 

大きく貢献している。 

観点 論文等数 
学会等 

発表件数 

 
   

判定 Ａ Ａ     

判定理由 

論文等数：目標を上回った。 

学会等発表件数：目標の 3件に達した 
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【書式Ｂ】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 4141 

（様式 1） 

業務実績書 

研№7 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 無形文化財の保存・活用に関する調査研究((1)－④－1) 

【事業概要】 

我が国の無形文化財、並びに文化財保存技術の伝承実態を把握し、その保護に資するため、伝承の基礎となる技法・ 

技術の実態や変遷の調査研究、及び資料の収集を行い、現状記録の必要な対象を精査して記録作成を行う。 

【担当部課】 無形文化遺産部 【プロジェクト責任者】 無形文化遺産部長 宮田繁幸 

【スタッフ】   

高桑いづみ(無形文化遺産部無形文化財研究室長)、飯島満(音声・映像記録研究室長)、菊池理予(研究員) 

【主な成果】 

 山口鷺流狂言の伝承、土佐山内家所蔵楽器、個人蔵小鼓胴、日本で開発された長時間レコード（フィルモン音帯）に 

ついて調査を行い、無形文化遺産部所蔵音声・映像資料の整理、伝承の変化の大きい伝承芸能について実演記録を作成 

した。 

【年度実績概要】 

・山口鷺流狂言の伝承について、無形文化遺産部が所蔵する記録をもとに鷺流狂言保存会等が所蔵する楽譜と比較検討

を行い、明治以降の伝承の在り方について考察した。成果は第 7回公開学術講座で公表し、報告書に掲載した。 

 

・土佐山内家宝物資料館所蔵資料の内、能管・龍笛について X線調査に基づく成果講演を行った。 

 

・大連で活躍した能楽師の所蔵していた小鼓胴について調査し、公開シンポジウムで発表を行った。 

 

・日本で開発された長時間レコード（フィルモン音帯）の継続調査を行い、新たに現物確認されることとなった音帯に

ついて再生とメディア転換を試み、その収録内容を確認した。 

 

・工芸技術に関しては、第 35回文化財の保存と修復に関する国際研究集会「染織技術の伝統と継承‐研究と保存修復の

現状‐」での発表を報告書にまとめて掲載した。 

 

・連続口演の機会が激減している講談について、一龍斎貞水師と神田松鯉師による実演記録を作成した。また、伝承が

変化しつつある宝生流謡曲について、近藤乾之助師他による実演記録を作成した。和泉流狂言については、佐藤友彦

師により秘曲「花子」の記録作成を行った。 

 

【実績値】 

学会等発表件数 4件（①～④） 

論文等発表件数 3件（⑤～⑦） 

【備考】 

学会等発表 

①高桑いづみ「大連で鳴り響いた鼓」公開シンポジウム「海外で鳴り響いた邦楽」2012.9.17 

②高桑いづみ「X線調査から判明した能管・龍笛の製作方法」山内家資料修理説明会 2012.11.11 

③高桑いづみ「無形文化遺産部所蔵記録『山口鷺流狂言の小舞謡』の意義」第 7回公開学術講座 2012.12.8 

④飯島 満「東京文化財研究所所蔵アナログ音声資料 そのメディア転換をめぐって」 平成 24年度第 3回総合研究

会 2012.11.9 

論文 

⑤高桑いづみ「下ゲゴマ試論」『能と狂言』10号 能楽学会 2012.4.30 

⑥高桑いづみ「山口鷺流狂言の小舞謡―無形文化遺産部所蔵「山口鷺流小舞謡」の記録をめぐって―」 

      『無形文化遺産研究報告』第 7号 2013.3.29 

⑦菊池理予「日本における染織技術保護の現状と課題」第 35回文化財の保存と修復に関する国際集会『染織技術の伝

承と継承』報告書 2012.11.30 
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【書式Ｂ】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 4141 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

研№7 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 
我が国の無形文化遺産について、多角的に調査研究を行い、資料収集にも努めて十分な成果をあげ

たと考える。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 調査研究、資料収集、成果の公表ともに順調に進捗している。 

 

観点 独創性 発展性 継続性 適時性   

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ   

判定理由  

独創性：鷺流狂言の記録は無形文化遺産部に所蔵されているものが最も古く、それを活用した実技の調査研究は他で

は行えないものである。それを広く公表した価値も大きい。 

発展性：フィルモン音帯についての調査は広がりをみせ、次々と新たな音帯の発見につながっている。どの程度普及 

していたか、今後の調査につながる。 

継続性：狂言の調査、フィルモン音帯の調査、楽器調査は他では行っていない独自分野の調査で、かつ以前より行な

っていた調査であるが、継続することで、データの蓄積や研究手法の発展がみられた。無形文化遺産分野に

とって研究が継続する意義は大きい。 

適時性：連続口演の機会の減っている講談や、伝承の変化しつある宝生流謡曲の記録作成は、現在でなければ行えな 

い事業であり、将来の伝承に向けてその意義は大きい。 

観点 論文等数 学会等発表件数     

判定 Ａ Ａ     

判定理由 

 論文等数・学会発表件数：論文数、学会等発表件数とも目標を達成している。 
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【書式Ｂ】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 4142 

（様式 1） 

業務実績書 

研№8 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 無形民俗文化財の保存・活用に関する調査研究((1)－④－2) 

【事業概要】 

我が国の風俗慣習、民俗芸能、民俗技術等無形民俗文化財のうち、近年の変容の著しいものを中心に、その実態を把

握するために資料収集と現地調査を行う。また、無形民俗文化財研究協議会を実施し、その成果を報告書にまとめる。

さらに、これまで東京文化財研究所で収集し、保管している無形民俗文化財についての記録・資料の整理を行い、媒体

転換等の必要な措置を講じるための準備を進める。 

【担当部課】 無形文化遺産部 【プロジェクト責任者】 無形文化遺産部長 宮田繁幸 

【スタッフ】   

今石 みぎわ(無形文化遺産部研究員)、齊藤裕嗣(客員研究員) 

【主な成果】 

 民俗技術や風俗慣習、民俗芸能の伝承実態・伝承組織について現地調査と資料収集を行い、その成果を『無形文化遺

産研究報告』などに報告した。特に東北の被災地域における無形民俗文化財の現状調査は重点的に行った。また、無形

民俗文化財研究協議会を開催し、無形民俗文化財の保存と活用に関する現実的課題への対応を協議した。その成果は報

告書にまとめ、平成 25年度に関係者及び関係機関等に配布予定である。 

 

【年度実績概要】 

・無形民俗文化財に関する調査・資料収集 

  風俗慣習の調査として鹿児島県の甑島のトシドン(国指定重要無形民俗文化財)及び大隅半島の柴祭りの調査を行っ

た。また昨年度より継続テーマである削りかけ状祭具に関わる技術と風俗慣習の研究として、マレーシア・ボルネオ

島で比較調査を行った。その成果は『無形文化遺産研究報告』で報告した。また、岩手県・宮城県の被災地域におけ

る無形民俗文化財の現状調査や資料収集、関係者からの聞き取りを行った。 

 

・無形民俗文化財の公開状況に関する調査研究 

  美濃まつり（岐阜県）、東北六魂祭 2012（岩手県）、地域伝統芸能全国大会福島大会「ふるさとの祭り 2012」（福島

県）、第 1回全国高校生伝統文化フェスティバル（京都府）における民俗芸能等の公開状況調査を実施した。 

 

・研究集会の開催 

  24年 10月 26日（金）、第 7回無形民俗文化財研究協議会を「記憶・記録を伝承する――災害と無形の民俗文化」を

テーマに、東京国立博物館平成館において開催し、160 名の参加を得た。4 件の事例報告（「津波から 100 ㎞のまちで

―ふるさと岩手の芸能と震災―」飯坂真紀／「被災地における民俗調査の在り方―震災前の調査と震災後の調査―」

小谷竜介／「民俗資料・記録の活用に向けて―福島県の被災地から―」大山孝正／「被災者と人類のための災害復興

アーカイブ―311 まるごとアーカイブスの取り組み―」長坂俊成氏／)及び 1 件の特別報告(「記録 DVD『3.11 東日本

大震災を乗り越えて』について」阿部武司)をもとにコメンテーター2 名(齊藤裕嗣、久保田裕道)を含めた総合討議を

行なった。成果は『第 7回無形民俗文化財研究協議会報告書』にまとめ、参加者及び関係者に 25年度配布予定である。 

  25年 3月 6日（水）、第１回無形文化遺産情報ネットワーク協議会を東京文化財研究所において開催。東北被災地域 

における無形文化遺産の復興支援に関わる様々な分野の関係者約 50名と共に今後の支援の在り方について協議した。 

 

【実績値】 

発表等件数 4件（①～④） 

論文等発表件数 1件（⑤） 

 

【備考】 

発表件数 

①今石みぎわ「無形民俗文化財の復興支援について」災害・復興アーカイブシンポジウム in宮城 石巻市河北総合セ 

ンター 2012年 7月 6日 

②今石みぎわ「連続講座 イナウとは何か」アイヌ文化交流センター 2012年 9月 21日 

③今石みぎわ「菅江真澄と旅―旅する巨人・宮本常一の視点から」全国菅江真澄研究集会男鹿大会 2012年 9月 15日 

④今石みぎわ「無形文化遺産の復興支援」シンポジウム リスク社会のイノベーション 2013―情報共有に基づく公民 

協働型防災の実現を目指して― 東京国際フォーラム 2013年 3月 1日 

論文 

⑤今石みぎわ「ボルネオ島サラワク州における削りかけ状木製具について」『無形文化遺産研究報告』第 7号 東京 

文化財研究所無形文化遺産部 2013.3.29 
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【書式Ｂ】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 4142 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

研№8 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

当初の計画通り事業を実施することができた。特に東北被災地域の無形民俗文化財の調査研究、記

録、保存活用については研究協議会のテーマとしても取り上げ、重点的に実施したことにより、その

重要性が一般にも認知されるようになったといってよい。本研究事業の成果は全国の継承が困難な無

形民俗文化財の保存に際しても活用できるものであり、将来を見通した取組としても極めて重要であ

ることから、次年度以降もさらなる充実を図りつつ継続的に行う予定である。 

 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

計画通り実施しており、当該年度計画を達成したため順調と判定した。次年度も中期計画の趣旨に

沿って、無形民俗文化財の保存・活用に資する調査研究を続行する。また研究協議会についても、引

き続き適時性や独創性を持ったテーマを選択し、開催する予定である。 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 継続性   

判定 Ｓ Ａ Ａ Ａ   

判定理由  

適時性：継承の危機にある無形民俗文化財の調査研究、記録は必要性、緊急性が高い。特に東北被災地域における調

査研究や記録は急務であり、公共性に照らしても極めて顕著な成果が認められる。 

独創性・発展性・継続性： 

国内唯一の無形民俗文化財の研究部として、全国の関係者を集めて専門的観点から協議会を継続的に開催

し、関係者のネットワーク構築を促進させていることは、無形民俗文化財の保護体制の整備・強化の観点か

ら見て、その独創性、発展性、継続性を十分に評価できる。特に被災地域における無形民俗文化財に関する

調査・研究及び提言を率先して行ったことは、その独創性において十分に成果が認められる。 

 

観点 発表件数 論文件数     

判定 Ａ Ａ     

判定理由 

論文等掲載数・発表件数：論文等掲載数、発表件数ともに、目標値を達成した。 
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【書式Ｂ】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 4143 

（様式 1） 

業務実績書 

研№9 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 無形文化遺産分野の国際研究交流事業((1)－④－3) 

【事業概要】 

無形文化遺産保護に関わる国際的動向の情報収集を図り、アジアを中心とする海外の研究機関等との研究交流を実施

し、国内外の無形文化遺産保護に貢献する。 

【担当部課】 無形文化遺産部 【プロジェクト責任者】 無形文化遺産部長 宮田繁幸 

【スタッフ】   

高桑いづみ(無形文化遺産部無形文化財研究室長)、飯島満(音声・映像記録研究室長）、今石みぎわ(研究員)、二神葉子

（企画情報部情報システム研究室長） 

【主な成果】 

 韓国国立文化財研究所無形文化遺産研究室との交流事業において、平成 23年度に調印した合意書に基づき、研究員の

相互派遣を内容とする研究交流を実施した。その他、関係する国際会議・シンポジウム等へ参加し無形文化遺産分野に

おける国際的情報収集を行った。 

【年度実績概要】 

 韓国との交流事業では、平成 23年度に調印した「無形文化遺産の保護に関する日韓研究交流合意書」に基づき、24年 

5月 18日～6月 1日の間、高桑無形文化財研究室長を韓国に派遣し、韓国における仏教儀礼の調査研究を行った。                           

また韓国国立文化財研究所から、同研究所無形文化遺産研究室のイ・ミョンジン学芸研究士を、24年 7月 2日～31日

の間、無形文化遺産部に迎え、研究交流を実施した。 

 無形文化遺産分野の国際的情報収集では、以下の国際会議等に出席し、情報収集及び研究発表等を実施した。 

 

参加会議： 

24年 6月 4日～8日「無形文化遺産保護条約第 4回締約国総会」フランス パリ 

24年 10月 18日～21日｢国際フォーラム 無形文化遺産の再構築と再生－東アジアの視点と文化の多様性｣台湾 台北 

24年 12月 3日～7日「無形文化遺産保護条約第 7回政府間委員会」フランス パリ 

【実績値】 

海外研究発表 1回 ① 

 

 

【備考】 

 海外研究発表 

①宮田繁幸「日本における無形文化遺産保護とユネスコ無形文化遺産保護条約」国際フォーラム 

「無形文化遺産の再構築と再生－東アジアの視点と文化の多様性」台湾台北市 2012.10.18 

 

 

－ 212 －



【書式Ｂ】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 4143 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

研№9 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 
韓国との交流に関しては、新たな研究交流の合意書に基づき、研究員の相互派遣交流が実施出来た。

国際会議等での情報収集、情報発信においても、効率的な実施ができた。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

韓国国立文化財研究所との無形文化遺産分野に関する交流は、昨年度締結した新たな合意書に基づ

いて第 2 期の交流の順調なスタートが切れた。国際会議等における情報収集、情報発信の面でも、当

初の計画を順調に実施している。 

 

 

 

観点 適時性 継続性 効率性    

判定 Ａ Ａ Ａ    

判定理由  

適時性：近年高まりを見せる無形文化遺産保護に対する国際的関心に応じて、適切な情報収集・発信が行えた。 

継続性：韓国との交流事業は第 2期目に入り、国際会議等での情報収集・発信も継続的に行われている。 

効率性：限られた予算・スタッフにより、効率的な実施ができている。 

観点 海外研究発表      

判定 Ａ      

判定理由 

海外研究発表：海外研究発表に関しては、目標である例年と同数の発表を行うことができた。 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 4151 

（様式 1） 

業務実績書 

研№10 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 我が国の記念物に関する調査・研究（遺跡等整備）((1)－⑤－ア・イ・ウ) 

【事業概要】 

遺跡等の整備に関連する国際的な動向も踏まえた資料収集・調査・整理等を行い、文化財の包括的保存管理を検討す 

る一環として、遺跡等のマネジメントに関する研究集会を開催するとともに、個々の遺跡の現況に応じた適切な保存修

理・整備に資する。また、遺構露出展示に関するデータベースの構築を行うとともに、調査研究報告書を刊行する。 

【担当部課】 文化遺産部 【プロジェクト責任者】 文化遺産部長 小野健吉 

【スタッフ】  

平澤毅(前遺跡整備研究室長)、青木達司(主任研究員) 

 

【主な成果】 

 遺跡等における遺構露出展示について、データベース構築の作業を進めるとともに、調査研究報告書を刊行した。 

また、過年度の成果について、『自然的文化財のマネジメント』［平成 23年度遺跡等マネジメント研究集会（第１回）

報告書］を刊行・配布するなど、その普及等を行った。 

【年度実績概要】 

・国内外における遺跡の整備に関する調査研究活動の一環として、遺跡整備事例に関する現地調査・情報収集を実施し
た。 

・24年12月21・22日に、「パブリックな存在としての遺跡・遺産」を
主題として、平成24年度遺跡等マネジメント研究集会（第2回）を
、平城宮跡資料館講堂で開催した。研究集会の開催趣旨等の他、
講演4件、事例研究報告3件が発表され、これらを踏まえ討議を行
った。なお、研究集会参加者からのアンケートによれば、約96％
から有意義であったとの回答を得た。 

・研究集会開催後、次年度にこの研究集会の報告書を編集・刊行す

る準備として、討議内容の整理等を進めた。 

・昨年度の研究集会「自然的文化財のマネジメント」の成果に

ついて検討を加え、「奈良文化財研究所紀要 2012」に報告す

るとともに、報告書を執筆・編集・刊行した。 

・日本各地における遺構露出展示に関する現状を把握し、データ
ベースを構築するとともに、調査研究報告書を刊行した。 

・全国の地方公共団体教育委員会文化財保護主管課等に対して平成23年度刊行の報告書を配布するなど、過年度の成果
の公表に努めた。 

 

【実績値】 

研究集会開催数 1回［①：参加者数 地方公共団体職員・民間事業者・ボランティア等約 90名］ 

刊行図書数   2件［②、③］ 

学会等発表   4件[④] 

論文等数    5件[⑤] 

 

【備考】 

研究集会 

①『遺跡等マネジメント研究集会（第 2回）パブリックな存在としての遺跡・遺産 講演・報告資料集』 2012.12 

刊行図書 

②『自然的文化財のマネジメント』平成 23年度遺跡等マネジメント研究集会（第１回）報告書 2012.12 

③『遺構露出展示に関する調査研究報告書』［附・遺構露出展示データベースＤＶＤ］2013.3 

学会等発表 

④平澤毅「文化的資産としての名勝地の研究」 平成 24年度日本造園学会全国大会 2012.5 他 3件 

論文等 

⑤平澤毅「自然的文化財のマネジメント」『奈良文化財研究所紀要 2012』 2012.6 他 4件 

 

 

平成24年度遺跡等マネジメント研究集会(第2回) 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 4151 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

研№10 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

概ね当初の計画通り事業を実施した。また、今後の調査研究に関して取り組むべき具体的な課題を明

らかにできた。特に、遺構露出展示に関する調査研究の成果を取りまとめることができたことは、日

本の遺跡における遺構保存手法の検討に対して大きく貢献するものと言える。また、昨年度から開催

している遺跡等マネジメント研究集会については、急速に変化していく社会構造・国民生活等と遺跡

を含む記念物保護との関係について、将来を見通した取組として極めて重要であり、さらなる充実を

図る必要がある。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

遺跡等の整備に関する情報の収集・整理・公開の検討を様々な観点から進めることができた。特に、

研究集会において、マネジメントの対象となる遺跡・遺産の特質をステークホルダーの観点・立場か

ら検討したことは、時宜に適った成果として高く評価できる。また、懸案となっていた遺構露出展示

に関する調査研究の成果を取りまとめることができた。 

 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 継続性 正確性 効率性 

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

判定理由  

適時性：ステークホルダーの視点・立場から検討した研究集会は、文化遺産保護において今日的に最も注目されてい

る観点のひとつである「コミュニティ」と深く関連し、時宜を得たものと言える。 

独創性：遺跡等のマネジメントを検討する研究集会の他、遺構露出展示に関する包括的な調査研究成果は、これまで

に無く独創的なものと言える。 

発展性：遺跡等マネジメント研究集会は、22年度に開催した遺跡整備・活用研究集会（第５回）「地域における遺跡

の総合的マネジメント」を基礎として、23年度の「自然的文化財のマネジメント」に引き続き、遺跡等の

マネジメントに関する課題について発展的に検討を重ねている。 

継続性：保存・活用に関する基礎的・応用的な検討を基礎としながら、研究集会の開催等を通じ、遺跡等のマネジメ

ントについて継続的に検討を進めている。 

正確性：遺構露出展示に関する調査研究については、全国各地の事例を集約し、包括的に監修したことによって、正

確な情報提供に大きく貢献した。 

効率性：研究集会の開催、報告書の刊行、学会での発表、論文の発表等をスケジュール通りに進めることができたの 

で、事業を効率的に実施できたと評価できる。 

観点 
研究会等の 

開催回数 
刊行図書数 

学会等 

発表件数 
論文等件数   

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ   

判定理由 

 研究会等の開催回数：計画通り、研究集会を 1回開催し、極めて好評であった。 

 刊行図書数    ：計画通り、2冊刊行できた。 

 学会等発表件数  ：十分な成果が認められる。 

 論文等件数    ：十分な成果が認められる。 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 4152 

（様式 1） 

業務実績書 

研№11 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 我が国の記念物に関する調査・研究(庭園及び国際研究交流)((1)－⑤－エ・オ) 

【事業概要】 

庭園史に関する文献調査及び国内外での現地調査の他、「庭園の歴史に関する研究会」の開催など、日本庭園に関する 

基礎的資料の検討を行い、併せて森・村岡・牛川資料の整理・研究を進める。また、不動産文化財に関連した研究成果

について、米国・コロンビア大学との研究交流の下に、コロンビア大学にて講演を行う。 

【担当部課】 文化遺産部 【プロジェクト責任者】 遺跡整備研究室長 小野健吉 

【スタッフ】  

平澤毅、青木達司、惠谷浩子、エドワーズ・W、マレス・E・ベルナール（以上、文化遺産部）、高橋知奈津（都城発掘調

査部）、脇谷草一郎（埋蔵文化財センター） 

【主な成果】 

 中世の庭園・建築・文学・美術史などの研究に取り組んでいる研究者とともに「庭園の歴史に関する研究会」を開催

し、その成果を報告書としてまとめた。日本庭園に関する国際的な情報発信検討については、その一環として『Japanese 

Garden Dictionary』の改訂作業を進めた。また、米国・コロンビア大学において、日本の不動産文化財に係る講演 2件

を行った。 

【年度実績概要】 

・24年10月13日に、大学などの外部研究者(庭園史学、建築史学、美術史学、文学など)とともに「庭園の歴史に関する
研究会」(テーマ：禅宗寺院と庭園)を開催した。 

・上記の研究会の報告書『平成24年度庭園の歴史に関する研究会 禅宗寺院と庭園』の執筆・編集・刊行を行った。 

・森蘊・村岡正・牛川喜幸の庭園等関係研究資料について、整理を進め、毛越寺庭園（岩手県平泉町）など、関連す

る庭園の現地調査を行った。 

・日本庭園研究に関する国際的な情報発信検討の一環として『Japanese Garden Dictionary』の改訂に向けた作業を進

めた。 

・発掘庭園データベースについて、新たな事例収集を進めるとともに、情報項目充実のための検討を行った。 

・国内外における庭園史及び歴史的庭園の保護等に関する情報の収集・整理・
検討を進め、スリランカの庭園遺跡等の現地調査を行った。 

・24年9月25日に、米国・コロンビア大学において、コロンビア大学中世日本研
究所及びコロンビア大学建築・計画・保存大学院と講演会を共催し、“
Protection of Places of Scenic Beauty in Japan”及び“Study on Heat and 
Moisture Movement in Openly Exhibited Soil Structure Remains”の2つの
講演を行った。 

 

 

 

【実績値】 

研究集会開催数：2回（①奈良文化財研究所；大学等研究者 20名参加、②米国・コロンビア大学；約 30名参加） 

刊行図書数：1件（③） 

論文等数：27件（論文 18件、講演・発表等 9件）。 

 

【備考】 

研究集会 

①『平成 24年度庭園の歴史に関する研究会 禅宗寺院と庭園』 2012.10 

②平澤毅（文化遺産部）、脇谷草一郎（埋蔵文化財センター） 

刊行図書 

③『禅宗寺院と庭園』平成 24年度庭園の歴史に関する研究会報告書 2013.3 

 

毛越寺庭園での調査の様子 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 4152 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

研№11 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

当初の計画通り事業を実施した。また、今後の調査研究に関して取り組むべき具体的な課題を明ら
かにできた。特に、「庭園の歴史に関する研究会」を開催し、庭園史学、建築史学、美術史学、文学な
どの外部研究者とともに、多面的に庭園史を考え、報告書にまとめたことは意義があった。また、庭
園史及び歴史的庭園等の調査、不動産文化財等に関する研究成果の国内外への情報発信も着実に進め
ることができた。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

庭園史に関する文献調査・内外での現地調査、研究会の実施、日本庭園に関する基礎的資料のデー

タベース化の他、資料の整理及び関連調査についても、着実に進めることができた。 

また、米国・コロンビア大学との研究交流のもとに不動産文化財等に関連する各種研究成果の発表

を計画通りに行い、併せて今後の研究交流事業の方向性等を確認できた。 

 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 継続性 正確性 効率性 

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

判定理由  

適時性：中世の庭園に関する研究会（テーマ：禅宗寺院と庭園）を開催し、庭園史学、建築史学、美術史学、文学な

どの外部研究者とともに、多面的に庭園史を考え、報告書にまとめたことは、テーマの発展性や今後の研究

方法の在り方を考えても時宜を得たものであった。 

独創性：研究会を開催し、研究発表と討論によって多面的に庭園史を検討し、幅広い観点からの考察と新たな課題の

明確化を行ったことは、独創的であると言える。 

発展性：今期中期計画で対象としている中世の庭園については、今後も様々な角度からの研究が期待される分野であ

り、本年度の成果を踏まえたさらなる発展が期待できる。 

継続性：研究会の開催及び報告書の刊行、米国・コロンビア大学との研究交流の他、資料収集やデータの改訂に向け

た作業等、昨年度から行ってきた事業を着実に進めることができた。 

正確性：『Japanese Garden Dictionary』の改訂に向けた作業及び発掘庭園データベースの新たな事例収集等、正確

な情報提供のための事業を行った。 

効率性：研究集会の開催、報告書の刊行、学会での発表、論文の発表等をスケジュール通りに進めることができたの 

で、事業を効率的に実施できたと評価できる。 

観点 
研究会等の 

開催回数 

報告書等 

刊行件数 
論文等数    

判定 Ａ Ａ Ａ    

判定理由 

 研究会等の開催回数：計画通り、研究会等を 2回開催し（うち 1回は米国・コロンビア大学と共催）、研究を深める 

ことができた。 

 報告書等刊行件数 ：計画通り、報告書を 1冊刊行できた。 

 論文等数     ：十分な成果が認められる。 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 4161-1 

（様式 1） 

業務実績書 

研№12 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 平城宮跡東院の発掘調査((1)－⑥－ア) 

【事業概要】 

 古代都城の実体解明を目的とする、平城宮跡東院地区の学術発掘調査。特に、東院地区の中枢部と西北部との境界付

近に調査区を設定し、両地区の空間利用の変遷を解明することを主目的とした。調査面積は 1050 ㎡。調査期間は 24 年

12月 17日～25年 3月 30日である。 

【担当部課】 都城発掘調査部(平城) 【プロジェクト責任者】 副所長 深澤芳樹 

【スタッフ】   

諫早直人・小田裕樹・鈴木智大(以上、研究員)、渡邉晃宏（史料研究室長） 

中村一郎・栗山雅夫(以上、企画調整部研究員) 

 

【主な成果】 

 平城宮跡東院地区の北西部にあたる地区で、掘立柱建物、掘立柱塀、溝、土坑、基壇状遺構など多様な遺構を検出し

た。これらの遺構は、周辺の調査成果も踏まえて６時期に区分でき、東院地区において活発な土地利用が行われていた

ことを明らかにした。また、６期中枢部を区画する回廊状建物を検出し、中枢部の範囲をつかむ大きな手がかりを得た。

また、平城宮跡内で初の検出となる平瓦を外装とする基壇状遺構を確認した。 

【年度実績概要】 

検出遺構は掘立柱建物 11 棟、掘立柱塀 11 条、溝 2 条、土坑 3 基、基壇状遺構、礫敷で、これらは大きく 6 時期に区

分できる。主な調査成果として、以下のような点を指摘できる。 

 

・6期中枢部を区画する回廊状建物の発見 

今回の調査により、南の第 401・423次調査区で検出 

した長大な南北棟建物は、東西方向へと続く回廊状建 

物であり、北西隅にあたることを明らかにした。これ 

により、奈良時代末期にあたる 6期の東院中枢部が回 

廊状建物に区画されていたこと、中枢施設が今回の調 

査区の南東側に位置することが明らかになった。これ 

により東院地区の中枢部では、3期以降、複数回の建 

て替えにも関わらず、単廊形式の回廊状建物で区画す 

る施設が建てられていたことが明らかになり、規模や 

位置を変えながらも、回廊状建物で囲まれた空間が継 

続的に使用されていたことが新たに分かった。これは 

儀式や饗宴の場として継続的に利用された東院地区中 

枢部の性格の一端を示唆する。 

 

・平瓦を外装とする基壇状遺構の検出 

  平城宮内において、平瓦を外装とする基壇状遺構の検 

出は初めてである。亀腹状の土壇を保護するための手法 

とみられる。 

 

・東院中枢部と西辺部の空間利用の変遷の解明 

今回の調査では、東院地区西辺部と、回廊状建物に囲まれる中枢部との空間利用の違いが明らかになり、両者の規 

模や建物配置が時期により変化していることが明らかになった。これらの成果は、東院地区全体の空間利用の実態を 

解明する上で重要な手がかりとなる。 

【実績値】 

論文等数：1件（①） 

発表件数：1件（報道発表１回） 

（参考値） 

出土遺物：土器コンテナ 26箱、軒丸瓦 21点、軒平瓦 21点、丸瓦・平瓦コンテナ 174箱、鉄製品（鉄釘ほか）９点 

記録作成数：実測図（A2判）24枚、遺構写真（4×5）カラー76枚、モノクロ 76枚 
【備考】 

論文等 

①小田裕樹他「東院の発掘調査 ―第 503次」『奈良文化財研究所紀要 2013』奈良文化財研究所、2013.6（予定） 

調査区全景（西から） 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 4161-1 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

研№12 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

複数時期にわたる遺構が複雑に重複し、遺構の検出が難しい現場であったが、的確な土層や遺構の

把握により、正確かつ迅速な調査を行うことができた。特に、東院中枢部を区画する回廊状建物の検

出は、今後東院地区全体の空間利用を解明する上で重要な成果である。今回の調査成果を受けて、次

年度以降の調査への足がかりを得ることができた。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

継続的な発掘調査の実施により、複数時期の遺構が錯綜する平城宮跡東院地区にありながら、正確

かつ迅速な調査を遂行できた。今後、周辺地区の継続的な発掘調査の実施により、東院地区全体の様

相を明らかにすることが期待される。 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

判定理由  

適時性：既往の調査で課題となっていた東院地区北西部と中枢部とを区画する施設の変遷を明らかにし、東院地区の

空間構造を明らかにする上で重要な成果を得た。 

独創性：平城宮跡で初めての検出となる平瓦を外装とする基壇状遺構を検出し、平城宮の実態解明に新知見を与えた。 

発展性：調査成果は東院地区の空間利用の変遷のみならず、古代都城研究及び奈良時代史の解明に大きく寄与する 

考えられる。 

効率性：作業員の適切な人員配置を行い、作業の効率化に努めた。 

継続性：周辺の既往の調査区からの連続性を確認した。また、次調査への足がかりとなる東院中枢部の区画施設に関 

わる手がかりを得た。 

正確性：調査地域は整地土が厚く堆積し、遺構検出が難しい場所であるが、複数の研究員による遺構検出作業を行い、

客観的な検証作業を行った。また調査部員による現場検討会により、さらに正確性を向上した。 

 

観点 論文等数 発表件数     

判定 Ａ Ａ     

判定理由   

論文等数：調査の速報として、調査中、調査直後に 1件の論文発表を行った。 

発表件数：調査成果を発表し、新聞、テレビに報道された。現地説明会では 820名の参加があった。 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 4161-2 

（様式 1） 

業務実績書 

研№13 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 古代官衙、集落遺跡等に関する研究集会の実施、報告書の刊行((1)－⑥－ア) 

【事業概要】 

飛鳥・藤原京、平城京などの古代都城は、多くの古代官衙・集落遺跡と関連づけることにより、その歴史的特性を明 

らかにすることができる。また、こうした古代官衙・集落遺跡の調査・研究は、各地で分散的に行われる傾向が強く、

都城研究を背景としての総合的検討が地方自治体からも切望されている。そこで、各地の古代官衙・集落遺跡の調査・

研究を総合化する研究集会を開催し、報告書を刊行することで、こうした研究課題や地方自治体の要望に応える。 

【担当部課】 都城発掘調査部（平城） 【プロジェクト責任者】 副所長 深 澤 芳 樹 

【スタッフ】   

馬場 基（主任研究員）、青木 敬、小田裕樹、海野 聡（以上、研究員）、小澤 毅（埋蔵文化財センター遺跡調査技術研

究室長） 

【主な成果】 

(１)第 16回古代官衙・集落研究集会を開催した（24年 12月 7・8日）。テーマは「塩の生産・流通と官衙・集落」であ 

る。各地の製塩関係遺跡や関連遺物の紹介、文献資料からみた塩の生産・流通などの検討から、製塩土器の評価や 

古代塩生産の特質など多岐にわたる議論が活発に繰り広げられた。 

(２)昨年度実施した研究集会の報告書を『奈良文化財研究所研究報告第 9冊 四面廂建物を考える』として刊行した。 

【年度実績概要】 

(１)第 16回古代官衙・集落研究集会の開催（24年 12月 7・8日）「塩の生産・流通と官衙・集落」と題して実施。 

   発表内容は、馬場 基「古代の塩の生産と流通をめぐって」、 

羽鳥幸一「瀬戸内の製塩と流通について」、新名 強「古代東 

海地方における製塩状況」、高橋 透「東北地方における古代 

の塩の流通と生産」、松葉竜司「若狭・北陸の製塩と流通」、 

神野恵「都城の製塩土器」、森 泰通「コメント」の計７本で、 

最後に金田明大氏の司会により活発な討論が行われた。 

 

(２)『奈良文化財研究所研究報告第 9冊 四面廂建物を考える』  

の刊行 

   昨年度の研究集会の報告書を『奈良文化財研究所研究報   

告第 9冊 四面廂建物を考える』として刊行した。そのう 

ち報告編は、論考 6編に討議録を収録し、頁数は 214。資 

料編は四面廂建物の事例を集成した資料集で、頁数は 494。 

【実績値】 

報告書等数 2件（①・②） 

収集資料数 590件 

（参考値） 

第 16回古代官衙・集落研究集会 参加者総数 124名 

 アンケート回答 108（回収率約 87％） 

大変有意義であった：77、有意義であった：29、普通：1、あまり有意義でなかった：1、有意義でなかった：0 

 

【備考】 

報告書等 

①『塩の生産・流通と官衙・集落』第 16回 古代官衙・集落研究会研究報告資料、奈良文化財研究所、2012.12 

②『奈良文化財研究所研究報告第 9冊 四面廂建物を考える』奈良文化財研究所、2012.12 

 

 

第 16回古代官衙・集落研究集会（討論の様子） 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 4161-2 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

研№13 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

研究集会には多くの参加者を得て、アンケートの結果もおおむね好評である。また、各地方自治体

からの参加者の評価も高く、今後も継続的に研究集会を開催し、研究成果を公表することが望まれる。    

次年度以降も研究集会の開催と報告書刊行の継続を目指す。なお、報告書や予稿集等の編集作業は、

次第に効率化が進捗しつつあるが、高い質の維持と強い継続力確保のため、さらなる効率化を目指し

ていく。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

 例年通り盛会であった研究集会での報告や討論を通じて、古代都城の分析に資する成果を得たのみ

ならず、全国地方自治体職員等との調査・研究情報を交換する場として、古代都城研究の質的向上の

一助ともなった。また、報告書の刊行によって毎年の研究成果を公表し、国民共有の財産となったこ

とも含めて順調と判定した。ただ、報告書刊行作業は、総計 700 頁を超える大冊なものとなり、予定

以上の業務量が発生してしまった。本研究集会及び報告書については、全国の自治体職員等からその

継続を望む声も大きく、古代都城の分析にも大いに役立つものであり、今後も継続して事業を推進す

る必要がある。そのため、継続的かつ安定的なな事業実施を担保するためにも、報告書編集作業の効

率化を一層推し進めていく。 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

判定理由  

適時性：古代官衙や集落の研究を推進するうえで、適切なテーマ設定を行うことができた。 

独創性：四面廂建物というこれまでにない検討視座から、多様な議論を引き出した報告書を刊行した。 

発展性：塩という汎用性の高いテーマ設定と、古代の製塩研究の到達点を明らかにし、今後の研究方向まで議論した 

ことなど、当該分野に与える影響は大きいと判断できる。 

効率性：研究集会の準備や報告書などの作成は、都城発掘調査部を中心に埋蔵文化財センターの助力も得ながら効率 

的に進めることができた。 

継続性：当研究所の事業として例年通り研究集会を開催し、報告書も刊行できた。いずれも、研究所内外の研究者の 

協力を得て、充実した内容となった。参加者からは、次年度以降も継続的に研究集会が開催され、報告書の 

刊行を期待する意見が多く寄せられている。 

正確性：報告書では、四面廂建物の類例について悉皆的な集成を行い、研究に資する正確なデータを広く提供するこ 

とが可能となった。研究集会においても各発表者の報告内容が、活発な討論を通じて一層の質的向上を図る 

ことができた。 

観点 報告書等数 収集資料数     

判定 Ａ Ａ     

判定理由 

報告書等数：昨年度の研究集会の記録と資料集を『奈良文化財研究所研究報告第 9冊 四面廂建物を考える』として

刊行することができた。報告編には 6編の論文と研究集会における討論記録を収録した。考古・建築・

文献と歴史関連諸分野から共通テーマを論じる研究領域の広範さ、独創的な各論考の内容から今後の活

用が期待できる。さらに、全国の類例を悉皆的に収録した資料編の資料的価値を勘案し、十分に成果が

認められた。 

収集資料数：『奈良文化財研究所研究報告第 9冊 四面廂建物を考える』資料編では、古代官衙・集落遺跡における 

四面廂建物の悉皆的な事例集成を行った。集成した事例数は 590例にのぼり、膨大な事例を遺跡単位で 

図表にまとめて報告した。さらに本年度開催した研究集会「塩の生産・流通と官衙・集落」では、簡易 

製本の予稿集を作成した。ここでも製塩関連遺跡の全国的な集成によって、古代製塩関連遺跡を列島規 

模で俯瞰することが可能となった。以上の点から十分な資料収集を行えた。 

－ 221 －

Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



【書式Ｂ】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 4161-3 

（様式 1） 

業務実績書 

研№14 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 藤原宮跡の発掘調査((1)－⑥－ア) 

【事業概要】 

｢飛鳥・藤原｣地域は、我が国古代国家成立期の舞台であり、6世紀末から 8世紀初めに至る間、政治・経済・文化の中 

心であった。本研究は、発掘調査を通じて古代国家の具体像を復元すべく学際的な調査研究を行うものである。その成 

果は広く公開し、遺跡の保存・活用についても取り組んでいる。藤原宮跡は我が国初の本格的都城を備えた宮殿遺跡で 

あり、官衙地区については研究所発足当初から、中枢部については平成 11年度以降、実態解明のための計画調査を実施 

している。 

【担当部課】 都城発掘調査部（藤原） 【プロジェクト責任者】 都城発掘調査副部長 杉山 洋 

【スタッフ】   

森川実、清野孝之、山本祟、木村理恵、松下迪生、今井晃樹、庄田慎矢、黒坂孝裕、荒田啓介、森先一貴、玉田芳英、

廣瀬覚、番光(以上、都城発掘調査部(飛鳥・藤原地区))、星野安治(埋蔵文化財センター)、井上直夫、栗山雅夫(以上、

企画調整部) 

【主な成果】 

(１)174次藤原宮朝堂院朝庭部の調査 

   朝堂院朝庭東北部の発掘調査。この調査では藤原宮造営時の掘立柱建物を新たに数棟検出し、宮造営にともなう

木屑の大量出土をみた。宮造営時から朝堂院の完成にいたるまでの過程を、より具体的に検討するための成果を得

た。 

(２)175次藤原宮東方官衙地区の調査 

   東方官衙北地区の発掘調査を実施し、藤原宮期以前から以後におよぶ塀・建物跡や溝を検出した。特に、藤原宮

東方官衙地区では初となる礎石建物跡を検出したことで、藤原宮官衙地区の建物配置の実態解明に重要な手がかり

を得た。 

【年度実績概要】 

(１)174次調査 

藤原宮朝堂院朝庭東北部の調査で、既往の調査に続き、朝堂院朝庭の様相解明を目的とする。調査期間は 24年４

月 2日～12月 17日で、調査面積は 1850㎡である。 

   調査の結果、藤原宮朝堂院朝庭に敷かれた礫敷をまず確認した。次いで礫敷下層の調査において、①藤原宮造営

時の建物遺構を、整地層（第 2次整地土）の上・中位ないしは「地山」上面において５棟分検出し、その他柱列を 5

列検出した。また、②藤原宮造営の過程で窪地に投棄された大量の木屑が、調査区の北辺近くに堆積していること

が判明し、③これまでの調査で逐次検出してきた「沼状遺構」の南辺を新たに確認した。今次調査では、ことに宮

造営の過程が明らかになり、造営時における掘立柱建物の建て替えや、木屑の大量出土が示す木材加工の証拠など、

興味深い知見を得ることができた。  

(２)175次調査 

藤原宮東方官衙北地区の利用状況、建物配置を明らかにすることを目的として実施した。調査期間は 24年 4月 2

日～6月 25日で、調査面積は 494㎡である。 

   調査の結果、東方官衙区画塀と、その内側にたつ長大な東西棟掘立柱建物 1棟と、区画の外側にたつ礎石建物 1 

棟を検出した。長大な東西棟建物は本調査区北側で行った以前の調査でも検出されており、これらは全て同一区画 

に属していると考えられるため、この官衙区画では北と南で同様の長大な東西棟建物が建っていたことが判明した。 

また、礎石建物の発見は藤原宮東方官衙地区では初めてである。その性格については今後とも検討を重ねる必要が 

あるが、藤原宮官衙地区全体の建物配置の実態を解明する貴重な成果を得た。藤原宮期以前には建て替えをともな 

う建物群の存在を、藤原宮期以後にも複数の建物の存在を確認するなど、本調査区内の通時的な利用状況の一端を 

明らかにし得た。 

【実績値】 

論文等数：6件（調査報告 2件） 

発表件数：3件（現地説明会 1件①、報道発表 2件②③） 

（参考値） 

 出土遺物：174次（軒瓦 90点、丸平瓦コンテナ 117箱、土器コンテナ 62箱、木・石製品コンテナ 20箱、種実など） 

175 次（軒・道具瓦 13 点、丸平瓦コンテナ 7 箱、土器コンテナ 37 箱、木製品コンテナ 3 箱、石製品コン

テナ 1箱、鉄製品コンテナ 1箱、種実など） 

 記録作成数：174次（遺構実測図 116枚、写真〈4×5〉340枚） 

  175次（遺構実測図 20枚、写真〈4×5〉98枚） 

現地説明会来場者数：460人 

【備考】 

①奈良文化財研究所都城発掘調査部「藤原宮朝堂院朝庭の調査―飛鳥藤原第 174次調査現地説明会資料」2012.11.23 

 ②奈良文化財研究所都城発掘調査部「藤原宮朝堂院朝庭の調査―飛鳥藤原第 174次調査記者発表資料」2012.11.21 

③奈良文化財研究所都城発掘調査部「藤原宮東方官衙北地区の調査―飛鳥藤原第 175次調査記者発表資料」2012.7.25 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 4161-3 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

研№14 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

 本調査研究は、調査・記録・公開・発表等を適切に行い、定性的・定量的評価において全て所期の

目標を充足しているとみなしうるものであった。 

 計画調査として、次年度以降も、これまでの質・量を維持した成果を得られるよう継続的に調査を

行う予定である。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

本調査研究は、年度当初の計画通りに実施されており、かつ目標を順調に達成した。 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

判定理由  

 適時性：発掘調査は、既往の成果をふまえ、現在最も必要かつ重要な成果を得られる場所を選定して行っており、適 

時性の面で十分に評価できると判定した。 

 独創性：我が国最初の本格的都城の造営から解体までの一連の過程解明に寄与する成果を得た。 

 発展性：藤原宮中枢部の造営過程、及び官衙地区の実態解明に貴重なてがかりを得たことで、高い学問的影響性をも 

つ成果となった。このことにより、今後の研究課題への新たな展望を得た。 

 効率性：発掘調査・室内調査は事前の十分な計画に基づいて、必要最低限の時間的・人的・設備的投資によって遂行 

するよう心がけ、所期の成果を得ることができた。 

 継続性：特別史跡藤原宮跡の全体解明のための長期継続的な計画調査であり、長年の調査実績を基礎とした質の高い 

調査を実施できた。 

 正確性：発掘調査の成果は網羅的に現地で記録した。その過程では必要に応じて外部研究者を招聘して調査データの 

科学性・正確性を期した。 

 

 

 

観点 論文等数 発表件数     

判定 Ａ Ａ     

判定理由 

論文等数：研究所紀要をはじめとする紙面において 6件発表することができた。 

発表件数：報道発表・現地説明会で 3件の発表を実施することができた。 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 4161-4 

（様式 1） 

業務実績書 

研№15 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 飛鳥地域発掘調査((1)－⑥－ア) 

【事業概要】 

本事業は、国営飛鳥歴史公園キトラ古墳周辺地区公園予定地内に所在する檜隈寺の全体像を明らかにすべく、遺跡周 

辺の調査を行うものである。檜隈寺は、我が国の国家成立期の舞台である飛鳥における古代寺院として重要な遺跡であ

り、中心部は史跡に指定されている。この遺跡の実体解明及び保存整備に資するため、2008 年度より発掘調査を実施し

ている。 

【担当部課】 都城発掘調査部(藤原) 【プロジェクト責任者】 都城発掘調査部副部長 杉山 洋 

【スタッフ】   

黒坂貴裕、今井晃樹、庄田慎矢、荒田敬介(以上、都城発掘調査部(飛鳥・藤原地区))、井上直夫、栗山雅夫(以上、企画

調整部)、星野安治(埋蔵文化財センター) 

【主な成果】 

 本年度は檜隈寺中心伽藍跡の南東方向で、昨年度大型柱穴 2 基を確認した調査区の西側と、同じく昨年度素掘溝を確

認した調査区の北側について発掘調査を行った。調査区の面積は合計 140 ㎡である。大型柱穴は今回の調査区には存在

せず、昨年度確認した 2 基が独立した存在であることが判明した。素掘溝は今回の調査区にも続きが確認され、瓦など

の遺物が出土し、遺構の年代に関する手掛かりが得られた。檜隈寺成立期の実体解明に繋がる成果が得られた。 

【年度実績概要】 

 本調査は、国営飛鳥歴史公園キトラ古墳周辺地区の整備事業に関わる事

前調査である。調査地は、明日香村南西部の丘陵上に位置し、この丘陵上

には、渡来系氏族である東漢氏の氏寺と考えられる檜隈寺が所在する。本

年度は、檜隈寺中心伽藍跡の南東方向に所在し、昨年度大型柱穴 2 基を確

認した調査区（土壇状の高まり部分）の西側（Ａ区）と、擁壁工事計画に

先立ち、昨年度の調査で素掘溝を確認していた丘陵の南東裾部分（Ｂ区）

の 2ヵ所について調査を実施した。調査期間は 24年 8月 1日～9月 7日。

調査面積は合計 140㎡である。 

 Ａ区では、昨年度の大型柱穴 2 基に連なる遺構を含め、古代に遡ると考

えられる遺構は存在しなかった。 

 Ｂ区では、素掘溝 2 条（SD940・SD943）を確認した。素掘溝 SD940 は昨

年度確認した素掘溝の延長部分である。南東から北西へ流れ、幅 2.0ｍ、深

さ 85㎝の規模である。丘陵の地形に沿って、北への延長は檜隈寺中心伽藍

の東側に延びると見られる。素掘溝 SD943は幅 1.0ｍ、深さ 30㎝で、SD940

から枝分かれして北東方向へ延びる。埋土の状況から SD940 と一連の溝で

あることが判明した。遺構から出土した遺物は 6 世紀末頃の土器や瓦が出

土したため、今回の素掘溝は檜隈寺成立に関わる時期の遺構と考えられる。 

 本調査では、Ａ区においては昨年度確認した SX950 に関連する遺構は確

認されなかった。しかし、確認できなかったことにより、SX950 は 2 本 1

対で、塔跡に中軸線を揃えた遺構であることを確認できた。Ｂ区において

は素掘溝 SD940 について今回までで 18ｍ分を確認したことになる。また、

その規模は生活・耕作関連の遺構とは考えられず、檜隈寺に関連すると判

断され、檜隈寺の成立や寺域などの解明に繋がる。 

 

【実績値】 

論文等数 2件（論文 2件①②） 

(参考値) 

出土遺物：丸瓦 15点、平瓦 105点、土器 2.5箱分、炭・燃えさし２点、骨片（歯）１点 

記録作成数：遺構実測図 12枚、写真（４×５）23枚 

 

【備考】 

論文 

①黒坂貴裕他「檜隈寺周辺の調査－飛鳥藤原第 176次」『奈良文化財研究所紀要 2013』2013.6（予定） 

②黒坂貴裕「檜隈寺の調査（飛鳥藤原第 176次）」『奈文研ニュース No.47』2012.12 

 

写真：素掘溝（Ａ区）と檜隈寺跡（奥の森）
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【書式Ｂ】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 4161-4 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

研№15 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

 本調査では、檜隈寺の伽藍が完成した 7世紀後半の資料のみならず、これまで不明な点の多かった 6

世紀後半〜7世紀前半の檜隈寺の動向が確認できる資料、及び今後の整備計画・調査計画において土地

利用状況に関わる重要なデータを得ることができた。檜隈寺の成立や寺域などの解明に繋がる重要な

成果が得られた。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

本調査は、年度当初の計画通りに実施されており、国営公園整備事業に関わる範囲について、及び

課題であった檜隈寺の全体像復元の解明に向けて、それぞれに有益なデータを得ることができた。 

 

 

観点 適時性 発展性 継続性    

判定 Ａ Ａ Ａ    

判定理由  

適時性：国営公園整備事業の事前調査と、檜隈寺周辺の遺構状況解明について、双方に寄与した。 

発展性：これまで不明な点の多かった 6世紀後半〜7世紀前半の檜隈寺の動向が確認できる重要な資料を得た。 

また、今後の調査地区の設定など調査計画に向けて、有用な情報を得た。 

継続性：20年度から実施している発掘調査の成果を受け、檜隈寺周辺の全体像復元にかかわる継続的な調査を行った。 

 

観点 論文等数      

判定 Ａ      

判定理由 

論文等数：調査成果の公開となる通例の論文 1件、機関広報紙にも 1件掲載した。 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 4162-1 

（様式 1） 

業務実績書 

研№16 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 平城京跡出土遺物・遺構の調査研究等((1)－⑥－イ) 

【事業概要】 

平成 24年度の発掘調査によって平城宮・京跡から出土した木製品・金属製品・石製品・土器・土製品・瓦磚類・木簡

などの整理・分析研究、検出遺構の整理・分析研究を、年間を通じて実施した。また、昨年度以前の調査で出土した遺

物について、報告書刊行またはその準備作業としての再調査を行った。また、出土遺物の科学的保存処理を継続して実

施した。 

【担当部課】 都城発掘調査部(平城) 【プロジェクト責任者】 副所長 深澤芳樹 

【スタッフ】   

小池伸彦・芝 康次郎・諫早直人・神野 恵・青木 敬・小田裕樹・渡辺丈彦・石田由紀子・川畑 純・渡辺晃宏・馬場 基・

山本祥隆・箱崎和久・鈴木智大・海野 聡・松下迪生・荒田敬介・今井晃樹・森川 実(以上、都城発掘調査部)、大林  

潤(文化遺産部)、中村一郎、栗山雅夫、鎌倉 綾(以上、企画調整部) 

 

【主な成果】 

本年度の発掘調査で出土・検出した遺物・遺構の整理・分析研究、図面作成・写真撮影などの基礎作業を行い、平成

25年度刊行予定の『奈良文化財研究所紀要 2013』の報告を準備した。併せて、昨年度以前の発掘調査で出土した遺物に

ついて調査を継続して実施した。 

 

【年度実績概要】 

・平成 24年度の発掘調査による出土遺物の整理 

平城宮・京跡で出土した木製品・金属製品・石製品・土器・土製

品・瓦磚類・木簡などの整理・分析研究、検出遺構の図面作成・写

真撮影・分析研究、及び出土遺物の科学的分析・保存処理は、発掘

調査の基礎作業であり、年を通じて発掘調査と併行して、これを遅

滞なく実施した。 

本年度は薬師寺食堂跡（第 500 次）において、創建当初の基壇及

び礎石立建物を検出し、所期の成果を得た。この発掘調査では、複

雑な遺構の整理と出土遺物の調査研究とを実施した。この他、朱雀

大路緑地（第 491 次・第 495 次）と平城宮跡東院地区（第 503 次）

の発掘調査についても、検出遺構と出土遺物の整理を併行して実施

した。 

 

・平成 23年度遺物の出土遺物の整理 

平成 23年度に実施した興福寺北円堂の発掘調査については、基礎

的な遺構と遺物の整理を実施し、当初の予定通りに『興福寺 –第１

期境内整備事業にともなう発掘調査概報Ⅵ-』を遅滞なく刊行した。

また、『名勝大乗院庭園発掘調査報告書』の刊行に向けて、平成 23

年度に引き続き遺構と遺物の再整理・分析、報告書編集作業を実施

した。さらに平城宮東区朝堂院地区の出土遺物・検出遺構について

も、報告書刊行に向けての再整理を・分析を開始した。 

 

・『平城宮発掘調査出土木簡概報（四十二）』を刊行した。 

 

 

【実績値】 

報告書数 2件（①・②） 

 
【備考】 

報告書 

①『興福寺 ―第１期境内整備事業に伴う発掘調査概報Ⅵ―』興福寺、2012.10 

②『平城宮発掘調査出土木簡概報（四十二）』、2012.11 

 

刊行した『興福寺–第１期境内整備事業 

にともなう発掘調査概報Ⅵ-』 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 4162-1 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

研№16 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

平城宮・京跡及び寺院で出土した膨大な考古資料・文字資料を継続的に整理・分析し、古代史研究

上の様々な重要課題について、汎東アジア的な視点で検討を加えたこと、また刊行物等の当初予定通

りに遅滞なく刊行できた。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 
これまでの研究を基礎として、さらに新しい資料・方法を加味・活用して、研究を深化させること

ができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観点 適時性 発展性 継続性 正確性   

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ   

判定理由  

適時性：新たに出土・検出した遺物・遺構の資料的価値を明確にし、重要なものについては迅速に情報公開し、国民

の文化財としての活用を図ることができた。 

発展性：新たに出土した資料や検出した遺構の検討を通じ、より高度な古代史研究を推進するとともに、資料の分析

にあたって新たな方法を追求することができた。 

継続性：平城宮・京及び寺院の発掘調査を通じて得た膨大な歴史資料についての基礎的な分析と研究を継続すること

ができた。 

正確性：蓄積されている資料を正確に資料化し公表できた。 

 

観点 報告書数      

判定 Ａ      

判定理由   

論文等数:当初予定の刊行物を順調に刊行できたことに加え、新しい成果を適時公表することができた。 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 4162-2 

(様式 1)                    

業務実績書 

研№17 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 飛鳥・藤原京跡出土遺物・遺構に関する調査研究等((1)－⑥－イ) 

【事業概要】 

本年度の発掘調査により飛鳥・藤原京跡で出土した木製品・金属製品・石製品・動植物遺存体、土器・土製品、瓦塼

類、木簡などの整理、分析研究、及び発掘遺構の図面・写真資料の整理・作成、分析作業を実施し、合わせて前年度ま

での発掘調査成果を報告書等で公開するための基礎的整理・分析・復原研究を行う。また、出土遺物の保存処理を継続

的に実施した。 

【担当部課】 都城発掘調査部(藤原) 【プロジェクト責任者】 都城発掘調査副部長 杉山 洋 

【スタッフ】 

玉田芳英、淸野孝之、降幡順子、石橋茂登、山本 崇、黒坂貴裕、今井晃樹、森川実、廣瀬 覚、庄田慎矢、木村理恵、

若杉智宏、荒田啓介、森先一貴、橋本美佳、番 光、高橋知奈津［以上、都城発掘調査部（飛鳥・藤原地区）］、井上直夫、

栗山雅夫［以上、企画調整部］、星野安治 (埋蔵文化財センター)、佐々木由香・藤根久・森将志（以上株式会社パレオ・

ラボ)、杉山真二（株式会社古環境研究所）、木村史明（橿原市昆虫館） 

【主な成果】 

本年度の発掘調査により出土した木製品・金属製品・石製品・動植物遺存体、土器・土製品、瓦磚類などの整理、分析研

究、及び発掘遺構の図面・写真資料の整理・作成、分析作業を実施し、成果の一部を公表した。 

【年度実績概要】 

 

・本年度の発掘調査による出土遺物について 

本年度、飛鳥・藤原京跡で出土した木製品・金属製品・石製品・動植物遺存体、土器・土製品、瓦磚類などの整理、 

分析研究、発掘遺構の図面・写真資料の整理・作成、分析作業及び、出土遺物の保存と保存処理は発掘調査研究の基 

礎作業であり、年間を通じての野外での発掘調査と並行して各研究室において計画的に遅滞なく実施した。成果の一 

部は、『奈良文化財研究所紀要 2013』等で公表する予定。 

 

・前年度までの出土遺物について 

発掘調査成果を、計画中の『藤原京左京六条三坊発掘調査報告』等の報告書として公刊するための基礎的整理・分析・復原研 

究、出土遺物の保存処理を継続的に実施した。藤原京条坊に関連する発掘成果をデータ化する作業は、前年度に引き続いて実施 

した。この他、坂田寺出土建築部材の整理及び写真撮影、高所寺池出土建築部材の保存処理、藤原宮西方地区出土木簡の整理、 

甘樫丘東麓遺跡（第171次）の花粉・珪藻・プラントオパール分析、藤原宮朝堂院朝庭（第169次）の自然科学分析、豊浦寺、

大官大寺出土の石製部材の調査、石神遺跡出土の人形、藤原宮出土のヘラ描き瓦の整理、藤原宮朝堂院出土瓦(第136次)を実施

し、その成果の一部を『奈良文化財研究所紀要2013』等で論文として公表する。 

また、植物遺体の回収と整理方法について外部の機関より指導を得た。 

 

【実績値】 

論文等数：5件①～⑤ 

 (参考値) 

記録作成数：写真（4×5）602枚 

 

【備考】 

論文等 

① 廣瀬覚他「藤原宮朝堂院朝庭の自然科学分析 第 169次調査から」 

② 廣瀬覚「飛鳥藤原地域出土基壇外装石の三次元計測」 

③ 石橋茂登「石神遺跡出土の銅製人形」 

④ 森先一貴「藤原宮出土のヘラ描き瓦」 

⑤ 森先一貴「第136次調査出土瓦報告」 

以上、奈良文化財研究所『奈良文化財研究所紀要2013』2013.6（予定） 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 4162-2 

(様式 2) 

自己点検評価調書 

研№17 

1．定性的評価 

  

2．定量的評価 

 

3．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

出土遺物・遺構についての整理調査を、野外での発掘調査と並行して遅滞なく計画通りに実施する

ことができた。また、図書等の刊行を通じて、調査成果の公開も適切に行い得ることができた。 

 

4．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

 

報告書作成のための遺物・遺構整理作業を、ほぼ予定通り進めることができた。また、成果物の刊

行も計画通りに行い得た。 

 

 

 

 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 継続性 正確性  

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ  

判定理由 

 

適時性：新出土資料の迅速に公開し活用に供した。 

独創性：新たな資料分析方法を追究した。 

発展性：蓄積された歴史資料を正確に資料化した。 

継続性：膨大な歴史資料の基礎的分析研究と保存処理を実施した。 

正確性：新出資料の正確な資料的性格と価値について公表した。 

 

観点 論文等数      

判定 Ａ      

判定理由 

 論文等数：過去の調査研究の資料を整理研究し、5件の論文を公表することができた。 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 4163 

（様式 1） 

業務実績書 

研№18 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 東アジアにおける工芸技術及び飛鳥時代の建築遺物等の研究((1)－⑥－ウ) 

【事業概要】 

 飛鳥地域の壁画古墳についての調査研究を行うとともに、東アジアにおける工芸美術史・考古学研究の一環として、

金属工芸関連遺物を中心とした資料の調査を行う。また、飛鳥時代木造建築遺物の調査として、山田寺出土部材の研究

を行う。 

【担当部課】 飛鳥資料館 【プロジェクト責任者】 加藤真二(飛鳥資料館学芸室長) 

【スタッフ】 

丹羽崇史、成田聖(以上、飛鳥資料館研究員) 

【主な成果】  

(1)キトラ古墳、高松塚古墳壁画に関する研究を続けるとともに、唐、朝鮮半島の古墳壁画に関する資料を収集した。 

(2)京都大学総合博物館が所蔵する秋田市小阿地遺跡出土の金銅装大刀について、調査研究を行った。 

(3)飛鳥寺塔心礎出土品の再整理を実施した。 

(4)山田寺出土部材の計測調査を継続した。 

【年度実績概要】 

(1)キトラ古墳、高松塚古墳壁画に関する総括的な論文を執筆するとともに、24年 

9月 11日に群馬県立歴史博物館において、同館所蔵の唐墓壁画模写 8枚の写真 

撮影を行い、原寸大パネルを作成した。 

(2)京都大学総合博物館と連携研究協定を結び、同館所蔵の秋田市小阿地遺跡出土 

金銅装大刀の調査研究を行い、その成果を飛鳥資料館研究図録第 16冊として、 

25年 3月 30日刊行した。 

(3)昭和 31、32年に奈良国立文化財研究所（当時）が行った飛鳥寺の発掘調査に際 

して、塔心礎から出土した資料を再分類し、種類ごとの員数等を確認した。そ 

の成果は、平成 25年度春期特別展にて展示する。 

(4)第 2展示室で展示している山田寺東回廊部材について、継続的に計測調査を行 

い、データを集積した。 

 

  

秋田市小阿地遺跡出土金銅装大刀

  

（京都大学総合博物館蔵）

  

【実績値】 

論文 2（①、②） 

研究図録 1（③） 

山田寺部材計測データ 1年分 

 

（参考値）唐墓壁画模写原寸大パネル 8枚 

【備考】 

論文 

①加藤真二（2012）「唐・新羅・日本の墳墓」飛鳥資料館図録第 57冊『花開く都城文化』2012.11 

②加藤真二（2013）「キトラ古墳壁画小考」『文化財論叢Ⅳ』2012.10 

研究図録 

③飛鳥資料館研究図録第 16冊『京都大学総合博物館所蔵 秋田市小阿地遺跡出土金銅装大刀の調査研究』2013.3 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 4163 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

研№18 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

 

定性的、定量的な観点からも十分な成果をあげることができ、考古学、保存科学、美術史等に貢献

することができた。次年度以降も継続的に調査研究を続けるとともに資料館の活動に生かしていきた

い。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

 

資料の蓄積も進み、研究図録も順調に刊行している。また、研究成果を研究図録や展示によって順

調に公開しているため、順調に実施できていると判定した。 

 

観点 適時性 独創性 発展性 継続性   

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ   

判定理由  

適時性：今日的な視座にもとづき古代の標準資料を再整理、公開し、古代史研究のあらたな基礎を提供できた。 

独創性：考古学的な見地ばかりでなく、科学的な分析を行った。 

発展性：今後の古代史、考古学研究の基礎的資料となるものを提供した。 

継続性：東アジアの古代金工に関しては、16冊の研究図録を刊行している。また古墳壁画についても、資料の蓄積が 

進んでいる。 

観点 研究図録数 論文数 
山田寺部材 

計測データ 
   

判定 Ａ Ａ Ａ    

判定理由 

研究図録数：目標値（年 1冊以上）を達成した。  

 論文数  ：目標値（年２編以上）を達成した。 

 山田寺部材計測データ：目標値（１年分）を達成した。 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 4164 

（様式 1） 

業務実績書 

研№19 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 
アジアにおける古代都城遺跡、生産遺跡、墓制及び陶磁器に関する中国、韓国との共同研究及び

カザフスタンへの研究協力((1)－⑥－エ) 

【事業概要】 

（１）中国社会科学院との共同発掘調査成果の整理と次期共同研究への準備を行う。（２）遼西地域東晋十六国期都城文

化関連遺跡の調査と調査研究報告書を公刊する。（３）鞏義市黄冶唐三彩窯跡等出土品の共同研究を実施し、成果を公刊

する。（４）日韓古代文化の形成と発展過程に関する共同研究と発掘調査交流を、韓国国立文化財研究所と行う。（５）

国立カザフ大学との研究交流を行う。（６）河南省文物考古研究所と河南省霊井遺跡出土細石刃石器群の研究協力を行う。 

【担当部課】 都城発掘調査部（平城） 【プロジェクト責任者】 副所長 深澤芳樹 

【スタッフ】   

（１）杉山 洋、今井晃樹、青木 敬(以上、都城発掘調査部)、栗山雅夫(企画調整部］、他 3名(王 巍、朱 岩石、銭 国祥） 

（２）深澤芳樹、小池伸彦、清野孝之(以上、都城発掘調査部)、加藤真二、栗山雅夫(企画調整部)、他 3名(李 向東、華 

玉冰、郭 明) 

（３）杉山 洋・玉田芳英・森川 実(以上、都城発掘調査部)他 8名(孫 新民・趙 志文、他） 

（４）杉山 洋、石橋茂登、青木 敬、庄田慎矢、諫早直人(以上、都城発掘調査部)他 24名(卓 京柏、韓 志仙、李 仁叔、他） 

（５）森本 晋、加藤真二(以上、企画調整部) 

（６）加藤真二、丹羽崇史、成田 聖(以上、企画調整部) 

【主な成果】 

（１）漢魏洛陽城調査の資料整理、衛星写真の解析、ベトナム都城の調査、概要報告書作成の準備作業を実施した。 

（２）団山子・西団山子遺跡の予備調査・踏査、朝陽北塔出土遺物等の調査、調査研究報告書中国語報文２篇・論文６

篇の和訳、調査研究報告書の編集作業を実施。 

（３）河南省鞏義窯で生産した唐三彩の調査研究を実施した。 

（４）日韓古代文化の形成と発展過程に関する共同研究、発掘調査交流を実施した。 

（５）カザフ国立大学収蔵資料の調査、報告論文 2件。カザフ国立大学で平城宮跡に関する講演を実施した。 

（６）25年 2月 20日～3月 2日に中国・香港へ 4名の研究者を派遣、国際学会等で研究報告を行った。 

【年度実績概要】 

（１）24年 11月に 3名の研究員をベトナムへ派遣し、都城遺跡及び遺物の調査を実施した。次期共同研究にむけて中国

社会科学院考古研究所と交渉を継続している。 

（２）24年 6月に 3名、25年 3月に 4名の研究員を遼寧省瀋陽及び朝陽へ派遣し、東団山子・西団山子遺跡の予備調査・

踏査と朝陽北塔出土遺物等 40点余りの調査を実施した。 

（３）24 年 8 月に研究員を中国に派遣し、関連資料を調査した。25 年 3

月にはアメリカ、カナダの博物館所蔵の唐三彩を調査し、鞏義窯の

産品があることを確認した。 

（４）日韓古代文化の形成と発展過程に関する共同研究では、9名の派遣、

6 名の招聘を実施した。発掘調査交流では派遣・招聘を各 1 名、約

2 ヵ月ずつ実施した。研究報告会も開催し、調査研究協力等を行っ

ている。 

（５）24 年 6 月にカザフ国立大学歴史学部長タイマガンベトフ教授を招

聘し、奈良文化財研究所において中央アジアの文化財に関する講演

会を開催した。報告論文も 2件執筆した。 
（６）24 年７月にロシア、24年 11月に同志社大学、25年 2月の第 14回 

北アジア調査研究報告会、香港中文大学学術交流プロジェクトにて 

研究報告を行った。 

【実績値】 

口頭発表数 4件（④他 3件）、論文発表数 1件（②）、報告書刊行数 1件（①） 

（参考値） 

記録作成数：（１）デジタルカメラ 1,418カット、（２）デジタルパック（4×5）39カット、デジタルカメラ 306カット、

（３）写真・調書等の記録多数 

【備考】 

①奈良文化財研究所『河南省鞏義市白河窯跡の発掘調査概報』2013。 

②玉田芳英「中国河南省との共同研究」『奈良文化財研究所概要 2013』2013。 

④Shinji KATO ‘The Diffusion of Northern Microblade Industries in East Asia’アジア旧石器協会年次シンポジウム、2012.7.8。 

他 3件。 

ベトナム、タンロン皇城研究センターに

おける遺物調査（24年 11月） 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 4164 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

研№19 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

中国、韓国、カザフスタン等で、関係研究機関との密な連携のもと、遺跡・遺物を考古学・文献史 

学・建築史など複数分野にまたがって調査し、相互の研究を向上させた他、計画通りに事業を実施で

きた。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

いずれの研究も計画通りに実施し、本年度も成果をあげることができたことから、順調と判定した。 

これらの国際共同研究は、都城発掘調査部を中心として担当しており、6つの事業での研究成果を総合

的に組み立てることにより、都城制や墓制、生産遺跡をはじめとした遺跡からみた古代史の解明に資

する成果を達成することを目指している。 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性  

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ  

判定理由  

適時性：成果報告を迅速に作成し、研究発表や論文、報告書等で速やかに公表を行った。アジアという広範な地域を 

対象として、歴史諸分野から都城制や墓制等を比較検討することによって俯瞰していく取り組みは、国際性 

が高い。 

独創性：アジアの考古学に関する最新情報を入手・公開し、日本における事例との比較検討を行い、日本古代史の再 

検討に貢献できた。 

発展性：海外の諸研究機関と密接に連携し、日本文化の源流を探るための基礎的研究の蓄積を継続している。 

効率性：各事業では、数名の研究員を海外に派遣し、限られた時間内で効率的な資料収集を行うことができた。 

継続性：本年度も膨大な調査資料の詳細な調書作成や、高精細な写真撮影を継続的に実施し、資料の充実を期した。 

 

 

 

 

観点 口頭発表数 論文発表数 報告書刊行数    

判定 Ａ Ａ Ａ    

判定理由 

口頭発表数：計画通りに日本側も発表の機会を得、発表ができた。 

論文発表数：目標に沿うかたちで発表することができた。 

報告書刊行数：予定したものを刊行することができた。 
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文化的景観研究集会（第５回）における見学会

の様子 

【書式Ｂ】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 4171 

（様式 1） 

業務実績書 

研№20 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 文化的景観及びその保存・活用に関する調査研究((1)－⑦) 

【事業概要】 

文化的景観及びその保存・活用に関する調査・研究の一環として、諸外国との比較を行いつつ、我が国の文化的景観 

保護行政に関する基礎的な情報を収集し、整理が終了したものより順次公表を行う。また、文化的景観の学術及び保護

に資する研究会を定期開催し、その成果を踏まえて文化的景観の保護に関する研究集会を開催する。 

 

【担当部課】 文化遺産部 【プロジェクト責任者】 景観研究室長 平澤毅 

【スタッフ】   

小野健吉(前景観研究室長)、惠谷浩子、菊地淑人(以上、文化遺産部研究員) 

清水重敦(元景観研究室長)、松本将一郎(前特別研究員)、小浦久子(客員研究員) 

 

【主な成果】 

 文化的景観及びその保存・活用に関する調査・研究の一環として、「文化的景観研究集会（第５回）」及び「文化的景

観学研究会」を開催した他、現地調査等を行い、論文等を通じて成果を報告した。また、“World Heritage Papers 26”

の翻訳作業等を進めた。 

 

【年度実績概要】 

(1)基礎的・体系的研究 

・文化的景観研究集会（第 5回）［テーマ「文化的景観の使い方」］ 

を、24年 12月 14・15日に、安土城考古博物館を会場に開催した。 

１日目は重要文化的景観「近江八幡の水郷」の現地視察の他、基 

調講演 1件と講演 2件、2日目は報告 4件と総合討議を行った。 

との回答を得た。 

 

・上記の研究集会に合わせ、『文化的景観研究集会（第 5 回）講演・ 

報告資料集』（備考①）を作成した他、昨年度開催した研究集会  

（第 4回）の成果報告書（備考②）を刊行した。 

 

・「文化的景観学」検討会を 25年 2月 23日に開催し、文化的景観 

学の体系化に向け検討すべき事項等について協議を行った。 

 

・World Heritage Papers 26“World Heritage Cultural Landscapes: A Handbook for Conservation and Management” 

の翻訳作業等を進めるととに、翻訳権契約に関する協議等を整えた。 

 

(2)文化的景観保護に関する現地調査・研究 

・宇治市、四万十市、亀岡市をフィールドに、それぞれの地方公共団体担当部局への協力を通じて、文化的景観の価値 

評価及び整備計画に関する検討を行った。 

 

・全国の文化的景観に関する協議等により、文化的景観の価値評価及び保護のあり方について検討を進めた。 

   

【実績値】 

研究集会等開催数 2回 

文化的景観研究集会 ①（参加者数／地方自治体職員・研究者・民間事業者等、107名）24年 12月 14・15日 

「文化的景観学」検討会 （参加者 外部専門家等 6名及び景観研究室 3名）25年 2月 23日 

刊行図書数 1冊② 

論文等数 12件（論文等 9件③、講演・発表等 3件④） 

【備考】 
研究集会等 

①奈良文化財研究所『文化的景観研究集会（第５回） 文化的景観のつかい方 講演・報告資料集』2012.12 

刊行図書 

②奈良文化財研究所『文化的景観研究集会(第 4回)報告書 文化的景観の現在—保護行政・学術研究の中間総括—』2012.12 

論文等 

③清水重敦「文化的景観の６年 文化的景観研究集会(第４回)の議論から」『奈良文化財研究所紀要 2012』2012.6 他 8件 

④惠谷浩子「学としての文化的景観と保護行政」人文地理学会歴史地理部会、2012.11 他 2件 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 4171 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

研№20 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

1：文化的景観に関する研究集会等の実施による保護行政や学術研究への貢献、2：四万十川流域な

どを対象とした現地での調査研究、3：文化的景観に関する重要な海外文献の翻訳、4：報告書の刊行

や学会・学術雑誌等での研究成果発表等、年度当初の計画を的確に遂行することができた。これらの

調査研究の取組を発展・継続させ、さらに充実を図っていく必要がある。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

 文化的景観に関する研究集会の開催や現地調査の実施等により、当初の計画通り研究を遂行するこ

とができた。特に、研究集会では、地域を持続可能な暮らしの場にするとの観点から文化的景観保護

の在り方を深め、また、現地調査・研究では、保存計画や整備・活用計画の策定について検討を進め

ることができた。次年度以降、文化庁との連携・協力を深めつつ、「文化的景観学」検討会における検

討を中心として、個別の課題に対する検討も重ね、文化的景観に関する学術上及び保護行政上の検討

をさらに深めていくこととしている。 

 

 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

判定理由  

適時性：文化的景観研究集会及び「文化的景観学」検討会を通じて、2004年に創設された文化的景観保護制度の今日

的な運用について、地域の総合施策の観点から検討を深めたことは、極めて時宜に適っている。 

独創性：現地調査を通じた保護手法について検討・提案を行い、文化的景観保護行政及びその学術研究の向上に貢献

した。 

発展性：諸外国との比較研究として、昨年度実施したアメリカ合衆国における文化的景観の調査研究を踏まえ、文化

的景観に関する重要文献の翻訳・検討を発展的に進めた。 

効率性：文化的景観研究集会の開催等、これまで実績を重ねて来た事業については、人的投資及び時間的投資の観点

から効率性が向上した。 

継続性：文化的景観に関する研究集会及び研究会の他、現地調査や情報収集を通じて、従前の成果を踏まえつつ、文

化的景観の保存と活用に関する継続的検討を進めた。 

正確性：文化庁との連携の下に、国内の文化的景観に関わる情報の把握・収集及び現地調査において、詳細かつ正確

な把握・検討を行った。また、 World Heritage Papers 26 の日本語版刊行に向けて、UNESCOと翻訳権契約

締結のための協議を進め、本書刊行の厳格な取扱いの正確性を確保した。 

 

観点 
研究集会等 

開催数 
刊行図書数 論文等数    

判定 Ａ Ａ Ａ    

判定理由 

 研究集会等開催数：計画通り研究集会 1回を開催し、極めて好評であった。また、検討会を 1回開催した。 

刊行図書数   ：計画通り 1冊の報告書を刊行した。 

論文等数    ：十分な成果が認められる。 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 4181 

（様式 1） 

業務実績書 

研№21 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 遺跡データベースの作成と公開((1)－⑧－ア) 

【事業概要】 

官衙関係遺跡の指標や属性分析法の確立に関する研究等を継続し、資料収集とデータベース化を進めて順次一般公開

するとともに、寺院遺跡の発掘調査で抽出すべき基本的属性についてのデータ収集と分析を行い、一般公開する 

【担当部課】 埋蔵文化財センター 【プロジェクト責任者】 遺跡・調査技術研究室長 小澤毅 

【スタッフ】   

山中敏史（客員研究員）、森本晋（企画調整部国際遺跡研究室長）、馬場基（都城発掘調査部主任研究員）、青木敬、海野

聡、小田裕樹（以上、都城発掘調査部研究員）、清野陽一（京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程） 

【主な成果】 

 官衙関係遺跡の建物データについては、とくに古代における四面廂建物の遺構を重点的に収集し、居宅や集落まで範

囲を広げて全国的に網羅する『四面廂建物資料集成』を作成した。また、寺院遺跡の属性分析をふまえたデータベース

を、九州から東海地方まで公開した。さらに、井戸のデータベースの対象を古代の遺跡全般に拡充して、資料収集を行

った。 

【年度実績概要】 

・ 平成22年度以前に刊行された古代の遺跡全般に関する報告書のめくり作業を行い、四面廂建物の遺構の資料を全国的

に収集・整理して、研究報告「四面廂建物を考える」の資料編（①）を刊行した。 

・ 報告書のめくり作業を行い、国府・郡衙

・城柵やその他の官衙関係遺跡などの資

料を追加収集・整理した。また、東海地

方の古代寺院に関する報告書のめくり

作業を行った。３ 

・ 新たに収集した官衙関係遺跡と古代寺院

遺跡の資料をデータベース化し、新出資

料も追加して一般公開した。 

・ 古代寺院遺跡の建物遺構を中心とした属

性分析を進め、それにもとづく寺院遺跡

データベース構造を作成して資料収集

と整理を行い、静岡県以西のデータを奈

良文化財研究所のウェブサイトで一般

公開した。 

・ 平成 21 年度以前に刊行された古代の遺

跡全般に関する報告書のめくり作業を

行い、井戸のデータベースの作成・公

開に向けた資料収集を実施した。 

  古代寺院建物データ入力画面（部分） 

【実績値】 

  データベース入力・補訂件数 

官衙関係遺跡データベース：遺跡数約10件、文献データ約240件、 

建物データ約1,120件、画像データ約300件、 

井戸データ約1,150件 

古代寺院遺跡データベース：遺跡数約80件、文献データ約1,920件、 

建物データ約410件、画像データ約3,300件 

公開データ数：官衙関係遺跡：遺跡数約1,640件、文献データ約15,130件、建物データ約17,900件など 

古代寺院遺跡：遺跡数約1,090件、文献データ約12,840件、建物データ約2,480件など 

（参考値） 

公刊図書数：１件（①） 

 

【備考】 

公刊図書 

①奈良文化財研究所『四面廂建物を考える 資料編』奈良文化財研究所研究報告第９冊、2012.12. 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 4181 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

研№21 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

データベース入力件数の目標値を上回った他、古代の遺跡全般における四面廂建物遺構の資料収集

とデータベース化を行い、資料集を刊行した。古代寺院遺跡のデータベースでは、古代の中心地でも

ある奈良県内についてのデータを一般公開できた。各地で寺院遺跡の調査研究にあたっている人々に

とって、情報の共有化につながると同時に、遺跡から抽出すべき遺構の属性についての指標を提示す

るものであり、寄与するところが大きい。 

 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

官衙関連遺跡について、新出資料の補充を含めたデータベースの作成を着実に進め、一般公開する

とともに、官衙以外の居宅や集落における四面廂建物のデータも収集して、データベースのいっそう

の充実化を図ることができた。平成 21年度に構築した寺院遺跡のデータベースでは、静岡県以西のデ

ータを網羅的に収集・整理してデータベース化し、一般公開した。本年度の計画を予定どおり順調に

達成できたといえる。今後も、官衙関連遺跡及び寺院データの収集とデータベース化を継続し、より

利用しやすいかたちでの一般公開を推進していくことが必要である。また、発掘調査で検出例の多い

井戸遺構についても属性分析を行い、整理・収集とデータベース化を進めることで、遺跡の調査や建

物遺構の分析における新たな指標を示すことができるよう努めたい。 

 

 

 

観点 適時性 発展性 継続性 正確性 独創性  

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ  

判定理由  

適時性：近年需要が多い古代官衙関連遺跡と古代寺院遺跡のデータベースを充実させ、活用に供した。 

発展性：必要な項目が生じた場合は追加するなど、データベースの改良に努めている。 

継続性：毎年増加し続ける遺跡データを継続的に収集し、公開している。 

正確性：新出資料の追加に加え、変更を生じた事項についても改定を行った。 

独創性：属性分析の成果をふまえて、さまざまな分析に役立つ多彩な項目を設置している。 

 

観点 
データベース 

入力・補訂件数 
公開データ数     

判定 Ａ Ａ     

判定理由 

データベース入力件数：奈良県から東海地方の官衙遺跡の補塡と、古代寺院の入力、井戸の入力を行い、目標を上回

った。 

データベース公開件数：目標である 50,000件を達成した。 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 4182 

（様式 1） 

業務実績書 

研№22 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 出土遺物の材質構造調査、鉄製品及び木製品の埋蔵環境調査((1)－⑧－イ) 

【事業概要】 

出土遺物等の材質構造調査を行い、劣化状態に関する基礎データを集積する。また、鉄製品及び木製品の埋蔵環境調

査を実施し、埋蔵中に生じる遺物の劣化現象に関して、環境が及ぼす影響の基礎データを集積する。 

【担当部課】 埋蔵文化財センター 【プロジェクト責任者】 保存修復科学研究室長 高妻洋成 

【スタッフ】   

脇谷草一郎、田村朋美（以上、研究員）、降幡順子（都城発掘調査部主任研究員）、赤田昌倫（特別研究員）、佐藤昌憲、

肥塚隆保（以上、客員研究員） 

【主な成果】 

（１）ガラス及び鉱物の標準試料のスペクトルを集積し、ガラス製遺物と石製遺物のスペクトルを取得した。 

（２）遺跡から出土した大刀のＸＣＴ撮影を実施することにより、刀装具や柄の構造を明らかにした。 

（３）木造建造物の塗装の彩色調査を行い、使用された色料について明らかにした。 

（４）鉄製遺物の埋蔵環境の室内再現実験を実施し、腐食のメカニズムの解明に取り組んだ。 

（５）「古代の繊維―古代繊織技術研究の最近の動向―」をテーマとした研究集会を開催した。 

 

【年度実績概要】 

（１） 山口県土井ヶ浜遺跡から出土した淡青色不透明小玉のレーザーラマン分光分析と

蛍光Ｘ線分析を実施し、天河石（アマゾナイト）製であることを明らかにした。 

 

（２） 京都大学総合博物館所蔵の秋田市小阿地遺跡出土金銅装大刀のＸＣＴ撮影を実施

し、刀装具や柄部分の構造を調査することで、製作工程を明らかにした。   

        

（３） 談山神社の本殿における各部材の彩色調査を行い、ベンガラと鉛丹、水銀朱が使

用されていたことを解明した。また近世の修理で再塗装された部材の展色剤には膠

が使用されたことを明らかにした。 

 

（４） 鷹島海底遺跡を対象として、海洋鉄製遺物の埋蔵環境の室内再現実験を行い、鉄

製品の腐食と埋蔵環境の関係について基礎データを収集した。 

 

（５） 「古代の繊維―古代繊織技術研究の最近の動向―」と題した研究集会を開催し、

古代の繊維関係の最新の保存科学的研究の動向について、情報交換と総合討議など

を行った。 
 

 

談山神社部材の試料採取 

【実績値】 

発表件数：3件（①～③） 

論文等数：6件 (④～⑥） 

研究集会開催件数：1件（参加者数 76名） 

 

【備考】 

発表 

①田村朋美、高妻洋成「弥生・古墳時代のナトロンガラス製玉類の考古科学的研究」日本文化財科学会第 29回大会、

2012.6.23  

②柳田明進、脇谷草一郎、高妻洋成「海水環境が鉄製遺物の腐食過程に及ぼす影響」日本文化財科学会第 29回大会、

2012.6.23  

③赤田昌倫、高妻洋成、舘俊秀、渡邊緩子、金旻貞、小野村勇人、降幡順子、脇谷草一郎、田村朋美「文化財建造物

塗装材料の分析(3)」文化財保存修復学会第 34回大会、2012.6.30  

論文等 

④田村朋美、高妻洋成「弥生・古墳時代のナトロンガラス製玉類の考古科学的研究」『日本文化財科学会第 29回大会

研究発表要旨集』2012.6  

⑤柳田明進、脇谷草一郎、高妻洋成「海水環境が鉄製遺物の腐食過程に及ぼす影響」『日本文化財科学会第 29回大会

研究発表要旨集』2012.6  

⑥赤田昌倫、高妻洋成、舘俊秀、渡邊緩子、金旻貞、小野村勇人、降幡順子、脇谷草一郎、田村朋美「文化財建造物

塗装材料の分析(3)」『文化財保存修復学会第 34回大会研究発表要旨集』2012.6 他 3件 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 4182 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

研№22 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

調査研究事業を当初計画どおり順調に達成することができた。次年度は、ガラス・石製品に加えて

有機質遺物にもラマン分光分析の応用範囲を広げていきたい。埋蔵環境調査では、平城宮跡内での埋

蔵環境調査を実施し、木製遺物の保存と埋蔵環境の関係についてのデータ収集を進めていきたい。 

 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

 

当初の計画どおり実施できたことから、順調と判定した。次年度は、ラマン分光分析の応用範囲の

拡大や、平城宮跡内での埋蔵環境調査を進めていきたい。 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 正確性  

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ  

判定理由  

適時性：出土遺物の材質構造調査に非破壊的な手法が求められているなか、種々の調査機器を応用することで、より

多様な遺物の材質構造調査が可能となり、古代の材料や技術に関する新しい知見を得ることができる。 

また、平城宮跡など、遺物が埋蔵した状態で整備が行われる事例の増加にともない、埋蔵環境中での遺物の

劣化機構の解明が求められている。 

独創性：埋蔵環境中における鉄製品の腐食に関する基礎データを収集するため、鉄製遺物の埋蔵環境を室内で再現し

た腐食実験を行った例はない。 

発展性：出土遺物の材質構造に関するデータを集積し、類例との比較研究を発展させることで、生産地や交易関係を

明らかにすることができる。 

効率性：遺跡から大量に出土するガラス製遺物に対しては、同時に多量の材質調査が可能な方法を適用することで、

迅速な調査を実施した。  

正確性：蛍光Ｘ線分析法とレーザーラマン分光分析法など、複数の分析法を併用することで、精度の高い材質調査を

行うことができた。 

 

観点 発表件数 論文等数 
研究集会 

開催件数 
   

判定 Ａ Ａ Ａ    

判定理由 

発表件数     ：目標を達成した。 

論文等数     ：目標を達成した。 

研究集会開催件数 ：目標を達成し、76名の参加を得た。 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 4183 

（様式 1） 

業務実績書 

研№23 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 遺構の安定化方法を検討するための基礎データを収集(1)－⑧－ウ) 

【事業概要】 

土質遺構や装飾古墳の安定した公開・展示を行うことを目的とした環境調査、ならびに維持管理技術の開発的研究の

一環として、遺跡を構成する土、石材及び大気における熱・水分移動を推定する解析技術に関する研究、及び土質遺構

露出展示、装飾古墳の公開・展示に関する実地試験に取り組む。 

【担当部課】 埋蔵文化財センター 【プロジェクト責任者】 保存修復科学研究室長 高妻洋成 

【スタッフ】   

降幡順子（都城発掘調査部主任研究員）、脇谷草一郎、田村朋美（以上、研究員） 

【主な成果】 

土質遺構の露出展示を実施予定の宮畑遺跡を調査フィールドとして、遺構の保護施設（覆屋）内の室空気及び遺構土

壌における熱水分同時移動解析を行い、遺構土壌の適切な含水状態の維持及び塩類析出を抑制するための換気条件につ

いて検討した。ガランドヤ古墳では石室周辺の熱水分同時移動解析を行い、封土を失い露出した石室が防水シートで覆

われていた以前の状に比べて、石室保護施設が設置された現在は結露性状がどれほど改善されたのかを検討した。また、

石室内室空気変化について解析を行い、石室の公開が可能となる時期について検討した。 

【年度実績概要】 

・ 福島市の宮畑遺跡では土質遺構露出展示のための保護施設（以下「覆

屋」）が竣工している。そこで、覆屋の屋根や壁の断熱性、窓の日射取

得率や結露、換気回数などを考慮し、遺構土壌の含水率変化と覆屋内

室空気の変化について解析を行った。換気回数を 0.2 回/時間及び 0.5 

回/時間として解析した結果、いずれにおいても遺構土壌表面の含水率

は周期的変動を示した。しかし、後者では含水率の極小値が遺構土壌

の塑性限界を下回り、乾燥による劣化の発生が予測された。また、こ

のとき覆屋内室空気の相対湿度は約 70%まで低下し、遺構表面における

塩類の析出が予測された。以上の結果から、宮畑遺跡では適切な換気

条件により、遺構土壌の安定化が図れる見通しが得られた。 

 

・ 日田市のガランドヤ古墳では、復元する墳丘によって石室石材表面に

おける結露の発生を抑制し、装飾の保存を図る手法の検討を進めてい

る。本年度は、防水シートで石室が覆われた以前の状態と、遮水性の

石室保護施設を設置した現況について、数値解析から結露発生の頻度

と発生箇所を比較した。その結果、前者では、発生箇所を変えながら

１年中結露が発生するのに対して、後者では夏期のみ側壁底部で結露

が発生すると判断され、保護施設の設置により、結露の発生を大幅に

抑制しうることがわかった。 

 

・ 大分市の元町石仏では、繰り返し析出する塩類によって、石仏表面の

剥離が進行しており、その対策が喫緊の課題となっている。本年度は、

石仏表面に集積している塩類を除去する手法として和紙によるフェイ

シングを行い、和紙への塩類の移動量について検討した。その結果、石仏表面に析出する硫酸ナトリウムが大量に和

紙へと移動しており、これらの除去法として有効であることが確認された。 
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ガランドヤ古墳結露発生回数の変化（上：

防水シートあり、下：保護施設内（現在）） 

【実績値】 

発表件数 2件（①～②） 

論文等数 3件（③～⑤） 

【備考】 

発表 

①脇谷草一郎、高妻洋成「土質遺構露出展示状態の宮畑遺跡における水分移動解析」日本文化財科学会、2012.6.23 

②Soichiro Wakiya, et al.‘An Investigation of preserving the carvedstigation of preserving the carved stone 

in burial mound using numerical analysis of heat and moisture simultaneous transfer’International Building 

Physics Conference2012（IBPC 2012）,2012.5.28-31 

論文等 

③脇谷草一郎、高妻洋成「土質遺構露出展示状態の宮畑遺跡における水分移動解析」『日本文化財科学会第 29回大会

発『日本文化財科学会第 29回大会発表要旨集』2012.6 

④Soichiro Wakiya, et al.‘An Investigation of preserving the carved stone in burial mound using numerical 

analysis of heat and moisture simultaneous transfer’IBPC2012 Proceedings of the 5th，2012.5 

⑤脇谷草一郎、高妻洋成「史跡ガランドヤ古墳における水の挙動に関する調査研究３」『奈良文化財研究所紀要 2012』 

奈良文化財研究所、2012.6 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 4183 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

研№23 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

調査研究事業を当初の計画通り順調に達成することができた。次年度はさらに詳細な二次元の熱水

分同時移動解析を引き続き実施し、装飾古墳石室内の結露を抑制する環境制御法の開発や、とくに塩

類析出の抑制に着目した土質遺構の安定化法について検討を行う予定である。 

 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

 調査研究事業を当初の計画通り順調に達成することができたことから、順調と判定した。次年度の

土質遺構の保存に関する研究では、塩類析出の詳細なメカニズムを検討しつつ、それらの析出を抑制

する環境制御法を検討する予定である。また、装飾古墳の保存については、数値解析を応用して、一

般公開の実施時期など文化財の公開・活用に資する知見の提供も目標に研究を進めたい。 

 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 正確性  

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ  

判定理由  

適時性：遺跡の公開・活用が推進される現在において、遺跡を適切な環境下で保存しつつ観覧に供する技術の開発は

不可欠のものである。 

独創性：本研究は、整備後に生じる遺構の劣化を予測し、それを回避しうる適切な環境を制御することで、遺構保存

を実現することを目的としており、既往の手法とはコンセプトを異にする。 

発展性：個々の遺構を取り巻く環境は千差万別であるが、塩類析出などの劣化要因は普遍的なものである。したがっ

て、本研究から得られた知見は広い汎用性を有する。 

効率性：フィールド調査で使用する機材は、取り巻く環境が異なる様々な遺跡で使用可能のものであることから、設

備的投資の効率は高いと考える。 

正確性：恒常的な高湿度環境など、継続的な調査にとっては過酷な環境下での調査がほとんどであるが、それに対す

る耐性をもつ測定器具類を選定しており、得られたデータは充分な正確性を有するものと考える。また、数

値解析結果を実測値と比較することで、解析モデルの妥当性についても十分検討を行っている。 

 

観点 発表件数 論文等数     

判定 Ａ Ａ     

判定理由 

発表件数：目標を達成した。 

論文等数：目標を達成した。 
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【書式Ｂ】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 4211 

（様式 1） 

業務実績書 

研№24 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 文化財デジタル画像形成に関する調査研究((2)-①) 

【事業概要】 

本研究では、着色仏画、彩色壁画・油彩画・日本画などを対象とし、文化財研究に資するデジタル画像の形成方法及 

びその応用のための手法（表示・出力）を開発し、広範な活用の方向性を研究する。 

 

【担当部課】 企画情報部 【プロジェクト責任者】 広領域研究室長 小林 公治 

【スタッフ】   

田中淳（企画情報部長）、山梨絵美子（副部長）、二神葉子（情報システム研究室長）、塩谷純（近・現代視覚芸術研究室

長）、綿田稔（文化財アーカイブズ研究室長）、小林達朗（主任研究員）、皿井舞（主任研究員）、城野誠治（専門職員）、

鳥光美佳子(アソジエイトフェロー)、早川泰弘（保存修復科学センター分析科学研究室長）江村知子（文化遺産国際協

力センター主任研究員） 

【主な成果】 

 脆弱な材料で構成されている我が国の貴重な文化財に対して最先端の光学調査を行うことによって得られた高精細画

像や特殊撮影画像を分析研究し、さらにその公開による広範な利用を目指して、本年度は宮内庁三の丸尚蔵館との共同

調査研究として春日権現験記絵、奈良国立博物館との共同調査研究として国宝當麻根本曼荼羅（當麻寺所蔵）他の調査・

撮影を実施した。この他、経年変化で判読不能となったジアゾ式湿式青焼コピーの撮影による復元研究を行った。 

 

【年度実績概要】 

本年度実施した他機関との共同調査研究 

・宮内庁三の丸尚蔵館（「春日権現験記絵」第 4・15巻の調査） 

可視光線マルチショット撮影、赤外線撮影（上下両方向）、蛍光撮影、蛍光 X線撮影 

・奈良国立博物館（国宝「當麻根本曼荼羅」の調査） 

可視光線 6ショット分割撮影・部分拡大撮影、赤外線分割撮影、蛍光写真分割撮影 
 

各種文化財の光学調査 

・靉光作「馬」（東京国立近代美術館所蔵） 

  近赤外線撮影（表面）、透過近赤外線撮影、カラー撮影 

・鳳凰堂扉絵「日想観」（平等院所蔵） 

  近赤外線撮影、蛍光撮影、カラー撮影 

  ・この他、所内外からの依頼を受け、以下 10件の文化財光学調査を実施した。 

    霊照女図（修復後）、横山大観作「山路」、絵師金蔵作芝居絵屏風（修復前）、 

人物埴輪頭部、源氏物語図屏風、二十五菩薩来迎図、臼杵磨崖仏、絹本著色 

    阿弥陀聖衆来迎図、ミャンマー国内文化遺産、中国陝西省内壁画墓 
 

成果の公表 

  ・兵庫県立歴史博物館で開催された特別展及び図録中、また公刊論文中や発表でこれまでの調査研究成果の一部を

公表することができた。 
 

退色劣化したジアゾ式湿式青焼コピーの復元研究 

・戦前から昭和 40年代頃まで事務文書複製などに盛んに使用されたいわゆる青焼コピーは時間の経過と共に退色 

し、その記載内容の判読が不能となる。こうした文書類に対し撮影による簡便な復元手法の開発を行い、良好な 

復元結果を得た。 
 

【実績値】 

学会等での発表件数  2件（①・②） 

調査成果の公表    2件（③・④） 

光学調査撮影件数  14件 

 

【備考】 

学会等での発表：  

①太田彩・小林達朗・城野誠治「宮内庁三の丸尚蔵館所蔵春日権現験記絵共同調査の中間報告」2012年度第 6回企画

情報部研究会 2012年 9月 25日 

②大谷省吾「靉光《眼のある風景》をめぐって」2012年度第 10回企画情報部研究会 2013 年 2月 26日 

調査成果の公表： 

③兵庫県立歴史博物館『鶴林寺太子堂 聖徳太子と御法の花のみほとけ』2012年 4月 

④津田 徹英「佛光寺本『善信聖人親鸞伝絵』の製作時期をめぐって」『美術研究』第 408 号 2013年 1月 

 

當麻根本曼荼羅の調査風景 
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【書式Ｂ】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 4211 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

研№24 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

他館との共同研究により、これまで調査ならびに研究が困難である極めて重要な作品（「春日権現験

記絵」及び国宝「當麻根本曼荼羅」）の調査・撮影を実施することができた。また撮影成果については

特別展図録及び論文や発表を通じて公表することができた。加え、これまでどこも開発していなかっ

た劣化青焼コピー復元の見通しが立ったことは特筆される。今後は、こうした成果の公開について検

討の上、実現の方向性を探りたい。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

中期計画に沿って貴重な文化財に対する調査・研究を実施することできた。また成果の公開につい

ても特別展図録などに掲載されることで広く公表することができた。次年度においても様々な手法に

よる光学調査の研究を進めると共に、恒常的な成果公開の方向性を検討したい。 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 継続性 正確性  

判定 Ａ Ｓ Ａ Ａ Ａ  

判定理由  

適時性：共同調査で実施した両作品はこれまでその高精細画像記録や調査が切望されていたものであるため。 

独創性：従来、ほとんど調査されてこなかった佛光寺本「善信聖人親鸞伝絵」の調査成果を綿密な考察と高精細画像 

を伴って発表することができた。また青焼きコピーの文書類に対し撮影による簡便な復元手法の開発を 

行い、良好な復元結果を得た。以上の２件の成果を上げることができたのでＳとした。 

発展性：これらの調査データは将来にわたって作品の調査研究などに活用される基礎資料となるものであるため。 

継続性：宮内庁三の丸尚蔵館および奈良国立博物館とは継続して優品を対象として様々な共同調査を実施しているた 

め。 

正確性：得られたデータは作品に対して網羅的なものであるため。 

観点 
調査成果の 

公表数 

学会等での 

発表件数 

光学調査 

撮影件数 
   

判定 Ａ Ａ Ａ    

判定理由 

 調査成果の公表数・学会等での発表件数・光学調査撮影件数： 

これまで調査を実施してきたものについて機会を捉えて適宜成果を公表してきたこと及び、様々な文化財に対する

調査を実施できたため。 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 4221 

（様式 1） 

業務実績書 

研№25 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 文化財の測量･探査等に関する研究((2)－②) 

【事業概要】 

文化財保護行政に資する研究を主眼として、発掘調査の際の測量・計測による記録方法の高度化、非破壊的手段であ

る探査による地下遺構の把握、その他遺跡を対象とした各種の研究法の開発と試験、活用方法の検討をおこなう。 

【担当部課】 埋蔵文化財センター 【プロジェクト責任者】 遺跡・調査技術研究室長 小澤毅 

【スタッフ】 

金田明大（主任研究員）、西村康、西口和彦（以上、客員研究員） 

【主な成果】 

(１)三次元レーザースキャナー及び写真計測による遺構・遺物計測の精緻化と迅速化を検討し、実用化を進めた。 

(２)地中レーダー探査の作業方法を改良し、探査試験を実施した。 

(３)磁気探査機器の多プローブによる同時測定の試験を行い、必要な機器の開発を進めた。 

(４)各地の依頼により、計測及び探査を実施した。 

 

【年度実績概要】 

（１） 三次元計測機器（レーザースキャナー、写真計測）を利用して遺構・遺物の計測を行い、従来の記録との互換

性を図りつつ、精緻かつ迅速に記録する方法を実践した。作業に際しては本研究所の所蔵資料をはじめとする資

料を活用し、良好な計測が可能な条件を検討した。 

（２） 地中レーダー探査機器のノイズ低減及び位置情報の精緻化の試験を実施した。また、アレイ型地中レーダーの

試験を行い、地中の礎石の形状まで把握することができた。 

（３） 多プローブによる同時計測が可能な磁気探査機を導入し、遺跡の作業に適した補助器具の試験機を開発して、

初歩的な実験を行った。 

（４） 崎山貝塚（岩手県）、金沢城（石川県）、平城宮、東大

寺法華堂・東塔院（以上、奈良県）、牟田洞窯（岐阜県）

において探査試験を実施した。また、砂原陣屋（北海

道）、天良七堂遺跡、三軒屋遺跡（以上、群馬県）、周

防国府（山口県）、備前国分寺（岡山県）では受託研究

として探査を行った。ボラルダイ古墓群（カザフスタ

ン）では、東文研と共同で探査と中央アジア諸国の研

究者への技術移転を目的とする UNESCO国際ワークショ

ップを行った。赤前遺跡（岩手県）、平城宮、東大寺、

薬師寺（以上、奈良県）では三次元計測の試験をレー

サースキャナー、写真測量、角度計付き LRF を用いて

実施し、比較検討を実施した。この他、東日本大震災

における復興調査に関する会議に技術的な観点から検

討を加え、文化庁・岩手県と連携して三陸沿岸地域で

の計測技術に関するワークショップを開催した。     被災地の遺跡発掘現場における計測試験 

 

【実績値】 

探査件数：14件 

計測件数： 6件 

発表件数： 9件（①～②） 

論文等数： 8件（③～④） 

 

【備考】 

発表 

①金田明大「現場ですべきこと、整理室でできること」日本文化財科学会、2012.6.23 

②金田明大「掘らずに土の中を見る」奈良文化財研究所創立 60周年記念特別講演会 2012.10.6 他 7件 

論文等 

③金田明大「総論 遺跡探査の方法と利用」2012.6.30 

④金田明大・西村康「神郡の役所を探る」2012.6.23 他 6件 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 4221 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

研№25 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

 

計画を上回って達成しているため、Ａと判定する。計測・探査という従来から需要が高い分野の研

究を重点的に進め、各地からの共同研究・受託研究の依頼・照会については継続性と有効性の観点か

ら選択せざるを得ないが、極めて件数が多い。探査では、地域ごとの環境条件に応じてそれぞれの有

効性や方法の吟味が必要なこともあり、積極的に推進してきたが、反面、技術の検討や開発に充てる

人的・予算的な余裕が失われている。次年度以降、成果を蓄積できた地域や対象については整理する

ことを考えている。 

 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

 

計画を上回って達成しているものが多く、順調と判定する。現地での成果は蓄積されているが、一

方で、改善すべき個所や基礎的な技術に関する検討と試験を行う時間の確保が難しくなりつつある。

また、東日本大震災にともなう復興関係の調査など喫緊の課題に、本研究で培ってきた技術を早期投

入することが要請されており、研究資源をこれらに振り分ける必要がある。本年度半ばには追加配分

による科学研究費補助金も獲得でき、機器の充実が望めるため、次年度以降はこうした基礎研究に逐

次重点を移していくことを計画している。 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性  

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ  

判定理由  

適時性：計測は発掘調査に不可欠の技術であり、また探査も遺跡の把握に有効なため、依頼件数が増加している。 

独創性：機器の改良やワークフローの改善を進めているが、いっそうの実践と検討が必要である。 

発展性：両技術ともに今後の遺跡調査に不可欠のものであり、さらなる発展が期待されている。 

効率性：探査機器の多チャンネル化による効率化やレーザースキャナーの高速化など、従来に比べると飛躍的に向上

している。 

継続性：従来からの研究の蓄積をふまえて、現在の課題に合わせるかたちで研究を進めている。 

 

観点 探査件数 計測件数 発表件数 論文等数   

判定 Ｓ Ａ Ａ Ａ   

判定理由 

探査件数：目標値である 5件を大きく上回った。 

計測件数：ほぼ計画どおりであるが、依頼件数が多い。 

発表件数：目標を上回った。 

論文等数：依頼に関連したものが多いが、当初の計画を十分に達成している。 

 

－ 245 －

Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



【書式Ｂ】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 4231 

（様式 1） 

業務実績書 

研№26 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 年輪年代学研究((2)－③) 

【事業概要】 

出土遺物、建造物、美術工芸品などの木造文化財に対して年輪年代法による年代測定を中心とする調査・研究を実施し、

考古学、建築史学、美術史、歴史学研究に資する。とりわけ、当研究所で開発したマイクロフォーカスＸ線ＣＴやデジ

タル画像による非破壊年輪年代測定法は、非破壊を原則とする文化財調査に有効であるため、調査対象の拡充と活用を

図り、これらの研究成果を公表する。また、基礎研究として、現生木の年輪年代学的調査・研究の他、木造文化財の樹

種同定調査を行う。 

【担当部課】 埋蔵文化財センター 【プロジェクト責任者】 年代学研究室長 大河内隆之 

【スタッフ】   

芝康次郎（都城発掘調査部研究員、年代学研究室兼務）、星野安治（研究員）、児島大輔（特別研究員）、光谷拓実、伊東

隆夫、藤井裕之（以上、客員研究員） 

【主な成果】 

 4 府県下 5 遺跡の出土木製遺物、3 県下 5 棟の木造建造物、5 都県下 8 件の木造美術工芸品、4 県下 5 件の現生木につ

いて年輪年代測定調査を実施した。このうち、2件の美術工芸品に対して、プロジェクト研究者らが開発したマイクロフ

ォーカスＸ線ＣＴ装置による年輪年代測定調査を実施した他、3件の出土遺物の内部構造把握のため、同装置による非破

壊検査を行った。また、これらの調査・研究成果の一部を論文等 13件、学会発表等 27件として公表した。 

【年度実績概要】 

・ 上記のように、考古学・建築史・美術史といった多分野にわたる

18件の木造文化財を対象とした年輪年代測定調査を行った。 

 

・ 新規樹種の暦年標準パターンの作成を目指し、ツガ・カヤなどの         

現生木を対象とする基礎的研究を継続した。 

 

・ 3県下 8遺跡出土遺物を対象に樹種同定調査を実施した。とくに出

土木簡に対する樹種同定調査は、切片の採取が最小限にとどめら

れるため、高い技術を必要とするが、継続的に行った。 

 

・ マイクロフォーカスＸ線ＣＴ装置を活用することにより、木彫仏 

  像等の非破壊年輪年代測定調査を行った。 

 

・ デバイスの交換によって高解像度・高出力化が図られたマイクロフォーカスＸ線ＣＴ装置の運用が軌道に乗り始めた

ため、既存の装置では不得手であった出土遺物等の非破壊検査を行い、内部構造の把握などに一定の成果を得た。 

 

・ 以上の調査・研究の成果を、学会等における口頭発表やポスター発表、あるいは学会誌等の論文、調査報告書として  

公表した。 

 

【実績値】 

 発表件数 ：23件（①） 

論文等数 ： 7件（②） 

公刊図書数： 1件（③） 

 

【備考】 

発表 

①鈴木伸哉、大山幹成、星野安治、能城修一「新宿区崇源寺跡から出土した木棺材の樹種と年輪幅からみた江戸の木  

材利用の変遷」日本文化財科学会第 29回大会（京都大学）、2012.6.23～24 他 22件 

論文等 

②大河内隆之、児島大輔「奈良文化財研究所保管木造男神・女神像の非破壊年輪年代調査」 

『奈良文化財研究所紀要 2012』、2012.6 他 6件 

公刊図書 

③伊東隆夫、山田昌久編『木の考古学―出土木製品用材データベース―(CD-ROM付き)』海青社、2012.9 

 

 

 
藤原地区庁舎下出土部材の調査風景 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 4231 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

研№26 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

定性的、定量的に目標を上回る業績を残すことができた。全国の文化財担当者にも年輪年代法によ

る調査の重要性が認識されるようになっており、今後は調査・研究のいっそうの効率化を図ることで、

各地の要望に適時的に応えられる体制を整えたい。また、能力の向上したマイクロフォーカスＸ線Ｃ

Ｔ装置のさらなる活用を図り、より充実した成果を上げられるよう努力したい。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

調査・研究事業を順調に遂行でき、目標値を上回る成果を挙げることができた。次年度は、年輪デ

ータの蓄積、適応樹種の拡大、さらにはマイクロフォーカスＸ線ＣＴ装置の活用といった継続的かつ

発展性のある調査・研究事業をこれまで以上に推進し、発掘調査や建造物、美術工芸品の修理事業等

にも即応できる体制を整えることで、研究の適時性と正確性を高め、質的・量的にいっそう豊かな成

果を上げられるよう努めたい。また、そうした成果をつうじて、年輪年代法による文化財の調査の必

要性と重要性を訴えていきたい。 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

判定理由  

適時性：建造物や木彫像の解体修理あるいは木製遺物の出土に際して迅速に対応することができた他、全国各地の

様々な分野からの要望に応え、年輪年代情報を提供することができた。 

独創性：年輪年代法は、条件がそろえば調査対象木材の伐採年代を 1年単位で特定することのできる自然科学的年代

測定法であり、実用化されている測定法の中でも卓越した方法と言える。 

発展性：マイクロフォーカスＸ線ＣＴ装置の高解像度・高出力化により、その利用価値を多角的に高め、これまで不

得手であった出土資料等の非破壊検査に活用できた。 

効率性：時間的・人的・設備的に見ても十分効率的な調査・研究を行っているが、今後さらに効率化を図りたい。 

継続性：暦年標準パターンの拡充のためにも全国各地の様々な時代の年輪データを継続的に収集している他、新規の

樹種への応用を目指し、ツガ・カヤなどの年輪データの蓄積にも努めている。 

正確性：照合が成立し公表している年代は、統計学的にきわめて正確性の高い数値であり、信頼に足るものである。 

 

観点 発表件数 論文等数 公刊図書数    

判定 Ａ Ａ Ａ    

判定理由  

発表件数 ：目標を上回っており、十分な成果が認められる。 

論文等数 ：目標を上回っており、十分な成果が認められる。 

公刊図書数：当初目標としては掲げていなかったが、刊行することができた。 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 4241 

（様式 1） 

業務実績書 

研№27 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 動植物遺存体による環境考古学的研究((2)－④) 

【事業概要】 

全国の遺跡から出土した動植物遺存体による環境考古学的研究を実施する。また、各種計測機器やマイクロスコープ

を活用して出土骨に残る加工痕の観察方法を確立し、骨角器製作技術や動物解体技術の研究を推進する。さらに、これ

まで国内の遺跡で開発してきた微細遺物選別法の実践を行い、東アジア、環太平洋世界の中での農耕・牧畜の起源や動

植物利用に関する比較研究を行う。 

【担当部課】 埋蔵文化財センター 【プロジェクト責任者】 埋蔵文化財センター長 松井章 

【スタッフ】 

山崎健（研究員）、丸山真史、菊地大樹（以上、客員研究員）   

【主な成果】 

 幅広い時代の動植物遺存体の分析を進め、その研究成果を国内外の学会や研究会において発表した。また、学会、大

学、博物館等で発表・講演を行い、環境考古学に関わる展示にも協力するなどの社会貢献を行った。研究の基礎となる

標本を継続的に収集・作製した。 

 

【年度実績概要】 

・町上遺跡（新潟県）、山崎津跡（京都府）、難波宮（大阪府）、カラ 

カミ遺跡（長崎県）、中世大友府内跡（大分県）などから出土した 

動物遺存体の分析を実施した。 

 

・藤原宮朝堂院朝庭や藤原京右京六条二・三坊（以上、奈良県）に 

おける古環境復元を行った。 

 

・東京大学と連携研究を進めて、藤原宮跡から出土したウマの同位 

体化学分析を実施した。 

 

・継続的に実施している現生動物骨格標本の収集と公開では、シュ 

モクザメ、セキショクヤケイ、ウマ、水牛などの動物骨格標本を 

作製・収集した。 

 

・研究成果の発信として、日本考古学協会総会、日本文化財科学会、日本人類学会などの学会で発表を行った。 

 

・社会還元や普及事業として、長野県立歴史館、愛知大学、奈良文化財研究所などで一般向けの講演を行った。 

 

【実績値】 

論文等数：9件（①～②） 

発表件数：17件（③～⑦） 

 

 

【備考】 

論文等 

①Takeshi Yamazaki et al.‘Estimation of age at death of sika deer (Cervus nippon) from an archaeological  

site based on radiographs of mandibular molariform tooth development’International Journal of  

Osteoarchaeology，22-2，2012.4 

②山崎健「町上遺跡から出土した動物遺存体」『町上遺跡』2013.3 他 7件 

発表 

③松井章「海と山の考古学」長野県立歴史館、2012.4.22 

④山崎健「保美貝塚の動物遺存体」日本考古学協会、2012.5.27 

⑤松井章「考古学からみた食文化研究の現状と課題」愛知大学総合郷土研究所シンポジウム、2012.6.17 

⑥山崎健「藤原宮造営期の馬に認められた骨病変」日本文化財科学会、2012.6.23～24 

⑦松井章「先史時代琉球列島へのイノシシ・家畜」日本人類学会、2012.11.3 他 12件 

 

 

町上遺跡から出土した多量のサケ科魚骨 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 4241 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

研№27 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

 定性的評価に関しては、幅広い時代の動物遺存体の分析を進めるとともに、研究の基礎となる標本

の公開を積極的に進めている。定量的評価に関しては、動物考古学や環境考古学について、国内外で

数多く論文等や学会発表を行った。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

本年度も多くの学会や研究会などで講演や研究発表を行い、これまでに上げた成果を紹介してきた。

また、連携研究を継続的に実施して良好な結果を得ることができた。以上の点から、順調と判定する 

 

観点 適時性 独創性 発展性 継続性   

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ   

判定理由  

適時性：国や地方公共団体からの要請を受け、発掘調査や整理作業、報告書作成において環境考古学に関する協力や

助言を行い、動物遺存体の分析も数多く担当した。 

独創性：幅広い時代の動植物遺存体の研究を進めて、動物や植物の利用史を考古学から明らかにした。 

発展性：東京大学との連携研究として、藤原宮における動物遺存体の同位体科学分析を実施した。 

継続性：研究の基礎となる動物骨格標本を、継続的に収集・作製・管理している。 

 

 

観点 論文等数 発表件数     

判定 Ａ Ａ     

判定理由 

論文等数：当初の計画通りに、査読誌を含む論文等を刊行した。 

発表件数：当初の計画通りに、学会や研究会において研究発表を行った。 
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【書式Ｂ】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 4311 

（様式 1） 

業務実績書 

研№28 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 文化財のカビ被害予防と対策のシステム化についての研究((3)－①) 

【事業概要】 

高温多湿な我が国において、文化財のカビの問題は非常に深刻である。2011 年の大震災によって津波などで被災した

文化財をはじめ、年々大規模燻蒸が難しくなってきている博物館などの施設、さらに歴史的建造物等の環境制御が難し

い場所において大規模被害を起こさないような予防法、系統的な対応について具体的な流れを示し、普及を目指す。 

【担当部課】 保存修復科学センター 【プロジェクト責任者】 生物科学研究室長  木川りか 

【スタッフ】   

佐藤嘉則（保存修復科学センター研究員）、佐野千絵（保存科学研究室長）、犬塚将英（主任研究員）、吉田直人（主任研

究員）、早川典子（主任研究員）、森井順之（主任研究員）、小野寺裕子（研究補佐員）、岡田健（保存修復科学センター

長）、藤井義久（客員研究員）、小峰幸夫（客員研究員）、間渕創（客員研究員）、和田朋子（日本学術振興会特別研究員）、

トム・ストラング（カナダ保存研究所） 

【主な成果】 

（１）被災文化財に発生した微生物被害の状況をとりまとめ、発生しやすかった主な微生物の種類や性質などについて

調査研究を実施した。津波の海水に含まれる塩分によって、初期においてはカビなどの微生物被害は淡水の被害の

場合よりも起きにくい傾向が明らかにみられたが、長期間湿っていたものでは、黒色、赤色の特徴的な被害がみら

れ、それに関与する微生物を調査した。 

（２）被災文化財のクリーニングの作業現場や古墳環境などにおいて浮遊微生物の調査を行い、対策との関連を調査し

た。  

【年度実績概要】 

（１）釜石市、陸前高田市、奈良文化財研究所などにおいて、被災紙資料に発生した微生物被害を調査した。その結果、

早期に救出されたものにはカビの被害が少なかったが、長期間濡れていたものでは、特徴的な黒色・赤色の被害がみ

られ、健康被害をおこすといわれるスタキボトリス属のカビなど広くみられることがわかった。 

（２）被災文化財のクリーニングの作業現場において、浮遊微生物・付着微生物の調査を実施し、環境改善につなげた。 

・ （１）を受け、早期にカビが発生した資料を取り扱う場合の注意点の広報にも努めた。 

・ 津波で被災した文書や、被災掛け軸に発生している微生物種を同定し、記録を集積した。 

・ 被災文書などのレスキュー法のひとつであるスクウェルチ法によって、海水に含まれていた塩分がどの程度資料から

抜けるのかについて、調査・分析を行った。 

・ 古墳環境などにおいて、パーティクルカウンターによる粉塵数調査及び浮遊微生物の相関の調査を続行している。 

・ 歴史的木造建造物の虫害の駆除方法を検討するために、薬剤の穿孔注入による薬剤の浸透度の試験を行い、またガス

燻蒸の具体的方法を検討した。 

・ 歴史的木造建造物の劣化の特徴と、維持管理上の問題点について所見をとりまとめた。 

・ 社寺などの収蔵庫・展示室におけるカビの防止対策について検討した。 

・ 生物被害をテーマとした国際研究集会において、成果を公開するとともに、イタリア、カナダ、ドイツ、フランス 、 

韓国、中国など、海外の研究者と積極的な研究交流を行った。  

【実績値】 

論文数 2件 （①、②） 

学会研究会等での発表件数 2件 （③、④） 

研究会等 （国際研究集会）1件  

【備考】 

論文 

①高鳥浩介・久米田裕子・佐藤嘉則・木川りか・高妻洋成：奈良文化財研究所における被災文書の保管・クリーニン 

グ作業場所の微生物環境調査、保存科学 52、2013.03 

②小峰幸夫・木川りか・川越和四・原田正彦・三浦定俊：日光山輪王寺の虫損部材を用いて行った木材保存剤の浸透 

試験、保存科学 52、2013.03 

発表 

③木川りか：津波で被災した文化財の微生物被害と殺菌燻蒸処理上の問題点、第 36回文化財の保存及び修復に関する

国際研究集会、2012.12.5 

④佐藤嘉則：津波で被災した紙質文化財の生物劣化に関わる微生物群の調査、第 36回文化財の保存及び修復に関する 

国際研究集会、2012.12.5 
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【書式Ｂ】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 4311 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

研№28 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｓ 

実施内容及び、数値目標の点についても、極めて顕著な成果が認められた。効率性については、新

規に始めた調査の場合に、その方法を見極める必要があり、時間や手間を要することが多かったが、

概ね成果が認められた。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 
計画していたテーマについて、十分な成果が認められた。次年度以降、本年度の成果をもとに次の

段階のテーマ設定をして、取り組んでいく予定である。 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ｓ Ａ Ｓ Ａ Ｓ Ｓ 

判定理由  

適時性：被災文化財の微生物劣化の現象の調査・対策の策定については、極めて緊急かつ必要なテーマであり、結果

をすみやかに国内や国際会議などで公開してきたため、極めて顕著な成果が認められる。 

独創性：発想のオリジナリティという点では、現在もっとも必要と考えられることを優先的に行ってきた結果として、

新規性の高いデータが得られてきているので、概ね成果が認められる。 

発展性：今回得られたデータについては、今後現場でどのように被災文化財に対応するかを考えるうえで、きわめて

応用性が高いと考えられるので、極めて顕著な成果が認められる。 

効率性：微生物の調査や試験には、相当な時間と労力を要するため、効率性という面では課題は残る。しかし、現在

のスタッフで最大限の成果を達成したと考えているので、概ね成果が認められる。 

継続性：実施しなければならない生物劣化関係の調査、検体数は膨大であり、ひとつひとつの解析に長い時間をかけ

ることは難しいが、できうる限りの質を保ちながらデータを出してきているので、極めて顕著な成果が認め

られる。 

正確性：データについては、適正な方法で得られるべきデータが得られているか等について厳しく評価を行っている

ので、極めて顕著な成果が認められる。 

 

観点 論文数 研究発表件数 
研究会等 

開催数 
   

判定 Ａ Ａ Ｓ    

判定理由 

論文数：検討結果について目標の論文をすみやかに出すことができた。 

研究発表件数：主要なテーマについて検討結果をすぐに公表することができた。 

研究会等開催数：本プロジェクトの検討結果とも密接にかかわる国際研究集会を 24年 12月に開催したことは極めて

顕著な成果である。 
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【書式Ｂ】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 4321 

（様式 1） 

業務実績書 

研№29 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 文化財の保存環境の研究((3)－②) 

【事業概要】 

異常な高温・低温など最近の気象変動は文化財を展示収蔵する施設内の環境にも影響を与え、さまざまな問題を発生

させている。環境データや材料の水分特性など基本的なデータを用いた環境シミュレーションを行い、文化財の保管環

境を考慮した博物館の省エネ化に関する研究を行う。また、展示ケース等から放散する汚染ガス対策の研究を行い、文

化財収蔵空間で使用可能な材料を選択する試験法の試案をまとめる。総合的に文化財の保存環境の向上に資する。 

【担当部課】 保存修復科学センター 【プロジェクト責任者】 保存科学研究室長 佐野千絵 

【スタッフ】   

犬塚将英（保存修復科学センター主任研究員）、吉田直人（主任研究員）、木川りか（生物科学研究室長）、佐藤嘉則（研

究員）、呂俊民（客員研究員）、北原博幸（客員研究員）、古田島智子（研究補佐員）、林美木子（研究補佐員） 

【主な成果】 

 平成 26年開館予定三重県立博物館の壁付展示ケースをモデルに、調湿した空気を循環させる新方式で、温湿度分布が

一様になる条件を予測するため、調湿剤による調湿効果も考慮した気流解析を行った。また、展示ケース内装材料のう

ち、仕上げクロス・合板について、材料の入手経路や時期、保管状況などの詳細情報がわかる試料について、昨年度提

唱した内装材料実測法試案に則り、有機酸及びアンモニア放散速度を実測し、各試料間を比較できるデータを得た。 

 

【年度実績概要】 

・コンピュータシミュレーションによる展示ケース内の温湿度分布と気流の解析 

   平成 26年に開館を予定している新しい三重県立博物館では、壁付展示ケース内の温湿度の分布を一様にすること

を目的として、調湿した空気を循環させる方式を採用する。このような新しい方式により、展示ケース内における

温湿度分布がどのようになるのか、そして一様にするためにはどのような条件にすれば良いのかを予測するために、

調湿剤による調湿効果も考慮した気流解析を行った。 

・展示ケース内装材料からの放散ガスの実測 

   展示ケース内装材料のうち、仕上げクロス、合板、ガラスコーキング材料について、展

示ケース制作会社の協力を得て、材料の由来のわかる状態（入手時期、保管状況などの詳

細情報）で取得し、昨年度提唱した内装材料実測法試案に則り、統一的に有機酸及びアン

モニア放散速度を実測し、各試料間を比較できるデータを得た。この試験法を応用し、既

存美術館の有機酸放散源を明らかにし、ガス対策を実施し、一定の効果を得た。 

・美術館、博物館の環境調査の実施 

国指定文化財の公開のための館内環境調査を中心に、館内環境改善に関する相談を受

け、改善のための助言を行った。 

・研究成果のすみやかな公開 

   文化財保存修復学会、文化財科学会、室内環境学会、建築学会等、関連学会の年次大会

において研究成果を発表した。また得られた成果を、当研究所紀要『保存科学』を中心に

すみやかに公開した。 

   LED の美術館博物館への導入状況をアンケート調査し、その結果を受けて、「省エネに関する研究会－LED 照明と

省エネ」を開催し、学芸員を対象に、LED 照明の開発状況と省エネへの取り組みを紹介し、最新情報を提供した(25

年 2月 18日、発表者：6名、参加者数：130名）。 

【実績値】 

論文     2件（①、②） 

研究発表   3件（③～⑤）    

研 究 会   1回     

【備考】 

論文 

①古田嶋智子・呂俊民・林良典・佐野千絵: 展示収蔵施設に用いられる木質材料の放散ガス試験、保存科学 52、2013.03 

②呂俊民・古田嶋智子・林良典・佐野千絵：展示空間に用いるクロス材の放散ガスの測定と評価、保存科学 52、2013.03 

研究発表 

③佐野千絵・古田嶋智子・呂俊民：文化財展示収蔵施設に用いられる内装材量の空気質への影響―展示ケース内装材

料の選定―、文化財保存修復学会第34回大会、2012.6.30-7.1 

④古田嶋智子・呂俊民・佐野千絵：文化財展示収蔵施設に用いられる内装材料の空気質への影響その 1 ―内装材料の 

放散ガス試験法―、文化財保存修復学会第34回大会、2012.6.30-7.1 

⑤呂俊民・古田嶋智子・林 良典・佐野千絵：文化財展示収蔵施設に用いられる内装材料の空気質への影響その 2 ―

放散ガスのデータベース構築―、文化財保存修復学会第34回大会、2012.6.30-7.1 

 

 

美術館でのガス対策

の様子 

－ 252 －



【書式Ｂ】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 4321 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

研№29 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 定性的評価、定量的評価ともに、十分な成果を得た。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 計画通り実施されており、当該年度計画を 100％達成した。 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

判定理由  

適時性：博物館等の新築・改修、環境制御に必要な基礎データであり、公共性、緊急性が高く、十分に成果が認めら

れた。 

独創性：使用材料からの汚染ガス放散速度と空気清浄化期間をシミュレーション予測できることを利用し、使用材料

をレベル分けして、期待する清浄度に合わせて発注者が使用材料を選択できるようにするテーマで、独創性

が高く、十分に成果が認められた。 

発展性：得られた成果の応用性・汎用性が高く、博物館環境の温度湿度制御や清浄化に多大な影響を及ぼしたため、

十分に成果が認められた。 

効率性：一定の規格での試験法を採用しており、効率的に試験を順調に進めたため、十分に成果が認められた。 

継続性：展示ケース内装材料を網羅し、質・量ともに申し分のない成果を得ることができ、十分に成果が認められた。 

正確性：由来の明確な試料に対して、正しい測定法を適用し、正確にデータを得ることができ、十分に成果が認めら

れた。 

観点 論文 研究発表 研究会    

判定 Ａ Ａ Ａ    

判定理由 

論文  ：文化財への影響が大きく、清浄化の緊急度が高い展示ケース材料の合板、クロスについて、論文発表をま 

とめ、目標を 100％達成した。 

研究発表：汚染ガスの放散速度と空気清浄にかかる時間との関係についてシミュレーション予測できることを利用 

し、使用材料をレベルづけする方向性を発表するなど、重要な発表を行い、目標を 100％達成した。 

研究会 ：学芸員等から期待されていた LED照明について、普及度に関するアンケートを実施し、それを受けて、博 

物館等への導入時期を判断する技術の進捗状況や省エネへの寄与に関する研究会を開催し、高い評価を得 

、目標を 100％達成した。 
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【書式Ｂ】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 4331 

（様式 1） 

業務実績書 

研№30 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 文化財の材質及び劣化調査法に関する研究((3)－③-ア) 

【事業概要】 

小型可搬型機器によるその場分析、及び非破壊非接触技術による診断・解析手法の確立と実資料への応用を行う。絵

画や彩色文化財に使われている顔料・染料の同定や褪色の評価、あるいは金属製文化財の材質調査や腐食生成物の分析

などに関する調査手法の確立を行い、調査結果の蓄積と成果公開を行う。 

【担当部課】 保存修復科学センター 【プロジェクト責任者】 分析科学研究室長 早川泰弘 

【スタッフ】   

岡田健（保存修復科学センター長）、佐野千絵（保存科学研究室長）、木川りか（生物科学研究室長）、吉田直人（主任研

究員）、犬塚将英（主任研究員）、佐藤嘉則（研究員）三浦定俊（客員研究員）、城野誠治（企画情報部専門職員）、鳥光

美佳子（企画情報部アソシエイトフェロー） 

【主な成果】 

小型可搬型機器の開発・改良に関する基礎的研究として、金属や無機化合物に対する分析感度向上、及び有機化合物

に対する分光学的手法の検討を行った。また、応用的研究として、平安～江戸期の日本絵画の彩色材料調査を中心に行

うとともに、漆工品・金属製品・木彫像などの材質・構造調査を実施した。蛍光Ｘ線分析に関するこれまでの調査結果

をまとめ、調査報告書を刊行した。 

【年度実績概要】 

 5年計画の第 2年度として、以下に示す成果を得た。また、これまでの調査研究成果に関する報告書を刊行した。 

(1)小型可搬型機器に関する基礎的研究 

・金属や無機化合物に対する分析感度の向上を目的に、高感度検出器搭載機器ハンディ型蛍

光Ｘ線分析装置の改良と分析条件の確立を行った。Ｘ線照射条件、データ取り込み条件を

改良して、特に軽元素分析に対する高感度化を検討するとともに、種々の標準試料データ

を取得して定量精度の向上を目指した。 

・有機化合物同定に関する分光学的手法の検討として、LED などを使った単波長可視及び近

赤外画像、また可視反射二次微分スペクトルを用いた染料同定を実施した。また蛍光寿命

測定による材料分析や劣化状態診断の可能性を検討するため、有機質文化財材料の発光特

性測定を行った。 

 

(2)応用的研究 

・平安～江戸期の日本絵画の彩色材料調査を中心に行い、特に白色顔料に着目して分析化学的検討を行った。国宝信 

貴山縁起絵巻（奈良国立博物館寄託品）、国宝平等院鳳凰堂西面扉絵（平等院）、春日権現験記絵巻（宮内庁三の丸 

尚蔵館）などを蛍光Ｘ線分析により調査し、そのデータ解析を行った。和漢奏楽図屏風（静嘉堂文庫美術館）、業平 

蒔絵硯箱（根津美術館）などの漆工品、さらには金銅仏、懸仏などの金属製品に関する材質調査も実施した。 

・ハンディ型蛍光Ｘ線分析装置をウズベキスタン国立歴史博物館に持ち込んで、所蔵作品の材質調査を実施した。 

・東日本大震災によって損傷した木造阿弥陀如来坐像（宮城県安国寺）に関する構造調査及び胎内納入品の確認を 

行う目的でＸ線透過撮影による構造調査を実施した。 

 

(3)調査研究成果に関する報告書 

・これまでに彩色材料調査を実施した伊藤若冲「動植綵絵」（宮内庁三の丸尚蔵館）の蛍光Ｘ線分析結果に関する報告

書を刊行した。 

 

【実績値】 

論文等数 2件（①、②）発表件数 2件（③、④）報告書  1件（⑤） 

【備考】 

論文等 

①早川泰弘：ハンドヘルド蛍光Ｘ線分析装置によるウズベキスタン国立歴史博物館所蔵資料の材料調査、保存科学 52、 

2013.03 

②吉田直人：モノクローム資料写真からの色材推定に関する基礎的検討、保存科学 52、2013.03 

発表 

③早川泰弘、城野誠治：泰西王侯騎馬図屏風の彩色材料調査、日本文化財科学会第 29回大会、2012.6.23-24 

④吉田直人、早川泰弘、村岡ゆかり、杉本史子：元禄及び天保国絵図の彩色材料と色表現について、日本文化財科学

会第 29回大会、2012.6.23-24 

報告書 

⑤「伊藤若冲『動植綵絵』蛍光Ｘ線分析結果」、2013.03 

 

ハンディ型蛍光Ｘ線分析装置による平

等院鳳凰堂西面扉絵の彩色材料調査 
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【書式Ｂ】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 4331 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

研№30 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

基礎的研究と応用的研究を上手く両立できている。作品を所蔵する博物館・美術館などとの共同調

査を積極的に実施し、データの蓄積も着実に行えた。より発展的な成果を目指すためには、さらなる

人的・予算的措置が必要である。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

研究計画の第２年度として、基礎的研究を一層押し進めるとともに、多くの実資料の調査を実現し、

データの蓄積を着実に行った。次年度以降は、これまでに基礎的検討課題として取り組んだ内容に関

して実資料への適用を図り、より高度な調査法の確立とデータ蓄積・公開を進める。 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

判定理由 

適時性：文化財資料の科学調査において、その場分析の必要性は非常に高くタイムリーな研究である。 

独創性：小型可搬型機器の開発・改良に関して基礎から応用までの研究を行える機関は他にはない。 

発展性：絵画材料の調査結果から美術史的・歴史的背景に関する考察が行えるなど発展性は大きい。 

効率性：運営費交付金以外に他機関からの調査派遣依頼などに基づき研究を推進している。 

継続性：集中的な基礎的研究と長期的な応用的研究の両者が必須であり、その両方をうまく並立できている。 

正確性：複数の調査手法を取り入れることで科学的客観性を担保している。 

 

観点 
学術雑誌等へ

の掲載論文数 

学会研究会等

での発表件数 
報告書の刊行    

判定 Ａ Ａ Ａ    

判定理由 

学術雑誌等への掲載論文数：保存科学誌に成果を発表し、目標を 100％達成した。 

学会研究会等での発表件数：日本文化財科学会で研究発表を行い、目標を 100％達成した。 

報告書の刊行：研究成果報告書（非売品）の刊行を行い、目標を 100％達成した。 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 4332 

（様式 1） 

業務実績書 

研№31 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 ミリ波イメージングにかかる基礎実験及び装置の改良等((3)－③－イ) 

【事業概要】 

文化財の材質分析及び劣化診断を目的とした計測手法に関する調査研究を進める。ミリ波イメージング装置の改良を

行う。また、ミリ波イメージング及びテラヘルツ分光イメージングにより文化財を対象とした測定に必要となるデータ

を収集するための基礎実験を行う。さらに、文化財に用いられている材料のテラヘルツ分光スペクトルを収集する。 

【担当部課】 埋蔵文化財センター 【プロジェクト責任者】 保存修復科学室長 高妻洋成 

【スタッフ】 

降幡順子（都城発掘調査部主任研究員）、脇谷草一郎、田村朋美（以上、研究員）、赤田昌倫（特別研究員） 

【主な成果】 

ミリ波イメージングにより、掛軸内部の構造に関する非破壊調査を行った。文化財に用いられている材料のテラヘル

ツ分光スペクトルの収集とサブミリ波イメージングによる調査を行った。 

 

【年度実績概要】 

・文化財に用いられている材料、または検出される無機物質のテラヘルツ分光スペクトルの収集を行った。試料は硫酸 

カルシウム、炭酸カルシウム、塩基性炭酸鉛、四酸化三鉛、一酸化鉛、辰砂、水酸化アルミニウムなどである。 

   

・分析装置の改良として、窓板を小型のものに交換し、微小量試料による分析を行えるようにした。 

 

・サブミリ波イメージングによる調査に関しては、Picometrix 社 

製 T-Ray4000を用いて、掛軸の調査を行った。発信周波数の領 

域は 0.2～1.4 THzの範囲で、レンズには焦点距離３inchのも 

のを用いた。分解能は 0.1ｍｍとした。 

 

・欠損部分に関して、可視光及び赤外線イメージングと併用 

した調査を行った。その結果、サブミリ波イメージング画像で 

は、上記の二つの手法よりも簡単に亀裂及び欠損場所を検出できることがわかった。 

 

 
 

 

サブミリ波イメージング断面画像 

【実績値】 

発表件数  2件（①～②） 

論文等数  2件（③～④） 

 

【備考】 

発表 

①高妻洋成、降幡順子、脇谷草一郎、田村朋美、赤田昌倫、辻本與志一、岡田健、佐野千絵、早川泰弘、朽津信明、

吉田直人、早川典子、建石徹、宇田川滋正、福永香、碇智文「キトラ古墳壁画の材料調査 1―白虎と青龍の調査―」

日本文化財科学会第 29回大会、2012.6.23 

②M.-J.Kim, Y.Kohdzuma, and K.Fukunaga‘Application of electromagnetic waves for the degradation mechanisms 

of painted wooden cultural properties’Proceedings of Advanced Electromagnetic Symposium 2012, 2012.4.19 

論文等 

③高妻洋成、降幡順子、脇谷草一郎、田村朋美、赤田昌倫、辻本與志一、岡田健、佐野千絵、早川泰弘、朽津信明、

吉田直人、早川典子、建石徹、宇田川滋正、福永香、碇智文「キトラ古墳壁画の材料調査 1―白虎と青龍の調査―」

『日本文化財科学会第 29回大会研究発表要旨集』日本文化財科学会、2012.6 

④M.-J.Kim, Y.Kohdzuma, and K.Fukunaga‘Application of electromagnetic waves for the degradation mechanisms 

of painted wooden cultural properties’Proceedings of Advanced Electromagnetic Symposium 2012, 2012.4 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 4332 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

研№31 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

分析機器の改良が進んだことで、文化財に用いられている材料、または検出される無機物質のテラ

ヘルツ分光スペクトルの収集を計画どおり実施することができた。 

 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

 

本年度の計画を当初の計画どおり実施できたことから、順調と判定した。分析作業は継続して行っ

ており、次年度以降は有機物質にも対象を広げ、応用範囲をさらに拡大する予定である。 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 正確性  

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ  

判定理由  

適時性：文化財の表層部分における非破壊構造調査法の開発が求められており、サブミリ波を用いたイメージング技

術の開発は世界的にも最先端の研究である。 

独創性：これまで、掛軸に対してサブミリ波を使用した研究及び調査例はない。 

発展性：サブミリ波は非破壊かつ非接触で調査を行うことができるため、文化財に対する汎用性が高い。 

効率性：機械が小型で専用のスペースを必要としない点を利用し、他の分析を行った直後に調査を行うことが可能で

あり、効率性が非常に高い。 

正確性：サブミリ波イメージングにより、掛軸などの薄層構造を明瞭にとらえることができた。 

 

 

観点 発表件数 論文等数     

判定 Ａ Ａ     

判定理由 

発表件数    ：目標値である 2件を達成した。 

論文等数    ：目標値である 2件を達成した。 
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【書式Ｂ】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 4341 

（様式 1） 

業務実績書 

研№32 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 周辺環境が文化財に及ぼす影響評価とその対策に関する研究((3)－④) 

【事業概要】 

 屋外に位置する木造建造物及び石造文化財を対象に、文化財劣化要因となる周辺環境の影響評価手法や劣化診断手法

を確立する。また、木造建造物の修復材料について実験室及び現地曝露試験による評価を行う。また、韓国・国立文化

財研究所（韓文研）と共同研究を行い、保存修復技術に関する情報共有を進める。 

【担当部課】 保存修復科学センター 【プロジェクト責任者】 修復材料研究室長 朽津信明 

【スタッフ】   

早川典子（保存修復科学センター主任研究員）、森井順之（主任研究員）、岡田健（保存修復科学センター長） 

【主な成果】 

 石造文化財や木造建造物など屋外にある文化財について周辺環境計測を行った。また、その結果に基づく劣化要因の

解明、周辺環境影響の軽減手法及び修復材料・技法の開発・評価を行った。詳細には、（１）臼杵磨崖仏の保存環境制御

に関する現地試験及び石造文化財劣化と周辺環境影響に関する調査、（２）積雪寒冷地における木造建造物の保存環境に

関する調査、（３）韓文研との共同調査・ワークショップ等を実施した。 

【年度実績概要】  

 (１）石造文化財： 

臼杵磨崖仏ホキ石仏第二群の表流水流入に対して、仮設遮水壁を設置しその後の状態変化を観察したところ、

岩体内の水分変化が安定し遮水壁の効果を確かめた。また、臼杵磨崖仏表面の剥落片に対してより長期間接着可

能な材料選定に向けて実験を開始した。さらに、石廟などの保存環境調査を行い、植生分布など周辺環境の変化

により、劣化の進行が著しく変化することを突き止めた。 

（２）木造建造物： 

積雪寒冷地における木造建造物の保護のために設置された覆屋について、木材やガラスなど覆屋材質の違いが

保存環境にどのように影響するのか、温湿度・照度・紫外線強度の現地連続観測を開始した。また、厳島神社な

ど海浜環境で使用される充填材料に関する現地試験、塗装に用いられる防黴剤の現地試験を行い、結果の整理を

行った。 

（３）韓文研との共同研究： 

広島県三原市の磨崖和霊石地蔵を対象に表面の劣化状態に関する共同調査を 5月に実施し、その成果について

は 24年 10月 25日、韓文研保存科学センター会議室にて開催された研究報告会にて報告を行った。 

 

【実績値】 

報告書：1件（①） 

論文等：4件（②～⑤） 

発表等：5件（⑥～⑩） 

【備考】 

報告書 

①文化財の保存環境と保存修復技術 日韓共同研究成果報告会報告書 2012 韓国・国立文化財研究所／東京文化財研

究所 12.10 

論文等 

②朽津信明、津村宏臣、森井順之：凝灰岩製石造文化財における劣化現象認識のための注意点―京都市個人所蔵石殿

の一事例を通して― 保存科学 52、2013.03 

③朽津信明：波打ち際にある花崗岩製磨崖仏とその保存 日韓共同研究成果報告会報告書 2012 pp.16-25 2012.10 

④森井順之：磨崖和霊石地蔵の修復 日韓共同研究成果報告会報告書 pp.8-15 2012.10 

⑤Masayuki MORII： Research of Anti-freezing for the Buddhist image carved on tuff cliff by closing shelter, 

Anti-Cultural Translations through the Silk Road 2nd Int’l Conference, Proceedings, pp.197-200 2012.09 

発表等 

⑥朽津信明：埋蔵環境と屋外環境での石造文化財の風化速度の違い 日本応用地質学会平成 24年度研究発表会 朱                                                                    

鷺メッセ 2012.11.1-2 

⑦朽津信明：石造文化財の着生生物による劣化と環境 第 36回文化財の保存及び修復に関する国際研究集会、

2012.12.6 

⑧早川典子、舘川修、渡辺慶乃、森井順之、岡田光治、原島誠：臨海環境における建造物修理材料の耐候性評価 日

本文化財科学会第 29回大会、2012.6.23-24 

⑨森井順之：臼杵磨崖仏における凍結破砕防止策の検討（４）－覆屋閉鎖時における隙間風対策 日本文化財科学会

第 29回大会、2012.6.23-24 

⑩森井順之：石造文化財着生生物のクリーニングについて 第 36回文化財の保存及び修復に関する国際研究集会、

2012.12.6 

 

－ 258 －



【書式Ｂ】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 4341 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

研№32 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

石造文化財の保存状態とその周辺環境の相関について様々な事例を確認でき、劣化防止策としての

環境制御の可能性について有益な情報を得た。また、木造建造物の覆屋の効果について保存科学的調

査が開始できた。さらに、日韓共同研究では我が国のサイトで共同研究をおこない、その結果を報告

することができた。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

中期計画通り順調に進めることができた。特に木造建造物の覆屋に関しては、石川県加賀市の協力

により数種類の神社覆屋にデータロガーを設置することができ、保存環境制御に関して今後より多く

の知見を得られることとなった。 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

判定理由  

適時性：臼杵磨崖仏など、現在まさに保存対策が検討されている現場に適切に対応できている。 

独創性：石造文化財の剥離片接着にて従来の不可逆な接着剤ではなく再接着可能な材料とした点が独創的である。 

発展性：磨崖仏の保存、修復手法について類似の磨崖仏にも適用可能な物が含まれる。 

効率性：韓文研との共同研究により、より効率的に色々な事を進める事ができる。 

継続性：臼杵磨崖仏や木造建造物の覆屋に関して研究する事で、他の案件にも適用可能な成果が得られている。 

正確性：石廟の烈寒原因調査を現地で行う等、現在の事象をきちんと捕らえた上での対策をとる事ができている。 

 

観点 論文数 発表件数 報告書    

判定 Ａ Ａ Ａ    

判定理由 

 

論文数 ：臼杵磨崖仏で長期間にわたり調査研究を進めた成果を報告するとともに、他の石造文化財についてもそ 

      の劣化要因と周辺環境の相関について調査した結果を論文にまとめた。 

発表件数：石造文化財の劣化と環境に関する報告の他、木造建造物の修復材料の評価についても発表を行った。 

報告書 ：日韓共同研究において、我が国の磨崖和霊石地蔵を対象に共同調査を実施した結果を報告書に掲載した。 
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Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



【書式Ｂ】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 4342 

（様式 1） 

業務実績書 

研№33 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 文化財の防災計画に関する研究((3)－④) 

【事業概要】 

自然災害による文化財被害は甚大であり、復旧には多大な労力と時間を要する。我が国では自然災害の発生予測が難

しいうえ、発生後すぐの救援はほぼ不可能である。そのため、「減災」の方向性を探ることが他分野よりも求められてい

る。本研究課題では「地震・津波」を対象に下記の調査研究を進め、文化財の減災に必要な研究成果を提供する。 

【担当部課】 保存修復科学センター 【プロジェクト責任者】 修復材料研究室長 朽津信明 

【スタッフ】   

早川典子（保存修復科学センター主任研究員）、森井順之（主任研究員）、北野信彦（伝統技術研究室長）、中山俊介（近

代文化遺産研究室長）、岡田健（保存修復科学センター長）、木川りか（生物科学研究室長）、佐藤嘉則（研究員）、犬塚

将英（主任研究員）、吉田直人（主任研究員）、佐野千絵（保存科学研究室長） 

【主な成果】 

 平成 24 年度は、（１）東日本大震災被災文化財に関する研究では、東北地方太平洋沖地震被災文化財等救援委員会と

して警戒区域内での文化財救援活動を実施するとともに、他県での救援文化財一時保管場所について温湿度・生物環境

に関する調査を実施した。また、津波水損文化財を対象に修復方法に関する実験を行った。（２）文化財の地震対策に関

する研究では、石造文化財について石造多層塔の現地調査や石灯篭の振動台実験を行った。 

【年度実績概要】  

（１）東日本大震災被災文化財に関する研究では、文化財レスキュー活動が緊急事態を脱したなか、被災文化財の安定 

収蔵に向けて調査研究を行った。  

・東京電力福島第一原子力発電所事故により設定された警戒区域内の文化財を救援するため、東京文化財研究所 

が中心となり救援活動を実施した。また、活動にあたり必要な情報提供を行った。 

・一時保管施設の保存環境調査：釜石市の中学校跡や陸前高田市立博物館（旧生出小学校）などでカビ発生状況 

の調査を行うとともに、石巻文化センターや旧東北歴史資料館浮島収蔵庫における温湿度調査を継続した。 

・気仙沼市で救援された具足（個人蔵）や鹿嶋市龍蔵院の仏画などの応急処置・修復に関する研究を進めた。 

 

（２）文化財の地震対策に関する研究では、東日本大震災にて多数の被害報告があった石灯篭を対象に、今まで実施さ 

れた地震対策について振動台実験による評価を行った。また、輪王寺慈眼堂廟塔附石造六天像、宝積寺九層石塔 

（大山崎町）など石造文化財の現地調査を実施し、地震対策の必要性について考察した。 

【実績値】 

論文等：1件（①） 

発表等：1件（②） 

【備考】 

論文等 

①森井順之：特集 東日本大震災から１年を経過して ●美術学芸課の取り組み、事例５ 東北地方太平洋沖地震被

災文化財等救援委員会による文化財レスキュー活動の取り組み、月刊文化財平成 24年 4月号（No.583） pp.30-31 

2012.04 

発表等 

②森井順之、運天弘樹、藤田悠貴、久世めぐみ、花里利一：彫刻作品の地震時転倒確率の簡易予測に関する研究、日

本文化財科学会第 29回大会、2012.6.23-24 
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【書式Ｂ】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 4342 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

研№33 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

 東日本大震災発生後設置された「東北地方太平洋沖地震被災文化財等救援委員会」では昨年度より

事務局を引き受け、平成 24年度末に解散するまで多くの成果を得ることができた。また、今後被災文

化財の所有者返還に向け、応急処置や一時保管施設の環境に関する多くの知見を提供できた。さらに、

石造文化財の地震対策では石灯篭の地震時挙動について明らかにした。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

本研究では、東日本大震災により被災した文化財の救援について、救援委員会事務局を引き受ける

など積極的な対応を行った。救援委員会事務局の役割は本年度末で終わるが、今後は所有者への返還

に向けて必要な技術等を提供していくことが求められる。また、いまだ有効な地震対策が講じられて

いない多くの石造文化財について、地震時挙動を明らかにするとともに有効な対策が求められる。 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

判定理由  

適時性：東日本大震災による被災文化財の救援事業を実施した。 

独創性：海水によって水損した文化財に用いられた多様な材料（金属・漆・皮革・裂・紐等）に対して、保存処置の 

方法を実践的に開発した。 

発展性：今回の被災文化財を救援した事で、次に備えて体制を作っていく事ができる。 

効率性：被災現場での組織や人の配置等に関し、貴重な教訓を得た。 

継続性：今回の経験を次に生かす体制を取る事ができる。 

正確性：救援を依頼された文化財に関して、適切に対処する事ができた。 

 

観点 論文数 発表件数     

判定 Ａ Ａ     

判定理由 

論文数：東日本大震災で被災した文化財の救援事業についてまとめた報告を行った。 

発表件数：仏像彫刻の地震時転倒予測手法の開発成果をまとめた報告を行った。 
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【書式Ｂ】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 4351 

（様式 1） 

業務実績書 

研№34 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 伝統的修復材料及び合成樹脂に関する調査研究((3)－⑤) 

【事業概要】 

 我が国ではこれまで和紙、糊、膠、漆などの伝統的な文化財修復材料が劣化の程度や修復技術者の経験をもとに長年

使われてきた。このような伝統的修復技術・材料及び合成樹脂の物性、製作技法、利用法に関する調査・分析・評価及

び開発を行い、修理現場での応用を図る。また以上の内容に即した研究会を開催する。 

 

【担当部課】 保存修復科学センター 【プロジェクト責任者】 伝統技術研究室長 北野信彦 

【スタッフ】 

朽津信明（保存修復科学センター修復材料研究室長）、早川典子（主任研究員）、吉田直人（主任研究員）、犬塚将英（主

任研究員）、佐藤嘉則（研究員）、本多貴之（客員研究員）、加藤雅人（文化遺産国際協力センター主任研究員）  

 

【主な成果】 

 本年度は中期計画の 2 年目にあたり、伝統的な建築文化財の塗装材料である漆塗装や乾性油塗料など過去の塗装修理

に関する基礎資料の蓄積を図るとともに、その実績を塗装修理作業の実践的な施工指導に役立てた。合成樹脂に関する

調査では、過去使用した建造物塗装のうちで合成樹脂を使用した際の劣化状態の調査と、伝統素材である膠材料を強化

するため、合成樹脂とブレンドした際の塗膜の状態を理解するための基礎実験を行った。また、第 6 回伝統的修復材料

及び合成樹脂に関する研究会を開催した。 

 

【年度実績概要】 

・建築文化財に使用する塗装材料の耐候性向上に向けた基礎実験を進めるとともに、PY-GC/MS 分析装置を用いた塗装材

料をはじめとする各種修復材料の基礎分析を進めた。さらにこのような調査実績を小野家住宅や厳島神社、平等院鳳

凰堂における塗装修理などの実践的な施工計画に役立てた。 

 

・研究所が所蔵する表具裂見本の絹布関係資料について、個々の資料の絹の折状態や繊維の拡大顕微鏡画像の取り込み

を行い、基礎データを集積した。以上のようなデータベース化に向けた整理を行った。 

  

・我が国で使用された伝統技術や材料を理解するために、京都市の平安京三条四坊十町跡出土の一括の漆工用具と材料・

未製品、鎌倉市大倉幕府跡出土の漆塗金属製籠手や懸仏、同安国論寺出土鉄製壷などの分析調査を行った。 

 

・｢建築文化財における塗装彩色部材の劣化と修理｣というテーマで、25年 1月 24日に東京文化財研究所のセミナー室で

第 6回伝統的修復材料及び合成樹脂に関する研究会を開催し、計 125名の参加を得た。 

講演：1,北野信彦（東京文化財研究所）：「建築文化財における塗装彩色の材質と劣化」、2,木川りか（東京文化財研究

所）：「建築文化財における塗装彩色を含む部材の生物被害」、3,島田豊（京都府教育庁文化財保護課）：「京都府下建造

物に超える塗装彩色部材の劣化と修理」、4,原島誠（厳島神社工務所）：豊城浩行（文化庁）「建築文化財における塗装

彩色部材の修理の考え方」、5,参加者全員「総合討論」 

【実績値】 

研究会開催数  1回 参加者数：125名 

報告書     1冊 (①) 

論文数    3件（②～④） 

研究発表件数  2件（⑤、⑥） 

【備考】 

報告書 

①『伝統的修復材料及び合成樹脂に関する調査研究報告書 2012年度』東京文化財研究所、2013.03 

論文 

②北野信彦、本多貴之、梅津秀基：民家建造物における伝統的な塗装材料の調査と修理 -重要文化財小野家住宅にお

ける塗装修理の施工例-、保存科学、52、2013.03 

③北野信彦：平安京右京三条一坊六町出土資料に付着した赤色顔料に関する分析、平安京右京三条一坊六町跡、2013.03 

④北野信彦：平等院鳳凰堂建造物の塗装材料に関する現状調査報告、平等院紀要 2012、2013.01 

研究発表 

⑤北野信彦、新垣力、仲座久宜：出土資料からみた中世首里城におけるベンガラ顔料の調達と使用、第 29回日本文化

財科学会、京都大学、2012.6.23 

⑥北野信彦：近世出土漆器の研究に関する一知見、江戸遺跡研究会 第 26回大会「江戸と木の文化」、江戸東京博物館、

2013.2.3 
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【書式Ｂ】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 4351 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

研№34 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

建築文化財に使用する屋外塗装や彩色材料の歴史資料に関する調査研究や物性・耐候性試験を行い、

実際の塗装修理の現場の施工に役立てた。絹などの表具裂見本や各種顔料のデータベース化、文化財

の修復材料などに関して有益な基礎的知見を収集することができた。さらにこの成果の一部を研究会

で公表したが、参加者数も満足度も目標値を満たしたので、Ａと判断した。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

本プロジェクトで実行している手法の有効性が修理現場に応用されるなど、当初の計画通り有効性

が明らかになってきた。それに伴い重要な知見の蓄積とこれらの一部を報告書と研究会報告の形で公

開及び纏めることができた。そのため、計画の実施状況は順調である。次年度以降も引き続き、基礎

的知見の収集と試料目録化を推進する予定である。 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性  

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ  

判定理由 

適時性：平等院鳳凰堂、厳島神社、小野家住宅など具体的な文化財建造物で実施されている塗装修理や、鎌倉市の大 

倉幕府跡出土懸仏などの施工方針の策定に調査結果を反映させた。 

独創性：過去の塗装材料の調査方法として、これまであまり実施されていなかった PY-GC/MS 分析法やベンガラ顔料 

分析法などの新たな試料分析方法を追求した。 

発展性：蓄積された試料分析データと基礎的は、他の文化財建造物の塗装修理や考古資料の保存処置に応用できる 

よう資料化とこれまでの成果の公表を行った。 

効率性：これまで開発した分析手法は、基本的には現有施設と人員を使用することで比較的多くの分析試料を短期間 

に結果が出せるように実施した。 

継続性：実際の塗装修理や考古資料の保存処置はタイトな期間内に比較的安価で効率よく実施することが基本であ 

り、本プロジェクトの成果は実際の保存修復の現場の作業に効率よく反映させた。 

 

観点 研究会参加者 報告書 論文 研究発表   

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ   

判定理由 

 研究会の参加者数、報告書、論文、研究発表のいずれも当初計画の目標を達成した。 
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【書式Ｂ】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 4361 

（様式 1） 

業務実績書 

研№35 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 近代の文化遺産の保存修復に関する研究((3)－⑥) 

【事業概要】 

近代の文化遺産は絵画、彫刻、木造建造物など、従来の文化財とは規模、材質、製造方法等に大きな違いがあり、そ

の保存修復方法や材料にも大きな違いがある。本研究では、近代の文化遺産の保存修復を行う上で必要とされる材料と

技術について調査研究を行う。具体的には、大型構造物の劣化機構の解明とその修復方法の究明、航空機、船舶、鉄道

車両などの保存修復上の問題点とその解決方法の究明を目指している。 

【担当部課】 保存修復科学センター 【プロジェクト責任者】 近代文化遺産研究室長 中山俊介 

【スタッフ】   

朽津信明（保存修復科学センター修復技術研究室長）、早川典子（主任研究員）、森井順之（主任研究員）、池田芳妃（研

究補佐員）、小堀信幸（客員研究員）、横山晋太郎（客員研究員）、長島宏行（客員研究員） 

 

【主な成果】 

（１）「動く美術工芸の粋」とも言われる御料車の保存と修復及び活用に関して、関係者を招き、研究会を開催し、御料

車の持つ歴史的及び技術的価値、鉄道史における位置づけや車内の美術工芸品に関する保存と修復手法及び台湾にも

残る御料車の保存と修復について、発表、討論を行い、保存や修復に関する理解を深める事ができた。 

（２）屋外展示されている大型構造物、鉄道車両や航空機などの文化財の防錆対策のため、試験片を使った屋外暴露試

験にて、塗装仕様と劣化速度の相関についても調査した。 

（３）山口県萩市や静岡県伊豆の国市の反射炉など、史跡指定地に建つ建造物や構造物の保存や修復に関する研究を 

（４）昨年度の研究会をまとめた報告書を刊行した。 

 

【年度実績概要】 

（１）「動く美術工芸の粋」とも言われる御料車に関して、皇族方の専用車両という特殊性故に、日々の掃除や修復等通

常の列車や客車とは別の扱い方あるいは考え方が必要とされている。そのような御料車に関して、保存修復に携わっ

ている方々や鉄道史、鉄道技術の専門家など 5 人と台湾の方 1 人を招き、保存や修復に関する事例紹介を通じてその

考え方や難しさを知るとともに活用方法等を討論した研究会を 24年 11月 30日に東京文化財研究所地階セミナー室に

て実施した。御料車の持つ歴史的及び技術的価値、鉄道史における位置づけや車内の美術工芸品に関する保存と修復

手法及び台湾にも残る御料車の保存と修復について、発表、討論を行い、保存や修復に関する理解を深める事ができ

た。 

（２） 屋外展示されている鉄道車両や航空機などの金属を主体とする文化財の防錆対策のために試験片を作成し、国内

6ヵ所に置いて暴露実験を実施し、塗装の劣化と屋外環境との相関について調査を実施した。 

（３） 新潟県佐渡市の佐渡金銀山遺跡、静岡県伊豆の国市の韮山反射炉、山口県萩市の反射炉など、史跡指定地内の建

造物や構造物の保存と修復に関する研究会を実施するとともに現地調査も実施した。 

・ 台湾において、日本統治下に建設された建造物や構造物の保存状況について現地にて調査を実施した。台北で開催

された近代化遺産保存に関する TICCIH（国際産業遺産保存委員会）の国際会議において各国の産業遺産の保存や修

復関係者と情報交換した。 

・ 航空機関連の設計図面あるいは明治後期から大正期、昭和初期にかけて記録された関連資料などの保存の一環とし

てデジタル化を行うなど貴重な資料を後世に遺すべく現地で状態を調査し保存手法の研究を実施した。 

【実績値】 

報告数    4件（①～④） 

発表件数   2件（⑤、⑥） 

報告書刊行数 2件（⑦、⑧） 

【備考】 

報告 

①中山俊介：Conservation and Restoration of Audio-Visual Recording Media、Conservation and Restoration of Audio-Visual 

Recording Media、pp.5-14、2013.3 

②中山俊介：近代建築に使用されている油性塗料について、近代建築に使用されている油性塗料、 pp.5-14、2013.3 

③中山俊介、大河原典子、安部倫子：フィルモン音帯の修復手法の一例、保存科学52、2013.03 

④中山俊介、小堀信幸：「タンク船」現況調査について、保存科学52、2013.03 

発表 

⑤中山俊介：御料車の保存と修復及び活用、御料車の保存と修復及び活用に関しての研究会、012.11.30 

⑥中山俊介：金属製航空部品の保存手法に関する研究、文化財保存修復学会第34回大会、2012.7.1 

報告書 

⑦『Conservation and Restoration of Audio-Visual Recording Media』、東京文化財研究所 2013.3 

⑧『近代建築に使用されている油性塗料』、東京文化財研究所 2012.3 
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【書式Ｂ】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 4361 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

研№35 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

近代文化遺産の保存・修復と活用について、各種の現地調査を実施することができた。その現地調

査を通じて、現状の把握、解決すべき問題点なども新たに掴むことができた。特に、御料車に関して、

専門家を招いた研究会を開催し多くの知見、新たなる研究者との連携の可能性も得ることができた。

さらに今後の修復材料の開発、修復技法の開発に関する重要な成果を得る事ができた。現地調査や研

究会を通じて近代文化遺産の重要性を多くの方々に認識していただいた。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

 前中期計画で得た成果を元にさらに調査研究を発展させるとともに、現地調査を今後も続けて行

くことでさらに重要な成果が期待できると考えている。また、研究会を通じて新たな知見を得ると共

に、多くの研究者との連携も可能となり、今後の研究を進める上で、重要な成果を得た。次年度も本

年度の成果を元にさらに調査研究を発展させることが可能となった。 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

判定理由  

適時性：産業遺産が世界遺産登録候補リストに記載される今、史跡指定地内の産業遺産の保存・修復理念の作成は急 

務であり、時代に即した研究テーマとして取り上げた。 

独創性：台湾に保存された御料車も加えた新たなテーマで研究会を実施した。 

発展性：台湾における産業遺産関係者とのミーティングは、今後の研究につながる人脈形成に有意であった。 

効率性：TICCIHの国際会議に出席した事で、多くの関係者と人脈ができ、今後の研究に資する事ができた。 

継続性：屋外保存された金属製文化財の暴露実験は長期にわたる金属製文化財保存の維持に貢献する。 

また、航空関連資料のデジタル化を行う事により、長く情報を保存する事が可能となる。 

正確性：各地の文化財を現地で調査する事により、伝聞ではなく正確に問題を認識し、解決策へつなげる事が可能と 

なった。 

 

観点 報告数 発表件数 報告書刊行数    

判定 Ａ Ａ Ａ    

判定理由 

 報告数   ： 近代文化遺産の特徴の一つである、金属製文化財の保存に関する調査や、近年注目されている映画 

         フィルム等の合成樹脂系の文化財の保存と修復等に関しての報告を行った。 

 発表件数  ： 通常、あまり目に触れる事がない御料車に着目し、その保存と修復および活用に関して発表を行っ 

         た。 

報告書刊行数： 昨年度実施した油性塗料に関する研究会の和文報告書及び昨年度発行したコンクリート構造物の保

存と修復に関する報告書の英文を刊行した。近代文化遺産に関する国内の活動を海外の関係者に紹

介する冊子として当所が発行する英文版は評価が高い。 
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【書式Ｂ】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 4411 

（様式 1） 

業務実績書 

研№36 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 文化庁が行う高松塚古墳・キトラ古墳の壁画の調査及び保存・活用に関する技術的協力 ((4)－①) 

【事業概要】  

 本事業は、我が国の文化財保護政策上重要かつ緊急に保存及び修復の措置等を行うことが必要となった文化財につい

て、国・地方公共団体の要請に応じて、保存措置等のために必要な実践的な調査・研究を迅速かつ適切に実施するもの

で、本事業では文化庁が行う高松塚古墳・キトラ古墳の壁画の調査及び保存・活用に関して技術的に協力している。 

【担当部課】 保存修復科学センター 【プロジェクト責任者】 保存修復科学センター長 岡田健 

【スタッフ】   

木川りか（保存修復科学センター生物科学研究室長）、早川泰弘（分析科学研究室長）北野信彦（伝統技術研究室長）、

朽津信明（修復材料研究室長）、佐野千絵（保存科学研究室長）、吉田直人（主任研究員）、犬塚将英（主任研究員）、早

川典子（主任研究員）、森井順之（主任研究員）、佐藤嘉則（研究員）、酒井清文（客員研究員）、川野邊渉（文化遺産国

際協力センター長）、加藤雅人（文化遺産国際協力センター主任研究員）、江村知子（主任研究員）、楠 京子（アソシエ

イトフェロー）、山田祐子（アソシエイトフェロー）、大河原典子（客員研究員） 

【主な成果】 

高松塚古墳壁画については、微生物による彩色の汚損被害について、効果が期待される酵素群の利用に関する研究を

進めた。また、害虫トラップの設置と浮遊菌調査等を実施して、修理施設の環境保全について継続的に監視を行った。 

キトラ古墳壁画については、墓室壁面から取り外した壁画の再構成作業実施にあたり、裏打ち材料の選定、強度の評

価等に関する研究を行った。また継続して毎年実施している石室内部の微生物調査を本年度も行った。両古墳壁画に用

いられている材料に関して、蛍光 X線、分光光度計等を用いた分析調査を行った。 

【年度実績概要】 

・高松塚古墳 

修復研究：微生物等の被害により汚損されている彩色についての新たな処置方法の研究を行った。壁面上の汚れの除 

去については、今までは次亜塩素酸や紫外線照射による処置を行なって来たが、この手法は彩色のない無 

地の漆喰部分にのみ適用されるにとどまっており、顔料部分への安全な処置方法の開発が課題であった。 

本年度は、酵素によって汚れを分解し、彩色上の汚れを除去する方法について検討を行った。その結果、 

顔料に対しての影響は確認されず、また剥落止め材料について影響を及ぼさない酵素を選択することが可 

能になった。 

生物・環境調査：修理施設の作業室等において、定期的に害虫トラップを設置するとともに、浮遊菌調査を実施し、 

環境の清浄度を確認するモニタリングを継続実施した。これと並行して、修理作業室をはじめとした 

修理施設内各所における温湿度の測定も継続して行った。 

材料調査：蛍光 X線元素分析による壁画面の鉛分布調査及び蛍光 X線元素分析・分光光度計による材料調査に参加し、 

データを蓄積すると共に壁画彩色に関する考察を行った。 

その他 ：25年 1月 19日から 27日に行われた文化庁による修理施設一般公開に際して 5名の研究員が対応して協力

した。当日は高松塚古墳壁画と修理施設についての説明を行った。 

・キトラ古墳 

修復研究：壁画の再構成作業実施にあたり、裏打ち材料の選定、強度の評価等に関する研究を行った。 

生物・環境調査：環境調査：キトラ古墳の石室内や小前室などの温湿度の計測、及び古墳周辺の気象観測を継続的に 

行った。石室内の微生物制御のために 2009年より実施されている間欠的紫外線照射によって、菌叢が 

どのように変化するのかを調査する目的で、本年度もキトラ古墳石室内の微生物総合調査を実施した。 

培養法と、DNA解析による非培養法の両方によって現在微生物に関する解析を実施している。古墳覆屋の 

浮遊菌、付着菌調査を環境モニタリングの一環として実施した。 

材料調査：蛍光 X線元素分析による壁画面の鉛分布調査及び蛍光 X線元素分析・分光光度計による材料調査に参加し、 

データを蓄積すると共に壁画彩色に関する考察を行った。 

・その他 

・高松塚古墳壁画・キトラ古墳壁画の保存に関連して文化庁が実施している「古墳壁画の保存活用に関する検討会」 

に事務局として、またその下に新たに設置された「装飾古墳ワーキンググループ」に委員及び事務局として参加

した。 

・福岡県うきは市の装飾古墳（7ヵ所）と宮若市の装飾古墳（2ヵ所）において、温湿度の測定を継続的に行い、そ 

れらの装飾古墳の保存環境やモニタリングの方法について検討を行った。茨城県ひたちなか市虎塚古墳の一般公 

開時の点検作業等へ協力するなど、各地の装飾古墳の保存に関して、貢献した。 

・平成 25年夏に予定されるキトラ古墳石室封鎖に向けて、プロジェクトチーム会議を開催し、作業手順の検討を行 

った。 
【実績値】 

援助・助言実施件数 76件、報告数 3件（①②③）  
【備考】 

①佐藤嘉則・木川りか他：非培養法によるキトラ古墳の細菌調査、保存科学、52、2013.03 

②木川りか・佐藤嘉則他：キトラ古墳から分離された微生物の紫外線（UV）照射試験結果について、保存科学、52、2013.03 

③貴田啓子・早川典子他：壁画修復処置に用いる接着材料への酵素の影響、保存科学、52、2013.03 
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【書式Ｂ】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 4441 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

研№36 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 高松塚古墳、キトラ古墳ともに、順調に研究を遂行し、良好な成果をあげることができた。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 酵素の応用や微生物の培養方法の検討など、積極的に研究を展開している。 

 

 

観点 適時性 発展性 正確性    

判定 Ａ Ａ Ａ    

判定理由 

適時性：高松塚壁画発見 40年を経て、国民的関心を集める高松塚・キトラ古墳壁画の保存は現在の温湿度、生物等 

の劣化要因を解決する努力が続けられており、現場の状況に応じた即効性のある作業を展開している。 

発展性：修復の準備作業としての物性調査に止まらず、絵画表現を構成する色彩としての把握に関して、重要な進展 

    が見られる。  

正確性：複数の研究者の参加と議論を経て、結果に対する客観性を保っている。 

観点 
援助・助言 

実施件数 
報告数     

判定 Ａ Ａ     

判定理由 

 援助・助言実施件数：明日香村修理所及びキトラ古墳石室の維持管理に関して、常に現地担当との連携を取り、的確 

な判断により作業の進行を助けている。修復材料に関しても随時現地へ赴き、詳しく状況を理 

解し、適切な助言を行っている。 

 報告数：調査研究について 3件の報告を上げることができ、十分な成果が認められる。 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 4412 

（様式 1） 

業務実績書 

研№37 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 文化庁が行う高松塚古墳・キトラ古墳の壁画の調査及び保存・活用に関する技術的協力((4)－①) 

【事業概要】 

本事業は、我が国の文化財保護政策上重要かつ緊急に保存及び修復の措置等を行うことが必要となった文化財につい

て、国・地方公共団体の要請に応じて、保存措置等のために必要な実践的な調査・研究を迅速かつ適切に実施するもの

で、文化庁が行う高松塚・キトラ古墳の壁画の調査及び保存・活用に関して技術的な協力を行った。 

 

【担当部課】 都城発掘調査部（藤原） 【プロジェクト責任者】 都城発掘調査副部長 杉山 洋 

【スタッフ】   

廣瀬 覚、青木 敬、降幡順子、玉田芳英、若杉智宏、木村理恵、荒田敬介(以上、都城発掘調査部(飛鳥藤原地区))、辻

本与志一、脇谷草一郎、高妻洋成、田村朋美(以上、埋蔵文化財センター)、井上直夫、栗山雅夫(以上、企画調整部)、

肥塚隆保(客員研究員)、石崎武志、早川泰典、吉田直人、佐野千絵、三浦定俊(以上、東文研）、青柳泰介、水野敏典(奈

良県立橿原考古学研究所)、岡林孝作(奈良県教育委員会)、相原嘉之(明日香村教育委員会) 

 

【主な成果】 

文化庁が進める国宝高松塚古墳壁画の保存・活用に関する事業が円滑かつ適正に遂行するよう協力した。キトラ古墳

では、史跡整備計画に対して考古学的成果を提供するとともに、石室封鎖前の最終的な考古学的調査を実施した。また、

古墳の保存、活用、整備の方向性を検討にするにあたり、技術的な支援・協力を行った。 

【年度実績概要】 

(1)高松塚古墳 

・高松塚古墳では、平成 18・19年度に実施した石室解体事業に係る発掘調査の成果、記録類の整理作業の一環として、

一昨年度から進めてきた発掘成果のアニメーション動画作成作業を完了させた。 

・発掘調査時に取得した 3 次元計測データをモデル化し、それを素材に古墳構築過程、石室解体作業工程の再現動画

計 2本を作成することができた。 

・壁画の保存修復（劣化原因）について、蛍光Ｘ線分析を用いた壁画の材料調査、デジタルアーカイブスキャニング

による記録画像などを実施した。 

・1月下旬の高松塚古墳壁画修理施設の一般公開に際しては、解説員として研究員（のべ 8人）を派遣した。 

 

(2)キトラ古墳 

・キトラ古墳では、史跡整備の計画作成において必要となる墳丘復元に関する考古学的知見を改めて検討、提供した。 

・整備に向けて石室封鎖前の最終的な考古学的調査として、石室南端及び墓道部分の写真撮影、3 次元レーザースキャ

ニング、加工痕跡の拓本採取などを実施した。 

・2週間に 1回、研究員による古墳石室内等のカビ点検作業を実施した。緊急時には現地において応急的な処置にあた

り、文化庁に状況を報告した。 

・壁画の保存修復（劣化原因）について、蛍光Ｘ線分析を用いた壁画の材料調査、デジタルアーカイブスキャニング

による記録画像、可視・近赤外分光光度計による顔料調査、テラヘルツ分光イメージング画像の取得を実施した。 

・石室石材の強度について針貫入試験を実施した。 

 

【実績値】 

論文数 4件（①～④）、研究発表 2件（⑤⑥） 

（参考値） 

記録作成：遺構実測図 16枚、写真（デジタル）352枚、動画ＤＶＤ2枚 

 

 

【備考】 

論文 

①降幡順子・青木 敬・廣瀬 覚「特別史跡高松塚古墳版築の剥ぎ取り資料による粒度測定」 

『奈良文化財研究所紀要 2012』2012.6．29 

②廣瀬 覚「構築技術からみた高松塚古墳の横口式石槨」『文化財論叢Ⅳ』2012.10.18 

③若杉智宏「キトラ古墳の墳丘形状」『文化財論叢Ⅳ』2012.10.18 

④高妻洋成・福永香「テラヘルツ分光・イメージングによる文化財の調査」『光アライアンス』第 23号第 5巻 30-34 

研究発表 

⑤高妻洋成他「キトラ古墳璧画の材料調査Ⅰ白虎と青龍」『日本文化財科学会第 29回大会研究発表要旨集』36-37 

⑥降幡順子他「高松塚古墳壁画の材料調査」『日本文化財科学会第 29回大会研究発表要旨集』348-349 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 4412 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

研№37 

１．定性的評価 

  

 

 

２．定量的評価 

 

 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

 

高松塚古墳の発掘調査成果の整理・検討、壁画の分析調査が進み、また、キトラ古墳石室の最終調

査が完了したことにより、今後の保存・活用・整備等の事業が円滑に進むものと期待できる。 

 

 

 

 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

 

 高松塚・キトラ両古墳の保存・活用に関する業務を適切に遂行し、同様に重要かつ緊急性を有する

文化財の今後の保存・活用に対する方向性を示すことができた。 

 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

判定理由  

 

適時性：キトラ古墳の石室封鎖に際し、最終段階の考古学的調査を適切に行うことができた。 

独創性：保存科学、考古学の双方の立場から、壁画古墳の保存・整備・活用に助言を行うことができた。 

発展性：壁画・装飾古墳や緊急性を有する文化財の保存・活用に対する今後の方向性を示すことができた。 

効率性：キトラ古墳石室の点検及び考古学的調査を迅速に行うことができた。 

継続性：整理・分析作業を引き続き遂行し、今後の保存・活用にむけた見通しを得ることができた。 

正確性：発掘調査の成果を再現動画の作成や古墳整備の方向性に正しく反映させることができた。 

 

 

観点 論文数 研究発表     

判定 Ａ Ａ     

判定理由 

 

論文数 ：高松塚・キトラ古墳の保存・活用に資する学術的成果を論文にまとめ、目標を上回る 4本を発表すること

ができた。 

研究発表：高松塚・キトラ古墳の壁材材料調査の成果を 2件発表した。目標の 2件を達成することができた。 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 4431 

(様式 1)                    

業務実績書 

研№38 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 
農林水産省が行う大和紀伊平野土地改良事業大和平野県営飛鳥工区２号幹線の調査及び保存活

用に関する技術的協力((4)－③) 

【事業概要】 

飛鳥・藤原地域は、我が国古代国家成立期の舞台であり、６世紀末から８世紀初めにいたる間、政治・経済・文化の

中心であった。本研究は、地方公共団体と連携し、発掘調査を通じて古代国家の具体像を復元すべく学際的な調査研究

を行うものである。その成果を広く公開するとともに、遺跡の保存・活用についても取り組んでいる。 

【担当部課】 都城発掘調査部(藤原) 【プロジェクト責任者】 都城発掘調査部長 深澤芳樹 

【スタッフ】 

石橋茂登、若杉智宏、高橋知奈津、桑田訓也(以上、都城発掘調査部(飛鳥・藤原地区))、井上直夫、栗山雅夫(以上、企

画調整部) 

【主な成果】 

大和平野支線水路等改修工事に伴う発掘調査で、対象地は藤原京右京七条一坊(橿原市上飛騨町)にあたる。総長 120

ｍの工事区域のうち、東寄りの２箇所に 10ｍ×１ｍの調査区を設け、発掘調査をおこない、残りの 100ｍ分は立会で対

応した。その結果、古代の溝・柱穴等を検出し、記録した。 

【年度実績概要】 

 

 調査地は藤原京右京七条一坊にあたる。工事区域の東端から西 10ｍ分を東区、工事区域東端から西約 25～35ｍの 10

ｍ分を西区として発掘調査をおこなった。発掘調査期間は 25年 1月 21日～1月 30日である。 

東区では南北溝 1 条等を検出した。南北溝は、飛鳥藤原 62 次調査・168-9 次調査の遺構検出面と標高がほぼ一致して

いるが、埋土からの出土遺物が少なく、年代を確定することが困難である。東区の位置には、藤原京西一坊坊間路西側

溝が通ると想定されており、今回検出した溝が西側溝にあたる可能性があるが、従来の調査成果から導き出した想定位

置とはややずれる点に問題を残す。 

西区では、南北溝 1条、柱穴 2基、土坑 3基等を検出した。南北溝は、飛鳥藤原 62次調査で確認している藤原京期の

南北溝ＳＤ6511 の延長部にあたる。柱穴 2 基に関しては、両者とも埋土から方形の板材が出土した。板材の特徴からみ

て、これらの柱穴は同時期のものと考えられる。2 基のうち西側の柱穴は、飛鳥藤原 62 次調査で確認した藤原京期の南

北塀ＳＡ6479の延長ラインと位置が重なり、今回検出した柱穴 2基は藤原京期の遺構である可能性がある。 

本事業は、水路付け替え工事に伴う発掘調査で、狭 

隘な調査範囲ではあったが、上記のように埋蔵文化財 

に関する情報を最大限に引き出し、必要となる記録類 

の作成を迅速に進めることができた。 

なお、調査終了後も調査地外の水路改修工事区域の 

立会を実施し、遺構状況の記録等を作成した。立会調 

査の期間は、25年 2月 14日～3月 6日である。 

 

  

 

 

 

 

 

   
   東区全景(東から)           西区全景(東から) 

 

         
                             

【実績値】 

(参考値) 

出土遺物 ：木器・木製品 2点、土器・土製品コンテナ 1箱 

記録作成数：遺構実測図 5枚、写真（4×5）8枚、デジタル写真 46枚 

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 4431 

(様式 2) 

自己点検評価調書 

研№38 

1．定性的評価 

  

2．定量的評価 

 

3．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 
 年間 1 件の案件に対して、迅速かつ適切に対応し、地方公共団体の行う埋蔵文化財行政に対して協

力することができた。また、これらの調査を通して継続的に遺跡のデータを収集し、蓄積を図った 

 

4．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 
 緊急性を要する事前調査に効率よく対応し、藤原宮並びに飛鳥・藤原地域についての基礎資料を継

続的に蓄積している。 

 
 

 

 

観点 適時性 継続性     

判定 Ａ Ａ     

判定理由 

適時性：開発行為に対する迅速性、地方公共団体の文化財行政に対して協力した。 

継続性：飛鳥・藤原地域に関する遺跡情報の収集のために、規模の大小にかかわらず、調査を継続して行った。 

 

観点       

判定       

判定理由 
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【書式Ｂ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 4511-1 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 4 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 1) 収蔵品・寄託品及び関連品に関する調査研究 ((5)－①) 

【事業概要】 

館蔵品・寄託品・それらの関連品及び今後収集・展示の対象となりうる文化財を調査研究し、あわせて保存・展示・

公開に関する調査研究を進める。 

【担当部課】 学芸研究部 【プロジェクト責任者】 調査研究課長 田良島哲 

【スタッフ】 

荒木臣紀（保存修復課環境保存室主任研究員）、安藤香織（列品管理課登録室アソシエイトフェロー）、井上洋一（企画

課長）、池田宏（上席研究員）、伊藤嘉章（学芸研究部長）、伊藤信二（教育普及室長）、井上洋一（企画課長）、猪熊兼樹

（列品管理課貸与特別観覧室主任研究員）、今井敦（博物館教育課長）、恵美千鶴子（調査研究課書跡・歴史室アソシエ

イトフェロー）、沖本明子（保存修復課保存修復室アソシエイトフェロー）、小山弓弦葉（工芸室主任研究員）、及川穣（列

品管理課登録室アソシエイトフェロー）、河内晋平（東京藝術大学助手）、川村佳男（保存修復課保存修復室研究員）、神

庭信幸（保存修復課長）、木島隆康（東京藝術大学教授）、鬼頭智美（企画課国際交流室）、木下史青（デザイン室長）、

金鐘旭（東京藝術大学）、小菅将夫（岩宿博物館館長）、後藤健（東京国立博物館上席研究員）、小林牧（広報室長）、佐々

木佳美（列品管理課登録室アソシエイトフェロー）、佐藤祐介（博物館情報課情報管理室アソシエイトフェロー）、佐藤

香子（環境保存室研究支援者）、佐藤祐介（博物館情報課情報管理室アソシエイトフェロー）、澤田むつ代（特任研究員）、

品川欣也（調査研究課考古室研究員）、島谷弘幸（副館長），白井克也（列品管理課平常展調整室長）、鈴鴨富士子（東京

藝術大学非常勤講師）、鈴木みどり（博物館教育課ボランティア室長）、鈴木晴彦（保存修復課保存修復室アソシエイト

フェロー）、関紀子（調査研究課絵画・彫刻室アソシエイトフェロー）、瀬谷愛（列品管理課平常展調整室員）、高木雅広

（エクサーチ LLC合同会社）、高橋裕次（博物館情報課長）、竹内奈美子（調査研究課工芸室長）、竹浪遠（黒川古文化研

究所）、田沢裕賀（調査研究課絵画・彫刻室長）、千葉史（株式会社ラング），塚本麿充（調査研究課東洋室研究員）、土

屋貴裕（調査研究課絵画・彫刻室研究員）、土屋裕子（保存修復課環境保存室主任研究員）、富田淳（列品管理課長）、富

山恵介（東京藝術大学大学院）、中村春佳（修理技術者）、中安知佳、西尾歩（立命館大学）、平野はな子（修理技術者）、

藤田千織（博物館教育課教育普及室主任研究員）、古谷毅（列品管理課主任研究員）、星野裕昭（アルテアエンジニアリ

ング㈱）、松嶋雅人（企画課特別展室長）、松田麻美（国立歴史民俗博物館）、松本伸之（学芸企画部長）、村田良二（博

物館情報課情報管理室長）、森田正彦（慶応義塾大学大学院政策・メディア研究科）、山田俊輔（調査研究課考古室研究

員）、横山真（株式会社ラング）、横山梓（企画課特別展室研究員）、米倉乙世（保存修復課保存修復室アソシエイトフェ

ロー）、和田浩（保存修復課環境保存室主任研究員） 

  

【主な成果】 

館蔵品・寄託品・それらの関連品及び今後収集・展示の対象となりうる文化財と、その周辺領域に関して、美術史・

歴史学・考古学・博物館学等の各見地から学会・研究会・学術雑誌上で各種発表を行った。 

 

【年度実績概要】 

・内外の学会・研究会で、各種発表を行った。 

・学術雑誌に各種の論考を発表し、著書を刊行した。 

【実績値】 

・学会・研究会等発表件数：27名 65件。 

・論文等掲載数： 39名 92編。 

 

 

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 4511-1 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

 

1．定性的評価 

  

2．定量的評価 

 

3．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

前年度に比して遜色のない調査研究成果の公開を行い、絵画・書跡・工芸・考古・歴史資料などの

各ジャンルにわたり、最新の学術情報を盛り込んだ情報を発信しえた。 

 

4．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

 

研究計画に基づき、順調に進捗している。 

 

 

 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

判定理由 

 適時性：学界動向や展覧会との関連などに留意した研究を行っているため。 

 独創性：他に類例のない当館コレクションを素材とした研究を多く行っているため。 

 発展性：これまでの作品・資料に対する知見を元に、新たな視点を持った研究を多く行っているため。 

 効率性：列品管理・展示など他の業務に多く時間を割かれながらも、多くの研究を実施しているため。 

 継続性：各研究員はそれぞれの研究分野や研究テーマについて継続して研究、成果発表を行っているため。 

 正確性：確実な実証に基づいた研究を行っているため。 

観点 
学会・研究会等

発表件数 
論文等掲載数     

判定 Ａ Ａ     

判定理由 

学会・研究会等発表件数、論文等掲載数：いずれも研究機関の規模及び業務の繁多を考慮した上で、十分な成果をあ 

げている。 
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【書式Ｂ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 4511-2 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 4 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 2) 特別調査法隆寺献納宝物（第 34次）「聖徳太子絵伝」第 8回（(5)－①） 

【事業概要】 

東京国立博物館では、法隆寺献納宝物について、昭和 54年より、34次にわたって献納宝物の調査を館内及び館外の専

門研究者とともに共同で行ってきた。献納宝物は、経年によって脆弱化しており、各分野の研究者が直接的な調査をす

ることは難しい。本事業は全ての研究者に対して、画像や概要など研究のための情報を提供することを目的とする。毎

次の調査研究については「法隆寺献納宝物特別調査概報」を発刊している。 

【担当部課】 学芸研究部 【プロジェクト責任者】 調査研究課絵画・彫刻室長 田沢裕賀 

【スタッフ】   

土屋貴裕（調査研究課絵画・彫刻室研究員）、瀬谷愛（列品管理課平常展室研究員）、小山弓弦葉(調査研究課工芸室主任

研究員)、伊藤信二（博物館教育課教育普及室長）、沖松健次郎(企画課特別展室主任研究員)、澤田むつ代(学芸研究部特

任研究員)、小林達朗(東京文化財研究所企画情報部主任研究員)、谷口耕生（奈良国立博物館学芸部保存修理指導室長）、

朝賀浩（文化庁美術学芸課主任文化財調査官）、村重寧（早稲田大学文学学術院名誉教授）、松原茂（根津美術館学芸部

長<当館客員研究員>）、東野治之（奈良大学教授<当館客員研究員>）、若杉準治（京都国立博物館名誉館員<当館客員研究

員>）、岡本明子（東京芸術大学大学美術館学芸研究員）、谷川ゆき（国文学研究資料館プロジェクト研究員） 

【主な成果】 

 本年度は、重要文化財聖徳太子絵伝全 4 面を調査対象とした。経年の剥落や劣化などによって判別の困難な図様の細

部について観察することで、4 面に 70 余りの場面を描く本図の事跡をおおむね確定することができた。またその成果を

『法隆寺献納宝物特別調査概報 33』「聖徳太子絵伝（四幅本）1」として刊行した。 

 

【年度実績概要】  

 

 高精細デジタルカメラによって全図、分割図のみならず、各事跡が詳細に確認しうる精度で撮影し、実作品に基づい

て細部を照合しつつ、各事跡場面の特定と、描かれたモチーフの形状、描写について詳細な客観的記述を重ね、各研究

者共同で、確認、確定を行った。また、本図と図様構成を共有する法隆寺本、斑鳩寺本との図様の照合を行ない、あわ

せて画面に付された銘札の比較を行った。高精細画像の各場面の拡大図とともにこれを公表することにより、事業概要

で述べたとおり、全ての研究者に対して通常の状態では観察しにくい本図の詳細な客観的情報を提供する下地ができた

ものと考える。 

                                
                               『法隆寺献納宝物特別調査概報 33』 

「聖徳太子絵伝（四幅本）1」 

【実績値】 

調査回数   1回 

調査概報発行 1件 

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 4511-2 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

当該調査は、絵画史、工芸史だけでなく、歴史の専門家を含めた調査で、総合的な作品評価を行っ

てきた。これらの成果を踏まえ、『法隆寺献納宝物特別調査概報 33』「聖徳太子絵伝（四幅本）1」を刊

行した。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

作品の全事跡の調査と検討を行い、第 1、2面に関しては概報を刊行することができた。また、次年

度刊行する第 3、4面に関する基礎調査も終えることができ、計画通り、順調に進めることができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ｓ Ｓ 

判定理由  

適時性：本調査は、これまで継続的になされてきた法隆寺献納宝物調査の未報告作品に対するものであり、近年重要 

文化財指定をうけた作品を対象としているため。 

独創性・発展性：本図と図様構成を共有する法隆寺本、斑鳩寺本との図様の照合を行い、四幅本の特徴を明確にする 

意義があるため。 

効率性：これまでも聖徳太子絵伝の研究を行ってきたスタッフの協力により、効率よく報告の段階まで調査を進める 

ことができた。 

継続性：昭和 54年から 34年間調査を継続して行っている。また、次年度に、「聖徳太子絵伝（四幅本）2」を刊行す

る目途が立っているため。 

正確性：高精細デジタルカメラによって、各事跡を詳細に確認し、実作品に基づいて各事跡場面の特定を行い、客観 

的記述を行った。 

観点 調査回数 調査概報発行     

判定 Ａ Ａ     

判定理由 

調査回数：予定通りの調査を行うことができた。 

調査概報発行：成果をまとめて公表することができた。 
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【書式Ｂ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 4511-3 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 4 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 3) 特別調査「書跡」第 10回（(5)－①） 

【事業概要】 

館書跡収蔵品の中で、平安時代から江戸時代にわたる歌書、物語、願文など和様の書跡類を調査する。この分野では

すでに平安時代の作品を中心とした図版目録『日本書跡篇 和様 I』を刊行しているが、その後の新規収集品及び鎌倉時

代以降の作品を対象とする。特に古筆切となっている断簡類の原典特定作業、使用された料紙の種類、書写年代の比定

を行うとともに、法量計測、高精細画像撮影など基礎データを収集し今後の研究に便宜を図る。 

【担当部課】 学芸研究部 【プロジェクト責任者】 調査研究課長 田良島 哲 

【スタッフ】  

島谷弘幸（東京国立博物館副館長）、高橋裕次(博物館情報課長)、冨坂賢（保存修復課保存修復室長）、恵美千鶴子（調

査研究課書跡・歴史室アソシエイトフェロー）、羽田聡(京都国立博物館学芸部研究員)、丸山猶計（九州国立博物館文化

財課主任研究員）酒井芳司(九州国立博物館企画課展示室研究員)、渡部史之（九州国立博物館博物館科学課アソシエイ

トフェロー）、吉川聡(奈良文化財研究所文化遺産部歴史研究室長)、高梨真行(文化庁美術学芸課文化財調査官) 

【主な成果】 

 平成元年以降当館で収集した書跡分野に属する古筆切と文化庁所蔵の書跡計 61件について、作品の名称、古筆切とし

ての通称、制作年代、形状、界線について確認した。断簡は原典推定をし、可能な限り『国歌大観』の収載番号との照

合を行った。合わせて原装丁の推測、使用された料紙の紙質分析の検討も合わせて行った。今回の調査対象について記

載文字を可能な限り解読し書誌情報を収集した。また対象全件について法量を計測し、一部について撮影を行った。 

【年度実績概要】 

平成元年以降当館の収蔵にかかる書跡分野の作品及び文化庁所蔵の作品の内、主として掛軸装の古筆切、巻子装・帖

装の作品、について次の項目について調査を実施した。1,名称・通称の検討、2,筆者の真贋・伝称筆者などの検討、3,

制作年代、4,元装丁の推測、5,形状性質の確認、6,本紙の法量計測、7,出典の推定、8,使用料紙の分析、9,界線の分析、

10,記載文字の判読、11,書誌情報の確認、12,写真撮影 

調査対象:B-3416 了佐切 など 61件  調査日  :25年 3月 13日(水)～15日(金) 

  
調査及び写真撮影の様子 

 

【実績値】 

調査件数: 61件  

調査日数: 3日間 

調書作成: 61枚 

撮影画像数: 162カット 

(参考値) 

調査人数：参加者 10人 26人日(のべ) 

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 4511-3 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

  

今後の研究に必要な件数と内容の文化財の調査を実施している。今後は未調査の物件の調査を進め

るとともに、調査成果を目録として公開するために、調査した情報の点検等を進める必要がある。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

 

中期計画 1－4－(1)－①「我が国の美術を中心とする有形文化財及びそれに係わる諸外国の文化財に

関し調査・研究を実施する。」を反映した事業として適切に実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

判定理由  

適時性：館蔵品の収集がある程度まとまった適切な段階で実施しているため。 

独創性：館蔵品を対象とした詳細な調査で、他では実施できないため。 

発展性：調査成果は今後の目録の刊行等につながるため。 

効率性：必要最小限の経費で実施しているため。 

継続性：館蔵品の調査を毎年蓄積しているため。 

正確性：各参加者の専門性を活かして、正確な調査内容となっているため。 

観点 調査件数 調査日数 調書作成 撮影画像数   

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ   

判定理由 

調査件数：所期の件数を調査した。 

調査日数：所期の日数の調査を行った。 

調書作成：今後の研究に十分な調書の作成を行った。 

撮影画像数：今後の研究に十分な写真の撮影を行った。 
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【書式Ｂ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 4511-4 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 4 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 4) 特別調査「工芸」第 4回（(5)－①） 

【事業概要】 

東京国立博物館における文化財のうち、金工・刀剣・陶磁・漆工・染織等工芸分野の特別調査。独立行政法人国立文化

財機構の国立博物館 4 館及び文化庁の工芸担当者が集まり、同じ専門分野の研究者が同時に作品調査を行う。複数の専

門家の目で同時に同じ作品を調査することにより、精度の高い成果が得られる。また各機関の研究者が集まることで、

最新の研究結果を反映させた知見を共有できる。今後の研究の進展や、展示内容の向上に結びつけることを目的とする。 

【担当部課】 学芸研究部 【プロジェクト責任者】 調査研究課工芸室長 竹内奈美子 

【スタッフ】 

今井敦（博物館教育課長）、伊藤信二（博物館教育課教育普及室長）、猪熊兼樹（列品管理課貸与特別観覧室主任研究員）、

酒井元樹（列品管理課平常展室研究員）、横山梓（企画課特別展室研究員）、尾野善裕（京都国立博物館学芸部工芸室長）、

永島明子（京都国立博物館学芸部企画室主任研究員）、内藤榮（奈良国立博物館学芸部長補佐）、清水健（奈良国立博物

館学芸部教育室研究員）、末兼俊彦（京都国立博物館学芸部企画室研究員）、川畑憲子（九州国立博物館学芸部企画課文

化交流展室研究員）、望月規史（九州国立博物館学芸部文化財課研究員） 

【主な成果】 

東京国立博物館の金工・陶磁・漆工の列品について、最新の研究結果を反映させた知見を共有することができた。金

工調査では、当館所蔵の密教法具は平安時代～鎌倉時代の優品がバランスよく揃っていることが確認され、従来展示に

供される機会が少なかった作品についても今後積極的に活用する契機を得た。陶磁調査では、類例比較により、20 世紀

初頭の日本における中国陶磁コレクションの形成に関する新たな知見を得ることができた。漆工調査では、香道具の形

式にとらわれない性質について認識を深め、特に香箪笥には汎用の提箪笥を用いた場合もあることを確認した。 

【年度実績概要】 

・金工調査 

実施期間 25年 3月 8日（金） 

金工列品のうち密教宝具類 42件について調査を実施し、当館所蔵の密教法具は平安時代～鎌倉時代の優品がバラン 

スよく揃っていることが確認された。このことにより、従来一部の著名な作品を除いて展示に供される機会が少なか 

ったこれら作品類を、今後積極的に活用する契機を得た。また鎌倉時代 14世紀や室町時代 15世紀の年記銘を有する 

作品があり、数少ない密教法具の、ひいては中世金工における技法・様式を判断するうえでの基準的作例として、極 

めて重要であるとの認識を共有することができた。 

・陶磁調査 

実施期間 25年 2月 18日（月）・19日（火） 

陶磁列品のうち横河コレクションと広田コレクションに照準を合わせ、京都国立博物館に所蔵される広田コレクシ 

ョンと、寄贈予定の個人コレクションを中心に 85件について調査を実施した。個人コレクションは、ほぼ同じ時期に 

収集された当館の上記コレクションと比較しながら個々の作品について調査を行なった。今回の調査を通じて当館列 

品についても、20世紀初頭の日本における中国陶磁コレクションの形成に関する新たな知見を得ることができた。 

・漆工調査 

実施期間 25年 3月 5日（火）・6日（水） 

漆工列品のうち継続的に香道具をテーマとし、今年度は引出しの中に細々とした道具類や多種多様な香木片を収め 

る、箪笥形式の作品 3件をとりあげて調査を実施した。中でも十種香箱のように組香に用いる諸道具を一括して収め、 

かつ喫煙具を兼ねる箪笥の存在が確認され、香道具の形式にとらわれない自由自在な性質について認識を深めた。ま 

たそれゆえに香木を収める香箪笥には、汎用の提箪笥を用いた場合もあることを確認した。 

              
金工調査風景          漆工調査風景 

【実績値】 

調査回数   3回 

調査日数   5日 

調査員    13名 

調査対象作品 130件 

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 4511-4 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

 各機関の同じ専門分野の研究者が集まることで、最新の研究結果を反映させた知見を共有し、議論

を深めることができた。今後の研究推進及び展示公開に寄与するところが大きい。また分野ごとに分

かれて作品調査を実施するため効率性も高く、相当数の作品を調査している。今後は刀剣・染織分野

についても調査を行っていくことが望ましく、25年度以降も継続する必要がある。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

計画通り作品調査を実施することにより、研究を推進し、その成果が展示公開の向上に寄与してい

る。本事業のような調査会を次年度以降も継続的に行っていくことにより、工芸分野の文化財に関す

る研究の推進を図る。 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

判定理由  

適時性：工芸分野では美術や考古、歴史などの分野より研究者が不足しており、研究推進の緊急性が高く、本事業は 

時宜に適っているため。 

独創性、効率性、正確性：工芸各分野の研究者がそれぞれ複数揃う国立文化財機構ならではの事業であり、本年度も 

各機関の同じ専門分野の研究者が集まることで、最新の研究結果を反映させた知見を共有し、議論を深める 

ことができた。 

継続性、発展性：本年度の調査事業は、4回目の実施となり継続して行うことができた。これにより、今後の研究推 

進や展示公開に向け寄与するところは大きいと考えるため。 

観点 調査回数 調査日数 調査員 
調査対象 

作品 
  

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ   

判定理由 

 調査回数：計画通り、金工・陶磁・漆工それぞれの調査会を実施した。 

 調査日数：計画通り、それぞれ 1～2日にわたる調査を実施した。 

 調査員：交付金遅配のため例年より実施が遅れたが、金工・漆工各分野は各機関専門家がそれぞれほぼ全員揃って調 

査を行った。 

 調査対象作品：各分野の調査において極めて効率良く、相当数の作品を調査できた。漆工調査の対象作品は 1件に多 

数の内容品を含むため作品件数は少ないが、実際には多岐にわたる多数の作品の調査を行っている。 
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【書式Ｂ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 4511-5 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 4 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 5) 特別調査「彫刻」第 2回（(5)－①） 

【事業概要】 

社寺所蔵の仏像、神像、肖像彫刻を調査し、調査研究報告、論文等の研究活動に結び付け、あるいは寄託の増加、特

別展等の企画につなげて展示の向上を図る。 

当館所蔵の東洋彫刻、それに関連した作品を調査し、図版目録東洋彫刻篇の出版、論文等の執筆、展示に反映させる。 

【担当部課】 学芸研究部 【プロジェクト責任者】 調査研究課東洋室長 浅見龍介 

【スタッフ】 

丸山士郎（博物館教育課教育講座室長）、稲本泰生（客員研究員・京都大学准教授）、小泉惠英（九州国立博物館企画課

長）、原田あゆみ（九州国立博物館主任研究員） 

【主な成果】 

東京国立博物館の大型の中国石仏 2 躯の展示作業の際に上記スタッフ立会いのもと、前後左右斜め等多方向からの撮

影を行った。このような写真は従来撮影されていなかった。 

東京国立博物館所蔵の東南アジア彫刻の調査を行い、陳列に適した作品を抽出し、東洋館 12室「東南アジアの金銅像」

の展示に 5点を活用した。おそらく収蔵以来初めての展示と考えられる。 

岐阜県高山市霊泉寺本尊聖観音菩薩立像を調査。鎌倉時代の都ぶりの作で、市内では数少ない鎌倉彫刻として紹介する

文章の準備を進めた。 

 

【年度実績概要】 

・菩薩立像（TC－375）、観音菩薩立像（TC－376）はいずれも重要文化財だが、高さが 2.5メートルを超える石造彫刻な 

ので重量が 2～4トンある。そのため従来正面と側面の写真しかなかった。東洋館リニューアルの際に回転台にのせて 

多方向からの撮影を実施。平成 26年度刊行を予定している図版目録に掲載する予定である。また、研究資料として価

値が高いものである。 

・当館はおよそ 100件の東南アジア彫刻を所蔵している。このうちおよそ半数は活用された形跡がみられない。三木榮 

氏寄贈品はタイの文化財当局の許可を得てもたらされたもので、早いものは 13世紀、下っても 17世紀アユタヤ時代 

の優品と判明。この調査により当館の展示に 5点、九州国立博物館への長期管理換えに 6件を活用できた。 

・『図版目録東洋彫刻篇』刊行のため、およそ 700件ある作品のうち、制作年代不詳等データ不備の作品の調査を開始し 

た。 

・岐阜県高山市の霊泉寺本尊聖観音菩薩立像は学界に全く知られていないうえ、調査されたこともない。本年度は、調 

査、撮影を実施し、高山市に報告した。今後、当館研究誌にも紹介文を執筆する予定である。 

                           
                                     大型彫刻撮影風景  

【実績値】 

調査回数  5 回 

調査日数  7 日 

調査員   5  名 

調査対象作品 83 件 

 

 

 

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 4511-5 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

東京国立博物館東洋館、九州国立博物館文化交流展示の充実に結び付けられたため。今後、調査員

を増員する場合、調査回数を増やすことも考える。また、図版目録の刊行は困難な事業なので、当面

東洋彫刻の調査、研究を優先する。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

東京国立博物館東洋館、九州国立博物館文化交流展示の充実に結び付けることができた。 

東京国立博物館の彫刻展示及び研究は、本館（日本）、法隆寺宝物館（日本の飛鳥～奈良時代）、東

洋館（アジア）の３本柱から成り立っており、それらを比較して見るという観覧方法を提案した。今

後、より一層緊密な関係を示して彫刻史に関心を持ってもらえるよう努める。 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ａ Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ 

判定理由  

 適時性：所蔵品に関する情報公開、資産の有効活用などからも時宜にかなっているため。 

 独創性：事業のテーマ、遂行の方法等はオーソドックスなものであるため。 

 発展性：彫刻研究の基礎となるだけでなく、博物館の収集の歴史を研究する基礎的調査として発展を見込めるため。 

 効率性：石造彫刻は一人では扱いにくいものが多く、複数での調査は極めて効率性が高いため。 

 継続性：目録刊行という目的がはっきりしており、継続は必須であるため。 

 正確性：それぞれ生産地ごとに信用のおける研究員を得ており、正確性は高いため。 

 

観点 調査回数 調査日数 調査員 調査対象作品   

判定 Ｂ Ｂ Ｂ Ａ   

判定理由 

 調査回数：2ヵ月に一度としており、平成 24年度は仕事の都合で１回実施できなかったのみである。 

 調査日数：東洋館リニューアルを進めながらという事情があり、満足できる数字である。 

 調査員：今後さらに多くの研究者に参加してもらうことを考えている。 

 調査対象作品：今回の調査日数と調査作品数の割合で次年度以降これに集中すれば目的は達成できる計算である。 
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【書式Ｂ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 4511-6 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 4 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 6) 特別調査金地屏風の金箔地についての調査研究（(5)－①） 

【事業概要】 

近年絵画作品の金・銀の使用が注目されている。当館が収蔵する尾形光琳筆「風神雷神図屏風」をはじめとした、各 

派各時代の金地屏風を同条件の下で調査し、金地についての客観性のあるデータを蓄積する。 

【担当部課】 学芸研究部 【プロジェクト責任者】 調査研究課絵画・彫刻室長 田沢裕賀 

【スタッフ】   

神庭信幸(保存修復課長)、松嶋雅人(企画課特別展室長)、荒木臣紀(保存修復課環境保存室主任研究員)、和田浩(保存修

復課環境保存室主任研究員)、金井裕子（調査研究課絵画・彫刻室員） 

【主な成果】 

 これまで蓄積したデータの確認と現段階での追調査の必要項目について検討した。国宝「檜図屏風」の金箔地につい

て蛍光Ｘ線分析、赤外線による調査を行い、これまでの結果を踏まえて検討した。また、迅速かつ安全に屏風装作品の

蛍光Ｘ線分析を行うための道具の検討を行い、新しい蛍光Ｘ線分析装置導入へ向けての準備を行った。 

 

【年度実績概要】 

 検討会により、これまでのデータの外部公開を目標として、外部公開のために必要な最終実験を検討し、金箔の重な

りによるデータの違いを把握する必要性を確認した。また、他の金箔地屏風について蛍光Ｘ線分析、赤外線による調査

を行ったが、蛍光Ｘ線分析装置の故障によりこれまでの継続としての実験を行うことは出来なかった。その代わりに、

同条件下でのデータ蓄積ではなかったが、別機材によるＸ線分析・赤外線撮影などの光学調査を行い、作品修理等に役

立てた。 

                            
                                 「風神雷神図屏風」Ｘ線分析調査風景     

【実績値】 

作品調査回数 3回（うち、実験方法検討会 1回、分析 2回（蛍光Ｘ線分析、赤外線撮影）） 

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 4511-6 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

長期間の機材の故障により、新たなデータの蓄積は出来なかったが、国宝「檜図屏風」について 40

ヵ所の蛍光Ｘ線分析と赤外線による調査行い修理のためのデータ収集を行うことができた。 

 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

要注意 

本年度は、これまでの調査のまとめとして、金箔の重なりによるデータの違いをもとに、データの

集約と現段階での結論発表を行う予定であったが、必要とされた最終実験を行うための機材が長期間

故障し、実験を行うことができなくなった。そのため、同一条件を前提としたこれまでのデータを集

約しての考察を行うことができなくなった。 

次年度以降は、新たな機材により実験の再開が可能となる予定である。今回の経験を考慮し、金地

のみに限らない様々な光学的調査を行い、総合化を行わなくても調査成果を反映できる研究課題の選

択と実験体制をつくることとしたい。 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 正確性  

判定 Ａ Ａ Ａ Ｃ Ｃ  

判定理由  

適時性：日本絵画における金の使用方法に対する関心は高く、データ蓄積の必要性も高いため。 

独創性：光学機器による金箔研究は、同時代の作品を、流派を超えてデータ集積する点に意味があるため。 

発展性：今回の方法をもとに新しい研究方法の確立が可能であるため。 

効率性：機材の故障により研究が中断した。 

正確性：機材の故障により総合的な検討のためのデータ収集が出来ず、考察を進める段階にいたらなかったが、新た 

なデータ収集を行い、作品の修理に役立てることが出来た。 

観点 作品調査回数      

判定 Ｃ      

判定理由 

作品調査：機材の故障により同一条件での新たなデータの蓄積は出来なかったが、国宝「檜図屏風」について 40ヵ 

所の蛍光Ｘ線分析と赤外線による調査行い修理のためのデータ収集を行うことができた。 
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【書式Ｂ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 4511-7 

(様式 1) 

業務実績書 

 

中期計画の項目 4 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 7)油彩画の材料・技法に関する共同調査（(5)－①) 

【事業概要】 

本研究は東京藝術大学との共同研究で平成 21年度から開始し、平成 24年度に継続の手続きを行い、続行しているもの

である。東京国立博物館所蔵の油彩画約 150 件の中から、明治期を中心とした約 50 件を調査対象としている。東京芸術

大学大学院油画保存修復研究室はこれまで大学所蔵の明治期油彩画について調査研究を続け、多数の成果を公表してい

る。この度の共同調査の目的は、高精細デジタルカメラを使用した顕微鏡写真、普通光写真、赤外線写真、紫外線蛍光写

真、透過デジタルＸ線写真、蛍光Ｘ線分析等の科学的調査を通し、当館所蔵の油彩画に使用された材料と技術に関するデ

ータ構築を行い、これまで芸大が集積したデータと比較を可能にすることである。それによって、今後我が国の初期油彩

画の技法的解明、あるいは歴史的解明が一層進展するものと考える。 

【担当部課】 学芸研究部 【プロジェクト責任者】 保存修復課長 神庭 信幸 

【スタッフ】   

木島隆康(東京芸術大学大学院教授)、西川竜二(東京芸術大学大学院助教)、田沢裕賀(調査研究課絵画・彫刻室長)、土屋

裕子(保存修復課保存修復室主任研究員)、荒木臣紀(保存修復課環境保存室主任研究員) 

【主な成果】 

平成 20年 11月から開始し本調査は、本年度 3年間の調査期間の締結を更新し、さらなる調査を進めている。本年度調

査が終了した作品は、19点である。24年 11月 12日から本館特別 1室で開催した特集陳列「東京国立博物館 140周年特

集陳列 グラスゴーから来た西洋画―博物館草創期の国際交流 1」にて作品の一部を展示した。 

【年度実績概要】 

 平成 24年度に調査が終了した作品（これまでに調査した作品の追加調査も含む）は、①A-696  唱歌図、②A-697 海港

日暮図、③A-699 風景、④A-700 海港日没図、⑤A-701 牧場図、⑥A-702 聖家族、⑦A-703 運動、⑧A-704 少女とカナリ

ヤ、⑨A-705 風景、⑩A-706 童子像、⑪A-707 風景、⑫A-710 風景、⑬A-711 海の景、⑭A-712 ふたりの女性、⑮A-713 隠

者、⑯A-716 ジャニー･ディーンズﾞの肖像、⑰A-717 納屋、⑱A-718 音楽の稽古、⑲A-719 橋の景色、以上 19点。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
油彩画の光学的調査風景

 

【実績値】 

調査回数 ：10回 

調査作品数：19点  

研究発表・展示：1回 24年 11月 12日～12月 24日特集陳列「東京国立博物館 140周年特集陳列 グラスゴーから来 

た西洋画―博物館草創期の国際交流 1」にて、調査対象作品を展示。 

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 4511-7 

(様式 2) 

自己点検評価調書 

  

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

東京国立博物館が所蔵する油彩画コレクションは、東京藝術大学の同時期の作品群を補完する意味

でその存在は大きい。これまで光学的調査が不十分であったため、芸大作品と材料や技術に関する科

学的な比較が困難であったが、一連の調査によって徐々に可能になってきている。今年度は調査対象

作品を展示までもっていくことができ、今後の調査の進捗が更なる可能性を開いていくものと考える。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

計画通り実施されており、当該年度計画を 100％達成。『MUSEUM』での発表はなかったため、次年度

以降の課題である。 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 正確性  

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ  

判定理由 

適時性：展示への活用に資する時宜を得た調査であるため。  

独創性：当館保有の油彩画に関して初めての総合調査であるため。 

発展性：明治期に油彩画に関して多感との比較研究が可能になるため。 

効率性：計画的な調査を実施した。 

正確性：調査内容は目的とするメニューを確実に行うことができた。 

観点 調査回数 調査作品数 研究発表・展示    

判定 Ａ Ａ Ａ    

判定理由 

調査回数、調査作品数、研究発表・展示:全て当初予定通りの優れた成果を上げることができたと考える。 
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【書式Ｂ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 4511-8 

（様式 1） 

自己点検評価調書 

 

中期計画の項目 4 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 8)名物裂を用いた表装裂の復元に関する共同研究（(5)-①） 

【事業概要】 

我が国の文化財は、多種多様な裏打紙及び表装裂地が組み合わさった一体構造を持つものが多く、本紙修理の技術と表

装の技術は互いに不可分の関係にある。急激な生活文化の変化により、基礎的材料の不足が深刻化し、伝統的な材料・技

術の継承が大きな課題となっている。中でも表装裂地については、伝統的な製造法によるものが著しく減少し、文化財の

品格に相応しい裂地を製作することが困難になってきている。本研究の目的は、研究者と技術者が共同して名物裂を調

査・記録・保存・公開し、それによって伝統的製法にのっとった復元を可能とすることである。また、文化財修理そして

伝統文化の継承に意義があると考える。 

【担当部課】 学芸研究部 【プロジェクト責任者】 保存修復課長 神庭 信幸 

【スタッフ】   

澤田むつ代（特任研究員）、小山弓弦葉（調査研究課工芸室主任研究員）、鈴木晴彦（保存修復課保存修復室アソシエイト

フェロー）、米倉乙世（保存修復課保存修復室アソシエイトフェロー）、平河智恵（保存修復課保存修復室アソシエイトフ

ェロー）、小笠原小枝（当館客員研究員）、岡興造（国宝修理装こう師連盟理事長）、加藤章男（国宝修理装こう師連盟専

務理事）、半田昌規（国宝修理装こう師連盟常務理事）、大菅直（国宝修理装こう師連盟企画調整役）、廣瀬賢治（伝統技

術伝承者協会理事長・選定保存技術「表具用古代裂（金襴等）製作」保持者） 

【主な成果】 

前田家伝来名物裂に関する調査を5回（平成23年度2回、平成24年度3回）開催し、金襴を中心に平成23年度35点、平成

24年度74点の名物裂の調査を実施した。本調査によって製作関する技術及び材料に関して科学的な観点からのデータを取

得することができた。 

【年度実績概要】 

前田家伝来名物裂に納められた裂地は中国で製作された多種多様な金襴を含んでいる。今日これらの金襴を織物市場

で購入することは不可能であり、使用するためには自ら作製する他に手段はないが、これまで作製するに十分な裂地情

報が提供されていなかった。今回の調査によって、裂地に関する性能を数字と写真、そして状態の記述によって提供す

ることができるようになった。これによって、金襴の復元製作に関する基本的な環境が整えられたといえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 前田家伝来名物裂に関する調査風景 

【実績値】 

調査件数  74件 

 （内訳） 

 第 3回調査会、24年 7月 26日(月)、22件 

  第 4回調査会、24年 12月 4日(火)、30件 

  第 5回調査会、25年 2月 7日（木）、22件  

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 4511-8 

(様式 2) 

自己点検評価調書 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

染織分野の研究者、織物製作者、織物を実際に表具に用いる技術者等が一堂に会し、通算 5回の集

中的な調査を実施することによって、美術史的観点と実際の製作技術の観点から、名物裂の実態が明

らかになりつつある。今後は調査結果をまとめ、データベース化を図る予定である。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

 

計画通り実施されており、当該年度計画を 100％達成。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 正確性  

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ  

判定理由 

適時性：今日の装こう技術で必要とされる優れた名物裂の基本データの公開が可能になった。 

独創性：裂の製作者側に必要なデータを明らかにした点が優れているため。 

発展性：基本データを元に実際に名物裂を復元制作することが可能になった。 

効率性：短期間に必要十分なデータを取得することができた。 

正確性：複数の調査員によって各調査項目を確認することによって、的確な判断を行った。 

観点 調査件数      

判定 Ａ      

判定理由 

 調査件数：今後、得られた調査データの解析と総括を行い、名物裂の製作技法、製作材料についてまとめ、データベ 

ース化を行う計画である。研究計画・方法において当初予定通りの優れた成果を上げることができたと考 

える。 
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【書式Ｂ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 4511-9 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 9）漆塗籠棺残片の保存に関する共同研究((5)－①) 

【事業概要】 

水漬状態の漆塗籠棺残片(J-39374)のミクロ及びマクロ的な構造を理化学的に調査分析し、合わせて過去の処置事例 

を検討しながら、水漬状態の資料に対する乾燥方法を確定し、具体的に乾燥処理を行うことを目的とした事業である。 

【担当部課】 学芸研究部 【プロジェクト責任者】 保存修復課長 神庭 信幸 

【スタッフ】   

井上洋一（企画課長）、古谷毅（列品管理課主任研究員）、和田浩（保存修復課環境保存室主任研究員）、山田俊輔（調査

研究課考古室研究員）、川村佳男（保存修復課保存修復室研究員）、市元塁（九州国立博物館企画課研究員）、永嶋正春

（国立歴史民俗博物館情報資料研究系准教授）、北野信彦（東京文化財研究所保存修復科学センター）、望月幹夫（当館

客員研究員）、松井敏也（筑波大学准教授・当館客員研究員）  

【主な成果】  

・漆塗籠棺残片の保管履歴を整理し、現状を確認した。 

・理化学的調査分析の計画を策定し、実行した。 

【年度実績概要】 

・第 1回全体会議･調査会の開催 

開催日：平成 24年 12月 12日 

出席者：神庭・古谷・和田・山田・川村・市元・永嶋・北野 

 議事：保存経過報告(和田・川村)、考古資料化案報告(古谷）、学識経験所見報告(永嶋･北野）、報告･協議総括(神庭)。 

 スタッフが漆塗籠棺残片の現状を確認した。理化学的調査分析についての協議及び、日程を決定した。 

・GC-MS分析（ガスクロマトグラフィー質量分析）の実施 

 24年 12月 27日～25年 1月 17日、東京文化財研究所にて漆層の成分分析を実施した。 

・3次元計測の実施 

 25年 1月 22日、東京国立博物館にて資料の外面形状を 3次元計測した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          漆塗籠棺残片に対して 3次元形状測定を実施しているところ 

【実績値】 

調査回数 3回 

 

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 4511-9 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

 

漆塗籠棺残片の構造、材質の検討、それらを元にした修理計画の検討、また類似資料との比較調査

による本資料の特徴中質など、次年度計画遂行に必要な情報を本年度事業によって得ることができた。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

 

本年度から漆塗籠棺残片の制作技法と修理方法の検討、次年度以降修理着手に向けたより具体的な

修理計画の立案を計画しているが、本年度は計画通り実施されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観点 適時性 正確性     

判定 Ａ Ａ     

判定理由  

適時性：緊急性が高く、事業完了後は公開を目指した事業を実施した。 

正確性：理化学的調査で得られたデータに基づく修理計画立案を目的とする事業を実施した。 

 

観点 調査回数      

判定 Ａ      

判定理由 

 調査回数：年度内に十分な内容を伴う調査を予定通り実施した。 
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【書式Ｂ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 4511-10 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 4 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 10）板谷家を中心とした江戸幕府御用絵師に関する総合的研究（科学研究費補助金）((5)－①) 

【事業概要】 

平成 21年度東京国立博物館に一括寄贈された約 1万件に及ぶ板谷家伝来資料について、デジタル撮影、データ整理を 

行い、データベース作成・公開への準備を進める。また、各古文書・絵画資料の画題や原本、伝来等について調査する

とともに、板谷家作品を所蔵する機関にて現存作品調査を実施。これにより伝来資料について、資料そのものと現存作

品との比較という両面から理解を深め、その成果を公開する。 

【担当部課】 学芸研究部 【プロジェクト責任者】 調査研究課絵画･彫刻室長 田沢裕賀 

【スタッフ】   

池田宏(上席研究員)、冨坂賢（保存修復課保存修復室長）、小野真由美（企画課出版企画室主任研究員）、瀬谷愛（列品

管理課平常展調整室研究員）、塚本麿充（調査研究課東洋室研究員）、金井裕子（調査研究課絵画･彫刻室研究員）、山下

善也（京都国立博物館連携協力室長） 

【主な成果】 

伝来資料について、3,231点（7,449カット）の撮影を終了するとともに、並行して新たな知見の整理、絵画資料の調

査、古文書の翻刻を行った。また、スタッフによる研究会を 2 回開いたのに加え、本年度は特に板谷家が手がけた「東

照宮縁起絵巻」及び板谷家の本家にあたる住吉家に関する資料を調査し、東叡山寛永寺（24年 6月 8日）、日光山輪王寺

（24年 11月 20～21日）及び東京藝術大学美術館（25年 2月 22日）にて作品の調査撮影を行った。 

 

【年度実績概要】 

・伝来資料のデジタル撮影、データ整理 

作品保存とデータベース公開のため、伝来資料のデジタル撮影、データ整理を、週 3日行った。 

・調査の実施 

 東京国立博物館所蔵の住吉家、板谷家作品の調査を行った。また 24年度は東叡山寛永寺（東京）、日山輪王寺（栃木）、

東京藝術大学美術館（東京）（2月 22日）での調査を実施した。 

・研究会の実施      

24年 11月東京国立博物館内で、東照宮縁起絵巻を中心に調査研究会を行った。25年 2月には 24年度調査研究成果の

報告検討会を行った。 

     

                                
                                  資料調査撮影風景            

【実績値】 

研究会回数 2回（第 1回：24年 11月 22日（木）、第 2回：25年 2月 20日（水）～21日（木）） 

外部調査回数 3回（24年 6月 8日（金）、11月 20日（火）～21日（水）、2月 22日（金）） 

画像データ作成点数 3,231点 7,449カット 

 

 

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 4511-10 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

本年度の当初目標をほぼ達成した。次年度以降の作品調査（次年度は京都方面）の予定を作成し、 

準備に入った。また、作業予定は本年度同様の体制を確立し遂行の見通しがたっている。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

計画通り実施されており、当該年度計画を 100％達成した。 

1万点を超える膨大な資料の撮影、データ整理に、平成 24年度は 3人の整理作業補助員、1人のカ 

メラマンで当館研究員とともに作業にあたってきた。次年度以降も引き続きこれらのデータをもとに

再度各資料に関する情報を精査し、4年後の公開に向けて、今年度の状況で作業を進めることで、利便

性の高いデータベースの作成を追及していきたい。次年度以降につづく調査研究の基盤ができている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 正確性  

判定 Ａ Ｓ Ａ Ａ Ｂ  

判定理由  

適時性：近年の御用絵師研究の進展に寄与する研究であるため。 

独創性：総数 1万点を超える御用絵師資料の総括的研究は、これまでになされていないため。 

発展性：住吉家（本年調査を実施）・狩野家など板谷家以外の御用絵師の活動と連動した研究により、様々な研究が 

可能となるため。 

効率性：これまで御用絵師研究に関わってきた研究者の協力を得て効率の良い調査がなされているため。 

正確性：下絵・粉本等の画題検討を手分けして行い、不明部分に関しては、研究会で課題を出し合って精度を高めて 

いるが、総量が多いこともあり、一部には遅れも見られるため。 

 

観点 研究会回数 外部調査回数 
画像データ 

作成点数 
   

判定 Ａ Ａ Ａ    

判定理由 

 研究会回数・外部調査回数・画像データ作成点数： 

当初目標であったデジタル撮影、データ整理作業、古文書解読などの調査・研究会を定期的に行い、本年度は 1 

月あたり約 270点の撮影を行うことができ、目標値を達成することができた。 
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【書式Ｂ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 4511-11 

(様式 1)                    

業務実績書 

 

中期計画の項目 4 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 11)文化財保護の歴史に関する基礎的研究(科学研究費補助金)((5)－①) 

【事業概要】 

東京国立博物館は、明治 4 年(1871)の「古器旧物保存」や、同 5 年に博覧会の出品物考証に備えるために行った文化

財調査「壬申検査」をはじめ、「臨時全国宝物取調」など文化財保護に関する多くの資料を所蔵している。本研究では、

こうした資料の収集・整理・データ化を行ってきた。また、国内外の主要な博物館において、文化財関連資料の管理状

況などの実態調査を行い、今後のデータ公開に向けて、どのようなことに留意すべきかの検討を続けている。 

【担当部課】 学芸研究部 【プロジェクト責任者】 
学芸企画部博物館情報課長  

高橋裕次 

【スタッフ】   

浅見龍介(調査研究課東洋室長)、丸山士郎(博物館教育課教育講座室長)、白井克也(列品管理課平常展調整室長)、島谷

弘幸(副館長)、恵美千鶴子(調査研究課絵画・彫刻室アソシエイトフェロー)  

【主な成果】 

 東京国立博物館が収蔵する文化財保護に関連する作品や資料について、展示履歴などの情報を参考にして作成した調

査対象リストをもとに、デジタルカメラによる記録撮影やスキャニングによるデータ収集を行い、その分類法について

も検討した。また、特集陳列の開催などによる研究成果の公開や、国内外の博物館における文化財保護の歴史に関わる

事例の調査を実施した。 

【年度実績概要】 

(1)東京国立博物館所蔵の関係資料の調査 

  博物館の草創期より現在にいたる、文化財保護に関連する資料について、その収集と  

整理を継続して行った。資料の中核である館史資料のデジタル化を進める中で、研究の   

利便性の向上のため、列品録、重要雑録など主要な資料の目次のデータベースを作成し   

た。また『東京国立博物館百年史』の編纂以後に作成された関連資料の整理・分析とと 

もに、研究内容に即した分類法を検討し、これまで研究の対象となっていなかった文化 

財保護に関するパンフレット類などの収集、調査も開始した。 

 

(2)研究成果の公開  

・特集陳列 東京国立博物館 140周年の特集陳列として｢資料館における情報の歴史」を  

実施した。 

昭和 59年に、美術に関する学術資料を収集・整理・保管し、研究者に公開する目的 

で設置された資料館を対象とした。明治 5年に設置された日本最初の官立図書館であ 

る書籍館に由来し、国の文化財保護の施策の一つである情報の収集・発信の機能を果 

たしてきた資料館の活動や役割を、博物館における文化財保護の歴史の中で位置づけた。 

陳列では、書籍館で作成した図書目録、解題をはじめ、その旧蔵書や、『江戸城本丸等障 

壁画絵様』などの調査研究に関係する資料などをとりあげ、文化財保護に関する情報発 

信のあり方を紹介した。 

・東京国立近代美術館の 60周年記念のシンポジウムでの講演・討議 

プロジェクト責任者が、戦前まで日本の文化財保護政策において中心的役割を担ってきた東京国立博物館が行っ 

た近代美術の収集と展示の実態を検討し、文化財保護行政と博物館事業の二つの観点から、その歴史的意義を論じ 

た。 

(3)国内外の主要な博物館における文化財関連資料の管理状況などの実態調査 

韓国国立中央博物館の保存修復部門の研究員千周鉉氏と、韓国の文化財保護の歴史に関する討議及び、東京国立博 

物館、山口県山口博物館、九州国立博物館において韓国の文化財保護関連資料の調査を行った。 

【実績値】 

展示への反映 1回 特集陳列 ｢資料館における情報の歴史」作品数 28点 25年 1月 8日 ～ 3月 3日、 

調査件数 320件、 

写真撮影点数 2,000点、 

データ入力点数 6,000点 

【備考】 

「博物館ニュース」

第１号 
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【書式Ｂ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 4511-11 

(様式 2)                              

自己点検評価調書 

1．定性的評価 

2．定量的評価 

3．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

情報の収集・整理について、その範囲や分類法などを再検討し、さらに韓国国立中央博物館の保存

修復担当者と、文化財保護の歴史に関わる資料についての討議と調査などを行い、博物館における文

化財保護のあり方を総合的に把握するための方法論を明らかにできた。 

今後は、研究の対象とする資料について、作成の年代や経緯などの史料批判を十分に行いながら、

文化財保護と関わる博物館の各事業の成立、位置づけ、機能と役割の変遷などを、実証的な方法で明

らかにしていきたい。 

4．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

これまでの基礎的な研究をふまえ、東京国立博物館において、文化財保護に関わる各事業がどのよ

うな過程を経て成立し、展開していったのか、また国の政策における位置づけ、その機能や役割の変

遷などを具体的に明らかにすることで、日本の文化財保護の歴史を検証し、今後のあり方を模索して

いく。さらに全ての資料について画像を伴ったデータベースを構築し、公開の方法を検討することで、

当該分野の研究に寄与することを目標とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ａ Ａ Ａ Ｂ Ａ Ａ 

判定理由 

適時性：140年という節目の時期に、当館の文化財保護に関わる事業について詳細を明らかにしたため。 

独創性：関連する資料の全体像や、相互の関連などを把握するための基礎資料を作成したため。 

発展性：これまでに収集、整理した資料の分類法を検討することで、今後の具体的な成果の見通しを得たため。 

効率性：資料が膨大なため、データを整備する段階にとどまっているため。 

継続性：資料を収集・整理し、将来に伝えるシステムの構築を目指しているため。 

正確性：デジタル化を推進し、正確な情報をいつでも引き出せるように心がけている。 

観点 展示への反映 調査件数 写真撮影点数 データ入力点数   

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ   

判定理由 

展示への反映：特集陳列｢資料館における情報の歴史」では 28点の資料を公開し、解説入りのパンフレットを配布し 

た。 

調査件数：館の公文書である館史資料の他、韓国国立中央博物館の保存修復担当者との共同研究によって、文化財保 

護に関する資料など約 320件を調査した。 

写真撮影点数：計画通りデジタルカメラ、スキャナーによって約 2000点の画像を収集した。 

データ入力点数：計画通り文化財保護の歴史に関連する資料約 6000点のデータ入力を行った。 
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【書式Ｂ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 4511-12 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 4 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 
12）占領期の教育政策における国立博物館の役割に関する調査研究（科学研究費補助金）( (5)

－ ①)  

【事業概要】 

育児休業のため研究中断 

 

 

 

【担当部課】 学芸研究部 【プロジェクト責任者】 
学芸企画部博物館教育課教育講座室主任

研究員 神辺知加 

【スタッフ】   

 

 

 

 

【主な成果】 

 

 

 

 

【年度実績概要】 

 プロジェクト責任者が、24年 4月 20日より、産前産後休業・育児休業のため、年度実績なし。 

【実績値】 

 

 

 

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 4511-12 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｆ 

 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観点       

判定       

判定理由 

 

 

 

 

 

観点       

判定       

判定理由 
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【書式Ｂ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 4511-13 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 4 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 13) 宮廷工芸に関する物質文化的研究（科学研究費補助金）((5)－①) 

【事業概要】 

 本研究は、日本の宮廷で用いられた建築・服飾・調度品などの工芸資料について、生活様式を反映する物質文化の見

地から研究し、公家階層の生活様式に基づいた宮廷工芸の分類体系を構築するものである。本研究は、日本の公家階層

が用いた宮廷工芸という特定事例を対象とするが、その成果は、歴史研究の物質文化的側面を深化させて、人間の生活

感を反映する歴史の構築に資する工芸史研究の試論とすることを念頭におく。 

【担当部課】 学芸研究部 【プロジェクト責任者】 
列品管理課貸与特別観覧室主任研究員  

猪熊兼樹 

【スタッフ】   

 

【主な成果】 

本年度は、東京国立博物館、国立公文書館、東洋文庫、天理大学図書館、葵祭行列保存会を中心に調査・撮影を行っ

た。 

 

【年度実績概要】 

・東京国立博物館所蔵資料の調査 

東京国立博物館が所蔵する宮廷工芸関係の資料及び文献の調査と撮影を行った。 

・国立公文書館所蔵史料の調査 

国立公文書館が所蔵する宮廷服飾・修学院御幸を中心とする宮廷行事関係史料の調査と文献複写を行った。 

・東洋文庫所蔵史料の調査 

東洋文庫が所蔵する東アジア宮廷行事関係史料の調査と文献複写を行った。 

・天理大学図書館所蔵史料の調査 

天理大学図書館が所蔵する東アジア宮廷行事関係史料の調査と文献複写を行った。 

・葵祭行列関係資料の調査 

葵祭行列保存会に赴き、葵祭（賀茂祭）の儀礼作法及び服飾調度類に関する画像及び動画の記録を行った。 

・本研究の調査において知見を得た越南宮廷の工芸品の資料的価値に関する論考を東京国立博物館学術雑誌『MUSEUM』 

に寄稿した。現在査読中。     

 

 

 

 

 

 

 

 
24年 5月 15日 京都葵祭 

【実績値】 

調査回数 15回 

 データ収集件数 画像 402カット、動画 9GB 

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 4511-13 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

 

データの収集と分析に時間がかかり、本年度内に研究成果を公表できなかったため。ただし、現在

ひとつの論文を投稿査読中である。その結果をふまえて、次の研究へとステップアップする。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

 

計画通りの調査を進行させ、宮廷工芸に関する資料を幅広く収集することができたため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

判定理由  

適時性：日本の宮廷を根本的に理解するにあたり、今日的課題である東アジア史の観点から調査を行った。 

独創性：日本の宮廷を根本的に理解するため、東アジアの宮廷行事の資料を収集することを行った。 

発展性：宮廷行事という特殊事例を対象とする研究であるが、その成果に基づく原理は諸文化現象に応用できるため。 

効率性：本研究に必要と想定される文献史料、工芸資料のデータ収集を行なうことができた。 

継続性：本年度は 3年研究計画の最終年度であるので、研究成果の公表を想定した調査を行った。 

正確性：宮廷工芸を総合的に把握できるよう、建築・服飾・調度の観点から網羅的に見渡しているため。 

 

観点 調査回数 データ収集件数     

判定 Ａ Ａ     

判定理由 

調査回数：調査先の懇切な対応のおかげで、効率的な調査を重ねることができた。 

データ収集件数：本研究を進めるうえで必要な文献史料および工芸資料のデータを収集することができた。 
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Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



【書式Ｂ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 4511-14 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 4 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 14)古筆切紙背の史料学的研究（学術研究助成基金助成金）((5)－①) 

【事業概要】 

古筆切の紙背（裏面）には、典籍や記録の断簡が見られることがある。判読の困難という要因もあり、これまで学術

的に注目されることがほとんどなかったが、デジタル画像処理技術の普及によって、紙背の内容を把握することが可能

となってきた。この研究は、既知の手鑑等に収載されて伝わった希少な古筆切の中から紙背を持つものを集成し、その

史料学的な評価と研究の方法を確立することを目的とする。 

【担当部課】 学芸研究部 【プロジェクト責任者】 調査研究課長 田良島 哲 

【スタッフ】   

島谷弘幸（東京国立博物館副館長） 

【主な成果】 

・平成 24年度に確認した過去に刊行されている古典籍の複製本類の写真版を中心に、紙背の内容について網羅的に調査 

した。 

・当館寄託の手鑑 1件と古筆切 19件について高精細画像の撮影を行い、データを蓄積した。 

【年度実績概要】 

書道史を専門とする高田智仁氏（大東文化大学大学院）に依頼して、複製本等所収の古筆切紙背に関する情報の調査・

整理を行った。 

現状では、系統化には至っていないが、特に特定の人物を筆者として貼りこまれた「書状切」の中には、裏面に経典

（写経・版経）や仏書が認められるものが多くあり、この種の経典や仏書が解体され、裏を返して手鑑の中に人物の書

状として採録されたことが窺われた。 

しかし、伏見天皇の歌集である「広沢切」のように歴史学的に本来的な意味での紙背文書のある状態で、断簡となっ

た場合もあり、一概に古筆切の性格を決定付けることはできなかった。 

                               
裏面に典籍断簡のある書状切 

【実績値】 

資料収集件数：450件 

 

 

 

 

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 4511-14 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

  

研究の問題意識に対して肯定的な素材が集積されている。業務の関係で館外での調査が困難であっ

たので、次年度の課題として継続する。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

 

当館蔵品に関する情報を蓄積して、研究成果が館業務に寄与している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

判定理由  

適時性：古筆切の素材が豊富に公開されつつあり、網羅的な研究をするには適当な時期であるため。 

独創性：これまでの古筆切研究には見られない視角からの研究であるため。 

発展性：国文学など既存の分野だけでなく、歴史学等他の分野への応用が可能であるため。 

効率性：必要最小限の経費で研究を執行するよう務めているため。 

継続性：毎年度、継続して研究素材の拡充を図っているため。 

正確性：研究に必要な情報を的確に記述するように努めた。 

観点 資料収集件数      

判定 Ａ      

判定理由 

資料収集件数：当初予想していた以上に、紙背を有する古筆切が確認されたため。 
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【書式Ｂ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 4511-15 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 
15)「家形埴輪の群構成と階層性からみた東アジアにおける古墳葬送儀礼に関する基礎的研究」

(学術研究助成基金助成金)（5－①） 

【事業概要】 

日本古代国家形成期である古墳時代の葬送儀礼を家形埴輪の群構成と階層性から分析・研究する。特に東アジア農耕

社会の集落建築や家形造形品との比較・検討から、古墳時代社会の安定と成長に大きな役割を果たした古墳葬送儀礼と

その背景にある古墳時代他界観(世界観)を解明するための基礎研究の確立を目的とする。 

また、これまでの科学研究費補助金Ｃ(2001～2002 年度)・同 Ｂ(2005～2007 年度)の調査・研究成果と併せ、総合研

究報告書の作成準備を進める。 

【担当部課】 学芸研究部 【プロジェクト責任者】 列品管理課主任研究員 古谷 毅 

【スタッフ】 

連携協力者：犬木 努(大阪大谷大学 文学部教授) 

【主な成果】 

科学研究費補助金Ｃ・Ｂ(2000～2002･2005～2007 年度)による調査･研究成果に基づき、連携研究者及び各地の研究協

力者と共に研究会を組織・開催し、各地の主要古墳出土埴輪群の分析結果を検討すると共に、古代窯業生産体制に関す

る先行研究の分析・討論を行った。 

また、本年度は主に近畿・中国地方で補足調査を実施し、発掘調査によって家形埴輪を含む埴輪配列が確認された良

好な家形埴輪資料を再度精査して、埴輪樹立時の群構成と配置・階層性を復元する基礎資料を整備した。 

【年度実績概要】 

本年度は、連携研究者と日本古代史研究者を含む研究協力者と共に、24年６月・10月・11月に、大阪府・広島県にて

研究会を開催し、これまでの調査成果の確認と問題点を検討・分析した。科学研究費補助金Ｃ･Ｂ(2000～2002･2005～2007

年度)の研究成果を含む、総合的研究報告書の内容・構成と体裁、及び作成スケジュールの検討・打合を進めた。 

資料調査としては、近畿・中国地方の主要古墳出土資料(大阪府・奈良県・広島県など)を重点的に進めたほか、既存

の整理・研究成果を展示・公開した(宮崎県西都原古墳群出土埴輪：特集陳列 南九州の古墳文化[2012.12.3 ～ 

2013.3.3]) 

既存調査資料の整理に関しては、写真・データ等の整理・分析を実施した。加えて、これまでの調査成果で収集した撮

影画像のデジタル化を進めた。東京国立博物館所蔵埴輪資料の調査準備に関しては、館内における存在確認事業等の影

響で今年度は実施に至らなかった。 

【実績値】 

○調査日数  :8日間 

○研究会日数  :4日間 

・調査件数   ： 7件 

・主な調査資料 ：広島県三ツ城古墳出土埴輪(広島大学蔵・東広島市出土文化財管理センター蔵)、 

大阪府心合寺山出土埴輪(八尾市教育委員会蔵)、同 大阪府内・八尾市内出土埴輪 

(大阪府近つ飛鳥博物館蔵・大阪府文化財センター蔵・八尾市歴史民俗資料館蔵)、 

奈良県橿原市内出土埴輪(橿原市教育委員会所蔵)  

 ○論文等公開件数 8件(備考①～⑥) 

 (参考値) 

 ○フィルムデジタル化   ：15,322画像 

○展示等公開       ：宮崎県西都原古墳群出土埴輪 一括展示(特集陳列 南九州の古墳文化) 

[会期・場所：東京国立博物館平成館 企画展示室・2012.12.3 ～ 2013.3.3] 

【備考】 

①古谷 毅「古墳文化の特質と展開および地域性」『日本考古学会 第 74回例会(シンポジウム 南九州の古墳文化) 

予稿集』日本考古学会、5～11頁、2012年 2月 23日 

②犬木 努「埴輪からみた南九州と近畿―西都原古墳群を中心として―」『南九州とヤマト―日向・大隅の古墳―』 

大阪府立近つ飛鳥博物館図録 58、大阪府立近つ飛鳥博物館、129～138頁、2012 年 9月 

③犬木 努「柴又八幡神社古墳の埴輪を読み解く」『平成 24年度地域史フォーラム 古代東国と柴又八幡神社古墳』 

葛飾区郷土と天文の博物館、31～40頁、2012年 10月 

④犬木 努「後期古墳出土埴輪の諸問題―関東地方を中心として―」『後期埴輪の特質とその地域的展開』 

中国四国前方後円墳研究会、１～20頁、2012年 12月 

⑤古谷 毅 ｢利根川中流域両岸の古墳時代前半の様相－下総北西部の方形周溝墓と古墳群－｣流山市立博物館 企画 

展前方後方墳と方墳 関連講座第 3回（流山市立博物館:平成 25年 3月 2日） 

⑥犬木 努「後期古墳出土埴輪の諸問題―関東地方を中心として―」中国四国前方後円墳研究会 倉敷大会(第 15回 

研究集会)（ライフパーク倉敷:平成 24年 12 月 1日） 他 2件 
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【書式Ｂ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 4511-15 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

継続性については、定性的・定量的評価も併せ、変更の必要が認められないと考えられる。次年度

研究計画への改良・改善点については、補足調査の拡充によって調査精度の正確性をさらに高めると

共に、東京国立博物館所蔵資料(列品)の整理･分析を進めることで、より研究予算運用の効率性・適時

性を高めることを図りたい。また、研究会では、延期となった韓国での研究会の開催とさらに古代史

研究者等との研究協力を強化し、研究･分析視角に関する発展性・独創性の拡充・確立を図る。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

ほぼ順調 

有形文化財の収集・保管に関しては、列品の整理・分析を行い、学術的評価に関する十分な考古学

的情報及び展示・公開(論文・口頭発表および講演・ニュース等)・出版等を通じた当館における文化

財(列品)の公開に資する調査・研究として、比較的十分な蓄積ができたと考えられる。このほか、定

性的・定量的評価により判定した。 

改良・改善点は３.総合的評価のように、より高度な効率性・適時性及び発展性・独創性の確立を図

ることを目標として、次年度以降の計画へ反映させる予定である。 

 

 

 

 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ａ Ａ Ａ Ｂ Ｓ Ａ 

判定理由 

適時性：既存の科学研究費補助金による調査・研究成果の公開性において需要性・必要性があり、早期の公開を目指 

し、本年度は既存撮影画像のデジタル化を進めた結果、公開の準備が進展したため。 

独創性：古墳時代労働編制研究の視角を中心にして発想・着想しており、埴輪研究においては従来の研究と比較して、 

オリジナリティ及び新規性には優れていると思われるため。 

発展性：円筒埴輪中心であった従来の埴輪研究の多様化・汎用性に裨益し、研究視角の面からは先史考古学及び古墳 

時代・古代史研究に与える応用性などに、一定の成果及び波及効果があると思われるため。 

効率性：連携研究者と共に日本古代史研究者を含む多数の研究協力者を得ており、予算運用の時間的・人的投資につ 

いて有効であると思われる。一方、設備的投資については、消耗品を含めてほとんど行っていないため。 

継続性：これまで交付された科学研究費補助金による調査・研究成果を継承し、期間は適正で、質・内容・量ともに 

従来の調査・研究例を上回っており、本研究テーマの資料的基盤を構築する基礎性に優れているため。。 

正確性：実測図の作成はほとんど行っていないが、数値・データに関してはすでに写真撮影だけでも 31,000カット 

を超えており、達成値・網羅性については従来の調査･研究事例に近似する成果は見られないため。 

観点 調査回数 研究会日数 
論文等公開 

件数 
   

判定 Ａ Ｂ Ａ    

判定理由 

調査回数   ：館務等のために十分な時間が取れず、量的には不足気味である。しかし、埴輪発祥地で生産の中枢

である畿地方の資料を多数調査することが出来たことは、質的な評価は出来ると思われるため。 

研究会日数  ：年度末に計画することが出来ずやや不足気味である。とくに、韓国で実施予定の研究交流会が先方 

の事情で平成 25年度に延期となり、具体的な計画を推進中であるため。 

論文等公開件数：研究代表者は論文・口頭発表とも各１程度、連携協力者は論文３・口頭発表３で、研究協力者の同 

様な公開も実現している。したがって、これまでの調査研究成果をある程度公開することができた 

と思われるが、今後はさらに促進が必要である。 
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【書式Ｂ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 4511-16 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 4 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 16）絵巻の＜伝来＞をめぐる総合的研究（科学研究費補助金）((5)－①) 

【事業概要】 

本研究は、絵巻の研究を従来顧みられることのなかった伝来や鑑賞歴といった作品の付属情報から捉え直し、推進する。

研究にあたっては、絵巻の伝来、鑑賞歴に関わる情報を収集・蓄積した上で、絵巻が今日に至るまでにどのような軌跡を

経て伝世したのかという、各作品の通時的な歴史性に配慮し、絵巻という媒体全体を視野に入れた総合的な分析を行うこ

とを最終的な目標として設定する。 

【担当部課】 学芸研究部 【プロジェクト責任者】 調査研究課絵画・彫刻室研究員 土屋貴裕 

【スタッフ】   

 

【主な成果】 

 本年度は、絵巻の伝来、鑑賞歴といった情報を収集するため、まず、古代中世の文献資料に記載された絵巻関係資料の

抜き出しとデータ化を進めた。また、東京国立博物館所蔵絵巻模本の調査に着手し、主に近世に制作された模本から作品

所蔵情報を得る基盤を整えた。同時に、近代における作品の移動等に関する情報を収集するため、東京文化財研究所所蔵

の売立目録の調査を開始し、そこに記載された情報のデータ化を進めた。 

 

【年度実績概要】 

(1)文献資料記載絵巻関係資料の抜き出しとデータ化 

   本研究が主な対象とする古代中世絵巻の伝来、鑑賞情報を得るためには、日記、古記録等の文献資料を博捜し、そ 

こに記載された本文を整理する必要がある。抜き出しにあたっては、絵巻のみならず仏画、肖像画、屏風等、絵画関 

係の記事をピックアップし、本年度はおよそ 50タイトルの文献資料から約 600件の記事を抜き出し、その一部をデ 

ータ化した。 

 

(2)東京国立博物館所蔵絵巻模本の調査 

   絵巻模本の多くは近世に作られたが、その制作に際して、所蔵者や伝来等の情報が記されている場合がままある。 

本研究では、東京国立博物館所蔵絵巻模本の悉皆調査を目指し、目録の整理、撮影、所蔵者や伝来、模写者等の情報 

を収集すべく、模本リストの整理に着手した。調査順は列品番号順を基本として進め、本年度は狩野晴川院他模本約 

20件、冷泉為恭模春日権現験記絵巻全 20巻の調査を行うことができた。 

 

(3)売立目録の調査 

    (1)と(2)が前近代における絵巻情報の収集と整理であるのに対し、近代における作品の移動等を追うため、売立目 

録に記載された絵巻の調査を進めた。とりわけ、東京文化財研究所には国内有数の売立目録が所蔵されており、その全 

てから、絵巻を中心とするやまと絵の情報を抜き出し、ＰＤＦ化を進める準備を整えた。先年度分と合わせ約 400タイ 

トルの目録から約 2,000件の情報を抜き出した。    

【実績値】 

絵巻伝来関係資料の抜き出し件数（未データ化含む） 約 600件 

絵巻模本の調査件数 約 40件 

売立目録の調査件数 約 2,000 件 

 

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 4511-16 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

先年度に引き続き本年度も、文献資料記載絵巻関係資料の抜き出しとデータ化、絵巻模本の調査、

売立目録の調査という、本研究推進にあたっての基礎作業を着実に進めることが出来た。 

 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

本研究は絵巻の研究を作品のみならず、その付帯情報から総合的にとらえるべく進めてきたが、研

究開始当初の計画に沿ったデータ収集を行うことができた。また、絵巻模本の調査もリストはおおむ

ね整理することができたため、次年度以降、リストと作品との照合、撮影にさらに進めていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

判定理由  

適時性：従来顧みられることのなかった伝来や鑑賞歴といった作品の付属情報から捉える本研究の意義は大きいた 

め。 

独創性：作品の付属情報のみならず、文献資料、売立目録の情報により多角的に研究を推進する本研究の独創性は高 

いため。 

発展性：絵巻研究のみならず、仏画、肖像画をはじめとする絵画の研究にも寄与することができるため。  

効率性：限られた時間の中で、効率的にデータ収集を行えた。 

継続性：昨年度に引き続き継続して調査研究を進めることができた。次年度もさらなる展開を目指す。  

正確性：データに関しては、入力時、入力後の二度確認を行うことで、資料の正確性を期した。 

観点 
関係資料の 

抜き出し件数 

絵巻模本の 

調査件数 

売立目録の 

調査件数 
   

判定 Ａ Ａ Ａ    

判定理由 

関係資料の抜き出し：当初の計画よりも、多くの件数を実施することができた。 

絵巻模本の調査：当初の計画よりも、多くの件数を実施することができた。 

売立目録の調査：当初の計画よりも、多くの件数を実施することができた。 
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【書式Ｂ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 4511-17 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 
17）近現代における古日本染織の移動とコレクション形成に関する基礎的研究（科学研究費補助

金）((5)－①) 

【事業概要】 

本研究は、近現代に形成された古日本染織コレクションがいつ、どのような形態のものが、どのような経路で、どの

ような形状の変化を伴いながら移動し、コレクションとして集積されたのかを調査することによって、染織史研究の基

盤となる古日本染織コレクションの形成過程を明らかにし、古日本染織が近現代に形成された美術史の中でどのように

価値付けられたのかを明らかにする。 

【担当部課】 学芸研究部 【プロジェクト責任者】 調査研究課工芸室主任研究員 小山弓弦葉 

【スタッフ】   

 

【主な成果】 

 本年度は、旧松坂屋染織参考館が蒐集した古染織作品、及び、ロサンゼルス・カウンティ美術館に所蔵される在米個

人コレクターが蒐集した江戸時代の日本の袈裟コレクション、現在サンフランシスコ・ミルズ・カレッジ付属美術館に

所蔵される野村正治郎が蒐集した江戸時代の袱紗、同じく、サンフランシスコ・デヤング美術館にある米コレクターの

古日本染織裂コレクションを調査し、明治後期から大正期、昭和初期にかけて国内外で蒐集された古日本染織コレクシ

ョンのデータを集積し、その傾向等の分析を行った。 

【年度実績概要】 

本年度は、国内においては旧松坂屋染織参考館が蒐集した古染織作品を調査した。全ての作品を調査することは難し

かったため、参考としてこれまでの展覧会で出品された図版目録や調査報告書をもとに、図版とデータをまとめ、入力

作業を行った。この作業は本年度中には終わらなかったため、次年度も継続して行う予定である。 

また、昨年度に引き続き、日本国内における古染織コレクションの主要を占める、岡田三郎助コレクション（遠山記

念館・松坂屋所蔵）、野村正治郎コレクション（国立歴史民俗博物館所蔵）、吉川観方コレクション（奈良県立美術館・

京都府京都文化博物館・福岡市博物館所蔵）とほぼ同時期に蒐集された海外のコレクターによる古日本染織コレクショ

ンの調査を行った。24年 10～11月には野村正治郎が最終的にはメトロポリタン美術館に収めた錦・金襴などの袈裟 111

件の内、特に年記の入った重要な資料である袈裟 8 件を調査した。同袈裟コレクションについては、当時、野村正治郎

がアメリカ各地を巡回した展覧会の目録のコピーをメトロポリタン美術館の付属図書館より入手した。また、山中商会

がメトロポリタン美術館で開催した能装束の展覧会についても、その展覧会資料を入手した。25 年 1 月には、ロサンゼ

ルス・カウンティ美術館にある、個人染織コレクターが明治～大正期に蒐集した古日本染織コレクションの内、特にこ

れまでに公開されてこなかった江戸時代の袈裟のコレクション約 110件の内、昨年度調査できなかった 28件を調査し、

写真を撮影して記録した。また、サンフランシスコにあるミルズ・カレッジにおいて、野村正治郎が蒐集した日本の江

戸時代の袱紗 56件を写真撮影し調査を行った。さらに、ロサンゼルス・カウンティ美術館染織部長・シャロン・タケダ

氏のご教示により、サンフランシスコのデヤング美術館に、米コレクターの古日本染織コレクションがあることが判明

し、その内 41点を調査した。以上により、これまで知られていなかったデヤング美術館所蔵の古日本染織コレクション

の存在が明らかとなり、それらを含めた在米のコレクションが、ほぼ、山中商会や古美術商・野村正治郎を通じて作品

を購入したことがわかった。本年度は、その時期や経緯に関する資料収集もできた。日本にある古日本染織コレクショ

ンとの関連性については、引き続き比較調査が必要である。 

以上の調査で得た写真及び調査内容はファイルメーカーに画像と連動させて入力し、今後の研究の基盤となるデータ

とした。 

 

【実績値】 

データ集積件数 661件 

（内訳） 

松坂屋所蔵古染織コレクションデータの入力 425件 

メトロポリタン美術館所蔵袈裟調査データの入力 111件 

ロサンゼルス・カウンティ美術館所蔵袈裟調査データの入力 28件 

ミルズ・カレッジ袱紗コレクション調査データの入力 56件 

デヤング美術館所蔵古日本染織コレクション調査データの入力 41件 

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 4511-17 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

本年度は、国内については、近代に形成された古日本染織コレクションの主要な一つである松坂屋コ

レクションの調査を一部行い、先行研究をもとにデータの集積を行った。また、在米の海外コレクタ

ーによって蒐集されたコレクションを調査し、データの集積を進めた。次年度以降も引き続き、近代

における内外の古日本染織コレクターのコレクションのデータを集積し相互の特徴を比較しながら、

調査資料から導き出せる時代性や文化的背景に迫っていけるようさらに調査を進めていきたい。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

次年度は本研究費における最終年度に当たるため、近代の日本人コレクターによって蒐集された主要

なコレクションの内、特にその全貌が知られていない実業家・長尾欣弥、実業家・根津嘉一郎による

コレクションの調査を進めたい。これまでの調査で、海外に流出し、蒐集されることになったコレク

ションの中には、未調査の古日本染織コレクションの存在が多数あることが把握できた。次年度は、

アメリカだけではなくヨーロッパ方面ついても調査を進め、次年度以降の研究課題へと発展できるよ

う、情報の集積を図りたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

判定理由  

適時性：内外のコレクションがほぼ、博物館等公共施設で管理されることとなり、調査しやすい時期であるため。 

独創性：内外における網羅的な古日本染織コレクションの調査は本調査が初の試みであるため。 

発展性：調査を進める過程で、未知の古日本染織コレクションに関する情報が集積可能となった。 

効率性：1～2箇所を集中的に調査するため、それぞれのコレクションについて網羅的にデータを集積できるため。 

継続性：新たなコレクション情報をもとに、引き続き調査課題が生まれ、継続的な調査が望まれるため。 

正確性：ほぼ、実地に赴いての現物調査なので、自分で作品を見て、必要な調査データを確認できるため。 

観点 
データ集積 

件数 
     

判定 Ａ      

判定理由 

 データ集積：今後のコレクション研究に必要な正確性の高い調査データをコレクションごとに網羅的に集積した。 
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撮影画像のうち、A-1872仏鬼軍絵巻（巻末部分） 

【書式Ｂ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 4511-18 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 4 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 18）狩野晴川院養信による寺社宝物摸本の基礎的研究（学術研究助成基金助成金）（(5)-①） 

【事業概要】 

本研究は、東京国立博物館が所蔵する木挽町（こびきちょう）狩野派関係の模本類のうち、寺社の宝物を模写した資

料の基礎的調査を実施し、江戸時代後期に幕府奥絵師として活躍した木挽町狩野家八代目当主・晴川院養信（せいせん

いんおさのぶ）の活動を明確にすることを目的としている。また、模写活動を共にした弟子達についても個々人の活動

を明確にするべく、調査報告書の他に、上記の対象資料と制作者のデータベースを作成する。 

【担当部課】 学芸研究部 【プロジェクト責任者】 
列品管理課登録室アソシエイトフェロー 

安藤香織 

【スタッフ】   

 

【主な成果】 

 本年度は、膨大な木挽町狩野派関係の模本類から寺社宝物の模本を選別する作業を引き続き実施し、該当するものに

ついて基礎調査と撮影を実施した。また本研究をまとめるにあたり、特異な模本制作のケースが見られる天保十一年と

同十四年に注目し、養信自筆の公務に関する記録「公用日記」も活用しながら一連の模本制作について調査・研究を推

進した。加えて寺社宝物に的を絞った模本データベースを作成し、制作者一覧などと共に公開した。 

【年度実績概要】 

 

・寺社宝物模本 基礎調査 

  前年度に引き続き、当館の所蔵する木挽町狩野 

派関係の模本類、約 6,500件から寺社宝物の模本 

を選別するために、まず名称や受け入れ状況、目 

録などを手がかりに絞り込み、その後、個々の画 

像を見ながら墨書等を確認していく作業を実施し 

た。その上で該当するものについては基礎的デー 

タの収集をし、中でも重要と思われる資料は専門 

のカメラマンを雇用してデジタル撮影を実施し 

た。基礎調査後のデータは考察やデータベースに 

利用するべく一覧表に整理をした。基礎調査の結 

果、寺社宝物の模本が制作される契機として、鑑 

定、旅、寺社からの直接的な貸与、その他特殊な 

機会をうまく捉えて模写した場合などが確認でき 

た。 

 

・天保十一年、同十四年（1840、1843）の模写事業について 

  基礎調査を実施する中で、以前より養信自筆の「公用日記」や一部の模本から指摘されていた天保十一年と同十 

四年の寺社宝物の模写活動について、実際にまとまった数の模本の存在を確認できた。そこで本研究の成果報告とし 

てはこの部分に注目して掘り下げていくこととし、特に養信自身が模写活動に携わっている天保十四年の熱海湯治に 

まつわる模写活動については「公用日記」の同年の記事を通読し、湯治に関連する記事について翻刻を行った。その 

結果、模本からは限られた時間の中で同行の門人とともに模写をし、ものによっては帰宅の後に彩色を加えて完成 

に至る、という制作の流れが推定でき、「公用日記」からは旅立ちまでの申請手順や公務の調整が詳細に判明した。 

 

・寺社宝物模本データベース 

  データベースの目的をより鮮明にし、対象を絞り込んで公開する方針にしたため、それに合わせて既存の検索シス 

テムのアレンジを実施した。アレンジは、一般用にも研究用にも利用しやすいことを前提とし、なおかつ本研究の意 

図が明確に伝わるよう検討を重ね、通常の検索システム以外に、模本の制作者を一覧できるページと、上記のように 

注目される模写事業を一覧出来るページを作成した。同時に、データベースに必要な資料情報と制作者情報について 

基礎調査をもとにデータを整理した。以上は情報処理技術のある作業協力者 1名とともに実施した。 

 

【実績値】 

調査件数  ：34件 

撮影件数  ：14件、44点 

撮影日数  ： 8日 

撮影カット数：661枚 

データ整理、データベースシステムアレンジ作業協力者数 ：のべ 100人 

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 4511-18 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

前年度に引き続き、本年度は寺社宝物の模本について必要な調査を実施し、その制作に関わった門

人たちに関してもリストアップを完了することができた。また、その成果の一部を論文としてまとめ

るべく、改めて認識された天保十四年の熱海湯治という視点のもと、模本だけでなく「公用日記」を

活用して文献面からも綿密に研究を推進することができた。これに加えデータベースも公開したため、

今後幅広い分野に本研究の成果を活用してもらえると考える。 

以上、本年度の成果は十分認められると考える。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

本研究の結果、寺社宝物の模本が制作される要因として、鑑定、寺社からの直接的な貸与、その他

特殊な機会をうまく捉えて模写した場合などが確認できた。そして今回注目した旅を契機とした模本

では、限られた時間の中で同行の門人とともに模写をし、ものによっては帰宅の後に彩色を加えて完

成に至る、という模本制作の流れが推定できた。また「公用日記」からは、旅立ちまでの申請や公務

の調整が詳細に分かり、奥絵師の業務について新たな実例を確認することができた。さらに、寺社宝

物の模本制作に関わった門人をデータベース上で一覧できるようにしたことによって、今では知られ

ていない絵師たちの活動の一端が明らかにできたと考える。 

本研究は、木挽町狩野派関係の模本類のうち寺社の宝物を模写した資料の基礎的調査を実施し、晴

川院養信と門人達の活動を明確にすることを目的としたもので、二年間の調査・研究の結果、その目

的は達成されたと考える。 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ｂ Ｂ 

判定理由  

 適時性：本研究はこれまでの調査・研究報告では十分に扱われてこなかった資料を取り上げたものであり、必要性が 

あるとともに、インターネットでの成果公開もするため公共性も高いため。 

 独創性・発展性：本研究は基礎的調査を主眼とするもので、今後の美術史や歴史など幅広い分野の発展的な研究につ 

ながるものと考えられる。また、成果報告のための論考では対象を天保十四年の熱海湯治の際の模本制作に 

絞り込み、模本だけでなく「公用日記」も翻刻して活用してまとめているため、オリジナリティーも認めら 

れると考える。 

 効率性：本研究では撮影やデータ整理、データベース用のシステムアレンジなどに作業協力者 1名を依頼し、作業を 

委託したため、効率的に各作業を進めることができた。 

 継続性・正確性：調査期間及び網羅性は、設定した課題を完全に遂行するのには若干不足を感じることがあったため。 

観点 調査件数 撮影件数 撮影日数 撮影カット数 

データ整理、データ 

ベースシステムアレンジ 

作業協力者数 

 

判定 Ａ Ｂ Ｂ Ａ Ａ  

判定理由 

 調査件数：膨大な絵画分野、歴史資料分野から木挽町狩野家の手になる寺社宝物の模本の可能性があるものを抽出し 

た数値であり、34件まで絞り込むことができたため。 

 撮影件数・撮影日数：上記の調査対象のうち、データベースや研究を推進する上で重要度が高いものを優先的に撮影 

対象としたが、時間が許せばもう少し撮影対象を増やしたかったと感じるため。 

 撮影カット数：撮影対象の件数に対して必要十分な量であるため。 

データ整理、データベースシステムアレンジ作業協力者数：今後十分に活用できるデータベースが公開でき、協力者 

数も十分と考えられるため。 
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【書式Ｂ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 4511-19 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 4 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 19）創立 150周年へ向けた館史編纂のための基礎的な資料整理と調査（(5)－①） 

【事業概要】 

平成 34 年度の東京国立博物館創立 150 年へ向けて、『東京国立博物館 150 年史』を編纂するために、業務文書や刊行

物等を収集、整理し、今後の編纂事業の基礎資料として内容の調査を行う。平成 24年度は館内から収集した文書類を編

年、分類し利用の便宜に供するための内容目録を作成する。 

【担当部課】 学芸研究部 【プロジェクト責任者】 調査研究課長 田良島 哲 

【スタッフ】   

鷲塚麻季（調査研究課主任研究員）、高橋裕次（博物館情報課長）、保坂裕興（当館客員研究員・学習院大学教授） 

【主な成果】 

館内各所から収集した、館史関係の文書記録・刊行物類を整理して目録を作成し、今後の館史編纂の利用に供するこ

とができるようにした。 

 

【年度実績概要】 

・アルバイト 1名を採用し、定期的に資料整理作業を行った。 

・整理・調査するべき内容については客員研究員と協議して、適切な項目を設定した。 

・箱詰め状態の文書約 600箱を順次開梱して、収められた文書・刊行物類の年次と出所の確認を行った。 

・確認した内容の概略を箱にラベルとして貼付し、おおよそ、昭和戦前期から平成にいたる各時期に分類し、配列し直 

した。 

・各箱に収められた文書のタイトル等の項目を、Excel表形式の目録に記入し、検索の便宜を図れるようにした。 

             
目録を作成し整理・保管中の館史関係資料 

【実績値】 

調査件数: 615件（文書簿冊を収めた箱数）  

調査日数: 31日間 

 

 

 

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 4511-19 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

  

今後の館史編纂に必要な件数と内容の資料の調査を実施している。平成 25年度以降は未調査の物件

の調査を進めるとともに、専門家の意見を聴取しながら、館史の構成・内容の検討に入る必要がある。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

 

中期計画 I-4-(1)-②「我が国の歴史、文化の究明及び理解の促進等を図るため、歴史資料・書跡資

料等に関する調査・研究を実施する」を反映した事業として適切に実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

判定理由  

適時性：創立 140周年の段階で、いち早く着手した。 

独創性：当館は日本最古・最大級の博物館で、他にはない資料を対象としているため。 

発展性：調査成果は今後の館史編纂に十分に反映されるため。 

効率性：必要最小限の経費で実施しているため。 

継続性：調査内容を標準化し、今後の継続的な調査に備えているため。 

正確性：アーカイブズ学の専門家の指導を仰ぎ、方法・内容の正当性と正確さを確保しているため。 

観点 調査件数 調査日数     

判定 Ａ Ａ     

判定理由 

調査件数：所期の件数を調査した。 

調査日数：所期の日数の調査を行った。 
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【書式Ｂ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 4511-20 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 4 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 20）中世聖徳太子絵伝の図様展開に関する調査研究(科学研究費補助金)((5)－①) 

【事業概要】 

本研究は日本における古代中世の大画面説話画の中でも、画題として比較的早い時期から成立し、多く描かれた主題

のひとつである聖徳太子絵伝について、現存諸作品の詳細な調査に基づき、社会的・文化的・宗教的な動向や、他の説

話画制作の状況も踏まえた上で、どのように図様が展開したのかを明らかにしようとするものである。  

【担当部課】 学芸研究部 【プロジェクト責任者】 
学芸企画部企画課特別展室主任研究員 

沖松健次郎 

【スタッフ】   

猪熊兼樹（列品管理課貸与特別観覧室主任研究員）、伊藤信二（博物館教育課教育普及室長）、土屋貴裕（調査研究課絵

画・彫刻室研究員）、小林達朗（東京文化財研究所企画情報部主任研究員）、谷口耕生（奈良国立博物館学芸部保存修理

指導室長）、朝賀浩（文化庁美術学芸課主任文化財調査官）、石川知彦（龍谷ミュージアム教授）、村松加奈子（龍谷ミュ

ージアム研究員）、阿部泰郎（名古屋大学教授） 

 

【主な成果】 

 聖徳太子絵伝は現在 40件ほどが知られており、それらは想定される享受環境の違いによって画面形式や図様・画面構

成に違いがあり、制作集団の違いも想定されている。各々の作品群の詳細な分析と、他の関連作品との比較検討を行な

うため、館蔵品、寄託品、および館外作品の調査研究を進めた。あわせて、太子絵伝と密に関わる中世太子伝諸本から

各年代の事蹟を比較参照できるよう、データ化を行った。 

 

【年度実績概要】 

(1)中世聖徳太子絵伝の作品調査 

  本研究は中世聖徳太子絵伝諸本に描かれた各場面の比定、大画面説話画をはじめとする中世絵画との比較、中世太 

子伝との照合を進めるが、その基本となるのが綿密な作品調査である。本年度は以下の調査を進めることができた。 

 ・法隆寺献納宝物聖徳太子絵伝（四幅本） 嘉元三年（1305） 上野法橋・但馬房筆 東京国立博物館蔵 

 ・四天王寺本聖徳太子絵伝（六幅本） 元亨三年（1323） 遠江法橋筆 

 ・中野太子堂本（四幅本） 

 ・奈良国立博物館本（三幅本） 妙源寺（愛知）旧蔵 

・大蔵寺本（二幅本） 

・大英博物館本断簡 （九幅） 

 

(2)中世太子伝比較対照表の作成 

聖徳太子の伝記の集大成である『聖徳太子伝暦』をベースに、中世太子伝のうち、絵解き台本として使用されたと 

される文保本諸本を中心に、各事跡にどのような表記の違いがあるのかを一覧で見ることのできる表を作成した。 

 

(3)中間報告の発表 

  本研究が対象とする作品のうち、法隆寺献納宝物聖徳太子絵伝（四幅本）に関しては、その研究成果の一部を『法 

隆寺献納宝物特別調査概報 33』「聖徳太子絵伝（四幅本）1」として刊行し、沖松が「聖徳太子絵伝（四幅本）の図様 

構成上の特色」、土屋が「聖徳太子絵伝（四幅本）について」と題する論考を発表した。 

 

【実績値】 

作品調査件数 6件 

中間報告の発表件数 1件 

 

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 4511-20 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

研究開始年度である本年度は、まずは聖徳太子絵伝関連の資料を収集することから開始したが、基

本的な研究基盤については整えられつつある。あわせて、作品調査も順調に進めることができた。ま

た、事蹟対応表の作成は、それぞれの作品が、どの文献に多く拠って立つのかという点を解明する上

で極めて有益な資料となる。次年度以降も引き続き、データ化を進める。 

 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

本研究は描かれた事跡の特定のみならず、その図様が選択された背景を中世太子伝などの文献や社

会的背景から考究するものであり、研究の基盤を徐々に整えつつあることは次年度以降の研究推進に

大きく利するものと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

判定理由  

適時性：従来体系的な検討の試みられなかった聖徳太子絵伝の研究を進める必要性は高いため。 

独創性：絵画史のみならず、工芸、有職の知見から研究を進めるため。 

発展性：聖徳太子絵伝のみならず、他の大画面説話が今後の研究にも寄与するため。  

効率性：限られた時間の中で、効率的にデータ収集を行えた。 

継続性：本研究は 5ヵ年計画で進めており、次年度以降も継続的に研究を進めるための整備を行えた。  

正確性：中世太子伝の比較検討のための対照表により、各事跡はより正確に把握することができるため。 

観点 作品調査件数 
中間報告の 

発表件数 
    

判定 Ａ Ａ     

判定理由 

作品調査：当初の計画よりもより多くの作品調査を実施することができた。 

中間報告の発表：聖徳太子絵伝（四幅本）に関しては、今後の調査研究の基礎資料として大いに活用されることが期 

待されるため。 
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【書式Ｂ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 4511-21 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 4 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 
21）寄贈品に見る草創期の博物館におけるコレクション形成と美術品の移動（学術研究助成基金

助成金）（(5)－①) 

【事業概要】 

本研究は、博物館における寄贈品と寄贈者に関する情報から明治初期の美術品の移動について明らかにすることを目

的とする。東京国立博物館の館史資料から寄贈品・寄贈者に関する情報を抽出し、データベースを作成する。その上で

寄贈者についての調査を行い、研究課題の考察、データの活用方法の検討を行う。 

【担当部課】 学芸研究部  【プロジェクト責任者】 
列品管理課登録室アソシエイトフェロー 

三輪紫都香 

【スタッフ】 

 

【主な成果】 

東京国立博物館の収蔵品のうち、寄贈品、もしくは寄贈品の可能性があるものについて抽出し、エクセルデータを整

理した。館史資料の調査により、寄贈に関する情報が収集された。 

また、寄贈者情報の整理により、研究対象としている博物館創設から明治 19年にかけての寄贈者 292名の生没年、職

業等をすべてではないが判明させることができた。 

 

【年度実績概要】 

(1)データベース作成のための一覧表の整備 

東京国立博物館創設から明治 19年に至るまでの寄贈品に関わるデータを、電子化された収蔵品情報である「新列品 

管理簿」から抽出した。データ上伝来が「寄贈」となっているものの他に、「伝来不詳」「引継」となっている収蔵品 

に関しても寄贈の可能性があるため調査対象として抽出した。 

 

(2)館史資料の精査 

前項において抽出された対象収蔵品について、過去の台帳である「美術品台帳」、「列品記載簿」を参照し、誤記訂 

正や未記録の部分の調査を行った。また、「列品録」に記された寄贈品に関する項目を調査した。調査内容は上記(1) 

で作成したエクセルデータに反映した。 

 

(3)寄贈者に関する調査 

  前項の資料の調査に並行して寄贈者の基本データを収集する作業を行った。前項で東京国立博物館への寄贈者と寄 

贈品のデータをもとに寄贈者ごとに寄贈品をまとめ、氏名・住所・寄贈年から人物事典の検索、地方史の書籍や東京 

国立博物館の職員録を用いての検索を行った。その他寄贈者に関係する文献を検索した。 

また、「各国寄贈人名並住処控」「購入並寄贈列品保管証」の簡易撮影を行い、調査対象とする寄贈者に漏れがない 

かを確認した。 

 

 

【実績値】 

人物データベース作成件数 292件 

（参考値） 

調査日数      4日 

作業補助員依頼  25日 

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 4511-21 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

作業補助スタッフを依頼し、継続して調査・データ整理を行っているが、代表者の産休・保育時間

取得により当初の計画と比較してやや遅れがみられる。 

 次年度は作業補助スタッフを多めに依頼し、データの補完、関係資料の撮影・複写など今年度の遅

れを消化できるよう計画する。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

ほぼ順調 

作業補助スタッフを依頼し、ほぼ計画通り継続して調査・データ整理を行っているが、代表者の産

休・保育時間取得によりやや遅れがみられる。 

次年度は作業補助スタッフを多めに依頼し、データの補完、関係資料の撮影・複写など今年度の遅

れを消化できるよう計画する。また、代表者は引き続き保育時間を取得する予定のため、論文執筆の

準備を前倒しで進めるよう計画する。 

 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ａ Ａ Ａ Ｃ Ｂ Ｂ 

判定理由  

適時性：情報が集約されつつあり、本研究によって得られたデータの需要・必要性は高いと考えられるため。 

独創性：寄贈品・寄贈者というまとまりで収蔵品を捉えることにより、現状では無名の人物についても調査により詳

細が判明する事例がみられるなど、独創性による成果が得られていると考えられる。 

発展性：館史に関する資料を検索する中で、現在は収蔵品から除外されているものの情報も何件か発見することが  

でき、現在の収蔵品という枠を超えて博物館への寄贈者を明らかにできる可能性があるため。 

効率性：作業補助スタッフを依頼し、作業を進めているところであるが、代表者の産休により当初の計画よりも時間

的、人的投資が不足している状況であるため。 

継続性：継続してデータ整理、調査を行っており、基本的な資料の検索や修正箇所の抽出が行われている。また、本

研究は 2年間の計画であり、次年度への基本データの収集がおおむね行えたため。 

正確性：予定していたデータの反映は正確に行われているがより多くの文献にあたる余地が残されているため。 

 

観点 
人物データベ

ース作成件数 
     

判定 Ｂ      

判定理由 

人物データベース作成件数：予測していた寄贈者に関するデータは順調に収集できているが、今後新たな寄贈者が明 

らかになる、またはより詳細な調査により情報を更新する余地があるため。また、デー 

タベースの書式を改善する余地があるため。 
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【書式Ｂ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 4511-22 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 4 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 22）武家女性の衣生活に関する基礎的研究(学術研究助成基金助成金)((5)－①) 

【事業概要】 

明治時代以降の社会変動の中で、旧大名家の多くは財産を手放し、各家に代々伝えられてきた什物類や作成されてき 

た文書類などは、現在、それぞれ別の機関に所蔵されるところとなった。本研究は、江戸時代の大名家文書の染織品に 

関する記録と実物染織品とを相互に検証し、武家社会の生活の中で、衣服の用いられてきた時・場所・人物・目的など 

を明らかにする。特に武家の染織品研究の土台となる、染織品に関する大名家文書のデータベースの作成を重要課題と 

する。 

【担当部課】 学芸研究部 【プロジェクト責任者】 
列品管理課登録室アソシエイトフェロー 

佐々木佳美 

【スタッフ】   

 

【主な成果】 

 本年度は、本研究の基盤となる大名家文書のデータベースの作成に重点を置き、研究を進めた。また、適宜、武家伝

来の染織品の実物調査を行い、次年度以降の史料と実物資料との研究・考察に備えた。また文書資料や実物染織品以外

にも視野を広げ、関連する周辺資料の収集も行った。 

 

【年度実績概要】 

・染織品に関する記録を持つ大名家文書のデータベースの作成 

全国に収蔵される大名家文書のうち史料の伝存状況が良好な 165件について、文書の基礎的な情報（名称、所蔵先、

点数、資料番号）等を整理・入力した。これを基に、各機関の刊行する資料目録を用いて、文書史料の中から染織品

に関する記録を抽出・入力し、データの集積を進めた。 

・染織品に関する記録を持つ大名家文書の資料収集と解読 

大名家文書のデータベース作成と平行しつつ、東京・国文学研究所、及び東京・個人の収蔵する大名家文書の調査

を行った。調査には、デジタルカメラによる記録撮影を行い、資料収集を行った。また収集した文書の内容は翻刻を

行い、データの入力を進めた。 

・武家伝来の実物染織品の基礎データの整備 

  全国の美術館や博物館において、これまで開催された武家伝来の美術工芸品に関する展覧会記録を整理し、入力を

行った。 

・武家伝来の実物染織品の調査 

  名古屋・松坂屋美術館において、肥前・松浦家伝来の小袖等服飾品の調査を行い、デジタルカメラによる記録撮影

を行った。また前年度までに調査を行った長野・真田宝物館の真田家伝来服飾品のデータ整理を終えた。 

・武家伝来染織品に関する周辺資料の収集 

東京国立博物館所蔵の田安家徳川家伝来の『献英楼画叢』第三、四集の撮影を行った。 

【実績値】 

 ・大名家文書データベース入力・整理 ：165件 

 ・資料収集（撮影） ：8件 

内訳・・・大名家文書資料収集（撮影）：4件（1653カット）   

武家伝来染織品調査（撮影）：2件（838カット） 

武家伝来染織品周辺関連資料（撮影）：2件（98カット） 

 

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 4511-22 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

 本年度、染織品の記録を持つ大名家文書のデータベースの作成を重点的に行った結果、武家文書に

記録される染織品の全体像を捉えることができた。これは、今後、武家社会における染織品の機能（時・

場所・人物・目的）を考察する上で、大きな指針を得たといえる。また次年度以降のさらに効率的な

データ収集、検証に備えることができた。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

ほぼ順調 

大名家文書のデータベース作成は、武家の染織品研究を進める上で最も基礎的な史料となりうるも

のである。今後の研究の発展性・汎用性・正確性を高めるため、当初想定していたより対象史料の範

囲を大幅に広げて研究を進めた。そのため当初の計画よりもデータベース作成に時間がかかることが

想定されるので、次年度以降も引き続き、効率的なデータ収集を行いたい。 

 

 

 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ａ Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ 

判定理由  

適時性：武家染織に関する基礎的な資料として大名家文書のデータ整備は必要性が高いため。 

独創性：文字資料と実物資料とを照合するという意味で、研究方法としては最も基本的な手法であるため。 

発展性：大名家文書のデータベースは武家染織の研究を行う上で、様々な利用・展開が可能であるため。  

効率性：限られた時間の中で、効率的にデータ収集を行った。 

継続性：本研究は 3年計画で進めており、次年度以降も継続的に研究を進めるための整備を行った。  

正確性：大名家文書のデータベースは、入手可能な染織品に関する記録をほぼ網羅している。 

観点 データ入力・整理 資料収集（撮影）     

判定 Ｂ Ａ     

判定理由 

データ入力・整理：当初の計画よりも大名家文書の収集範囲を大幅に広げたため、実績値が達しなかったため。 

資料収集（撮影）：対象資料について、質・量ともに十分な収集ができたため。 
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【書式Ｂ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 4511-23 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 23）縄文時代における浅鉢形土器の研究（学術研究助成基金助成金）((5)-①) 

【事業概要】 

日本先史時代における社会構造の研究をテーマとする。特に縄文時代中期の東日本域の浅鉢形土器の型式学的検討

（時系列・分布の整理）と具体的な機能の検討に基づく、縄文社会における地域集団間の交渉史の解明を目的とする 

【担当部課】 学芸研究部 【プロジェクト責任者】 調査研究課考古室研究員 井出浩正 

【スタッフ】   

 

【主な成果】 

 本年度は文献の悉皆調査（発掘調査報告書等）による、遺跡出土の浅鉢のデータベース化を進めた。また併せて資料

の実見・計測・観察を行った。その成果として、当該研究に関連する誌上発表と、研究論文を発表することができた。 

 

【年度実績概要】 

(1)遺跡出土浅鉢のデータベース化：文献（発掘調査報告書等）の悉皆調査と文献複写 

  ・当該研究が対象とする地域の発掘調査報告事例の検索と浅鉢が出土した事例の集積及び分析 

（対象地域：東京都･神奈川県･千葉県･埼玉県･群馬県･栃木県･茨城県･長野県･新潟県･福島県）  

 

 (2)浅鉢の実見・計測・観察：資料の実見と肉眼観察 

  ・千葉県、茨城県域の資料の実見・計測・観察を行った（早稲田大学會津八一記念博物館所蔵） 

 

 (3)上記を受け、研究成果として、関連分野の誌上発表 1回と、研究論文 1本を発表した（論文は査読中）。 

   ・誌上発表①：井出浩正 2012「長野県における阿玉台式土器の様相」『長野県考古学会誌 ―縄文中期文化の繁栄を

探る―』（143・144合併号） 

  ・論文発表①：井出浩正 2013「縄文時代中期中葉における浅鉢形土器 ―阿玉台式土器に伴う浅鉢の様相―」『史観』 

（第 168冊） 

            
   

          浅鉢の口径と器高の関係（論文発表①より抜粋） 浅鉢の外形比較（論文発表①より抜粋 

【実績値】 

調査…文献調査回数：12回 

資料調査回数：1回   

成果発表…誌上発表 1回，研究論文 1本  

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 4511-23 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

既存の発掘調査報告書等を対象とする、悉皆的な文献調査に多くの時間を割くこととなり、資料の

実見・計測・観察に必ずしも十分な時間を割くことができなかったため。研究経過としては、誌上発

表及び研究論文を達成することができた。次年度はデータベース化が完了した地域を中心に資料調査

を進め、研究計画に基づき更に成果の公開を進める。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

ほぼ順調 

二ヵ年の研究期間の一ヵ年目に当たる本年度は、文献の悉皆調査による対象資料のデータベース化

作業を中心に進めることができ、概ね完了した。資料の実見・計測・観察においては、当該研究の中

心的な対象地域の一つである千葉県、茨城県の資料調査を実施することができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ｂ Ａ Ａ Ｂ Ａ Ａ 

判定理由  

適時性：資料の蓄積がある現況下においては、当該研究のような新たな研究視点を導入する必要があるため。 

独創性：研究対象としてこれまで等閑視されてきた資料群（浅鉢）を新たな分析対象としているため。  

発展性：データベース化と時系列の基礎的な整理によって、当該研究成果の今後の持続的な活用が期待できるため。 

効率性：限られた時間枠の中で、主要な対象地域のデータベース化を概ね終えることができたため。 

継続性：初年度はデータベース化を中心に、次年度はそのデータベースに基づく資料調査を実施する予定であるため。 

正確性：悉皆的調査（データベース化）と分析（型式学的検討）による基盤的で確実性が高い手法であるため 

観点 調査回数 資料調査回数 成果発表    

判定 Ｂ Ｂ Ａ    

判定理由 

調査回数：主要な研究対象地域に絞り調査を実施したため。 

資料調査：ほぼ研究計画通りに資料調査を進めることができたため。 

成果発表：研究計画に則った成果を発表することができたため。 
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Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



【書式Ｂ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 4511-24 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 4 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 
24）刀装具一派後藤家の鑑定 極帳（鑑定控）の整理に基づく鑑定の様相と価値付けの考察(科

学研究費補助金・学術研究助成基金助成金)((5)－①) 

【事業概要】 

本研究は、東京藝術大学附属図書館が所蔵する後藤家文書の調査などによって、近世最大の刀装飾具一派であった後

藤家の鑑定活動と、同家の作品の価値付けの様相を具体的に捉えるものである。後藤家では刀装具制作とともに、祖先

の作品の鑑定も行っており、その結果は後藤家文書のうち「極帳」という鑑定控に記録されていた。本研究では、後藤

家文書の撮影を行い、鑑定された作品のリストを作成し、現存作品との照合を可能な限り進める。そして、その作業か

ら鑑定基準などの鑑定の様相を考察し、近世における工芸品の価値付けの実際を考察する。 

【担当部課】 学芸研究部 【プロジェクト責任者】 列品管理課平常展室研究員 酒井元樹 

【スタッフ】   

 

【主な成果】 

本年度は後藤家文書の撮影を行い、部分的な翻刻作業に着手した。また、史料の検討を行い、極帳の概要について発

表を行った。 

 

【年度実績概要】 

・後藤家文書の撮影 

後藤家文書 517冊について撮影を行った。極帳の他、鑑定活動に関連のある後藤家文書の撮影も行った。 

・後藤家文書の翻刻 

極帳の部分的な翻刻作業に着手した。 

・極帳の概要発表 

東京藝術大学附属図書館貴重資料展「後藤家文書 刀装金工の鑑定と記録」（会期：24年 10月 1日～27日）の図録 

において、「後藤家文書 極帳について」の論題で極帳の概要発表を行った。 

 

             
東京藝術大学附属図書館所蔵 後藤家文書「極帳」の一例     蘭図三所物（東京国立博物館所蔵）     

【実績値】 

 データ収集件数 

   撮影文書数 517冊 

   撮影カット数 29,590カット 

研究発表件数 1件 

       

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 4511-24 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

 

計画通りに後藤家文書の撮影を行い、得られた画像によって史料を検討し、実作品の刀装具につい

ては館蔵品において適宜検討し、その研究成果を公開できたため。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

 

計画通りの研究を行うことができ、研究資料の収集とその成果を発表したため。次年度は撮影され

た史料の分析を中心に研究を継続する。 

 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

判定理由  

適時性：従来あまり紹介されることがなかった極帳を公開する機会に協力したため。 

独創性：極帳の概要について、その構造を含めて言及したため。 

発展性：当館に所蔵される後藤家の作品について極帳との照合に成功した例があったため。 

効率性：文書の撮影を入札形式とし、大幅な時間的・人的な節約ができたため。 

継続性：計画通りに撮影を行うなど、研究の継続にあたって支障がみられないため。 

正確性：撮影された文書の画像は同一条件で撮影され、適切な色彩補正が行われ、また、ナンバリングがなされたな 

ど管理のための処置もなされたため。 

 

観点 データ収集件数 研究発表件数     

判定 Ａ Ａ     

判定理由 

データ収集件数：計画通り 3万カット弱の史料撮影を行ったため。 

研究発表件数：研究の初年度で極帳の概要について発表したため。 
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Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



【書式Ｂ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 4511-25 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 4 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 
25）視覚表現とコレクションの形成に見る縄文土器の美術的受容に関する研究（科学研究費補助

金）((5)－①) 

【事業概要】 

日本美術における考古遺物の受容の実態については未だ明らかにされていない。しかしながらそこには、考古学と美 

術のそれぞれの様式観の違いや、日本の前衛芸術への影響を考察する上での重要な問題が含まれている。そこで、本研

究では考古遺物及び古美術品を管理する東京国立博物館における研究を軸に、近世から現代までの描かれた遺物や蒐集

行為について調査を行い、日本美術における考古遺物の受容過程を明らかにする。 

【担当部課】 学芸研究部 【プロジェクト責任者】 
列品管理課登録室アソシエイトフェロー

鈴木希帆 

【スタッフ】   

 

【主な成果】 

青森県立郷土館、弘前大学亀ヶ岡文化研究センター、大阪大学学術総合博物館、京都大学文化財総合研究センター、

ギメ東洋美術館、チェルヌスキ美術館で作品調査を、是川縄文館、MIHO MUSEUM、大阪府立弥生文化博物館、京都造形

芸術大学芸術館で見学及び資料収集を行った。本研究成果は、国立歴史民俗博物館共同研究「歴史表象の形成と消費文

化」研究会での発表と、神奈川県立歴史博物館「勝坂縄文展」での記念講演により一般に公開した。 

 

【年度実績概要】 

  

・遺物の蒐集に関する調査 

青森県立郷土館と弘前大学亀ヶ岡文化研究センターに平成 23年度に

寄贈された成田氏資料の調査を行い、明治期から昭和初期にかけての

好古家の実態の一端を明らかにした。本調査では蓑虫山人作の新発見

資料と当館列品との関連が見出された。これにより、次年度の特集陳

列の基礎調査も行うことができた。 

ギメ東洋美術館及びチェルヌスキ美術館では当館交換品の調査と併 

せて、明治時代に西洋に流通した日本の考古遺物の実態を調査し、フ 

ランス国立図書館では関連資料を収集することができた。 

 

・近世から現代までの描かれた遺物に関する調査 

 大阪大学学術総合博物館に寄託されている日本の前衛を代表する画

家・吉原治良の土偶のスケッチ帳の調査を行い、岡本太郎以前の日本

の美術家における縄文受容について調査を行った。本調査により関西

独自の原始性受容の実態が明らかになった。 

 

・考古遺物の展示方法及び資料館の調査 

  京都大学文化財総合研究センター（図１）、是川縄文館、MIHO MUSEUM「土偶・コスモス」展、大阪府立弥生文化博

物館「縄文の世界像」、京都造形芸術大学芸術館「縄文の夢―森のざわめき、精霊の風」などで調査を行った。 

 

・研究発表等 

国立歴史民俗博物館の共同研究「歴史表象の形成と消費文化」の研究会において、研究協力者として口頭発表「集

古会周辺における縄文受容」を行い、考古遺物の蒐集行為を消費文化の枠組みにおいて考察した。この学際研究の場

で「縄文」に関する意見交換も行った。 

神奈川県立歴史博物館の「勝坂縄文展」記念対談「縄文土器を美術史と考古学から語る」において、展示企画者の 

千葉毅氏と対談を行い、研究成果を一般市民に公開した。本講演により全国の研究者とも交流をもつことができ、次 

の調査につなげることができた。 

【実績値】 

・調査件数 10件（調査回数国内 3回、国外 1回）・写真撮影点数約 1,000枚・研究発表等 2件（研究発表 1件①、講演 1

件②） 

【備考】 

①国立歴史民俗博物館共同研究（研究代表：岩淵令治）「歴史表象の形成と消費文化」第 9回研究会発表「集古会周辺 

における縄文受容」平成 24年 6月 24日 

②神奈川県立歴史博物館平成 24年度かながわの遺跡展「勝坂縄文展」記念対談「縄文土器を美術史と考古学から語る」 

（企画者：千葉毅学芸員）平成 25年 2月 2日 

 

図 1 京都大学埋蔵文化財研究センター 

資料室「尊攘堂」の考古遺物調査 

－ 320 －



【書式Ｂ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 4511-25 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

本年度は資料調査と研究成果の発表が順調に進んだ。特に研究成果を公表したことにより、次年度

の調査のための人脈も得ることもできた。また、次年度の特集陳列のための資料も収集することがで

き、展示および論文による研究成果の発表の準備が整った。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

 

計画通り実施されており、当該年度計画を 100％達成している。次年度は、より日々の業務との連携

を図り、展示や論文発表を積極的に行い、研究成果を発表していきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

判定理由  

適時性：本年度は縄文土器に関する展覧会が東日本のみならず西日本においても多く開催され、調査が円滑に進み発

表の機会も得た。 

独創性：美術の枠組みで縄文土器および考古遺物を扱い研究する点に新規性があるため。 

発展性：研究成果は日本美術史や考古学以外にも民俗学や文化人類学、現代美術の研究者からも注目されているため。 

効率性：東京国立博物館において美術史、考古学双方の研修者の協力を得て、順調に研究が進んでいるため。 

継続性：昨年度に提出した博士論文の研究を踏まえ、要点を絞った研究が続けられているため。 

正確性：目標として掲げていた今年度の調査件数を達成し、成果を一般に公開することで、科学研究費を用いた研究 

が有効になされた。 

 

観点 調査件数 写真撮影 研究発表    

判定 Ａ Ａ Ａ    

判定理由 

調査件数：縄文土器に関する国内外の資料の特別観覧および調査が順調に進められた。 

写真撮影：他施設の寄託資料を含め、希望資料を当初の予定通り撮影することができた。 

研究発表：当初の予定通りに口頭発表や講演を行い、研究成果を公表することができた。 

－ 321 －

Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



【書式Ｂ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 4511-26 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 4 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 
26）諸先学の作品調書・画像資料類の保存と活用のための研究・開発（科学研究費補助金）((5)-

①) 

【事業概要】 

本研究では、諸先学による美術作品の調書・画像資料等の保存と活用のための研究・開発をめざす。その過程で、先

行研究者が何に関心をもち、作品にどのように向かい合ったのかについての傾向について調査を行い、解明を目指す。

加えて、対象となった作品そのものの情報(調書類・経年変化・修理・研究・展覧会などの情報)の蓄積・充実を図り、

公開・利用の手法開発を行う。 

【担当部課】 学芸研究部 【プロジェクト責任者】 調査研究課絵画・彫刻室研究員 土屋貴裕 

【スタッフ】   

勝木言一郎（博物館情報課情報資料室長） 

【主な成果】 

 昨年度に引き続き本年度も、日本の絵巻研究の第一人者である梅津次郎氏の自筆調書類、紙焼き写真類、研究資料類

等の調査・研究を行った。東京文化財研究所は梅津次郎氏の没後、1988年と 2008年の 2度にわたり、氏のご遺族より研

究資料の寄贈を受けたが、そのうち、自筆調書類の整理を進めた。調書の中には現在は所在不明な作品も含まれ、今後、

研究資料としての活用が大いに期待される。 

 また、松本榮一氏、熊谷宣夫氏、上野アキ氏などの西域美術研究者たちが、スタイン、ペリオ、ル・コック及び大谷

探検隊などの中央アジア探検家たちが残した資料や記録などについて、どのようにしてその資料化を図り、西域美術研

究を構築していったかを調査・研究した。 

【年度実績概要】 

・梅津次郎氏自筆調書類の整理 

  梅津氏が作品調査時に研究資料として記した自筆調書類の整理、検討を進めた。その公開に関しては、個人所蔵分、 

現在所在不明なものもあり、デジタルデータでの公開を行うことはかなわないが、現在確認されうる絵巻作品と調書 

で取り上げられている作品との照合を進め、今後の公開に向けて資料の整理を行った。 

 

・西域美術コレクション資料化の調査・研究 

  松本榮一氏が渡欧し、スタインやペリオが将来した西域美術コレクションを資料化していった過程、さらに熊谷宣 

夫氏や上野アキ氏が渡米し、ル・コックが将来した西域美術コレクションのうち在米美術館・博物館所蔵分を資料化 

していった過程について、それぞれ調査・研究を行った。その研究成果の一部として「日の当たらなかった処に光を 

照らしたアジアの考古学・美術史研究」（『アジア遊学』150号）を公表した。 

 

・資料の公開へ向けた準備 

  本研究が対象とした美術作品の調書類は、オンライン上において一般に公開することが甚だ難しい。そのため、資

料を所有する東京文化財研究所資料閲覧室における公開に向け、可能な限りテキスト化し、今後の利活用に備えた。 

 

 

     

【実績値】 

梅津次郎氏自筆調書類の整理件数 約 100件 

論文件数 1件 

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 4511-26 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

梅津次郎氏の自筆調書類、紙焼き写真類、研究資料類等の調査・研究を進めるにあたっては、梅津

氏自筆調書類の整理が重要な一角を占める。本年度はその整理をほぼ終えることができたことは特筆

される。また松本榮一氏、熊谷宣夫氏、上野アキ氏などの西域美術研究者たちが、中央アジア探検家

たちが残した記録をどのように資料化したのかを探ることは、西域美術研究の研究史を探る上で極め

て重要な作業である。その研究成果を踏まえ、論文として公表できたことは大きな成果としてあげら

れる。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

本研究の全体スケジュールのうち、絵巻関係資料、および西域美術資料に関する資料の整理は概ね

達成された。本研究は本年度で終了となるが、資料のさらなる利活用を目指し、今後も資料の検討、

及び研究を進めていけるよう努めたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

判定理由  

適時性：対象資料の劣化も進行しており、資料保存の観点からもこれを今行うことの意義は大きいため。 

独創性：従来検討の試みられなかった研究調書等を取り上げたことは独創性が高いため。 

発展性：個別の分野のみならず、近代学問史の検討にも寄与することができるため。  

効率性：限られた時間の中で、効率的にデータ収集を行えたため。 

継続性：本研究は今年度で終了となるが、今後も資料整理を継続的に行っていくため。  

正確性：データに関しては、入力時、入力後の二度確認を行うことで、、資料の正確性を期した。 

観点 
自筆調書類の

整理件数 
論文件数     

判定 Ａ Ａ     

判定理由 

自筆調書類の整理件数：当初の計画通りの資料整理を実施することができた。 

論文件数：論文のテーマとしてはとりあげにくい資料化の問題について、論文にまとめ公表することができた。 
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【書式Ｂ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 4511-27 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 4 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 
27）絵巻に描かれた「場」と「もの」に見る中世日本の重層的世界観に関する研究（科学研究費

補助金）((5)-①) 

【事業概要】 

本研究では、中世の人々の日常生活、労働、信仰、行事、儀礼、合戦の他、異国や異域、神仏化現の舞台となる「場」

（型）を抽出・収集し、そこに描かれた建築や環境、多様な「もの」に、身分差や階層差がどのように描き分けられ、

関連付けられているかを具体的に検証し、作品研究の深化と、物語絵画、とりわけ絵巻という媒体の歴史的特性を明ら

かにする。 

【担当部課】 学芸研究部 【プロジェクト責任者】 調査研究課絵画・彫刻室研究員 土屋貴裕 

【スタッフ】   

 

【主な成果】 

 本研究では中世絵巻に描かれた多様な「場」を「型」として捉え横断的に検討する。特に、異国（唐・天竺・蝦夷な

ど）や異域（地獄・極楽・竜宮など）、そして神仏化現の舞台となる架空の「場」を構成する建築や環境、そしてそこで

用いられる「もの」が、どのように「本朝」のそれと描き分けられ、関連付けられているのか、描かれた「場」の抽出・

収集と分析を行った。本年度は特に「聖徳太子絵伝」、「華厳宗祖師絵伝」の検討を進めた。 

【年度実績概要】 

・「聖徳太子絵伝」の研究 

法隆寺献納宝物本、法隆寺献納宝物四幅本（嘉元 3年、上野法橋・但馬房筆。いずれも当館蔵）、個人蔵本（当館寄 

託）、メトロポリタン美術館本に加え、今年度調査を行なった中野太子堂本、大蔵寺本、奈良国立博物館本、大英博物 

館本などに描かれた「異国」の図像の抽出と、そのイメージソースについて検討を進めた。 

 

・「華厳宗祖師絵伝」の研究 

  高山寺所蔵の「華厳宗祖師絵伝」は、新羅の僧義湘と元暁の事蹟を描く絵巻で、鎌倉時代初期に高山寺を復興した 

明恵上人周辺で作られたと考えられている。このうち、特に元暁絵に描かれた異国イメージを読み解くとともに、従 

来の研究で指摘されている元暁と明恵のダブルイメージを、歌仙絵や他の絵巻作品との比較から検討し、論文にまと 

めた（2013年刊行予定）。 

 

・絵巻作品の撮影・調査 

 館蔵品及び、各地の美術館博物館、寺院等において絵巻作品の撮影・調査を進めた。 

    

【実績値】 

調査撮影件数 約 5,000件 

論文等数 1件 ① 

【備考】 

論文等 

 ①「祖師のおもかげ―華厳宗祖師絵伝元暁絵試論―」（『仏教美術論集 図像解釈学』竹林舎、2013年刊行予定） 
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【書式Ｂ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 4511-27 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

日本中世の異国や異界の表象分析を進める中で、中世を通じて描き継がれた「聖徳太子絵伝」、中世

前期の高山寺周辺で描かれた「華厳宗祖師絵伝」は重要な作例とみなしうる。その撮影を伴う調査を

終え、その成果の一部を論文として公開する準備が整えられた（2013年刊行予定）。また、25年 1月

12日(土)には「絵巻研究の新視点－描かれた人の営み、その空間・環境に着目して」（於千葉大学）と

題する公開のシンポジウムを開催し、研究成果の公表を行った。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

研究期間三年のうちの最終年度に当たる本年度は、対象とする研究課題のコアとなる作品の基礎調

査と分析を効果的に進めることができた。研究成果の公表を含め、今後さらなる調査研究を進めてい

きたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

判定理由  

適時性：絵巻を含む物語絵画の新しい方法を模索する本研究の意義は大きいため。 

独創性：「場」を「型」から絵巻を検討する視点は独創性が高いため。 

発展性：絵巻研究のみならず、他の物語絵画の研究にも寄与することができるため。  

効率性：限られた時間の中で、効率的にデータ収集を行えた。 

継続性：本研究は今年度で終了となるが、「場」を「型」を軸とした研究を継続的に行っていくため。  

正確性：画像処理、対応する文献資料との比較検討は正確性を持って進めた。 

 

観点 調査撮影件数 論文等数     

判定 Ａ Ａ     

判定理由 

調査撮影件数：当初の計画よりも、多くの作品調査を実施することができた。 

 論文等数：当初の目標を達成できた。成果物は 2013年刊行予定である。 
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【書式Ｂ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 4511-28 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 4 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 
28）描いた女性たちに関する研究－桃山時代から明治・大正期まで（科学研究費補助金)（（5）

－①） 

【事業概要】 

桃山時代から明治・大正期までの女性画家に関して、その実態を文献･作品の両面から明らかにし、造形的・社会的･ 

文化的特質と意義を考察する。制作の目的、制作を可能とした社会的な要件、女性であることと表現内容との相関関係、

また、各時代の価値観・倫理観が女性の行動に及ぼした影響等も分析しつつ、歴史的な社会における視覚的イメージを

表現することの意味について考察する。合わせて、女性の作画に関するデータベースの作成も目指す。 

 

【担当部課】 学芸研究部 【プロジェクト責任者】 調査研究課絵画・彫刻室長 田沢裕賀 

【スタッフ】   

仲町啓子（実践女子大学文学部教授） 

【主な成果】 

 当館の特集陳列「女性画家」（24年 6月 5日～ 7月 29日）の開催に合わせ、女性画家による作品の調査を行い、展示

作品選定等で助言を行った。ついで、山梨県立美術館「十一屋コレクションの名品」を見学し、野口小蘋の作品とその

社会的要因について調査を行った。また、実践女子大学の科研メンバーと協力し、防府・尾道・福山で、上田琴風、平

田玉薀他の作品調査（2月 23日～26日）を行い、女性画家に関するデータ収集に協力し、外部研究者と連携した質の高

い研究を行うことができた。 

次年度以降、外部との協力により当館所蔵の女性画家資料に対する研究を進める準備体制も確立した。 

【年度実績概要】 

 ・女性画家作品の調査 

  当館所蔵の清原雪信・山崎女龍・徳山玉蘭・奥原晴湖・野口小蘋などの作品調査を行った。 

  山梨県立美術館寄託の野口小蘋作品の調査を行った。 

  防府・尾道・福山で、上田琴風・平田玉薀・江馬細香他の作品調査を行った。 

 ・女性画家の作品制作の背景を考察 

  頼山陽、菅茶山、野口柿邨など周辺の人物とのかかわりの中で考えるために資料収集を行い、それらの人物が収集

した作品の調査を行った。 

 ・研究会 

実践女子学園香雪記念資料館で行われた書画会に関する研究会に参加し、意見交換を行った。 

                                
                          上田琴風筆「周南佐野嶺図」（部分）              

【実績値】 

研究会参加 1回 （24年 11月 17日於香雪記念資料館） 

作品調査  3回 （山梨県立美術館・防府尾道他山陽地方・奈良） 

 

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 4511-28 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

本年の活動が科学研究費の主体となっている実践女子大学の都合により秋から本格化したが、それ

以前から研究を始めており、初年度としては十分な調査を進めることが出来た。また、外部との調査

協力体制も確立し、次年度以降当館所蔵品を含めより広範な調査計画が進行中である。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

実践女子学園香雪記念資料館で行われた研究会、実践女子大学との共同の調査に参加し、外部との

調査協力体制が確立した。次年度以降当館所蔵品を含めより広範な調査計画が進行中である。 

 

 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ａ Ｓ Ａ Ａ Ａ Ｂ 

判定理由  

適時性：当館で、24年 6月 5日から 7月 29日まで特集陳列「女性画家」が開催されたように女性芸術家に対する現 

代的関心が高いため。 

独創性：女性画家を総合化した画家としての社会的要因にまで踏み込んだ研究はなされていないため。 

発展性：各時代の価値観・倫理観が女性の行動に及ぼした影響等、社会における視覚的イメージ表現の意味について 

研究を広げることができるため。 

効率性・継続性：実践女子学園香雪記念資料館は、これまでも女性画家研究を行ってきた。データの蓄積もあり、研 

究成果にもとづいた研究が可能であり、成果を展示の形でも公開できるため。 

正確性：女性画家の作品研究はこれまであまり行われていなかった。そのため、科学研究費の代表者である仲町氏を 

中心に多くの作品の調査作業を進めたが、未だ質的判断に供しえる基準作品の選定段階にあるため。 

観点 
研究会参加 

回数 
作品調査回数     

判定 Ａ Ａ     

判定理由 

 研究会参加回数： 

実践女子学園香雪記念資料館で開催された研究会（本年度開催の研究会は 1回）に参加し、女性が絵を描く背景とし

ての書画会に関する意見交換を行うことができた。 

 作品調査回数： 

・山梨県立美術館で開催された「十一屋コレクションの名品」における野口小蘋や、当館開催の特集陳列「女性画家」 

に陳列された作品等女性画家の作品を数多く見ることが出来た。タイミングの良い展覧会の開催に合わせ作品を精 

査できた。 

・山陽地方の調査で、上田琴風、平田玉薀他多くの女性画家の作品調査を実施することができた。 
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【書式Ｂ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 4511-29 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 29)日本とドイツの美術解剖学教育の発展と展開（科学研究補助金）((5)-①) 

【事業概要】 

東京国立博物館所蔵の美術解剖学関連資料について調査を行い、わが国における美術解剖学の導入及び教育方法の位 

置付ける過程を明らかにする。さらにこれら資料の公開を目的として特集陳列を実施する。 

 

【担当部課】 学芸研究部 【プロジェクト責任者】 
学芸企画部企画課デザイン室長  

木下史青 

【スタッフ】   

宮永美知代（客員研究員・東京藝術大学大学院美術教育 美術解剖学Ⅱ 助教） 

【主な成果】 

東京国立博物館所蔵の美術解剖学関係資料、特に森鷗外･久米桂一郎･黒田清輝に関する資料調査を実施し、我が国に

おける美術解剖学及びその教育に関する重要な資料が当館所蔵資料に存在する事がわかった。その研究成果は特集陳列

「美術解剖学 －人のかたちの学び」において、一般に公開するとともに、美術解剖学雑誌（美術解剖学会研究誌）、東

京国立博物館ウェブサイト：1089 ブログ「美術解剖学のことば」等において公開した 

【年度実績概要】 

・他館における資料調査 

久米美術館（東京都目黒区） 24年 6月 2日 

 調査内容：美術解剖学関連の久米桂一郎に関する資料調査及び作品と資料等の展示方法について 

・館内での資料調査 24年 5月 9日、13日、17日、調査内容：資料館地下収蔵庫にて美術解剖学関連の館史資料調査を 

行った。当館所蔵の、森鷗外・黒田清輝・久米桂一郎関連文献によるに美術解剖学に関する調査。 

 

  

 

「裸婦秀作」黒田清輝筆 

東京国立博物館蔵 

「美術解剖学ノート」 

東京国立博物館蔵 

特集陳列「美術解剖学 －人のかたちの学び」 

   本館特別 1室 24年 7月 3日(火)～7月 29日    

 

【実績値】 

資料調査回数  4回(内他館 1回、館内 3回) 

研究発表件数  3回(①、②、③) 

論文等掲載数  10回(④、⑤、⑥) 

【備考】 

研究発表 

①列品解説「美術解剖学 －人のかたちの学び」        24年 7月 3日(火) 於･東京国立博物館 

②口頭発表：東京国立博物館特集陳列「美術解剖学 人のかたちの学び」24年 7月 14日(土) 於･東京藝術大学 

③美術解剖学会オプショナルツアー「美術解剖学－人のかたちの学び」24年 7月 15日(日) 於:東京国立博物館 

論文等掲載 

④美術解剖学雑誌（美術解剖学会研究誌 Vol.16 No.1） 随想「美術解剖学 －人のかたちの学び」 （単著） 

⑤同上 美術解剖学雑誌 随想「デッサンと美術解剖学－久米桂一郎と黒田清輝，1887年のデッサンから－」（共著） 

⑥1089ブログ「美術解剖学のことば」×8回 （東京国立博物館ウェブサイト内）  
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【書式Ｂ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 4511-29 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

 

美術解剖学関連資料は現在「館史資料」の位置付けで、東京国立博物館所蔵の資料と黒田記念館（旧

独立行政法人東京文化財研究所蔵）の列品として保管されている。これらを横断的総合的に研究する

必要があり、24年度は特集陳列企画としてまとめて公開する機会を得た事は、極めて意義深いことで

あった。 

また特集陳列の展示においては、個人・他館所有の資料との深い関連づけで当館の資料を対比的に

展示することで、鑑賞者にとってわかりやすく美的価値を伝える効果があった。 

次年度以降は引き続き資料調査を行い、検討・分析した成果を『MUSEUM』等研究誌にて公開するこ

とを計画している。 

 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

ほぼ順調 

 

 

これまでに得られた未整理の資料を分類し、比較検討・分析作業を続けている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観点 適時性 発展性 効率性 継続性   

判定 Ａ Ａ Ａ Ｂ   

判定理由  

適時性：森鷗外･黒田清輝･久米桂一郎がドイツ・フランスから移入した「美術解剖学」に関わる基礎資料が当館（東 

京国立博物館と黒田記念館）に保管されており、総合的に調査する事が求められていたため。 

発展性：黒田清輝と同時期にフランスに学んだ久米桂一郎に関わる資料を保管する久米美術館所蔵資料と並行して調 

査研究することにより、今後も新たな知見が得られることが考えられるため。 

効率性：科研のテーマであるドイツにおける教育的関連を研究する必要があるが、森鷗外関連資料等についてより広 

く調査を行う方法論が課題となっているため。 

継続性：24年度に特集陳列を企画･実施したことで得られた新たな知見を、資料紹介等論文・ウェブサイト上等で、 

より広い対象に公開することが求められているため。 

 

観点 資料調査回数 研究発表件数 論文等掲載数    

判定 Ａ Ｂ Ｂ    

判定理由 

資料調査回数：当初の計画通り資料調査を行った。 

研究発表件数:予定された計画に対し、ほぼ順当に作業をすすめ、実施に至っている。 

論文等掲載数：原資料中の専門用語の仏文等外国語記述が予想以上に多く、更に調査研究を進める必要があるため。 
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【書式Ｂ】 施設名 京都国立博物館 処理番号 4512-1 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 4 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 1)訓点資料としての典籍に関する調査研究((5)－①) 

【事業概要】 

訓点資料のうち、平安時代や鎌倉時代の古写経や版本を中心とした典籍に施された訓点について調査研究を実施した。 

【担当部課】 学芸部 【プロジェクト責任者】 上席研究員 赤尾栄慶 

【スタッフ】   

（当館研究者）羽田 聡（研究員） 

（客員研究員）宇都宮啓吾（大阪大谷大学教授） 

【主な成果】 

 当館所蔵で、高山寺旧蔵である南宋版『華厳経疏』巻第三十二に角筆による角点が施されていることを確認した。鎌

倉時代の高山寺の学僧によって付けられたであろう角点が、同時代と思われる親鸞の『教行信証』（国宝、真宗大谷派蔵）

の角点と類似性を認めることができた。 

 

 

【年度実績概要】 

・7回にわたる調査を実施し、意見交換を行った。 

・南宋版『華厳経疏』巻第三十二の該当箇所の写真撮影を行った。 

・24年 6月 13日に開催された龍谷教学会議において、親鸞の『教行信証』の書誌学的発表を行った（赤尾）。 

・24年 10月 20日に開催された大谷大学博物館の特展フォーラムにおいて、親鸞の『教行信証』に関する発表を行った 

（赤尾、宇都宮）。 

 

【実績値】 

調査   7回 

研究発表 3回(①) 

国際交流 2回 

 

【備考】 

研究発表 

①宇都宮啓吾「訓点から見た坂東本『教行信証』の一側面」 大阪大谷国文第四十三号 25年 3月 1日ほか 2回 
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【書式Ｂ】 施設名 京都国立博物館 処理番号 4512-1 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

現役の大学教員の中で、訓点及び角点研究の第一人者である宇都宮啓吾氏を迎えての館蔵品及び寄

託品を中心とした調査研究は確実に成果を挙げている。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

確実な成果を挙げ、海外からも注目される研究へと順調に発展している。 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

判定理由  

適時性：中国の学会や韓国の口訣学会から注目を集めている。 

独創性：宋版と親鸞の角筆の類似性に注目している。 

発展性：中国や韓半島という漢字文化圏の問題に波及する。 

効率性：限られた時間で成果を挙げている。 

継続性：調査対象が多くある。 

正確性：妥当と思われる結果を導き出している。 

観点 調査 研究発表 国際交流    

判定 Ａ Ａ Ａ    

判定理由 

調査：7回実施し、成果を挙げている。 

研究発表：通算 6回の研究発表は、十分情報発信を行っている。 

国際交流：韓国の口訣学会と 2回交流を行い、招待講演も行った。 
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【書式Ｂ】 施設名 京都国立博物館 処理番号 4512-2 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 4．文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 2) 彫刻に関する調査研究(科学研究費補助金・学術研究助成基金助成金)((5)－①) 

【事業概要】 

京都国立博物館に保管及び寄託される仏像を中心とした彫刻作品の調査、研究。 

【担当部課】 学芸部 【プロジェクト責任者】 保存修理指導室長 淺湫 毅 

スタッフ】   

井上一稔（客員研究員・同志社大学教授）、田中健一（調査員・大阪大谷大学専任講師） 

【主な成果】 

・特別展覧会「南山城の古寺」展（仮称）（平成 26年度開催）出品予定作品の調査研究を行った。 

・科学研究費補助金基盤研究（Ｂ）「多数尊より構成される仏教尊像に関する調査研究」の研究代表者として、寺院及び 

博物館における彫刻作品の調査を研究分担者とともに行った。 

【年度実績概要】 

・京都国立博物館が所有、あるいは社寺より寄託を受けている彫刻作品の調査及び写真資料の収集を、新たに行った。 

・社寺、個人宅など、館外に所在する彫刻作品の調査・撮影を行った。 

・特別展覧会「南山城の古寺」展（仮称）に出品する予定の彫刻作品について調査研究を行った。 

・下記の科学研究費による調査に研究分担者ないしは研究協力者として参加し、調査研究を行うとともに、それぞれ

に関し成果を公表した。 

 ①南アジア及び東南アジアにおけるデーヴァラージャ信仰とその造形に関する基礎的研究 

（研究分担者）研究代表者：大阪大学 肥塚隆 

本研究の成果に基づき、24年 5月発行の『学叢』第 34号に「バンコク国立博物館所蔵の如来坐像〈グラヒ仏〉

の制作年代における覚書」と題する論文を発表した。本年度が最終年度にあたるので報告書に「アンコール期のカ

ンボジアにおける石造彫刻の編年をめぐって」と題する論文を執筆した。 

②科学的調査に基づく半跏思惟像の日韓共同研究（研究協力者） 研究代表者：大阪大学 藤岡穣 

国内において作品調査を行うとともに、当館の館蔵品調査に際して便宜を図った。 

③多数尊より構成される仏教尊像に関する調査研究（研究代表者） 

鎌倉地方他で研究分担者らと共同で作品調査を行うとともに、館蔵の十大弟子について三次元計測を行い、詳細 

なデータの収集に努めた。 

 ・昨年度、メトロポリタン東洋美術研究センターより「仏師清水隆慶の研究」というテーマのもとで研究助成を受け 

た成果を、24年 5月発行の『学叢』第 34号に「新出の清水隆慶作品―近世彫刻の諸相 4―」と題して発表した。 

 ・上記調査研究において、客員研究員の井上一稔氏、調査員の田中健一氏の協力を得た。 

【実績値】 

 論文  ：5本 

 口頭発表 ：1回 

講座講演 ：3回 

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 京都国立博物館 処理番号 4512-2 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

展覧会、調査、研究、論文執筆、講演、いずれの面でも積極的に行ない、一定の成果をあげること

ができた。 

 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

目的はおおむね達成でき、それに加えて新たなる外部資金（科学研究費補助金費基盤研究Ｂ）を代

表者として獲得することができた。 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

判定理由  

適時性：仏像に関する関心が一般に高まっており、世間の需要にもかなう研究といえるため。 

独創性：多数の尊像から構成される群像の研究は、彫刻史上でこれまでほとんど行われてこなかったテーマである。 

発展性：未知の作品の新発見など、新たな展覧会へとつながる調査研究である。 

効率性：保存修理所の業務や新館建設に関わる業務などの多岐にわたる業務がある中、限られた時間で効率的な調 

査研究を行った。 

継続性：展覧会のための調査もそれで終わるものではなく、さらなる展覧会へとつながるものであるため。 

正確性：調査の成果を報告書、展覧会等で速やかに公開し、関係者の意見を広く聞くように努めた。 

観点 論文 口頭発表 講座講演    

判定 Ｓ Ａ Ａ    

判定理由 

 論 文：自らが担当する展覧会に際して発行した図録以外にも 4本の論文を執筆した。 

口頭発表：当初の予定にはなかったが、科学研究費による調査の成果発表会において新たな発見について発表した。 

講座講演：特別展に際しての講演以外にも夏期講座で 1回、外部から求められて 1回の講演を行った。 
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【書式Ｂ】 施設名 京都国立博物館 処理番号 4512-3 

(様式 1)                    

業務実績書 

 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 3)出土・伝世古陶磁に関する調査研究((5)－①) 

【事業概要】 

日本国内で伝世・出土した陶磁器について総合的に調査を実施し、博物館の所蔵品・寄託品の充実を図ると共に、最

新の調査・研究成果を展示や講演会などに反映させる。 

 

 

【担当部課】 学芸部 【プロジェクト責任者】 工芸室長 尾野善裕 

【スタッフ】 

谷口愛子（調査員・京都工芸繊維大学特任准教授）、橘倫子（調査研究支援ボランティア・茶道資料館学芸員）、梶山博

史（調査研究支援ボランティア・兵庫陶芸美術館学芸員）、森下愛子（調査研究支援ボランティア・泉屋博古館分館学芸

員） 

 

【主な成果】 

 野崎家塩業歴史館（岡山）で伝世古陶磁、唐津市教育委員会・京都市埋蔵文化財研究所などにて出土品の調査を行い、

388 件の調書を作成すると同時に記録写真の撮影を行った。 

【年度実績概要】 

所蔵陶磁の悉皆調査を依頼されている野崎家塩業歴史館の所蔵品調査をのべ 8 日、唐津市教育委員会・太宰府市教育委

員会・京都市埋蔵文化財研究所で各 1 日の調査を実施し、デジタルカメラでの資料写真撮影と共に、調書の作成を行っ

た。最も力を割いた野崎家塩業歴史館での調査は、これまで調査の手が及んでいなかった厖大な資料群の情報化に主眼

があり、それ自体は必ずしも研究として独創性をもつものではないが、文化財の保護・調査・研究上必要不可欠な基本

情報の整備として行っており、再来年度に開催予定の特別展覧会「魅惑の清朝陶磁」への出品候補作品を多数見いだす

ことができるといった副次的成果もあがっている。また、平常展示館閉鎖中であるため、館外の事業ではあるが、昨年

度までの本事業による調査成果を盛り込んだ講演会を６回行うとともに、次年度開催予定の展覧会（香川県立ミュージ

アムにて開催の「京都国立博物館名品展(仮)」図録原稿や研究紀要（『学叢』第 34号）を執筆した。 

 

 

 

 

 

 

 

【実績値】 

調査日数（館外）  のべ 10日 

 調書作成件数      388 件 

 成果公表         講演会 6回（①～⑥）、論文等 2件（⑦⑧） 

【備考】 

講演会 

①尾野善裕「日本人の〈やきもの〉賞玩―唐物と桃山茶陶―」開館 30周年記念特別展「美の宴」講演会 和泉市久保 

惣記念美術館 24年 10月 27日 

②尾野善裕「三条せと物や町出土の茶陶―〈茶陶〉は何故大量に捨てられたのか？―」平成 24年度京都市埋蔵文化財 

研究所文化財講演会 京都アスニー 24年 11月 10日 

③尾野善裕「幕末のやきもの」彦根城博物館テーマ展「茶人・井伊直弼と幕末のやきもの」講演会 彦根城博物館 24

年 11月 11日 

④尾野善裕「最先端！なごやのやきもの―古代の緑釉・灰釉陶器―」特別展「名古屋ものづくりの考古学」講演会 名

古屋市見晴台考古資料館 25年 1月 20日 

⑤尾野善裕「茶人・古田織部と桃山茶陶」平成 24年度「大阪の歴史再発見」講演会 大阪歴史博物館 25年 1月 26 

 日 

⑥尾野善裕「乾山はいかに語られてきたか―近代の乾山評価変容―」第 8回法蔵寺「乾山セミナー」25年 8月 25日 

論文等 

⑦尾野善裕「御室仁清窯跡出土陶片の基礎的研究―茶入―」『學叢』第 34号 京都国立博物館 

⑧尾野善裕「仁清の初期基準作 三島写水指」『（仮）京都国立博物館名品展』 香川県立ミュージアム 25年 4月刊行 

予定 
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【書式Ｂ】 施設名 京都国立博物館 処理番号 4512-3 

(様式 2) 

自己点検評価調書 

 

1．定性的評価 

  

2．定量的評価 

 

3．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

文化財に関する基礎情報の蓄積自体に独創性は乏しいが、基礎情報の蓄積が展覧会や講演会などの

博物館事業の内容充実に貢献するものであることは明らかであり、調査自体は着実に進んでいる。建

て替え工事に伴って平常展示館が閉鎖しているため、館内での成果公表ができていないが、これはや

むを得ない事情であり、減点要素とすべきではないと考えるので、調査の進捗状況が良好であること

を重視した。 

 

4．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

調査の進捗は極めて順調であり、対外的な成果公表についても実現できている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性  

判定 Ａ Ｂ Ａ Ａ Ａ  

判定理由 

 適時性：所蔵品・寄託品の充実や、最新の調査・研究成果を展示や講演会などに反映させることは、博物館として常

時行うべき当然の業務と考えるため、Ａと評価する。 

独創性：基礎情報の収集自体に独創性は乏しいため。 

発展性：平成 25年度開催予定の特別展覧会「魅惑の清朝陶磁」に、平成 24年度調査成果を盛り込むなど、今後展覧 

会などを通して調査成果の広範な活用が見込めるため。 

効率性：記入を容易にするなど、調書の形式に工夫を加えると共に、調査参加者の熟練度上昇によって、一日当たり 

35件もの調書作成件数を達成しているため、Ａと評価する。 

継続性：調査（特に野崎家塩業歴史館）を定期的かつ継続的に実施できているため。 

 

観点 調査日数 調書作成件数 成果公表    

判定 Ａ Ａ Ａ    

判定理由 

調査日数：独立行政法人化後、日常業務が繁忙化する中で、10日もの調査が実施できたことを評価できるため。 

調書作成件数：388件は、充分に満足できる数値であると考えるため。 

成果公表：平常展示館閉鎖中のため、館内での成果公表ができていないうらみはあるものの、各種講演会（6回）や 

図録論文等に成果を反映させることができているため。 
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【書式Ｂ】 施設名 京都国立博物館 処理番号 4512-4-1 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 4)特別展覧会「古事記 1300年 出雲大社大遷宮 大出雲展」に関する調査研究((5)－①) 

【事業概要】 

古事記が編纂されて１３００年という節目の年にあたる平成 24年度に開催する特別展覧会「大出雲展」開催のための 

調査研究。現地調査は島根県及び島根県立古代出雲歴史博物館の学芸スタッフと共同で行った。 

【担当部課】 学芸部 【プロジェクト責任者】 保存修理指導室長 淺湫 毅 

【スタッフ】 

村上隆（学芸部長）、赤尾栄慶（上席研究員）、鬼原俊恵（列品管理室長）、山本英男（美術室長）、山下善也（連携協力

室長）、大原嘉豊（研究員）、呉孟晋（研究員）、羽田聡（研究員）、尾野善裕（工芸室長）、山川暁（教育室長）、永島明

子（主任研究員）、末兼俊彦（研究員）、宮川禎一（企画室長）、水谷亜希（研究員）、池田素子（アソシエイトフェロー）、

岡田愛（アソシエイトフェロー）(以上京博)、久保智康（名誉館員） 

【主な成果】 

 展覧会の開催が 24年 7月からであるため、現地における社寺調査は昨年度までにほぼ済ませている。本年は補足調査

と写真撮影を若干行った以外は、昨年までの調査の成果に基づき、展覧会のための作品選定及び会場での展示案の作成、

図録の原稿執筆及び編集、作品の安全な借用、梱包、輸送、展示、撤収、返却を行った。 

 

【年度実績概要】 

・調査で得られた知見をもとに、作品の特徴に応じた梱包方法を考え、島根から京都への貴重な文化財の移動に備えた。 

その結果、軽微な事故もなく無事作品の移動、展示、返却を行なうことができた。 

・展覧会には 202件の作品を出品した。この中には 17件の国宝と 41件の重要文化財が含まれる。 

・これらの作品を全体で 6章にわけて展示を行なった。 

・上記出品作について、島根県立古代出雲歴史博物館と分担して図録解説及び会場解説の執筆を行った。  

・図録作成にあたっては、調査の成果を踏まえ、おなじく島根県立古代出雲歴史博物館と共同で、6本の論文と 6編の 

扉解説を執筆した。 

・これまで開催された出雲に関する大規模な展覧会は、銅鐸、銅剣、はにわなどの考古遺品が中心であったが、本展に 

おいては、それにとどまらず、出雲地方の宗教文化にも焦点をあてて展示構成を行なうなど、これまでにない新たな 

視点からの展示を心がけた。 

・全 6章のうち、特に後半の第 5章、第 6章では、当館と島根県立古代出雲歴史博物館との共同調査による社寺調査の 

結果発見ないしは重要性があたらめて確認された作品を中心に展示を行ない、展示及び図録には調査の成果を十分に 

反映することができた。 

・展覧会会期中に、調査の成果に基づく 5回の一般向け講座（土曜講座）を行ない、各回とも定員を超える事前申込み 

があった。  

【実績値】 

展示への反映：1回 

論文数：6本（島根県立古代出雲歴史博物館と分担執筆）(①) 

解説数：202点（島根県立古代出雲歴史博物館と分担執筆） 

発表回数：5回（島根県立古代出雲歴史博物館と分担発表） 

【備考】 

論文 

①古代出雲の山寺と社、出雲神話のバリエ-ション-スサノオを中心に、青木遺跡と出雲の神社、山陰地域の青銅器文化 

と大量埋納、神々の国の仏たち古代を中心に、岩屋寺旧蔵の十一面観音坐像をめぐって 他 5件 
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【書式Ｂ】 施設名 京都国立博物館 処理番号 4512-4-1 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

限られた時間のなかで、充実した内容の調査を行なうことができ、島根県の諸機関及び社寺と友好

な関係を結ぶことができた。この関係をさらに発展させ、新たな調査及び展覧会へとつなげてきたい。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

 調査の成果を十分に展覧会に反映することができた。展覧会が終了したから調査も終了するという

のではなく、本展をひとつのステップとしてさらなる調査、研究へとつなげていきたいと考えている。 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

判定理由  

適時性：古事記褊衫１３００年という記念の年にふさわしい展覧会に向けての調査であった。 

独創性：考古遺品にとどまらず、近世にいたるまでの文化財を対象として調査を行った。 

発展性：調査の成果はさらなる展覧会の企画立案へとつながるほど充実しているため。 

効率性：限られた時間のなかで出雲全域に眼を配り調査を行うことができた。 

継続性：今回の調査と展覧会の開催にともない島根県及び同県内の社寺と友好な関係を築くことができた。 

正確性：調査の成果を展覧会、図録、講演のかたちで一般に広く、正しく伝えることができた。 

観点 展示への反映 論文数 解説数 発表回数   

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ   

判定理由 

 展示への反映：バラエティあふれる出雲文化を紹介するにあたって多方面にわたる作品を調査し、展示を行った。 

 論文数：様々な分野の作品について充実した内容の論文を多数図録に掲載することができた。 

解説数：様々な分野の作品について充実した内容の解説を多数図録に掲載することができた。 

 発表回数:土曜講座で 5回の講演を行い各回とも 150名以上の聴講者を集めた。 
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【書式Ｂ】 施設名 京都国立博物館 処理番号 4512-4-2 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 4)特別展覧会「宸翰 天皇の書─御手が織りなす至高の美─」に関する調査研究((5)－①) 

【事業概要】 

24年 10月 13日（土）～11月 25日（日）まで開催される特別展覧会「宸翰 天皇の書─御手が織りなす至高の美─」

を視野にいれ、京都国立博物館の館蔵品と寄託品、及び他機関の所蔵する文化財を調査する。あわせて、これらにより

得られた成果を講座あるいは誌上などで公開することにより、広く社会に還元する。 

【担当部課】 学芸部 【プロジェクト責任者】 企画室研究員 羽田 聡 

【スタッフ】   

志水一行（花園大学歴史博物館研究員・調査員） 

【主な成果】 

以前から継続する博物館内外での宸翰（天皇の書）の調査をふまえ、24 年 10 月～11 月にかけ、特別展覧会を開催、

あわせて展覧会図録を刊行し、国際シンポジウムや関連する講演・講座を実施した。総じて、各時代を彩った天皇の個

性豊かな文字、時代とともに変遷する書風、日本美術における「書」の独自性を歴史的・美術的な側面から広く紹介す

ることができた。 

【年度実績概要】 

・前年度までに館蔵品と寄託品の調査は終了させているが、他機関より借用する作品の

うち、仁和寺、鳩居堂、随心院、実相院（以上、京都市内）、東北大学附属図書館、瑞

泉寺、金剛寺（以上、京都市外）所蔵分について調査を実施した。また、展覧会図録

に図版を掲載するにあたり、写真の存在しない鳩居堂、泉涌寺、随心院、実相院、法

金剛院、陽明文庫（以上、京都市内）、瑞泉寺、金剛寺、観心寺（以上、京都市外）所

蔵分について写真撮影を行った。 

・24 年 10 月 13 日～11 月 25 日にかけ、京都国立博物館特別展示館において、全室を使

用した特別展覧会「宸翰 天皇の書─御手が織りなす至高の美─」を開催し、歴代天

皇の書、及び関連作品 144件（うち国宝 17件、重要文化財 66件、重要美術品 11件）

を展示した。あわせて刊行された展覧会図録には、論文 1篇を収録する他、144件すべ

ての作品にたいして詳細な解説と史料翻刻、巻末には参考文献や花押・署名・印章リ

ストを付し、資料集として活用できるよう、十分な配慮をほどこした。 

・展覧会の関連事業として、国際シンポジウム、講演・講座を開催した。前者において

は、国内外からパネリストを招聘し、日本と中国の「天皇・皇帝の書」における共通

点や差異について、多角的な討論を行った。後者は、他機関の研究者にも講師を依頼

し、歴史と美術の両側面から宸翰の魅力を再認識する機会を提供した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

展示室風景 

【実績値】 

展示への反映：１回 公刊図書数：1篇（①）  公開論文数：1篇（②）  発表件数：6回（③～⑧） 

（参考値）撮影資料点数：15点 

【備考】 

公刊図書 

①京都国立博物館編『宸翰 天皇の書─御手が織りなす至高の美─』（京都国立博物館 24年 10月） 

公開論文 

②羽田 聡「宸翰 天皇の書─過去から未来へ─」（『宸翰 天皇の書』 24年 10月） 

発表 

③羽田 聡「宸翰（天皇の書）の資料論」（毎日新聞書道会 24年 8月 12日） 

④下坂 守「宸翰と古筆─桃山・江戸時代の天皇の手習い─」（奈良大学教授 24年 10月 13日） 

⑤上島 享「中世の天皇と宗教─手印が捺された文書を中心に─」（京都府立大学准教授 24年 10月 27日） 

⑥丸山猶計「宸翰の薫りと三跡─筆致に宿るもの─」（九州国立博物館主任研究員 24年 11月 10日） 

⑦羽田 聡「宸翰─資料と美術のコンチェルト─」（京都国立博物館研究員 24年 11月 24日） 

⑧国際シンポジウム 「天皇・皇帝の書をめぐって」（パネリスト国内 1名、国外 2名 24年 11月 18日） 
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 【書式Ｂ】 施設名 京都国立博物館 処理番号 4512-4-2 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

調査の成果をふまえた特別展覧会「宸翰 天皇の書─御手が織りなす至高の美─」を開催し、かつ、

関連事業を実施することにより、本プロジェクトの目的を達成した。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

 博物館の内外にわたり、文化財の調査を実施したことにより、その歴史的あるいは美術的な位置付

けについて、より正確な評価をくだすことが可能となった。これにより得られた情報は、2014 年 3 月

に開館予定の新平常展示館における展示に活用しうる。 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

判定理由  

適時性・効率性：本プロジェクトに関わる調査は、他の事業と兼ね合いながら効率よく、継続的に行ってきたも 

のである。その成果として実施された特別展覧会「宸翰 天皇の書─御手が織りなす至高の美─」 

は、歴代天皇の遺墨をほぼ網羅し、講座あるいは国際シンポジウムの開催とあわせ、広く内容が 

公開された。 

独創性・正確性：刊行された展覧会図録は、調査過程で得た知見を加味し、歴史と美術の両側面から独自の視点に 

立脚し宸翰を捉えなおすことで、学術的な精度の高い情報を提供した。 

継続性・発展性：作品に関する情報は、展覧会で帰結するものではなく、今後、博物館の有する文化財情報の蓄積 

にも汎用しうる。 

観点 展示への反映 公刊図書数 公開論文数 発表件数   

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ   

判定理由 

 展示への反映：研究成果を展示内容等に反映させることができたため。 

公刊図書数・公開論文数：継続的に行ってきた調査成果をもとに刊行した展覧会図録『宸翰 天皇の書─御手が織 

りなす至高の美─』は、通史的な論考とともに、作品 144件につき詳細な解説と翻刻、巻 

末には参考文献や花押・署名・印章リストを収録し、学術的な精度の高い情報を提供した。 

発表件数：展覧会に関連する国際シンポジウム、講演・講座を開催し、アンケートにおける満足度が 88％と、本プ 

ロジェクトの目的の一つである成果の還元という点においても、十分な実績をあげることができた。 
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【書式Ｂ】 施設名 京都国立博物館 処理番号 4512-4-3 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 4)特別展観「国宝 十二天像と密教法会の世界」に関する調査研究((5)－①) 

【事業概要】 

特別展観「国宝 十二天像と密教法会の世界」の出展候補作品について、関連調査を行った。特に、仏教美術研究上野 

記念財団の助成により仁和寺御経蔵所蔵の守覚法親王関係仁和寺御流聖教の調査を中心として実施した。仁和寺御経蔵

所蔵の守覚法親王関係仁和寺御流聖教については、名古屋大学大学院文学研究科教授阿部泰郎を代表とする文部省科学

研究費（平成 7-8年度「仁和寺文化圏と守覚法親王に関する文献学的研究」）等による調査の成果が既に公表されている。

但し、従来の調査では国文学・日本史学の専門家が中心となっていたが、本調査では古文書学及び美術史学の専門家に

よって図像を含む聖教の制作年代等について既存調査成果の再検討を行うことを目的とした。 

【担当部課】 学芸部 【プロジェクト責任者】 保存修理指導室研究員 大原嘉豊 

【スタッフ】   

赤尾栄慶(学芸部上席研究員)、淺湫毅(学芸部保存修理指導室長)、永島明子(学芸部連携協力室主任研究員)、羽田聡(学

芸部企画室研究員)、末兼俊彦(学芸部企画室研究員) 

【主な成果】 

(1)作品調査：24年 8月 22日、23日に仁和寺現地調査及び写真撮影実施。24年 11月 15日、16日東京国立博物館調査  

(2)事業：仏教美術研究上野記念財団主催の研究発表と座談会「仁和寺御流を中心とした院政期真言密教の文化と美術」 

（25年 1月 14日開催）を実施した。  

(3)成果：展覧会図録及びシンポジウムの開催によりその成果を論文及び作品解説として公表することができた。 

【年度実績概要】 

  

(1)24年 8月 22日、23日に仁和寺現地調査及び写真撮影実施（参加者：大原・赤尾・羽田）。24年 11月 15日、16日に 

東京国立博物館調査実施（参加者：末兼）。 

(2)上記の研究成果をもとに、仏教美術研究上野記念財団主催の研究発表と座談会「仁和寺御流を中心とした院政期真言 

密教の文化と美術」（25年 1月 14日）を開催し、関連諸学の専門家と知見の交換を行った。当館担当スタッフによる 

研究報告として、大原嘉豊「院政期における灌頂儀礼と守覚法親王―十二天屏風と山水屏風の成立に関連して―」が 

行われた。また、東京国立博物館では静岡・尊永寺所蔵金銅五種鈴の調査を行ったが、早期に寺外に流出した三鈷鈴 

（大阪市立美術館現蔵）の補作について、初めて室町時代に遡る可能性を指摘し、展覧会図録解説で公表することが 

できた。 

(3)論文 

  大原嘉豊「十二天屏風と山水屏風―院政期における灌頂儀礼の整備と守覚法親王との関係―」京都国立博物館特別展 

観図録『国宝 十二天像と密教法会の世界』（2013年） 

 

・特別展観「国宝 十二天像と密教法会の世界」において、調査した守覚法親王関係仁和寺御流聖教 17件を公開するこ 

とができた。これは寺外初公開となり、多くの注目を集めた。 

 

【実績値】 

展示への反映  1回 

公開性 論文数 1本、シンポジウム開催 1回 

調査件数 調査箇所 2箇所約 20件 

資料記録 写真撮影枚数約 200 枚 

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 京都国立博物館 処理番号 4512-4-3 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

調査及び撮影を計画通りに実施することができ、展覧会にその成果を十分に反映させることができ

た。また、調査対象の展覧会への出展、シンポジウムの開催でその成果の公表を適切に行い得た。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

計画通りに調査を実施し、展覧会も予定通り開催することができた。また、研究成果の公表も適切

に行い得た。 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ｓ 

判定理由  

適時性：日本史学で聖教史料論が高まりつつある中、重要寺院の一級の聖教について公開報告を行ったため。 

独創性：古文書学・美術史学の見地から聖教の評価判定を下して提示したことで関連諸学に有益な示唆を与えること 

ができたため。 

発展性：仁和寺は当館所在地近辺に位置する寺院であり、今後の調査協力関係について展望が開けたため。 

効率性：短い時間・少ない人員で最大に近い効果を発揮できたため。 

継続性：発展性と関連し今後の所蔵先寺院との協力関係が見込まれる点、及び研究の将来性を評価できるため。 

正確性：他の既存調査成果を基礎にそれを他の専門分野から再検証することを主眼とし、件数も厳選したため。 

観点 展示への反映 公開性 調査件数 資料記録   

判定 Ａ Ｓ Ａ Ａ   

判定理由 

展示への反映：該当展覧会の準備調査の側面があり、その目的は達成されているから。 

公開性：展覧会で調査対象とした門外不出の一級聖教を 17件まとまった形で寺外初公開を実現できた点、展覧会図 

録において論文及び作品解説によって最新の研究成果を公刊媒体で提示できた点、及びシンポジウムの開催 

で研究者に広くその価値を知らしめた点による。 

調査件数：当初予定を完遂できたため。 

資料記録：写真撮影を行い、当初予定を完遂できたため。 
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【書式Ｂ】 施設名 京都国立博物館 処理番号 4512-4-4 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 4)特集陳列「成立 800年記念 方丈記」に関する調査研究((5)－①) 

【事業概要】 

特集陳列「成立８００年記念 方丈記」（25年1月8日～2月11日） 

鴨長明が建暦二年（1212）三月に執筆し、鎌倉時代を代表する随筆として知られる『方丈記』の最古の写本である大福

光寺本『方丈記』（重文）を中心に関連する資料の調査を実施。 

 

【担当部課】 学芸部 【プロジェクト責任者】 上席研究員 赤尾栄慶 

【スタッフ】 

羽田聡（研究員）、大原嘉豊（研究員）、鬼原俊枝（列品管理室長） 

【主な成果】 

 鴨長明が著した仏教説話集である『発心集』の断簡を調査し、巻第二の「安居院聖行京中時隠居僧値事」の一節であ

ることを確認し、書写年代も調査の結果、鎌倉時代とした。同じく、鴨長明が著した歌論書『無名抄』（重文、東京国立

博物館蔵）も調査し、『方丈記』を含めた鴨長明の三大著作を展示できるようにし、全体で 18件の作品を選択した。 

 

【年度実績概要】 

・大福光寺本『方丈記』（重文）の調査を実施し、紙数や行数、全体の法量などを確認した。 

・「二十一代集」に入選した鴨長明の和歌を調査し、展示スペースを考慮して、その中から六冊を選んだ。 

・『方丈記』に記されている生活ぶりから、信仰に関連する仏画や写経を選定した。 

・大福光寺本『方丈記』（重文）が漢字片仮名交じりの表記であることから、同時代の漢字片仮名交じりで表記された書 

及び絵巻を調査し、展示用に 6件を選定した。 

・鴨長明の和歌や『発心集』などには、本文が読み解けるように読み本を付けるように努めた。 

・平成 25年 1月 12日に『方丈記』研究の第一人者浅見和彦成城大学教授による関連土曜講座「鴨長明、京都を歩く」 

を開催した。 

【実績値】 

調査   4回 

現地踏査 1回 

展示への反映 １回 （総作品数 18件、そのうち国宝 2件、重文 11件、重要美術品 2件） 

発表回数 １回（土曜講座） 

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 京都国立博物館 処理番号 4512-4-4 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

日本三大随筆として知られる『方丈記』成立８００年を顕彰した展示内容で、最古の写本である大

福光寺本の全文が鑑賞できるように配慮し、入館者の理解を深めるように可能な限り、読み本を掲出

した。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

全体 18 件のうち、国宝 2 件、重文 11 件という充実した展示内容となった。日本の文字における片

仮名の機能について、今後とも調査研究すべき内容となった。 

 

 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

判定理由  

適時性:『方丈記』成立８００年を記念した。 

独創性:漢字片仮名交じり文という表記方法に注目した。 

発展性:漢字片仮名交じりという表記に対する研究を進める。 

効率性:少ない作品数で『方丈記』の特徴を提示した。 

継続性:日本の文字における片仮名使用の役割について、今後の研究課題となる。 

正確性:『方丈記』の写本に対する正当な理解を深める。 

観点 調査 現地踏査 展示への反映 関連講座   

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ   

判定理由 

調  査:4回の調査に基づき、特別展示館 3室分の展示スペースを勘案し、18件の作品を選定した。 

現地調査：現地踏査に基づいて、河合神社、同境内に復元された方丈、日野の山中の方丈石の写真パネルを掲出し、 

理解を深めるように努めた。 

 展示への反映：調査をふまえ、漢字片仮名交じり表記の作品を 6件展示した。 

関連講座：土曜講座では、申し込み人数が 350人あり、抽選で 220人を選び、当日は会場の収容人数である定員いっ 

ぱいの 190人余りの参加を得た。 
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【書式Ｂ】 施設名 京都国立博物館 処理番号 4512-4-5 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 4)特別展覧会「狩野山楽･山雪」に関する調査研究((5)－①) 

【事業概要】 

25年 3月 30日～5月 12日に開催する特別展覧会「狩野山楽･山雪」の内容を固める 

【担当部課】 学芸部 【プロジェクト責任者】 連携協力室長 山下善也 

【スタッフ】 

(外部研究者)奥平俊六（客員研究員・大阪大学教授）、五十嵐公一（調査員・兵庫県立歴史博物館学芸員）、吉田智美（調

査支援ボランティア・同志社大学院生）、森光彦（同前・京都市学校博物館学芸員）、大橋あきつ（同前・京都大学大学

院生）、浦上彩音（同前・同前） 

【主な成果】 

 出品候補作品の調査・出品交渉、関連文献の調査等を行った。 

【年度実績概要】 

 ・以下の狩野山楽・山雪作品を所蔵する寺社・博物館・美術館等に出張して調査を行い、出品交渉を行った。 

     大阪市・四天王寺、名古屋市徳川美術館、福井県・善導寺、佐賀県立博物館、滋賀県・彦根城博物館、 

     滋賀県・常徳寺、滋賀県・大通寺、八幡市・神応寺、京都市・法界寺、京都市・雑華院、京都市・大覚寺、 

     京都市・正伝寺、京都市・泉涌寺、京都市・東福寺、静岡市・静岡県立美術館、奈良市・大和文華館、 

     東京都・日本相撲協会相撲博物館、東京・大阪・京都の個人所蔵家宅多数 

 

・京都工芸繊維大学附属図書館に月 2、3回（計 14回）のペースで訪問し、同館が所蔵する、故・土居次義氏の山楽・ 

  山雪調査ノートを調査し、情報収集を行った。この調査が、上記の調査・出品交渉のいくつかにつながった。 

 

・24年 6月 12日～6月 24日、アメリカ合衆国、アイルランド共和国に出張し、以下の狩野山楽・山雪作品を所蔵す 

る美術館等を訪問し、調査・出品交渉を行った。 

     ミネアポリス・ミネアポリス美術館、ニューヨーク・メトロポリタン美術館、ニューヨーク・バークコレク 

     ション、ニュージャージー・バーンスタインコレクション、ダブリン・チェスタビーティーライブラリィ 

 

・当館所蔵及び寄託の狩野山楽・山雪作品を調査した。 

 

     以上を通じ、展覧会出品作品の選定・依頼・作品の詳細な情報収集を実現した。 

 

【実績値】 

調査回数   80回 

 収集資料数  約 300点 

 調査情報    1件（展覧会図録） 

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 京都国立博物館 処理番号 4512-4-5 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

美術雑誌等をはじめ、予想外に多い期待感が示されている点で、まずは高く自己評価したい。この

高い自己評価を、今後の活動の向上につなげていきたい。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

   

展覧会実現に向けて調査を着実に進めることができた。 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ａ Ｓ Ｓ Ａ Ｓ Ａ 

判定理由  

適時性：平成 25年 3月 30日～5月 12日に開催される展覧会に合わせた準備で適時であった。  

独創性：山楽・山雪（京狩野初期）に絞った大規模な調査研究は他に例がない。 

発展性：18世紀以降の京都の絵画へと展開できる調査研究となった。 

効率性：客員研究員・調査員・調査支援ボランティアと協力し調査を進め効率をあげた。 

継続性：展覧会テーマとしては初めてのものであり、今後新たな作品の発見につながる。 

正確性：展覧会図録に反映させるべく調書作成につとめてきたため正確な調査ができた。 

 

観点 調査回数 収集資料数 調査情報    

判定 Ｓ Ａ Ａ    

判定理由 

調査回数：80回は充分な回数。 

収集資料数：展覧会開催に充分な資料数約約 300点を収集できた。 

調査情報：展覧会図録１冊（376頁）を出版できた。 
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【書式Ｂ】 施設名 京都国立博物館 処理番号 4512-4-6 

(様式 1)                    

業務実績書 

 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 4)特別展覧会「魅惑の清朝陶磁」に関する調査（学術研究助成基金助成金）((5)－①) 

【事業概要】 

平成 25年度事業として予定している特別展覧会「魅惑の清朝陶磁」の開催に向けて、出品候補作品の選定を進めるべ

く、日本国内で伝世・出土した清朝陶磁と、清朝陶磁の影響下に製作された日本陶磁を広く調査し、展覧会内容の充実

を図る。 

 

【担当部課】 学芸部 【プロジェクト責任者】 工芸室長 尾野善裕 

【スタッフ】 

谷口愛子（調査員・京都工芸繊維大学特任准教授） 

 

【主な成果】 

 日本国内伝世・出土の中国清朝陶磁器 41件の調査を実施し、メモ写真の撮影と共に調書の作成を行った。展示候補作

品を含む、寄託品 22件・寄贈品 60件を受け入れた。 

 

【年度実績概要】 

・平成 25年度に開催を計画している特別展覧会「魅惑の清朝陶磁」に向けて、出品作品の選定を進めるため、候補作品  

 を所蔵している京都府立総合資料館・沖縄県立埋蔵文化財センター・愛知県陶磁資料館・廣誠院・和泉市久保惣記念 

 美術館・究理堂文庫・古美術商（2軒）・彦根城博物館・法金剛院・長崎歴史文化博物館・パラミタ・ミュージアム・ 

 京都市美術館などにて作品調査を行った。 

・過年度の調査で中国清朝陶磁を所蔵していることを把握していた京都の 3ヵ寺に対して、展覧会への協力を要請し、 

 その結果、新規に 22件の中国清朝陶磁を寄託品として受け入れることができた。 

・永年にわたって作品を寄託してこられた個人所蔵者 2名から、展示候補作品を含む 60件に及ぶ作品の寄贈を受けた。 

・展覧会準備の過程で知りえた新情報に基づいて、積極的に成果公表を行うべく、論文 1本（①）、広報誌のコラム 1本 

（②）を執筆した。 

 

【実績値】 

調書作成件数      41件 

調査日数（館外）  のべ 15日 

新規寄託品       22件  

 寄贈品         60件 

 論文等数        2件（①②） 

 

【備考】 

論文等 

①尾野善裕「『金琺瑯』と呼ばれた器」『王朝文化の華 陽明文庫名宝展 宮廷貴族近衛家の一千年』ＮＨＫ京都放送

局・ＮＨＫプラネット近畿・読売新聞社 

②「うらんだーのやちむん『金琺瑯』」『京都国立博物館だより』176号 京都国立博物館 
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【書式Ｂ】 施設名 京都国立博物館 処理番号 4512-4-6 

(様式 2) 

自己点検評価調書 

 

1．定性的評価 

  

2．定量的評価 

 

3．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

 

当面の大目標である特別展覧会の開催が必ずしも危ぶまれるほどではないものの、結果的に予定し

ていた調査を縮小せざるを得なくなった。特に、進捗はかばかしくない図録掲載用の写真撮影につい

ては、平成 25年度に重点的に取り組む必要がある。 

 

 

4．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

ほぼ順調 

 

単年度でみると必ずしも満足のいく実施状況ではないものの、先行して昨年度までに行っていた調

査の蓄積があるため、当面の大目標である特別展覧会の開催には漕ぎ着けられるとの見通しを持って

いるため、ほぼ順調と評価する。 

 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性  

判定 Ａ Ａ Ａ Ｂ Ｂ  

判定理由 

 適時性：当初計画していた生産地・中国での調査は、日中関係の悪化という政治的状況にかんがみて自粛し、全く行

っていないが、平成 25年度の特別展覧会開催に向けて、必要不可欠な国内調査は粛々と進めたため。 

独創性：これまで、美術史研究の上では殆んど注目されてこなかった日本伝世の中国清朝陶磁を意識的に採り上げ、

出土品とも比較できるように構成した展覧会は過去開催されたことがなく、展覧会の企画自体は十二分に独

創性をもつものにできると自負しているため。 

発展性：過去、等閑視されてきた日本伝世の中国清朝陶磁の存在が周知されれば、新たな作品の発見につながる確率

は高いため。 

効率性・継続性：平常展示館建替工事に伴う各種会議や、平成 25年度より館務の一環として担当することになった 

京都大学大学院への出講などにより、勤務時間を寸断されることが多く、継続的かつ効率的に業 

務を進めるには困難が多かった。 

観点 調書作成件数 調査日数 寄託・寄贈品数 論文等数   

判定 Ｃ Ｃ Ａ Ａ   

判定理由 

調書作成件数・調査日数：展覧会予算圧縮の為に新聞社への出資依頼や、出資条件としての展覧会巡回に伴う巡回先 

との調整など、付帯的業務が一段と厳しさを増す経済事情の中で当初予想を超えて増大してきており、上 

記の他の要因とも相まって、必ずしも調査や出品作品選定に十分な時間をかけることができていないた 

め。 

寄託・寄贈品数：調査にあまり時間をかけることができなかった割には、関連する作品として 22件の新規寄託品・ 

60件の寄贈品を受け入れることができ、この点では展覧会の開催に向けて大きく前進させることができた 

ため。 

論文等数：科学研究費の交付を受けた調査研究事業としては、調査成果の一部を別の展覧会（陽明文庫展）の図録原

稿に反映させたり、広報誌（京都国立博物館だより）に調査にまつわる逸話を逸早く紹介したりするなど

成果公表ができたため。 
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Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



【書式Ｂ】 施設名 京都国立博物館 処理番号 4512-4-7 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 
4) 特別展示「【時空を超えた運命の出会い】古代青銅鏡とフェラーリＦ１美の競演」に関する調

査研究((5)－①) 

【事業概要】 

イベント展示「【時空を超えた運命の出会い】古代青銅鏡とフェラーリＦ１美の競演」（24年 12月 14日～12月 16日）

現代のハイテクを駆使したフェラーリと古代ハイテクの象徴である古代青銅鏡を展示した。  

【担当部課】 学芸部 【プロジェクト責任者】 学芸部長 村上 隆 

【スタッフ】 

村上隆（学芸部長）、宮川禎一（企画室長）、植田義雄（総務課長）、中久保洋子（課長補佐）、櫻川 稔（事業推進係長） 

、白石大作（事業推進係主任）、姫野千晴（事業推進係係員） 

【主な成果】 

現代の先端技術で再現した京都国立博物館所蔵の三角縁神獣鏡の鏡面に現代最高レベルのレーシングカーが映る展示

は、来館者に大きなインパクトを与えた。また、入場無料の展示としたことも、普段博物館に足を運ばない人たちに博

物館の存在をアピールすることができた。  

【年度実績概要】 

古代青銅鏡研究の一環として、制作当初の材質と形状を正確に再現した復元品を現代の最新技術で制作してきたが、

この研究の成果を、現代技術の粋を結集したＦ１レーシングカーと対峙して展示することで、古代と現代の時空を超え

た技術の競演が実現した。一見ミスマッチなこの両者が一堂に会することでこれまで経験したことがない展示空間を演

出することができた。これからの博物館の可能性を探る試みとして開催した意義は大きいといえよう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 特別展示館エントランスホールに展示したフェラーリＦ１と復元した古代青銅鏡の展示風景

 

 

【実績値】 

展示作品数 ：古代青銅鏡（重要文化財 犬山市東之宮古墳出土）6 件、復元鏡１件、レーシングカー１件（館内）、

10件（館庭）、パネル 50件、その他 

安全な輸送 1件 

解説・論文数 4件 

観覧者数 ：4,106人 

(参考値) 

図録販売数：294冊 

 

【備考】 

この企画は、ROSSO×ROSSO 委員会（山口正巳会長）からの要請を受けて実施した。入場無料とし、京都国立博物館文

化財保護基金への寄付を募った。 
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【書式Ｂ】 施設名 京都国立博物館 処理番号 4512-4-7 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

・年次計画にはなかったが、博物館への関心を高める展示として一定の成果を上げた。 

・これまで博物館とは縁のなかった人たちに博物館へ来る機会を与えることができた。 

・この展示期間にホームページへのアクセスが急増した。 

・今後も新規性のある企画を随時計画していきたい。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

・年次計画にはない展示ではあったが、中期計画を補完するものとして開催した意義は大きい。 

・これまでにないレイアウトを試みたので、今後の展示構成に大きく反映できる成果を上げた。 

・博物館に興味を持つ人たちを新規に開拓することができた。 

 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ｂ Ａ 

判定理由  

適時性： 古代青銅鏡の調査研究成果を速やかに展示公開することができた。 

独創性：現代のレーシングカーと古代青銅鏡を一緒に展示することは世界で初めての試みである。 

発展性：これからの博物館の可能性を試す展示であった。 

効率性：3日間の展示にもかかわらず、迅速な準備と撤収ができた。 

継続性：同様の企画を継続的に実施できるかどうかは不確定である。 

正確性：展示計画、警備計画に則って実施され、事故・トラブルもなく無事終了できた。 

観点 展示作品数 安全な輸送 解説・論文数 観覧者数   

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ   

判定理由 

展示作品数：古代青銅鏡（重要文化財 犬山市東之宮古墳出土）6 件、復元鏡１件、レーシングカー１件（館内）、

10件（館庭）、パネル 50件、その他 （特別展示館のエントランスホール、第１室、第 10室を使用） 

 安全な輸送：高価なレーシングカーを全くトラブルなく、運搬・展示できた。 

 解説・論文数：開催が短期間ではあったが図録を作成し、観覧者の鑑賞の便宜を図ることができた。 

 観覧者数 ：3日間で 4千人を超える観覧者を集めることができた。 
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【書式Ｂ】 施設名 京都国立博物館 処理番号 4512-5 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 4．文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 5)漆工芸に関する調査研究(科学研究費補助金)((5)－①) 

【事業概要】 

科学研究費補助金（若手研究（A））「内外伝世品の調査ならびに比較に基づく京都製蒔絵の歴史的研究」の一環として、

国内外の蒔絵の伝世品を調査し、既知の基準作と比較し、また伝世の経緯を伝える史料を研究することによって、近世

から近代への微妙な様式変化や、京都とそれ以外の地域の蒔絵の差異を見極めることを目標と定め、京都の蒔絵史を捉

えることを目的とする。また海外の所蔵者や研究者との交流を深め、将来の共同研究の在り方を探る。 

 

【担当部課】 学芸部 【プロジェクト責任者】 連携協力室主任研究員 永島明子 

【スタッフ】 

【主な成果】 

昨年度のスイスでの調査に引き続き、本年度は国内に伝世する東京の白山松哉とその弟子たちによる蒔絵の技法をつ

ぶさに観察することができ、おぼろげながら京都の伝統技法とのちがいを知ることができた。ボストン美術館やハーバ

ード大学美術館に所蔵されている蒔絵作品をまとめて見ることができ、19世紀末から 20世紀初頭にかけてビゲローや岡

倉天心らが蒐集した蒔絵の実態と、六角紫水の蒔絵図録原稿を確認することができた。フランスのアントワーヌ・ヴィ

ヴネル美術館、ルーヴル美術館、ディジョン美術館では、日本の開国前に収集されたことが明確なティエール大統領の

コレクションや、18 世紀フランスにおいて蒔絵を模造した工房のストックなどの新資料を調査することができ、ヨーロ

ッパにおける京都製蒔絵の受容のありようをより鮮やかに知ることができた。 

【年度実績概要】 

 24 年 6 月に京都市内個人蔵の蝶形卓と白鶴美術館所蔵の蝶形卓を調査研究し、近代の奈良製の蒔絵螺鈿について考察

を深めた。24年 10月には永青文庫にて高野松山や白山松哉の作品を数十点調査し、東京藝術大学と東京国立博物館で所

蔵るす白山松哉作品と関連資料を調査した。24年 11月にはボストン美術館とハーバード大学美術館で 100点近い漆器を

調査研究した。25 年 1 月末から 2 月頭にはアントワーヌ・ヴィヴネル美術館、ルーヴル美術館、ディジョン美術館で計

275 件の漆器を調査した。3 月にはルーヴル学校博士過程に籍を置く今井朋氏を招聘し、フランス 19 世紀の美術コレク

ションについての情報を提供してもらった一方、明治京都の工芸界に関する文献情報を提供するなど情報交換を行なっ

た。 

 

ルーヴル美術館 調査作品 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アントワーヌ・ヴィヴネル美術館 調査風景 

 

 

 

【実績値】 

調査作品数 386件 撮影カット数 6293カット 

【備考】 

2月にフランスでの調査予定と 3月に海外研究者招聘の予定あり。 
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【書式Ｂ】 施設名 京都国立博物館 処理番号 4512-5 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

 

招聘者の都合で計画の変更があったものの、年 2回の海外調査と海外研究者を当館へ招くという年

次計画を完了できたので、順調である。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

科学研究費補助金申請時に計画した通り年度実績概要に述べた調査や研究交流が実施されており、

当該年度計画を達成している。次年度 5 月には、当館の研究紀要『学叢』紙上にて、今年度までの調

査内容の一部を報告する。また、今年度の調査の折に下打ち合わせをすることのできた在仏研究者を

招聘する。これまでのノウハウを活かし、ひきつづき英仏での作品調査を遂行する。 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ａ Ａ Ａ Ｂ Ｓ Ｓ 

判定理由  

適時性：現代の京漆器の担い手たちからの要請もあって企画された事業。海外調査や海外の研究者たちとの交流や情 

報交換を実施できたため。 

独創性：輸出漆器のデータから国内の漆器生産の状況を知る手法の独創性が認められて科研の助成対象となったた 

め。 

発展性：調査結果をその場で所蔵者に還元でき、今後の展示や執筆物に活かされる情報を収集できたため。 

効率性：調査後の資料を整理する時間を充分にとれていないことと、非常に限られた時間の中で通訳やコーディネー 

タを使わず海外調査を実施せざるを得なかったため。 

継続性：昨年からの継続事業であり、研究の大枠は十数年来、一環して続いており、比較データの蓄積ができたため。 

正確性：システマチックな調査と顕微鏡画像を含む比較データの蓄積ができたため。 

観点 調査作品数 撮影カット数     

判定 Ａ Ａ     

判定理由 

調査作品数・作品カット数：限られた時間と予算の中で正確なデータを収集するという観点から充分に成果を認めう 

る数値を達成している。 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良国立博物館 処理番号 4513-1 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 
1) 館蔵品・寄託品等の基礎的・総合的調査を進め、作品の適切な収集及び魅力的な展示に反映

させる。((5)－①)  

【事業概要】 

社寺・団体・個人等所蔵の文化財に関する情報を恒常的に収集して新規購入・寄贈・寄託候補作品をリストアップし、

綿密な調査に基づく調書を作成して陳列品鑑査会に付議し、コレクションの拡充を図る。新収蔵品は勿論のこと、既存

の館蔵品・寄託品についてもより詳しい調査をおこない、その成果を名品展及び特別展・特別陳列等に反映させる。調

査に際しては積極的に客員研究員・調査員の助言を仰ぎ、客観的かつ信頼度の高い成果を得ることに努める。 

【担当部課】 学芸部 【プロジェクト責任者】 部長 西山 厚 

【スタッフ】 

岩田茂樹（美術室長）、内藤栄（工芸考古室長）、野尻忠（企画室長）、岩井共二（教育室長）、宮崎幹子（資料室長）、谷

口耕生（保存修理指導室長）、吉澤悟（情報サービス室長）、斎木涼子（教育室員）、岩戸晶子（列品室員）、清水健（主

任研究員）、北澤菜月（情報サービス室員）、山口隆介（美術室員）、永井洋之（工芸考古室員）、原瑛莉子（企画室員）、

稲本泰生（前教育室長） 

【主な成果】 

仏教美術及び奈良に縁の深い文化財を柱とする当館の運営方針に沿って精選された文化財を、新たに館蔵品・寄託品

に加えた。受け入れに際しては詳細な調査を実施した。名品展では、収蔵施設の修理等の事情で一時的に寄託された近

在社寺所蔵の重要作例を、調査の後に展示（特別公開）した他、ここ数年に修理された文化財をまとまった形で公開す

るなどの実績を挙げた。館蔵品・寄託品等の継続的な調査の成果は、展示会場内の解説や各種刊行物等に反映させた。 

【年度実績概要】 

・新規購入・寄贈・寄託候補作品について調査研究を行い、その成果を基に作成した詳細な調書に基づいて、新たに 2

件の文化財を館蔵品として購入し、1件の寄贈を受け、13件の文化財を寄託品として受け入れた。 

・桜井市外山区所蔵の木造阿弥陀如来坐像（奈良県指定文化財）は、本体の修理後、本堂の建て替えが完了するまでの

間、当館で寄託を受けることになり、名品展にて特別公開（24年 6月 26日～）するとともに、調査成果を展示解説文

に反映させた。 

・西新館で特集展示「新たに修理された文化財」（24年 12月 26日～25年 1月 20日）を開催した。これは館蔵品を中心

に近年修理を受けた文化財を選定し、公開するもので、当該品の調査研究成果を、会場における解説・パネル等に反

映した。 

・客員研究員と調査員の助言を仰ぐための調査会を 14回実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【実績値】 

客員研究員・調査員の調査回数（延べ人数） 14回（16人） 

購入・寄託に向けた文化財調書の作成枚数 16件分 

展示への反映 3回 

【備考】 

 

 

 

 

木造阿弥陀如来坐像（外山区所蔵） 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良国立博物館 処理番号 4513-1 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

仏教美術及び奈良関係の文化財を中心としたコレクションの充実や、館蔵品・寄託品の有効な活用

に向けた調査研究は、これらの分野における調査研究・展示において主導的な役割を果たし、長年の

実績で不動の声価を得てきた当館にとって、最も基本的な活動の一つである。本年度もこれまでと同

じく、質量両面において、当館に向けられたこのような社会的要請に応えるに十分な実績を挙げるこ

とができた。次年度以降も同様の業務を、当館の果たすべき責務として継続していかねばならない。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

作品調査に基づく館蔵品・寄託品の計画的収集や効果的な展示など、有形文化財の保存と活用を促

進するという目標に沿って、作品の基礎的かつ総合的な調査を着実に進め、成果を積極的に公表して

いる。当該項目については確実に実績を挙げることのできる体制と業務サイクルがすでに確立されて

おり、次年度以降も同様の活動を継続し、同レベルの成果を得ることが見込まれる。 

 

 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

判定理由 

適時性：寄託・購入とも、時宜に適ったものを受け入れた。 

独創性：当館が専門とする仏教美術の基礎研究の土台に立って、文化財調書を作成できた。 

発展性：購入品には新発見の資料もあり、今後の研究の進展に期待できる。 

効率性：展示会場の広さに制限があるなかで、受け入れた文化財を年度内に展示できた。 

継続性：当館がこれまで続けて来た仏教美術研究の基礎に基づく文化財の調査・収集・展示ができた。 

正確性：購入・寄贈のために作成した文化財調書は、外部委員による審査においても了承される的確な内容であった。 

観点 
客員研究員・ 

調査員の調査回数  

文化財調書 

作成枚数 
展示への反映    

判定 Ａ Ａ Ａ    

判定理由 

客員研究員・調査員の調査回数：限られた時間と予算のなかで、14回の調査会を実施できた。 

文化財調書作成枚数：新規に受け入れる文化財の全てについて調書を作成できた。 

展示への反映：展示会場の広さに制限がある中で、受け入れた文化財のうち 3点を年度内に展示できた。 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良国立博物館 処理番号 4513-2 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 
2) 歴史学・考古学・美術史学などの人文諸学の見地から館蔵品・寄託品等の調査研究を行い、

その成果を積極的に公表する。((5)－①) 

【事業概要】 

館蔵品・寄託品等に関する調査研究活動を、研究員の専門分野に沿い各自で、もしくは館内外の各種研究グループ（科

研等）などを単位として、歴史学・考古学・美術史学等の人文諸学と関連づけた広い視野に立って展開する。その成果

は当館における展示活動や講座、刊行物（各種展覧会図録及び研究紀要等）は勿論のこと、館外で行う学会・シンポジ

ウム等における口頭発表・講演、各種学術誌等に掲載する論文等においても、積極的に公表する。 

【担当部課】 学芸部 【プロジェクト責任者】 部長 西山 厚 

【スタッフ】 

岩田茂樹（美術室長）、内藤栄（工芸考古室長）、野尻忠（企画室長）、岩井共二（教育室長）、宮崎幹子（資料室長）、谷

口耕生（保存修理指導室長）、吉澤悟（情報サービス室長）、斎木涼子（教育室員）、岩戸晶子（列品室員）、清水健（主

任研究員）、北澤菜月（情報サービス室員）、山口隆介（美術室員）、永井洋之（工芸考古室員）、原瑛莉子（企画室員）、

稲本泰生（前教育室長） 

【主な成果】 

歴史学・考古学・美術史学等、各研究員がそれぞれの専門分野に沿って館蔵品・寄託品等の調査研究を行い、その成

果は展示・刊行物・講座における作品解説等に反映された。調査研究活動の展開にあたっては、これを個人単位で行う

だけでなく、研究分担者・連携研究者として各種科研に参加するなど、外部の研究プロジェクトにも積極的に関わり、

より広い視野に立って学界に貢献する実績を挙げた。 

【年度実績概要】 

・各研究員が各々の専門分野に沿って館蔵品・寄託品等に対する調査研究を実施し、その成果を特別展・特別陳列・名

品展における会場パネル解説等、特別展・特別陳列図録『解脱上人貞慶』『古事記の歩んできた道』『頼朝と重源』『第

64回正倉院展』『おん祭と春日信仰の美術』における論考と作品解説に反映させた。 

・毎月 1 回、講堂で実施するサンデートークにおいて、各研究員が各々の専門分野に沿った、多彩な調査研究成果の一

端を発表した。 

・各研究員が各々の専門分野に沿った館蔵品・寄託品等に対する調査研究の成果の一端を、「奈良国立博物館だより」、

読売新聞の連載「鹿園観照－奈良国立博物館で見る名宝」、特別展「解脱上人貞慶」「正倉院展」会期中の読売新聞の

連載、「頼朝と重源」会期中の朝日新聞の連載等における作品解説で紹介した。 

・平成 24年度文部科学省「国際共同に基づく日本研究推進事業」（法政大学国際日本学研究所「欧州の博物館等保管の

日本仏教美術資料の悉皆調査とそれによる日本及び日本観の研究」《研究代表者：法政大学・ヨーゼフ・クライナー》）

に、研究員 3名が参加。 

・科学研究費「近江の古代中世彫像の基礎的調査研究」（基盤研究（B)24320032）の研究分担者として、MIHOミュージア

ム、大津市歴史博物館、長浜城博物館、岐阜県博物館の各施設において彫像の調査を実施した。 

・科学研究費「多数尊から構成される仏教尊像に関する調査研究」（基盤研究（B)24320034）の研究分担者として、大津

市歴史博物館において尊像を調査した。 

・科学研究費「『ESD』」にアプローチする『地域・世界遺産教育』の創造」（基盤研究(B) 10179864）の研究分担者と

して、世界遺産暫定リストに掲載の沖ノ島において現地調査を実施した。 

・科学研究費「大画面説話画の総合研究」（基盤研究（A）22242005）の研究集会において研究成果を報告した。 

・仏教美術協会研究助成金「仏教美術の調査と展示に関する基礎的研究（第 4期）」による研究の一環として、楽浪文化

財研究所（滋賀県）での彫像調査、大東急記念文庫（東京都）での古写経調査を実施した。 

【実績値】 

口頭発表（うちサンデートーク実施回数 12回）13回 

科研等研究プロジェクトへの参加（延べ人数） 12名 

論文等発表本数 10本(①～⑩) 

新聞等掲載の作品解説 38回 

【備考】 

論文等 
①湯山賢一「関白の二条師嗣に充てた将軍・足利義満書状案」、『歴史読本』歴読古文書講座④2012年 6月号 

②岩田茂樹『日本の世界遺産』10号 法隆寺（分担執筆、朝日新聞出版社、6月 

③岩田茂樹「信楽・来迎寺の院快・院静・院禅作阿弥陀三尊像について」、『MUSEUM』640号、10月 

④内藤 栄「仏教工芸の様式分析」、『様式論―スタイルとモードの分析』〈仏教美術論集１〉、竹林舎、5月 

⑤内藤 栄「鶴林寺の工芸―鼉太鼓縁と銅梵鐘」、鶴林寺叢書 4『鶴林寺 信仰の諸相』、法蔵館、10月 

⑥谷口耕生「南市町自治会所蔵春日宮曼荼羅試論」、『論宗・東洋日本美術史と現場―見つめる・守る・伝える』、竹林舎、5月 

⑦谷口耕生「倶舎曼荼羅と天平復古」、林温編『仏教美術論集 第 1巻 様式論―スタイルとモードの分析』、竹林舎、10月 

⑧清水 健「奈良国立博物館蔵春日龍珠箱雑攷―内箱蓋表・蓋裏の図様をめぐって―」、『論集・東洋日本美術史と現場―見つめる・ 

守る・伝える―』、竹林舎、5月 

⑨清水 健「仏画・垂迹画に見るやまと絵」、『別冊太陽 日本のこころ２０１ やまと絵―日本絵画の原点―』、平凡社、10月 

⑩清水 健「法隆寺戯画・落書考」、『日本美術全集 2 飛鳥・奈良時代Ⅰ 法隆寺と奈良の寺院』、小学館、12月 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良国立博物館 処理番号 4513-2 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

仏教美術及び奈良関係の文化財を中心とした館蔵品・寄託品等の調査研究を歴史学・考古学・美術

史学等、各研究員の専門分野の観点から展開・深化させることは、当館における文化財の収集・展示

等の活動をより充実させる上で、最も基本的な作業の一つである。この方面の文化財の調査研究にお

いては、当館は国内随一の拠点として高水準の成果の公表が期待されているが、本年度もこうした社

会的要請に、質量ともに応えられる実績を挙げることができた。次年度以降も同様の業務を、当館の

果たすべき責務として、継続する必要がある。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

研究員各自の専門分野に沿った館蔵品・寄託品等の調査研究を展開し、学識・経験に裏付けられた

高水準の成果を公表することは、適切な作品の収集計画や効果的な展示の計画など、有形文化財の保

存と活用を促進し、博物館の活動を活性化することに直結する。本年度はこの点を視野に入れた調査

研究を推進し、十分な実績を挙げることができた。当館学芸部は仏教美術・奈良関係の多様な文化財

に様々な人文諸学の観点からアプローチできる人員構成と研究体制を備えており、次年度以降も同様

の活動を継続し、成果を公表できる準備が確立されている。 

 

 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 継続性 正確性  

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ  

判定理由 

適時性：貞慶没後 800年に特別展「解脱上人貞慶」を開催し、研究成果を反映した図録を刊行するなど、時宜に適っ 

た研究を公表した。 

独創性：「雨を祈る」「図像から彫像へ」など、当館収蔵品の綿密な研究に依らなければ成し得ない研究発表を実施で 

きた。 

発展性：各地で実施した仏像調査は、今後の新資料発掘への大きな礎となるものである。 

継続性：人文科学の各分野の専門家を継続的に擁する当館でなければできない研究発表、たとえば「古地図を読みと 

く、再び。」「仏像調査からわかること」などを実施した。 

正確性：各展覧会図録を正確な内容のものとすることができた。 

観点 口頭発表 
科研等研究プロジ

ェクトへの参加 

論文等 

発表本数 

新聞等掲載の 

作品解説 
  

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ   

判定理由 

口頭発表：当初計画どおり毎月１回のサンデートークを実施するなど当該研究の成果を公表できた。 

科研等研究プロジェクトへの参加：それぞれの専門分野に即して、他機関のプロジェクト等に多数参画した。 

論文等発表本数：必要な論文を的確に発表することができた。 

新聞等掲載の作品解説：展覧会事業にも対応しながら、着実な実績をあげられた。 
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【書式Ｂ】 施設名 九州国立博物館 処理番号 4514-1 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 
1) Ｘ線ＣＴスキャナによる青銅器・彫刻・漆工などの構造技法解析（科学研究補助金・学術研

究助成基金助成金）((5)－①) 

【事業概要】 

日本国内で最も優れた中国古代青銅器コレクションである住友コレクションを所蔵する泉屋博古館の所蔵品 180 点を

中心に、日本国内で所蔵されている中国古代青銅器を調査する。古代中国青銅器の鋳造技術の解明のための採り得る方

法として、Ｘ線ＣＴスキャナ調査、三次元計測による調査、三次元プリンタによる造形出力、鋳造実験による検証を実

施する。 

 

【担当部課】 学芸部博物館科学課 【プロジェクト責任者】 課長 今津節生 

【スタッフ】 

谷豊信（学芸部長）、河野一隆（企画課文化交流展室長）、市元塁（企画課特別展室主任研究員）、鳥越俊行（文化財課資

料登録室主任研究員） 

 

【主な成果】 

泉屋博古館の所蔵品を中心にＸ線ＣＴ、３Ｄデジタイザ、三次元プリンタ等の科学調査機器を用いて、中国古代青銅

器の内部構造データを系統的に集積したデジタルアーカイブを構築した。この成果は、日本文化財科学会及び、中国考

古学会で研究発表を行った。 

【年度実績概要】 

・九州国立博物館の展示に借用する文化財を中心に、ＣＴ調査や３Ｄデジタイザによる精密

三次元計測を実施した。得られた成果は、文化交流展の展示に活用している。 

・この調査の中で特に注目しているのが青銅器の本体から伸びる立体造形の接続状況である。

これまで器本体に付く大型の持ち手や立体装飾を中心に分析を重ね、持ち手や立体装飾の

接続方法を考察した。そのなかで器外底から伸びる足の内部状況についても分析を行った。

とくに中国古代の代表的器種である鼎について、その足を内部まですべて無垢で造るもの

と、内部に中子を挿入して円筒状に金属湯をまわすものの 2 種類が存在することを確認し

た。さらに後者では中子の形状を立体的に解析することに成功するとともに、中子と外型

とを固定するための構造物（スペーサー）の形態も併せて確認することができた。 

・中子の形状は単なる円柱ではなく、断面 V 字状の溝をそれぞれ 4本縦方向に走らせており、

固定物（スペーサー）は方台形であることが判明した。そこで中子挿入形式で鋳造された

足の状況について、さらに分析を進めた。特に脚の構造に焦点を当てて分析を進めた結果、

三足すべてにこのような金属突起を確認することができた。さらにこの突起は三足とも同

じ高さに存在することが判った。足の接地面から完全に同じ高さにある棒状の金属突起が

すべて器の中心方向を向いていることが判明した。 

・器本体には六等分された位置に稜飾が付いている。このうち足に近い稜飾に范線が存在す

ることから、外范は 3 分割であったと推測されるが、棒状の金属突起はその稜飾を結ぶラ

インと完全に一致している。このことから棒状金属突起は外范分割線に沿うように形成さ

れたことが明らかになった。 

 

 

 

 
円鼎断面三次元像

 

【実績値】 

調査回数：8回 

資料収集数：50点 

学会研究会等発表数：2回 日本文化財科学会、中国考古学会(①、②) 

論文掲載数：1件 中国考古学会(③) 

 

【備考】 

学会研究会等発表 

①「Ｘ線ＣＴを利用した殷周時代青銅鼎の内部構造解析」日本文化財科学会第 29回大会（24年 6月 23日） 

②「Ｘ線ＣＴスキャナ・３Ｄデジタイザを応用した文化財の調査研究と三次元データの活用」日本中国考古学会 

（24年 12月 15日） 

論文 

③「Ｘ線ＣＴスキャナ・３Ｄデジタイザを応用した文化財の調査研究と三次元データの活用」日本中国考古学会 

（24年 12月 15日） 
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【書式Ｂ】 施設名 九州国立博物館 処理番号 4514-1 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価  

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

本研究に使用している装置は、文化財用のＸ線ＣＴとして、世界的に最も優れた装置の一つとして

高く評価されている。京都泉屋博古館との共同研究を進めながら、大阪久保惣美術館との連携研究も

進んでいる。また、中国上海博物院、中国科学院との研究者の連携研究も進めている。次年度はさら

に多くの資料を調査すると共に、蓄積したデータの活用を進めたい。 

 

 

 

４．中期計画の実施状況の確認  

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

九州国立博物館では、文化財を外部の博物館から借用して展示することが多いので、展示借用の際

に、最新機器を用いて共同研究を進めている。すでに、これまでの研究協力において国内外の博物館

や研究機関と共同研究が進んでいる。次年度はさらに連携を進めて共同研究を実施していきたい。 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

判定理由  

適時性：国内・海外の研究者から注目を集めた。特に中国・台湾の研究者が本研究を注目している。 

独創性：中国青銅器の構造研究に非破壊的手法を本格的に導入した最新の研究であるため。 

発展性：Ｘ線ＣＴの改良を随時行っており、現在も文化財用として世界最高性能を維持している。 

効率性：ＣＴ調査は短時間でデータを取得できるために、時間的投資、人的投資が少ないため。 

継続性：泉屋博古館・和泉市久保惣記念美術館の協力により、今後の研究の将来性を評価できるため。 

正確性：文化財内部の構造を約 0.2㎜の高精度で記録することができるため。 

観点 調査回数 資料収集数 
学会研究会等 

発表数 
論文掲載数   

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ   

判定理由  

調査回数：年間 8回、展示の前後に効率よく調査した。 

資料収集数：50点の目標を達成できた。 

学会研究会等発表数：日本文化財科学会、中国考古学会にて計画通り実施できた。 

論文掲載数：中国考古学会にて計画通り 1件実施できた。 
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【書式Ｂ】 施設名 九州国立博物館 処理番号 4514-2 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 
2) 平成 20 年度特別展「工芸のいま 伝統と創造」に関連した九州・沖縄の伝統工芸作家への継

続的かつ発展的な調査研究((5)－①) 

【事業概要】 

九州・沖縄における伝統工芸の作家の創作活動についての継続的調査研究である。無形文化財としての伝統技術と、 

そこから生まれる新たな創作について、それぞれの作家の取り組みを調査する。これまで調査を行ってきた作家の調 

査を継続するとともに、新たな作家を調査対象に加えていく。 

 

【担当部課】 学芸部 【プロジェクト責任者】 部長 谷豊信 

【スタッフ】 

原田あゆみ（文化財課資料管理室主任研究員）、池内一誠（展示課情報サービス室主任研究員）、遠藤啓介（展示課展示調

整室研究員）、望月規史（文化財課アソシエイトフェロー） 

 

【主な成果】 

平成 24 年度西部工芸展、日本伝統工芸展など本年度開催の工芸展で作品調査を行った。陶芸、染織の作家への聞き取

り調査などを継続し、さらに本年度は金工（芦屋釜）の作家の調査を行った。 

 

【年度実績概要】 

・陶芸分野（九州・沖縄）で作家 3名について、調査を行った。 

・染織分野（九州・沖縄）で作家 2名について、調査を行った。 

・金工分野（九州・沖縄）で作家 2名について、調査を行った。 

・第 109回九州・山口陶芸展、第 47回西部工芸展、第 59回日本伝統工芸展にて

九州沖縄の工芸の全体的な調査、全国的な工芸の状況調査を行った。 

・トピック展示「茶の湯を楽しむⅤ 芦屋釜と館蔵茶道具」にて、現代作家の作

品について 3点を展示し、あじっぱで触れることができる展示を行った。 

  
 

トピック展示「茶の湯を楽しむⅤ  

芦屋釜と館蔵茶道具」 

 

 

【実績値】 

調査回数 11 回 作家に関する調査 8回 全体的な状況調査 3回 

 展示への反映  3 件 トピック展示「茶の湯を楽しむⅤ 芦屋釜と館蔵茶道具」 

 

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 九州国立博物館 処理番号 4514-2 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価  

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

計画通り調査を実施することができ、展覧会にその成果を反映させることができた。 

また、地域に根ざした博物館として、九州・沖縄の伝統工芸の発展に寄与している。技術の保存と

ともに伝統の美意識について、貢献することができた。 

 

 

 

４．中期計画の実施状況の確認  

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

工芸展開催以来の成果を受け、継続的な地道な調査を行い、さらに広がりも見えたことは評価でき

る。陶芸、染織だけではなく、金工分野の調査が行われ、展示などに活かされた。 

 

 

 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

判定理由  

適時性：陶芸・染織・金工の作家の調査を通して、作家の現在を知ることができ、必要不可欠な調査ができた。 

独創性：毎年開催される茶の湯展のなかで、室町期の芦屋釜と現代作家が作った復元された芦屋釜の展示・研究は今

までにない試みで高い評価を受けた。 

発展性：作家の調査を通じて、変化していく作品をとらえることができた。 

効率性：限られた時間、研究員で調査できることを最大限行った。 

継続性：伝統工芸展開催以降長期間にわたる調査研究を行っており、十分に成果が認められる。 

正確性：陶芸、染織、金工と主要な工芸分野を網羅しているため。 

観点 調査回数 展示への反映     

判定 Ａ Ａ     

判定理由  

調査回数：陶芸、染織、金工と主要な分野の調査を行い、全体的な状況を把握する調査も同時に行った。 

展示への反映：トピック展示「茶の湯を楽しむⅤ 芦屋釜と館蔵茶道具」における現代作家の作品を展示した。 
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Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



【書式Ｂ】 施設名 九州国立博物館 処理番号 4514-3 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 3)日本の中世の工芸、特に茶道具に関する調査研究((5)－①) 

【事業概要】 

毎年行われるトピック展示「茶の湯を楽しむ」を行うにあたって、それに伴う日本の中世から近世にかけての茶道具（特 

に陶磁器、漆器、金工、染織など）の基礎的な研究を行う。 

 

【担当部課】 展示課 【プロジェクト責任者】 展示調整室研究員 遠藤啓介 

【スタッフ】 

原田あゆみ（文化財課資料登録室主任研究員）、川畑憲子（企画課文化交流展示室主任研究員）、望月規史（文化財課アソ

シエイトフェロー） 

 

【主な成果】 

 本年度のトピック展示「茶の湯を楽しむⅤ 芦屋釜と館蔵茶道具」を行うにあたり、芦屋釜の里の全面的な協力のもと

芦屋釜の基礎的な研究を行った。また、陶磁器では、出品した作品の中で彫唐津茶碗及び華南三彩陶に関する基礎的な研

究を行った。また、次年度展示予定の「煎茶」をテーマにした研究では、紫砂壺についての調査を行った。 

 

【年度実績概要】 

・トピック展示「茶の湯を楽しむⅤ 芦屋釜と館蔵茶道具」を行った。 

・芦屋釜の基準作品を展示し、製作技法がわかる考古遺物もあわせて展示し、製

作技法についての知見が得られた。 

・芦屋釜の里にて、実際に現在作成をしている職人に聞き取り調査を行った。 

・伝世された芦屋釜の調査を行った。 

・彫唐津に関して、唐津焼の陶片調査を行った。 

・華南三彩陶について、他機関所蔵品の調査を行った。 

・次年度の「煎茶」をテーマにした展示に関して、紫砂壺の調査を行った。 

 
 

トピック展示「茶の湯を楽しむⅤ 

芦屋釜と館蔵茶道具」 

 

【実績値】 

展示への反映 26件 「茶の湯を楽しむⅤ 芦屋釜と館蔵茶道具」  

調査 6回 

芦屋釜の里にて芦屋釜関係の調査 3回  

彫唐津及び華南三彩に関する調査 各 1回 

紫砂壺の調査 1回 

 

 

 

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 九州国立博物館 処理番号 4514-3 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価  

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

 

茶の湯で用いられる作品は、陶磁器、金工など多分野にわたり、その研究は日本文化の基層をなす

ものであり、研究の広がりが期待できる。また、海外の作品を積極的に取り入れた茶の湯の道具を探

求することで、アジアとの関係から日本の歴史を捉える九州国立博物館にはなくてはならない研究と

なりうる。 

 

 

４．中期計画の実施状況の確認  

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

 

計画通り調査が実施され、当初の目標を達成することができた。 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

判定理由  

適時性：トピック展示を開催するために適切な時期に調査を実施した。 

独創性：芦屋釜の展示は作品だけではなく、鋳型などの考古遺物や現代作家の作品をならべ、他にない展示となった

ため。 

発展性：茶道具は陶磁器だけではなく、金工など様々な分野にわたる総合芸術であり、多様性もあるため。 

効率性：限られた時間や研究員のなかで最大限の研究をしているため。 

継続性：今後も続けられる研究として有意義であるため。 

正確性：行われた研究はできるだけデータ化し、基礎的な資料とすることができたため。 

観点 展示への反映 調査     

判定 Ａ Ａ     

判定理由  

展示：トピック展「茶の湯を楽しむⅤ 芦屋釜と館蔵茶道具」として 26件の作品の展示を行った。 

調査：陶磁器及び均衡の調査を 6回行い、その成果の一部を展示に活かすことができた。 
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Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



【書式Ｂ】 施設名 九州国立博物館 処理番号 4514-4 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 4)印籠に関する調査研究((5)－①) 

【事業概要】 

フィンランド在住の世界的な印籠コレクター、ハインズ・クレス氏、エルセ・クレス氏の所蔵する印籠、約 300点の 

調査を行った。調査した印籠はおもに江戸時代から明治時代にかけて制作されたもので、在銘作など貴重な作例が多く含

まれる。なお、この調査研究の成果はトピック展示「江戸の粋、印籠 フィンランド・クレスコレクション」及び図録に

おいて公開し、本コレクションの意義を広く一般に紹介した。 

 

【担当部課】 学芸部企画課 【プロジェクト責任者】 文化交流展室主任研究員 川畑憲子 

【スタッフ】 

【主な成果】  

(1)本調査研究により、クレス氏所蔵印籠コレクションの全貌が明らかにすることができた。 

(2)コレクションに含まれる近世初期の作や在銘作といった貴重な作例を通じて、当時の制作技法や制作状況の一端を解 

明することができた。 

(3)本調査研究の成果として、クレス氏所蔵印籠コレクションを日本で初公開する展覧会を開催することができた。 

(4)展覧会の開催により、日本の誇る印籠文化について、観覧者に多くの情報を提供することができた。 

 

【年度実績概要】 

・23年度 

フィンランドのクレス氏宅にて、印籠コレクションの調査（約 300点）を行っ 

た。また、クレス夫妻とともに印籠調査の成果についてデータを整理し、展覧会 

に出品する作品を選定した。 

 

・24年度  

展覧会の図録を制作するために、印籠の文様や技法、制作年代などについてク 

レス夫妻や国内外の印籠研究者と議論を交わし、概論や作品解説などの準備を進 

めた。また、出品される印籠の再調査や撮影も行った。本調査研究の成果として、 

トピック展示「江戸の粋、印籠 フィランド・クレスコレクション」（24年 12月 

19日～25年 3月 10日）を開催し、展覧会図録を発行した。 

会期中には、講演会（「こんなに面白い 印籠と根付」他）やミュージアムト 

ーク、コンサートやワークショップなどを多数開催し、印籠や根付の教育普及を 

充実させるとともに、フィンランドの芸術文化についても広く紹介する機会を設 

けた。 

 
会場の様子 

【実績値】 

調査回数 1回 

収集資料数 印籠、根付、絵画資料など 約 300点 

研究者海外派遣数 1回 

報告書・図録等 1件 トピック展示図録『江戸の粋、印籠 フィランド・クレスコレクション』 

展覧回数 1回  

トピック展示「江戸の粋、印籠 フィランド・クレスコレクション」（24年 12月 19日～25年 3月 10日） 

 

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 九州国立博物館 処理番号 4514-4 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価  

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

計画通り調査を実施することができ、展覧会にその成果を十分に反映させることができた。また、

図録・講演会・ワークショップ・イベント等によりその成果を広く公表することができた。 

 

 

 

４．中期計画の実施状況の確認  

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

計画通り調査が実施され、当初の目標を達成することができた。 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 正確性  

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ  

判定理由  

適時性：在外印籠コレクションについて、基礎となる調査をすることができた。 

独創性：日本初公開のコレクションであり、新規性にすぐれていた。 

発展性：調査の成果をトピック展示として、広く一般に公開することができた。 

効率性：時間的、人的、設備的に効率よく調査を進めることができた。 

正確性：クレス夫妻の協力により、正確な調査を行うことができた。 

観点 調査回数 収集資料数 
研究者海外 

派遣数 
報告書・図録等 展覧回数  

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ  

判定理由  

調査回数：計画通りに実施することができた。 

収集資料数：目標を達成することができた。 

研究者海外派遣数：計画通りに実施することができた。 

報告書・図録等：計画通りに刊行することができた。 

展覧回数：計画通りに実施することができた。 
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【書式Ｂ】 施設名 九州国立博物館 処理番号 4514-5 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 5）対馬宗家文書に関する調査研究((5)－①) 

【事業概要】 

朝鮮半島に近接し、古代から半島や大陸への要衝として重要な位置を占める対馬を、鎌倉時代後半から明治維新に至

るまで治めてきたのが対馬宗家である。対馬藩は江戸時代を通じて朝鮮との外交・貿易を取り仕切り、総数十二万点を

超える記録が現在に遺されている。これらの記録は九州国立博物館を含む国内外七ヶ所に収蔵されており、本研究では

それら対馬宗家文書の調査・研究を進め、その成果を展示を通じて広く公開していくことを目指すものである。 

 

【担当部課】 学芸部博物館科学課 【プロジェクト責任者】 保存修復室長 藤田励夫 

【スタッフ】 

荒木和憲（文化財課資料登録室研究員）、渡部史之（博物館科学課アソシエイトフェロー） 

 

【主な成果】 

現在 8 万点に及ぶ対馬藩の文書・記録類を所蔵する長崎県立対馬歴史民俗資料館では、35 年にわたる対馬宗家文書の

調査が昨年度に終了し、平成 24年にはその一部が国の重要文化財に指定された。その調査には九州国立博物館の職員も

参加してきており、本年度は長崎県立対馬歴史民俗資料館との共催で、トピック展示「重要文化財新指定記念 日朝交

流の軌跡－対馬宗家文書８万点の調査を終えて」及び関連シンポジウム及び講演会を実施した。 

 

【年度実績概要】 

・長崎県立対馬歴史民俗資料館所蔵の対馬宗家文書八万点の調査終了及び重要文化

財新指定をふまえ、文化交流展示トピック展示「重要文化財新指定記念 日朝交

流の軌跡－対馬宗家文書８万点の調査を終えて」（24年 7月 4日～9月 9日）を開

催した。会期は 68日間で、入場者数は 66,635人であった。展示作品は 71点で、

対馬と対馬藩主宗家、日朝交流の軌跡、対馬の博物誌の内容により構成した。展

示図録は 1,500部作成した。 

 

・トピック展示関連シンポジウム「対馬宗家文書からみた日朝交流」（24 年 7 月 8

日、於九州国立博物館ミュージアムホール）を開催した。来聴者数は 180 人であ

った。 

 

・トピック展示関連講演会「対馬宗家文書の世界」（24年 8月 19日、於九州国立博

物館研修室）を開催した。来聴者数は 63人であった。 

 

 

 

 

 

 

画像添付 

 

 

 

 シンポジウム風景
 

【実績値】 

トピック展示開催 1回 

「重要文化財新指定記念 日朝交流の軌跡－対馬宗家文書８万点の調査を終えて」 

（24年 7月 4日～9月 9日） 

 

展示図録 

 1件 1,500部 トピック展示図録『日朝交流の軌跡 対馬宗家文書 8万点の調査を終えて』 

 

シンポジウム・講演会 2回  

「対馬宗家文書からみた日朝交流」（24年 7月 8日）  参加者数 180人 

 「対馬宗家文書の世界」     （24年 8月 19日） 参加者数  63人 

 

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 九州国立博物館 処理番号 4514-5 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価  

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

35年にわたる対馬宗家文書の調査成果を、展覧会やシンポジウム・講演会等を通じて福岡の地で多

角的に紹介することができた。またこれらは九州のもつ歴史的国際性の再認識にも通じるもので、対

外交流の展示を重視する当館では、今後もこうした研究を継続していく予定である。 

 

 

 

４．中期計画の実施状況の確認  

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

対馬宗家文書に関する調査成果を、展覧会・シンポジウム・講演会の開催及び展示図録の刊行の形

で継続的に公開することができた。次年度以降も、このような調査及びその成果の公開を継続してい

く予定である。 

 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

判定理由  

適時性：長期に及ぶ調査成果を迅速に公開することができた。 

独創性：福岡の地で対馬所在の文化財をまとめて紹介することができた。 

発展性：対馬藩の史料を一堂に紹介することで、九州のもつ歴史的国際性の再認識を促すことができた。  

効率性：対馬宗家文書の所蔵先である長崎県立対馬歴史民俗資料館との共催で展覧会を実施することができた。 

継続性：長期に及ぶ調査成果を十分に反映した展覧会を実施することができた。 

正確性：展覧会に加えてシンポジウムや講演会を実施することで、幅広くその成果を公開することができた。 

観点 展覧会数 図録発行件数 講演会数    

判定 Ａ Ａ Ａ    

判定理由  

展覧会数：対馬宗家文書に関する調査成果を、展覧会を通じて公開することができた。 

図録発行件数：展覧会の成果を図録にまとめて公開することができ、目標を達成することができた。 

講演会数：計画通り展覧会の期間中に、定期的に講演会を開催することができた。 
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【書式Ｂ】 施設名 九州国立博物館 処理番号 4514-6 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 6)中世大般若経の史料学構築に向けての基礎的研究（学術研究助成基金助成金）（(5)－①） 

【事業概要】 

日本中世の大般若経に関する資料を収集し、日本史研究に資する。このため、既刊史料を博捜するとともに、主要な大

般若経や料紙の調査を実施する。 

 

【担当部課】 学芸部博物館科学課 【プロジェクト責任者】 保存修復室長 藤田励夫 

【スタッフ】  

【主な成果】  

自治体史及び刊行された史料集を博捜して、中世大般若経に関連する資料を収集した。また、自治体教育委員会のウェ

ブサイト等から自治体指定の大般若経に関する情報を収集した。また、韓国国立中央博物館にて大般若経の展示を視察し

た。 

 

【年度実績概要】 

・自治体史を広く検索して大般若経に関する資料を収集した。 

・刊行された史料集を博捜して大般若経に関する資料を収集した。 

・自治体教育委員会のウェブサイト等から自治体指定の大般若経

に関する情報を収集した。 

・韓国国立中央博物館にて大般若経の展示を視察した。 

 
 

資料収集風景
 

【実績値】 

 

資料収集      500点 

研究者海外派遣   2回 

学会発表      1回（①） 

 

 

 

【備考】 

学会発表     

①「古文書資料の整理と保管」佐賀県博物館協会研修会（25年 11月 14日） 
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【書式Ｂ】 施設名 九州国立博物館 処理番号 4514-6 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価  

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

 

目標値の 9割程度を達成できたので、次年度も引き続き同程度の成果を目指したい。 

 

 

 

４．中期計画の実施状況の確認  

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

ほぼ順調 

 

計画通り調査が実施され、当該年度の目標を 9割程度達成できた。 

 

 

 

 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

判定理由  

適時性：今後の日本史研究に寄与できるため。 

独創性：同様の研究は他になされていないため。 

発展性：日本中世史研究に大きな資料を提供できるため。 

効率性：日本史研究が積み上げてきた資源を十分に活用しているため。 

継続性：質量ともに十分な資料を収集できた。 

正確性：既刊資料を網羅的に調査した。 

観点 資料収集 
研究者海外派

遣 
学会発表    

判定 Ｂ Ａ Ａ    

判定理由  

資料収集：目標の 90％程度の量を収集できた。 

研究者海外派遣：1泊 2日の短期間であったが、有効に活用できた。 

学会発表：東京大学史料編纂所において料紙に関する発表を行い、多くの専門家と意見を交換できた。 
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【書式Ｂ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 4521-1 

(様式 1)  

業務実績書 

 

 

 

中期計画の項目 4 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 1) 館蔵の漢籍・洋書に関する基礎的研究（（5)－②) 

【事業概要】 

東京国立博物館が所蔵する漢籍・洋書に関する書誌学的調査である。これらは、博物館草創期の明治時代初期に、文

部省より引き継いだ江戸幕府旧蔵資料を中心とする資料群より形成されている。また洋書には江戸幕府旧蔵資料の他に

も、ドイツ人医師シーボルトより献納された数百冊を含んでいる。貴重図書として保管されてきたこれらの詳細調査を

実施し、その学術的意義を明らかにすることを目的とする。 

【担当部課】 学芸研究部 【プロジェクト責任者】 
学芸企画部博物館情報課長  

高橋裕次 

【スタッフ】   

田良島 哲(調査研究課長)、住広昭子（博物館情報課情報資料室専門職員） 

【主な成果】 

(1)漢籍は、これまでに江戸幕府旧蔵資料である医学関係のものを中心に調査を行ってきたが、一段落がついたため、全 

体の調査に着手し、計 30,000 冊のうち、昨年度は 485冊、本年度は 10,694冊の書誌学的調査を終了した。 

(2)洋書については、全 973点の書誌データの図書館システムへの入力を終了した。 

【年度実績概要】 

(1)漢籍には、経年によって劣化や綴じ糸の欠失しているものが多い。調査で 

は書誌データを図書館システムに入力するとともに、保存状態の把握につ 

とめ、必要に応じて糸綴じの手当などを検討している。 

(2)洋書については、かつて科学研究費補助金で行った江戸幕府旧蔵資料の洋 

書のデータを参考にしながら、全体の書誌データを図書館システムに入力 

した。当館の洋書は、蕃書調所などの旧蔵書を含む点で国立国会図書館の 

所蔵する洋書と共通するが、ほとんどが原装を残している点が当館の洋書 

の最も大きな特徴である。 

 

 

 

【実績値】 

調査及びデータ入力点数 漢籍 10,694冊 

写真撮影点数 10冊（1800カット）、 

 

 

【備考】 

+ 

 

「荷蘭宝函」 

（ネーデルランドマガゼイン） 
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【書式Ｂ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 4521-1 

(様式 1)                    

自己点検評価調書 

1．定性的評価 

 

2．定量的評価 

 

3．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

東京国立博物館の所蔵する漢籍、洋書について、書誌データを作成し、図書館システムに入力した。

これによって、保存上の理由から閲覧に供することのできない資料であっても、書誌データを伴う画

像によってその詳細を公開できるようになったことは大きな進展である。現在、撮影した画像ととも

にウェブサイトで広く公開するための準備を進めている。本年度に漢籍の調査をほぼ終了したのを契

機に、今後、主要な作品に関して解題を作成するなど、学術的情報の提供に努めていきたい。 

 

4．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

漢籍・洋書ともに、その保存状況をほぼ把握することができた。原装を残している貴重な図書を、

後世に永く伝えていくためには、必要最小限な処置によって現状を維持し、形状や大きさに応じた配

架を行うなどの配慮が必要である。現在、保存修復課と連携して、修復作業を行っており、次年度も

引き続き、適切な保存方法について検討していく予定である。 

 

 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

判定理由 

適時性：これまでは科研費による部分的な調査にとどまっていたが、閲覧の申請も増えていることから、本格的な調 

査を開始したため。 

独創性：他機関では、まとまった江戸幕府旧蔵資料に関する書誌学的調査はまだ行われていないため。 

発展性：東博所蔵分の調査の進展により学術的意義が明らかになりつつある。 

効率性：書誌データを図書館システムに登録することで、情報公開が促進されたため。 

継続性：進捗は順調であり、計画的に全ての漢籍、洋書を調査する予定である。 

正確性：横断検索が可能であり、相互にデータの確認をしているため、より精度の高いものになっている。 

観点 
調査及びデータ 

入力点数 
写真撮影点数     

判定 Ａ Ａ     

判定理由 

調査及びデータ入力点数：漢籍の印記などの一覧表を作成したことが能率向上につながり、目標を大幅に上回る結果 

となった。 

写真撮影点数：撮影は内容など希少性のあるものから行っている。保存上の理由から、半開きの状態で 1頁ずつ撮影 

するなど、慎重を要する作業であるが、進捗は良好で、1800カットと目標以上の点数を達成すること 

ができた。 
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【書式Ｂ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 4521-2 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 2)東洋民族資料に関する調査研究((5)－②) 

【事業概要】 

東京国立博物館が所蔵する約 3500件の東洋民族資料を対象として、総合的な調査研究を行う。従来の台帳の記載内容 

を踏まえながら形状、材質の他に、旧蔵者がつけた札や箱書きの内容や保存状態など実際の観察を通してしか分からな

い情報を、画像とともに一括してデータベース化する。これにより、研究・陳列・保管・修理などに必要な基礎情報を

より充実した形で整備する。 

【担当部課】 学芸研究部 【プロジェクト責任者】 保存修復課保存修復室研究員 川村佳男 

【スタッフ】   

丸山清志（当館客員研究員） 

【主な成果】 

 東洋民族の収蔵品のうち、台湾のタオ族の生活及び宗教儀礼にかかわる資料について詳細に調査した。調査で得られ

た情報をデータベースに反映させることで、研究・陳列・保管・修理などに資する基礎情報が従来よりも一層充実した

形で整備された。 

【年度実績概要】 

・文献収集 

  客員研究員と協力し、日本及び台湾でこれまでに発表、出版された、タオ族の民族資料に関連する報告書、研究論 

文、書籍を収集し、本年度調査内容の絞込みを行った。 

 

・熟覧調査の実施 

24年 8月及び 25年 2月に東京国立博物館においてタオ族の民族資料の熟覧 

調査を実施した。これにより当該民族資料の①形状品質、②保存状態、③来 

歴、④用途等に関する基礎的なデータを収集することができた。 

 

  

                                    TK-650 土製船台湾、台東県蘭嶼 

19世紀後半～20世紀初頭 

【実績値】 

調査回数：4回、作品調査件数：87件、関連陳列案作成件数：1件、撮影点数：約 160カット 

 

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 4521-2 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

東洋館リニューアルオープンやいくつかの特別展の準備などと並行して、破綻なく実施できる目標

を昨年度末に設定したため、また、列品情報調査で得られた知見も活用することで、計画をおおむね

全うすることができた。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

ほぼ順調 

台湾原住民の民族資料の調査結果を、東洋館における展示・保管に次年度以降も継続的に結実させ

ることが重要な課題である。また、これまで重点的に調査を積み重ねてきた南太平洋の民族資料、台

湾先住民族資料の他に、東洋館での新たな展示ソフトの開発につながる東洋民族分野の調査も継続す

る必要がある。次年度以降は東洋考古・美術・工芸といった他分野との連携も模索しながら、東洋民

族の列品をさらに幅広く活用できる展示企画を追及していきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ｓ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

判定理由  

適時性：成果はリニューアルオープンして間もない東洋館 13 室に新設された「アジアの民族文化」の展示ソフトの

ひとつとして、平成 25年度の陳列案にすぐに盛りこむことができた。 

独創性：台湾原住民・タオ族の文化について、海との結びつきに焦点を絞って考察を進めた。 

発展性、継続性：焦点やキーワードを意識しながら考察を進める方法は、今後、別の台湾原住民の文化に対しても有 

効であるとの手ごたえを得た。 

効率性、正確性：平成 24年度に当館が東洋民族の分野に対して進めた列品情報調査の成果と相互に連携、検証する 

ことができた。その結果、調査対象の基本データについて単独での実施以上の正確さを期すことが 

できた。 

観点 調査回数 作品調査件数 
関連陳列案作

成件数 
撮影件数   

判定 Ａ Ｂ Ａ Ｂ   

判定理由 

調査回数：本調査の目標数値 4回を達成した。 

作品調査件数：昨年度末に設定した本調査の目標数値 100件の約 90パーセントを達成した。 

関連陳列案作成件数：調査成果を翌年度陳列案に反映させるという所期の目標を達成した。 

撮影件数：昨年度末に設定した本調査の目標数値 200カットの約 80パーセントを達成した。 
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【書式Ｂ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 4521-3 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 4 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 3）東アジアの書道史における料紙と書風に関する総合的研究（科学研究費補助金）((5)－②) 

【事業概要】 

国内外に所蔵される東アジアの書道史に関わる作品について、1点ごとに詳細な書誌や伝来などの情報と、デジタル画

像を収集する。さらに、科学機器を用いて、料紙の技法、変遷、使用法を検証するとともに、時代による書風の特徴や

その変化などを調査研究する。また、個々の作品に関する歴史的・文学的調査も進める。これらによって、書の作品を、

料紙と書風という二つの側面から解明し、複合的・総合的なデータ作成を行う。 

【担当部課】 学芸研究部 【プロジェクト責任者】 副館長 島谷弘幸 

【スタッフ】   

神庭信幸(保存修復課長)、高橋裕次(博物館情報課長)、富田淳(列品管理課長)、和田浩(保存修復課環境保存室主任研究

員)、荒木臣紀(保存修復課環境保存室主任研究員)、恵美千鶴子(調査研究課書跡・歴史室アソシエイトフェロー)、赤尾

栄慶(京都国立博物館上席研究員)、羽田聡（京都国立博物館学芸部企画室研究員）、丸山猶計(九州国立博物館学芸部主

任研究員) 

【主な成果】 

 装飾料紙を用いた古筆・典籍を中心に、これまでに作成した対象作品のリストから調査を進めた。国内では、東京国

立博物館・京都国立博物館・九州国立博物館・陽明文庫(京都)・筆の里工房（広島）等、海外では中国の香港芸術館、

銀雀山竹簡博物館、臨沂市博物館、鄒県博物館、山東省博物館等、アメリカはホノルル美術館、サンフランシスコアジ

ア美術館等に収蔵されている作品について、デジタル写真撮影と、作品の筆跡及び料紙に関する調査を実施した。 

【年度実績概要】 

・東京国立博物館所蔵の装飾料紙作品の調査とデータ化 

 東京国立博物館が所蔵する装飾料紙作品の調査とデータ化を行った。 

・特別展に関係する作品の調査とデータ化 

 次年度(2013年度)に東京国立博物館で開催予定の特別展「和様の書」において、本研究と関係の深い作品が一堂に展 

示される予定である。その展示準備を兼ねて、関係作品の調査と関係資料のデータ化を行った。 

・他機関への調査 

 国内では、京都国立博物館、九州国立博物館、京都・陽明文庫、広島・筆の里工房

にて調査を行った。海外では、中国の銀雀山竹簡博物館、臨沂市博物館、鄒県博物

館、山東省博物館等、アメリカはホノルル美術館、サンフランシスコアジア美術館

張にて、装飾料紙を用いた写経・古筆・典籍等の調査を行なった。許可の出た作品

に関しては、東京国立博物館内部での調査と同様に、顕微鏡による料紙の拡大画像

の撮影を行い、データの充実を図った。 

・成果の公開 

 これまでに蓄積してきた調査結果より得られた成果を、総合文化展本館 3室(仏教 

の美術、宮廷の美術)等の展示解説等で公開した。また、特集陳列「写された書」 

(24年 5月 22日～6月 24日、本館特別 1室)、ウェブサイト「1089ブログ」の「書 

を楽しむ」シリーズにおいて成果を公開した。広島・筆の里工房で開催の特別展 

「よみがえる王朝のみやび」(24年 9月 23日～11月 4日)には特別協力として、 

本研究成果を図録や展示で公開した。 

 

 

 
特別展「よみがえる王朝のみやび」 

(広島筆の里工房) チラシ 

【実績値】 

・調査件数 約 60件  

・写真撮影点数 約 500点  

・データ入力点数 約 200点 

・研究会などでの発表 8件 

  島谷弘幸「残された書」(全日本書道連盟)平成 24年 11月 28日 他 7件 

・論文掲載数 14件 

  島谷弘幸「巻子本古今和歌集の魅力と価値」(『国宝 古今和歌集（巻子本）』、大倉集古館、平成 24年 8月)  

他 13件 

・成果公開件数 45件（展示 20件、特集陳列 1件、ウェブサイト 23件、他館特別展 1件） 

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 4521-3 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

本研究は継続的に行う調査により、効率が上がっている。その成果の公表についても、論文や展示

等で確実に行うことができた。光学顕微鏡などの科学機器を用いた客観的なデータをさらに収集して、

調査の内容を充実したものにすると同時に、さらなる成果を刊行物や展示などで公開していく方針で

ある。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

すでに 6 年継続している研究のため、日々の業務の中で効率よく研究を進めることができている。

また、博物館における人脈を生かして、中国やアメリカなどでの調査をすみやかに実行できた。国内

外において、あまり公開されていない作品なども調査対象として視野に入れながら、より多くの情報

収集に努めていきたい。 

 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ａ Ｓ Ａ Ａ Ｓ Ａ 

判定理由  

適時性：中国他海外での調査の実施により国際性が高く、展示や研究発表などで公開に努めた。 

独創性：基礎的なデータ収集にあわせて、料紙の科学的調査や歴史的調査など複合的に進め、そのデータ数は膨大な 

量になりつつあるため。 

発展性：収集した調査データは総合的であり、新たな研究視点をもたらすものであるため。 

効率性：通常の業務の中で調査研究を効率よく進めていく体制が確立しているため。 

継続性：基礎研究からあわせて、すでに 6年間の調査を実施しており、基礎的データから複合的データまで蓄積して 

きているため。  

正確性：総合的研究として複合的なデータを収集できており、研究論文や研究発表などで着実に公開もしているため。 

観点 調査件数 写真撮影点数 
データ入力 

点数 

研究会発表 

件数 
論文掲載件数 成果公開件数 

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ｓ 

判定理由 

調査件数：継続的に進めてきている研究のため調査方法も確立し、確実に調査を進めることができた。 

写真撮影点数：日常的に効率的な調査を実施することにより調査写真の撮影も確実に行っているため。 

データ入力点数：調査結果のデータ入力、関係資料のデータ入力も効率的に実施できた。 

研究会発表件数：目標値を達成しており、調査研究内容を広く公開することができた。 

論文掲載件数：さまざまな媒体に、調査内容の成果を論文として発表することができた。 

成果公開件数：他館での特別展に協力して、本研究成果を発表できたことは特に大きい成果といえる。 

 

－ 373 －

Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



【書式Ｂ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 4521-4 

(様式 1)                    

業務実績書 

 

中期計画の項目 4 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 4)中国書画の表装に関する基礎的研究（科学研究費補助金）（（5)－②) 

【事業概要】 

本研究は、中国の諸文献から表装に関する記述を整理し、歴史的な様式の変遷を明らかにしつつ、日本および中国に

収蔵される中国書画を実際に調査し、｢中国表装｣及び｢日本表装｣の双方について、時代や地域ごとの様式や素材のデー

タを網羅的に収集・整理し、表装の変遷に関する体系的な調査研究を進めようとするものである。 

【担当部課】 学芸研究部 【プロジェクト責任者】 列品管理課長 富田淳 

【スタッフ】   

鍋島稲子(台東区立書道博物館主任研究員) 

 

【主な成果】 

 『装潢史』明・周嘉冑などの中国歴代の文献から、書画の表装に関する記載を収集・整理した。また、プリンストン

大学付属美術館・香港中文大学文物館・京都国立博物館・大阪市立美術館・五島美術館・三井記念美術館・台東区立書

道博物館に所蔵される主として中国の書画を調査し、表装の諸データ及び画像データを収集した。 

【年度実績概要】 

 文献調査 

・『装潢史』明・周嘉冑などから、書画の表装に関する記載を収集・整理した。 

 

作品調査 

・プリンストン大学付属美術館の所蔵する｢行穣帖｣１件を調査した。 

・香港中文大学文物館の所蔵する游似旧蔵の蘭亭序 10件を調査した。 

・三井記念美術館の所蔵する中国書跡 9件を調査した。 

・五島美術館の所蔵する中国書跡 16件を調査した。 

・京都国立博物館の所蔵する中国書画 10件を調査した。 

・大阪市立美術館の所蔵する中国書画 4件を調査した。 

・台東区立書道博物館の所蔵する中国書跡 30件を調査した。 

 

上記の成果に基づいて、台東区立書道博物館との連携企画を開催し、論考を発表した。東京国立博物館・台東区立書

道博物館との連携企画｢尚意競艶―宋時代の書―｣・東京国立博物館特別展｢書聖王羲之｣にその成果を反映させた。 

 

 
                                   游丞相旧蔵蘭亭序－御府領字従山本  

【実績値】 

・調査回数：7回(海外 2回、国内 5回) 

・調査作品件数：80件(撮影点数約 400カット) 

・論文エッセイ発表件数：3件 

 富田淳｢蘭亭序コレクター列伝｣(『もっと知りたい王羲之の世界』2013 年 1 月 15 日)、｢游丞相の蘭亭百種｣(『書聖王

羲之』2013 年 1 月 22 日)。鍋島稲子｢蔡襄筆楷書謝賜御書詩表巻について｣(『尚意競艶―宋時代の書―』2012 年 10 月 2

日) 

・展覧会件数 2件 

 

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 4521-4 

(様式 2)                              

自己点検評価調書 

 

1．定性的評価 

 

2．定量的評価 

 

3．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

 

データは当初の研究計画にそって蓄積・整理が進んだ。また本研究で得られた成果の一部を展覧会

に反映させ、論文やエッセイとして発表することができた。 

 

4．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

 

本研究は当初の研究計画にそって、順調にデータの蓄積・整理・発表ができたと考える。 

 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

判定理由  

適時性：東京国立博物館と台東区立書道博物館の連携企画展や、特別展｢書聖王羲之｣に反映させることができたこと 

による。 

独創性：｢中国表装｣及び｢日本表装｣の双方について、時代や地域ごとの様式や素材のデータを網羅的に収集・整理し 

成果の一部を、展示、論考やエッセイにおいて発表することができたことによる。 

発展性：文献の整理及び内外に現存する作品調査から得られたデータは着実に増えたことによる。 

効率性：東京国立博物館と台東区立書道博物館の両館で作品・資料を補完し展示できたことによる。 

継続性：本研究は 3年計画とし本年はその 3年目にあたり継続し実施することができた。 

正確性：資料調査の対象をプリンストン大学付属美術館所蔵作品ほか全 80件調査したことによる。 

観点 調査回数 調査作品件数 
論文エッセイ 

発表件数 
展覧会件数   

判定 Ａ Ｃ Ａ Ａ   

判定理由 

調査回数：予定通り行うことができた。 

調査作品件数：昨年度（143件）を目標としたが、それを下回ってしまった。 

論文エッセイ発表件数・展覧会件数：ともに目標の昨年度を上回ることができた。 
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【書式Ｂ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 4521-5 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 4 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 5）光学的調査に基づく高雄曼荼羅の発展的研究（科学研究費補助金）（(5)- ②） 

【事業概要】 

本研究では高雄曼荼羅（京都・神護寺所蔵）の重要性を考え、その研究推進を図るために、最先端の撮影技術を用い

た高精細デジタル画像及び赤外線画像の撮影を全面的に行う。さらに新たな高雄曼荼羅研究の端緒と成せるよう、研究

者それぞれが絵画・彫刻・工芸等の専門性を生かし、空海と彼を取りまく仏教美術を考察するのに重要と思われる観点

を取り上げて調査・研究を行うものである。 

【担当部課】 学芸研究部 【プロジェクト責任者】 学芸企画部長 松本伸之 

【スタッフ】   

丸山士郎（博物館教育課教育講座室長）、伊藤信二（博物館教育課教育普及室長）、澤田むつ代（特任研究員）、沖松健次

郎（企画課特別展室主任研究員）、和田浩（保存修復課環境保存室主任研究員）、安藤香織（列品管理課登録室アソシエ

イトフェロー） 

【主な成果】 

 高雄曼荼羅 2 幅のうち金剛界曼荼羅について、高精細デジタルカラー及び赤外線の画像撮影を、京都国立博物館にて

実施した。また日本密教との関連が指摘されているインドのオリッサ州で出土した密教系の遺物を調査するため、ラト

ナギリ、ウダヤギリ、ラリタギリなどの遺跡を踏査するとともに、オリッサ州立博物館、インド博物館（コルカタ）、国

立博物館（デリー）にて調査を実施し、高雄曼荼羅の源流を考察するのに有力な資料を得た。 

【年度実績概要】 

・高雄曼荼羅撮影 

高雄曼荼羅 2幅のうち、昨年の胎蔵界曼荼羅に引き続き本年度は金剛界曼荼羅について、高精細デジタルカラー及 

び赤外線の撮影を行った。撮影は作品の寄託されている京都国立博物館にて、上記スタッフならびに京都国立博物館 

研究員の立会いのもと、作品取扱の専門業者と撮影担当の専門業者を雇用して実施した。カラー撮影は解像度 8000万 

画素、赤外線撮影は解像度 4000 万画素の高性能デジタルカメラを使用し、カラー315カット、赤外線 432カットを撮 

影した（合計 747カット）。撮影した画像の処理と合成は、撮影を担当した専門業者及び研究協力者に依頼した。また 

この撮影作業と平行して、絹の状態や絵画技法など細部の観察をし、必要に応じて部分の拡大写真を撮影した。これ 

まで出版された画像と比較して、格段に精度が高く、金銀泥も明確に表れた画像が得られ、今後の研究には有益な基 

礎資料となる。 

 

・オリッサ州（インド）密教遺物調査 

  オリッサ州に位置するラトナギリ、ウダヤギリ、 

ラリタギリ、ラングディヒル遺跡は、密教系遺跡 

のほとんど残されていないインドにおいて、日本 

密教との関連性が指摘されている希少な例である。 

本年度は上記遺跡と出土遺物を調査するべく、各 

遺跡を踏査するとともに、オリッサ州立博物館、 

コルカタのインド博物館及びデリーの国立博物館 

を調査した。また、様式的に近似する同時代の遺 

跡として、ヒンドゥー教やジャイナ教の寺院の調 

査も実施した。以上の調査対象が高雄曼荼羅と直 

接的に結びつくか否かは今後検討する必要がある 

が、仏教遺跡では大日経に基づく図像が多く確認 

されており、少なくとも高雄曼荼羅の源流を考察 

するには大きな収穫を得た。 

 

【実績値】 

高雄曼荼羅撮影日数：1日 

高雄曼荼羅撮影カット数：332枚 

研究協力者のべ人数：17人 

オリッサ州密教遺跡調査日数：6日 

 

【備考】 

 

 

ウダヤギリ遺跡近在 磨崖仏調査 
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【書式Ｂ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 4521-5 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

 本年度は高雄曼荼羅 2 幅のうち金剛界曼荼羅を撮影し、本研究の骨子である高雄曼荼羅の撮影を完

了することができた。今回得られた画像はこれまで発表されているものと比較して格段に精度が高く、

金銀泥も明確に表れており、今後の幅広い研究にとって有益な基礎資料となる。また、本年度は日本

密教との関連性が指摘されてきたインドのオリッサ州に所在する多数の遺跡で調査を実施することが

でき、日本密教の源流を探るために有力な資料を得た。 

 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

ほぼ順調 

高雄曼荼羅を各分野の観点から論じる際に比較対照となる作品について、本年度は撮影対象の検

討・交渉に留まったが、来年度は各分野の考察につなげられるよう、また今後の多様な研究で汎用的

に使用できるよう高精細撮影を実施する必要がある。 

 また、プロジェクト責任者及びスタッフは成果の発表へ向け、調査結果をまとめるよう準備を始め

るほか、成果の発表方法についても検討していく必要がある。 

 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ｂ Ａ Ａ Ａ Ｂ Ｂ 

判定理由  

 適時性：本研究で得られる高雄曼荼羅の細密な画像は多様な研究分野にとって非常に有効であり、必要性が高いと考 

えるが、公共・公開への取り組みについては、本年度の段階では未だ十分ではないため。 

 独創性：本研究では高雄曼荼羅とアジアの広い地域の仏教美術を比較検証する研究であり、昨年度の中国における調 

査に引き続き、本年度はインドでの調査を実施することができたため。 

 発展性：二年に渡って撮影した高雄曼荼羅の画像は今後、広く研究に活用できると見込まれるため。 

 効率性：本年度は画像処理などで研究協力者を依頼して効率的な研究推進に努めた。 

 継続性：本年度は高雄曼荼羅の撮影、インド調査など、研究推進に必要最低限の時間を確保できた。ただし当初予定 

されていた高雄曼荼羅の関連作例の撮影などを実施する時間的余裕はなかった。 

 正確性：本年度における達成値は以上の観点からして概ね成果が認められると考えるため。 

 

観点 
高雄曼荼羅 

撮影日数 

高雄曼荼羅 

撮影カット数 

研究協力者 

のべ人数 

オリッサ州密教遺跡

調査日数 
  

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ   

判定理由 

 高雄曼荼羅撮影日数：所蔵者の意向により昨年度からずれ込んだものであったが、本年度は調査日を確保でき残りの 

一幅を撮影し終えたため。 

 高雄曼荼羅撮影カット数：精緻な画像を得るために十分なものであるため。 

 研究協力者のべ人数：効率よく調査を進める為に必要充分な数を確保できたため。 

 オリッサ州密教遺跡調査日数：短期間で効率よく十分な調査ができたため。 
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【書式Ｂ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 4521-6 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 4 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 6)仁寿舎利塔の信仰と荘厳に関する総合的調査研究（科学研究費補助金）((5)－②） 

【事業概要】 

隋文帝が中国全土に建立した仁寿舎利塔の起塔地と関係遺物に関する現地調査を実施し、仁寿舎利塔の信仰と荘厳の 

全体像の具体的な解明を目的とする事業である。 

【担当部課】 学芸研究部 【プロジェクト責任者】 保存修復課環境保存室主任研究員 和田浩 

【スタッフ】   

加島勝(大正大学教授)、松本伸之(学芸企画部長)、東野治之(奈良大学教授)、岡林孝作(奈良県立橿原考古学研究所附属

博物館)、泉武夫(東北大学教授)、長岡龍作(東北大学教授) 

【主な成果】 

 中国各地において現地調査を行い、仁寿舎利塔起塔寺院に関する多くの地理的データ及び、文献的資料を多数収集す

ることができた。 

【年度実績概要】 

・文献収集 

  中国側研究者と協力し、中国国内でこれまでに発表、出版された、仁寿舎 

利塔起塔寺院跡から出土した遺物の報告書、研究論文、書籍を収集し、今年 

度調査地点の絞込み、現地との連絡調整、旅程の決定を行った。 

 

・中国現地調査の実施 

24年 8月に中国側研究協力者の協力のもと、西安市、渭南市、泾川県、 

平凉市、宝鶏市、広元市、綿陽市、閬中市、成都市、敦煌市、において計 16 

日間に及ぶ現地調査を実施した(写真)。これにより現地における①仁寿舎利 

塔起塔寺院に関する地理的データ、②仁寿舎利塔出土遺物と隋代関連遺物、 

③関連岳廟、等に関する詳細なデータを収集することができた。 

 
                                        中国現地調査の様子 

【実績値】 

調査起塔地 13箇所 

調査日数（中国） 16日 

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 4521-6 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

中国の造形美術を通して浮かび上がる信仰と思想について総合的な見地から考察を加える基礎を構

築でき、地理的データが相当数収集できた。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

当初の計画通り進捗した。本年度の成果を踏まえて次年度計画においても同様に進めていきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観点 独創性      

判定 Ａ      

判定理由  

独創性：中国の造形美術を通して浮かび上がる信仰と思想について総合的な見地から考察を加える基礎を構築し 

た。 

観点 調査起塔地数 
調査日数 

(中国) 
    

判定 Ａ Ａ     

判定理由 

調査起塔地数：本年度は多くの制約が存在する中で地理的データが相当数収集できた。 

調査日数(中国)：遅滞なく計画通りに実施することができた。 
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【書式Ｂ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 4521-7 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 4 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 7)南宋絵画史における仏画の位相－都と地域、中国と周縁－（(5)－②） 

【事業概要】 

従来まで特殊なジャンルと思われていた南宋時代の仏教絵画を中国絵画史の中に位置づける試みを行う。そのために

従来の南宋絵画史を批判的に検証し、さらには日本、中国、アメリカ等に所蔵される、異なった位相の南宋絵画を包括

的に調査する。また、文献的調査についても継続的に行い、作品と文献の両面から、南宋時代における仏教絵画、ひい

ては仏教文化の具体的な様相を明らかにする。 

【担当部課】 学芸研究部  【プロジェクト責任者】 調査研究課東洋室研究員 塚本麿充 

【スタッフ】   

 

【主な成果】 

・作品調査：東京国立博物館所蔵品、関西を中心とする美術館、及び中国での現地調査を含む作品調査を行った。 

・事業：中国での学会参加、作品調査を行った。 

・成果：論文と研究発表、講演の形で公開することができた。 

【年度実績概要】 

・関西中国書画コレクション等の調査 

中国書画の世界的宝庫である、関西地区の中国書画コレクションの継続的調査を行った。また、本年度より題跋（書

画に付された文人の評語のこと）等の会読をはじめ、報告書も出版予定である。 

・東京国立博物館所蔵品、寄託品等の調査 

 本年度は、「天帝図」（霊雲寺）、「維摩図」（東福寺）、「出山釈迦図」（梁楷筆、東京国立博物館）等の調査を行った。

これらの成果は、東洋館オープンに伴う「中国書画精華―宋元の道釈画を中心に―」（後期、25 年 1 月 29 日～2 月 24

日）にて展示するとともに、研究の成果を列品解説（25年 2月 19日）にて一般向けに公開することができた。 

・中国大陸所蔵作品の調査及び学会発表 

 24年 5月に浙江省博物館で行われた「浙派集英」展を参観し、ついで杭州鳳凰山などを参観することで、南宋宮廷の 

文化空間について大きな知見を得た。24年 8月には開封市河南大学で行われた「宋史年会」で発表することができ、 

開封市の古跡を訪ねることで、当該研究テーマに関する多くの知見を得た。また、24年 11月には上海博物館で行われ 

た国際シンポジウムで発表し、また、「翰墨薈萃展―アメリカ所蔵中国絵画名品展―」及び「沈周展」（蘇州博物館） 

を参観することで、中国絵画及び欧米におけるコレクション形成史について大きな知見を得た。 

 

【実績値】 

口頭発表 5回（①～⑤） 

論文 3本（⑥～⑧） 

撮影カット数 約 1000枚 

成果の公開 3回 

【備考】 

研究発表 

①24年 7月 29日（日）「美術と宝物の相関性についての比較美術史的研究」分科ワークショップ「コレクション、宝

物から美術へ―東アジアの視点から」：「中国の宮廷コレクションと目録」（於：東京大学）） 

②24年 8月 21日（火）「宋都開封與十至十三世紀中國史”國際學術研討會暨中國宋史研究會第十五屆年會」：「北宋初

期宮廷收藏與目錄―《舍利感應記》到《龍圖閣瑞物目》―」（於：河南大学）中文 

③24年 11月 4日（月）「翰墨薈萃-圖像與藝術史國際研討會」：「二十世紀歐美與日本對中國繪畫收藏品味的比較：以矢

代幸雄與席克門為例」（於：上海博物館）中文 

④24年 12月 16日（日）「大阪市立美術館藏宋、元、明中國書畫珍品展 專題講座」：「開創文化・建設帝都―北宋初期

開封的改造過程與文物―」（香港藝術館）、中文 

⑤25年 3月 15日「ワークショップ 中国伝統文化の形成」「宋代宮廷の碑刻文化―蔡襄「楷書謝賜御書詩表巻」（「培

育年輕學者卓越研究能力計畫—游於藝：十三至十四世紀士人的文化活動與人際網絡」（早稲田大学） 

論文 

⑥「北宋的色彩の成立とその伝承─「搗練図」、「韓煕載夜宴図巻」、およびその仇英派の受容について─」『論集・東

洋日本美術史と現場 見つめる・守る・伝える』竹林舎、2012年、111－127頁 

⑦「在東博親近中國山水 20世紀中國山水畫展」（『典藏 古美術』No.239、162－171頁、2012年）土屋貴裕と共著、

中文 

⑧「北宋初期宮廷收藏與目錄―《舍利感應記》到《龍圖閣瑞物目》―」『宋都開封與十至十三世紀中國史”國際學術研 

討會暨中國宋史研究會第十五屆年會論文集（文化史組）』、河南大学、2012年、中文 
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【書式Ｂ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 4521-7 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

より包括的な中国仏教文化の理解を目指と、士大夫を中心とする文人文化との接点を模索するため、

さらなる調査が必要である。特に江南・四川地域の寺観の調査、日本やアメリカの作品調査が急務で

あり、今後はこの方面の調査を広げていきたい。あわせて、東京国立博物館所蔵品の調査、及び文献

的な調査も継続する。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 
2年目としては順調に計画を行うことができた。次年度以降、さらに計画を進め、その成果は総合文

化展、特別展の開催等でも活用していきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

判定理由  

適時性：本年度は中国大陸を中心に作品調査を行い、杭州と開封という宋代の二大都市を新たな視点から検証できた。

独創性：近現代絵画についても研究し、より独創的研究へとつながる手掛かりを得た。  

発展性：他の諸都市の問題へと発展的に問題意識をつなげることができた。 

効率性：シンポジウム、現地調査、作品調査を効率的に行うことができた。 

継続性：本年度夏季にかけては、中国近現代絵画についての調査研究を集中的に行い、継続性を確保した。 

正確性：新たな知見を得ることができた。 

観点 口頭発表 論文 撮影カット数 成果の公開   

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ   

判定理由 

口頭発表：目標を到達した。 

論文：目標を到達した。 

撮影カット数：目標を到達した。 

成果の公開：研究会での発表以外にも、3回にわたって一般向け講演を行っており（24年 8月 26日「連続講座 東 

洋美術をめぐる旅 東洋の絵画―アジアのなかのトーハク・東洋絵画コレクション」、24年 8月 11日「青 

山杉雨の眼と書展・記念講演会 青山杉雨の中国絵画」、24年 8 月 3 日「中国山水画の 20世紀 社会・ 

生活への“挑戦”」）、十分に成果を公開しえたと考える。 
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【書式Ｂ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 4521-8 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 4 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 8)東アジアにおける木彫像の樹種と用材観に関する調査研究(科学研究費補助金)((5)-②） 

【事業概要】 

日本における木彫技法の変革や鎌倉時代新様式の確立にともなう用材観の変化及び形成に関する調査研究、及びその 

用材観に東アジア世界が及ぼした影響に関する調査研究を行う事業である。 

【担当部課】 学芸研究部 【プロジェクト責任者】 調査研究課東洋室長 浅見龍介 

【スタッフ】 

丸山士郎(博物館教育課教育講座室長)、和田浩（保存修復課環境保存室主任研究員）、岩佐光晴（成城大学文芸学部教授）、

小澤正人（成城大学文芸学部教授）、能城修一（森林総合研究所木材特性研究領域チーム長）、藤井智之（森林総合研究

所関西支所長）、安部久（森林総合研究所木材特性研究領域主任研究員）、金子啓明（興福寺国宝館長）  

【主な成果】 

 国内木彫像の調査によって、多数の木片試料を得ることができた。今後の樹種同定によって用材観の変化･形成に関す

る重要な知見が得られると予想される。また、中国調査によって、中国におけるカヤ、ヒノキ等の位置付けがある程度

明確化した。国内への影響を考察する際の有用な情報収集が行えたと考えている。 

【年度実績概要】 

国内木彫像の調査 

  以下の国内各所において木彫像の調査を実施し、形状･構造･彩色に関す 

る調書の作成、木片試料採取、像の撮影を行った。 

・興福寺東金堂(24年 7月 17日～21日) 

興福寺東金堂が所蔵する十二神将像(12躯)の調査を実施した。 

・埼玉県立歴史と民俗の博物館(24年 10月 26日) 

  埼玉県立歴史と民俗の博物館が所蔵する神像(1躯)の調査を実施した。 

・静岡県南禅寺(25年 1月 12日～14日) 

  南禅寺が所蔵する木彫像群(一活)の調査を実施した。 

 

 

  

                                        木材調査の様子 

【実績値】 

国内調査日数 9日 

 

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 4521-8 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

 

「用材観」という概念の発祥と形成について解明するための木彫像の調査を数多く、また、遅滞な

く計画通りに実施することができた。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

当初の計画通り進捗した。本年度の成果を踏まえて次年度計画においても同様に進めていきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観点 独創性 効率性 継続性    

判定 Ａ Ａ Ａ    

判定理由  

独創性：「用材観」という概念から独創的に着想に至った研究であるため。 

効率性：異分野(美術史、保存科学、木材科学)の研究者が共同で遂行する複合領域的研究であるため。  

継続性：10数年来継続している木彫像の樹種に関する研究を受け継ぐ事業であるため。 

 

観点 国内調査日数      

判定 Ａ      

判定理由 

国内調査日数：国内調査を遅滞なく計画通りに実施することができた。  
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【書式Ｂ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 4521-9 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 4 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 9)唐宋時代の越州窯青磁、碗類の器形の変遷について（茶道文化学術助成金）((5)－②) 

【事業概要】 

五代北宋期の越州窯青磁の造形は、宋磁、特に青磁の先駆的な存在として重要である。よって器種器形ごとの詳細な 

分析が必要と考えた。これまで日本国内の美術館・博物館所蔵の完形作品や博多、京都出土資料の調査を完了している。

今回は越州窯青磁の優れたコレクションを所蔵するイギリスとアメリカにおいて、資料数の多い碗類を中心に作品調査

を行い、その研究史も振返る。 

【担当部課】 学芸研究部 【プロジェクト責任者】 保存修復課保存修復室研究員 三笠景子 

【スタッフ】   

 

【主な成果】 

 大英博物館にてデヴィッド・コレクション龍涛文碗他完形品 4点と陶片資料 11点の作品調査を行い、大英博物館及び

アシュモレアン博物館（イングラム・コレクション）、フィッツウィリアム博物館にて資料収集を行った。 

【年度実績概要】 

 ・五代北宋期の越州窯青磁の作品調査（平成 24年 10月 26日 於 イギリス大英博物館） 

20世紀初頭、東洋陶磁研究の草創期より世界的に名を知られていたパーシヴァル・デヴィッドコレクションの龍涛 

文碗とヘンリー・オッペンハイムコレクションの鳳凰文鉢の調査を行った。 

 

 ・晩唐の越州窯青磁の作品調査および陶片調査（24年 10月 26日 於 イギリス大英博物館） 

  1935年に日本の陶磁研究者、中尾万三が大英博物館のロバート・ホブソンに送ったと伝わる晩唐の越州窯無文碗と  

  越窯及び龍泉窯址採集と思われる陶片資料の調査を行った。無文碗はいわゆる蛇の目高台を持つ典型的な作品で 

ある。これらは、20世紀初頭のイギリスと日本の研究交流をうかがわせる作品としても重要である。 

 

 ・北宋時代の汝窯青磁の作品調査（24年 10月 26日 於 イギリス大英博物館） 

  越州窯から汝窯、そして南宋官窯青磁への展開を考える上で重要な青磁六輪花鉢（アレキサンダー・ボール）の 

調査を行った。六輪花形のやや大きめの鉢は宋時代の白磁、青磁に多く見られる器形であるが、越州窯では作られ 

ていない。五代北宋期の器形の変遷をたどるうえで鍵となるものである。ちなみに南宋官窯青磁の同形の鉢が東京 

国立博物館及び台北の国立故宮博物院にも所蔵されており、これらも本年度調査することができ、比較検討が可能 

になった。 

 

 ・アシュモレアン博物館、フィッツウィリアム博物館での調査（24年 10月 27日、28日 於 イギリス） 

  オクスフォードにあるアシュモレアン博物館にはハーバート・イングラムが収集した越州窯青磁の一大コレクショ 

ンが所蔵されている。また、ケンブリッジのフィッツウィリアム博物館には、中国青磁研究者としても知られる収 

集家のゴッドフリー・ゴンパーツのコレクションがある。これらの見学を行い、資料を収集することができ、青磁 

研究史についての新しい知見が得られた。 

       

   
アシュモレアン博物館イングラム・コレクション 

越州窯青磁の展示風景 

【実績値】 

作品調査 1回 

収集資料数 10件 

撮影枚数約 240枚 

【備考】 

 2013年度に学会発表、論文等において成果を発表する予定である。 
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【書式Ｂ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 4521-9 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

 

今回の調査を行う中で研究史を見直し、迅速に関連資料を収集することができた。また、東京国立

博物館所蔵青磁輪花鉢の関連作品の調査によって、越州窯の動向のみならず、その後の宋代官窯青磁

に関する新たな知見をも得ることができた。   

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

ほぼ順調 

 

イギリスにおける作品調査及び資料収集は今後の研究において重要な足がかりとなった。次年度に

その成果を公開する予定である。 

 

 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 継続性   

判定 Ｂ Ａ Ａ Ａ   

判定理由  

適時性：本調査は平成 21年度に行う予定であったが、産・育休暇のために執行が遅れ、本年行うこととなった。  

独創性：作品調査のみならず、先行研究において重要視されてこなかったイギリスにおける中国青磁研究史をたどる 

という視点で調査及び資料収集を行うことができた。 

発展性：先行研究を整理し、歴史的なコレクションの情報収集を行った。 

継続性：越州窯に関する基礎的な作品調査をほぼ終えることができ、十分に成果が認められた。 

 

観点 作品調査 収集資料数  撮影枚数    

判定 Ｂ Ａ Ａ    

判定理由 

作品調査：24年 10月末のハリケーンの影響でアメリカへ渡航することが困難となり、イギリスのみの調査となった。 

収集資料数：今回の調査に関連する文献資料を収集することができた。 

撮影枚数：学会発表及び論文等にきわめて有効な撮影を行なうことができた。 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良国立博物館 処理番号 4523-1 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 
1) 中国・韓国などアジア諸国の文化財に関する調査研究を積極的に進め、日本の文化財との比

較検討や相互理解に資する。((5)－②) 

【事業概要】 

仏教美術を中心に、日本のみならず広くアジアを視野に入れた展示活動を展開している奈良国立博物館の特性に鑑み、

中国や朝鮮半島などアジア諸国の文化財に関する調査研究を行って、その魅力を積極的に発信することに努める。調査

研究成果の蓄積と併行して中国・韓国などアジア諸国の研究者との交流や共同作業を積極的に進め、日本の文化財との

比較検討や相互理解などに資するとともに、将来の展示活動等に向けた情報収集を行う。 

【担当部課】 学芸部 【プロジェクト責任者】 部長 西山 厚 

【スタッフ】 

岩田茂樹（美術室長）、内藤栄（工芸考古室長）、野尻忠（企画室長）、岩井共二（教育室長）、宮崎幹子（資料室長）、谷

口耕生（保存修理指導室長）、吉澤悟（情報サービス室長）、斎木涼子（教育室員）、岩戸晶子（列品室員）、清水健（主

任研究員）、北澤菜月（情報サービス室員）、山口隆介（美術室員）、永井洋之（工芸考古室員）、原瑛莉子（企画室員）、

佐々木香輔（資料室員）、稲本泰生（前教育室長） 

【主な成果】 

学術交流協定を締結している中国・韓国の博物館との間で職員の派遣・受入を実施し、活発な研究交流・情報交換を

実施した。このほか中国遼寧省において、将来の特別展に向けた文化財調査を実施する傍ら先方諸機関と研究交流を行

い、調査資料及び有益な情報を蓄積した。 

【年度実績概要】 

・学術交流協定を結んでいる韓国国立慶州博物館から 2 名の研究員を各 1 ヵ月間招聘、当館からは同館へ 1 名を約 1 ヵ

月間派遣し、研究交流・情報交換した。 

・学術交流協定に基づき、中国上海博物館から 3 名の職員を 10 日間招聘、当館からは同館へ 5 名を約 10 日間派遣し、

研究交流・情報交換した。 

・学術交流協定を結んでいる中国河南博物院から 2 名の職員を 1 ヵ月間招聘、当館からは同館へ 2 名を約 1 ヵ月間派遣

し、研究交流・情報交換した。 

・中国上海博物館の開館 60周年記念事業の関連で来日した上海博物館職員 1名と意見交換を実施した。（24年 4月 13日） 

・中国上海博物館で開催された「国際博物館館長フォーラム」に職員 1名を派遣し、講演を実施した。 

・中国遼寧省に研究員 3名を派遣し、将来に開催する特別展「中国遼寧省遼代仏教文物展（仮）」出陳予定文物の調査を

遼寧省文物考古研究所、遼寧省博物館、朝陽北塔、北塔博物館、朝陽博物館で実施し、先方諸機関との間で研究交流

を行った。 

・中国に研究員 3名を派遣し、上海博物館と蘇州博物館において、中国絵画の調査を実施した。 

 

                               
遼寧省博物館での文化財調査 

 

【実績値】 

研究員等海外派遣人数 17名 

海外研究者等受入人数 7名 

研究会・講座等発表回数 1回 

【備考】 

研究会・講座等発表：「国際博物館館長フォーラム（於：上海博物館）」にて講演 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良国立博物館 処理番号 4523-1 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

奈良に立地し、仏教美術を文化財の収集・展示・調査研究活動等の中核に据えている当館にとって、

アジア諸地域の仏教美術を中心とした文化財に対する調査研究は、我が国における調査研究の深化や、

展示活動の充実等を図る上で不可欠な業務である。この認識に基づいて、学術交流協定による研究交

流を中国・韓国の博物館との間で長年にわたっておこなうなどして、調査資料の蓄積や信頼関係の構

築等に努め、それを展示活動や研究成果に反映させてきた。本年度もその延長上に位置づけられる交

流・調査等の活動を展開し、質量ともに十分な実績を挙げることができた。次年度以降も中国・韓国

の文化財を対象とした特別展を計画しており、同様の事業を継続的に進める必要がある。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

学術交流協定に基づく中国・韓国の博物館への研究員の派遣等を通して、アジア諸地域の有形文化

財に関する基礎的かつ総合的な調査研究を着実に遂行し、将来の展示等に向けた資料の蓄積を進めて

いる。次年度以降も中国・韓国の文化財を出陳する特別展「中国遼寧省遼代仏教文物展（仮）」や特別

展「百済（仮）」等を計画しており、開催に向けて、当該テーマに沿った調査研究をさらに深化させて

いく予定である。 

 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 継続性 正確性  

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ  

判定理由 

適時性：国際情勢が刻々と変化する今時において、中国や韓国など周辺諸国の研究機関と交流し引き続き互いの文化 

理解の深化を図ることができた。 

独創性：中国遼寧省の遼代仏教美術資料は、これまで日本では注目度が低かったが、これを詳細に調査することがで 

きた。 

発展性：受け入れた海外研究者による研究発表会を開催し、今後の研究進展に資することができた。 

継続性：10年以上の実績を持つ中国上海や韓国慶州との学術交流を引き続き実施し、研究者等と意見交換を行うこと 

ができた。 

正確性：中国遼寧省での調査は、先方の提供する資料のみに基づいていた段階から、実地調査へと、より正確性を高 

める研究段階に進むことができた。 

観点 
研究員等海外

派遣人数 

海外研究者等

受入人数 

研究会・講座等 

発表回数 
   

判定 Ａ Ａ Ａ    

判定理由 

研究員等海外派遣人数：学術交流に加えて、先方からの招聘による派遣もあり、十分な実績をあげた。 

海外研究者等受入人数：学術交流協定に基づき、十分な実績をあげた。 

研究会・講座等発表回数：国際博物館館長フォーラムでの講演は、当館が継続してきた海外博物館との交流によって 

実現したものであり、十分な実績をあげた。 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良国立博物館 処理番号 4523-2 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 
2) 日本とアジア諸国の文化交流に関する調査研究を進め、その成果を展示や公刊物等に反映さ

せる。((5)－②) 

【事業概要】 

「国宝 鑑真和上展」「聖地寧波－日本仏教 1300 年の源流」（平成 21 年）、「大遣唐使展」（同 22 年）など、日本とアジ

ア諸国の文化交流をテーマとする展示活動を展開してきた奈良国立博物館の実績を重視し、国内外所在の請来系文化財

及びその影響の濃厚な文化財、日本とアジア諸地域間の文化交流に関係する諸事象等を対象とした調査研究を実施し、

その成果を展示や刊行物等に反映させる。 

【担当部課】 学芸部 【プロジェクト責任者】 部長 西山 厚 

【スタッフ】 

岩田茂樹（美術室長）、内藤栄（工芸考古室長）、野尻忠（企画室長）、岩井共二（教育室長）、宮崎幹子（資料室長）、谷

口耕生（保存修理指導室長）、吉澤悟（情報サービス室長）、斎木涼子（教育室員）、岩戸晶子（列品室員）、清水健（主

任研究員）、北澤菜月（情報サービス室員）、山口隆介（美術室員）、永井洋之（工芸考古室員）、原瑛莉子（企画室員）、

佐々木香輔（資料室員）、稲本泰生（前教育室長） 

【主な成果】 

名品展「珠玉の仏たち」「珠玉の仏教美術」の陳列替えに備えて、また「第 64回 正倉院展」開催に向けて、各研究員

が出陳品に関する調査と研究を行い、その成果を展示キャプションや図録の論文執筆に反映させた。また、日本とアジ

ア諸国の文化交流に関連する外部の研究プロジェクトにも積極的に参加し、研究発表・論文等を通してその成果を公表

した。 

【年度実績概要】 

・「第 64回 正倉院展」図録に、宝物寸描「金工から見た瑠璃坏」と「古代東アジアを結んだ囲碁文化」を掲載した。 

・夏季講座「鎌倉時代の南都仏教」において、研究報告「大仏復興と重源の舎利信仰」を実施した。 

・毎月１回定例のサンデートークにおいて、「東アジアの仏教絵画」「玄奘三蔵像と五天竺図」というテーマの研究発表

を実施した。 

・名品展「珠玉の仏たち」の「中国・朝鮮半島の金銅仏」コーナーに、新たに唐代の菩薩坐像と高麗時代の阿弥陀如来

蔵を展示し、研究内容を展示キャプションに反映させた。 

・名品展「珠玉の仏教美術」において、朝鮮時代の絵画や、唐代・元代、高麗時代の密教法具を新たに展示し、研究内

容を展示キャプションに反映させた。 

・科学研究費「南宋絵画史における仏画の位相」（基盤研究（B)23320033）の研究分担者または協力者として、上海博物

館と蘇州博物館（ともに中国）において文化財を調査した。 

・韓国ソウルでの国際ワークショップ「古写経の書写とその伝来」に招聘され、研究概要を報告した。（25年 1月） 

                                       
「中国・朝鮮半島の金銅仏」 

展示キャプション 

 

【実績値】 

講座・研究会等発表回数 3回 

論文等発表本数 2本 

展示への反映 3回 

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良国立博物館 処理番号 4523-2 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

奈良に立地し、仏教美術を文化財の収集・展示・調査研究活動等の中核に据えている当館にとって、

日本とアジア諸国の文化交流という観点から、国内外所在の請来系文化財及びその影響の濃厚な文化

財や、その背景にある諸事象について調査研究を行うことは、最も基本的な課題の一つと位置づけら

れる。本年も「第 64回 正倉院展」の展示図録に、日本とアジアとの交流という視点に基づく研究論

文を掲載することができた。当該テーマの研究の進展と、展示への反映という両面において、成果を

あげている。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

日本の文化財及び日本の文化に影響を与えたアジア諸地域の有形文化財に関する基礎的かつ総合的

な調査研究を、「文化交流」という観点から着実に遂行し、その成果を展示図録や関連講座等で公表し

た。次年度以降も 26年度の「百済（仮）」、その後の「中国遼寧省遼代仏教文物展（仮）」など、中国・

韓国の文化財を中心とした展覧会開催を予定しているが、特に前者については中国の南北朝時代及び

日本の飛鳥時代を視野に入れた「文化交流」という観点から調査研究を継続することで、海外の博物

館の所蔵品紹介にとどまらない内容へと充実・深化させる必要がある。 

 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 継続性 正確性  

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ  

判定理由 

適時性：特別展の出陳品に直接関連する研究論文を、同展の図録に掲載することができた。 

独創性：朝鮮時代の絵画や、唐代・元代、高麗時代の密教法具の調査成果公開は、当館が得意とする仏教美術研 

究の基礎の上におこなわれたものである。 

発展性：東アジアにおける日本仏教美術の位置づけに関する研究は、未開拓の部分も多く、今後の発展が期待される 

分野であり、それに関わる研究プロジェクトに多数参加することができている。 

継続性：当館の名品展は、一貫して仏教美術をテーマとし、日本だけでなく周辺諸国も視野に実施してきている。 

正確性：研究成果公開の場である展示において、その内容に対する当館への信頼は厚い。 

観点 
講座・研究会等 

発表回数 

論文等発表 

本数 
展示への反映    

判定 Ａ Ａ Ａ    

判定理由 

講座・研究会等発表回数：当該研究についての新しい切り口からの口頭発表を実施することができた。 

論文等発表本数：当該研究に関する時宜に適った研究論文を展覧会図録に収載できた。 

展示への反映：展示会場の広さが限られる中で、このテーマの研究成果を展示に反映することができた。 
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【書式Ｂ】 施設名 九州国立博物館 処理番号 4524-1 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 1) 中国南京博物院所蔵絵画、鎮江焦山碑刻博物館所蔵拓本に関する調査研究((5)－②) 

【事業概要】 

江蘇省は、中国でも最も書画が盛んに制作された地域の一つである。当館では、日中国交正常 40周年、福岡県・江蘇

省友好提携 20周年ならびに九州国立博物館・南京博物院学術文化交流協定締結 5周年を記念して、江蘇省でも有数のコ

レクションを誇る南京博物院の絵画と鎮江焦山碑刻博物館の拓本を紹介するトピック展示「江蘇省書画精華展」を計画

した。 

 

【担当部課】 学芸部企画課 【プロジェクト責任者】 特別展室主任研究員 畑靖紀 

【スタッフ】 

【主な成果】 

南京博物院を訪問して、23 年 3 月 29 日、10 月 20 日に展覧会について協議し、24 年 2 月 21 日に出品候補作品を調査

した。鎮江焦山碑刻博物館の所蔵品については、23年 10月 20日に張家港博物館において出品候補作品を調査した。 

 トピック展示「江蘇省書画精華展」の実現に向けて関係者と協議を重ねたが、悪化した日中関係の余波を受け、24 年

10月 23日からの開催を延期し、のち中止せざるを得なくなった。 

 

       

 

【年度実績概要】 

 

・本年度は、前年度までの調査をまとめて、展覧会図録の作成を行った。 

・南京博物院、張家港博物館での調査に基づき、中国絵画・書跡に関する研究を進め具体的な知見を得た。これらを公 

表するためにトピック展示「江蘇省書画精華展」を企画し、ポスター・チラシやカタログ等の原稿をすべて完成させ、 

成果を公表するトピック展示の実現に向けて関係者と協議を重ねたが、悪化した日中関係の余波を受け、24年 10月 

23日からの開催を延期した後に、展示計画を中止することとなった。 

 

 

 

 

【実績値】 

 

調査件数  72件 

収集資料数 20件 

展示への反映 0回  

 

 

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 九州国立博物館 処理番号 4524-1 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価  

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

成果を公表するための展覧会は中止となったものの、日本で公開されたことのない中国絵画・書跡

に関する具体的な知見を得ることが出来た。 

 

    

 

４．中期計画の実施状況の確認  

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

ほぼ順調 

 展覧会については、本年度開催を予定していた展示が、悪化した日中関係の余波を受け、開催を延

期し、のち中止せざるを得なくなった。 

 

 

 

観点 適時性 正確性     

判定 Ｂ Ｂ     

判定理由  

適時性：展覧会は中止となったが、具体的な調査をすることができた。 

正確性：数値・データにおいて正確性を担保できるほど網羅はできなかったが、具体的な知見を得ることができた。 

 

観点 調査件数 資料収集数 展示への反映      

判定 Ｂ Ｂ Ｆ    

判定理由  

調査件数：目標を達成することはできなかったが、具体的な知見を得ることができた。 

資料収集数：目標を達成することはできなかったが、具体的な知見を得ることができた。 

 展示への反映：目標を達成できなかった。 
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【書式Ｂ】 施設名 九州国立博物館 処理番号 4524-2 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 2)ベトナムにおける 16～17世紀の海外交易に関する調査研究((5)－②) 

【事業概要】 

平成 25年度開催の特別展覧会「大ベトナム展」にむけて、ベトナムと日本が直接、交易等の関わりをもっていた 16 

～17世紀における交流に関わる資料を調査研究する。 

 

【担当部課】 学芸部博物館科学課 【プロジェクト責任者】 保存修復室長 藤田励夫 

【スタッフ】 

【主な成果】 

特別展覧会「大ベトナム展」への出品資料を選定できた。また、それらの調査、写真撮影を実施し、展覧会図録や会場

解説執筆のための情報を収集できた。また、展覧会開催のため、作品の借用を実施した。 

 

【年度実績概要】 

 

・国内では、九州、関東、関西の寺社、個人、博物館等が所蔵する日越関

係資料の調査を実施した。(15回) 

・ベトナム国内で、ハノイ市のベトナム国立歴史博物館等の所蔵品を調査

した。(10回) 

・「大ベトナム展」の図録の編集作業を進めた。 

・インドネシア国内で、調査、撮影、作品借用を実施した。 

（5回） 

 

 
 

ベトナム国立歴史博物館での調査風景
 

【実績値】 

調査回数 30回 

（国内 15回 ベトナム 10回 インドネシア 5回） 

 

 

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 九州国立博物館 処理番号 4524-2 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価  

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

 

展覧会準備のため、国内においては、ほぼ 9割以上の資料を調査できた。ベトナム等においても、

主要な資料の調査が実施できたので、意義ある展覧会開催が期待できる。 

 

 

 

４．中期計画の実施状況の確認  

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

ほぼ順調 

 

展覧会開催の準備に必要な資料は、ほぼ 8 割以上は収集できた。次年度の「大ベトナム展」を開催

するに十分である。 

 

 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ａ Ａ Ａ Ｃ Ａ Ａ 

判定理由 

適時性：平成 25年度は日越外交関係樹立 40周年にあたり、九州経済界等の期待も高い。 

独創性：準備中のベトナム展は、日本で初めての本格的なものである。 

発展性：今後の当館とベトナムとの良好な関係を築く上でも有益である。 

効率性：ベトナムとの交渉は初めてのことが多く、時間は要する。 

継続性：質量ともに多くの資料を収集できた。 

正確性：国内外の資料をかなり網羅的に調査した。 

観点 調査回数      

判定 Ａ      

判定理由  

調査回数：計画通り国内外において、多数の調査を実施し、多くの資料を収集し、245点の作品を借用した。 
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【書式Ｂ】 施設名 九州国立博物館 処理番号 4524-3 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 3) 朝鮮半島、三国時代の考古・美術に関する調査研究（(5)－②） 

【事業概要】 

百済・新羅・高句麗の三国時代の文化を中心とした朝鮮半島の文化財について、考古・美術・工芸・史料の分野での調

査研究を実施するものである。現地での調査だけでなく、我が国に将来された文化財を当館のＸ線ＣＴなどの科学機器を

利用した分析をすすめる。この成果は、平成 27年度に開催予定の「大百済展」に活用する。 

 

【担当部課】 展示課 【プロジェクト責任者】 課長 赤司善彦 

【スタッフ】 

谷豊信（学芸部長）、今津節生（博物館科学課長）、渡部史之（博物館科学課アソシエイトフェロー）、河野一隆（企画課

文化交流展室長）、市元塁（企画課特別展室主任研究員）、楠井隆志（展示課展示調整室主任研究員）、鳥越俊行（文化財

課資料登録室主任研究員）、進村真之（交流課教育普及室主任研究員）、坂元雄紀（展示課情報サービス室研究員） 

 

【主な成果】  

(1) 学術交流協定を締結している韓国国立公州博物館との間での研究員の相互派遣を実施して、活発な調査や情報交換を

行うことができた。 

(2) 九州内の朝鮮半島から伝来した資料等についての調査を実施した。 

 

【年度実績概要】 

(1)・韓国公州博物館の研究員 2名とともに、国内所在の朝鮮半島と倭と深く関わる考 

古遺物について 24年 11月 5日～18日までの 2週間、16箇所の国内所蔵機関を訪 

問して、共同での調査を実施した。また、韓国国立中央博物館の研究員 2名と飛 

鳥地域の百済関連遺跡等の調査を 2日間実施した。 

・当館研究員 2名（考古・歴史）が、韓国国内の日本と関連の深い遺跡や遺物を 24 

年 11月 26日～12月 8日までの 2週間にわたって調査を実施した。 

 

(2)・長崎県立対馬歴史民俗資料館・対馬市教育委員会の学芸担当職員と合同で、対馬 

島内の韓国との関わりのありそうな文化財について、当館へ輸送しＸ線ＣＴスキ 

ャナー等による分析を行った。また、合同での調査成果の検討会を行った。 

・佐賀県祐徳稲荷神社付属祐徳博物館所蔵の朝鮮半島由来の資料群について、調査 

を実施するための打合せを佐賀県等と行うことができた。 

  

韓国 国立扶余文化財研究所

にて、王興寺出土舎利容具を

国立公州博物館研究員と共同

で調査 

【実績値】 

調査  7回 

(1)韓国との共同調査回数 3回 

・韓国内での調査 1回（ソウル・扶余・公州・光州・木浦）のべ 14日 

・日本国内の調査 2回（福岡・熊本・岡山・姫路・大阪・東京・千葉・飛鳥・奈良）述べ 29日 

(2) 九州内の朝鮮半島から伝来した資料等についての調査 

 ・共同調査回数  4回 

 

 Ｘ線ＣＴ分析  6件（対馬出土の銅剣・仏像等） 

 

 

 

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 九州国立博物館 処理番号 4524-3 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価  

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

 

学術交流協定を締結している韓国国立公州博物館との研究員の交流を行った。全ての調査について

共同で調査を実施できたことの意義は大きい。 

 

 

４．中期計画の実施状況の確認  

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

 

計画通り調査が実施され、当初の目標を達成することができた。 

 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

判定理由  

適時性：日韓では領土問題等の難しい時期にあっても、文化交流を推し進めることができた。 

独創性：資料を目の前にして共同で調査できたので、異なる観点で調査することができた。 

発展性：日韓の文化財に対する背景の違いや考え方の違いを知ることができたことは有意義である。 

効率性：相互に 2週間という比較的長い期間で調査を行うことができた。 

継続性：今回は初の試みであったため、かなり気を遣う場面が多かったが、調査を実施できた。教訓を今後に活かし 

たい。 

正確性：韓国国立公州博物館の協力により、正確なデータを得ることができた。 

観点 調査回数 Ｘ線ＣＴ分析       

判定 Ａ Ａ     

判定理由  

調査回数：本年度の調査研究は、初めて韓国との共同調査を計画通りに実施することができた。 

Ｘ線ＣＴ分析：目標を達成することができた。 
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Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



【書式Ｂ】 施設名 九州国立博物館 処理番号 4524-4 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 
4)九州における対外交流文化財の保存と活用に向けた研究基盤の創設（科学研究費補助金）((5)

－②) 

【事業概要】 

九州はその地政学的特質から日本列島の窓口としてアジアや西洋の文化や技術をいち早く受け入れてきた。そのため、

九州には対外交流に関連する文化財が多く残されている。本研究では、九州及びその周辺諸国・地域に所在する対外交

流に関係する文化財を対象とする。九州に東西南北４つの方向から流入した文化の中から代表的な事象を選んで調査を

展開する。 

 

【担当部課】 学芸部博物館科学課 【プロジェクト責任者】 課長 今津節生 

【スタッフ】 

谷 豊信（学芸部長）、赤司善彦（展示課長） 

【主な成果】 

本年度は北ルートの対馬、及び、西ルートの長崎市、松浦市の対外交流文化財を中心にして現地調査を実施し、さら

に文化財を移動して透過Ｘ線、大型Ｘ線ＣＴ、精密三次元計測機、高精細大型スキャナなどの最新鋭のデジタル計測機

器を活用した科学調査を実施した。この科学調査の結果をふまえて、学際的な研究チームによる実物調査を実施するこ

とにより、これまでにない高精度のデジタル情報を網羅したアーカイブを構築した。 

【年度実績概要】 

・九州の対外交流文化財として、西ルートからの影響に、長崎を起点として広がった黄檗宗

などの仏教文化がある。本研究では昨年度から実施している長崎市寺の聖福寺の調査に引

き続いて、本年度から興福寺の調査を実施した。現地で調査を実施した結果、本尊「釈迦

如来坐像」の体内に内臓を模した金属製の「五臓」を発見した。 

・仏像は 17 世紀末～18 世紀初頭に清代の中国で造られたと考えられる。現地で仏像をＸ線

透過撮影などで調査した結果、腹部に「五臓」（長さ約 15.5cm）を発見した。肺、心臓、

肝臓、腎臓、脾臓(ひぞう)の五臓と咽喉にそれぞれ見立てた薄い金属板が針金状の線でつ

ながれ、脊髄を意味する木の棒に結ばれているとみられる。五臓の周囲には複数の球状の

影があり、六腑(ろっぷ)に見立てた穀類などの可能性もある。中国には、五臓六腑の模型

を入れ、仏像に生命を宿らせる思想がある。像の背面には、銅製とみられる鏡（直径 10.3cm）

も入っていた。鏡は仏の魂の象徴とされる。 

・金属製の五臓が確認された中国の仏像は、これまでに国内で 11例、イタリアで１例である。

昨年度からの発見はこれで 6例となり、本研究調査によって発見数が倍増したことになる。

また、金属製の五臓と共に鏡が発見されたのは今回が初めてである。 

 

 

 
釈迦如来座像の「五臓」

のＸ線透過画像 

【実績値】 

調査件数   11件 

収集資料数  65点 

学会発表数   3件（①・②・③） 

 

（参考値） 

新聞等報道   2件 

新聞・テレビ放送で、鷹島海底遺跡遺物の CT調査、長崎市興福寺仏像調査が紹介された。 

 

【備考】 

学会発表     

①「Ｘ線ＣＴ（3Ｄ－ＣＴ）による文化財健康診断システムの構築―劣化痕跡・修復履歴からみた文化財の状態把握―」 

文化財保存修復学会（24年 6月 30日） 

②「Ｘ線ＣＴを利用した殷周時代青銅鼎の内部構造解析」日本文化財科学会（24年 6月 23日） 

③「鷹島沖海底遺物出土木製品へのトレハロース含浸法の適応」日本文化財科学会（24年 6月 23日） 
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【書式Ｂ】 施設名 九州国立博物館 処理番号 4524-4 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価  

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

多様な九州の対外交流文化財について 11の研究テーマを設定して研究を実施した。すでに北ルート

の対外交流文化財調査として対馬の文化財について調査を実施することができた。また、西ルートの

長崎の寺院調査については、象内に金属製五臓を納入した仏像について新たな発見が続いている。す

でに金属製五臓の発見例は本研究によって 6例が新たに追加されて 11例となった。これらの発見は随

時報道等で紹介された。また、長崎県松浦市鷹島の海底遺跡から発見された元寇関連遺物に関する調

査についても、研究成果が新聞テレビ等で報道された。以上のように、各テーマ毎の進捗状況には差

があるが、おおむね順調に進めることができた。 

 

 

４．中期計画の実施状況の確認  

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

本調査研究は、当初計画に沿って、研究内容の水準を保ちながら、順調に遂行していると考えられ

る。引き続き外部資金を積極的に活用しながら、他の研究機関・博物館・教育委員会と連携しつつ調

査研究を継続したい。 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

判定理由  

適時性：九州には対外交流に関連する文化財が多く残されており、当博物館が中心となって研究に取り組む必要があ 

るため。 

独創性：高精度の情報を網羅したデジタルアーカイブを構築することで、画期的な博物館情報を蓄積した。 

発展性：最新鋭の高精度デジタル計測機器を用いた科学調査を実施して、汎用性の広い高精度の情報を網羅できた。 

効率性：高精度の情報を基に文化財の保存状態、内部構造・材質技法を網羅した情報を効率的に取得できた。 

継続性：対外交流文化財の基礎調査として、本研究を契機に各機関と連携して発展的に展開することができた。 

正確性：高精度デジタル計測機器を用いた調査であるので、現在、世界最高レベルの信頼性を得ることができた。 

観点 調査件数 収集資料数 学会発表数    

判定 Ａ Ａ Ａ    

判定理由  

調査件数：中国・朝鮮半島からの北ルート及び西洋・東南アジアからの西ルートに重点をあてて 11 件の調査を計画

通り実施した。調査は、各地の博物館・教育委員会等と協力して実施した。 

収集資料数：特に対馬・壱岐の文化財総合調査では 20点に及ぶ文化財を調査した。また、元寇の海底遺跡から発見 

された遺物の CT調査を 40点実施した。また、長崎市の寺院が所蔵する仏像 5体についても調査を実施 

し、目標を達成することができた。 

学会発表数：計画通り本研究に関する学会発表を文化財保存修復学会、日本文化財科学会等で発表した。 
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Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



【書式Ｂ】 施設名 九州国立博物館 処理番号 4524-5 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 
5)タイにおける異文化の受容と変容－13世紀から 18世紀の対外交易品を中心として－（科学研

究費補助金・学術研究助成基金助成金）（(5)－②） 

【事業概要】 

本研究は美術史的視点に立脚して、13～18世紀のタイにおける異文化の受容とその展開を探り、文化交流の実相を浮 

かび上がらせることを目的とする。タイにおける異文化の受容と変容を明らかにするために、交易品に着目してその関

係資料を横断的に調査する。これまでに知られていた資料の理解を深め、新出資料も加えた基礎資料集成を行うととも

に、それぞれの資料について正しい評価を行う。 

 

【担当部課】 学芸部文化財課 【プロジェクト責任者】 資料管理室主任研究員 原田あゆみ 

【スタッフ】  

小泉惠英（企画課長）、藤田励夫（博物館科学課保存修復室長）、末兼俊彦（京都国立博物館研究員） 

 

【主な成果】  

(1) 上記スタッフに加え、館外の協力者にも協力を仰ぎ、タイにて調査を行った。タイ王国文化省芸術局の協力を得て、

本年度は、バンコク、北タイを中心に、彫刻、歴史、考古、工芸班にて国立博物館資料及びプライベートコレクショ

ンを調査し、現地研究者との意見交換を行った。調査の成果については、同プロジェクト報告会にて発表し、その一

部を報告書として現地に還元した。 

(2) 日本国内に伝わったタイ由来文化財の調査を行い、日タイ文化交流を示す文化財の正しい評価を行った。 

 

【年度実績概要】 

(1) タイにおいて他国との交流を示す文化財を中心にタイ王国文化省芸術局と共

同で調査を行い、基礎データを収集した。また、シンガポールにおいて、タ

イ（アユタヤ時代）の貿易染織に係る基礎調査を行った。 

 

(2) 日本国内に伝わったタイ由来文化財の調査を行い、東京国立博物館に収蔵さ 

れているタイ彫刻について、再評価を行った。 

 

 

 

タイ王国芸術局にて調査報告 

及び協議 
 

 

タイ王国芸術局収蔵施設にて 

日本由来文化財調査 

 

【実績値】 

調査回数    6回（海外：3回 国内：3回） 

調査報告会回数 2回（海外：1回 国内：1回） 

 

 

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 九州国立博物館 処理番号 4524-5 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価  

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

 

 プロジェクト初年度の調査において、協力者との連携を十分にとり、新知見を得ることができた。

調査成果を現地に還元することで、研究者との信頼関係を深め、今後の展開も順調と見込まれる。 

 

４．中期計画の実施状況の確認  

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

 

予定していたタイ現地での調査を遂行することができた。本年度の調査を通して、調査研究のため

の問題点や課題を洗い出し、次年度の対処体制を整えることで、長期的な視野で研究協力体制を結

ぶことができた。 

 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ａ Ａ Ａ Ｂ Ａ Ｂ 

判定理由  

適時性：タイ側からの要望を受け、日本由来資料の評価を行い、現地に還元した。 

独創性：タイ国内で独自に展開した工芸品、仏教美術について着目し、そのルーツと歴史的背景を探った。 

発展性：二ヵ国間、多分野による共同調査を行うことで、新たなプロジェクトへの発展が期待される。 

効率性：日常業務の関係で、調査回数、期間については、十分とはいえないが、限られた時間内で最大限の効率を図 

るため、他機関から、多分野の協力者を得た。 

継続性：現地との強い協力体制を構築し、内容の濃い調査・協議を実施できた。 

正確性：調査資料のデータベースに着手した。 

観点 調査回数 
調査報告会 

回数 
    

判定 Ａ Ｂ     

判定理由  

調 査：目標としていた地域での調査を実施した。 

報告会：調査参加者の都合により、報告会の回数は限られたが、本年度の調査を通して、調査研究のための問題点や 

課題を洗い出し、次年度の対処体制を整えた。 
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Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



【書式Ｂ】 施設名 京都国立博物館 処理番号 4532-1 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 1)近畿地区（特に京都）社寺文化財の調査研究(科学研究費補助金)((5)－③)  

【事業概要】  

 京都国立博物館では昭和 50年代から継続して京都市内とその周辺に存在する古社寺所蔵の文化財調査を行ってきた。

平成 23 年度からは 3 年間の予定で京都府南部木津川流域の古寺の文化財調査を行っている。平成 24 年度はその 2 年目

として京都府宇治田原町の禅定寺・京田辺市観音寺・同市壽寶寺の文化財の調査を行う（2月予定）。 

【担当部課】 学芸部 【プロジェクト責任者】 企画室長 宮川禎一 

【スタッフ】 

尾野善裕（工芸室長）・淺鍬毅（保存修理指導室長）・山本英男（美術室長）・山下善也（連携協力室長）・山川曉（教育

室長）・永島明子（主任研究員）・赤尾栄慶（上席研究員）・羽田聡（研究員）・水谷亜希（研究員）・末兼俊彦（研究員） 

【主な成果】  

京都府宇治田原町の禅定寺で彫刻及び工芸作品の調査を行い新資料を発見した。また京田辺市の観音寺・壽寶寺にお

いて彫刻・工芸・絵画・考古資料の調査を行い新知見が得られた。 

【年度実績概要】 

本調査は、科学研究費基盤Ｂ「南山城地域の仏教文化と歴史に関する総合的研究」平成 23 年度～25年度の 3ヵ年計画

の 2年目にあたる。本年度は以下の調査を実施した。 

・平成 25年 2月 19日・20日及び 3月 4日～６日に京田辺市の一休寺で文化財調査と撮影を行った。特に一休禅師の遺 

品のなかに未公開資料が発見された。また染織品にみるべき遺品があった。 

・平成 25年 2月 25日に京田辺市の観音寺で文化財調査と撮影を行った。 

・平成 25年 2月 26日に京田辺市の壽寶寺で文化財調査と撮影を行った。 

・平成 25年 2月 28日・3月１日に宇治田原町の禅定寺で文化財調査と撮影を行った。絵画・彫刻・陶磁器にみるべき遺 

品があった。 

  
 京田辺市一休寺での仏像撮影風景 

【実績値】 

調査点数：約 500点 

撮影文化財点数：約 200点 

【備考】  

－ 400 －



【書式Ｂ】 施設名 京都国立博物館 処理番号 4532-1 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

木津川流域のいくつかの寺院の文化財調査が進展したことによって、従来知られていなかった工芸

絵画彫刻作品が新たに発見されたことは評価できる。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

ほぼ順調 

京都国立博物館での文化財調査の成果については本来単年度・寺院毎に社寺調査報告書とそしてま

とめるのが本来であるが、3年間の科学研究費による調査であり、本年度も調書整理に努める。調査成

果については次年度以降の特別展覧会カタログや調査報告書の形で公開還元する予定である。 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ｂ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ａ 

判定理由  

適時性：寺院伝来文化財については所蔵寺院側からも調査して欲しいとの要望があった。 

独創性：彫刻だけでなく絵画・書跡・工芸・考古などの多方面からの文化財調査は寺院側には望ましい。 

発展性：今回の寺院文化財調査により周辺諸寺院の文化財所在情報が把握できて今後のさらなる発見が期待される。 

効率性：京都府南部地域は博物館からの交通の便もよく、時間の効率がたかく追加調査が容易である。 

継続性：3年にわたる調査の 2年目であり個別作品に対する質の高い調査が継続中である。 

正確性：個別作品の調書及び写真が順調に増加している。 

 

観点 調査点数 
撮影文化財 

点数 
    

判定 Ａ Ａ     

判定理由 

 調査点数：調査点数の目標値約 300点のところ調査を終了した件数が約 500点と充分以上の件数が調査できた。 

 撮影文化財点数：撮影件数の目標値 150点のところ約 200点を撮影し、目標値を上回った。 
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【書式Ｂ】 施設名 京都国立博物館 処理番号 4532-2 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 4 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 2)近世絵画に関する調査研究((5)－③) 

【事業概要】 

当館に保管及び寄託される作品を中心とした近世絵画に関する調査研究を行う。再開する平常展示の展示替計画にあ 

たっての情報整理、基盤固めを行う。 

【担当部課】 学芸部 【プロジェクト責任者】 連携協力室長 山下善也 

【スタッフ】   

(外部研究者)奥平俊六（客員研究員・大阪大学教授）、橋本寛子（調査支援ボランティア・神戸大学助手）、吉田智美（調

査支援ボランティア・同志社大学大学院生）、森光彦（同前・京都市学校博物館学芸員）、大橋あきつ（同前・京都大学

大学院生）、浦上彩音（同前・同前） 

【主な成果】 

 当館発行の『学叢』第 34号に、次の論文を執筆し、館蔵品の文化財的価値を明らかにした。 

山下善也「狩野山雪筆聖賢図押絵貼屏風について」 

 

【年度実績概要】 

  

・毎月一日程度、当館近世絵画担当研究員が調査支援ボランティア等とともに主として館蔵品・寄託品について、調査・ 

 撮影・意見交換等を行った。これらの調査に際し、客員研究員の奥平俊六氏の協力を得た。 

 

・当館に寄託される近世絵画は年々増加し、多様化しており、中には、大量の円山派の画稿・模写資料も加わってき 

 ている。それら大量の作品の地道な調査を、調査支援ボランティアの協力を得て、着実に進めてきた。一朝一夕に終 

 えることのできるものではなく、積み重ねが求められる仕事であるが、調査支援ボランティアたちの協力による人海 

 戦術的な手法が効を奏し、通常の 2倍～3倍の効率で調査を進めることができた 

【実績値】 

調査回数   12回 

 収集資料数  210点 

 調査概報    1件 

 

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 京都国立博物館 処理番号 4532-2 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

近世絵画の館蔵品・寄託品についての調査研究及び関連情報収集は、順調に進んでいる。 

 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

達成 

近世絵画担当研究員と客員研究員との協力により、近世絵画の館蔵品・寄託品に関する情報収集・

整理は、順調に進み、調査研究は達成されている。 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ａ Ａ Ａ Ｓ Ａ Ａ 

判定理由  

適時性：寄託された時点から時間をあまり措かずに調査を実施した。 

独創性：京都という地域性に根ざした資料・作品ばかりであり、独自の内容である。 

発展性：この調査の結果が、平常展展示につながっていく。 

効率性：調査支援ボランティア 5名の協力を得て調査を進め、効率をあげた。 

継続性：寄託品の中には、応挙関連の大量の画稿類もあり、今後も調査を継続できる。 

正確性：正確な調書作成につとめ、おおむね成果をあげた。 

 

観点 調査回数 収集資料数 調査概報    

判定 Ａ Ａ Ａ    

判定理由 

調査回数：コンスタントに 12回行った。 

収集資料数：210点は充分な資料数で整理も進んだ。 

調査概報：論文を 1件執筆した。 

いずれも、コンスタントに調査をすすめ、調査数そのものも累積してきている。整理も進んだ 
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【書式Ｂ】 施設名 京都国立博物館 処理番号 4532-3 

(様式 1)                    

業務実績書 

 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 3）近畿旧家伝世文化財総合調査((5)－③) 

【事業概要】 

近畿地方の江戸時代から続く旧家より、寄贈を見据えて所蔵品の調査依頼があり、予備調査を実施したところ、複数

の土蔵に千数百点に及ぶ古書画・器物が保存されていることが判明し、全容把握だけも数年を要する見込みであること

が判明した。所蔵者と協議を行い、今後時間をかけて悉皆的に調査を進めると同時に、逐次博物館への寄贈を受けてい

くことで合意に至ったため、24年 10月以降、毎月 2～4日程度の調査を継続的に実施している。 

 

【担当部課】 学芸部 【プロジェクト責任者】 工芸室長 尾野善裕 

【スタッフ】 

佐々木丞平（館長）・山川暁（教育室長）・永島明子（連携協力室主任研究員）・末兼俊彦（企画室研究員）・谷口愛子（調

査員・京都工芸繊維大学特任准教授）・寥佐恵（京都大学大学院生）・北條祐子（非常勤事務補佐員） 

 

 

【主な成果】 

 陶磁 378 件、人形 35 件、漆工 67 件、金工 52 件、絵画 57 件の調書作成、ならびに資料写真撮影を行った。併せて、

今後の調査の基礎資料とするべく、所蔵者側から提供を受けた古書画・器物リストをパソコンにデータ入力し、データ

ベース化した。 

 

 

 

 

【年度実績概要】 

 予備調査を含め、のべ 23 日の調査を行った。京都国立博物館研究員の参加は、のべ 44 日人である。調査を通して、

茶道具や保存状態の良好な御所人形、江戸時代の各種七宝焼など、有力な寄贈候補品多数を見出した。 

 なお、この事業については、調査対象としている旧家の所蔵品を京都国立博物館だけで寄贈を受けるのではなく、よ

り有効に活用される機関の斡旋・紹介することも視野にいれて、地元自治体の文化財担当者・担当部局とも緊密に連絡

を取りながら進めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【実績値】 

調書作成件数      589件 

調査日数（館外）  のべ 23日 

成果公表        なし 

 

  

【備考】 

年度当初計画にはなかった事業であるが、新規に寄贈申出を受けたことに伴い、平成 24年度より新規事業として開始

したもので、事業費には博物館支援団体である清風会からの寄付金を充当した。 
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【書式Ｂ】 施設名 京都国立博物館 処理番号 4532-3 

(様式 2) 

自己点検評価調書 

 

1．定性的評価 

  

2．定量的評価 

 

3．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

 

外部への成果公表を全くしていないが、寄贈の申出に速やかに対処しつつ、所蔵者との信頼関係構

築が良好であり、博物館資産の上積みに直結する事業である。 

 

4．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

 

博物館の収蔵品を充実させるという大目標に対して、着実に前進している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性  

判定 Ａ Ｂ Ａ Ａ Ａ  

判定理由 

適時性：各種業務繁忙な中、年度当初計画にはなかった事業であるにもかかわらず、速やかに調査を開始し、軌道に 

乗せることができた。 

独創性：基本的に、寄贈に向けての候補品の洗い出し作業であり、その作業自体に取り立てて独創性はない。 

発展性：今後展覧会での活用が大いに見込まれる文化財が少なくなく、将来的に博物館にとっての大きな財産になる 

ことが期待されるため。 

効率性：博物館から現地へ赴くのに片道 2時間近く要するため、調査回数の割りに進捗は必ずしもはかばかしくなく、

可視的に数値化できる成果ではないものの、調査回数の多さが寄贈申出者との間の信頼関係を深める上で大

いに良い方向へ作用しているため。 

継続性：継続的かつ着実に調査を実施できているため。 

 

観点 調書作成件数 調査日数 成果公表    

判定 Ｂ Ｓ Ｃ    

判定理由 

 調書作成件数：現地への往復に時間を要するため、調査自体に潤沢な時間を割けず、伸び悩んでいるため。 

調査日数：独立行政法人化後、業務が繁忙化する一方の中で、のべ 44日人もの研究員の参加が得られたのは、各研 

究員の日常業務効率化努力によるところが大きく、特にこの点を強調しておきたいため、Ｓと評価した。 

成果公表：調査成果の公表については、個人宅の調査であり、個人情報保護の観点から充分に時機・方法を考慮して 

行う必要があり、現時点で対外的な情報発信は全く行っていない。しかし、将来的には寄贈品の展覧会等 

での活用が大いに見込まれるため、成果公表については単年度ではなく、中長期的な視点から評価される 

べきものと考えている。 
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【書式Ｂ】 施設名 京都国立博物館 処理番号 4542-1 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 4 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 1)鎌倉仏教とその造形に関する調査研究((5)－④) 

【事業概要】 

鎌倉仏教の美術・造形にかかわる作品や図像及び関連資料を収集し、整備する。 

報告書の刊行、シンポジウム（研究座談会）の開催により、成果を公開する。 

 

【担当部課】 学芸部 【プロジェクト責任者】 上席研究員 赤尾栄慶 

【スタッフ】    

山本英男（美術室長）、山下善也（連携協力室長）、大原嘉豊（研究員）、呉孟晋（研究員）、水谷亜希（研究員）、            

羽田 聡（研究員）、淺湫 毅（保存修理指導室長）、尾野善裕（工芸室長）、山川 暁（教育室長）、永島明子（主任研

究員）、末兼俊彦（研究員）、村上 隆（学芸部長）、宮川禎一（企画室長）、岡田 愛（アソシエイトフェロー） 

 

【主な成果】 

(1)仏教美術研究上野記念財団の助成によって、鎌倉仏教に関する資料の調査・撮影を実施し、その成果の一部を特別展 

観「国宝 十二天像と密教法会の世界」に反映させた。 

(2)平成 23年度に実施した研究座談会の報告書「浄土宗の文化と美術」を刊行した。 

(3)研究発表と座談会「仁和寺御流を中心とした院政期真言密教の文化と美術」を開催した。 

 

【年度実績概要】 

(1)・仁和寺御経蔵聖教のうち、主に「後七日御修法」関係の資料を調査し、撮影を行い、それに基づいて成果の一部を 

特別展観「国宝 十二天像と密教法会の世界」の展示に反映させた。 

・出光美術館所蔵の「山水屏風残闕」の調査を実施し、もとは当館所蔵の「山水屏風残闕」と同一の屏風の一部分で 

あることを確認し、特別展観「国宝 十二天像と密教法会の世界」において公開した。 

 

(2)平成 23年度に実施した研究座談会の報告書「浄土宗の文化と美術」を 24年 5月に刊行した。 

 

(3)25 年 1月 14日に研究発表と座談会「仁和寺御流を中心とした院政期真言密教の文化と美術」を開催し、90人余り 

の参加を得た。 

 

【実績値】 

調査                 2回   

展示公開       1回  

報告書刊行      1回  

研究発表と座談会開催 1回 

 

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 京都国立博物館 処理番号 4542-1 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

４ヵ年の継続事業「鎌倉仏教とその造形」の最終年度であったが、禅宗関係、日蓮法華宗関係、浄

土宗関係、そして真言密教に関する調査を行い、各年度ごとに研究成果の公開と資料の収集が出来た。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

４ヵ年を通じて、バランスのよい調査研究が行われた。ただし、仏教美術に関する調査研究は、広

範であり、今後ともさらなる調査研究と成果の公開をめざす。 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

判定理由  

 適時性：調査の成果の一部を特別展観「国宝 十二天像と密教法会の世界」で公開した。 

独創性：仁和寺の守覚法親王の聖教に注目した。 

発展性：図像と具体的作品との比較を促す。 

効率性：調査の成果を展示に反映させた。 

継続性：調査対象がまだ多い。 

正確性 図像との比較検討を提示した。 

観点 調査 展示公開 報告書刊行 
研究発表と 

座談会開催 
  

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ   

判定理由 

調査：2回実施し、写真撮影も行った。 

展示公開:成果を盛り込んだ展示を１回行った。 

報告書刊行:予定していた報告書「浄土宗の文化と美術」を刊行した。 

研究発表と座談会開催:予定通り、研究発表と座談会「仁和寺御流を中心とした院政期真言密教の文化と美術」を開 

催した。 
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Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



【書式Ｂ】 施設名 奈良国立博物館 処理番号 4543-1 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 
1) 平成２５年度特別展「當麻寺展（仮称）」、２６年度特別展「内山永久寺展（仮称）」「百済展

（仮称）」など、将来の特別展実施に向けた調査研究を行う。((5)－④) 

【事業概要】 

次年度以降に実施する予定の特別展のテーマに沿って予備的な文化財調査をおこない、出陳品の選定や展示構成案の

作成に資する。出陳候補となった作品に対してはより詳細な調査を実施し、展示会場における各種解説、展覧会図録に

掲載される総説・各論・作品解説、会期中の講座等に資する。また展覧会担当者を中心として、当該テーマに沿った様々

な学術的観点からの調査研究をおこない、展覧会とそれに伴う諸活動の内容充実を図る。 

【担当部課】 学芸部 【プロジェクト責任者】 部長 西山 厚 

【スタッフ】 

岩田茂樹（美術室長）、内藤栄（工芸考古室長）、野尻忠（企画室長）、岩井共二（教育室長）、宮崎幹子（資料室長）、谷

口耕生（保存修理指導室長）、吉澤悟（情報サービス室長）、斎木涼子（教育室員）、岩戸晶子（列品室員）、清水健（主

任研究員）、北澤菜月（情報サービス室員）、山口隆介（美術室員）、永井洋之（工芸考古室員）、原瑛莉子（企画室員）、

佐々木香輔（資料室員）、稲本泰生（前教育室長） 

【主な成果】 

平成 25年度特別展「當麻寺」、特別展「仏教美術入門（仮）」、26年度特別展「内山永久寺（仮）」、特別展「百済（仮）」、

27年度特別展「快慶（仮）」、将来予定される特別展「中国遼寧省遼代仏教文物展（仮）」等に向けて関連する文化財を調

査した。うち内容がほぼ確定している特別展（「當麻寺」等）については、特定文化財の重点的な調査を実施した。また、

他機関との共催展（「中国遼寧省遼代仏教文物展」等）については、相手先との学術面での協議や合同調査を実施した。 

【年度実績概要】 

・平成 25年度特別展「當麻寺」の開催に向け、當麻曼荼羅に関する詳細な調査を、さまざまな研究分野の専門家の助言

を得ながら実施した外、その他の出陳予定品に関する調査を以下の諸機関において実施した。調査対象文化財の保管

機関：當麻寺（24 年 4 月、11 月、12 月に調査実施）、石光寺、葛城市歴史博物館、元興寺文化財研究所、大谷大学博

物館、神奈川県立金沢文庫、龍谷大学図書館 

・平成 25年度特別展「仏教美術入門（仮）」の開催に向け、出陳予定品の事前調査を実施し、資料を収集した。 

・奈良文化財研究所と合同で将来の共催を目指す特別展「中国遼寧省遼代仏教文物展（仮）」の開催に向け、奈文研と内

容等について協議を重ねるとともに、中国遼寧省に研究員 3 名を派遣し、遼寧省博物館・遼寧省文物考古研究所・朝

陽北塔博物館等で、奈文研側の担当者との合同調査を実施した。 

 

 

 

 

 

 

【実績値】 

・文化財調査回数（人数×日数の延べ回数） 22回 

・共催者との打ち合わせ・合同研究会等回数 7回 

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良国立博物館 処理番号 4543-1 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

仏教美術及び奈良に関連する文化財を展示活動の中核に据えている当館にとって、当該ジャンルに

関連する多彩かつ魅力的な特別展の企画立案・実施は、社会からの要請が最も強い業務の一つである。

このような認識から特別展の内容を充実させ、かつそれを学術的な裏付けを伴ったものとすべく、設

定した展覧会のテーマに沿った調査研究を展開してきた。本年度は 25年度以降に開催予定の展覧会に

関わる研究活動を作品調査中心に進め、質量両面において大きな実績を挙げることができた。次年度

以降も将来の企画展示の充実に向けて同様の業務を継続し、着実に成果を挙げていく必要がある。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

特別展等の企画立案から開催に至るまでの過程における調査研究を、「仏教美術及び奈良を中心とし

た有形文化財の、基礎的かつ総合的な調査研究を行う」という計画に沿うよう展開しており、その点

において順調に実績を積み重ねている。次年度も 26年度特別展「内山永久寺（仮）」、特別展「百済（仮）」

等の開催に向けた調査研究を行う予定であり、これを円滑に遂行し、確実な成果の蓄積へと導く業務

のサイクルが、すでに確立されている。 

 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性  

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ  

判定理由 

適時性：當麻曼荼羅の完成 1250 年を翌年に控えた年に、當麻寺での調査を実施することができた。 

独創性：當麻寺や周辺寺院での調査は、奈良に根ざした活動を続けている当館でなければ実施し得ないものであるた 

め。 

発展性：當麻寺の研究に関しては、未開拓の分野も多くあり、展覧会後にも継続的な研究が望まれ、さらに発展して 

いくと予想されるため。 

効率性：限られた予算のなかで、将来の各展覧会に向けて効率良く調査を実施することができた。 

継続性：當麻寺での調査は 2年前から実施し、所蔵者の信頼を得ているため、今後も継続していくことが可能である 

ため。 

観点 
文化財 

調査回数 

打ち合わせ・ 

検討会回数 
    

判定 Ａ Ａ     

判定理由 

文化財調査回数：展覧会の開催に向けた十分な回数の文化財調査を実施できた。 

打ち合わせ・検討会回数：共催者との間で協議・情報交換を行う場を、十分な回数、設けることができた。 
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Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



【書式Ｂ】 施設名 奈良国立博物館 処理番号 4543-2 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 

２）南都諸社寺等における文化財調査を積極的に実施して宗教文化に関する調査研究の成果を蓄

積し、毎年恒例の特別陳列「お水取り」「おん祭と春日信仰の美術」、２４年度御遠忌 800年記念

特別展「解脱上人貞慶―鎌倉仏教の本流―」、２４年度特別展「頼朝と重源―東大寺再興を支え

た鎌倉と奈良の絆―」、２４年度特別陳列「古事記の歩んできた道―古事記撰録 1300年―」、２

５年度特別展「當麻寺」、２５年度特別展「仏教美術入門（仮）」等に反映させる。((5)－④) 

【事業概要】 

奈良及びその周辺地域に位置する諸社寺に対し、奈良国立博物館の諸活動に対する理解と協力を得られるよう積極的

な働きかけを行って所蔵文化財の調査研究等を実施し、その成果を平成 24 年度特別展「解脱上人貞慶」、特別展「頼朝

と重源」、特別陳列「古事記の歩んできた道」、毎年恒例の特別陳列「お水取り」「おん祭と春日信仰の美術」、25 年度特

別展「當麻寺」等に反映させる。 

【担当部課】 学芸部 【プロジェクト責任者】 部長 西山 厚 

【スタッフ】 

岩田茂樹（美術室長）、内藤栄（工芸考古室長）、野尻忠（企画室長）、岩井共二（教育室長）、宮崎幹子（資料室長）、谷

口耕生（保存修理指導室長）、吉澤悟（情報サービス室長）、斎木涼子（教育室員）、岩戸晶子（列品室員）、清水健（主

任研究員）、北澤菜月（情報サービス室員）、山口隆介（美術室員）、永井洋之（工芸考古室員）、原瑛莉子（企画室員）、

佐々木香輔（資料室員）、稲本泰生（前教育室長） 

【主な成果】 

奈良を中心とする諸社寺等への働きかけをして、當麻寺（葛城市）、法隆寺（斑鳩町）、唐招提寺（奈良市）、海住山寺

（木津川市）、矢田寺（大和郡山市）、持聖院（斑鳩町）、法華寺（奈良市）、薬師寺（奈良市）、金剛山寺（大和郡山市）、

元興寺（奈良市）、来迎寺（奈良市）等の所蔵文化財を調査した。その成果を 24 年度に実施した展示及びそれに伴う図

録類や講座等に反映させるとともに、今後の展示活動等に活用できる資料の蓄積、将来の調査に向けた調整などを実施

した。 

【年度実績概要】 

・特別展「頼朝と重源」の開催にあたり、来迎寺（奈良市）の善導大師坐像  

を現地で調査し、その成果を同展の解説文、図録等に反映した。 

・特別陳列「おん祭と春日信仰の美術」の開催にあたり、春日大社（奈良市） 

にて文化財調査を実施し、その成果を展示内容に反映させた。 

・名品展「珠玉の仏たち」における木造阿弥陀如来坐像（桜井市外山区）の 

特別公開に際して調査を行い、その成果を解説に反映した。 

・當麻寺における総合的な文化財調査を前年度から継続し、平成 25年度特 

別展「當麻寺」に向けて調書・写真等の調査資料を蓄積した。 

・「国宝薬師寺展」（25年 4月～6月、石川県立美術館、学術協力）に向けて、 

薬師寺において文化財調査を実施し、図録用の解説文にその成果を反映し 

た。 

 

【実績値】 

社寺等における調査回数（人数×日数の延べ回数） 149回 

展示への反映 4回   

講座・研究会等発表回数 2回 

論文等発表本数 8本（①～⑧） 

【備考】 

論文等 

 ①西山 厚「解脱上人貞慶の信仰と活動」 

 ②岩田茂樹「海住山寺の十一面観音像―貞慶との接点を求めて―」 

 ③谷口耕生「貞慶をめぐる二つの聖地図像」 

 ④北澤菜月「海山住寺に伝来した一対の浄土図―貞慶の浄土観に関わる新発見―」 

 ⑤山口隆介「東大寺の鎌倉再興をめぐる信仰と美術」 

 ⑥稲本泰生「『大仏像寸法注文』と大仏蓮弁世界図の解釈をめぐる覚書」 

 ⑦斎木涼子「東大寺僧の伊勢神宮参詣と中世的神仏習合」 

 ⑧内藤 栄「大仏舎利のネットワークとしての三角五輪塔」 

 

金剛山寺における文化財調査 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良国立博物館 処理番号 4543-2 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

奈良に立地し、仏教美術の調査研究・展示における国内最大級の拠点としての役割を果たしてきた

当館にとって、南都諸社寺等に蔵される文化財の調査研究は、最も基本的な作業の一つである。本年

度は近在の社寺を中心に所蔵品の調査を活発に展開して資料の収集を着実に進め、また蓄積した成果

を展示や刊行物等に反映させることができた。こうした調査を通じて近隣社寺との交流・信頼関係は

一層深まっており、今後の当館の企画・事業のさらなる充実につながることが期待できる。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

南都諸社寺等における文化財調査は「仏教美術及び奈良を中心とした有形文化財の、基礎的かつ総

合的な調査研究を行う」という計画の主軸をなすものであり、近隣社寺の宝物調査実施による基礎資

料の蓄積、その成果の展示や刊行物等への反映の両面において、本年度は大きな実績を挙げることが

できた。25年度以降も毎年恒例の特別陳列「おん祭と春日信仰の美術」「お水取り」や、南都の地域性

を重視した仏教美術関連の特別展（「當麻寺」「仏教美術入門」等）の開催を予定しており、それらの

充実を図るべく本年度同様の業務を継続し、着実に成果を挙げていく必要がある。 

 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

判定理由 

適時性：特別展「頼朝と重源」に出陳予定の善導大師像の調査を、現地において実施するなど、必要な文化財調査を 

適時に実施することができた。 

独創性：海住山寺や持聖院での調査は、特別展「解脱上人貞慶」開催による縁で実現したものであり、常日頃から南 

都寺院と密接にかかわっている当館でなければ成し得ない研究であるため。 

発展性：南都周辺には未知の資料もまだまだ存在すると考えられ、諸寺社との連携を深めることにより、さらに新資 

料の開拓に発展する可能性が高いため。 

効率性：調査した資料のほとんどを、何らかの形で展示に反映しており、効率性は高いため。 

継続性：五十年来の伝統を持つ当館による南都諸寺社資料の調査は、本年度も十箇所の現地寺社で実施できた。 

正確性：研究成果公開の場である展示において、その内容に対する当館への信頼は厚いため。 

観点 作品調査回数 展示への反映 
講座・研究会等

発表回数 

論文等発表 

回数 
  

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ   

判定理由 

文化財調査回数：研究や展示に向けた調査を必要な回数実施することができた。 

展示への反映：調査成果を着実に展示内容に反映することができた。 

講座・研究会等発表回数：調査成果を盛り込んだ研究発表を実施できた。 

論文等発表本数：調査所見に基づく文章を公表することができた。 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良国立博物館 処理番号 4543-3 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 
3)正倉院宝物や奈良の出土遺物・伝世品・伝統工芸・芸能など、当該地域に密着した文化財に関

する調査研究を実施し、展覧会等に反映させる。((5)－④) 

【事業概要】 

毎秋恒例の「正倉院展」を最も重要な事業の一つに位置づけている奈良国立博物館の運営方針に沿って、正倉院宝物

に関する調査研究活動をおこない、その成果を展示や刊行物等に反映させる。併せて奈良という地域に密着した文化財

に関する調査研究を、（当館が主たる調査研究対象としている仏教美術や社寺関係の文化財に限定することなく）時代的

にもジャンル的にも幅広く展開し、その成果を展示活動や刊行物等に反映させる。 

【担当部課】 学芸部 【プロジェクト責任者】 部長 西山 厚 

【スタッフ】   

岩田茂樹（美術室長）、内藤栄（工芸考古室長）、野尻忠（企画室長）、岩井共二（教育室長）、宮崎幹子（資料室長）、谷

口耕生（保存修理指導室長）、吉澤悟（情報サービス室長）、斎木涼子（教育室員）、岩戸晶子（列品室員）、清水健（主

任研究員）、北澤菜月（情報サービス室員）、山口隆介（美術室員）、永井洋之（工芸考古室員）、原瑛莉子（企画室員）、

佐々木香輔（資料室員）、稲本泰生（前教育室長） 

【主な成果】 

正倉院宝物に関連する調査研究を積極的に進め、その成果は当館が編集・刊行した展覧会図録『第 64 回正倉院展』に

掲載されたのに加え、「正倉院展」会場での解説パネル類、新聞連載記事、講座・シンポジウムにおける口頭発表等に反

映された。また、『古事記』を編纂した太安万侶についての研究をおこない、同墓誌を展示するとともに概要を展覧会図

録『古事記の歩んできた道』に掲載した。また春日社社家の文芸活動を示す資料や、春日若宮おん祭の祭礼を描いた図

を重点的に調査し、成果を展示に反映するとともに、図録『おん祭と春日信仰の美術』にも掲載した。 

【年度実績概要】 

・「第 64回正倉院展」開催に際し、同題の展覧会図録（和文及び英文）を編集・刊行した。出陳宝物調査資料の精査に 

基づいて各人が執筆した原稿を当館研究員全員で討議・吟味し、内容を確定した各個解説を掲載した。同図録には当 

館研究員の執筆した関連論考（「宝物寸描」）2篇も掲載した。会期中には新聞紙上で当館研究員執筆による宝物紹介 

記事を連載し、公開講座では当館研究員 1名が研究成果を披露した。また当館が企画運営した正倉院学術シンポジウ 

ム 2012「正倉院宝物の近代―壬申検査から 140年―」（於：奈良県新公会堂、24年 11月 4日）でも研究員１名が正倉

院宝物に関連する研究成果を発表し、討論に参加した。 

・正倉院宝物に関する調査のため、研究員 1名を宮内庁正倉院事務所に派遣した（24年 11月） 

・特別陳列「古事記の歩んできた道」の開催にあたり、『古事記』を編纂した太安万侶に関する研究をおこない、その墓 

誌を展示するとともに墓地や周辺資料の研究成果を図録に掲載した。また、同展に向けて奈良文化財研究所及び宮内 

庁正倉院事務所において奈良時代の原本資料を調査し、それを展示するとともに調査成果を図録の内容に反映させた。 

・平城京の時代に編纂された書物に関する研究を実施し、『古事記』『日本書紀』『出雲国風土記』等の写本を、特別陳 

列「古事記の歩んできた道」で展示した。 

・毎年恒例の特別陳列「おん祭と春日信仰の美術」に際し、本年度はおん祭の祭礼の様子を描いた絵巻物や屛風画、そ 

れに春日の社家で隆盛した文芸活動に焦点をあてて関連文化財を重点的に調査し、出陳した。調査研究の成果は、同 

名の展覧会図録及び解説パネルなどに反映された。 

            
特別陳列会場 太安万侶墓解説パネル 

 

【実績値】 

展覧会等図録刊行 6冊 

講座・研究会等発表回数 3回（正倉院展口座 2、正倉院シンポ 1） 

論文等発表本数 5本（おん祭図録 1、古事記 1、正倉院宝物に学ぶⅡ3） 

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良国立博物館 処理番号 4543-3 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

かつて平城京がおかれた奈良には、独特の魅力に富んだ地域色豊かな文化が形成され、開花した。

そこには当館が展示・調査研究の主軸としている仏教美術の枠に収まりきらない要素が、多分に含ま

れている。また奈良時代の日本に開花した文化の高い水準と国際性を、最も雄弁に物語る存在である

正倉院宝物を、毎年恒例の「正倉院展」で展示する館として、当館は世界でも唯一無二の存在である。

これら諸点に鑑み、正倉院宝物及び奈良という地域に密着した文化財の調査研究を展開し、その魅力

を掘り起こして展示・刊行物等で広く紹介する活動を行ってきたが、本年度もこれまで同様、質量両

面において十分な実績を挙げることができた。次年度以降も同様の業務を継続し、着実に成果を挙げ

ていく必要がある。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

正倉院宝物や奈良という地域に密着した文化財に関する調査研究は、「仏教美術及び奈良を中心とし

た有形文化財の、基礎的かつ総合的な調査研究を行う」という計画の趣旨にきわめてよく適合するも

のであり、その成果の展示等への反映も要請度の高い業務である。本年度は恒例の正倉院展開催時の

刊行物や講座・シンポジウム、各展覧会の図録等において優れた成果を公表することができ、順調に

実績を挙げることができた。次年度以降も同レベルの成果を得ることができるよう、この方面におけ

る調査研究活動を継続的に実施していかねばならない。 

 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

判定理由 

適時性：古事記の完成から 1300 年の記念の年に、本書にまつわる特別陳列を開催し、研究成果を展示内容と図録に 

反映することができた。 

独創性：春日若宮祭礼図の研究成果を展示に反映させたこと等は、当該地域に密着した文化財調査を継続している当 

館でなければ成し得ないものであるため。 

発展性：春日若宮祭祭礼図の研究や、春日社社家の文芸に関する研究は、未知の資料の発掘も含め、今後の発展が期 

待できる研究であるため。 

効率性：正倉院展の内容が開示されてから開催までの短期間に、出陳宝物に関する研究を効率良く実施し、その研究 

成果を図録の内容に反映することができた。 

継続性：春日若宮祭や春日社に関する研究は、当館が平成１８年度から継続して毎年開催している特別陳列「おん祭 

と春日信仰の美術」に関わるものであるため。 

正確性：特別陳列「古事記の歩んできた道」の図録は、この分野で最先端を行く古事記学会の支援も得て、正確性の 

高い書物とすることができた。 

観点 図録等刊行 
講座・研究発表

等回数 

論文等発表 

本数 
   

判定 Ａ Ａ Ａ    

判定理由 

図録等刊行：開催したすべての特別展と特別陳列で図録を刊行できた。 

講座・研究会等発表回数：当該研究の成果を反映した口頭発表を実施することができた。 

論文等発表本数：当該研究の成果を盛り込んだ文章を各種公表することができた。 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良国立博物館 処理番号 4543-4 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 

４）東京文化財研究所と共同で行う天台高僧像（一乗寺蔵）、信貴山縁起絵巻（朝護孫子寺蔵）

の調査など、仏教美術の光学的調査研究を実施し、作品の材料・技術等の解明に寄与する。((5)

－④) 

【事業概要】 

奈良国立博物館と東京文化財研究所との間で締結した協定書に基づき、両機関の共同研究として仏教美術作品の光学

的調査を実施し、使用材料、製作過程等について検討するとともに、高精細デジタルコンテンツを作成する。光学的調

査は、高精細フルカラー画像の作成、可視光励起による高精細蛍光画像の作成、高精細反射近赤外線画像の作成、高精

細透過近赤外線画像の作成、蛍光Ｘ線による非破壊分析、を実施する。 

 

【担当部課】 学芸部 【プロジェクト責任者】 部長 西山 厚 

【スタッフ】 

【奈良国立博物館学芸部】岩田茂樹(美術室長)、内藤栄(工芸考古室長)、野尻忠（企画室長）、岩井共二（教育室長）、

宮崎幹子（資料室長）、谷口耕生（保存修理指導室長）、吉澤悟（情報サービス室長）、斎木涼子(教育室員)、岩戸晶子(列

品室員)、清水健(主任研究員)、北澤菜月(情報サービス室員)、山口隆介（美術室員）、永井洋之(工芸考古室員)、原瑛

莉子(企画室員)、佐々木香輔(資料室員)、【東京文化財研究所】田中淳(企画情報部長)、小林公治(文化財アーカイブズ

研究室長)、早川泰弘(分析科学研究室長)、城野誠治(専門職員) 

【主な成果】 

(1)国宝 信貴山縁起絵巻（奈良・朝護孫子寺蔵）を対象として蛍光Ｘ線分析器を用いた光学的調査を実施した。 

(2)国宝 綴織當麻曼荼羅（奈良・當麻寺蔵）を対象として高精細カラー画像・近赤外線画像・可視光励起による蛍光画 

像の撮影を伴う光学的調査を実施した。 

(3)平成 21～22年度に実施した京都・大徳寺所蔵五百羅漢図の光学的調査の成果に基づいて同作品の総合的調査報告書 

の出版を計画、その報告内容に関する検討会を開催した。 

【年度実績概要】 

(1)本年度は 3 ヵ年計画で実施している国宝 信貴山縁起絵巻を対象とした光学的調査の最終年度に当たる。前年度に引

き続き蛍光Ｘ線分析器を用いて顔料に含まれる元素を同定する光学的調査を都合 6 日間にわたり当館で実施し、全 3

巻の調査対象となる全ポイントについて基礎的データの収集を終えた。またこれまでの調査で得られたデータに基づ

いて研究会を実施し、調査成果を文化庁が進める信貴山縁起絵巻復原模写事業に反映させること、調査研究報告書の

作成に向けて次年度に顕微鏡写真撮影を中心とする追加調査を実施すること、調査成果を東京文化財研究所に設置さ

れたコンピュータ上で広く一般に公開する方針などを確認した。 

(2)平成 25年度当館開催予定の特別展「當麻寺」の予備調査を兼ねて、24年 12月 17日～12月 21日の 5日間にわたり、

當麻寺所蔵の国宝 綴織當麻曼荼羅を対象とする光学調査を実施した。初めて同曼荼羅に対して行った高精細デジタ

ルカメラを用いてカラー画像、近赤外線画像、可視励起光による蛍光画像、顕微鏡写真の撮影によって膨大な基礎デ

ータを入手するとともに、その画像データを宮内庁正倉院事務所の染織担当研究官と共同で分析を行った結果、綴れ

織り組織の状態について詳細な知見を得ることができた。當麻寺展の開催期間中には調査成果を踏まえた国際シンポ

ジウムを開催するとともに、調査研究報告書の刊行を目指して関連作品の追加調査及び研究会を次年度以降も実施し

ていく予定である。 

(3)一昨年度に刊行した『大徳寺伝来五百羅漢図銘文調査報告書』の入手が極めて困難な状況になっていることを踏まえ、

同報告書を発展させた大徳寺伝来五百羅漢図総合調査研究報告書の出版計画を推進した。24年 12月 19日に当館で開

催した出版にむけての研究会において、前報告書刊行後に蓄積された五百羅漢図に関する最新の研究状況について報

告を行うとともに、追加調査の実施計画について協議した。 

【実績値】  

調査回数 3回：24年 4月 25日、4月 27日、7月 25日 

～7月 27日、12月 17日～12月 21日 

調査作品数 2件 4点： 

国宝 信貴山縁起絵巻(朝護孫子寺蔵) 1巻 

国宝 綴織當麻曼荼羅（當麻寺蔵）1幅 

研究会開催件数 3回： 

奈良国立博物館で 24年 7月 26日、24年 12月 19日  

東京文化財研究所で 24年 9月 28日 

 

 

  
高精細デジタルカメラを用いた 

綴織當麻曼荼羅の蛍光画像撮影 

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良国立博物館 処理番号 4543-4 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

本年度は、3 ヵ年計画で進められている平安絵巻の名品国宝信貴山縁起絵巻に関する光学調査の 3

年度目に当たる。最新鋭の光学機器を用いた調査の実施により、従来は不明だった文化財の材質や構

造を明らかにすることができ、また文化財の保存・修理を将来行う上での指針となる詳細な現状記録

を残すことができた。また、共同研究のメンバー以外にも当該作品を総合的に評価するために外部の

研究者を招聘して調査を実施するとともに、調査によって得られたデータをもとに研究会を行った。

特に本年度は、前年度に引き続き蛍光Ｘ線分析器を用いた顔料分析を中心に実施し、基礎的データの

収集に努めたが、次年度には本年度に計画しながら実施できなかった高精細デジタルカメラによる顕

微鏡撮影を行う計画であり、追加調査を重ねていくことで分析の精度を高め、報告書の刊行につなげ

たい。また特別展の予備調査を兼ねて実施した綴織当麻曼荼羅を対象とする光学調査によって、初め

て同曼荼羅に関する高精細デジタル画像データを入手することができ、従来は不明だった材質や構造

の解明、さらには修理の指針となる詳細な現状記録を残すことができた。次年度以降も関連作品を中

心に追加調査を実施し、将来の報告書刊行に備えたい。なお今後は、調査前・調査後の検討会をより

綿密に行う一方、現在は１週間程度かかる１回あたりの調査実施期間を圧縮して、スムーズな日程調

整を実現にするとともに、作品自体への負担を軽減したい。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

調査研究事業は、その進捗度、従来の水準を維持しつつ比較的堅調に実現できたと考える。 

調査研究については、今後もこのペースを維持しつつ、報告書・目録作成やデータベースの公開に

力を注ぎたい。 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

判定理由 

適時性:調査成果を特別展の展示内容や文化庁復原模写事業等に着実に反映させることができた。 

独創性:可視光励起による蛍光画像撮影等、文化財への応用が進んでいない最新の光学機器を用いた調査を実施した。 

発展性:仏教絵画における顔料・絵画技法の解明を進めるため、光学的調査で得られた基礎データを蓄積した。 

効率性:当初計画どおり信貴山縁起絵巻の蛍光Ｘ線調査を終えるとともに、當麻寺展開催に伴い急遽決まった綴織当 

麻曼荼羅調査も年度内に実施することができた。 

継続性:東京文化財研究所と締結した協定に基づき、平成 17年度から継続的に調査を実施している。 

正確性：最新の光学機器を用いてデータを収集し、得られた成果をもとに検討会を重ねて報告書作成の準備を進めた。 

観点 調査回数 調査作品数 
研究会 

開催件数 
   

判定 Ａ Ａ Ａ    

判定理由 

調査回数 ：延べ 11日間にわたる調査を実施した。（目標値：約 1週間） 

調査作品数：日本古代仏教美術を代表する国宝 2件について調査を実施した。（目標値：2～3件） 

研究会開催件数：東京と奈良でそれぞれ研究会を実施し、収集データの検討を重ねた。（目標値：2～3回） 
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【書式Ｂ】 施設名 九州国立博物館 処理番号 4554-1 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 1) 日本とアジア諸国との文化交流に関する調査研究((5)－⑤) 

【事業概要】 

九州国立博物館がコンセプトに掲げているアジアとの交流について、関係諸国とのさまざまな形での研究活動を進め、 

これを展覧会や研究報告の形などで示していく。 

【担当部課】 学芸部企画課 【プロジェクト責任者】 課長 小泉惠英 

【スタッフ】 

藤田励夫（博物館科学課保存修復室長）、原田あゆみ（文化財課資料管理室主任研究員）、赤司善彦(展示課長)、渡部史

之（博物館科学課アソシエイトフェロー）、遠藤啓介（展示課展示調整室研究員）、望月規史（文化財課アソシエイトフ

ェロー）、川畑憲子（企画課文化交流展室主任研究員）、市元塁（企画課特別展室主任研究員）、末兼俊彦（京都国立博物

館研究員）、猪熊兼樹（東京国立博物館研究員）、山田均（名桜大学国際学群教授）、常松幹雄（福岡市経済観光文化局埋

蔵文化財調査課調査第１係長） 

 

【主な成果】 

タイ国芸術局との学術交流協定に基づき、九州国立博物館の研究員がタイのバンコク、チェンマイ、メーホンソンに

おいて、遺跡・博物館の調査を実施した。韓国国立公州博物館との学術交流協定に基づき、公州、ソウルの遺跡・博物

館の調査を実施した。韓国から 2 名を日本に招聘した。ベトナム・ハノイ国立歴史博物館との学術交流協定に基づき、

同博物館の所蔵品を中心とする調査を行なった。 

 

【年度実績概要】 

 

・タイ国芸術局とは、平成 23年度に実施した展覧会の成果を受け、24年 8月に今後の

継続的な共同研究を目指して新たに学術交流協定を締結した。研究分野は考古学、美

術史学、歴史学に及ぶもので、その第 1回目の調査としてタイ北部の調査を実施し、

日本から当館研究員 4名、当館以外に計 4名が参加した。本年度は、近世から近代に

かけてタイにもたらされた日本の文化財の悉皆調査の一部をなすものである。 

 

・韓国国立公州博物館との協定に基づく調査では、古代山城、百済に関連する遺物の調

査を実施し 2 名が参加した。この調査は平成 26 年に予定されている「大百済展（仮

称）」の予備調査にも位置づけられるものである。公州博物館からは 2 名を招聘し、

我が国において青銅製品の調査を行った。 

 

・ベトナム・ハノイ国立歴史博物館との協定に基づく調査では、同博物館所蔵品をはじ

め、タンロン遺跡博物館、ハノイ市博物館などのベトナム関連遺物の調査を実施し、

また資料写真の撮影をした。これは平成 25 年に予定されている「大ベトナム展」の

予備調査に位置づけられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ベトナム・ハノイ国立歴史博

物館での作品撮影風景 

【実績値】 

調査回数 計 6回 （タイ 1回、韓国 2回、ベトナム 3回） 

 

研究員海外派遣数 のべ 23名 （タイ のべ 8名、韓国 のべ 2名、ベトナム のべ 13名） 

 

研究員受入数 のべ 2名（韓国） 

 

研究報告回数 1回（韓国） 

 

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 九州国立博物館 処理番号 4554-1 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価  

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

 

国際的な共同研究として、数ヵ年に渉る計画を立案し、その初年度の事業を順調に実施した。 

次年度以後、展覧会等の形で成果を反映する予定である。 

 

 

４．中期計画の実施状況の確認  

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

 

相手国との連携を計りながら、計画通りに調査を遂行している。また、展覧会への準備も同時に進

行中である。 

 

 

 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 継続性   

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ   

判定理由  

適時性：博物館の基本的な活動たる展覧会の実施に先立ち、有効な学術調査が実施できているため。 

独創性：国際的な視野に立った共同調査は、博物館レベルとしては他にあまり例がなく先駆的な活動であるため。 

発展性：人的な交流も深まり、将来的な展覧会の開催等へ向けての礎を築いているため。 

継続性：研究交流を最低でも 5年単位で実施しており、相互の機関が継続的に事業を実施しているため。 

観点 調査回数 
研究員海外 

派遣数 
研究員受入数 研究報告回数   

判定 Ａ Ａ Ａ Ｂ   

判定理由  

調査回数：開始間もないプロジェクトが多いが年度単位で必要な調査を実施している。  

研究員海外派遣数：展覧会を目標としたプロジェクトにおいても十分な調査が遂行できている。 

研究員受入数：年度毎の計画に沿って予定通りの受け入れを実現した。 

研究報告回数：本年は、相手国の主催する研究会からの要請によって、当方が報告を行うことができた。 
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【書式Ｂ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 4561-1 

(様式 1) 

業務実績書 

 

中期計画の項目 4 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 １)博物館の環境保存に関する研究((5)－⑥） 

【事業概要】 

東京国立博物館における文化財の保存環境及び展示環境について調査研究し、今後の環境の向上に結びつけることを目

的として実施する。 

【担当部課】 学芸研究部 【プロジェクト責任者】 保存修復課長 神庭信幸 

【スタッフ】   

和田浩(保存修復課環境保存室主任研究員)、荒木臣紀(保存修復課環境保存室主任研究員) 

【主な成果】 

本年度は文化財の保存環境の内、特に展示中の空気環境について、下記概要に示す調査研究を行った。文化財が展覧会

期間中に仮設のケース内に収められる際の空気環境について新たな知見が得られたこと、揮発成分濃度の変化を科学的に

解析でき、安全に展示を行うための展示ケース材料の選択肢に幅を持つことが主な成果である。 

【年度実績概要】 

・展示ケース用合板からの放散ガスを遮蔽するアルミシートの性能と効果について。 

  近年は展示ケースの密閉性が向上し、その結果、ケース内における様々なガス濃度は高い濃度に維持されると考えら 

れる。仮設の展示ケースや既設ケース内に置く展示台の多くは木材が用いられ、それらから放散されるガスを抑制す

るために、海外では木材をアルミシートで覆っている事例がある。同様のシートは日本国内においても精密機器運搬

用などに生産されており、ガスバリヤー性、価格、入手の簡便さなどを比較し、展示ケース製作材料としての可能性

を考察した。 

  合板、接着剤、塗料からの放散が予想される室内汚染物質の中から酢酸、蟻酸、アンモニアをサンプルとして着目し、 

表１に示すサンプルについて SUSチャンバ－法（JIS A 1901 に準じる）、インピンジャー捕集によるイオンクロマトグ

ラフ法で濃度を測定し結果を比較した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１ 海外製品と国内製品の比較。単位  [μg/m2/hr]  

 

展示ケース等に使用する板をアルミシートで覆うこ 

とによって、合板から放散されるガスを抑える効果があ 

る事が分かった。実際の展示ケース施工方法では合板と 

クロス、接着剤から放散されるガスが存在するが、アル 

ミシートを用いた施工ではアルミシートを覆うクロス 

を選択する事でガスの放散を抑える効果があることが 

判明した。 

 

 

  

   

試験体 CH3COO- HCOO- NH4
+ 

サンプル A（海外製アルミ

シート） 

検出限

界以下 

検出限界

以下 

検出限

界以下 

サンプル B（合板） 

597  126  

検出限

界以下 

サンプル C（国産アルミシ

ート）  

検出限

界以下 

検出限界

以下 

検出限

界以下 

【実績値】 

研究会発表件数 1件 

文化財保存修復学会（東京） 

 

【備考】 

 

 

試験体
エアー供給ポンプ

ポンプ

SUSチャンバー

有機酸アンモニア
吸着剤

室内空気

フィルタ
インピン
ジャー

トラップ
試験体

エアー供給ポンプ
ポンプポンプポンプ

SUSチャンバー

有機酸アンモニア
吸着剤

室内空気

フィルタ
インピン
ジャー

トラップ
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【書式Ｂ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 4561-1 

(様式 2) 

自己点検評価調書 

 1．定性的評価 

  

2．定量的評価 

 

3．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

 いずれの調査研究も、実験を行うことで得られた客観的データを詳細に分析することで、従来から存

在する問題点について具体的な解決の方向を見出したものであるが、基礎研究にとどまらず、実用的側

面に大きく寄与する成果が得られた。 

 

4．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

 

 計画通り実施されており、当該年度計画を 100％達成。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 正確性  

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ  

判定理由 

適時性：室内汚染による文化財や人体への影響が懸念される今日、その具体的な解決策を探る研究として効果が高い。

独創性：実際の展覧会で使用する材料を調査した上で、具体的な代替材料を提示できたことは優れた成果であるため。 

発展性：今後の同様な展示に対して成果の活用が大いに期待できるため。 

効率性：性格を異にする二つの研究機関がそれぞれの役割を明確に発揮して行った研究であるため。 

正確性：分析及び環境の専門家がそれぞれの立場から研究に参画し、的確なデータを得ることができた。 

観点 研究発表件数      

判定 Ａ      

判定理由 

 研究発表件数：予定通り、成果の波及黄河が期待される学術団体において公表することができた。 
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【書式Ｂ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 4561-2 

（様式 1）                    

業務実績書 

 

中期計画の項目 4文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 
2)博物館における文化遺産の保全と持続的公開を目指した包括的保存システムの研究(科学研

究費補助金)((5)-⑥) 

【事業概要】 

保存と公開という博物館の使命を持続的なものとするためには、あらゆるリスクを予測し、リスクを回避するための対

策を事前に講じることによって、高い安全性に裏付けられた活動へと博物館を質的に転換する必要がある。そのためには、

従来行われてきた基礎研究及び個別的対処を統合し、機動的かつ実効的な臨床保存学を確立する必要がある。その具体的

な方法論としてトータルケアシステムの構築について研究を行う。 

【担当部課】 学芸研究部 【プロジェクト責任者】 保存修復課長 神庭信幸 

【スタッフ】   

土屋裕子（保存修復課保存修復室主任研究員）、和田浩（保存修復課環境保存室主任研究員）、荒木臣紀（保存修復課環境

保存室主任研究員）、佐藤香子（保存修復課研究支援者） 

【主な成果】 

管理分析サブシステム「文化財収蔵場所環境情報管理システム」、温湿度センサー及び二次元バーコードを用いたセン

サーサブシステムの整備が完了した。また包括的保存システムが最大限の効果を発揮するように、館内ですでに利用され

ている既存の列品検索データベースシステム「ProtoDB」と連携し保存修理に関するデータを他のあらゆるデータと関連

付けた。これにより課内職員だけではなく、館内職員の包括的保存システムの利用が可能になった。 

【年度実績概要】 

平成24年度はセンサーサブシステム、データ管理サブシステム、データ分析サブシステム、意思決定サブシステム、

最適化管理サブシステムの稼動と統合を図り、全体システムを完成させた。具体的には以下のとおり。 

・現時点で使用中のカルテのデータベースの整備完了。 

・センサーサブシステムの無線センサーネットワーク化を運用した

温湿度データの集積を開始。 

・位置情報入力について改善。 

・エラーの発生率の改善、劣化要因（Critical To Quality）の定

義及び文化財保存状態の改善の程度を検証し、システムの有効性

を評価。 

・ワークショップや関連研究会などで、システムについての理解と

普及に努め、合わせて今後の発展性について議論。 

【実績値】 

研究会発表件数  10件 

(内訳) 

文化財保存修復学会第 34回大会口頭発表 1件（東京）(2012.06.30-07.01) 

文化財保存修復学会第 34回大会ポスター発表 8件（東京）(2012.06.30-07.01) 

人間文化研究機構連携研究会口頭発表 1件（東京）（2012.11.12） 

 

 

【備考】 

 

人間文化研究機構連携研究会口頭発表風景 
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【書式Ｂ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 4561-2 

（様式２）                              

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

保存と公開を実践しつつ、安全性をより向上させるために、現状の解析と改善を具体的に実施し、

臨床保存学を支援するシステムが完成した。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

 

計画通り実施されており、当該年度計画を 100％達成。 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 正確性  

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ  

判定理由 

適時性：多種多様な大量のデータを日常業務に効果的に使用し、業務の正確性、先見性、効率性の向上を実現するこ 

とは喫緊の課題であり、それに対応する研究を実施することができた。 

独創性：前述の課題を具体的に解決する研究は他にはないため。 

発展性：構築されたシステムを用いることで、安心安全な保存環境の実現に寄与できる。また、さらに効果的なシス 

テムを研究開発するための基礎が完成した。 

効率性：5年間研究計画の中で、最終年度で目標の成果が達成できた。 

正確性：共同研究者がそれぞれの専門性からシステム構築に深くかかわり、的確な判断を行いながら、目標とする研 

究を実施できた。 

観点 研究発表件数      

判定 Ａ      

判定理由 

 研究会発表件数：波及効果が期待される学術団体の研究大会などで、10件の成果を公表した。 
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Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



【書式Ｂ】 施設名 京都国立博物館 処理番号 4562-1 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 4 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 1)修復文化財に関する資料収集及び調査研究((5)－⑥) 

【事業概要】 

文化財保存修理所において修復が行われている文化財に関して情報を収集する。 

【担当部課】 学芸部 【プロジェクト責任者】 保存修理指導室長 淺湫 毅 

【スタッフ】   

大原 嘉豊（研究員）、伊東史朗（調査員・和歌山県立博物館長） 

【主な成果】 

 平成 24年度に新規搬入された作品の「修理計画書（設計書）」にもとづき、データを入力し、平成 23年度に完成、搬

出した作品については、各工房より提出された「修理解説書（報告書）」にもとづき、データを追加、更新した。また、

平成 20年度に修理が完成した作品に関する報告を『京都国立博物館文化財保存修理所修理報告書』第 9号に掲載し、修

理時に発見された銘文 6件を「銘文集成」として報告した。 

 

【年度実績概要】 

・文化財保存修理所の工房に搬入される新規修理作品に関して、データを収集し、データベースに登録した。 

・過去の修理作品に関してもデータの更新、整理作業を行った。 

・毎月行っている文化財保存修理における修理工房の巡回時の他、適宜工房において、修理中にしか得ることのでき 

ない情報（作品の構造や使用材料、内部納入品や銘文など）を収集し、分析を行った。 

・『京都国立博物館文化財保存修理所修理報告書』第 9号に掲載する平成 20年度修理作品のデータを整理するととも 

に同年の修理で発見された銘文の解読作業を行った。 

 

【実績値】 

・データ収集件数 

平成 24 年度は 83 件の新規修復文化財の搬入があり、これらの作品に関してデータを収集するとともに、修復データ

ベースへの登録を行った。 

・修復データベースの追加更新件数 

過去のデータに関して 1236回追加、更新を行った。 

・調査回数 

修理所の巡回を 11回行った。その他、新発見の事実や銘文の調査を適宜行った。 

・報告書 

平成 25年 1月に『京都国立博物館文化財保存修理所修理報告書』第 9号（平成 20年度分）を発行した。 

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 京都国立博物館 処理番号 4562-1 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

文化財保存修理所で行われる修理作品から得られる情報はおおむね収集でき、またその成果を報告

書に反映した。 

よって、修復文化財に関する情報の収集を適切に行い得ることができた。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

修復文化財に関する資料収集及び調査研究は、ほぼ予定通り進めることができた。24年度に収集さ

れた情報をさらに充実させる為、他年度と関連づけながら、さらなる情報の収集を図りたい。 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

判定理由  

適時性：文化財の修復は、現在社会的関心の高い問題であり、収集したデータはその貴重な資料となっているため。 

独創性：修理作品を館の寄託品として受け入れ、修理によって得られたデータを各研究員の間で共有しているため。 

発展性：修理データをデジタル化して、修復データベースへ登録し、将来の公開に備えているため。 

効率性：データをデジタル化することで、修理作品の情報検索を容易にしているため。 

継続性：収集したデータにより『京都国立博物館文化財保存修理所修理報告書』を継続的に発行しているため。 

正確性：報告書の発行に際し、データの正確性について再確認をしているため。 

観点 
データ収集 

件数 

データ追加 

更新件数 
調査回数 報告書   

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ   

判定理由 

データ収集件数：修理作品に関するデータの蓄積は、順調である。 

データ追加更新件数：修復データベースへの登録は、順調である。 

調査回数：修理所の巡回・調査回数は、順調である。 

報告書：『京都国立博物館文化財保存修理所修理報告書』第 9号の 1冊を発行した。 
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【書式Ｂ】 施設名 京都国立博物館 処理番号 4562-2 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 4文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 2) 文化財の保存・修復に関する調査研究((5)－⑥) 

【事業概要】 

歴史的資料の中でも特に考古遺物は、土中埋蔵中に腐食層に覆われるため、作品が本来持っていた色彩を失っている。 

本研究は、材料科学の手法を用いて制作当初のオリジナルな状態で呈していた色の復元を試みることを目的とする。こ

の研究は保存修理の工程と共に行うことが可能であり、また歴史的資料の考察の際にこれまでほとんど意識されていな

かった分野に新たな視点を提供するものと位置付けられる。 

【担当部課】 学芸部 【プロジェクト責任者】 部長 村上 隆 

【スタッフ】   

【主な成果】 

(1)京都国立博物館所蔵の古代青銅鏡のオリジナルな色を復元できた。 

(2)長野県柳沢遺跡出土の銅鐸が形態的形式に伴い、オリジナルな色が異なることを明らかにした。それに伴い、銅鐸が

奏でる音にも違いがある可能性を示唆した。 

【年度実績概要】 

(1)・緑青サビで覆われている古代青銅製遺物は、長期間の埋蔵環境下で表面を暑く緑青サビで覆われてしまうため、現 

在ではすべての遺物がほぼ同様の色を呈している。しかし、材料科学的手法で制作当初の材質を精確に評価するこ 

とで、遺物が持っていたオリジナルな色を復元できることを、京都国立博物館所蔵の古代青銅鏡の調査により提示 

した。 

・例えば、3世紀に制作されたとされる「三角縁神獣鏡」は、本来は金色がかった銀色を呈している。この事実を実 

際に体験するために、三次元デジタイザによる精確な形状計測、材料科学分析などのデータに基づき、レーザを用 

いた金属粉体溶融造形法という最新の技術を用いて復原品を制作した。（この成果は、本年 12月開催したチャリテ 

ィーエクシビジョン「RossoRosso Kyoto 2012」などの展示にて一般に公開した） 

(2)・長野県柳沢遺跡は東日本で初めて銅鐸と銅戈が一緒に出土したことで注目された。これら銅製遺物を保存修理する

過程で精確な材質調査を行い、銅鐸に明らかな組成の違いがあること確認することができた。また、この組成の違

いと考古学的な形態分類とが一致することも判明した。青銅を構成する主要元素は、銅とスズであり、この配合の

違いが銅鐸の形態分類と一致するわけである。なお、銅戈についても形態的分類と成分の配合比の違いは良い一致

を示した。 

・銅合金は、銅とスズの配合の違いが合金の色に反映される。従って、この違いが銅鐸のオリジナルな色にも反映さ 

れていたと考えられる。またこの配合の違いは、銅鐸の奏でる音にも影響を与えることも推定される。 

・これまでの銅鐸研究は、形態と文様の変遷が主に論じられてきたが、色と音という新たな観点から考察することを

可能にすることができた。 

  
 

【実績値】 

・青銅鏡調査 20 件（オリジナルの色を考察するために調査した古代青銅鏡は、愛知県犬山市東之宮古墳出土の青銅鏡

16面を中心に計 20面） 

・銅鐸調査 5件（長野県柳沢遺跡出土） 

・銅戈調査 8件（  〃  〃   ）  

【備考】本研究は、学会発表、成果展示で公開した。また、成果は新聞などで取り上げられた。 

①銅鐸調査５件：銅鐸研究に関する学会発表：村上 隆他「長野県柳沢遺跡出土銅鐸に関する色と音の考察」（日本文 

化財科学科会：(京都大学)）（24年 6月） 

②青銅鏡復元製作成果公開：「RossoRosso Kyoto2012 フェラーリ F1と古代青銅鏡の夢の競演」（京都国立博物館）（24 

年 12月）、「日本人の智慧展」（パリ日本文化会館）（24年 4月）、「同」（スリランカ）（24年 7月） 

③新聞掲載：「銅鐸 形式で材質に差 成分分析ＣＧで色再現」（読売新聞）（24年 6月 23日） 

      「銅鐸の音色 違い発見 弥生人に迫る手がかり」（朝日新聞）（24年 8月 27日） 

柳沢遺跡から

出土した銅鐸

を制作当初の

オリジナルな

色を CG によっ

て復元 

（左２個は、ス

ズが多く、右 3

個はスズが少

ない） 
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【書式Ｂ】 施設名 京都国立博物館 処理番号 4562-2 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

定性的評価が概ね高いことが総合的評価に反映できたが、定量的評価としては、調査対象の絶対数

が限られ、このような調査自体が可能かどうかわからない状況ではどうしても抑えざるを得ない。 

今後同様の調査を少しずつでも重ねていくことで、歴史資料の本質に迫る研究を充実させることが可

能になろう。 

 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

 

文化財の保存修復が、単なる修理作業に終わるのではなく、その過程の中で資料が秘めている情報

を精確に把握し、その情報を基に資料そのものの本質を探る作業を目指しており、その点において十

分な成果を挙げている評価できる。 

 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ａ Ｓ Ｓ Ａ Ａ Ａ 

判定理由 

適時性：東日本で初めて銅鐸と銅戈と一緒に出土した長野県柳沢遺跡の調査研究に対して行った調査の一環である。 

独創性：従来の研究手法とは異なる視点を提示し、銅鐸研究の新たな方向性を示すことができた。 

発展性：銅鐸や青銅鏡に限らず、歴史資料のオリジナルな姿に迫る方法として発展性は高い。 

効率性：保存修理と並行して調査を進めたため効率性は良い。 

継続性：かねてから追及しているテーマの一事例であり、継続性は高い。 

正確性：妥協のない精確な分析を行い、その成果を十分に活かすことができた。 

 

観点 青銅鏡調査 銅鐸調査 銅戈調査    

判定 Ｂ Ｂ Ｂ    

判定理由 

青銅鏡調査：定量的評価としては、青銅鏡に関してはこれまでの調査事例でほぼ達成できていると考える。 

発掘調査：銅鐸に関しては、さらに調査件数を増やす必要がある。 

銅戈調査：銅戈に足対しても、同様に調査事例はまだまだ限られている。 
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Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



【書式Ｂ】 施設名 京都国立博物館 処理番号 4562-3 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 3)文化財の保存・修復に関する調査研究((5)－⑥)(立命館大学Ｇ－ＣＯＥ受託研究） 

【事業概要】 

伝統的な文化財の保存方法を再評価することを目的に、京都市内の代表的な旧家である冷泉家・杉本家において、各 

家に伝わる古文書・絵画・什器・衣装などの保存環境を科学的手法によって計測し、その結果を、他の学術調査の結果

や保存状態、年中行事や日常の使用方法、管理方法などと併せて考察する。 

本研究は、省エネルギーや地球環境に配慮した、これからの博物館のあり方について模索する上でも有益である 

【担当部課】 学芸部 【プロジェクト責任者】 部長 村上 隆 

【スタッフ】   

池田 素子(列品管理室アソシエイトフェロー) 

【主な成果】 

(1)冷泉家住宅・杉本家住宅において、土蔵を中心とした敷地内各所の温度・湿度（相対湿度）を約 1年間計測（平成 22 

年度）したデータを統計し、分析することができた。 

(2)冷泉家・杉本家における日常的な文化財の管理方法について取材し、過去の資料調査の結果等と併せて、(1)の成果

に考察を加え、これを学会等で発表することができた。 

【年度実績概要】 

(1)冷泉家住宅・杉本家住宅における、敷地内各所の温度・湿度（相対湿度）の計測によって、両家ともに代々にわたり、 

美術工芸品などを日常的に保管してきた土蔵の環境について、以下の特徴が見られた。 

・土蔵の平均温度は外気や居住空間と同じように季節に合わせて変化し、平均湿度は年間を通じて外気や居住空間と 

同じかやや高めである。 

・土蔵の温度・湿度は短期間では非常に安定しており、外気の急激な変化に対して緩やかに反応し、時間をかけて季 

節に順応している。 

・土蔵は、扉の開放で温度・湿度が変化しても、短時間のうちに閉鎖すれば、速やかに原状へ回復するようである。 

・木箱に収納することにより、激しい気象変動や扉の開閉など、外気の影響をさらに緩和することができる。 

(2)冷泉家住宅・杉本家住宅における土蔵の管理方法から、以下のような考察と課題が指摘できた。 

・冷泉家住宅・杉本家住宅（ともに重要文化財）には、現在も管理者（当主）が暮らしている。しつらえや年中行事 

のため、管理者は土蔵のどこに何があるかを十分に把握し、必要な時季に土蔵に出入りし、必要なものを出し入れ 

している。こういった日常の「目通し」「風通し」と、(1)で述べた土蔵そのものの環境安定性との相乗によって、 

美術工芸品が土蔵の中でまもられてきたのであろう。 

・しかし、近年では、土蔵を管理するための人員や費用、技術や材料の確保が困難になりつつある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

短期間の温度変化（冷泉家、22年 3月 19日～21日）  短期間の湿度変化（冷泉家、22年 4月 27日～29日） 

【実績値】 

・温度・湿度測定点 20ヶ所（冷泉家住宅・杉本家住宅における測定場所、各家 10点） 

・測定条件 22年 3月～23年 2月（23年 5月まで補足測定）。測定間隔は、15分。 

・管理記録 計２冊。冷泉家住宅・杉本家住宅の各管理者は、上記計測期間において、土蔵の開閉の時間を任意に記 

録し、記録簿は各家 1冊、計 2冊。 

【備考】 

学会発表：「冷泉家における文化財継承保存に関する研究―土蔵環境の観点から―」（文化財保存修復学会（日本大学） 

（24年 7月） 

新聞掲載：「文化財 土蔵が守る 冷泉家調査で裏付け」（24年 7月 10日）（日本経済新聞） 

：「温度・湿度一定 究極の収蔵庫 （冷泉家の土蔵 御文庫）」（24年 8月 7日）（読売新聞） 
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【書式Ｂ】 施設名 京都国立博物館 処理番号 4562-3 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

文化財保存の観点から土蔵の環境調査を行った。これまで土蔵が持つ環境維持能力の正当な評価が

なされていなかったが、今回の調査で電気的エネルギーをまったく使わずに環境の安定性を保つ実態

を明らかにできた意義は大きい。この調査結果を今後の文化財保存に生かすことを検討したい。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

立命館大学 G-COE「歴史都市を守る文化遺産防災学推進拠点」の一環として実施した調査を報告書に

求めるとともに学会にて発表し、調査の成果を速やかに公開した。また、伝統的な土蔵の環境管理の

実態を把握できたことを、今後の収蔵庫管理に反映させていきたい。 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ｓ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

判定理由  

適時性：節電や環境問題が注目される中で、伝統的な文化財保存方法を再評価する、適時の取り組みであった。 

独創性：温度・湿度の長期同時多点測定における測定場所の多様性に、従来研究には見られない、独創性があるため。  

発展性：土蔵の環境に限らず、居住環境の測定、気象データの参照、管理方法の取材など、より多角的な考察への発 

展性が高いため。 

効率性：立命館大学 G-COE「歴史都市を守る文化遺産防災学推進拠点」の一環として、効率的に研究が進められた。 

継続性：館内外におけるさまざまな研究へと継続できるに十分な、測定データをまとめることができた。 

正確性：長期同時多点測定によって、温度・湿度の測定データの正確性を確保できた。 

 

観点 測定点 測定条件 管理記録    

判定 Ｓ Ａ Ｂ    

判定理由 

測定点：多点測定により、多様性に富、かつ精度の高い測定データを得ることができた。 

測定条件：精密計測を長期間継続することができた。 

管理記録：管理者による任意の記録ではあるものの、土蔵の日常管理の状況を概括的に把握することができた。 

 

 

－ 427 －

Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



【書式Ｂ】 施設名 奈良国立博物館 処理番号 4563-1 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 
1) 収蔵庫・展示室・ケース内部等における環境の、文化財に与える影響などに関する調査研究

を持続的に実施し、収蔵品の保存環境の向上を図る。((5)－⑥) 

【事業概要】  

展示室・展示ケース・収蔵庫等の環境が文化財に与える影響の解明を目的として、温湿度センサーによる展示室・展

示ケース内等の温湿度データ収集、展示ケース内に浮遊する粉塵の電子顕微鏡観察、パッシブインジケータによるＶＯ

Ｃ調査、文化財害虫調査トラップの定期的な設置・回収等を継続的に実施し、調査で蓄積されたデータを分析すること

で展示室等の保存環境向上を計る。 

【担当部課】 学芸部保存修理指導室 【プロジェクト責任者】 室長 谷口耕生 

【スタッフ】 

岩田茂樹(美術室長)、内藤栄（工芸考古室長）、清水健（主任研究員）、斎木涼子(教育室員)、山口隆介（美術室員）、降

幡順子（奈良文化財研究所主任研究員） 

【主な成果】 

(1)展示室、展示ケース内に設置した温湿度センサーのデータを分析し、展示･収蔵環境の保持に努めた。 

(2)展示ケース内から回収した粉塵の種類・量を計測し、展示ケースの気密性向上に資するデータを蓄積した。 

(3)展示室・収蔵庫等への昆虫トラップの設置回収により文化財害虫の生息状況を調査し、害虫被害回避につなげた。 

(4)防災工事に伴う収蔵庫内の VOC（揮発性有機化合物）残留濃度調査を実施し、収蔵環境の保全に努めた。 

(5)「環境整備委員会保存環境に関するワーキンググループ」会議を定期的に開催し、保存環境の改善に努めた。 

【年度実績概要】 

(1)展示室、展示ケース内の各所に無線機能付き温湿度センサーを設置し、24時間リアルタイムに温湿度の変化を監視す 

るとともに、ＬＡＮ回線を通じて学芸部内で収集したデータを蓄積し、展覧会ごとに報告書にまとめた。収蔵庫・文 

化財保存修理所内についてはロガ－タイプの温湿度センサーを各所に設置して、保存修理指導室員が定期的に温湿度 

データの回収を行った。これらのモニタリングによって得られたデータを分析し、文化財の展示・収蔵環境の保持 

及び改善につなげた。 

(2)正倉院展終了後、展示ケース内から回収した粉塵を電子顕微鏡で観察し、粉塵の種類及び単位面積当たりの量を計 

測して、展示ケースの気密性向上に資するデータを蓄積した。その結果、粉塵量が多いと判断されたケースについて 

は機密性確保の改修工事を実施した。 

(3)展示室・収蔵庫・文化財保存修理所内など館内 150箇所に設置している文化財害虫調査用トラップを、学芸部研究員 

が当番制により毎月１回交換・回収し、回収したトラップは外部業者に委託して文化財害虫の捕獲数データを蓄積し 

た。この調査データをもとに、害虫被害が懸念される箇所を中心に忌避対策及び殺虫処置を実施し、併せて害虫発生 

を防ぐための清掃による衛生環境の保持などＩＰＭの実践につなげた。 

(4)収蔵の防災工事に伴って庫内壁面に新規設置する調湿ボードについてその性能評価実験を重ねるとともに、設置工事 

によって接着剤等から発生する有機酸・アルカリ性ガスの残存状況についてパッシブインジケータを用いた検査を行 

い、保存環境の安全を確認した。 

(5)学芸部保存修理指導室員と総務課環境整備係員を中心に構成される「奈良国立博物館環境整備委員会保存環境に関 

するワーキンググループ」の会議を 8回開催し、上記の調査等で確認された保存環境に関わる問題点について討議を 

重ねることで、施設の改修など保存環境の改善につなげた。 

 
展示ケース内の粉塵調査 

【実績値】 

保存環境調査実施箇所数：234箇所(展示室内温湿度調査：75箇所、展示ケース内粉塵調査箇所：9箇所、文化財害虫 

生息状況調査箇所：150箇所) 

保存環境調査報告書作成件数：11件(温湿度モニタリング報告書 3件、昆虫類調査用トラップ分類同定結果報告書 8件) 

研究者発表件数：「保存環境に関するワーキンググループ」開催回数：8回 

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良国立博物館 処理番号 4563-1 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

 

前年度に引き続き一年を通じて保存環境調査を着実に実施し、そこで得られたデータをもとに展示

環境の維持・改善に努めることができた。次年度も本年度と同規模の調査を継続的に実施し、データ

の精度をさらに高めるとともに、保存環境変化の兆候を十分に把握できる体制を築いていきたい。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

 

調査研究事業は、その進捗度、従来の水準を維持しつつ比較的堅調に実現できたと考える。今後も

このペースを維持しつつ、保存環境の維持・改善に努めていきたい。 

 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

判定理由 

適時性：温湿度モニタリング報告書を展覧会ごとに、昆虫トラップ報告書を 1回作成した。 

独創性：1日 2万人が来館する正倉院展という特殊環境において、ケースの機密性、温湿度の調査を実施した。  

発展性：保存環境関わる基礎データを着実に蓄積し、施設の改修につなげた。 

効率性：温湿度センサーなど最新機器を導入し、効率的な保存環境データの収集に努めた。  

継続性：無線機能付き温湿度センサーによる 24時間モニタリング、当番制による月 1回の昆虫トラップ設置回収を 

着実に実施した。 

正確性：最新機器を用いてデータを収集し、得られた成果を定期的に報告書の形にまとめた。 

観点 
保存環境調査

実施箇所数 

報告書 

作成件数 
研究発表件数    

判定 Ａ Ａ Ａ    

判定理由 

保存環境調査実施箇所数：前年度と同じ（調査実施箇所数としては必要十分な）点検箇所について継続的にデータ収

集を実施した。 

報告書作成件数：温湿度モニタリング報告書を展覧会ごとに、昆虫トラップ報告書を１回作成した。 

研究発表件数：8回開催し、調査データの検討を重ねた。 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良国立博物館 処理番号 4563-2 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 
2) 館蔵品・寄託品等の調査研究を文化財修理の観点から実施し、文化財の活用及び後世への継

承に資する。((5)－⑥) 

【事業概要】 

・館蔵品、寄託品について詳細に保存状態の調査を実施し、保存カルテとして記録を蓄積することで、将来の文化財修

理への指針に役立てる。 

・館蔵品、寄託品の修理に際し、事前に当該文化財の保存状態について入念な調査を実施し、その結果を基に修理調書

を作成する。 

・文化財保存修理所内での修理中に文化財から得られた材質や銘文などの基礎情報について調査分析を実施し、その成

果を当館研究紀要に掲載する形でデータを蓄積する。 

【担当部課】 学芸部保存修理指導室 【プロジェクト責任者】 室長 谷口耕生 

【スタッフ】 

岩田茂樹(美術室長)、内藤栄（工芸考古室長）、清水健（主任研究員）、斎木涼子(教育室員)、山口隆介（美術室員）、降

幡順子（奈良文化財研究所主任研究員） 

【主な成果】 

(1)館蔵品、寄託品について保存状態を中心に入念な調査を実施し、その所見をもとに保存カルテを作成した。 

(2)館蔵品、寄託品の修理に際し、保存カルテや新規に実施した保存状態調査の所見をもとに修理調書を作成し、修理方 

針を決定した。 

(3)文化財保存修理所で修理中の木造文化財について樹種同定調査を実施し、その成果公開の準備を進めた。 

(4)文化財保存修理所で修理中の文化財から発見された銘文の調査を実施し、その成果公開の準備を進めた。 

【年度実績概要】 

(1)館蔵品・寄託品の貸与や修理などの機会に、彫刻・絵画・書跡・工芸・考古の各部門担当者が、光学機器等を用いて 

保存状態確認を中心とする文化財調査を実施し、そこで得られた成果を保存カルテに記入して基礎データを蓄積し、 

将来の修理への指針に役立てた。保存カルテについては、新規フォームの作成・保管などの管理業務を保存修理指導 

室が担当した。 

(2)館蔵品・寄託品の修理時において、事前に保存状態を中心とする入念な文化財調査を実施し、その成果や保存カルテ 

の情報を参照しつつ修理調書作成し、館内監査を経て修理方針を決定した。 

(3)当館と京都大学生存圈研究所との間で締結した協定に基づき、当館文化財保存修理所内における未指定の木造文化財 

の修理過程で自然に脱落した資料について、所蔵者の同意を得て樹種同定の調査を行った。調査対象となったのは奈 

良市指定の奈良・観音寺所蔵木造十一面千手観音像 1件であり、分析結果は当館研究紀要『鹿園雜集』15号（平成 

25年 3月刊行）に「平成 24年度 修復文化財（木造）材質調査報告」として掲載した。これらの樹種データを蓄積 

することによって、木造文化財の製作技法・製作背景等を樹種の観点から解明する基盤としたい。 

(4)文化財保存修理所内で館蔵品・寄託品及び未指定文化財の修理中に発見された銘文については、当館研究員と修理 

技術者が共同で調査を実施した。とりわけ館蔵品である木造南無仏太子立像の修理に際して合掌手の中から墨書銘を 

付した紙片が発見され、この銘文については修理完成後に当館研究紀要『鹿園雜集』に写真・翻刻データを掲載予定 

である。また海住山寺所蔵阿弥陀浄土曼荼羅の修理に際し、旧軸木の内部から鎌倉時代の墨書銘が見出され、海住山 

寺を創建した貞慶上人の信仰に関わる重要な内容を持つことが判明したことから、特別展「解脱上人貞慶」（24年 4 

月 7日～5月 27日開催）に同軸木を銘文の翻刻とともに展示公開した。 

 

 
海住山寺所蔵阿弥陀浄土図の修理に際して発見された軸木内墨書銘 

【実績値】 

保存カルテ作成件数：総計 127 件 

うち彫刻 14件、絵画 42件、書跡 12件、工芸（金工・漆工・染織）13件、考古 46件 

修理調書作成件数：総計 8件 

うち絵画 5件、書跡 1件、工芸 1件、考古 1件 

調査回数：木造文化財樹種同定調査実施件数：1件、修復文化財銘文調査実施件数：7件 

調査概報：2件（「修復文化財（木造）材質調査報告」、「修復文化財関係銘文集成」） 

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良国立博物館 処理番号 4563-2 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

館蔵品・寄託品の保存状態調査に基づく保存カルテの作成や、以前から継続的に実施している修復

文化財の樹種同定調査・銘文調査を着実に実施し、将来における文化財の研究・修復に資するデータ

を蓄積することができた。次年度以降も本年度のペースを維持しつつ修復文化財調査を着実に実施し

ていく予定である。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

調査研究事業は、その進捗度、従来の水準を維持しつつ堅調に実現できたと考える。今後もこのペ

ースを維持しつつ、修復文化財の基礎データ蓄積に努めていきたい。 

 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

判定理由 

適時性：調査で得られたデータを報告書として公開し、成果の一部を展覧会に反映させた。 

独創性：他の研究機関と協定を結び、共同で最新の分析機器を用いた修理文化財の材質調査を実施した。  

発展性：材質・保存状態に関する調査を着実に実施し、将来の文化財修理に益する貴重な基礎データを蓄積した。 

効率性：修理・貸与の時宜を見計らって計画的に文化財の材質・保存状態調査を実施した。  

継続性：文化財の材質・保存状態調査を継続的に実施し、そこで得られた基礎データを着実に蓄積することができた。 

正確性：最新機器を用いて文化財の材質・保存状態に関する基礎データを収集し、入念な分析によって得られた成果 

を報告書の形にまとめた。 

観点 
保存カルテ 

作成件数 

修理調書 

作成件数 
調査回数 調査概報   

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ   

判定理由 

保存カルテ作成件数：貸与時に列品室から発行される貸付簿とセットで保存カルテを管理するシステムが軌道に乗 

り、着実に保存カルテ笈作成することができた。 

修理調書作成件数：館蔵品修理、寄託品の財団助成修理時に必ず修理調書を作成し、館内の修理監査に備えた。 

調査回数：文化財保存修理所の各工房と協力して、文化財修理時に材質・銘文調査を着実に実施した。 

調査概報：調査で得られた修理文化財の材質・銘文データを全て当館紀要に掲載した。 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良国立博物館 処理番号 4563-3 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 
3) 館蔵品・寄託品等の調査研究を保存科学の観点から実施し、貴重な文化財の後世への継承に

資する。((5)－⑥) 

【事業概要】 

・館蔵品、寄託品等の修理に際し、修理前・修理中に当該文化財に対して透過Ｘ線や蛍光Ｘ線等を用いた光学調査を実

施し、その所見を修理方針に反映させる。 

・館蔵品、寄託品の文化財の修理において、修理前に電子顕微鏡を用いた料紙・料絹の繊維組成調査を実施し、その成

果をもとに補紙・補絹を調製する。 

・文化財保存修理所で修理中の文化財について、研究員と各工房職員が共同で光学機器を用いた材質調査を実施する。 

【担当部課】 学芸部保存修理指導室 【プロジェクト責任者】 室長 谷口耕生 

【スタッフ】   

岩田茂樹(美術室長)、内藤栄（工芸考古室長）、清水健（主任研究員）、斎木涼子(教育室員)、山口隆介（美術室員）、降

幡順子（奈良文化財研究所主任研究員） 

【主な成果】 

(1)館蔵、寄託品の修理に際し、蛍光Ｘ線を用いた材料調査、近赤外線写真やポリライトを用いた補筆・補絹分布調査、 

  透過Ｘ線を用いた構造調査等を実施した。 

(2)館蔵、寄託品のうち絹製文化財の修理において電子顕微鏡を用いた料絹の組成調査、紙製文化財の修理において同じ 

  く料紙の繊維調査を実施し、その所見を修理に用いる補絹・補紙の調製に反映した。 

(3)文化存修理所の修理寄託中の文化財について蛍光Ｘ線を用いた材料調査を実施し、修理方針に資するデータを蓄積し 

  た。 

【年度実績概要】 

(1)・絵画部門の館蔵品、重要文化財絹本著色十王図の修理に際し、肌上げ作業終了時に料絹の裏から近赤外線撮影を行 

     行うとともに、蛍光Ｘ線を用いて裏彩色の顔料調査を実施し、絹裏の状態について基礎データを収集した。 

  ・絵画部門の館蔵品、重要文化財絹本著色普賢延命像の修理に際し、高精細デジタルカメラを用いた近赤外線写真撮 

   影を実施して、補筆・補彩の有無や、補絹箇所における絹の重なり状態について把握し、その所見に基づいて補絹 

   去作業の方針について協議した。 

  ・工芸部門の館蔵品、国宝刺繍釈迦説法図の修理に際し、表具の内部構造を把握するために当館光学調査室において 

   透過Ｘ線撮影を実施し、修理方針決定に向けての基礎データを収集した。 

  ・考古部門の館蔵品、陶棺の修理において、透過Ｘ線を用いた構造調査強化のために含浸させる樹脂の選定に   

ついても修理技術者と検討を重ねた。 

(2)館蔵、寄託品のうち絵画部門の絹製品 2件の修理において、電子顕微鏡を用いた料絹の組成調査を修理技術者と共同 

  で実施し、その成果を補修絹の調製に反映した。同じく、書跡部門の紙製品 2件について、電子顕微鏡を用いた料紙 

  の繊維調査を修理技術者と共同で実施し、その所見を補修紙の調製に反映した。 

(3)文化存修理所で修理中の装飾経の見返絵及び界線に用いられる金属系色料について、学芸部研究員が蛍光Ｘ線による 

  材質調査を実施し、修理方針及び時代判定の材料を提供した。 

 

・東京文化財研究所との共同研究により、寄託品の国宝信貴山縁起絵巻について蛍光Ｘ線を用いた顔料調査を実施し、 

 前年度までに実施した近赤外線撮影及び可視光励起による蛍光画像撮影の成果と併せて、文化庁が進めている同絵 

 巻の復元模写に資する基礎データを蓄積した。 

 
                                蛍光Ｘ線分析器による顔料調査 

【実績値】 

調査回数 9回 （館蔵品、寄託品等の修理に伴う光学的調査実施回数：9回） 

研究会回数 17回 （館蔵品、寄託品等の修理に使用する補修材料の検討会実施回数：17回） 

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良国立博物館 処理番号 4563-3 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

館蔵品・寄託品の修理に伴って、保存状態の確認や材質解明を主目的とした光学的調査を着実に実

施し、当該文化財の修理方針決定や、将来における文化財の研究・修復に資する基礎データを蓄積す

ることができた。次年度以降も本年度のペースを維持しつつ、館蔵品・寄託品を主対象とする保存科

学的手法を用いた調査を着実に実施していく予定である。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

 

調査研究事業は、その進捗度、従来の水準を維持しつつ堅調に実現できたと考える。今後もこのペ

ースを維持しつつ、文化財の基礎データ蓄積に努めていきたい。 

 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

判定理由 

 適時性：修理前、修理中に実施した材質・構造調査の成果を修理方針に反映させた。 

 独創性：最新の光学機器を用いた材質・構造調査を実施し、その成果を修理方針に反映させた。 

 発展性：修理文化財の材質・構造に関する基礎データを着実に蓄積し、そのデータを修理技術者に提供することで修 

     理技術の発展に努めた。 

 効率性：文化財保存修理所内で修理される文化財について、館が所有する最新の光学機器を積極的に活用し、高精度 

     の材質･構造調査を館内で効率的に実施した。 

 継続性：修理文化財の材質・保存状態調査を継続的に実施し、得られた基礎データを着実に蓄積することができた 

 正確性：最新機器を用いて文化財修理に有益な材質・保存状態に関する基礎データを収集・精査し、そこで得られた 

     所見を補修材料の選択等の修理方針決定に反映させることができた。 

観点 調査回数 研究会回数     

判定 Ａ Ａ     

判定理由 

 調査回数：館蔵品・寄託品の修理において確実に調査を実施することができた。 

研究会回数：修理文化財の材質・構造調査で得られたデータについて修理技術者と共同で検討を重ね、その成果を補 

       修材料の選定等の修理方針に反映させた。 
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【書式Ｂ】 施設名 九州国立博物館 処理番号 4564-1 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 1) 文化財の材質・構造等に関する共同研究 ((5)－⑥) 

【事業概要】 

文化財を解体することなく内部構造を立体的に調査する方法の開発を目指す。九州国立博物館において、Ｘ線ＣＴや

透過Ｘ線を用いて文化財の内部構造を調査する。また３Ｄデジタイザを用いて文化財の詳細な三次元形状を調査する。

文化財の構造や制作技法を理解し、文化財の健康状態を知る。さらに、得られた成果を展示に活用することを目的とす

る。 

 

【担当部課】 学芸部博物館科学課 【プロジェクト責任者】 課長 今津節生 

【スタッフ】 

臺信祐爾（文化財課長）、河野一隆（企画課文化交流展室長）、市元塁（企画課特別展室主任研究員）、楠井隆志（展示課

展示調整室主任研究員）、坂元雄紀（展示課情報サービス室研究員） 

 

【主な成果】 

透過Ｘ線撮影、Ｘ線ＣＴ調査、３Ｄデジタイザ調査等を実施した。その結果、特別展「細川家の至宝」で展示した「銀

人立像」について X線 CT調査の結果、鋳造品の内部構造が判明した。また、文化交流展示室で展示している長崎県鷹島

海底遺跡出土品に関連して、松浦市所蔵の鷹島海底出土金属製品を CT調査した。 

 

【年度実績概要】 

・文化交流展元関連の鷹島海底遺跡出土品について、文化財の構造や材質を調査した。 

・調査は、九州国立博物館が借用しているてつはう、冑、矢束、漆椀、陶磁器類などに

加えて、松浦市所蔵の冑、矢束、武器類、不明鉄製品などに対して行った。測定は、

九州国立博物館のＸ線ＣＴを用いて、320kV, 2mA の条件で実施した。解析は Volume 

Graphics社の VGStudioMAX を用いた。 

・その結果、冑は、蒙古鉢といわれる半球状に近いものがほとんどで、頭頂部の飾りは

鋲留めされていたが、いずれも地金の鉄が溶脱していた。直刀や太刀などの鉄製品も

同様に地金の鉄が溶脱しており、片刃の矛も確認された。矢束は錆で塊となっていた

が、溶脱している鏃は長さが 6cmに及ぶこと、矢柄が竹ではなく木製であること等が

判明した。 

・ＣＴ画像に見るように、鷹島海底遺跡から発見された元寇関連遺物は、全体が錆化し

ており本来の形状が不明瞭である。ＣＴ調査を実施することで本来の遺物の形状が判

明すると共に、遺物の構造や使い方などの調査が飛躍的に進んだ。ＣＴ画像の情報は

展示室でもパネルとして展示して作品の理解に役立てることができた。 

 

 

 

  

鷹島海底遺跡出土矛 

ＣＴ像三次元像・断面像 

【実績値】 

調査件数       80件 

調査回数       40回 

資料収集数      230点 

学会研究会等発表数   5件（①～⑤）日本文化財科学会 1件、文化財保存修復学会 2件、日本地球科学会 2件                          

論文掲載数       2件（⑥・⑦）日本学術振興会 1件、藤井寺教育委員会 1件 

【備考】 

学会研究会等 

①前方後円墳発生期における朱の交易―イオウ同位体比分析による産地推定をとおして―」日本文化財科学会 

第 29回大会（24年 6月 23日） 

 ②「漆工品修復におけるＸ線ＣＴ模型の利用」文化財保存修復学会第 34回大会（24年 6月 30日） 

 ③「漆工品の修復における、Ｘ線ＣＴスキャナの活用」文化財保存修復学会第 34回大会（24年 6月 30日） 

 ④「遺跡出土朱の産地推定のための同位体分析」日本地球科学会第 59回年会（24年 9月 11日） 

 ⑤「前方後円墳発生期における朱の交易―イオウ同位体比分析の産地推定を通して」日本地球科学会第 59回年会 

（24年 9月 11日） 

論文等 

⑥「Ｘ線ＣＴを用いた国宝阿修羅像の健康状態調査と製作技術の解明」科研費ニュース 日本学術振興会（25年 1月） 

⑦「硫黄同位体比法から見た津堂城山古墳出土朱の産地推定」津堂城山古墳報告書 藤井寺教育委員会（25年 3月）   
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【書式Ｂ】 施設名 九州国立博物館 処理番号 4564-1 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価  

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

特別展「細川家の至宝」で展示した「銀人立像」や文化交流展示室で展示した長崎県鷹島海底遺跡

出土品、大分県竹田市南蛮鐘など多くの作品について三次元計測・調査を実施することができた。次

年度も、展示借用計画と連動して計画的な調査を実施したい。 

 

 

 

４．中期計画の実施状況の確認  

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

当初計画に沿って研究内容の水準を保ちながら順調に遂行している。引き続き外部資金を積極的に

活用しながら研究を継続したい。 

 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

判定理由  

 適時性：ＣＴ調査は形状や保存状態の把握に大きな効果がある。鷹島海底遺跡発見遺物の形状把握に効果があった。 

 独創性：我が国の博物館で唯一、非破壊で文化財の構造調査や三次元計測、三次元造形を行うことができるため。 

 発展性：Ｘ線ＣＴ・３Ｄデジタイザ・三次元プリンタによる調査研究は適用範囲が広く、得られる結果も多様である。 

 効率性：Ｘ線ＣＴ・３Ｄデジタイザ・三次元プリンタは短時間でデータを取得できるので時間的投資効果が大きい。 

 継続性：非破壊で採取した計測データを基に、短時間で内容豊富な質の高い基礎情報を蓄積することができる。 

 正確性：Ｘ線ＣＴでは文化財内部の構造を約 0.2㎜、３Ｄデジタイザでは 0.02㎜の高精度で記録することができる。 

観点 調査件数 調査回数 資料収集数 
学会研究会等

発表数 
論文掲載数  

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ  

判定理由  

 調査件数：80件の調査を計画通り実施できた。 

 調査回数：年間 40回の目標値を達成できた。 

 資料収集数：Ｘ線ＣＴ199点、３Ｄデジタイザ 31点、合計 230点の資料調査を計画通り実施することができた。 

 学会研究会等発表数：3件の成果を日本文化財科学会及び文化財保存修復学会で研究発表し、目標を達成できた。 

 論文掲載数：本研究の成果を日本文化財科学会誌に 1件掲載し、目標を達成できた。 
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【書式Ｂ】 施設名 九州国立博物館 処理番号 4564-2 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 2) 博物館における文化財保存修復に関する研究((5)－⑥) 

【事業概要】 

当館の文化財保存修復施設の機能と利点を生かし、西日本地域の大学で装こう技術による文化財保存修復を学ぶ学部

生・大学院生を対象とした研修を実施する。 

 

【担当部課】 学芸部博物館科学課 【プロジェクト責任者】 保存修復室主任研究員 志賀智史 

【スタッフ】 

藤田励夫（博物館科学課保存修復室長）、渡部史之（博物館科学課アソシエイトフェロー）、下田詩織（博物館科学課研

究補佐員）、大賀典子（博物館科学課事務補佐員）、竹上幸宏（国宝修理装こう師連盟九州支部技師長）、田村 公（国宝

修理装こう師連盟九州支部技師）、元 喜載（国宝修理装こう師連盟九州支部技師補） 

【主な成果】 

吉備国際大学 1 名、九州産業大学 3 名、別府大学 1 名、佐賀大学 1 名、広島市立大学 2 名の計 5 大学 8 名が研修に参

加した。少人数のため、実践的な研修を実施することができた。本研修により、参加学生は文化財保護への理解を深め、

また将来の修理技術者の育成にも寄与することができた。 

 

 

【年度実績概要】 

・当館の保存修復施設を利用して地域大学との協業を図る短期インターンシップ

研修プログラムについて、平成 17～23年度の実績をもとに検討、改善した。そ

の成果は、国宝修理装こう師連盟の協力を得て 5大学 8名の学生を対象に 24年

8月 20日（月）～24日（金）にわたり実施された、装こう技術に関する短期イ

ンターンシップ「文化財保存修復研修」に反映された。研修では障壁画の下貼

り作製に関する講義と実習を通じて、文化財保存修復に対する参加学生の理解     

と研鑽を深めることができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「文化財保存修復研修」 

研修風景 

【実績値】 

研修開催数  1回（平成 17年度より 8回目） 

 

参加者数   計 5大学 8名 

（吉備国際大学 1名、九州産業大学 3名、別府大学 1名、佐賀大学 1名、広島市立大学 2名） 

 

 

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 九州国立博物館 処理番号 4564-2 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価  

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

大学で保存修理の基礎教育を受けた学生を対象に実践的な研修の場を提供することで、修理技術者

の育成を図ることができる機関はきわめて少なく、次年度以降も地域大学の学生を対象に、本事業を

継続していく予定である。 

 

 

４．中期計画の実施状況の確認  

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

平成 17 年度より少人数の実習を継続的に行っており、参加者数も安定している。そのため、平成

25年度以降も引き続き同様の研修を実施する予定である。 

 

 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

判定理由  

適時性：公共財産である文化財を伝えてゆくためには修理技術者の育成が必要で、公共性も高いため。 

独創性：同様な研修を行っている公的機関は西日本地域には無いため。 

発展性：文化財修理は近年注目されており、社会的な影響性は高いため。 

効率性：5日間の短期間でかつ少人数、整った設備で、効率的に研修を行うことができた。 

継続性：技術者の育成は継続的に行う必要があり、研修も毎年継続して行う必要があるため。 

正確性：国宝修理装こう師連盟の協力により、正確な研修を行うことができた。 

観点 研修開催数 参加者数     

判定 Ａ Ａ     

判定理由  

研修開催数：計画通り実施できた。 

参加者数：実習としては適切な人数である。地域大学からの申し込みも多く、研修への関心の高さが窺える。 
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【書式Ｂ】 施設名 九州国立博物館 処理番号 4564-3 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 3) 博物館危機管理としての市民協同型ＩＰＭシステム構築に向けての基礎研究((5)－⑥) 

【事業概要】 

平成 24年度文化庁文化遺産を活かした観光振興・地域活性化事業「市民と共に ミュージアムＩＰＭ」実行委員とし

て、地域の博物館等と連携協力し、実施する。本事業は、地域に展開可能なミュージアムＩＰＭ支援者育成プログラム

を策定し、館の保存管理機能の基盤強化と共に地域のミュージアム支援者層の拡大に寄与するものである。ミュージア

ムＩＰＭ支援者研修（基礎編・技術編・実践編）を実施し、プログラムを確立する。公開シンポジウムを東京で開催し、

より広い範囲への普及に努める。 

【担当部課】 学芸部 【プロジェクト責任者】 特任研究員 本田光子 

【スタッフ】 

三輪嘉六(館長)、清水圭輔(副館長)、森田稔(副館長)、谷 豊信（学芸部長）阿部 勝（総務課長）、今津節生（博物館科

学課長）、髙田政司(交流課長) 、大石淳子(総務課長補佐)、秋山純子(博物館科学課アソシエイトフェロー)、河北絵里

子（学芸部事務補佐員） 

【主な成果】 

(1)研修会等参加者は、全国の美術館・博物館の学芸員及びボランティアからなるが、毎回大変熱心な参加状況であり、

学芸員・市民の関心の高さがうかがえた。積極的な意見を集約することが可能となり、ミュージアムＩＰＭ支援者研

修プログラム案策定に充分活かすことができた。今後は、本プログラムにより支援者育成を段階的に進める目途が立

てられた。 

(2)公開シンポジウムでは専門家の講演と実践報告等により、東京での情報発信ができた。 

(3)平成 24 年度文化庁文化遺産を活かした観光振興・地域活性化事業「市民と共に ミュージアム ＩＰＭ」を軸に市民

協同型ＩＰＭシステム構築に関する研究を展開しその成果は、事業費より 3冊の報告書を刊行した。 

【年度実績概要】  

(1)ミュージアムＩＰＭ支援者研修プログラムの策定  

専門家や有識者による会議を開催し、ミュージアムＩＰＭ支援者研修（基礎編・

技術編・実践編）の研修を実施した。研修プログラムを全体会議で検証し、問題点

や課題を整理した。 

(1)研修会の実施 

文化財の保存科学と生物被害の基礎を学ぶ研修会（基礎編）と、メンテナンスに 

伴ったダスト・インジケーター観察の基礎を学ぶ研修会（技術編）及び荷解き場・ 

収蔵庫前室兼通路・展示室などで実際のＩＰＭメンテナンスを実習する研修会（実

践編）を実施した。 

(2)公開シンポジウムの開催  

公開シンポジウムを開催し、市民協同型ミュージアムＩＰＭの必要性や重要性を広 

く社会へ紹介する。2名の専門家による基調講演と 3本の実践報告及び座談会の構成 

で、24年 10月 7 日に東京で開催した。 

 

 
IPM支援者研修（技術編） 

 

 
公開シンポジウム 

 

【実績値】 

○検討会等開催回数・・・・・・・・・4回 

 ・「市民と共に ミュージアムＩＰＭ」全体会議：2回 

 ・ワーキンググループ検討会：2回 

○支援者研修会開催回数・・・・・・・3回 

○支援者研修会参加者数・・・・・・72名 

 ・ミュージアムＩＰＭ支援者研修（基礎編）：39名 

 ・ミュージアムＩＰＭ支援者研修（技術編）：26名 

 ・ミュージアムＩＰＭ支援者研修（実践編）： 7名 

○シンポジウム開催回数・・・・1回 公開シンポジウム「市民と共にミュージアムＩＰＭ」（24年 10月 7日） 

○シンポジウム参加者数・・・・145名 

○報告書   3冊 

 ・「市民と共に ミュージアムＩＰＭ」事業報告書（研修編）   300部 

・「市民と共に ミュージアムＩＰＭ」事業報告書（報告会・施設見学調査編）  300部 

・「市民と共に ミュージアムＩＰＭ」事業報告書（シンポジウム編）     1,000 部 

 (参考値) 

○ミュージアムＩＰＭ支援者研修会修了者報告会・・・1回 50名 

【備考】    
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【書式Ｂ】 施設名 九州国立博物館 処理番号 4564-3 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価  

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

今回の事業が、ＩＰＭをひとつの切り口とした、九州国立博物館の着実な取組を多くの方々に理解

していただく契機になるとともに、館の規模や設置形態を超えて、広く参考となるモデルを示すこと

ができた。次年度は本事業の集大成と位置づけ、これまでの事業内容をまとめ、より広範な普及を図

るようにする。 

 

 

４．中期計画の実施状況の確認  

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

 

地域の支援者層の拡大充実を図ることで、市民や機関との連携を深めながら、より積極的に文化財

に関する調査及び研究を推進した。 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

判定理由  

適時性：研修会への文化財関係者の参加希望が多く、需要・必要性が高いため。 

独創性：ＩＰＭに関する先駆的取り組みであり、「市民と共に」という点でオリジナリティがあるため。 

発展性：公開シンポジウムを東京で開催し、さらに広い地域への普及に努めた。 

効率性：文化庁の補助金を活用しているため。 

継続性：ＩＰＭ研修会を基礎編、技術編、実践編と段階的に受講できるため。 

正確性：各方面の専門家の協力により、正確な研修を行うことができた。 

観点 
検討会等開催

回数 

支援者研修会

開催回数 

支援者研修会

参加者数 

シンポジウム 

開催回数 

シンポジウム 

参加者数 
報告書 

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

判定理由  

検討会等開催回数：目標回数、開催した。 

支援者研修会開催回数：目標回数、開催した。 

支援者研修会参加者数：予定を上回る人数の参加があった。 

シンポジウム開催回数：目標回数、開催した。 

シンポジウム参加者数：目標人数を達成した。 

報告書：予定通り刊行した。 
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【書式Ｂ】 施設名 九州国立博物館 処理番号 4564-4 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 4) 東アジアの文化財修復用手漉き和紙の調査研究(UNESCOとの共同) ((5)－⑥) 

【事業概要】 

日本、中国、韓国における文化財の保存修理には、良質の手漉き紙の確保が必要不可欠である。そのため、各国の手

漉き紙の製作状況を調査する。材料や技法などを詳細に実地調査し、映像記録（動画、静止画）や調査カードにまとめ

る。また、各国での調査結果について報告会を開催し、紙文化財の保存修理に関する各国の共通理解の進展を図る。 

 

【担当部課】 学芸部博物館科学課 【プロジェクト責任者】 保存修復室長 藤田励夫 

【スタッフ】 

森田稔（副館長）、本田光子（学芸部特任研究員）、渡部史之（博物館科学課アソシエイトフェロー） 

 

 

【主な成果】 

中国安徽省巣湖市及び徑県の伝統的製紙工房を調査し、映像記録や調査カードを作成した。また中国江蘇省南京市に

おいて、各国の調査状況を報告する会議を開催した。 

 

 

【年度実績概要】 

・中国安徽省巣湖市の伝統的製紙工房では各施設の調査の他、粉蜡紙の製作工程

などを詳しく調査した。また同省徑県の伝統的製紙工房では各施設の調査に加

え、紙漉の一連の工程を、時間をかけて調査することができた。これにより、

製品からのみでは知り得ない、工程上のさまざまな問題点を調査することがで

きた。 

・各工房での材料及び製作工程の調査を通じて、現状では紙文化財の保存修理に

使用できる手漉き紙がきわめて少数であること、手漉き紙製作の改善を進める

ことで修理材料の確保に努め、紙文化財修理の向上を図る必要があることを改

めて確認することができた。 

 

 

 

 

 

 

 

画像添付 

 

画像解説 

 

 
 

安徽省徑県 製紙工房 

【実績値】 

海外調査件数：2 件  

(中国安徽省巣湖市、徑県) 

 

 

 

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 九州国立博物館 処理番号 4564-4 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価  

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

実地調査の難しい海外の手紙漉き調査について、ユネスコとの連携により円滑に達成することがで

きた。 

 

 

 

４．中期計画の実施状況の確認  

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

計画通り調査が実施され、当初の目標を達成することができた。 

 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

判定理由  

適時性：日本・中国・韓国は紙文化財の保存修理について共通の問題を抱えており、海外での実地調査が必要である。 

独創性：実地調査の難しい海外の手紙漉き調査を実施することができた。 

発展性：手漉き紙の製作状況の調査により、保存修理に用いる良質な手漉き紙の確保を図ることができるため。 

効率性：ユネスコと連携して調査を行うことで、海外においても円滑に調査を実施することができた。 

継続性：各国の手漉き紙の製作状況調査は継続的に行う必要があるため。 

正確性：複数の伝統的製紙工房を調査することができた。 

観点 海外調査件数      

判定 Ａ      

判定理由  

海外調査件数：海外において、複数の伝統的製紙工房の調査を計画通り 2件実施することができた。 
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【書式Ｂ】 施設名 九州国立博物館 処理番号 4564-5 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 
5)デジタル計測技術を使用した文化財の予防保存に関する調査研究（学術研究助成基金助成金）

（(5)－⑥) 

【事業概要】 

本研究では透過Ｘ線撮影及び３Ｄ－ＣＴを用いた文化財の内部構造観察に加えて、ＣＴデータから製作技法を検討す

ると共に、亀裂・空隙・虫害・錆などの劣化痕跡や過去の修復履歴を検証することによって文化財の健康状態を把握し、

その結果を予防保存や保存修復計画に役立てることを目的にした診断システムの構築を目指す。 

 

【担当部課】 学芸部博物館科学課 【プロジェクト責任者】 課長 今津節生 

【スタッフ】 

鳥越俊行（文化財課資料登録室主任研究員） 

 

【主な成果】 

透過Ｘ線による全体把握を基礎にしながら、Ｘ線ＣＴ、特に三次元で再構成表示することが可能な３Ｄ－ＣＴを用い

た観察（内部構造、製作技法、劣化状況、修復履歴など）によって、文化財の非破壊調査を健康診断システムにまで発

展させるための基礎研究を実施することができた。また、この３Ｄデータを三次元プリンタで打ち出して作成したデジ

タル複製品を基にした詳細な検証が効果的であることを確認した。 

【年度実績概要】 

・文化財の予防保存を実現すべく、透過Ｘ線による全体把握を基礎にしながら、X線 CT、

特に三次元で再構成表示することが可能な３Ｄ－ＣＴを用いた観察（内部構造、製作

技法、劣化状況、修復履歴など）を実施すると共に、３Ｄデータを三次元プリンタで

打ち出して作成したデジタル複製品を基にした詳細な検証を行った。 

・具体的には、長崎市聖福寺の御本尊釈迦如来坐像及び迦葉尊者立像・阿難尊者立像を

調査した。諸像は 17 世紀の制作で中国から舶載された仏像としては日本最大級の大

きさである。現地及び博物館で透過Ｘ線撮影を実施して像全体の内部構造把握を行っ

た。その結果、象内に心臓や肺に見立てた金属製の五臓をはじめとする内臓模型を納

めた「生身仏｣の作例であることを確認した。 

・五臓は長さ約15㎝にわたり、肺、心臓、肝臓、牌臓、腎臓、咽喉に見立てた板状の

小片(各2㎝四方)を鎖で繋いでいた。また、五臓の側には骨（仏舎利）喉仏、歯に

見立てた異材質（ガラスあるいは水晶製）の物体もあり、これらと五臓は布に包ま

れ紐で木（長さ35㎝）に結ばれていた。さらに、腹部全体に大小様々な穀類を充満

させていた。 

・三次元データから得られた情報を検証するために、形状データを材質別に分離した。

また、三次元プリンタを用いてデジタル複製品を制作した。その結果、五臓の立体

形状を詳細に確認できると共に、展示物として一般市民へ研究成果を還元すること

ができた。また、将来の解体修理のための基礎情報を得ることができた。 

 

釈迦如来坐像で発見された金

属製五臓他の材質別の三次元

ＣＴ像 

【実績値】 

収集資料数  8点 

学会発表件数 2件（①・②） 

 

【備考】 

学会発表 

 ①「Ｘ線ＣＴ（3Ｄ－ＣＴ）による文化財健康診断システムの構築―劣化痕跡・修復履歴からみた文化財の状態把握―」 

  文化財保存修復学会第 34回大会（24年 4月 15日） 

 ②「Ｘ線ＣＴスキャナ・３Ｄデジタイザを応用した文化財の調査研究と三次元データの活用」中国考古学会 

  （24年 12月 15日） 
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【書式Ｂ】 施設名 九州国立博物館 処理番号 4564-5 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価  

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

 

本研究によって、透過Ｘ線による全体把握を基礎にしながら、三次元で再構成表示することが可能

な３Ｄ-ＣＴを用いた観察によって文化財の内部構造、製作技法、劣化状況、修復履歴などを把握し、

３Ｄデータを三次元プリンタで立体模型を打ち出すことで、文化財保存の詳細な検証を行うことの重

要性が実証された。今後は、これらの観察や検証の結果を総合して、予防的な保存対策や保存修復計

画の立案に進むことが望まれる。 

 

 

 

４．中期計画の実施状況の確認  

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

 

本調査研究は、当初計画にそって研究内容の水準を保ちながら順調に遂行している。すでに、研究

の成果を学会等で発表している。引き続き外部資金を積極的に活用しながら研究を継続し、広く研究

成果を普及させたい。 

 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

判定理由  

適時性：文化財の健康状態を把握し、予防保存に役立てることは文化財保存に必要不可欠であり必要性・緊急性が高 

いため。 

独創性：高品質のデジタルデータ基に、非破壊で文化財の状態把握を行うための研究であり、新規性が高いため。 

発展性：Ｘ線ＣＴ・３Ｄデジタイザ・三次元プリンタによる調査研究は適用範囲が広く、得られる結果も多様である。 

効率性：短時間で高品質のデジタルデータを取得できるので時間的投資効果が大きいため。 

継続性：非破壊で採取した計測データを基に、短時間で内容豊富な質の高い基礎情報を蓄積することができるため。 

正確性：汎用性のある正確な三次元データを基に、文化財の状態を把握することは、多くの文化財調査に有効である。 

観点 収集資料数 学会発表数     

判定 Ａ Ａ     

判定理由  

収集資料数：木造彫刻を中心に 8点を調査し、目標を達成することができた。それぞれの作品について、亀裂・空隙・ 

      虫害・錆などの劣化痕跡や過去の修復履歴を検証することができた。 

学会発表数：文化財の健康診断を目標に、Ｘ線ＣＴによる文化財の状態把握に関する研究発表を計画通り 2件行った。 

      このうち、文化財保存修復学会では 500人の専門家に対して口頭発表を行った。 
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Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



【書式Ｂ】 施設名 九州国立博物館 処理番号 4564-6 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 
6) 三次元データに基づく文化財研究と新展示手法の開発 ―興福寺 国宝阿修羅像を中心にー

（科学研究費補助金・学術研究助成基金助成金）((5)－⑥) 

【事業概要】 

本研究は特別展の際に各地から収集された文化財を科学的に調査することによって、文化財研究の基礎資料を蓄積する

と共に、その研究成果を生かして新しい展示手法を開発することを目的とする。具体的には、文化財用の大型Ｘ線ＣＴス

キャン調査によって得られた、奈良興福寺の国宝 阿修羅像をはじめとする十大弟子像４躯、八部衆像５躯の像内の高精

細三次元データを分析し、奈良時代の脱活乾漆像の構造及び技法、修復履歴を明らかにした上で彫刻史上の作風的位置づ

けを行う。 

 

【担当部課】 学芸部博物館科学課 【プロジェクト責任者】 課長 今津節生 

【スタッフ】 

楠井隆史（展示課展示調整室主任研究員）、鳥越俊行（文化財課資料登録室主任研究員） 

 

【主な成果】 

本研究は興福寺の特別な許可を得て、Ｘ線ＣＴ調査で得られた国宝 阿修羅像をはじめとする十大弟子像 4 躯、八部衆

像 5躯の高精細三次元データを、美術史・工芸史・修復技術・文化財科学・博物館学の専門家が一同に集まって解析する

研究である。本研究によって、Ｘ線ＣＴによって得られた三次元画像を外面・内面・断面を問わず自由に拡大・縮小しな

が調査研究を進めることが可能になった。 

 

【年度実績概要】 

・これまでの研究で、阿修羅像の心木は虫食が無い良好な状態であり、胸部に見え

る亀裂も表面に留まっていることが判明した。また、鎌倉時代と明治時代に実施

された修理の痕跡も明瞭に把握することができた。さらに、三次元データから阿

修羅像の塑土原型像を復元することに成功した。麻布と漆で作られた像内面の凹

凸を反転することで原型像を復元した。この原型像は現在の阿修羅像よりも厳し

い表情をしていたことが判明した。衣や装身具の表現も原型の段階では表現して

いないことも判明した。さらに、三次元プリンタで出力した実物大のデジタル複

製品を製作した。表面だけではなく麻布と漆を重ねて作った内部構造までも忠実

に再現したデジタル複製品によって、見えない部分まで可視化して観察・理解で

きるようになった。 

・本研究の成果は、興福寺の天平彫刻を、科学調査を基盤として正確に位置づける

ことによって、日本彫刻研究の新しい研究基盤を形成することが期待される。 

 

 

 

 

【実績値】 

収集資料数   9点 

学会発表件数  1件（①） 

論文掲載数   1件（②） 

 

 

【備考】 

学会発表 

 ①「漆工品の修復における、Ｘ線ＣＴスキャナの活用」文化財保存修復学会第 34回大会（24年 6月 30日） 

論文 

 ②「Ｘ線ＣＴを用いた国宝阿修羅像の健康状態調査と製作技術の解明」『科研費ニュース』（25年 1月） 

 

凹凸反転内部立体像 
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【書式Ｂ】 施設名 九州国立博物館 処理番号 4564-6 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価  

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

本研究は、Ｘ線ＣＴによる膨大な三次元データを美術史・工芸史・修復技術・文化財科学・博物館

学の専門家が一同に集まって解析することにより、天平彫刻の最高傑作を日本彫刻研究の新しい研究

基盤として位置づけることになる。今後は、随時研究成果を公開し、最終的には膨大な研究成果を集

積した報告書を作成する予定である。 

 

 

４．中期計画の実施状況の確認  

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

 

本調査研究は、当初計画にそって研究内容の水準を保ちながら順調に遂行している。すでに、研究

の成果を学会等で発表し随時研究報告を計画している。引き続き外部資金を積極的に活用しながら研

究を継続したい。 

 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

判定理由  

適時性：天平彫刻の最高傑作を、科学調査することによって日本彫刻研究の新しい研究基盤を形成することができた。 

独創性：所蔵者である興福寺様の特別な許可を得て実施できた研究であり、これまでにない新たな研究基盤である。 

発展性：Ｘ線ＣＴと三次元プリンタによる調査研究は適用範囲が広く、得られる結果も多様である。 

効率性：展示会の際にＣＴ調査を実施しており、高精度の三次元デジタルデータを解析しながら研究データを得られ 

るため。 

継続性：採取した三次元データを基に、内容豊富な質の高い基礎情報を蓄積することができるため。 

正確性：正確な三次元データを基に、文化財の状態を把握することは、多くの文化財調査に有効であるため。 

観点 収集資料数 学会発表数 論文掲載数    

判定 Ａ Ａ Ａ    

判定理由  

収集資料数：阿修羅像をはじめとする十大弟子像 4駆、八部衆像 5躯の高精細三次元データを計測し、十分な 

成果が得られた。それぞれの彫刻について、美術史・工芸史・修復技術・文化財科学・博物館学の専門 

家が一同に集まって解析を進めている。 

学会発表数：Ｘ線ＣＴによる文化財の調査研究として研究発表を、計画通り 1件行った。 

論文掲載数：論文 1件を発表し、目標を達成できた。 
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Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



【書式Ｂ】 施設名 九州国立博物館 処理番号 4564-7 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 7)高精細大型スキャナによる日本刀の保存状態に関する調査研究((5)－⑥) 

【事業概要】 

高精細の大型スキャナを用いて九州国立博物館所蔵の刀剣をスキャニングし、刃文や帽子、沸、鍛え、鑢目、茎の銘

などについて、高精度のデータを得る。そして、この調査を通じて刀剣研磨に先立つ状態確認を行う。更に、刀剣の保

存や研磨におけるスキャナ活用の有用性と可能性を探り、その方法論の確立を目指すことを主眼とする。 

 

【担当部課】 学芸部文化財課 【プロジェクト責任者】 アソシエイトフェロー 望月規史 

【スタッフ】 

【主な成果】 

本年度の調査により、館蔵刀剣 2 口の状態確認をすることができた。この所見により、次年度予定している外部委託

の研磨作業について、予め詳細な見積もりを行うことが可能となった。また、高精細大型スキャナを利用して得られた

画像は、研磨の前後の状態確認に極めて有効な資料となることが明らかとなった。 

 

【年度実績概要】 

 

・調査対象の刀剣とその状態確認 

高精細（3億画素）のデジタルスキャナを用いて、平置きにした館蔵の刀剣 2口（No.1：

刀 銘「肥前國住人忠吉作」（収蔵品番号 F17）、No.2：刀 大磨上無銘（伝「光忠」）

（収蔵品番号 F15））を、表裏それぞれ片照明・両照明の 2パターンに分けてスキャニ

ングした。それにより、No.1 については現状でも展示が可能ではあるものの、肉眼で

は確認しきれなかった細かなヒケ傷などが認められた。No.2 のほうは、全体にヒケ傷

が目立ち、三ツ頭や鎬部分に錆が析出していることが改めて明らかになった。現状で

は展示が難しく、研磨の必要性を客観的に看取することができた。なお、スキャニン

グした画像は次年度研磨を依頼する予定の業者にも確認してもらい、作業の見積もり

をする上で極めて有用との返答を得た。 

 

・銘の確認 

 No.1は茎に銘を切っている。これまでカメラ撮影画像や拓本により確認していたもの

を、今回はスキャナによる高精細画像として取り込むことを行った。その結果、彫り

の深さや鏨の切り合い関係などについて、極めて明瞭な画像を得ることができた。 

 

 

 
刀剣スキャニング風景（1） 

 

 
刀剣スキャニング風景（2） 

 

【実績値】 

 

調査回数  4回 刀剣 2口のスキャニングと、それをもとにした状態調査。  

   

 

 

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 九州国立博物館 処理番号 4564-7 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価  

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

 

予定された調査対象については年度内に調査することができた。今後は更に調査件数を増やし、方

法の確立に努めたい。 

 

 

 

４．中期計画の実施状況の確認  

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

 

作業についてはほぼ予定通り進めることができた。また、次年度に向けた準備も遅滞なく行ってい

るところである。 

 

 

 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ａ Ｓ Ａ Ａ Ａ Ｓ 

判定理由  

適時性：状態確認をすることで、展示や研磨の際に有用なデータを得ることができるため。 

独創性：刀剣の状態確認にスキャナを用いるのは、本研究が最初であるため。 

発展性：館蔵刀剣の調査終了後は、借用品や寄託品などにも対象を広げることができるため。 

効率性：状態確認を研磨師に依頼することなく、予め館内で行うことが可能であるため。 

継続性：ノウハウ蓄積後は、館外からの依頼を受けることが可能となるため。 

正確性：個々人の経験則だけに拠らず、科学的なデータが保証されるため。 

観点 調査回数      

判定 Ａ      

判定理由  

調査回数：本年度は、スキャニングに最も適した方法を勘案するために、敢えて館蔵の 2口に絞って調査を行った。 
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Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



【書式Ｂ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 4571-1 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 1)博物館環境デザインに関する調査研究((5)-⑦) 

【事業概要】 

東京国立博物館における文化財の展示／観覧環境のデザインについて調査・研究し、今後の展示／観覧環境のデザイ

ンの向上に結びつける事を目的として実施する。 

 

【担当部課】 学芸企画部 【プロジェクト責任者】 企画課デザイン室長 木下史青 

【スタッフ】   

矢野賀一（企画課デザイン室主任研究員） 勝沼早苗（企画課デザイン室 アソシエイトフェロー） 

【主な成果】 

 東洋館リニューアルにあたり、サイン計画において 4ヵ国語によるサインを設計・設置し、エントランスにおいて、 

インフォメーションカウンターのデザイン、デジタルサイネージによるサインの導入・設置を行った。また、東洋館に 

設置された TNM＆TOPPANミュージアムシアターに関わるサインデザインを行った。 

 さらに、特集陳列「美術解剖学」において、iPad機器を利用した解説補助の手法を実施し、効果を検証した。 

【年度実績概要】 

・他館展示／観覧環境のデザイン調査：これまでの国内外の博物館・美術館での事例調査加え、さらに地方博物館・ 

美術館における環境デザインを調査し、特に本年度においては東洋館リニューアルのデザインの参考とした。 

・調査先：森美術館（東京・六本木）、サントリー美術館（東京・乃木坂）、山口県立美術館（山口県・山口市） 

大津歴史博物館（滋賀県 大津市）、長崎県美術館（九州・長崎）、長崎歴史博物館（長崎）等にて調査を行った。 

 

        
東洋館インフォメーションカウンター   東洋館・総合案内のデジタルサイネージ   東洋館 TNM＆TOPPAN ミュージア

ムシアターに関わるサイン 

【実績値】 

研究発表件数  4回 

・対談「文化財をリスペクトする気持ちとは」於･大津市歴史博物館（滋賀県大津市） 

・「あっという間の環の会」    於･オリエギャラリー（東京･外苑前） 

・「照明デザインの新しい地平」  於･山口大学（照明学会大会） 

・「東京国立博物館の展示について」於･長崎歴史博物館 

論文等掲載数  1回 

   ・「博物館展示論」（放送大学教科書)  

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 4571-1 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

展示・公開事業の基本的なメンテナンスは欠かせない一方で、急速な技術的進歩を遂げているサイ

ンのデジタル化（デジタルサイネージ）および画像・映像利用の増進に対応して、展示解説等への応

用的デザイン研究を計画的に進めている。 

平成 24年度に得られた成果、特に東洋館リニューアルで実施・検証された、サイン掲出におけるコ

ンセプトと、視認性・判読性等の方法論的知見は、特に 25年度に予定されている「本館リニューアル」

及び「正門付近の環境整備（無料ゾーン拡充）」に反映させる予定である。 

 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

 

24年度においては東洋館リニューアルオープンの事業を中心に計画通り実施されている。 

引き続き館内の環境デザインのファシリティ及び質的向上を計画的に行う必要がある。 

 

 

 

 

観点 適時性 発展性 効率性 継続性   

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ   

判定理由  

適時性：当館の来館者数拡大が事業目標とされる中で、よりきめ細かい案内サインの整備が課題である。東洋館の耐 

震改修工事事業にあたり、さまざまなサインに関わる検討がなされた。 

発展性：平成 16年度の本館リニューアルから、平成 22年度のアクションプランまで、館内サイン充実がなされてき 

た。一方デジタルサイネージ等、技術的進歩に対応しつつ当館に適応するデザインが整備されつつある。 

効率性：iPad等の民生機の解説機器の使用を試みたが、運用面で盗難・悪戯防止・故障など課題が明らかになった。 

    今後は時間的・人的な手当てや、専門機器利用等の投資に対して、問題点が明らかになった。 

継続性：館内サインへのデジタルサイネージ導入についての一定の有効性は判断できるが、次年度の正門付近での 

    情報提供整備へ向け、継続的な最新の技術面・デザイン面での継続的な調査研究が望まれる。 

 

観点 研究発表件数 論文等掲載数     

判定 Ｂ Ｂ     

判定理由 

 研究発表件数：全館的な方針に沿って計画を実施しているが、まだ不十分な箇所が多く、さらなる研究が必要である。 

 論文等掲載数：特にデジタルサイネージ系サインについて、最新の技術的・意匠的な面での調査研究が望まれる。 

        文化施設のみでなく、今後は商業環境を含む調査をこころがけたい。 
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【書式Ｂ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 4571-2 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 4  文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 2) 博物館教育に関する調査研究((5)―⑦) 

【事業概要】 

当館本館 20 室及び東洋館 2 室、6 室の教育普及事業を専門に行うスペース｢みどりのライオン｣において、総合文化展

と密接に関連した博物館教育事業の理論と実践に関する調査研究を実施し、その成果の一部を研究会、論文等で発表す

る。 

【担当部課】 学芸企画部 【プロジェクト責任者】 博物館教育課長  今井敦 

【スタッフ】   

鈴木みどり(博物館教育課ボランティア室長) 

【主な成果】 

 本館 20 室及び東洋館 2 室、6 室｢みどりのライオン｣における博物館ガイダンスやハンズオン体験コーナー、制作工程

模型展示は年間で 10万人を超える利用者があり、当館の博物館教育プログラムとして定着している。このプログラムを

博物館教育の見地から調査研究し、口頭及び論文で発表を行った。 

 

【年度実績概要】 

・本館 20室においてスライドショー｢東京国立博物館ガイダンス｣、ハンズオン体験コーナー「日本のもようでデザ 

 インしよう！」、東洋館 2室において｢オアシス 2 旅の案内所｣、東洋館 6室において｢オアシス 6 アジアの占い体験｣ の  

 博物館教育事業を実施した。 

・上記事業を博物館教育の一事例として、その理論と実践に関して以下の発表を行った。 

     鈴木みどり｢ミュージアム・エデュケーターってどんな仕事？｣(『汲泉』) 

               ｢博物館利用？・学校連携？－よりよい利用形態にむけて－｣(第二回ミュージアム・エデュケーター 

研修、口頭発表、24年 9月 27日) 

               ｢人文系と自然系博物館の教育連携｣(国際シンポジウム「人文系と自然系博物館の教育連携」、口頭発 

表、24年 10月 31日) 

・バリアフリー化とユニバーサル化、ハンズオンの研究を継続し、障がい者も含めた効果的な博物館体験のための展示 

 やプログラムを実施した。 

・ミュージアム・エデュケーターの資質向上の研究を継続し、館内外の人材育成を行った。 

 

  
                                                    

 
国際シンポジウム「人文系と自然系博物館の教育連携」風景

 
24年 10月 31日開催 

【実績値】 

研究発表 2回 

論文発表 1本 

 

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 4571-2 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

 当館では本館 20室の教育普及事業を専門に行なうスペース｢みどりのライオン｣における博物館ガイ

ダンス、各種レクチャー、体験型プログラム、制作工程模型展示をはじめ、館内各所で一般から学校

団体まで幅広い層に向けて教育普及活動を展開している。これは博物館教育を推進する上で大きな成

果といえる。また、この事業を通じて、博物館教育の理論の実践について、担当研究員が調査研究を

進め、その成果を広く内外に発信できた。今後もさらに研究を続け、博物館教育に関する情報発信を

精力的に行っていきたい。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

博物館教育に関する調査研究は、博物館教育課に所属する研究員を中心に、概ね研究計画に沿った

かたちで順調に進められていると考える。今後も新たな教育手法の有効性を検証し、また有形文化財

に関する調査研究の最新の成果を活用しながら、博物館教育理論の構築、ならびに実践的プログラム

の開発に取り組んでいきたい。 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

判定理由  

適時性：博物館のユニバーサル化という時代の要請に応えているため。 

独創性：視覚障がい者への対応等、先進的な取組を行っているため。 

発展性：今後の展開を視野に入れながら行っているため。 

効率性：周到な計画の上に行っているため。 

継続性：過去の実績をふまえ、着実に実績を積み重ねているため。 

正確性：効果を検証しながら進めているため。 

観点 研究発表回数 論文発表本数     

判定 Ａ Ａ     

判定理由 

 研究発表回数・論文発表本数 

：東京国立博物館における教育活動の実践事例を適時に紹介し、館内外の人材育成に寄与しているため。 
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【書式Ｂ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 4571-3 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 4 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 3）博物館資料・業務の情報処理に関する調査研究((5)－⑦) 

【事業概要】 

東京国立博物館における収蔵品管理システムの開発を通じて、資料情報と学芸業務の有機的な関連について調査研究 

し、博物館における効果的・効率的な情報の管理及び蓄積、活用のための環境構築に資することを目的とする。 

 

【担当部課】 学芸企画部 【プロジェクト責任者】 博物館情報課情報管理室長 村田良二 

【スタッフ】   

佐藤祐介（博物館情報課情報管理室アソシエイトフェロー） 

【主な成果】 

 東京国立博物館における収蔵品管理システムのプロトタイプについて、収蔵品検索機能、平常展管理機能、鑑査会議

管理機能、貸与管理機能の各機能を継続的に運用し、随時改善を重ねて機能を向上させた。さらに、作品の修理に関す

る予定・履歴のデータを管理する機能を新たに実装した。また次期システムに向けた設計のための準備を開始した。 

【年度実績概要】 

 収蔵品管理システムの運用を継続することにより、収蔵品のデータ更新・追加・訂

正を円滑に行える環境を維持し、随時改善を重ねて一層の機能向上を図った。 

 新たに追加した機能として、作品の本格修理に関する予定及び履歴のデータを管理

する機能と、作品の保存カルテ・点検調書等を表示する機能を実装した。これらによ

り、作品の過去の修理に関する情報に迅速にアクセスできるようになるとともに、貸

与や展示の計画にあたって修理の予定・履歴を参照することが簡単にできるようにな

り、関連する作業の効率を向上することができた。 

 

                                 

          
 修理予定画面                  保存カルテ画面 

    

【実績値】 

収集データ件数 199,517件 

(内訳) 

作品データ件数 195,149件 

平常展データ件数 3,112件 

鑑査会議データ件数  33件 

貸与データ件数   977件 

修理データ件数   246件 

 

【備考】 

 

 

収蔵品管理システム 

（プロトタイプ） 
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【書式Ｂ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 4571-3 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

収蔵品のデータ蓄積と業務支援を密接に連動させたシステムにおいて効果的にデータの蓄積、活用

を行うことが可能となっている。また、修理関連情報の管理機能を実装することにより、さらに広範

な業務を支援することが可能となった。今後は、これまでに実装した機能をもち、かつてより一貫性・

保守性の高い次期システムの試作を開始する。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

各分野の研究員、業務担当者と連携をとりながらシステム開発を継続しつつ、さらに発展させた次

期システムの試作を進める。 

 

 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

判定理由 

適時性：博物館業務に必要な業務支援機能を実現した。 

独創性：既存のシステムにない総合的な博物館資料情報システムとなっている。 

発展性：柔軟な機能追加・改善が可能な設計をした。 

効率性：内製により効率的な開発を行った。 

継続性：データ整備の基盤構築として継続的に実施した。 

正確性：収蔵品、寄託品等、業務上必要となる資料情報はほぼすべて網羅した。 

 

観点 収集データ件数      

判定 Ａ      

判定理由 

収集データ件数：効果的な業務支援機能により、学芸業務を行う流れの中で効率的に無理のないデータ収集が可能と 

なり、その結果データを着実に蓄積している。 
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【書式Ｂ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 4571-4 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 4  文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 
4) 凸版印刷と協同でミュージアムシアターでの公開に向けた研究を引き続き実施する((5)―

⑦) 

【事業概要】 

館蔵文化財のデジタル・アーカイブを活用した、新たな公開手法を凸版印刷株式会社と共同で研究する。 

平成 19 年度から「国宝 聖徳太子絵伝」「国宝 灌頂幡」「重要文化財 洛中洛外図 舟木本」「土偶」の高精細デジ

タル・アーカイブを作成し、それらを素材としてミュージアムシアターにおけるコンテンツの公開を実施している。本

年度は「十一面観音菩薩立像」を素材とした。 

【担当部課】 学芸企画部 【プロジェクト責任者】 企画課長 井上洋一 

【スタッフ】   

田良島 哲(調査研究課長)、浅見龍介（調査研究課東洋室長） 

【主な成果】 

(1)重要文化財「十一面観音菩薩立像」について、凸版印刷との共同で高精細三次元データを取得し、それに基づいたシ 

アター用コンテンツを制作した。同コンテンツは平成 25年 4月からミュージアムシアターで公開する予定である。 

(2)平成 25年 1月から公開した「アンコール遺跡バイヨン寺院―尊顔の記憶―」制作に当たって、仏像 1件の高精細三 

次元データの取得を行った。 

(3)既に取得した作品のデータを元に、新コンテンツ 1件を制作し、公開した。 

【年度実績概要】 

(1)館蔵の仏像、重要文化財 十一面観音菩薩立像（C-304） 中国・唐時代 7世紀 多武峰伝来について、高精細三 

次元データを取得し、それに基づき、凸版印刷が当館の監修のもとに、ミュージアムシアター用コンテンツ「三蔵法 

師の十一面観音」を制作した。同コンテンツは平成 25年 4月から水、木、金、土、日、祝日にミュージアムシアタ 

ーで来館者に公開する予定である。 

(2)平成 25年 1月から公開した「バイヨン―尊顔の記憶―」制作に当たって、「ナーガ上の仏坐像」（TC-378）の高精細 

三次元データの取得を行った。 

(3)既に取得した「洛中洛外図屏風 舟木本」のデータを元に、新コンテンツ「洛中洛外にぎわい探訪―京のごちそう―」 

を制作し、平成 25年１月からミュージアムシアターで公開した。 

  
高精細三次元データを作成した  

「十一面観音菩薩立像」  

【実績値】 

データ化 2件 

コンテンツ作成 3件 

 

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 4571-4 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

 

計画どおりのデータ化及びコンテンツ化が行われた。 

 

 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

凸版印刷との共同研究を継続しており、アーカイブの方法も含めた作品データの蓄積と活用を進め

るとともに、新シアター向けのコンテンツ制作も実施できた。引き続き、研究対象の選定と方法につ

いて協議を進め、新たな素材に関する研究とデータ及びコンテンツ制作に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

判定理由  

適時性：博物館の情報化と、より広範な文化財の活用という現在の動向を反映しているため。 

独創性：研究員の知見に基づいた、他に類例のないコンテンツを制作しているため。 

発展性：多目的に活用できるデータを蓄積しているため。 

効率性：凸版印刷との協業により、効率のよいデータ蓄積を行っているため。 

継続性：共同研究以来 5年を経過し、引き続き積極的な展開を図っているため。 

正確性：高精細かつ正確なデータの取得を行っているため。 

観点 データ化件数 
コンテンツ化

件数 
    

判定 Ａ Ａ     

判定理由 

 データ化件数・コンテンツ化件数：所期のデータ化及びコンテンツ化ができた。 
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【書式Ｂ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 4571-5 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 4 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 5）文化財管理における美術品用語辞典の作成（科学研究費補助金）（(5)-⑦） 

【事業概要】 

本研究は、日本の文化財について使用されている用語を収集・体系化し、それら用語に関する典拠情報を作成するこ 

とを目的とするものである。 

 

【担当部課】 学芸企画部 【プロジェクト責任者】 博物館情報課情報管理室長 村田良二 

【スタッフ】   

河内晋平（東京芸術大学総合芸術アーカイブセンター 教育研究助手）、原田一敏（東京芸術大学大学美術館 教授） 

【主な成果】 

 文化財に関する情報を扱う施設から用語データを収集した。特に分担者は、東京国立博物館における収蔵品データベ

ースから、実際に入力されている用語データを抽出・集計した。 

 

【年度実績概要】 

 

 文化庁が公開している国宝・重要文化財リストと指定文化財目録、東京国立博物館が館内で使用している収蔵品デー

タベース、東京芸術大学大学美術館の収蔵品データベースそれぞれから、絵画、書跡、工芸の分野を中心に、名称や品

質形状といったカテゴリの用語をデータとして収集した。各分野・各カテゴリの用語について、入手可能な場合はふり

がなや英語についても収集した。また集取した用語について体系化の検討を行った。 

 当館の収蔵品データベースからは、絵画、書跡、金工、刀剣（いずれも日本・東洋とも）の各分野について、名称（日

英）、品質形状（日英）、員数（日）のそれぞれで使用されている用語データについて、使用回数の集計とともに抽出し

た。 

     
    書跡・品質形状の用語データ例   

 

【実績値】 

抽出用語件数：47,479件 

 

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 4571-5 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

 

典拠情報整備に向けて着実に用語データを収集している。次年度はこれらをもとに体系化を進める。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

 

文化財情報の整備のための基盤として期待される典拠情報の整備が順調に進められた。次年度以降

はこれらを再検討し、整理・体系化していく。 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性    

判定 Ａ Ａ Ａ    

判定理由  

 適時性：文化財に関する情報のデータ化が進展しており、用語の典拠情報が求められているため。 

 独創性：これまでに作成されていない典拠データである。 

 発展性：本研究の手法は多分野の文化財関連用語の典拠情報整備にも適用できるため。 

 

観点 抽出用語件数      

判定 Ａ      

判定理由 

抽出用語件数：抽出可能なデータを網羅的に集計・抽出した。 
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【書式Ｂ】 施設名 京都国立博物館 処理番号 4572-1 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 4 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 1)文化財情報に関する調査研究 ((5)－⑦) 

【事業概要】 

当館のウェブサイトや文化財情報システムなど、運用中のコンテンツの問題点の検討やサイボウズなど機構内の共通

システムの運用に対する対応や、館内 LAN システムの発展的整備の方向性など、文化財情報に関する諸般の調査研究を

実施する。 

 

【担当部課】 学芸部 【プロジェクト責任者】 上席研究員 赤尾栄慶 

【スタッフ】   

後藤 真（学芸部客員研究員）、澁谷完滋（アソシエイトフェロー） 

【主な成果】 

(1)文化財情報システムの昨年度更新後の運用上の問題点を検討し、システムの改良を随時行った。 

(2)特別観覧業務のデジタル化に伴い、システムの整備を継続して実施した。 

(3)写真撮影のデジタル化及び写真原板のデジタル化開始に伴い、大容量ストレージの整備を開始した。 

(4)ウェブサイトのコンテンツを随時見直し、情報を更新した。 

(5)新平常展示館へのサーバ室移転に伴い、文化財情報データ等のバックアップ機能改善を行った。 

 

【年度実績概要】 

(1)各月ごとに現時点での情報システムの運用面における現状調査を行い、その結果について、当館研究員・事務職員・

情報システム技術担当と共同で検討会を実施して、システム全体の問題点を抽出。改良を随時行った。 

(2)23年度より開始した特別観覧提供写真のデジタル化に伴う高精細画像の集積システム整備を、継続して実施した。 

(3)本年度より写真撮影のデジタル化及び写真原板のデジタル化を開始した事に伴い、不可逆処理前の RAWデータを保管

可能な大容量ストレージの整備を開始した。 

(4)・ウェブサイトコンテンツと情報発信についての対応を強化するため、上記検討会にてワーキンググループを編成し 

ウェブサイトコンテンツの検討会を集中的に実施した。 

・ウェブサイトにおける公開情報の充実に向けた取り組みとして、重要文化財高精細画像・公開収蔵品各データベー 

スの更新、研究紀要『学叢』バックナンバーPDF版の拡充、館外貸出作品一覧の更新、展覧会混雑情報の更新など、 

コンテンツ充実に向けての検討を行った。 

(5)新平常展示館地下 2階へのサーバ室移転に伴い、文化財情報や高精細画像を含む各種データの地上階バックアップ等、

災害時の文化財情報データ保全性向上に関わる機能改善を行った。 

 

 

【実績値】 

・システムの現状調査      11回 

・システム検討会         11回 

・ウェブサイトコンテンツの検討 8回 

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 京都国立博物館 処理番号 4572-1 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

文化財情報システムなど各種システムの改修・情報更新を続け、ウェブサイトも質・量ともにさら

なる充実を図った。 

 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

予算をフルに活用し、緊急性の高い事項から順次検討を行い、改良を加えている。 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

判定理由  

適時性：機材の更新を含む検討会を定期的に実施できたため。 

独創性：コンテンツの豊富さ（収蔵品データベースなど）による。 

発展性：更に魅力的なウェブサイト構築できたため。  

効率性：研究業務や特別観覧業務の円滑化による。 

継続性：ウェブサイトの充実や機器の更新を行った。 

正確性：検討会の実施と正しい情報の提供を行った。 

観点 
システム現状

調査 

システム 

検討会 

ウェブサイト

コンテンツの

検討  

   

判定 Ａ Ａ Ａ    

判定理由 

システム現状調査：特別観覧業務における写真複製提供の全面デジタル化を継続し、高精細画像の集積システムへの 

追加を鋭意進め、写真撮影のデジタル化及び写真原板のデジタル化を開始し、併せて保管用スト 

レージの整備も開始した。 

システム検討会：システムとウェブサイトコンテンツの検討を随時行い、定期的な検討会を実施した（計 11回）。 

 ウェブサイトコンテンツの検討：ウェブサイトにおける重要文化財高精細画像・公開収蔵品各データベースの拡充、 

研究紀要『学叢』バックナンバーPDF版の拡充、館外貸出作品一覧の追加、展覧会混雑情報の追 

加、メールマガジンの配信などの充実を図った。 
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【書式Ｂ】 施設名 京都国立博物館 処理番号 4572-2 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 4 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 2）博物館教育に関する調査研究（(5)－⑦） 

【事業概要】 

展覧会内容及び展示作品への理解を深めるための事業として、鑑賞ガイド等の配布物の発行や、子ども向け鑑賞ツア

ーを実施する。また、歴史及び文化財への理解促進を図る事業として、文化財の高精細複製を用いた訪問授業を実施す

る。さらに、これらの教育普及活動に関連して調査研究を行い、その成果を公表する。 

 

【担当部課】 学芸部教育室 【プロジェクト責任者】 教育室長 山川暁 

【スタッフ】   

水谷亜希（教育室 研究員） 

【主な成果】 

 「大出雲展」、「宸翰 天皇の書」展、「国宝 十二天像と密教法会の世界」展において、鑑賞ガイド等を作成・配布し、

「大出雲展」会期中には、子どもむけの鑑賞ツアー「少年少女博物館くらぶ」を実施した。また、京都市内の小中学校

において訪問授業を実施し、その準備のために、講師を務める文化財ソムリエに対してスクーリングを行った。さらに、

訪問授業に関して『博物館研究』に論文を執筆した。 

 

【年度実績概要】 

鑑賞ガイド等の作成・配布 

・特別展覧会「大出雲展」こども向けワークシート 70,000部 

・特別展覧会「宸翰 天皇の書」鑑賞ガイド 20,000部 

・特別展観「国宝 十二天像と密教法会の世界」鑑賞ガイド 20,000部 

・博物館 Dictionary No.169「弘法大師像（秘鍵大師像）」（執筆：美術室研究員 大原嘉豊） 5,000部 

 

子ども向け鑑賞ツアーの実施 

・少年少女博物館くらぶ「出雲のヒミツ！」 2回（参加者：小中学生 52名、保護者 33名） 

 

訪問授業 

・訪問授業の講師を務める文化財ソムリエ（大学生ボランティア 16名）に向けたスクーリングの実施（20回） 

・京都市内の小中学校における訪問授業の実施（7校、対象児童・生徒 613名） 

・白鶴美術館の学芸員、海原靖子氏による訪問授業（2回）の見学・意見交換 

・三井記念美術館の教育普及員、亀井愛氏による訪問授業（1回）の見学・意見交換 

・安祥寺中学校の教諭、松村一樹氏による美術の授業（1回）の見学・意見交換 

・論文の執筆（「文化財ソムリエによる「文化財に親しむ授業」について―京都国立博物館の教育普及活動―」『博物館

研究』第 48巻 第 3号、日本博物館協会、平成 25年 3月） 

【実績値】 

・鑑賞ガイド等の発行 4回（計 11,500部） 

・子ども向け鑑賞ツアー 2回（小中学生 52名、保護者 33名） 

・スクーリング 20回（対象大学生 16名） 

・訪問授業 7回（対象生徒 613 名） 

・論文の執筆 1本 

 

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 京都国立博物館 処理番号 4572-2 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

展示に関わる館内での活動と、歴史・文化財に関わる館外での活動の両面から、現在の人員で実施

できる最大限の教育普及活動を行うことができた。また、活動についての調査研究を行い、その成果

を論文の形で公表することができた。アンケート等で得た参加者の意見も好評であったため、次年度

も継続して活動を行う。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

教育室は本年度発足し、企画室、連携協力室から引き継いだ教育普及事業を行った。前年度までの

活動を踏まえたうえで、内容を検討・改善し、一部の事業の実施回数を増やしたことで、質・量とも

に充実した活動を行うことができた。今年度の活動で蓄積したノウハウを生かし、次年度の事業を実

施する。 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

判定理由  

適時性：鑑賞ガイド等の配布物は、展覧会ごとの客層に応じた内容で作成し、アンケートでも好評を得た。訪問授業

は、学習指導要領の改訂に伴う学校側の要望の高まりに合致したものであり、多くの申し込みがあった。 

独創性：展示に関連する館内での活動に加え、館外での訪問授業を行ったこと、また、その講師を大学生ボランティ

アが務めた点に独創性がある。 

発展性：例年の活動を踏まえて内容を検討・改善し、一部の事業については実施回数を増やすことができたため。 

効率性：限られた人員（事務職員も含め教育室 3名）の中で、最大限の活動を行うことができたため。 

継続性：以前から継続して行っている事業であり、次年度の活動に向けてのノウハウを蓄積することができたため。 

正確性：活動にあたっては、それぞれの分野の担当研究員と協議し、正確な内容を伝えるようつとめたため。 

観点 
鑑賞ガイド等

の発行 

子ども向け 

鑑賞ツアー 
スクーリング 訪問授業 論文の執筆  

判定 Ｓ Ａ Ａ Ａ Ａ  

判定理由 

鑑賞ガイド等の発行：当初の目標 2回に対し、専門的な展示内容の理解促進を目的として、最終的に 4回（計 11,500 

部）発行した。 

子ども向け鑑賞ツアー：目標の 2回を達成し、昨年を若干上回る参加者（小中学生 52名、保護者 33名）があった。 

スクーリング：訪問授業の実施のために、十分な回数のスクーリングを行うことができた。 

訪問授業：準備期間を考慮した上で、実現可能な最大の実施回数（7回）を達成できた。 

論文の執筆：日本博物館協会が発行する『博物館研究』に論文１本を執筆し、広く活動を紹介することができた。 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良国立博物館 処理番号 4573-1 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 
1) 歴史、伝統文化の教育普及に資するための調査研究を行い、その成果を児童・生徒を対象と

して行う「世界遺産学習」等に反映させる。((5)－⑦) 

【事業概要】 

奈良を中心とした寺社の歴史や伝統行事に関する情報を集め、「世界遺産学習」をはじめとする教育プログラムに反映

させられるか検討を行い、重要度の高い情報、適切な内容を発信する仕組みを考える。 

 

 

【担当部課】 学芸部教育室 【プロジェクト責任者】 室長 岩井共二 

【スタッフ】 

西山厚（学芸部長）、斎木涼子（教育室員） 

【主な成果】 

奈良の歴史と伝統文化に関する情報を、まずは本年度開催した展覧会の中から抽出することとした。その情報を職員

やボランティアが共有する機会を設け、児童・生徒が歴史への関心を高めるのに使える情報は何かを検討した。ボラン

ティアへの指導と話合いを通して、世界遺産学習の実践の場での「語りかけ」の精度を高めることに努めた。  

 

【年度実績概要】 

当館で開催した特別展や特別陳列、正倉院展の中には奈良の歴史と伝統文化を反映した作品や情報が多く含まれてい

る。「御遠忌 800年記念特別展 解脱上人貞慶～鎌倉時代の本流」及び「頼朝と重源 東大寺再興を支えた鎌倉と奈良の

絆」の両展覧会は、鎌倉時代という歴史的な背景と美術との関係を読み解いていくという点で、子供から大人に至るま

で多くの人が楽しめる情報が抽出できることが認識された。その一部は公開講座やサンデートークなどによって各研究

員から情報発信されているが、さらに子供に向けてどのような語り方があるか、検討を行っている。また、世界遺産学

習で直接生徒に向き合うのは解説ボランティアであるため、ボランティアに対しても研修の機会などを通して、要点を

解説し、共有化を図ると同時に、子供たちに伝えるべき情報は何かを個々にも考えてもらうこととした。これらは未だ

試行段階にありマニュアル化されてはいないが、世界遺産学習の実地現場において生徒たちへの語りかけの内容が広が

っているとの実感がある。向後も方法論的な検討を行い、短時間の中で伝える情報の質的向上がはかられるとの見通し

を得ることができた。 

また、これと併行して、当館学芸部の職員が個別の情報発信源として学校に趣き、「伝えること」の尊さを講義する機

会も設けている。 

                             
当館学芸部職員による出張講義を掲載した新聞記事 

 

【実績値】 

「世界遺産学習」に来校した小学校 35校  

出張講義に赴いた回数 3回 

 

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良国立博物館 処理番号 4573-1 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

 

職員とボランティアの間で情報を検討する時間が多くとれれば、「世界遺産学習」のみならず一般来

館者への解説サービスの向上にもつながるものと考える。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

 

「世界遺産学習」は歴史・伝統文化の宝庫、奈良にある博物館が担うべき重要な事業である。向後の

継続性のみならず発展性をもふまえて、さらに情報の蓄積と方法論の先鋭化をはかっていきたい。 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性  

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ  

判定理由 

適時性：博物館が基点となった「世界遺産学習」とは何かを追求する好事業となった。 

独創性：展覧会情報を生かした「語りかけ」を検討することで、他の観光案内にはない博物館のオリジナリティをも 

たせることができた。 

発展性：「世界遺産学習」活動の充実により、ボランティアガイドの育成・充実にも貢献し、来館者向けの開設サー 

ビスの向上にもつながっているため。 

効率性：職員・ボランティアで共有された情報を繰り返し利用して生徒に語ることができ、効率的であり、かつ反復 

により精度を高めることにもつながった。 

継続性：「世界遺産学習」は継続的に行っているため。 

観点 
「世界遺産学習」 

に来校した小学校数 

出張講義 

に赴いた回数   
    

判定 Ａ Ａ     

判定理由 

「世界遺産学習」に来校した小学校数：「世界遺産学習」に来校した小学校数が 35校に達した。（目標値：20～30校） 

出張講義に赴いた回数：出張講義に赴いた回数が 3回に達した。（目標値：2～3回） 
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Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



【書式Ｂ】 施設名 奈良国立博物館 処理番号 4573-2 

（様式 1）  

業務実績書 

 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 

2) 文化財アーカイブズの形成に関する理論的・実践的研究を行い、その成果をデジタル画像の

作成・各種データベースの構築（収蔵品・画像・図書）・各種情報資源の公開推進に反映させる。

(学術研究助成基金助成金) ((5)－⑦) 

【事業概要】 

当館が活動範囲とする仏教にかかわる歴史と美術について、展覧会や調査研究事業と連動した情報収集を行い、そこ

にデジタル技術を適切に取り入れることにより、データの継続的な作成・データベースの構築・情報資源の公開ならび

に共有へと展開させる。その際には実践に即した方法論を鍛え、文化財の保存活用に資するアーカイブズの形成・発展

にも寄与することを目指す。 

【担当部課】 学芸部資料室 【プロジェクト責任者】 室長 宮崎幹子 

【スタッフ】 

岩田茂樹(美術室長)、内藤栄(工芸考古室長)、野尻忠(企画室長)、岩井共二(教育室長)、谷口耕生(保存修理指導室長)、

吉澤悟(情報サービス室長)、清水健(主任研究員)、岩戸晶子(列品室員)、斎木涼子(教育室員)、北澤菜月(情報サービス

室員)、山口隆介(美術室員)、永井洋之(工芸考古室員)、原瑛莉子(企画室員)、佐々木香輔(資料室員) 

【主な成果】 

一昨年度から開始したデジタル撮影の本格的な稼働をうけ、その安定的な継続を目指して、撮影機材、環境、ストレ

ージ、体制等の整備を引き続き行い、多数の文化財を撮影した。館内の情報システム・公開用データベースのリプレイ

ス、データ更新を適宜行い、情報資源の拡充と公開に積極的に取り組んだ。仏教美術資料研究センターにおいても、施

設整備と情報資源の一般への普及に努めた。上記実践と並行して、文化財アーカイブズに関する研究を進めた。 

【年度実績概要】 

・デジタル撮影 

  本年度の特筆すべき実績としては、特別展「頼朝と重源」 

の開催と連動して、東大寺鎌倉再興期にかかわる彫刻を中 

心とする重要作品の撮影を多数行ったことがあげられる。 

展覧会に先立つ調査及び出陳という貴重な機会を捉え、こ 

れまで内外で未整備であった画像データを多数作成・蓄積 

することが叶い、文化財の調査研究に資することができた。 

また、館蔵品・寄託品の新規撮影も継続して行い、その成 

果の一部を『なら仏像館 名品図録』（改訂版）、ポストカ 

ードとして公表した。 

・収蔵品情報システムのリプレイス 

  館内で運用している収蔵品情報システムのリプレイスを 

行い、あわせて館蔵品・寄託品にかかわる情報の総点検を  

実施した。このシステムは学芸部での文化財の管理に活用 

されるものであるが、インターネットで公開する収蔵品デ 

ータベースの元となる情報も管理している。内部での蓄積 

が外部への情報公開の拡充に効果的に反映される方向を目 

指して、引き続き検討を重ねている。 

・「美術院彫刻等修理記録」の整理とデータベースの構築 

  当館で保管する「美術院彫刻等修理記録」については、従 

来から整理とデータ作成を進めてきたが、本年度はデータベ  

ースを構築し、学芸部内で情報を閲覧できる環境を整備した。 

また、彫刻部門の研究員の協力を得て、撮影対象が不明であ 

ったガラス乾板について同定作業を行い、多数の名称及び所 

蔵者を明らかにすることが出来た。 

・研究成果発表 

  上記の実践を通して、文化財アーカイブズのあり方とその発展について様々な角度から考究を重ねると同時に、ア 

ーカイブズ形成にかかわる内外の事例や理論についても研究を継続した。その成果の一部として『アート・ドキュメ 

ンテーション通信』において当館のアーカイブズ事業について発表した。また、情報公開施設としての仏教美術セン 

ターについては近年外部の関心が高まっており、情報科学技術協会主催見学会等において、専門家に対して当館の施 

設と事業に関する研修を行った。 

【実績値】 

画像撮影件数：4,944件 

データ登録件数（画像データベースへの個別データ登録）：13,402件（そのうち公開 4,326 件） 

(参考値) 

(写真フィルムスキャニング)：4,924件 

【備考】 

収蔵品のデジタル撮影風景 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良国立博物館 処理番号 4573-2 

（様式 2）                 

 

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

文化財の調査と撮影は、文化財の保存や所蔵者の意向、物理的・時間的制約など様々な要因が影響

するため、過去の平均値との比較から年度の実績を評価することは必ずしも適切ではない。実績概要

でも述べたとおり、学術的に重要であり、調査と撮影の機会を得ることが通常では困難な文化財につ

いて、調査を実施し、質の高い画像の収集が叶うことの意義は非常に大きい。今後も当館の他の事業

と密接に連携した情報収集を続け、仏教美術情報の一大拠点として、コレクションの質と量双方の維

持に努める予定である。情報資源の運用にあたっては、デジタル技術を適切に取り入れ、複数のデー

タベースを運用するなど、文化財アーカイブズ形成の実践を鋭意進めており、更なる発展を視野に入

れた調査研究にも引き続き取り組んでいく。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

実績概要でも述べたとおり、デジタル撮影の実施が本格的となり、館内での処理から最終的な情報

公開にいたるまでの一連の流れについて、人材及び機材の確保を含めた長期的な展望が今後とも必須

である。仏教美術分野では国内唯一と言っていい貴重なコレクションを維持管理しつつ、引き続き内

外の研究者や学術出版界の利用に供する体制を整備するとともに、今日的な要請をふまえたシステム

の構築、情報公開への対応が急務である。今後も文化財の保存・活用と研究の基盤として機能するべ

く、アーカイブズの形成を実践していくとともに、それを下支えする理論の構築にも取り組んでいく。 

 

 

 

 

観点 独創性 継続性 発展性 適時性 効率性 正確性 

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

判定理由 

独創性：当館の展覧会事業や調査研究と密接に関連させることにより、重要な文化財の撮影ならびに情報収集を重点 

的におこない、稀少かつ学術的価値の高い文化財アーカイブズの形成へと繋げた。 

継続性：画像データの作成数及びデータベースへの登録件数を順調に増加させ、公開に結び付けた。 

発展性：本事業は、南都を中心とした貴重な文化財の新発見とも連動し、画像データが文化財指定調査等の基礎資料 

となるなど、研究の進展にも大きく貢献した。また、各種データベースの継続的な運用を行うとともに、新 

たなデータベース構築にも積極的に取り組むなど、文化財アーカイブズの発展の可能性を示すことも叶うな 

ど、大きな成果があった。 

適時性：南都を中心とした貴重な文化財の新発見とも連動しており、適切なかたちで新規の記録の蓄積が叶った。 

効率性：限られた人員、予算の範囲内において、効率的に撮影ならびに登録件数を増加させた。 

正確性：調査により取得された一次的なデータに基づいてアーカイブズの形成を行っており、さらにデータベースの 

継続的かつ安定的な運用を行うことにより、信頼性の高い情報を公開している。 

観点 画像撮影件数 
データ登録 

件数 
      

判定 Ａ Ａ     

判定理由 

画像撮影件数 ：本年度は充分な調査と撮影を実施しており、画像撮影件数は豊富であった。 

データ登録件数：撮影後の処理やデータベースへの登録件数については、当館の規模やスタッフ数を勘案しても他機 

関と比較して遜色のない数をこなしており、順調に増加している。 
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Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



【書式Ｂ】 施設名 九州国立博物館 処理番号 4574-1 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 1) NHKと協同で高精細画像を活用したシアター4000での映像公開に向けた研究 ((5)－⑦) 

【事業概要】 

ハイビジョンが 200 万画素であるのに対して、スーパーハイビジョンは 3300 万画素数の情報量を有している。ＮＨＫ

はこれを究極の放送システムと位置付けて、将来の実用放送を視野に入れた研究開発を進めてきた。このスーパーハイビ

ジョンのもつ質感と臨場感に優れたメディアを、文化財の保存と活用に応用するために当館では常設のシアターを設けて

コンテンツ制作と一般公開を通じた調査研究を推進する。 

 

【担当部課】 展示課 【プロジェクト責任者】 課長 赤司善彦 

【スタッフ】 

三輪嘉六（館長）、臺信祐爾（文化財課長）、河野一隆（企画課文化交流展室長） 

 

【主な成果】 

撮影事前調査の成果を基に本コンテンツ作成の撮影計画を、所蔵者了解の基に立案した。また、本撮影にむけた撮影レ

ンズやカメラの開発等を行い、その実証実験を実施した。 

 さらに、映像環境の改善のために、新型プロジェクターの導入を検討し、そのための新旧の比較実験を行った。新型導

入によって消費電力は約 1/4、ランプ交換費用等も現在の 1/5に押さえることができる。実験の結果、改善すべき点を明

らかにすることができた。 

 

 

【年度実績概要】 

・これまでに当館の展示と深く関わる美術工芸品や遺跡を対象にして番組を制 

作してきた。今回は、平常展示している「殉教三聖人図」（収蔵品番号 A27）

と併せて、五島列島の教会群を取り上げることにしている。そのため、撮影

対象教会の所蔵者や管理者さらには、地元の地方公共団体との事前の打合せ

を行った。 

・当館所蔵の「殉教三聖人図」の撮影を行った。 

 

 
 

殉教三聖人図 

【実績値】 

 

○調査回数 1回 

・現地調査 1回（25年 1月 9日～17日） 

 

○打合せ回数 4回 

・コンテンツ制作の打合せ 3回 

・設備改善についての協議 1回 

 

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 九州国立博物館 処理番号 4574-1 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価  

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

教会群の撮影については、信仰の場でもあり難航が予想されたが、関係者との事前打ち合わせを充

分に行い、事前の撮影条件を整えることができた。 

 

 

 

 

４．中期計画の実施状況の確認  

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

中期計画に沿った内容で実施でき、展示作品を分かりやすく伝える手法として、今後さらにハード

面も含めて開発・改良を図りたい。 

 

 

 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性  

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ  

判定理由  

適時性：教会群は、ユネスコ世界文化遺産暫定リストに登録されたところであり、その番組制作の意義は大きいため。 

独創性：動画ではなく、あくまでも静止画によって臨場感あふれる番組を作ろうとするものである。 

発展性：博物館・美術館での新しい映像解説の手法として発展が期待できるため。 

効率性：今後、機器を取り替えることで大幅なランニングコストの低減を図る目途がついた。 

継続性：ＮＨＫでもスーパーハイビジョン放送の早期実現に積極的に取り組むこととなり、当館との連携を協議でき 

た。  

観点 調査回数 打合せ回数     

判定 Ａ Ａ     

判定理由  

調査回数：実際の映像機器を用いて上映実験を行うことで、問題点を明確にできた。 

打合せ回数：ロケハンの成果を基に本撮影に向けた充分な打合せを行い、静止画によって五島のキリシタンの歴史的 

な意味合いを教会建築から探るという意図について共通認識を持つことができた。 

－ 467 －

Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



【書式Ｂ】 施設名 九州国立博物館 処理番号 4574-2 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 
2) 特別展のテーマに則した、解説パネル、冊子、ワークショップ等、観覧者の理解促進のため

の教育普及プログラムの調査研究 ((5)－⑦) 

【事業概要】 

特別展ごとに観覧者に展示内容の理解を促進するため、教育普及プログラムを実施する。本年度は、「平山郁夫 シル 

クロードの軌跡」「美のワンダーランド－十五人の京絵師」「ベルリン国立美術館展」「ボストン美術館展」の 4つの特別

展において、教育普及プログラムを実施する。 

 

【担当部課】 学芸部企画課 【プロジェクト責任者】 課長 小泉惠英 

【スタッフ】 

臺信祐爾（文化財課長）、原田あゆみ（文化財課資料管理室主任研究員）、畑靖紀（企画課特別展室主任研究員）、森實久

美子（企画課特別展室研究員）、鷲頭桂（企画課特別展室研究員）、山本久美子（企画課研究補佐員）、鮫島由佳（企画課

研究補佐員） 

 

【主な成果】 

 展覧会出品作品に関連したワークショップ、スタンプラリー、グッズの作成、展示室内への解説パネルの掲出、講演

会などを実施した。これらのプログラムによって作品理解が深まった、興味がわいた、といった感想を、アンケートな

どを通じて得た。 

 

【年度実績概要】 

・「平山郁夫 シルクロードの軌跡」展では、平山氏の世界をまたにかけた画業、文

化財保護といった多彩な活動を理解させるため、会場内に平山氏の視線を再現した

巨大遺跡パネル（平山郁夫の目線）、同氏を知るキーワードパネル、画業のための

調査旅行地域を網羅した地図を作成するスタンプラリー（世界を歩いたひらやまい

くおさんのあしあと）、日本画家を講師に招いた太宰府天満宮におけるスケッチワ

ークショップを行った。 

・「美のワンダーランド」展では、屏風作りワークショップ、掛け軸の取り扱い講座、

独特の光沢を放つ絹織物の「絖（ぬめ）」のハンズオン、解説パネルとして京都の

絵師の居住分布地図及び相関図などを実施した。 

・「ベルリン美術館展」では、西洋美術のいろはを学習するための解説パネル＜学ベ

ルリン＞を作成し、キリスト教絵画の図像学の基礎や、絵画におけるアトリビュー

トの意味内容を解説した。 

・「ボストン美術館展」では、ボストン美術館コレクションを形成した岡倉天心、フ

ェノロサ、ビゲローに焦点を当て、コレクションの来歴や時代背景などについてパ

ネルで説明した。 

・各展覧会を通じて、連続講演会・記念講演会を複数回実施した。 

 

 

 

 

 

 

画像添付 

 

画像解説 

 

 

 

 

 
 

＜平山郁夫の目線・バーミヤン

大仏＞ 

【実績値】 

解説パネル作成 30枚（平山展 5枚、美のワンダーランド 10枚、ベルリン展 8枚、ボストン展 7枚） 

 

冊子及びリーフレット等の配布物の作成 2回（平山展１回、ボストン展 1回） 

 

講演会 23回（平山展 8回、美のワンダーランド 4回、ベルリン展 3回、ボストン展 8回） 

 

ワークショップ 3回（平山展 1回、美のワンダーランド 1回、ボストン展 1回） 

 

（参考値） 

解説パネル満足度 （平山展 89％、美のワンダーランド 85％、ベルリン展 79％、ボストン展 82％） 

 

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 九州国立博物館 処理番号 4574-2 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価  

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

 

特別展の内容理解を補足するための手段として、多様な展開ができた。観覧者の要望をより適切な

形で反映していきたい。 

 

 

４．中期計画の実施状況の確認  

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

 

 

計画通り実施されており、観覧者からの反応も良好である。 

 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 継続性   

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ   

判定理由  

適時性：観覧者が求める作品に関連する情報を適切に提供できた。 

独創性：展示室内にさまざまなスペースを大規模に設定するなどして、作品とパネルをメリハリ良く展示した。 

発展性：今後の展示にも応用が利く内容であった。 

継続性：本年度の実施を踏まえ、次年度も継続して実施していく予定である。 

 

観点 解説パネル 配布物の作成 講演会 ワークショップ   

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ   

判定理由  

解説パネル：展覧会毎にその特性を生かしたパネルを作成した。 

配布物の作成：主に子供向けに作成し、展覧会の内容理解の助けとなった。 

講演会：入門的なものから専門的なものまでバラエティに富んだ講演会を多数実施した。 

ワークショップ：子供から大人までが楽しめるような多様なテーマをつくり、好評を博した。 
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Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



【書式Ｂ】 施設名 九州国立博物館 処理番号 4574-3 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 3) 学校教育との連携を図りながら、学校貸出キット「きゅうぱっく」の研究・調査 ((5)－⑦) 

【事業概要】 

小中学校で完全実施された新学習指導要領の改善の重点に関して、学校貸出キット「きゅうぱっく」の有効な活用方法

を検討する。活用にあたっては、教師と交流課職員がチーム・ティーチング形式の授業を考案・実践を行い、モノ（文化

財）を通して思考力を高め、言語活動を工夫した歴史授業の展開を考案し、同時に生徒や教師の博物館・文化財に対する

興味・感心を高める。また、教員研修を通じて「きゅうぱっく」の利用に関する普及を図る。 

 

【担当部課】 交流課 【プロジェクト責任者】 教育普及室主任研究員 佐藤茂史 

【スタッフ】 

【主な成果】 

 学校貸出キットを活用した授業展開を教師と博物館職員が一緒に考え実践したことは、生徒の追求意欲を高め、思考

力・判断力・表現力を育む場を設定することができ、それを通して言語力を高めることに有効であった。本実践にあたっ

ては、筑紫地区中学校社会科研究会の公開授業として行われ、40 名以上の教師が授業後の研究協議に参加し、多くの意

見交換が行われたと同時に、「きゅうぱっく」及び文化財を通した授業づくりに関して、広く普及ができた。 

 

【年度実績概要】 

・大野城市立大野東中学校における「きゅうぱっく」を活用した授業に関して、同

校主幹教諭平野善浩先生とともに授業案を検討し、新たな活用例を複数考案でき

た。 

・考案した授業展開に基づき、「きゅうぱっく」を活用した授業実践支援事業として

交流課職員とチーム・ティーチング形式で授業を行い、筑紫地区授業研究会の公

開授業として公開された。 

・授業後の生徒アンケートの分析では、追求意欲が「大変高い」生徒が 84％、「高

い」生徒が 18％であった。また、思考力を高めることに関する「きゅうぱっく」

の教材としての有効性について、「大変役に立った」と答えた生徒が 84％、「役に

立った」と答えた生徒が 13％であった。以上の結果から、きゅうぱっくが生徒の

追求意欲を高め、思考を促し、表現力を高めることに有効であり、新学習指導要

領の改善点にも非常に有効な教材となりうると判断できる。 

・実践後の研究協議において、「博物館のモノを通して、比較・分類・類推、その結

果に基づく言語活動の場が位置づけられ、主眼達成にきゅうぱっくが非常に有効

であった」との意見が出された。 

・本実践を含めた授業実践支援回数は 9回を数え、また「きゅうぱっく」の活用に

関する教員研修の開催も増加した。 

 

  

「きゅうぱっく」のキットをもと

に、課題に対して考える生徒 

【実績値】 

「きゅうぱっく」貸出件数：56件 

 

博物館職員による授業実践支援回数：9回（対象生徒数延べ約 509名） 

 

「きゅうぱっく」の活用に関する教員研修：3回（参加教員数延べ約 102名） 

 

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 九州国立博物館 処理番号 4574-3 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価  

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

「きゅうぱっく」の貸出は順調であり、「きゅうぱっく」に関する授業実践や研修会の回数も順調に

伸びてきている。よって、「きゅうぱっく」が新学習指導要領のもとでも、有効な教材としての価値を

有していると考えられる。今後は活用事例を整理して公開し、教師の利用に供する手法も考えられる。

次年度は文化交流展示第Ⅳテーマに対応する資料をパッキングし、学校への貸出を予定している。ま

た、第Ⅴテーマに係わるシリーズの構築へ向けて、更なる資料の調査と選定が必要である。 

 

４．中期計画の実施状況の確認  

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

「きゅうぱっく」を活用した学校教育との連携は着実に進展している。授業支援のためのツールと

してだけでなく、新学習指導要領に対応し、生徒の思考力を高め言語活動を充実させることに大いに

有効である。また、館内での観覧支援のための活用も定着してきており、さらなる連携の可能性も広

がっている。「きゅうぱっく」の構成資料と関係する体験型展示室「あじっぱ」の体験用資料には、授

業支援に有効な資料が多数あり、今後これらについて調査研究と活用を推進することで、一層学校教

育との連携は強化されると思われる。 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

判定理由  

適時性：新学習指導要領では博物館や人材の活用が明記されており、学校貸出キットなど博物館の資源を教材に利用 

した学習展開の工夫は必要性が高いため。 

独創性：「きゅうぱっく」の諸資料について担当教師とともに授業展開を考案・実践したこと、それを社会科研究会 

で公開・研究協議をしたことなど新たな取り組みであった。 

発展性：「きゅうぱっく」活用に関する研修会の依頼が増加している。また各地区の授業研究会で「きゅうぱっく」 

を活用した公開授業が行われており、さらによりよい活用法の開発が期待されるため。 

効率性：学校連携担当の職員の配置により、活用や授業展開に関する教師との打ち合わせや資料の要望に応えやすい 

体制がとれた。 

継続性：次年度文化交流展示Ⅳテーマに対応した資料を新規「きゅうぱっく」として貸出を開始する予定であり、さ 

らなる活用や授業実践が期待されるため。 

正確性：授業においては、三次元プリンタで出力したものや文化交流展示室のハンズオン資料と関連するものが活用 

され、資料の有する情報の正確性は非常に高いため。 

観点 
きゅうぱっく 

貸出件数 

授業実践 

支援回数 

きゅうぱっく

活用教員研修 
   

判定 Ｂ Ａ Ａ    

判定理由  

きゅうぱっく貸出件数：貸出件数は前年度比約 63％（平成 23年度は貸出件数 85件）であったが、22年度以前の実 

績（平均約 50件前後）と比較した場合、ほぼ同数であった。県外からの貸出依頼は増えており、 

貸出実績に関しては、ほぼ計画通り実施できた。 

授業実践支援回数：授業実践支援回数は前年度と同数であった（平成 23年度は 9回）。前年度依頼された学校から 

同じ教科・単元での依頼もあり、目標を達成できた。 

 きゅうぱっく活用に関する教員研修：きゅうぱっく活用に関する教員研修の依頼は、前年度より増加しており、目標 

                  を達成できた。（平成 23年度は 1回）。 
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Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



【書式Ｂ】 施設名 九州国立博物館 処理番号 4574-4 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 
4)平成 27 年度に迎える開館 10周年における一定程度のリニューアルを見据えた、現在の展示施

設、展示環境や展示方法の課題や展望についての検討（(5)－⑦） 

【事業概要】 

平成 27年には開館 10周年を迎えることから、文化交流展示室のリニューアルを念頭におき、現在の展示全般に関する

さまざまな課題に対して、展示に関係する全研究員による討論や、外部委員会による意見の聴取あるいは、展示業者等と

の討議により、新しい展望を開こうとする取り組みである。 

 

【担当部課】 展示課 【プロジェクト責任者】 課長 赤司善彦 

【スタッフ】 

三輪嘉六（館長）、森田稔（副館長）、谷豊信（学芸部長）、本田光子（学芸部特任研究員）、臺信祐爾（文化財課長）、小

泉惠英（企画課長）、今津節生（博物館科学課長）、藤田励夫（博物館科学課保存修復室長）、秋山純子（博物館科学課ア

ソシエイトフェロー）、志賀智史(博物館科学課保存修復室主任研究員)、渡部史之（博物館科学課アソシエイトフェロー）、

河野一隆（企画課文化交流展室長）、池内一誠（展示課情報サービス室主任研究員）、上野知彦（交流課ボランティア室主

任研究員）、楠井隆志（展示課展示調整室主任研究員）、鳥越俊行（文化財課資料登録室主任研究員）、畑靖紀（企画課特

別展室主任研究員）、川畑憲子（企画課文化交流展室主任研究員）、森實久美子（企画課特別展室研究員）、鷲頭桂（企画

課特別展室研究員）、進村真之（交流課教育普及室主任研究員）、酒井芳司（展示課展示調整室主任研究員）、遠藤啓介（展

示課展示調整室研究員）、坂元雄紀（展示課情報サービス室研究員）、丸山猶計（文化財課資料登録室主任研究員）、原田

あゆみ（文化財課資料管理室主任研究員）、望月規史（文化財課アソシエイトフェロー） 

 

【主な成果】  

(1) 研究員全員参加による検討会を行い、各課題の解決や必要な展示についての共通理解を得ることができた。 

(2) 外部委員会「次の 10年を考える懇話会」を開催し、識者や市民代表による率直な意見をうかがうことができた。 

(3) 当館の展示工事を担当者した展示業者と、開館後の展示環境の課題について、つくる立場と使う立場での相互の意見

交換を行うことができた。 

 

【年度実績概要】 

(1) 平成 23 年度より実施。毎月 1 回、閉館後の 40 分程度、文化交流展示室を会場

に全研究員と非常勤職員が参加する検討会を実施。各回、数名が持ち回りでそれ

ぞれ専門分野や担当テーマの立場からこれまでの取り組みや課題などについて

発表。展示テーマの位置付け、動線、中央エリアの問題点洗い出しなど、活発な

意見交換を重ね、共通認識を深める格好の機会となった。 

(2) 本年度より立ち上げた新規事業。文化交流展示だけでなく、国際交流、ボラン

ティア活動、地域との連携、広報・サービス面に関するさまざまな意見・要望が

外部委員から寄せられた。 

(3) 当館の展示工事を担当した展示施工業者を交えて文化交流展示室の諸課題改善

に向けた検討会を実施。動線及び中央エリアの改修案について、展示ケース及び

造作を移設した場合の課題整理・工程について、LED照明機器についての報告を

聞き、活発な意見交換を行った。 

 
 「次の 10年を考える懇話会」での

会議風景 

【実績値】 

(1)館員による展示検討会  8回 

(2)外部委員による次の 10年を考える懇話会  4回 

(3)展示業者との懇話会 1回 

 

 

【備考】 

 

 

－ 472 －



【書式Ｂ】 施設名 九州国立博物館 処理番号 4574-4 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価  

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

 

全研究員による検討会の定例化、外部委員会の立ち上げ、あるいは展示業者等との討議実施をとお

して、10周年リニューアルに対するある一定の方向性を見出すとともに、館員の共通認識を得ること

につながっている。3年後とはいえ着実な検討を進めていると評価できる。 

 

 

４．中期計画の実施状況の確認  

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

 

展示に関係する全研究員による討論や、外部委員会による意見の聴取、あるいは展示業者等との討

議により、10 周年リニューアルに対するある一定の方向性を見出すとともに、館員の共通認識を得る

ことにつながっている。 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性  

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ  

判定理由  

適時性：3年後には開館 10周年を迎える。それにむけて課題の洗い出しを着実に進めることができた。 

独創性：館内関係者だけでなく、外部の様々な視点を取り入れ、新たな活動の展開につなげようと試みているため。 

発展性：外部委員による懇話会の立ち上げ、展示施工業者との共同研究の実施など、多岐にわたる実績を積み重ねる 

ことができた。 

効率性：展示検討会は毎月の学芸定例会議開催日に定例化し、定着した。そのため、関係者の出席率も高いため。 

継続性：館員による展示検討会は、平成 23年度に引き続き定例的に検討を進めており、館員の共通認識を深めるこ 

とにつながっているため。 

 

観点 
検討会実施 

回数 

外部委員による

懇話会開催 

展示業者との

懇話会 
   

判定 Ａ Ａ Ａ    

判定理由  

検討会実施回数：検討会がほぼ毎月定例化されることで館員に定着。リニューアルにむけての共通認識を得ることに 

つながっている。 

外部委員による懇話会開催：ほぼ 3ヵ月ごとに開催され、外部視点からの多岐にわたる意見を聞くことができた。 

展示業者との懇話会：計画通り実施できた。 
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【書式Ｂ】 施設名 九州国立博物館 処理番号 4574-5 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 5)高等学校所蔵考古資料の調査研究((5)－⑦) 

【事業概要】 

日本の各地の高等学校には、あらゆる考古資料が保管されていることは一般にはあまり知られていないが、これは世

界的にみても珍しく、特筆すべき現象である。収蔵資料の多くは、教員や地元有志からの寄贈、構内遺跡出土品、歴史

系クラブ活動の調査資料品などである。いずれも高校がその地域において知の集積地として機能していたことを示して

おり、収蔵資料の実態把握は、近現代における社会史的あるいは教育史的意義を有するものである。しかしながら、学

校によっては管理者が不在であったり、知識不足から活用がなされなかったりと、文化財の活用という面において各種

の問題を含んでいる。本研究では、高等学校が所蔵する考古資料について全国的な調査を実施して、保管実態を精査す

るとともに、26 年度には関連する展示会を実施し、文化財保護の普及をはかり、かつ次代を担う高校生たちの考古学に

対する興味を存分に感化することを企図するものである。 

 

【担当部課】 学芸部企画課 【プロジェクト責任者】 特別展室主任研究員 市元塁 

【スタッフ】） 

河野一隆（企画課文化交流展室長）、志賀智史（博物館科学課保存修復室主任研究員） 

 

【主な成果】  

 福島、栃木、東京、神奈川、大阪の高等学校所蔵資料の調査を実施して、収蔵状況における実態をつぶさに把握する

ことができた。また兵庫県では博物館連携を進めている学校教員にヒアリングを行い、今後の指針とした。さらに高等

学校の歴史系クラブが発行した機関誌の収集に努め、これらによって特に戦後２０年内外の活動実態について大要を把

握した。 

 

【年度実績概要】 

24年 8月に 3ヵ年の調査計画案を策定し、24年 10月から実地調査に着手した。 

・24年 10月 4日には兵庫県立明石北高等学校の地歴科教諭を訪ね、学校教育に於ける

考古資料の活動実態についてヒアリングを行った。同日、大阪府立泉大津高等学校に

て、同校地歴部がかつて調査した考古資料を調査するとともに、現在の活用状況や保

管状況の実態調査を実施した。 

・24年 11月 15日には東京都立五日市高等学校並びにあきる野市資料館を訪ね、同校構

内遺跡出土の縄文時代資料の調査を実施した。翌日には神奈川県藤嶺学園鵠沼高等学

校を訪ね、同校がかつて調査した考古資料を調査するとともに、現在の活用状況や保

管状況の実態調査を実施した。また藤沢市図書館にて発掘当時の新聞記事などを収集

した。 

・24年 11月 26日には福島県立磐城高等学校にて、同校歴史部がかつて調査した古墳出

土資料を調査するとともに、現在の活用状況や保管状況の実態調査を実施した。翌日

には栃木県立栃木高等学校にて、旧制中学校時代に同校に寄贈された考古資料を調査

すると共に、現在の活用状況や保管状況の実態調査を実施した。 

・各校調査と並行して、九州国立博物館所蔵の麻生優寄贈図書及び文化庁寄贈図書をも

とに、高等学校が発行した歴史系クラブ機関誌の収集と分析に着手した。 

・研究をさらに計画的に推進すべく、河野一隆を研究代表者として、科学研究費を申請

した。 

 

 

 
 

栃木県立栃木高等学校が旧制

中学校時代に寄贈された古墳

時代の木棺。ひずみや割れを

生じているものの、棺身の全

容が判明する稀有な事例であ

る。 

【実績値】 

収集資料数：目標 20点・実績 20点 

収集図書数：目標 40点・実績 50点 

 

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 九州国立博物館 処理番号 4574-5 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価  

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

当初目標を達成し、あわせて 26年度トピック展示開催の見通しを立てた。次年度も継続して調査を

進める。 

 

 

 

４．中期計画の実施状況の確認  

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

計画通り調査研究を実施できている。 

 

 

 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ａ Ｓ Ａ Ａ Ａ Ａ 

判定理由  

適時性：高校所蔵資料はつねに散逸や毀損の危機にあるため、本研究は緊急性がきわめて高いため。 

独創性：学校外で活用される機会がきわめて少ない高校所蔵資料に着目した独創的な研究であるため。 

発展性：研究成果を学校現場や地域社会に還元できる。また昭和史の新たな側面を浮彫にすることができた。 

効率性：調査対象校はすでに絞り込みつつあるので、無駄なく調査が実施できた。 

継続性：計画的に調査を進めているため。 

正確性：各府県自治体の協力により、正確な調査を行うことができた。 

観点 収集資料数 収集図書数     

判定 Ａ Ａ     

判定理由  

資料収集数：考古学上の重要資料を収集し得た。また目標値を達成した。 

収集図書数：学史上重要な図書を収集し得た。また目標値を達成した。 
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【書式Ｂ】 施設名 九州国立博物館 処理番号 4574-6 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 6)平山郁夫が関与した文化財保護活動に関する調査研究((5)－⑦) 

【事業概要】 

日本画家で文化勲章受章者の平山郁夫（1930-2009年）の生涯を、その画業、作画及び研究資料用に夫人とともに蒐集

した美術品コレクションと、ユーラシア各地で実施した取材の過程で目の当たりにした危機に瀕した文化遺産の文化財保

護活動を通して調査研究するとともに、その成果を特別展の形で広く一般に公開する。 

 

【担当部課】 学芸部文化財課 【プロジェクト責任者】 課長 臺信祐爾 

【スタッフ】 

小泉惠英（企画課長）、原田あゆみ（文化財課資料管理室主任研究員）、森實久美子（企画課特別展室研究員）  

【主な成果】 

 画家の初期を代表する仏伝シリーズのうち、本画「受胎霊夢」「入涅槃幻想」に関する調査研究、30代後半から参加し

たキリスト教教会堂壁画模写及び法隆寺金堂壁画と高松塚古墳壁画模写に関する調査研究、敦煌莫高窟・アンコールワッ

ト・バーミヤーン大石仏を中心とする文化財保護活動に関する調査研究を行い、その意義を考察するとともに、特別展と

して広く一般に公開した。 

 

【年度実績概要】 

調査結果については、以下のとおりである。 

・平山郁夫の画業について 

   東京美術学校入学から 62年間の画業を分析した。卒業後、副手として大学に 

残り前田青邨教授の指導を受けた平山は、生まれ故郷の生口島の人々や風景を 

叙情的に描き評価された。その後、原爆後遺症に苦しみ、新たな芸術上の展開 

に悩んでいた平山は、「仏教伝来」を描き、新境地を開くとともに、体調が回復 

した。以後、玄奘三蔵の足跡を辿る旅と、シルクロードをめぐる旅から得られ 

た風景描写がそのテーマとなった。厳しい気候・自然条件の海外調査から帰る 

度に、湿潤な気候の日本の風土にさらにひかれることとなった。被爆体験をも 

とに、世界平和を望む気持ちが溢れている。 

・平山郁夫の文化財保護活動 

   仏教伝来の道とシルクロードへの取材活動を通じて、各地の文化遺産が崩壊 

の危機に瀕していることを切実に感じた平山は、これらを人類共通の遺産とし 

て次世代へ引き渡す責任を自覚し、二ヵ国間協力の形になるまで、私財を投げ 

打ってでも尽力した。中でも本プロジェクトでは、敦煌莫高窟、アンコールワ 

ット、バーミヤーン大石仏について、基礎的な調査研究を実施した。 

 

 
 

菩薩半跏思惟像・ 

平山夫妻コレクション 

 

【実績値】 

調査回数：20回 

収集資料数：109点 

論文掲載数：2本  

「平山郁夫 シルクロードの軌跡 －文化財にかけた画家の生涯－」（『平山郁夫 シルクロードの軌跡』図録） 

「九州国立博物館 特別展『平山郁夫 シルクロードの軌跡』」（『電気と九州』2012年 4月号） 

報告書・図録等：1冊 特別展図録「平山郁夫 シルクロードの軌跡」 

展覧会数：1回 特別展「平山郁夫 シルクロードの軌跡」（24年 4月 3日～5月 27日 (49日間)） 

【備考】 

・画業の流れ、コレクション及び文化遺産保護活動について、記者発表資料を準備した。 

・展覧会の広報ツールとして、YouTubeを利用した展覧会紹介のための映像プログラム 2本を製作した。 

・展覧会の内容について，民放ラジオインタビューを通じて広報した。 

・平山郁夫の画業と生涯を紹介する NHK制作特別番組制作に関与した。 

・会場で放映した展覧会紹介番組構成に関与した。 
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【書式Ｂ】 施設名 九州国立博物館 処理番号 4574-6 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価  

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

 

本プロジェクトにより、平山郁夫にとって初期の壁画模写体験が、重要なものであることが明確と

なった。また、研究成果を展示・講演会などを通じて適切に発信できた。 

 

 

 

４．中期計画の実施状況の確認  

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

 

計画通り調査が実施され、当初の目標を達成することができた。 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

判定理由  

適時性：東京国立博物館が前年に開催した「平山郁夫展」によって平山郁夫の関心興味が高まっていた。 

独創性：初期から晩年に至る画業、美術コレクション、文化財保護活動からその生涯を際だたせた。 

発展性：人類共通の文化遺産を保護する意義について広報でき、一般の興味をかき立てた。 

効率性：各方面の協力を得て、準備期間 1年強で特別展に結実させられた。 

継続性：今後も平山郁夫が道筋をつけた国際貢献の経過について基礎的データを集積する必要がある。 

正確性：平山郁夫シルクロード美術館・平山美郁夫美術館から正確なデータの提供を受けた。 

観点 調査回数 収集資料数 論文掲載数 報告書・図録等 展覧会数  

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ  

判定理由  

調査回数：必要な調査が実施できた。 

収集資料数：計画通り実施できた。 

論文掲載数：目標を達成できた。 

報告書・図録等：目標を達成できた。 

展覧会数：目標を達成できた。 
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【書式Ｂ】 施設名 九州国立博物館 処理番号 4574-7 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 7)ヨーロッパ美術にみる文化交流に関する調査研究((5)－⑦) 

【事業概要】 

1400年代から 1800年代に至る約 400年間にみられる、二つの美術的な中心としてのイタリア美術とアルプスの北に広

がる北方（現在のドイツ、ベルギー、オランダなどを含む地域）で発達した北方美術の相互影響関係について調査研究す

る。 

 

【担当部課】 学芸部文化財課 【プロジェクト責任者】 課長 臺信祐爾 

【スタッフ】 

【主な成果】 

15 世紀～18 世紀末における、ヨーロッパ美術の流れを、イタリアルネサンス、北方ルネサンス、マニエリスム、バロ

ック、ロココ様式の変遷の中で、各国の絵画と彫刻作品、ならびにイタリアルネサンスを中心とする素描作品を位置づけ

る作業を行い、その成果を各章はじめの説明パネル、作品の制作地を示す地図、世界史上の出来事を略記した年表として

掲出し、来館者に分かりやすく提示した。 

 

【年度実績概要】 

・現在のドイツ・ベルギー・オランダなどを含むアルプス山脈北方の美術

は、15 世紀に始まるイタリアルネサンスの影響を受けて発達し、16 世

紀になって北方ルネサンスと呼ばれる黄金期を迎えた。北方では、宗教

改革及びその後の社会的混乱を受けたため、美術的には沈滞傾向が見ら

れたが、大航海時代以後海洋国家として大躍進を遂げた 17 世紀オラン

ダにおいて進展がみられた。新教徒国家における宗教美術の否定にとも

ない、具体的には風景画、肖像画、静物画、風俗画といったジャンルに

おいてオランダ絵画が他の国々に大きな影響を与えた。フェルメール筆

「真珠の首飾りの少女」に描かれた、17世紀中国製蓋付壺が、アジアと

ヨーロッパがすでに密接な関係にあったことを具体的に示すものであ

ることを指摘した。 

・フランス 18世紀ルイ 15世紀治下において一世を風靡した、若い貴族の

男女が遊ぶ風景などを柔らかな色彩で描くロココ様式にあって、厳密な

構図と落ち着いた色彩で静物画を描いたシャルダンの作品を紹介する

ことで、ロココ時代の美術の幅の広さを示すことができた。 

 

 

 
各章解説パネルイメージ 

 

【実績値】 

収集資料点数：108点 

論文等掲載数：1件  

「九州国立博物館 特別展 ベルリン国立美術館展 －学べるヨーロッパ美術の 400年－」（文化庁月報 No.528） 

報告書・図録等：1冊 特別展図録『ベルリン美術館－学べるヨーロッパ美術の 400年－』 

展覧会数：1回  

「ベルリン国立美術館展 －学べるヨーロッパ美術の 400年－」（24年 10月 9日～12月 2日(51日間)） 

 

【備考】 

・400年間のヨーロッパ美術の流れについて、主要な作品を取り上げつつ、解説を加えた記者発表用資料を準備した。 

・展覧会の広報用ツールとして、YouTubeを利用した展覧会紹介のための映像プログラム 1本を制作した。 

・展覧会の内容について、民放テレビラジオインタビューを通じて広報した。 
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【書式Ｂ】 施設名 九州国立博物館 処理番号 4574-7 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価  

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

 

調査研究を計画通りに実施することができ、展覧会にその成果を反映させることができた。また、

年表とともに地図を使用した各章の解説パネルを作製したため、来館者に展示の趣旨が適切に伝達さ

れた。 

 

 

４．中期計画の実施状況の確認  

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

 

計画通り調査が実施され、当初の目標を達成することができた。 

 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 正確性  

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ  

判定理由  

適時性：ヨーロッパ内における文化交流のありさま、及びアジアとの関係を指摘できた。 

独創性：イタリアと北方美術との相関関係に注目した。 

発展性：イタリア、ドイツ、オランダ、フランスなど、相互に影響関係がみられたため。 

効率性：ベルリン国立美術館の協力により、円滑に展示を行うことができた。 

正確性：ドイツ国立美術館群及び国立西洋美術館の全面的な協力を得たため。 

観点 収集資料点数 論文等掲載数 報告書・図録等 展覧回数   

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ   

判定理由  

収集資料点数：計画通り実施できた。 

論文等掲載数：目標を達成できた。 

報告書・図録等：目標を達成できた。 

展覧会数：計画通り実施できた。 
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【書式Ｂ】 施設名 九州国立博物館 処理番号 4574-8 

（様式 1） 

業務実績書 

 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

プロジェクト名称 8)芦屋釜の制作と復元に関する調査研究((5)－⑦) 

【事業概要】  

中世に筑前国芦屋津（現：福岡県芦屋町の遠賀川河口付近）で制作されていた芦屋釜（あしやがま）の制作技法と現在

の復元状況を検討する。また、実際復元に携わる職人に聞き取りを行うとともに、芦屋釜やその復元品についてＣＴスキ

ャンを実施し、更に蛍光Ｘ線分析によって得られた知見も踏まえながら、芦屋釜の展示・紹介及び教育普及活動を行う。  

 

【担当部課】 学芸部文化財課 【プロジェクト責任者】 アソシエイトフェロー 望月規史 

【スタッフ】 

遠藤啓介（展示課展示調整室研究員） 

【主な成果】  

本年度の調査研究により明らかとなった諸点は、平成 24 年度トピック展示「茶の湯をたのしむⅤ：芦屋釜と館蔵茶道

具」のなかで芦屋釜の特集を組み、分かりやすく紹介することができた。また、芦屋釜の魅力を伝える企画を芦屋町と共

同で立案し、一般からの希望者を募って九州国立博物館と芦屋町の双方で見学を行うツアーを実施した。 

 

【年度実績概要】 

・芦屋釜の調査と展示について 

  重要文化財 2件（文化庁保管「浜松図真形釜」、当館所蔵「楓流水鶏図真形釜」）を 

含む芦屋釜 8口及び復元品 1口について調査した。また、芦屋釜の制作工程を窺わ 

せる芦屋町・金屋遺跡出土の鋳型片（芦屋町歴史民俗資料館所蔵）を精査し、更に芦 

屋町立芦屋釜の里からの全面的な協力を得ながら、現在復元に用いられている鋳型と 

比較検討した。なお、成果の一部は、平成 24年度トピック展示「茶の湯をたのしむ 

Ⅴ：芦屋釜と館蔵茶道具」リーフレット及び展示室内の解説パネル等で広く紹介した。 

 

・芦屋釜に関する教育普及活動について 

  体験型施設「あじっぱ」を活用して、芦屋釜（復元品）を手にとり、実際にその軽 

さと薄さを体験できるコーナーを設けた。また、九州国立博物館～芦屋町歴史民俗資 

料館～芦屋町立芦屋釜の里（資料館・工房）を順に巡る日帰りツアー（名称：「芦屋 

町・九州国立博物館共同企画 芦屋釜探訪バスツアー」）を実施し、計 32名の参加者 

を得た。更に、芦屋釜の里の学芸員を博物館に招聘し、講演会を開催した。 

 

 
芦屋釜の展示風景 

 

 
  ツアーでの工房見学 

 

 

【実績値】 

 

調査回数   8回（東京国立博物館（1回）、芦屋町立芦屋釜の里（4回）、芦屋町歴史民俗資料館（3回）） 

収集資料数  2点（芦屋町産砂鉄サンプル、鋳型土サンプル） 

学会研究会等発表数 1回（①福岡金属遺物談話会例会） 

報告書図録等 1件（展示配布用解説リーフレット） 

展覧回数   1回（平成 24年度トピック展示「茶の湯をたのしむⅤ 芦屋釜と館蔵茶道具」） 

 

 

【備考】 

学会研究会等 

①「芦屋釜の制作と復元に関する調査研究」福岡金属遺物談話会第 83回例会（24年 10月 12日） 
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【書式Ｂ】 施設名 九州国立博物館 処理番号 4574-8 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価  

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

 

芦屋釜にかかわる調査や教育普及活動を遅滞なく計画通りに実施することができた。また、展示を

通じて調査成果も適切に行い、観覧者から高い評価を複数頂いた。 

 

４．中期計画の実施状況の確認  

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

 

 調査研究をほぼ予定通りに進めることができた。また、成果物の刊行も計画通りに行った。 

  

 

 

 

 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ａ Ｓ Ａ Ｂ Ａ Ａ 

判定理由  

適時性：所有者側の希望を踏まえつつ研究の質的な深化をさせることができたため。 

独創性：眼で見るだけでなく、実際に釜を手にすることのできる体験的な展示を行った。 

発展性：展示を通じて芦屋釜の認知度を大きく高め、広く関心を喚起したため。 

効率性：調査と展示、教育普及を同時に行うことができた。 

継続性：芦屋釜の里と更に密接な交流を図ることができた。 

正確性：ＣＴスキャンにより、断面他正確なデータを取得できたため。 

観点 調査回数 収集資料数 
学会研究会等

発表数 
報告書図録等 展覧回数  

判定 Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ａ  

判定理由  

調査回数：目標値 8回（東京国立博物館、芦屋町立芦屋釜の里、芦屋町歴史民俗資料館）を達成した。 

収集資料数：目標値 2点（芦屋町産砂鉄、鋳型土）を達成した。 

学会研究会等発表数：目標値 1回（福岡金属遺物談話会）を達成した。 

報告書図録等：目標値 1件（リーフレット）を達成した。 

展覧回数：目標値 1回（トピック展示）を達成した。 
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【書式Ｂ】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 5111 

（様式 1） 

業務実績書 

研№39 

中期計画の項目 ５ 文化財保護に関する国際協力の推進 

プロジェクト名称 文化遺産保護に関する国際情報の収集・研究・発信((1)－①) 

【事業概要】 

文化財の保護制度や施策の国際動向及び国際協力等の情報を収集、分析して活用するとともに、国際共同研究を通じ

て保存・修復事業を実施するために必要な研究基盤整備を行う。また研究機関間の連携強化や共同研究、研究者間の情

報交換の活発化、継続的な国際協力のネットワークを構築し、その成果をもとにアジア諸国においての文化財保存・修

復事業を推進する。 

【担当部課】 文化遺産国際協力センター 【プロジェクト責任者】 保存計画研究室長 友田正彦 

【スタッフ】   

川野邊渉（文化遺産国際協力センター長）、山内和也（地域環境研究室長）、加藤雅人（主任研究員）、江村知子（主任研

究員）、境野飛鳥（アソシエイトフェロー）、邊牟木尚美（特別研究員）、島津美子（特別研究員）、鈴木環（特別研究員）、

安倍雅史（アソシエイトフェロー）、佐藤桂（アソシエイトフェロー）、新免歳靖（研究補佐員）、渡部妥子（研究補佐員）、

高多加奈子（事務補佐員）、今井健一朗（客員研究員）、石井美恵（客員研究員）、二神葉子（企画情報部情報システム研

究室長）、宮田繁幸（無形文化遺産部長） 

【主な成果】 

世界遺産委員会（サンクトペテルブルク）等の国際会議の出席、アメリカにおける文化遺産保護についての調査など、

各国の文化遺産保護に関する情報収集を行った。また文化財保護関連の法令の収集・分析及び翻訳作業を実施し、対訳

法令集シリーズを新たに 3 冊刊行した。さらに研究機関間の連携強化と国際的なネットワーク構築のため、染織品の保

存修復とその活用についての研究会を開催するなど国際的な研究交流を推進した。 

【年度実績概要】 

・国際会議等出席 

24年 6月 24日〜7月 6日 世界遺産委員会（サンクトペテルブルク） 

24年 7月 20日〜23日 ASEAN＋3文化協力ネットワーク会合（フィリピン） 

24年 12月 3日〜7日 無形文化遺産政府間委員会（パリ） 

・文化遺産（動産文化財）保護についての調査・研究 

  アメリカ国内には 2万館を超えるミュージアムが存在し、指定品クラス 

の日本の美術作品を収蔵している美術館も少なくないが、文化行政を担当 

する省庁は存在せず、独自の方法で文化財が保護されている。アメリカ各 

地の美術館関係者に文化財保護の現状について聞き取り調査を実施すると 

ともに、ワシントン DCに本部を置く文化財保護関連組織や国立の美術館・博物館にて調査を実施した。日程と主な調 

査先は次の通りである。25年 1月 26日〜2月 2日 AIC(アメリカ文化財保存修復学会)、AAM(アメリカ博物館協会)、 

FEMA(連邦緊急事態管理庁、Heritage Preservation（アメリカ文化遺産保護機構）、ナショナルギャラリー、フリー 

ア＆サックラーギャラリー、国立アメリカ歴史博物館、国立アメリカ・インディアン博物館、フィリップス・コレク

ション 

将来的に汎用性の高いデータベースとして活用するために、本年度の情報収集の成果は既存のデータベースと連携

できる形で集積した。 

・対訳法令集シリーズの刊行 

本年度は、韓国、ミャンマー、フィリピンの 3 ヵ国について、文化財保護関連の基本的法令の条文を和訳し、対訳

法令集シリーズとして刊行した。 

・研究会の開催 

染織品は世界中で幅広い時代の作品が存在し、人類共通の文化遺産として安定した状態で保存されることが求めら 

れるが、研究者や専門的な保存修復技術者は絶対的な数が不足しており、国内外の専門家による情報共有と連携強化 

が急務の課題と言える。そこで海外からの講師による研究会を開催し、50 名ほどの参加者を交え活発な研究交流を行

った。 

【実績値】 

国際会議出席 3回、海外現地調査 1回（アメリカ）、研究会開催 1回（①）、研究発表 1回（②）、刊行物発行 ４

冊（文化財保護法令集作成 3冊（③④⑤）、国際資料室蔵書目録作成 １冊） 

【備考】 

研究会開催：①染織品保存修復に関する研究会「古代から現代へ‐ウィットワース美術館の染織コレクションとその保

存修復」アン・フレンチ氏（イギリス、マンチェスター大学ウィットワース美術館）、討議司会：石井美恵 2012.10.19 

研究発表：②二神葉子「第 36 回世界遺産委員会報告」2012.9.4、総合研究会 

法令集作成：③各国の文化財保護法令シリーズ[15] 韓国 

④各国の文化財保護法令シリーズ[16] ミャンマー 

⑤各国の文化財保護法令シリーズ[17] フィリピン 

ASEAN＋3文化協力ネットワーク会合 
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【書式Ｂ】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 5111 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

研№39 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 
当初計画の通り、文化財国際情報の収集等を実施し、法令集等を刊行した。また、研究会には多く

の専門家の参加を得て、充実した講演内容とともに、会場を含めた活発な議論が行われた。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

国際会議への参加や国際的な研究会の開催等を通じて、専門家間の交流や情報交換を推進できてい

る。次年度においては、さらに多くの会議等に参加するとともに、文化財保護制度に関する海外調査

等をさらに発展的に行っていく予定である。 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性  

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ  

判定理由  

適時性：文化遺産保護の最新の国際動向を把握し、情報を必要とする関連組織や関係者に提供している。 

独創性：様々な専門分野に対応し、国内外に発信できるネットワークを保持した当研究所においてこそなし得る。 

発展性：幅広く収集した情報を、所内外の調査研究活動及び文化遺産保護に関する業務において利用できる。 

効率性：国内外のネットワークを通じて、最小限の従事者・規模で大きな成果を得た。 

継続性：情報収集は継続して行うことでその利用価値が高まる。また刊行物や研究会などにおいても評価が高く、継

続する意義が認められた。 

 

観点 国際会議出席 海外現地調査 研究会開催 研究発表 刊行物発行 

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

判定理由 

国際会議出席：3回の会議に出席して情報収集を行い、国際協力のネットワークを強化した。 

海外現地調査：計画通りアメリカでの調査を実施し、次年度以降の発展的な調査研究につながる成果をあげた。 

研究会開催：染織品の保存修復にかんする公開研究会は開催の機会が少なく、参加者からは有意義な企画であると高 

い評価を得た。また国際的な研究協力の推進につながった。 

研究発表：世界遺産委員会の報告、最新の国際動向および今後の課題について発表し、情報共有に努めた。 

刊行物発行：3種 4冊の刊行物により、専門性の高い情報を広く利用できるような形式で公開することができた。 
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【書式Ｂ】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 5211-1 

（様式 1） 

業務実績書 

研№40 

中期計画の項目 ５ 文化財保護に関する国際協力の推進 

プロジェクト名称 中国壁画の保護に関する日中共同研究((2)－①－ア・エ) 

【事業概要】 

国際共同研究を通じて東アジア諸国の保存・修復の考え方や技術に関する研究を進め、国際協力を推進するための基

盤を形成するとともに、その成果をもとにアジア地域を主とする諸外国において文化財保護事業を推進することを目的

として、中国・敦煌莫高窟壁画及び陝西省墳墓壁画の保護のための共同研究を実施する。 

 

【担当部課】 保存修復科学センター 【プロジェクト責任者】 保存修復科学センター長 岡田 健 

【スタッフ】   

早川泰弘（保存修復科学センター分析科学研究室長）、犬塚将英（主任研究員）、吉田直人（主任研究員）、森井順之（主

任研究員）、渡辺真樹子（客員研究員）、皿井舞（企画情報部主任研究員）、高林弘実（客員研究員）、津村宏臣（客員研

究員）、鉾井修一（客員研究員）、小椋大輔（客員研究員）、石松日奈子（清泉女子大学） 

【主な成果】 

 敦煌莫高窟壁画に関する第 6 期共同研究として第 285 窟 4 壁と天井部について携帯型蛍光 X 線、顕微鏡、分光光度計

を用いた分析調査及び環境調査を実施した。敦煌研究院研究員 2名の研修を実施するとともに、敦煌研究院と共同で 2012

年度成果報告書を編集・発行した。また、陝西墳墓壁画として乾陵章懐太子墓を対象に 2 回の現地調査を行い、壁画の

表面含水量測定及び壁画材料について検討した。 

【年度実績概要】 

敦煌莫高窟壁画 

・第 6期共同研究：第 6期共同研究は、壁画の劣化と環境との関係とそのメカニズムの解明による壁画の復原的研究、

前年度まで実施してきた莫高窟第 285 窟の補充調査、非破壊検査法による調査技術研究、第 285 窟 GIS データベー

スの完成を主な内容として実施するもので 2011年秋にはそのための合意書を作成し、敦煌研究院を通じて甘粛省文

物局、中国国家文物局へ許可申請を提出したものの、未だに正式許可が降りないため、第 285 窟の調査完成を主眼

に活動を実施した。 

・現地調査１：24年 8月 22日～9月 4日。第 285窟 4壁での携帯型 XRF、顕微鏡、分光光度計を用いた追加調査を実 

施した。第 285窟以外の莫高窟諸窟及び張掖・酒泉など甘粛省西部の諸石窟で関連調査を実施した。 

・現地調査２：25 年 1 月 10 日～20 日。第 285 窟内に足場を組んで天井部の壁画について携帯型蛍光 X 線、顕微鏡、

分光光度計を用いた分析調査を実施した。環境に関する調査を実施した。                          

・敦煌研究院研究員の来日研修：24年 6月 11日～7月 4日の日程で張化氷研究員 

（分析化学）、薛平研究員（環境）を招聘し、各担当の内容に関する技術研修を 

実施した。 

・データベースの完成：劣化状態に関する情報を中心にデータベースに入力する 

データの整理作業を行った。  

・報告書の作成：東京文化財研究所と敦煌研究院両者共同の 2012年度成果報告書 

を編集し、発行した。 

陝西墳墓壁画                                 

・現地調査：24年 8月 19日～21日。乾陵章懐太子墓の内部の状況調査を行った。 

・現地調査：25年 2月 24日～28日。章懐太子墓及びその他の壁画墓について、現 

地調査を実施した。壁画の表面含水量測定及び簡便な紫外線撮影方法を開発し、 

それによる壁画材料の傾向把握について方法を検討した。 敦煌莫高窟第 285窟天井部の調査 

【実績値】 

 報告書（①） 

 報告 1件（②） 

学会発表 2件（③～⑤） 

データ収集 XRF600、分光 257、顕微鏡 165 
【備考】 

報告書 

①『敦煌壁画の保護に関する日中共同研究 2012』1冊 

報告 

②犬塚将英、高林弘実、渡邊真樹子、皿井舞：敦煌莫高窟第 285窟の東壁における青色の材料と技法について、保存科学 52、2013.3 

学会発表 

③中田雄基、鉾井修一、小椋大輔、岡田健、蘇伯民、高林弘実、渡邊真樹子、長谷隆秀：敦煌莫高窟壁画第 285窟壁画の劣化要因の

検討～模擬壁画を用いた劣化実験～、文化財保存修復学会第 34回大会、2012.6 

④渡辺真樹子、岡田健、皿井舞、大場詩野子、丁淑君、毛嘉民、劉瑞：敦煌莫高窟第 285窟壁画の保存状態Ⅱ―天井壁画の保存状態

―、文化財保存修復学会第 34回大会 日本大学 12.6 

⑤長谷隆秀、鉾井修一、岡田健、小椋大輔、宇野朋子：敦煌莫高窟内の壁画の劣化に関する研究－塩析出による壁画の劣化の評価、

建築学会大会、2012 
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【書式Ｂ】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 5211-1 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

研№40 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

敦煌壁画の研究に関しては、天井部の劣化状態調査が完了し、蛍光 X 線、顕微鏡、分光光度計等に

よる分析・撮影調査も順調に進捗しており、次年度において第 285 窟に関する日中共同研究のまとめ

をしようとする目的はほぼ達成されようとしている。西安壁画については具体的な調査対象が定まら

ず、中国側の積極性もやや足りない部分があり、なお相互の連携に調整すべき点がある。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

敦煌壁画の研究に関しては、天井部の劣化状態調査が完了し、蛍光 X 線、顕微鏡、分光光度計等に

よる分析・撮影調査も順調に進捗しており、次年度において第 285 窟に関する日中共同研究のまとめ

をしようとする目的はほぼ達成されようとしている。西安壁画については具体的な調査対象が定まら

ず、中国側の積極性もやや足りない部分があり、なお相互の連携に調整すべき点がある。 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ａ Ａ Ａ Ｂ Ａ Ａ 

判定理由 

適時性：国際共同による中国文化財の保護のための研究は現在の両国関係において果たす役割が大きい。 

独創性：文化財の総合的研究を真に実現するものである。 

発展性：敦煌壁画の研究においてはこの成果を次のテーマへつなげる展望が開けつつある。  

効率性：中国側の対応に期待通りでないところがあり、必ずしも十分な効率性を示していない。 

継続性：長期にわたり、丹念な調査を積み重ね、十分な成果を上げようとしている。 

正確性：取得したデータは常に整理保管され、構築したデータベースでの活用が期待される。 

観点 報告書 報告 学会発表 データ収集   

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ   

判定理由 

 報告書、報告数、学会発表、データ収集：いずれも目標を達成した。 
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【書式Ｂ】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 5212-1 

（様式 1） 

業務実績書 

研№41 

中期計画の項目 ５ 文化財保護に関する国際協力の推進 

プロジェクト名称 東南アジア諸国等文化遺産保存修復協力((2)―①－イ・エ) 

【事業概要】 

東南アジア諸国においては、文化遺産の保存修復に関する国際協力や域内連携の動きが近年活性化しているが、なお 

多くの文化遺産を抱え、国ごとの保護体制に関するレベルの差も大きい。このため、当該地域における保存修復事業へ

の協力及びこれに関する調査研究の実施を通じて文化財の保存・修復に関する技術移転を図るとともに、この分野での

国際協力を推進する。また併せて、対モンゴル等においても文化財保護に関する共同研究や協力事業を実施する。 

【担当部課】 文化遺産国際協力センター 【プロジェクト責任者】 保存計画研究室長 友田正彦 

【スタッフ】   

川野邊渉（文化遺産国際協力センター長）、佐藤桂（アソシエイトフェロー）、鉾井修一（客員研究員）、柏谷博之（客員

研究員）、朽津信明（保存修復科学センター修復材料研究室長）、二神葉子（企画情報部情報システム研究室長） 

【主な成果】 

カンボジア、タイの両国において協力事業を実施した他、これにインドネシアを加えた各国での研究協力事業に関す

る活動成果の共有、その他各国の関係機関との調整等を行った。特にカンボジアにおいては新規研修事業に着手した。 

【年度実績概要】 
カンボジア関係 

・建築測量・図化研修：新規の人材育成協力として、タネイ遺跡における建築遺構の実測研修を開始した。GPSとトー
タルステーションを用いた遺構実測と、CADによる図化作業までの一連の基本的手順をカンボジア人スタッフに技術
移転することを目的とし、アプサラ機構に加え、プレアヴィヒア機構、JASAのスタッフが参加した。第 1回研修は
24年 7月 30日から 8月 3日までの 5日間で実施し、上記各機関及び早稲田大学より建築及び考古を専門とする若手・
中堅スタッフが計 12名参加した。第 2回研修は、25年 1月 10日～18日のうち 6日間で実施し、新規参加者を含む
11名が参加した。伽藍中枢部の平面実測・図化作業をほぼ終えたところである。 

・ICC出席：24年 6月 6日～7日にシエムレアプで開催されたアン 
コール遺跡保存開発国際調整委員会（ICC）技術会議に参加し、活 
動報告を行った。また、24年 12月 5日～6日に開催された同年次 
総会にも参加し、書面報告を行うとともに、諸国際協力事業に関 
する情報収集等を行った。この間、微生物の生育が石材保存に及 
ぼす影響の評価に関する ICC 勧告案をめぐり、調査結果に基づく 
意見書の作成と事務局への送付を行った。 

 ・石造遺跡の微生物劣化に関する研究会：本共同研究に関しては、 
微生物種同定作業等を継続した。25年 1月 14日、アプサラ機構 
本部にて、同機構関係者と調査研究に参加した日本・韓国・イタ 
リア人専門家も交えて、13年以来タネイ遺跡において行ってき 
た共同研究調査の成果を総括する研究会を同機構と共催した。 

タイ関係 
・漆工芸品の保存に関する協力：タイ文化省芸術局の要請により、24年 8月 23～24日にバンコク市内ワット・ラチ 
ャプラディット寺院の扉に施された螺鈿装飾の保存に向けた基礎的調査を実施し、技法及び劣化状態に関する調査 
所見と保存計画の提案を含むレポートを同局に提出した。 

・研究会開催：24年 8月 24日にバンコクのナショナルギャラリー講堂でタイ文化省芸術局と共催した研究会において、 
前中期計画期間に実施したレンガ造、石造遺跡等の保存に関する共同研究成果を総括するとともに、タイ側専門家 
による最近の研究成果等についても情報共有を行った。 

インドネシア関係 
・報告書作成：パダン被災文化遺産復興支援に関し、前年度実施した現地調査内容を中心に、図面等の基礎的データ 
を含む報告書を日本語及びインドネシア語の両語併記にて刊行し、インドネシア側関係当局との情報共有を図った。 

モンゴル関係 
・現地協議：25 年 3 月 4 日～5 日にウランバートル市の文化スポーツ観光省文化芸術政策実行局ほかにて、セレン

ゲ県アマルバヤスガラント寺院の保存管理計画策定等に関する協議を行った。 

【実績値】 

報告書作成 3冊（①②③）、研修ワークショップ 2回（カンボジア）、研究会開催 2回（④⑤）、国際会議出席 2回 

【備考】 

報告書作成 

①東南アジア諸国等文化遺産保存修復協力 平成 24年度成果報告書 2013.3 

②パダン歴史地区文化遺産復興支援報告書：2011-2012調査成果 Laporan Bantuan Rekonstruksi Warisan Budaya Kawasan 

Bersejarah di Padang: Hasil Penelitian tahun 2011-2012（日本語及びインドネシア語）2013.3 

③Conservation of Monuments in Thailand [V] （英語）2013.3  

研究会開催 

④”The Fifth Seminar on Thai-Japanese Cooperation in Conservation of Monuments in Thailand” National Gallery,  

Bangkok 2012.8.24 

⑤”Seminar on the Conservation of Stone Monument in Angkor” APSARA Headquaters, Siem Reap 2013.1.14 

タネイ遺跡での建築測量研修の様子 
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【書式Ｂ】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 5212-1 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

研№41 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

 

カンボジアにおいて新規協力事業を開始し、これを順調に実施することができた。また、カンボジ

ア及びタイとの間でこれまでの共同研究成果を総括する研究会を現地カウンターパート機関と共催

し、成果の共有を図ることができた。一方、モンゴルとの間では同国での政権交代や省庁再編などの

影響を受けて当初予定した事業の進捗が実現できなかったが、新体制下で専門家交流自体は継続する

ことができた。 

 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

 

カンボジアにおいて新規協力事業を開始し、これを順調に実施することができた。また、カンボジ

ア及びタイとの間でこれまでの共同研究成果を総括する研究会を現地カウンターパート機関と共催

し、成果の共有を図ることができた。一方、モンゴルとの間では同国での政権交代や省庁再編などの

影響を受けて当初予定した事業の進捗が実現できなかったが、新体制下で専門家交流自体は継続する

ことができた。 

 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性  

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ  

判定理由  

適時性：協力相手国のニーズに応じた支援活動を実施し、その成果に関する情報提供、共有も行った。 

独創性：他国等が行っていない分野について、日本の技術も生かした支援事業を実施している。 

発展性：研修や共同研究の成果は、相手国における保護事業の改善や、今後の協力事業展開にも活用される。 

効率性：国内外の専門家、機関との協力、他事業との連携も通じて効率的に事業効果を上げることができた。 

継続性：研修事業は次年度の継続に向けて着実に実施した。他事業も今後の展開に関する調整等を図ることができた。  

 

観点 報告書作成 研修ワークショップ 研究会開催 国際会議出席   

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ   

判定理由 

報告書作成：研究調査や協力事業の内容を取りまとめた報告書を刊行し、成果の公開と普及を図ることができた。 

研修ワークショップ実施：計画通りカンボジアでの研修を実施し、技術移転・人材育成に貢献した。 

研究会開催：タイ及びカンボジアでの研究会を開催し、従来の共同研究成果を総括するとともに、相手国側関係者と

情報共有を図ることができた。 

国際会議出席：2回の会議に出席し、協力事業成果の対外的発信とともに情報収集を行い、国際協力のネットワーク

を強化した。 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 5212-2 

（様式 1） 

業務実績書 

研№42 

中期計画の項目 ５  文化財保護に関する国際協力の推進 

プロジェクト名称 
カンボジア・アンコールワット遺跡群の西トップ寺院遺跡、ベトナム・タンロン皇城遺跡の建築

史的、考古学的、保存科学的調査((2)－①－イ・エ) 

【事業概要】 

 東南アジア地域における文化財保存修復協力事業及び調査研究等を実施する。特にカンボジア・アンコール遺跡群（西

トップ遺跡及びタ・ネイ遺跡等）、ベトナム・タンロン皇城遺跡などにおいて考古学的、建築史的、保存科学的調査を実

施する。 

【担当部課】 企画調整部 【プロジェクト責任者】 都城発掘調査部副部長 杉山洋 

【スタッフ】 

森本晋（国際遺跡研究室長）、石村智、田代亜紀子、佐藤由似 [以上、国際遺跡研究室研究員]、清野孝之（考古第三研

究室長）、石橋茂登（都城発掘調査部主任研究員）、小野健吉（文化遺産部長）、林良彦（建造物研究室長）、大林潤（建

造物研究室研究員）、高妻洋成（保存修復科学研究室長）、脇谷草一郞、田村朋美(以上、保存修復科学研究室研究員) 

【主な成果】 

 西トップ遺跡に関しては、遺跡の安定化を図るための修復工事に本格的にとりかかり、まず南祠堂の解体修理に着手

した。本年度中に上部構造及び基壇の解体を完了し、コンクリートベース上での仮組み作業を終えた。タンロン皇城遺

跡に関しては、ユネスコ日本信託基金による事業に協力し、出土した考古遺物の分析に関する能力強化ワークショップ

を現地で 2回実施し、技術移転を行った。 

【年度実績概要】 

・西トップ遺跡の南祠堂の上部構造及び基壇の解体を完了した。また解体した上部構造・基壇のコンクリートベース上

での仮組み作業を終えた。 

・西トップ遺跡の修復工事の進捗について、アンコール遺跡群国際調整会議（ICC-Ａngkor）の第 21 回技術委員会（24

年 6月 6～7日）及び第 19回本会議（24年 12月 5～6日）で報告した。 

・西トップ遺跡の事業内容を紹介したニューズレター（日・英文）を 2号（No. 6: 9月、No. 7: 3 月）刊行し、関係者

と諸機関に配布した。 

・タンロン皇城遺跡出土の考古遺物の分析に関する能力強化ワークショップをハノイで 2回実施し（第 1回：24年 9月 

10～12日、第 2回：25年 1月 23～25日）、ベトナム人考古学者への技術移転を行った。 

      
 

 

 

【実績値】 

・論文等数 2件（①,②） 

・アンコール遺跡群国際調整会議（ICC-Ａngkor）第 21回技術委員会（24年 6月 6～7日）における報告（口頭発表）及 

び第 19回本会議（24年 12月 5～6日）における報告（書類提出）計 2件 

・西トップ遺跡ニューズレターNo. 6（24年 9月）、No. 7（25年 3月）の刊行（発行数各 1,000 部）計 2件(③,④) 

・タンロン皇城遺跡出土の考古遺物の分析に関する能力強化ワークショップの実施（第 1回：24年 9月 10～12日、第 2

回：25年 1月 23～25日）計 2件 

【備考】 

論文等 

①杉山洋「西トップ遺跡の調査と修復」『奈良文化財研究所紀要 2012』2012.6 

②小野健吉「アンコール遺跡群の水の景観」『奈良文化財研究所紀要 2012』2012.6 

公刊図書 

③『西トップ遺跡ニューズレターNo.6』2012.9 

④『西トップ遺跡ニューズレターNo.7』2013.3 

西トップ遺跡南祠堂の解体工事 

ハノイにおけるワークショップ 

（実物の出土陶磁器を前に、その内容を検討） 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 5212-2 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

研№42 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

西トップ遺跡の調査修復事業は、文化復興を進めるカンボジアへの国際文化協力として、適時性を

有するとともに、2015年度まで修復工事を継続する予定であり、発展性・継続性も担保されている。 

タンロン皇城遺跡の保存に関しても、世界遺産登録を受けた遺跡への持続的な文化協力として適時

性・継続性を有するとともに、今後周辺地域の発掘調査への貢献という意味で発展性を有している。 

 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

 

本年度の計画を当初の予定とおり遂行したことから、当事業は順調であると判定した。 

 

観点 適時性 発展性 継続性    

判定 Ａ Ａ Ａ    

判定理由  

適時性：カンボジアの西トップ遺跡・ベトナムのタンロン皇城遺跡はいずれもその保存が国際社会によって切望され 

ており、それに貢献する本事業は適時性にかなっている。 

発展性：西トップ遺跡については、本格的な修復工事が南祠堂を皮切りに順調に進行している。タンロン皇城遺跡に 

ついては、前年度までに達成した遺構解析の技術移転に加えて本年度は出土遺物分析の技術移転にまで発 

展している。以上のことから、本事業は発展的に展開していると評価できる。 

継続性：西トップ遺跡については、2001年から計画的に調査を行っており、また修復工事は 2015年度までの工程表 

に基づいて進められている。またタンロン皇城遺跡については、本事業を通じてベトナム関連機関との良 

好」な関係を醸成できたので、今後も友好的な国際協力関係へ発展・継続していく見込みである。以上の 

ことから、本事業は発展的に展開していると評価できる。 

 

観点 論文数 成果報告数 公刊図書数 
ワークショップ 

開催数 
  

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ   

判定理由 

論文数：2本の論文を公表し、当初の目標を達成した。 

成果報告数：当初の予定通りアンコール遺跡群国際調整会議での報告 2件を行った。 

公刊図書数：当初の目標どおり、西トップ遺跡ニューズレターを年 2号公刊（各 1,000部）した。 

ワークショップ開催数：タンロン皇城遺跡出土の考古遺物の分析に関する能力強化ワークショップを 2回実施し、期 

待された技術移転を達成した。 
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【書式Ｂ】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 5213 

（様式 1） 

業務実績書 

研№43 

中期計画の項目 ５ 文化財保護に関する国際協力 

プロジェクト名称 西アジア諸国等文化遺産保存修復協力事業((2)－①－ウ・エ) 

【事業概要】 

西アジア諸国等の文化財の保護・保存修復に関する協力・支援事業の一環として、特に内戦・紛争によって危機にさ

らされているアフガニスタン及びイラクの文化遺産の調査研究や文化遺産の保護・保存修復事業を通して、技術移転及

び人材育成を図り、自国民の手による文化財保護事業の確立の支援を目指す。また、併せて周辺地域（特に中央アジア、

インド、コーカサス）の文化遺産の調査研究・保護への協力を実施する。 

【担当部課】 文化遺産国際協力センター 【プロジェクト責任者】 地域環境研究室長 山内和也 

【スタッフ】   

安倍雅史（アソシエイトフェロー）、久米正吾（アソシエイトフェロー）、島津美子（特別研究員）、鈴木環（特別研究員）、

邊牟木尚美（特別研究員）、近藤洋（研究補佐員）、杉原朱美（客員研究員）、藤澤明（客員研究員）、前田耕作（客員研

究員）、渡抜由季（客員研究員）、有村誠（客員研究員）、谷口陽子（客員研究員）、松田泰典（客員研究員）、山藤正敏（客

員研究員）、森本晋（奈良文化財研究所国際遺跡研究室長）、石村智（奈良文化財研究所国際遺跡研究室研究員）、田代亜

紀子（奈良文化財研究所国際遺跡研究室アソシエイトフェロー） 

【主な成果】 

(１)アフガニスタン：バーミヤーン遺跡保存事業に関する調査研究、報告書の作成・刊行を実施した。 

(２)イラク：保存修復専門家の人材育成・技術移転を実施した。 

(３)西アジア周辺諸国の文化遺産の調査研究・保護への協力等：タジキスタン、インド、中央アジア諸国、コーカサス

諸国、エジプトにおいて実施した。 

【年度実績概要】 

(１)アフガニスタン 

・バーミヤーン遺跡保存事業専門家会議への出席（24 年 12 月 10 日～12 日、アーヘン、出席者 2 名）。及び関連調査

資料の収集（24年 12月 13日～14日、パリ、1名）。 

・バーミヤーン石窟壁画の保存修復に向けた調査研究の実施、及びアフガニスタン文化遺産調査資料集第 4巻（英語）・

別冊第 5巻（英語）の作成、刊行（備考欄①、②）及び第 5巻（英語）・別冊第 6巻の作成。 

・バーミヤーン遺跡の保護と公開・活用のための施設設計に関する、武庫川女子大学との研究協定の締結 

（以上、ユネスコ・日本文化遺産保存信託基金「バーミヤーン遺跡保存事業」と連携して実施。）  

(２)イラク 

・イラク国立博物館より保存修復家 1 名をアルメニアに招聘し、アルメニア共和国歴史博物館にて開催した「考古青

銅遺物の保存修復に関する国際ワークショップ」と連携して、保存修復に関する人材育成を実施（24年 12月 11日、

19日～30日）。 

(３)西アジア周辺諸国における文化遺産の調査研究・保護への協力等 

・インド：アジャンター壁画の保存修復に関する報告書の作成、刊行（備考欄③）。 

・中央アジア：中央アジア各国の文化遺産保護に関する協力。 

・タジキスタン：国立古代博物館所蔵の壁画の保存修復及び文化財専門家の人材育成・技術移転に関する協力。 

・キルギス共和国科学アカデミーとの文化遺産保護の分野における協力；ワークショップ： 

24年 8月、9月（文化庁委託文化遺産国際協力拠点交流事業と連携。）。 

・カザフスタン及びタジキスタンにおける文化遺産のドキュメンテーションに関するワークショップへの協力： 

24年 9月カザフスタン、24年 11月タジキスタン（ユネスコ・日本文化遺産保存信託基金事業と連携。） 

・コーカサス：アルメニア共和国歴史博物館との考古青銅遺物の保存修復に関する協力；ワークショップ： 

24年 5月、11月（文化庁委託文化遺産国際協力拠点交流事業と連携。）報告書の作成。 

・エジプト：JICA事業「エジプト国大エジプト博物館保存修復センタープロジェクト」への協力。 

 

国際会議への参加 

・「“Expert Members Meeting of the Coordination Committee, Silk Roads World Heritage Serial and Transnational 

Nomination”」（12.9.17-20、ビシュケク） 

【実績値】 

海外派遣回数:10、海外派遣者数：11、招聘者数：1、ワークショップ回数：14、発表件数：5、報告書件数：3 件（①～

③） 

【備考】 

報告書 

①Recent Cultural Heritage Issues in Afghanistan Volume 4『Geophysical Survey of the Buried Cultural Heritage     

in Bamiyan: Final Reports of 1st and 2nd Missions』2013.3.20 

②Recent Cultural Heritage Issues in Afghanistan, Supplement 5 『Documentation of the Bamiyan Sites 2:   

Topographic Survey of the Cetral Part of the Bamiyan Valley』2012.11.20 

③Indo-Japanese Joint Project for the Conservation of Cultural Heritage, Series 3『Indo-Japanese Project for 

the Conservation of Ajanta Paintings –Digital Documentation of the Paintings of Ajanta Caves 2 and 9』2013.2.1 
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【書式Ｂ】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 5213 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

研№43 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

アフガニスタン、イラクの情勢を考慮しつつ、第 3国に専門家を招聘して人材育成を行うなど、継

続的かつ効果的に両国に対する文化遺産保護分野における事業を遂行している。西アジア周辺諸国に

関しては、相手国の要請や必要性を調査した上で、効果的な人材育成・技術移転を実施しており、当

該諸国からも高い評価を受けている。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

 

計画通り実施されており、当該年度計画を十分に達成したことから順調と判断した。また人材育成・

技術移転事業にかかる研修生を対象としたアンケート調査では高い満足度が示されており、次年度も

本計画を継続的に実施することにより、西アジア諸国等における文化遺産に係る国際協力の推進に多

大な貢献が可能である。 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性  

判定 Ａ Ａ Ｓ Ａ Ｓ  

判定理由  

適時性：紛争・開発等によって危機にさらされている文化遺産を保護する活動は、緊急かつ不可欠な国際的課題であ 

り、現地側からの強い要請がある。 

独創性：現地側からの要請に基づきつつも、調査研究・保護活動の対象物や対象遺跡の精査を独自に行い、適切かつ 

最新の手法を導入して本事業を実施している。 

発展性：紛争後の文化遺産保護活動を担う人材の育成・技術移転は、相手国における文化遺産保護活動の自立的・持 

続的発展を促すと同時に、文化遺産の調査研究や保護にかかる我が国との国際的連携基盤の形成に資するも

のとして極めて重要かつ不可欠である。 

効率性：限られた人的資源・時間の中で、他機関・他事業との連携を通じて十分な効率化を図っている。 

継続性：現地側による独自の事業展開が可能な体制構築を目指す本事業は、継続的・持続的な文化遺産保護活動の促 

進に資するものであり、本事業の継続的な活動は先方から極めて高い評価を受けている。 

観点 海外派遣回数 海外派遣人数 招聘者数 
ワークショッ

プ回数 
発表件数 報告書件数 

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

判定理由 

 海外派遣回数・海外派遣人数・招聘者数・ワークショップ回数・発表件数・報告書件数： 

適切かつ十分に目標を達成している。 
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【書式Ｂ】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 5311 

（様式 1） 

業務実績書 

研№44 

中期計画の項目 ５ 文化財保護に関する国際協力の推進 

プロジェクト名称 諸外国の文化財保護に係る人材育成の育成((3)－①) 

【事業概要】  

発展途上国においては、文化財の保護を担う人材が依然不足しており、その育成が緊急の課題となっている。文化財保 

護の担当者や学芸員並びに保存修復専門家を対象とした研修や専門家の派遣を通じて、文化財の保護・修復に関する技術

移転を積極的に推進することにより、諸外国における文化財保護のための人材育成に協力する。 

【担当部課】 文化遺産国際協力センター 【プロジェクト責任者】 文化遺産国際協力センター長 川野邊 渉 

【スタッフ】   

岡田健（保存修復科学センター長）、山内和也（地域環境研究室長）、友田正彦（保存計画研究室長）、江村知子（主任研

究員）、加藤雅人（主任研究員）、安倍雅史（アソシエイトフェロー）、楠京子（アソシエイトフェロー）、久米正吾（アソ

シエイトフェロー）、境野飛鳥（アソシエイトフェロー）、佐藤桂（アソシエイトフェロー）、島津美子（特別研究員）、鈴

木環（特別研究員）、邊牟木尚美（特別研究員）、山田裕子（アソシエイトフェロー）、森本晋（奈良文化財研究所） 

【主な成果】 

・国内外の諸機関等と連携して文化財保護に関するワークショップ・研修を開催し、人材育成・技術移転等の国際支援

を実施した。 

【年度実績概要】 

文化財の保護を担う人材が不足する諸外国において、保存修復や発掘等のワークショップを開催し、我が国の文化財保

存の知識・技術を活かした人材育成・技術移転を実施した。また、紙、漆等の文化財保存に関して、諸外国から専門家を

招聘し、研修・ワークショップを通じた人材育成・技術移転を実施した。 

 

１．紙の保存修復、及び在外日本古美術品の保存修復に関する人材育成・技術移転 

・紙文化財の保存修復に関する研修（日本／メキシコ）：  

国際研修「紙の保存と修復」の実施（東京文化財研究所等、8月 27日～9月 14日、世界 10カ国から参加）、International 

Course on Paper Conservation in Latin America（メキシコ国立人類学歴史機関、10月 17日～30日）。 

・紙本絹本文化財の保存修復に関するワークショップ（ベルリン国立博物館連合・アジア美術館、7 月）、漆工芸品の保

存修復に関するワークショップ（ケルン市博物館連合・ケルン東洋美術館、11月） 

２．東アジア・東南アジア諸国の文化遺産保護に関する人材育成・技術移転 

・中国：敦煌研究院保存修復専門家の来日研修（東京文化財研究所、6月～7月） 

・カンボジア：アンコール・タネイ遺跡における建築測量・図化研修（7月～8月、1月） 

・ベトナム：タンロン・ハノイ遺産保存センターのスタッフを対象とした GIS導入研修の実施（12月）。ハノイ林業大学

専門家 1名の招聘及び出土木材遺物保存手法に関する研修（奈良文化財研究所、9月）。（ユネスコ／日本文化遺産保存

信託基金の枠組みにおいて実施） 

・ブータン：伝統的版築造建造物に関する現地調査及び人材育成・技術移転、同国内務文化省文化局遺産保存課と共同（5

月～6月、11月～12月）。（文化庁委託文化遺産拠点交流事業の枠組みにおいて実施） 

３．西アジア・中央アジア諸国の文化遺産保護に関する人材育成・技術移転 

・イラク：イラク国立博物館保存修復家のアルメニアへの招聘、及び「考古青銅遺物の保存修復に関する国際ワークショ

ップ」と連携した保存修復研修（アルメニア共和国歴史博物館、11月）。 

・タジキスタン：国立古代博物館所蔵の壁画の保存修復及び文化財専門家の人材育成・技術移転（タジキスタン国立古代

博物館、11月）。 

・キルギス共和国：キルギス共和国科学アカデミーと連携した、発掘（9 月）と保存修復（2 月）に関するワークショッ

プの実施。（文化庁委託文化遺産拠点交流事業の枠組みにおいて実施） 

・アフガニスタン：アフガニスタン人考古学専門家のキルギス共和国招聘、及び発掘研修（9 月）と連携した人材育成。

（ユネスコ／日本文化遺産保存信託基金の枠組みにおいて実施） 

・中央アジア諸国におけるドキュメンテーションに関する人材育成：考古遺跡の地下探査（カザフスタン、9 月）、ドキ

ュメンテーション（キルギス共和国、9 月・タジキスタン、11 月）に関するワークショップ。（ユネスコ／日本文化遺

産保存信託基金の枠組み） 

・アルメニア共和国及びコーカサス諸国等：考古青銅遺物の保存修復に関するワークショップ（5月）、近隣諸国から 

若手専門家を招聘した国際ワークショップ（11月）、（アルメニア共和国歴史博物館）。（文化庁委託文化遺産拠点交 

流事業の枠組みにおいて実施） 
【実績値】 

研修・ワークショップ：19回（うち国内 3回、メキシコ 1回、ドイツ 2回、カンボジア 2回、ベトナム 1回、ブータ 

ン 2回、タジキスタン 2回、キルギス共和国 3回、カザフスタン 1回、アルメニア 2回）、 

開催国： 計 10カ国、 

参加者：延べ約 170人 

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 5311 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

研№44 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ センター各事業において、技術移転を目的とした人材育成に貢献する事が出来た。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

本プロジェクトは文化遺産国際協力センターが実施するプロジェクト及び受託事業等と連携しなが

ら、人材育成・技術移転での支援を行う事を主眼としている。各プロジェクトの中で、それぞれの地

域に合った内容に即した研修・ワークショップを行ってきた。次年度より、個別のプロジェクトへ統

合し、効率化を図る。 

 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 正確性  

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ  

判定理由  

適時性：相手国のニーズに応じた支援を実施した。 

独創性：他国の行っていない分野に関する支援を実施している。 

発展性：国内外の若手研究者・専門家を対象に行っており、次年度以降の事業にも反映される内容である。 

効率性：効率的に事業を遂行した。 

正確性：各相手国の事情を事前に把握し、計画的に事業を実施した。 

 

観点 
研修・ワークシ

ョップ開催数 
開催国数 参加者数    

判定 Ａ Ａ Ａ    

判定理由 

 研修・ワークショップ回数・開催回数・参加者数： 

各事業において、適正な研修・国内・国際ワークショップを行った。 
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【書式Ｂ】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 5321 

（様式 1） 

業務実績書 

研№45 

中期計画の項目 ５ 文化財保護に関する国際協力の推進 

プロジェクト名称 国際研修「紙の保存と修復」((3)－②) 

【事業概要】 

日本の紙本文化財を所蔵する海外の美術館・博物館に、そのような文化財の保存修復専門家が所属していることは稀

である。さらに近年では、和紙を使った修復技術が、欧米の文化財修復に応用されるようになってきた。しかし、海外

においてこれらに関する情報や経験を得る機会がほとんど提供されていない。日本国内では文化財保存修復研究国際セ

ンター（ICCROM）と共同で英語を用いた国際研修会を、メキシコ合衆国内おいては ICCROM及び INAH（メキシコ国立人類

学歴史機関）と共同でスペイン語を用いた国際研修を開催し、紙本文化財の保存と修復について広く海外に技術移転を

行う。 

【担当部課】 文化遺産国際協力センター 【プロジェクト責任者】 文化遺産国際協力センター長 川野邊渉 

【スタッフ】   

加藤雅人（文化遺産国際協力センター主任研究員）、江村知子（主任研究員）、楠京子（アソシエイトフェロー）、山田祐

子（アソシエイトフェロー）、早川典子（保存修復科学センター主任研究員） 

【主な成果】 

 和紙を使用した紙本文化財の保存修復に関して研修を行った。 

(１)日本国内研修：材料、美術史、装こうに関する講義。巻子修復、和綴じ冊子修復及び掛軸・屏風の取り扱い実習。

和紙製造現場の視察。 

(２)メキシコ研修：材料、装こう技術、装こう道具に関する講義。デンプン糊調製、和紙を用いた裏打ち、和紙を用い

た強化、欠失部の補てんに関する実習。 

【年度実績概要】 

 (１)日本国内研修 

タイトル：国際研修「紙の保存と修復」(International Course on Conservation of Japanese Paper)  

場所：東京文化財研究所、その他 

期間：24年 8月 27日～9月 14日 

参加者国名：エジプト、オーストリア、イタリア、アメリカ、コロンビア、デンマーク、タイ、ロシア、 

ポーランド、オーストラリア 

内容： 

[講義]早川典子「日本画修復に使われる接着剤について」、加藤雅人「紙の基礎」、岡泰央「装潢概念」、江村知子

「日本における紙本絵画の歴史と伝統」 

[実習、その他]巻子修復、冊子綴じ、掛軸・屏風取り扱い、所内見学、討論 

[スタディーツアー]24年 9月 3～7日実施。 

岐阜県美濃市（長谷川和紙工房見学、美濃和紙の里会館観覧及び和紙の手漉き、美濃史料館観覧、美濃市美濃町

伝統的建造物群保存地区見学）、福岡県太宰府市（九州国立博物館修復工房等バックヤード見学）、京都市（修復

材料・道具店、岡墨光堂（修復工房）見学） 

 

(２)メキシコ研修 

タイトル：ICCROM-LATAMプログラムにおける International Course on Paper Conservation in Latin America 

場所：メキシコ国立人類学歴史機関 

期間：24年 10月 17日～10月 30日 

参加者国名：ベネスエラ、キューバ、チリ、エクアドル、

ブラジル、ペルー、コロンビア、アルゼンチン、メキシ

コ 

内容：日本の伝統的な紙、接着剤、道具についての基本

的な知識を得るとともに、実際にそれらを使用して補強

や補修、裏打ちの実習を行うことで、日本の装潢修理技

術への理解を深めることを目的として研修を行った。研

修の前半は、装潢修理技術に用いる材料、道具、技術を

テーマに、日本人講師が講義、実習を行った。研修後半

では、装こう修理技術の研修経験のあるメキシコ、スペ

イン、アルゼンチンの講師らが、日本の材料、道具、技

術が欧米の文化財修復に実際にどのように活用されて

いるかを紹介し、実習を行った。 

メキシコ研修風景 

【実績値】 

研修会開催数 2回、国内研修参加者数 10名、メキシコ研修参加者数 12名、国内研修参加者満足度 100％ 

【備考】 

 

－ 494 －



【書式Ｂ】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 5321 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

研№45 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

本年度は、日本国内における研修に加えて、メキシコにおいても研修を行った。両研修ともに、参

加者から高い評価を得た。 

内容に関しても、特に改善すべき点もないが、時節や近年の和紙を用いた修理に関する要望の動向

に応じて、若干内容を変更する予定である。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

計画通り実施した。次年度以降も変更を加えつつ継続する予定である。 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性  

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ  

判定理由  

適時性：海外からの要望が高い。公的な機関から参加者を選択するため公共性も高い。 

独創性：本プロジェクトのような研修は当研究所独自のものである。 

発展性：日本の紙文化財のみならず海外の文化財に応用可能である。参加者が、帰国後に報告会、シンポジウム、ワ

ークショップなどで報告することで知見・経験が共有されている。 

効率性：必要かつ最小限の時間で効率的に事業を完遂した。 

継続性：参加者から好評を得ている。今後も継続の予定。 

 

観点 研修会開催数 
国内研修 

参加者数 

メキシコ研修

参加者数 

国内研修 

参加者満足度 
  

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ   

判定理由 

研修会開催数・国内研修参加者数・メキシコ研修参加者数： 

計画通り遂行した。 

国内研修参加者満足度： 

参加者満足度に関しては、アンケートを実施して全員から「満足した」との回答を得た。 
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【書式Ｂ】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 5322 

（様式 1） 

業務実績書 

研№46 

中期計画の項目 ５ 文化財保護に関する国際協力の推進 

プロジェクト名称 在外日本古美術品保存修復協力事業((3)－②) 

【事業概要】 

日本の文化財は欧米を中心に海外でも多く所蔵されている。しかし、これらの保存修復の専門家は海外にほとんどお

らず、多くの博物館などで適切な処置に窮している。そこで、海外で所蔵されている掛軸などの紙本絹本文化財及び漆

工芸品のうち、本格的な修復が必要な作品を一旦日本に運び修復して返還することを目的とする。また、ワークショッ

プを開催し、保存修復に必要な日本の文化財に対する理解の深化、修復技術の移転を行う。 

【担当部課】 文化遺産国際協力センター 【プロジェクト責任者】 文化遺産国際協力センター長 川野邊渉 

【スタッフ】 

加藤雅人（文化遺産国際協力センター主任研究員）、江村知子（主任研究員）、楠京子（アソシエイトフェロー）、山田祐

子（アソシエイトフェロー）、早川典子（保存修復科学センター主任研究員）、山下好彦（任期付研究員）、田中淳（企画

情報部長）、綿田稔（文化財アーカイブズ研究室長）、塩谷純（近・現代視覚芸術研究室長）、深井啓（研究支援推進部ア

ソシエイトフェロー）、安孫子卓史（管理室企画渉外係） 

【主な成果】 

掛軸 1作品、屏風 1作品を預かり修復を行っている（次年度まで継続）。これらの作品の所蔵者を招聘して、修復経過

を説明し、また、最終的な仕様に関して協議を行った。 

次年度以降の修復候補作品選定のため、漆工芸品及び絵画の調査を行った。 

ベルリンにおいて紙本絹本文化財の保存修復に関するワークショップを、ケルンにおいて漆工芸品の保存修復に関す

るワークショップを開催した。 

【年度実績概要】 

作品修復 

・キンベル美術館（アメリカ）所蔵 二十五菩薩来迎図 絹本着色 掛軸装 2幅 修復中・次年度終了予定。 

・シンシナティ美術館（アメリカ）所蔵 源氏物語図屏風  紙本着色 屏風装 6曲 1隻 修復中・次年度終了予定。 

作品調査 

・フランス：ギメ美術館（パリ） 

・ドイツ：ベルリン博物館群・アジア美術館（ベルリン） 

・アメリカ：ホノルル美術館（ホノルル） 

・アルメニア：国立美術館（エレバン）、歴史博物館（エレバン）、チャレンツ記念館（エレバン） 

・グルジア：国立美術館（トビリシ） 

・イギリス：大英博物館、ヴィクトリア＆アルバート美術館（ロンドン）、アシュモリアン博物館（オックスフォード） 

ワークショップ 

・Workshops on Conservation of Japanese Art Objects on Paper and Silk、場所 ベルリン国立博物館連合・アジ 

ア美術館（ベルリン・ドイツ）：(Workshop 1) “Basic -Japanese paper and silk cultural properties-”、24年 

7月 11～13日、 参加者 10名、(Workshop 2) “Advanced –Restoration of Japanese hanging scroll”、24年 7月 

16～20日、参加者 11名 

・Workshops on the Conservation and Restoration of Urushi (Lacquer ware)”、場所 ケルン市博物館連合・ケル 

ン東洋美術館（ケルン・ドイツ）： (Workshop Ⅰ) 24年 11月 2～3日、参加者 7名、(Workshop Ⅱ) 24年 11月 6 

～9日、参加者 6名、(Workshop Ⅲ) 24年 11月 13～16日、参加者 6名 

研究発表 

・楠京子、山田祐子、加藤雅人、川野邊渉、君嶋隆幸、井上さやか「デンプン分解酵素の除去確認方法について-ケル 

ン東洋美術館蔵「霊照女図」を事例として」文化財保存修復学会第 34回大会（日本大学文理学部百周年記念館）  

2012.7.1 

・山田祐子、楠京子、加藤雅人、川野邊渉、君嶋隆幸、井上さやか「ケルン東洋美術館蔵「霊照女図」修復事例報告 

―肌上げ時における酵素使用の検討及び表具乾燥方法の新しい試み―」文化財保存修復学会第 34回大会（日本大 

学文理学部百周年記念館） 2012.7.1 

・江村知子「光琳の作画における伝統と創造」第７回 JAWS 10 周年記念公開研究会（ハワイ大学マノア校）2012.7.19 

・皿井舞「平安彫刻における伝統と創造」第７回 JAWS 10周年記念公開研究会（ハワイ大学マノア校）2012.7.19 

報告書 

・在外日本古美術品保存修復協力事業 絵画/工芸品 平成 23年度 

【実績値】 

発表件数 4件 

修復作品数 2件 

報告書 1件 

ワークショップ開催数 5件 

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 5322 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

研№46 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 
本事業は海外からの評価も高く、継続が望まれているため、本年度と同様に事業を行う。ただし、

内容をより充実させるために、国内において、材料技術の情報収集及び研究を行う必要がある。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 計画通り実施した。次年度以降も継続して行う予定である。 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性  

判定 Ａ Ａ Ａ Ｓ Ａ  

判定理由  

適時性：作品修復、研修双方において海外からの要望が高い。 

独創性：海外所蔵作品の修復は既存の技法では対応できないことも多く、当研究所の知見を活かした事業である。 

発展性：研修内容は、世界各地域の文化財修復にも応用できる。 

効率性：最小限の員数、限られた予算及び時間のなかで、極めて大きな成果を得た。 

継続性：作品修復、研修ともに関係者、参加者の評価が高く、継続に値する。 

 

 

観点 発表件数 修復作品数 報告書数 
ワークショッ

プ開催数 
  

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ   

判定理由 

全て計画通り遂行した。 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 5331 

（様式 1） 

業務実績書 

研№47 

中期計画の項目 ５ 文化財の保存・修復に関する国際協力の推進 

プロジェクト名称 ユネスコアジア文化センター等が実施する研修への協力((3)－③) 

【事業概要】 

ユネスコアジア文化センターが企画する研修事業に協力する。本年は集団研修「遺跡の調査と保存」（アジア太平洋諸 

国から 16 名）と個人研修「木造建造物の保存修復」（インドネシアから 3 名）の各事業に関して、研修の講師派遣、現

地指導等、全面的に協力した。 

【担当部課】 企画調整部 【プロジェクト責任者】 国際遺跡研究室室長 森本晋 

【スタッフ】 

石村智、田代亜紀子(以上、国際遺跡研究室研究員) 

【主な成果】 

集団研修ではアジア太平洋諸国 16ヵ国、16名の研修生に対して、遺跡の調査と保存についての研修を行った。また個

人研修ではインドネシア人専門家 3名に対して、木造建造物の保存修復についての研修を行った。こうした研修により、

各国の人材育成に貢献するとともに、日本側の各国理解の一助ともなった。また国内における国際協力関係の諸機関と

の連携を強化することができた。 

【年度実績概要】 

 

(1)集団研修「遺跡の調査と保存」（24年 9月 4日～10月 4日、アジア太平洋諸国から 16名参加）の実施に協力し、「平 

城宮跡の整備」・「飛鳥・藤原宮跡の整備」・「遺物（土器）の分析法」(写真)・「遺物（石器）の分析法」・「埋蔵文化 

財写真概論」・「考古科学概論」・「保存科学概論」・「環境考古学概論」・「年輪年代学概論」・「文化財の危機管理」の 

講座を開講した。 

 

(2)個人研修「木造建造物の保存修復」（24年 6月 12日～7月 12日、インドネシアから 3名参加）の実施に協力し、「日 

本の建造物概論（写真）」・「文化財建造物保存施策概論」・「文化的景観の保存と制度」・「町並・集落の保存概論」・「木 

造建造物の記録概論」・「写真データ管理法」・「実習 木造建造物・町並の記録法」・「出土建築部材の見方概論」・「臨 

地講義 木造建造物修理の実務Ⅲ」・「建築部材の保存処理」・「年輪年代学概論」・「文化財レスキューの実務」の講 

座を開講した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【実績値】 

研修回数 2回(うち集団研修 1回、個人研修 1回) 

関連講座数 22件(うち集団研修 10件、個人研修 12件) 

【備考】 

 

 

 

 

 

集団研修「遺跡の調査と保存」における講座

「遺物（土器）の分析法」 

個人研修「木造建造物の保存修復」における

講座「日本の建造物概論」 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 5331 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

研№47 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

本事業はその適時性・発展性・継続性のいずれの観点においても十分な成果を達成しており、さら

に事業内容においても研修回数・開講講座数ともに当初の目標を達成した。 

次年度計画については、本年度の内容を踏まえ、研修実施機関ともよく協議しつつ、研修の質的な

向上に努める予定である。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

本事業は中期計画における達成目標に照らしても順調に事業を遂行しており、その適時性・発展性・

継続性のいずれの観点においても十分な成果を達成しており、さらに事業内容においても研修回数・

開講講座数ともに当初予定通りの成果を達成していることから、順調に実施されていると評価した。 

 今後は、本年度の内容を踏まえ、中期計画の目標を達成するのに必要な課題を検討しながら、その

目標達成に努めることとしたい。 

 

観点 適時性 発展性 継続性    

判定 Ａ Ａ Ａ    

判定理由  

適時性：近年諸外国からの文化財保存技術についての研修依頼が増加する傾向にあり、ユネスコアジア文化センター 

や国際協力機構等からの研修依頼に対して、適時迅速に対応した。 

発展性：本年度は前年度までの講座の内容を再検討して改良を加え、新規講座として「考古科学概論」・「文化財の危 

機管理」・「文化財レスキューの実務」を開講したため。 

継続性：本研究所は、ユネスコアジア文化センター奈良事務所の発足以来、文化遺産の保存、特に埋蔵文化財と建造 

物に関する保存の研修への協力を継続しているため。 

観点 研修回数 開講講座数     

判定 Ａ Ａ     

判定理由 

研修回数：集団研修 1件、個人研修 1件という当初の目標を達成した。 

開講講座数：集団研修 10件（全 20講座）、個人研修 12件（全 28講座）と、両研修とも開講講座数の多くの割合を 

本研究所が担当しているため、十分に成果が認められる。 
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【書式Ｂ】 施設名 アジア太平洋無形文化遺産研究センター 処理番号 5411 

（様式 1） 

業務実績書 

研№48 

中期計画の項目 ５ 文化財保護に関する国際協力の推進    

プロジェクト名称 アジア太平洋地域における無形文化遺産保護に関する基礎的な調査・研究の推進(4) 

【事業概要】 

アジア太平洋無形文化遺産研究センターは、ユネスコ無形文化遺産保護条約を中心とした国際的動向の情報収集を図

り、アジア太平洋地域における無形文化遺産保護に係る調査・研究推進の拠点として、同地域の無形文化遺産保護に関

する基礎的な調査・研究推進を行うとともに、我が国の知見を通じて、無形文化遺産保護の国際的充実に資する。 

【担当部課】 研究室 【事業責任者】 所長 藤井 知昭 

【スタッフ】   

大貫美佐子（副所長、（併）研究室長）、児玉茂昭(アソシエイトフェロー)、藤本雅之(アソシエイトフェロー)、石部千

紗（アソシエイトフェロー） 

【主な成果】 

文化庁受託事業「平成 24年度 無形文化遺産保護パートナーシッププログラム」及び文部科学省受託事業「日本／ユ

ネスコ パートナーシップ事業」を通じ、条約の国際的動向の情報収集に資する専門家会合、アジア太平洋地域におけ

る無形文化遺産保護に資する現地調査、無形文化遺産保護の国際的充実に資する研修を実施した。なお、これらの事業

は当センター運営理事会にて承認された中期計画に基づき実施されたものである。 

【平成 24年度実績概要】 

(1)国際的動向に関する情報収集 

・24 年 6月にパリにて専門家フォーラムを開催し、無形遺産条約に関する発展の場を提供し、最新の研究動向を把握

するとともに成果を論文集として出版し、ウェブサイト上でも公開した。このフォーラムは世界各国から約 190 名

の専門家が傍聴した。 

また、フォローアップとして、25年 1月に東京にて専門家会合を開催した。 

・24年 10月に韓国のアジア太平洋地域無形文化遺産国際情報ネットワークセンター理事会に、スタッフをオブザーバ 

ーとして派遣し、同センターの活動動向に関する情報収集を行った。 

・24年 12月の第 7回無形遺産保護条約政府間委員会に、大貫副所長並びに邦人専門家２名を派遣し、無形遺産条約の 

現状、課題及び影響に関する情報取集を行った。 

・無形文化遺産の研究者情報を収集し、整理を行って、データベースを構築した。 

 

(2)アジア太平洋地域における無形文化遺産保護に関する調査・研究推進 

・途上国の無形文化遺産条約の批准支援の一環として、ミャンマーの無形文化遺産のインベントリー作成を支援する 

調査を昨年度に引き続き実施した。本年度は特に伝統音楽並びに少数民族の文化についての調査を行った。 

・消滅の危機に瀕し、継承が危惧される南部インドの伝統工芸に関する調査を実施した。 

・パプアニューギニアの口承による伝統及び表現を中心とする無形文化遺産保護の現状に関する調査を実施した。 

・ブータンの無形文化遺産保護の現状並びに法制度に関する調査を実施した。 

・調査研究の成果を公知し、無形文化遺産保護に対する理解を促進することを目的として、25 年 2月に無形文化遺産

に関するシンポジウムを開催した。 

 

(3)我が国の知見を活用した無形文化遺産保護の国際的充実   

・アジア地域の博物館で無形文化遺産を担当する研究者（4か国 11名）、及び欧米から 2名、日本から 2名の無形文 

化遺産研究者をメンバーとして、24年 8月 6日から 10日の間、タイ王国シリントーン人類学センターとの共催で 

研究者集会を行った。 

 ・コミュニティによる無形文化遺産保護の方策を研究するため、継承者による映像記録のガイドライン開発に関する 

ワークショップを 25年 2月に開催した。 

 

なお、受託事業の実績に関する詳細は、処理番号 8050及び 8051 を参照。 

【実績値】 

ウェブサイトアクセス件数  5,289件 

調査回数 13回（海外 11回、国内 2回）   

海外研究者招聘・受入実績 延べ 57名(用務先が海外であるものを含む、また、国内研究者を海外に派遣したもの延

べ 12名を含む) 

研究者海外派遣実績 述べ 9名 

研究者情報データベース件数   300件(累計件数 630件） 

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 アジア太平洋無形文化遺産研究センター 処理番号 5411 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

研№48 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

機構中期計画及びセンター国際運営理事会（ユネスコ本部からの理事を含む）の中長期計画に定めら

れた基本方針（無形文化遺産に関する調査研究促進、無形文化遺産条約とその推進に関する調査研究

促進、無形文化遺産の記録や保護に関する調査研究促進）に基づいて立案された本年度の事業につい

て、国際的動向に関する情報収集、無形文化遺産保護に関する調査・研究の推進、無形文化遺産保護

の国際的充実の各項について当初の計画を実行することができた。次年度については、本年度センタ

ーで実行した事業の成果に基づき、無形文化遺産保護条約に関する国際的動向や研究の方向に関する

情報を収集して、事業内容の改善を図る。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

機構中期計画及びセンター運営理事会の決定に基づいて立案された本年度の事業について、年度当

初に立案した事業計画を実行することができた。次年度については、本年度センターで実行した事業

の成果に基づき、無形文化遺産保護条約に関する国際的動向や研究の方向に関する情報を収集して、

事業内容の改善をはかり、次年度計画を立案していくため、当事業は順調であると判定した。 

観点 適時性 発展性 効率性 継続性 正確性  

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ｂ  

判定理由 

適時性：無形文化遺産とその保護に対する関心は、近年高まりを見せており、その関心に応えるための調査やフォー 

ラムなどを開催できた。また、その成果を報告書の形で公表した。 

発展性：センターの事業は、無形文化遺産とその保護に関して、様々な観点から行われておりその内容の多様性は高 

い。また、成果は、広く無形文化遺産とその保護の発展に寄与するものである。 

効率性：センターでは、主として受託事業による事業の展開を行っているため、事業を進めるにあたっては効率性を 

最大限に高められるよう留意している。また、スタッフのみで事業を進めるのではなく、外部の研究者を招 

聘するなどして、事業の成果を高められるように留意している。 

継続性：調査研究については、昨年度の成果を受けて本年度の調査研究を立案し、実行した。また、情報収集に関し 

ては、継続的に政府間委員会やフォーラムなどにおいて行っており、保護の国際的充実のためのワークショ 

ップなども、継続的に開催している。 

正確性：本年度の事業計画に定めた調査研究や情報収集などで収集したデータは多岐にわたるが、その内容について 

は、可能な限り正確性を向上することができるように努力した。 

観点 
ウェブサイト

アクセス件数 
調査回数 招聘数 海外派遣数 

データベース

件数 
 

判定 Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ  

判定理由 

 ウェブサイトアクセス件数：実績値 5,289 件が、目標値 6,302 件に対し達成率 83.9%であったため、Ｂ判定とした。

今後、より一層のアクセス件数向上を目指し、25年 6月を目途にリニューアルを行う予定である。なお、

24年度目標値 6,302 件については、23年度実績値 1,838件の対象期間が、サイト開設（23年 12月 16日）

から年度末までの 3.5ヵ月間であるため、1,838÷3.5×12≒6,302にて年間の数値に換算したものである。 

調査回数：国内外において、国内外の研究者の協力を得て、当初計画していた調査を行うことができた。 

 招聘数：センターの事業を効果的に遂行するために、センターのネットワークを活用して国内外の研究者を招聘し、 

     計画していた事業を予定通り推進することができた。 

 海外派遣数：効果的に調査活動を行うため、スタッフのみでなく外部の研究者にも調査研究を依頼して海外に派遣し、 

       計画していた調査研究活動を予定通り推進することができた。 

 データベース件数：センターの活動を効率的に推進するための研究者ネットワーク形成のため、研究者の情報を収集 

          し、当初予定していた件数を収集する成果を得た。 
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【書式Ｂ】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 6111 

（様式 1） 

業務実績書 

研№49 

中期計画の項目 ６ 情報資料の収集・整備及び調査研究成果の発信 

プロジェクト名称 文化財情報基盤の整備((1)－①) 

【事業概要】 

文化財関係の情報を収集して積極的に発信するため、ネットワークのセキュリティの強化及び高速化等に対応した情

報基盤の整備・充実を図り、システム面から文化財に関する専門的アーカイブの拡充、データベースの充実を支援する。 

【担当部課】 企画情報部 【プロジェクト責任者】 情報システム研究室長 二神葉子 

【スタッフ】 

田中淳（企画情報部長），山梨絵美子（副部長），津田徹英（文化形成研究室長），塩谷純（近・現代視覚芸術研究室長），

綿田稔（文化財アーカイブズ研究室長），小林公治（広領域研究室長），小林達朗（主任研究員），皿井舞（主任研究員），

城野誠治（専門職員），中村明子（アソシエイトフェロー），井上さやか（アソシエイトフェロー），橘川英規（アソシ

エイトフェロー），鳥光美佳子（アソシエイトフェロー） 

広報委員（LAN）： 

川野邊渉（文化遺産国際協力センター長） 各部門 LAN担当：崎部剛（前研究支援推進部総務係長），高砂健介（研究

支援推進部管理室長），綿田稔（企画情報部文化財アーカイブズ研究室長），飯島満（無形文化遺産部音声・映像記録

研究室長），森井順之（保存修復科学センター主任研究員），加藤雅人（文化遺産国際協力センター主任研究員） 

【主な成果】 

保守期限切れを迎えるネットワーク機器の更新を実施するとともに、メールシステムとして Google Apps for Business

を導入し、利便性を向上させた。 

【年度実績概要】 

ネットワーク機器の更新 

・平成 24 年度にハードウェア保守の期限が切れるネットワーク機器を更新した。具体的には、所外への情報公開用

DNS/Web サーバ、内部 DNS サーバ及び DHCP サーバである。DHCP サーバについては 2013 年にハードウェア保守期限

が切れることから当初は次年度の更新を予定していたが、節約により本年度末に更新することができた。 

・メールサーバのハードウェア保守期限切れのタイミングで、Google Apps for Business を導入し、Gmail に移行し

た。このことで、メールに関する所内での保守が不要となったうえ、稼働率はほぼ 100%となった。さらに、出張先

等での連絡が円滑に実施できるようになり、利便性も向上した。 

・職員が使用しているコンピュータ用のウィルス駆除ソフトウェアについて、Kaspersky Anti-Virus及び ESET NOD32

の 2 種類のソフトウェアのライセンスを、それぞれ所内で使用されているコンピュータ台数の半数分ずつ購入し、

全てのコンピュータが一斉に同一の不具合を引き起こさないよう工夫した。 

 

ネットワーク機器の新設 

・近年の大災害の発生にかんがみ、遠隔地でのデータのバックアップの必要性があると考えたことから、奈良文化財

研究所との間で VPN による接続を行い、それぞれにバックアップサーバを設置して定期的にバックアップを実施す

るためのシステムを整備した。 

・ノート PCやタブレット端末等でのネットワーク利用のため、一括での管理が可能なセキュリティレベルの高い無線

LANを導入した。 

【実績値】 

 

サーバ更新 3件（うち、所外 DNS/Webサーバ 1件、内部 DNSサーバ 1件、DHCPサーバ 1件） 

サーバ新規設置 1件（バックアップサーバ） 

システム新規導入 2件（うち、ネットワーク/サーバ危機管理システム 1件、クラウドメールシステム（Google Apps 

for Business） 1件、所内無線 LAN 1件） 

 

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 6111 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

研№49 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

情報システムの整備については、ネットワーク環境の更新に伴い、セキュリティの強化及び高速化

が図られた結果、適時性、効率性、継続性が向上したと判断した。次年度以降も、安定運用と効率化、

利便性の向上を図る。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

情報システムの整備については、セキュリティの強化及び接続速度の高速化を図るに当たり、利便

性を保ったうえでより効率的な運用ができるよう、ネットワーク環境の段階的な更新を進めた。次年

度以降についても保守期限切れを迎えるネットワーク関係の機器の更新を実施するが、ユーザの意見

を取り入れて費用対効果の高い機器の導入とその安定的な運用に努めるとともに、保守内容の見直し

などによりさらなる費用の削減を図る。 

 

観点 適時性 効率性 継続性    

判定 Ａ Ａ Ａ    

判定理由 

適時性：適切な時期に機器及びシステムを更新することができた。 

効率性：メールサーバを Google Apps for Business にすることで、保守費用を大きく削減した。 

継続性：継続的にネットワークシステムを運用することができた。 

 

観点 サーバ更新 
サーバ 

新規設置 

システム 

新規導入 
   

判定 Ａ Ａ Ａ    

判定理由 

サーバ更新：Google Apps の導入や入札による節約の結果、当初の予定よりも多く実施することができた。 

サーバ新規設置：当初の予定通り実施することができた。 

システム新規導入：ネットワーク/サーバ危機管理システム及び無線 LANの導入は年度計画には予定がなかったが、 

節約の結果実施できた。また、従来のシステムより安定した利便性の高い Google Apps for  

Business を導入できた。 
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【書式Ｂ】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 6112 

（様式 1） 

業務実績書 

研№50 

中期計画の項目 ６ 情報資料の収集・整備及び調査研究成果の発信 

プロジェクト名称 無形文化財に関わる音声・画像・映像資料のデジタル化((1)－①) 

【事業概要】 

無形文化遺産部が所蔵する音声・画像・映像資料のデジタル化。第 1期中期計画（平成 17年度終了）の事業案策定後

の購入・寄贈にかかるアナログ資料を中心に、これまでに収集蓄積してきた分野を補完する資料の媒体転換を重点的に

実施する。併せて、デジタル化を済ませた音声資料は、インデックス付与を含む整理を推進する。この事業は、将来的

には資料のデータベース公開と音声・画像等の配信を目指すものである。 

 

【担当部課】 無形文化遺産部 【プロジェクト責任者】 無形文化遺産部長 宮田繁幸 

【スタッフ】   

高桑いづみ（無形文化遺産部無形文化財研究室長）、飯島満（音声・映像記録研究室長）、今石みぎわ（研究員）、星野厚

子（研究補佐員）、綿貫潤（研究補佐員）、佐野真規（研究補佐員） 

【主な成果】 

 昨年度までに受入れ手続きが完了した資料の内、経年変化に伴う音質劣化が懸念されるオープンテープのデジタル化

を昨年度に引き続き実施した。カセットテープに関しても、将来のデジタル化を視野に、収録内容の確認を含めた整理

を行った。 

【年度実績概要】 

 無形文化遺産部が推進した音声記録のデジタル化は、前年度に引き続き、1960 年代に放送された邦楽関連のテープ録

音を中心に行った。この当時の放送録音は、放送局にも記録が保存されていないものが多いことから、その資料的な価

値が近年再認識されつつあるもので、本年度はＣＤで 149 枚を作成した。また、媒体変換を完了した音声資料の内容確

認を行い、インデックス付与済みＣＤを 25枚作成した。カセットテープに関しては、旧芸能部民俗芸能研究室所蔵テー

プ、及び寺事の現地録音を中心に内容確認を行った。画像資料の媒体変換に関しては、マイクロフィルムのデジタル化

に着手し、ＤＶＤ32枚を作成した。 

 この他、無形文化遺産関連の映像資料 240枚（作成ＤＶＤ236枚・作成ＢＤ4枚）を登録した。 

【実績値】 

ＣＤ作成 149枚 

ＣＤ作成（インデックス付与済み） 25枚 

ＤＶＤ作成（画像資料） 32枚 

ＤＶＤ・ＢＤ作成（映像資料） 240枚（DVD236枚・BD4枚） 

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 6112 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

研№50 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 
定量的評価において、これまでの水準を維持していることに加え、画像資料の媒体変換についても

本格的な事業を展開している。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 
事業は、従来の水準を維持している。また、将来的なデータベース公開へ向け、資料作成を着実に

進めている。 

 

 

観点 適時性 独創性 継続性 発展性   

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ   

判定理由  

適時性：アナログ資料の経年劣化が深刻化する前に媒体変換を行うことができた。 

独創性：他の公的機関では所蔵されていない資料の恒久的な利用に向け、処理を行っている。 

継続性：アナログ資料の継続的な媒体変換とともに、資料整理も着実に進めている。 

発展性：将来の資料公開に備え、資料の蓄積に努めている。 

観点 ＣＤ作成 

ＣＤ作成（イン

デックス付与

済み） 

ＤＶＤ・ＢＤ作

成（映像資料） 

ＤＶＤ作成（画

像資料） 
  

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ   

判定理由 

ＣＤ作成・ＣＤ作成（インデックス付与済み）・ＤＶＤ・ＢＤ作成（映像資料）：これまでの水準を維持している。 

 ＤＶＤ作成（画像資料）：本年度から本格的に着手したものであり、今後とも順調な作業水準を期待できる。 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 6113 

（様式 1） 

業務実績書 

研№51 

中期計画の項目 ６ 情報発信機能の強化 

プロジェクト名称 文化財に関するデータベースの充実((1)－①) 

【事業概要】 

文化財情報の特性について具体的な資料の研究に基づいて検討を加え、それに最も適した電子化・情報化の方法を探り 

実際のデータベース入力を進める。 

【担当部課】 企画調整部 【プロジェクト責任者】 企画調整部長 難波洋三 

【スタッフ】  

森本晋（文化財情報研究室長） 

【主な成果】 

文化財情報電子化の研究を通じて、GISを活用した文化遺産情報の取得・分析に関する最新の手法を開発するとともに、 

研究成果を学会で発表している。開発・改良を継続している各種データベースについて、業務用とともに公開用につい

ても、記載方法の標準化を進めながらデータの充実を図った。 

【年度実績概要】 

・ 文化財情報電子化の研究として、GIS（地理情報システム）の技術を活用した考古情報の分析に関する調査研究を 

行い、成果を地理情報システム学会で発表した。資料調査として関連学会の中でも重要な地球惑星科学連合に参加し 

た。遺跡・遺物情報電子化の研究成果を『遺跡情報交換標準の研究 第 3版』として公表した。 

 

・ 文化財情報データベースの充実として、従来より進めている遺跡、写真、報告書抄録、航空写真、図面画像等のデ 

ータベースについてデータの入力・更新を行うとともに、新規公開用データベースとして陶硯データベースを作成 

した。 

【実績値】 

研究発表件数 1件（①） 

研究成果報告書 1冊（②） 

（参考値） 

データベース件数 平成 24年度末 ただし（ ）内は平成 23年度末の値 

全文 212,709（212,650）、木簡 151,098（149,724）、抄録 74,755（65,688）、写真 402,732（369,706）、遺跡 477,822

（462,042）、航空写真 1,334,996（1,299,667）、図面画像 71,081（61,783）、陶硯 1,092 

【備考】 

研究会発表 

①村尾吉章・碓井照子・森本晋・清水啓治・清野陽一・藤本悠・玉置三紀夫「地理情報標準に準拠した遺構情報モデル 

の RDBへの実装」『日本地理情報システム学会第 21会研究発表大会予稿集』2012.10 

研究成果報告書 

②森本晋『遺跡情報交換標準の研究 第 3版』2013.3 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 6113 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

研№51 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

 

本事業は、適時性・正確性・独創性・継続性・発展性のいずれの観点においても、十分な水準を維

持しており、総合的にＡと判定した。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

 

各データベースにおいて、着実にデータの充実が進んでおり、新規データベースの公開も行うこと

ができた。全体として当初計画通りに進捗しているので順調と判定した。 

 

観点 適時性 正確性 独創性 継続性 発展性  

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ  

判定理由  

適時性:最近に刊行された発掘調査報告書の記述も参照してデータ入力を行っており、十分に成果が認められた。 
正確性:データ入力に際し、典拠資料や関連文献の調査を行っており、正確性を十分に担保できた。 

独創性:当研究所独自のデータベースを開発・整備して研究に資するとともに、公開用データベースを充実させており、

独創性は十分に成果が認められた。 

継続性:各種データベースを最新情報に更新しながら、広く継続的に公開提供しており、十分に成果が認められた。 

発展性:本年度は新規に陶硯データベースを公開しており、十分に成果が認められた、 

観点 研究発表件数 
研究成果 

報告書数 
    

判定 Ａ Ａ     

判定理由 

 研究発表件数：継続的に研究を行い、早期に成果を公表しているので目標を達成している。 

 研究成果報告書数：継続的な研究成果をまとめて公表しており、目標を達成している。 
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【書式Ｂ】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 6121 

（様式 1） 

業務実績書 

研№52 

中期計画の項目 ６ 情報資料の収集・整備及び調査研究成果の発信 

プロジェクト名称 専門的アーカイブの充実（資料閲覧室運営）((1)－②) 

【事業概要】 

文化財関連資料の公開機関としての周知の広がりを踏まえ、①受け入れた文化財関連の図書などの文字資料や、作成

したアナログ・デジタル画像資料の登録管理、②閲覧室で月・水・金の週 3 回の一般利用者へ所蔵資料の提供、③デー

タベースの作成、検索システムの構築・ウェブサイト上での諸情報の提供を通常業務とするとともに、提供する資料や

情報の質に主眼を置き、より専門性の高い文化財関連資料や情報の収集・構築・公開の場として専門的アーカイブの充

実を図る。 

【担当部課】 企画情報部 【プロジェクト責任者】 文化財アーカイブズ研究室長 綿田稔 

【スタッフ】 

田中淳（企画情報部長）、山梨絵美子（副部長）、二神葉子（情報システム研究室長）、小林公治（広領域研究室長）、津

田徹英（文化形成研究室長）、塩谷純（近・現代視覚芸術研究室長）、小林達朗（主任研究員）、皿井舞（主任研究員）、

城野誠治（専門職員）、井上さやか（アソシエイトフェロー）、橘川英規（アソシエイトフェロー）、中村明子（アソシエ

イトフェロー）、鳥光美佳子（アソシエイトフェロー）、飯島満（無形文化遺産部音声・映像記録研究室長）、佐野千絵（保

存修復科学センター保存科学研究室長） 

【主な成果】 

資料閲覧室の運営、ならびに資料の登録と情報のデータベース化、またそれを利用した外部公開用 SQLデータの更新・

運用を行った。 

 

【年度実績概要】 

・資料閲覧室を公開運営した（合計 139日、利用者数のべ 1,139 人）。 

・資料の登録と情報のデータベース化を継続した。 

・断片化しがちな情報登録システムの整理統合に着手するための協議を行った。 

・情報を外部公開データベースに登録し、基礎情報を一般に提供した。 

・関係各部署の協力を得て劣化が進む資料類の保護対策の一環として貴重雑誌のデジタル画像化を進めた。 

・セインズベリー日本芸術研究所との協力関係構築への取り組みと有効な日本芸術研究の基盤形成のための協議を行っ

た。 

 

【実績値】 

研究協議会の開催 8回 

（24年 4月 9日、4月 24日、5月 22日、6月 19日、7月 24日、9月 11日、10月 16日、1月 9日） 

資料受入数：和漢書 885件、洋書 41件、展覧会図録・報告書等 3,868件、雑誌 2,229件（合計 7,023件） 

データベース公開件数：15件（その他、内部運用 35件） 

閲覧室利用状況：公開日総数 139日・利用者年間合計 1,139 人 

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 6121 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

研№52 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

実施計画に沿って遂行することができた。セインズベリー日本芸術研究所との協力関係についても

具体化に向けた協議が順調に進んでいる。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

次年度以降も、より質の高い専門的文化財アーカイブの充実を目指していきたい。 

 

 

観点 適時性 発展性 継続性 正確性 独創性 効率性 

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

判定理由  

適時性：資料閲覧室の公共性と特徴に則った運営をすることができた。 

発展性：汎用性のある情報を自前でデータベース化し、国外との連携も模索している。 

継続性：研究基盤の形成を重視し、中長期的視野に立って業務を遂行している。 

正確性：文化財専門機関としてより正確な情報提供を実践している。 

独創性：東京文化財研究所の業務に密着した、特徴あるデータ整理を行っている。 

効率性：細分化されたデータベースの統合を目指すことで、効率化を図っている。 

 

観点 
研究協議会 

の開催数 
資料受入数 

データベース

の公開件数 

閲覧室 

利用者数 
  

判定 Ｓ Ａ Ａ Ａ   

判定理由 

研究協議会の開催数：目標値の４回を上回った 

資料受入数：和漢書 885件、洋書 41件、展覧会図録・報告書等 3,868件、雑誌 2,229件（合計 7,023件） 

データベース公開件数：15件（その他、内部運用 35件） 

閲覧室利用状況：公開日総数 139日・利用者年間合計 1,139 人 

いずれも十分なものと判断する。 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 6122 

（様式 1） 

業務実績書 

研№53 

中期計画の項目 ６ 情報資料の収集・整備及び調査研究成果の発信 

プロジェクト名称 図書の収集・整理・公開・提供((1)－②) 

【事業概要】 

文化財に関する資料・図書を計画的に収集・整理し、外部の研究者及び一般の利用者に積極的に公開・提供するた 

めの方策を検討し、実施する。 

【担当部課】 研究支援推進部連携推進課 【プロジェクト責任者】 連携推進課長  田中 康成 

【スタッフ】   

渡  勝弥（文化財情報係長） 

【主な成果】 

 遺跡の発掘調査報告書、歴史的建造物の修理報告書等歴史・考古学分野を中心に図書・逐次刊行物の購入及び寄贈に

よる収集を行い、整理された資料をデータベースに蓄積してインターネットに公開した。 

【年度実績概要】 

・図書等の収集・整理: 

遺跡の発掘調査報告書、歴史的建造物の修理報告書等歴史・考古学分野を中心とする資料の収集・整理を行った。

また、国立情報学研究所が構築しているオンライン共同分担目録方式による全国規模の総合目録データベース

(NACSIS-CAT)への新規及び遡及入力の継続等、所外の利用者への情報提供を行った。 

図書資料以外では、発掘調査関係の遺跡、建造物、庭園等の写真の収集、整理を行った。 

 

・利用者サービス: 

歴史・考古学分野を中心に図書・逐次刊行物等を一般公開施設として広く利用に供し、遠隔地からの図書利用につ

いては、国立情報学研究所が行なっている NACSIS-ILL を通じて文献複写・現物貸借サービスを行った。 

 

【実績値】 

（参考値） 

受入数： 

購入図書     710冊 

寄贈図書    7,638冊 

雑誌    1,352タイトル 

写真       577点 

 

利用者サービス： 

一般利用者数        525人 

利用冊数   3,162冊 

来館者複写件数  1,098件 

 

遠隔利用： 

複写受付件数        707件 

貸借貸出冊数      156冊 

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 6122 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

研№53 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

  

資料の収集・整理・公開を滞りなく実施することができた。また、利用者サービスも適切に行った。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

 

資料の収集、整備及び情報サービスの提供が滞りなく行われた。 

 

観点 適時性 継続性     

判定 Ａ Ａ     

判定理由  

適時性：要求のあった図書資料等を積極的に収集・整理・公開を行った。 

継続性：図書資料等の収集・整理・公開を滞ることなく遂行した。 

 

観点       

       

判定理由 
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【書式Ｂ】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 6211 

（様式 1） 

業務実績書 

研№54 

中期計画の項目 ６ 情報資料の収集・整備及び調査研究成果の発信 

プロジェクト名称 定期刊行物の刊行（年報、概要、ニュース）((2)－①) 

【事業概要】 

本プロジェクトは研究所の業務に関する情報発信のうち特に紙媒体である『年報』『概要』『ニュース』、及び不定期に

作成するパンフレットなどの編集・刊行を実施する。また、エントランスにおけるパネル展示などを通じて、来訪者に

対しても研究所の活動をわかりやすく伝えることを目指す。 

【担当部課】 企画情報部 【プロジェクト責任者】 情報システム研究室長 二神葉子 

【スタッフ】   

田中淳（企画情報部長）、山梨絵美子（副部長）、津田徹英（文化形成研究室長）、塩谷純（近・現代視覚芸術研究室長）、

綿田稔（文化財アーカイブズ研究室長）、小林公治（広領域研究室長）、小林達朗（主任研究員）、皿井舞（主任研究員）、

城野誠治（専門職員）、中村明子（アソシエイトフェロー）、井上さやか（アソシエイトフェロー）、橘川英規（アソシ

エイトフェロー）、鳥光美佳子（アソシエイトフェロー） 

広報委員（概要）：岡田健（保存修復科学センター長） 各部門概要担当：安孫子卓史（研究支援推進部管理室企画渉外

係員）、塩谷純（企画情報部近・現代視覚芸術研究室長）、高桑いづみ（無形文化遺産部無形文化財研究室長）、今石み

ぎわ（無形文化遺産部研究員）、犬塚将英（保存修復科学センター主任研究員）、友田正彦（文化遺産国際協力センタ

ー保存計画研究室長） 

広報委員（年報）：田中淳（企画情報部長） 各部門年報担当：崎部剛（前研究支援推進部管理室総務係長）、平出秀文

（研究支援推進部管理室総務係長）、津田徹英（企画情報部文化形成研究室長）、高桑いづみ（無形文化遺産部無形文

化財研究室長）、早川典子（保存修復科学センター主任研究員）、山内和也（文化遺産国際協力センター地域環境研究

室長） 

広報委員（東文研ニュース）：宮田繁幸（無形文化遺産部長）、安孫子卓史（研究支援推進部管理室企画渉外係員）、今石

みぎわ（無形文化遺産部研究員）、吉田直人（保存修復科学センター主任研究員）、江村知子（文化遺産国際協力セン

ター主任研究員） 

【主な成果】 

年報 2011 年度版、概要 2012 年度版を編集、発行した。また、東文研ニュースを年 4 回、東文研ニュースダイジェス

ト（英語）を年 2回発行した。 

【年度実績概要】 

・「年報」2011年度版の刊行 

2012 年 5 月 31 日付で年報を刊行した。2011 年度版の構成は従来通り、機構、年度計画及びプロジェクト報告、

その他の研究活動、個人の研究業績、研究交流、主な所蔵資料、研究所関係資料、東京文化財研究所プロジェクト

索引とした。発行にあたっては、各部・センターの年報担当者が原稿のとりまとめを行った。 

・「概要」2012年度版の刊行 

「概要」2012年度版を刊行した。各ページの構成の決定や原稿のとりまとめについては、各部・センターの概要

担当者が行った。 

・「東文研ニュース」の刊行 

「東文研ニュース」を年 4 回発行した。基本的には、ウェブサイトに掲載した活動報告から四半期ごとの記事を

掲載しているが、掲載する記事は各部・センターで選択している。ページ数は固定せず原稿の多寡によって自由に

構成し、記事の配置については会議や研究会と現地調査とがバランスよく並ぶようにして見た目の印象にも配慮し

た。この他、東文研ニュースには、特定のトピックについてまとまった紹介を行うコラムや刊行物の案内、人事異

動などを掲載している。 

「東文研ニュース」の英語版である「Tobunken News Digest」を年 2回発行し、外国への情報発信にも努めた。 

 

・エントランスロビーパネル展示の実施 

エントランスロビーに研究成果を伝えるためのパネルを作成し、展示した。24年度は昨年度予算で作成した文化

財レスキュー活動に関する展示を行い、24年度末に企画情報部による横山大観「山路」に関するパネルを作成し、

展示した。 

【実績値】 

 刊行物数 『東京文化財研究所年報』2011年度版 900部 

      『東京文化財研究所概要』2012年度版 5,000 部 

      『東文研ニュース』第 49号 3,500部、50号～52号 各 1,000部 

      『東文研ニュースダイジェスト』（英語版）第 12号・第 13号 各 3,500部 

 

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 6211 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

研№54 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

東文研ニュース、Tobunken News Digest により、継続的、定期的に情報発信を行うことができた。

東文研ニュース、東文研ニュースダイジェストの発行部数は情報発信が徐々にウェブが主流になりつ

つある昨今の事情を踏まえたことと、前年度までの印刷物について大量の在庫が存在していたことか

ら、発行部数を大幅に減らした。次年度以降は、概要及び東文研ニュースは研究支援推進部と連携の

上、できるだけ早期の発行によりさらなる情報の活用の促進を図るとともに、費用対効果の向上に努

める。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

概要、年報及び東文研ニュースの発行を順調に実施することができた。次年度以降も、これらの媒

体による情報発信を継続するとともに、より効果的な情報発信の方法について検討し、ウェブサイト

その他インターネットによる情報発信との連携にも努める。 

 

観点 適時性 効率性 継続性 正確性   

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ   

判定理由 

適時性：適切な時期に刊行物を発行することができた。 

効率性：編集費用についてはできるだけ内製化することで予算削減に努めた。 

継続性：継続的に刊行物を作成した。 

正確性：概要・年報については 5回程度の校正をそれぞれ実施することで、情報の正確性を維持した。 

 

観点 刊行物数      

判定 Ａ      

判定理由 

刊行物数：前年度の配布実績に基づき、適切な数量の刊行物を発行した。 
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【書式Ｂ】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 6212 

（様式 1） 

業務実績書 

研№55 

中期計画の項目 ６ 情報資料の収集・整備及び調査研究成果の発信 

プロジェクト名称 定期刊行物の刊行（『平成 23年版日本美術年鑑』、『美術研究』）((2)－①) 

【事業概要】 

各年の美術活動と美術研究、批評の状況を記録するために、昭和 11 年以来刊行を続けている『日本美術年鑑』を年 1

冊刊行するとともに、昭和 7年 1月以来、日本・東洋の古美術、日本の近代・現代美術等に関わる研究論文・図版解説・

書評、展覧会評、研究資料、研究ノート等を掲載する『美術研究』を年 3冊刊行する。 

 

【担当部課】 企画情報部 【プロジェクト責任者】 近・現代視覚芸術室長 塩谷純 

【スタッフ】 

田中淳（企画情報部長）、山梨絵美子（副部長）、二神葉子（情報システム研究室長）、綿田稔（文化財アーカイブズ研究

室長）、小林公治（広領域研究室長）、津田徹英（文化形成研究室長）、小林達朗（主任研究員）、皿井舞（主任研究員）、

江村知子（文化遺産国際協力センター主任研究員）、中野照男（客員研究員）、相澤正彦（客員研究員）、三上豊（客員研

究員）、吉田千鶴子（客員研究員）、森下正昭（客員研究員）  

【主な成果】 

 本年度は、『平成 23年版 日本美術年鑑』及び『美術研究』407～409号を刊行した。 

 

【年度実績概要】 

①『平成 23年版 日本美術年鑑』 B5版 

2010（平成 22）年美術界年史、美術展覧会（企画展、作家展、団体展）、美術文献目録（定期刊行物所載文献、

美術展覧会図録所載文献（企画展、作家展））、物故者 

②『美術研究』407号 

邢義田（楢山満照訳）「漢代画像解読法試論―「撈鼎図」を例として―」 

綿田稔「永享七年の竹庵大縁をめぐる画事より―松岡美術館の周文画とケルン東洋美術館の霊照女図―」 

塩谷純「秋元洒汀と明治の日本画（二）」 

津田徹英「書評 伊藤大輔『肖像画の時代 中世形成期における絵画の思想的深層』」 

③『美術研究』408号 

津田徹英「佛光寺本『善信聖人親鸞伝絵』の制作時期をめぐって」 

皿井舞「研究資料 京都・神光院蔵 木造地蔵菩薩立像」 

綿田稔「研究資料 御絵鑑―元禄十三年板の画法書―」 

④『美術研究』409号 

朴銀卿・韓政鎬（金正善訳）「四天王像配置形式の変化原理と朝鮮時代の四天王名稱」 

山梨絵美子「台北市で開催されたふたつの陳澄波展―台北市立美術館「行過江南―陳澄波芸術探索歴程」展と至

善芸文センター「豔陽下的陳澄波」展―  

小林達朗「研究ノート 東京国立博物館所蔵 虚空蔵菩薩像」 

 

 

 

【実績値】 

刊行物件数 

『日本美術年鑑』刊行数 1点 （①） 

『美術研究』刊行数   3点 （②～④） 

配布部数  

『日本美術年鑑』刊行部数 600部  配布部数 600部（①） 

『美術研究』刊行部数 各 400 部  配布部数 各 380部（②～④） 

 

【備考】 

①『平成 23年版 日本美術年鑑』東京文化財研究所 2013.3 

②『美術研究』407号 東京文化財研究所 2012.8 

③『美術研究』408号 東京文化財研究所 2013.1 

④『美術研究』409号 東京文化財研究所 2013.3 
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【書式Ｂ】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 6212 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

研№55 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

 

『美術年鑑』1冊『美術研究』3冊を当初の計画通り、刊行するとともに、内容の充実を図り、この

点は十分に評価できる。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

 

中期計画にあげた実施状況は、順調である。次年度は、『日本美術年鑑』のウェブへのデータ公開の

迅速化を図るとともに、同年鑑創刊以前のデータについても補完を目指したい。 

 

観点 適時性 発展性 正確性 継続性   

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ   

判定理由 

適時性、発展性： 

『美術研究』において、学界で話題となった図書や展覧会を書評や展評で取り上げ、またこれまで等閑視されていた

作品や資料を紹介しながら論じるなど、十分に成果が認められた。 

正確性、継続性： 

1936年以来刊行を続けている『日本美術年鑑』において、2010年の美術界に関する基礎データの集成に努め、十分

に成果が認められた。 

 

観点 刊行物件数 配布部数     

判定 Ａ Ａ     

判定理由 

刊行物件数：目標値を 100％達成した。 

配布部数 ：目標値を 100％達成した。 
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【書式Ｂ】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 6213 

（様式 1） 

業務実績書 

研№56 

中期計画の項目 ６ 情報資料の収集・整理及び調査研究成果の発信 

プロジェクト名称 定期刊行物の刊行（『無形文化遺産研究報告』、『無形民俗文化財研究協議会報告書』）((2)－①） 

【事業概要】 

無形文化遺産部スタッフによる業績に基づく論考・報告・資料紹介等を内容とする『無形文化遺産研究報告』及び民

俗文化財保護行政担当者、無形民俗文化財保存関係者、研究者の参加を得て開催する無形民俗文化財研究協議会の事例

報告・総合討議を内容とする『無形民俗文化財研究協議会報告書』を刊行する。 

 

【担当部課】 無形文化遺産部 【プロジェクト責任者】 無形文化遺産部長 宮田繁幸 

【スタッフ】   

高桑いづみ（無形文化遺産部無形文化財研究室長）、飯島満（音声・映像記録研究室長）、今石みぎわ（研究員） 

【主な成果】 

（１）無形文化遺産部研究員の業績に基づく論考・報告・資料紹介等を内容とする『無形文化遺産研究報告』第 7 号を

25年 3月 29日に刊行した。 

（２）24 年 10 月 26 日に開催した無形民俗文化財研究協議会での事例報告・総合討議を内容とする『第 7 回無形民俗文

化財研究協議会報告書』を 25年 3月 29日に刊行した。 

【年度実績概要】 

 （１）『無形文化遺産研究報告』第 7号を以下の内容で刊行した。 

「山口鷺流狂言の小舞謡―無形文化遺産部所蔵「山口鷺流小舞謡」の記録をめぐって―」高桑いづみ 

「「栄二譜」試論」星野厚子 

「ボルネオ島サラワク州における削りかけ状木製具について」今石みぎわ 

「〔資料紹介〕梅村豊撮影歌舞伎写真（四）」原田真澄 

「国立音楽大学附属図書館寄贈 竹内道敬旧蔵音盤目録（5）」飯島満 

 

（２）『第 7回無形民俗文化財研究協議会報告書』を以下の内容で刊行した。 

 

 ［第 1部 報告］ 

「津波から 100㎞のまちで」飯坂真紀（ふるさと岩手の芸能とくらし研究会） 

「被災地のおける民俗調査の在り方―震災前からの調査と震災後からの調査―」小谷竜介（宮城県教育庁文化財保護課） 

「記録 DVD『3.11 東日本大震災を乗り越えて』について」阿部武司（東北文化財映像研究所） 

「民俗資料・記録の活用に向けて―福島県の被災地から―」大山孝正（福島県文化財センター白河館まほろん） 

「被災者と人類のための災害復興アーカイブ―311まるごとアーカイブスの取り組み―」長坂俊成（防災科学技術研究所） 

「特別報告 記録 DVD『3.11東日本大震災を乗り越えて』について」阿部武司（東北文化財映像研究所） 

 

［第 2部 総合討議］ 

コメント・ディスカッション 参考資料 

 

【実績値】 

刊行数 2部（『無形文化遺産研究報告』第 7号、2013.3.29『第 7回無形民俗文化財研究協議会報告書』）2013.3.29 

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 6213 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

研№56 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

無形の文化遺産の報告書として、情報が豊富で質の高い研究報告が掲載されている。関係機関や専

門研究者へ配布した後、広範な研究分野からの要請にも資するため、すみやかにＰＤＦでの公開もな

されてきている。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 
計画通り年間 2 冊の報告書が刊行されており、目的を順調に達成している。今後もこのペースの維

持を目指す。 

 

観点 適時性 独創性 発展性    

判定 Ａ Ａ Ａ    

判定理由  

適時性：今年度の研究・調査を踏まえた成果を発表している。 

独創性：無形の文化遺産を専門に扱う数少ない報告書であり、それに相応しい内容となっている。 

発展性：情報の多様さ豊富さの点で、有用性が高い。  

 

観点 刊行数      

判定 Ａ      

判定理由 

予定通りの刊行数を達成している。 

－ 517 －
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【書式Ｂ】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 6214 

（様式 1） 

業務実績書 

研№57 

中期計画の項目 ６ 情報資料の収集・整備及び調査研究成果の発信 

プロジェクト名称 定期刊行物の刊行(『保存科学』５２号)((2)－①) 

【事業概要】 

保存修復科学センター・文化遺産国際協力センターで行われた文化財の保存・修復に関する調査・研究成果の公開を

目的に、年１回研究論文集『保存科学』を刊行する。様々な文化財の科学的調査結果や基礎研究に関する論文、受託研

究に関する研究報告・修復処置報告などを掲載する。また、より一層の研究成果の公開に努めるため、『保存科学』掲載

論文の電子化を行い、インターネット上での公開を行う。 

【担当部課】 保存修復科学センター 【プロジェクト責任者】 保存修復科学センター長 岡田健 

【スタッフ】   

佐野千絵（保存修復科学センター保存科学研究室長）、朽津信明（修復技術研究室長）、川野邊渉（文化遺産国際協力セ

ンター長）、石崎武志（副所長） 

【主な成果】 

本年度の投稿件数は 27 件であった。全投稿原稿に対して、外部の査読者も含む査読委員による査読を実施し、報文 4

件、報告 22件、取下 1件、計 26件の掲載を決定した。版型 B5版、口絵カラー16頁、本文総ページ数 320頁、発行部数

650 部、関係諸機関に約 580部配布。 

【年度実績概要】 

 岡田健（保存修復科学センター長）、川野邊渉（文化遺産国際協力センター長）、石崎武志（副所長）、神庭信幸（東京

国立博物館学芸研究部保存修復課長）、稲葉政満（東京藝術大学大学院美術研究科教授）の 5名からなる編集委員会を編

成した。本年度の投稿件数は 27件。全投稿原稿に対して、査読委員（保存修復科学センター及び文化遺産国際協力セン

ターの正職員、編集委員、及び外部査読者）による査読を実施し、報文 4 件、報告 22 件、取下げ 1 件、計 26 件の掲載

を決定した。 

 

本年度は、査読者による再査読が可能とするため、試験的に例年より査読期間、改訂期間を短く設定した。この影響

について、著者、査読者に対してアンケートを行い、次年度以降の編集日程の検討に役立てる資料とした。また、編集

委員会において、投稿規定の一部改訂、査読規定に伴う査読の手引きを編集委員会において作成し、明文化した。査読

の手引きの正式な適用は次年度からとする。 

 

【実績値】 

刊行数 1件（①） 

印刷部数 650部 

配布部数 約 580部 

 

【備考】 

刊行数 

①『保存科学第』５２号、2013.03 
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【書式Ｂ】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 6214 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

研№57 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

質の高い報文と報告が多く掲載され、刊行物として、またインターネットでの公開を通じて、国内

外の研究者にとって重要な情報源として確立している。今後も現在の方法での公開を継続するが、イ

ンターネット公開に関しては、より使いやすい形を追求していきたい。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

本年度は、査読者による再査読が行われており、より論文の水準が上がった状況となった。論文の

質を一定水準以上に維持するために、投稿規定及び査読規定の一部改正等を行った。次年度以降、投

稿規定・査読規定に基づいてより厳正な論文審査を行い、質の高い学術論文誌として定着することを

目指す。 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

判定理由  

適時性：今回掲載した 26本の報文・報告は、最新の調査や研究結果を公表するものである。 

独創性：今回掲載した 26本の報文・報告は、査読により新規性が確認できた。 

発展性：今回掲載した 26本の報文・報告はきわめて多様である。 

効率性：12月第 2週の締め切りから 3月の発行・発送まで、きわめて効率的である。 

継続性：質・量ともに他の雑誌より抜きん出ている。 

正確性：今回掲載した 26本の報文・報告は、査読により内容の正確性が保証されているため。 

 

 

観点 刊行数 印刷部数 配布部数    

判定 Ａ Ａ Ａ    

判定理由 

刊行数、印刷部数、配布部数：いずれも目標を達成した。 
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【書式Ｂ】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 6215 

（様式 1） 

業務実績書 

研№58 

中期計画の項目 ６ 情報資料の収集・整備及び調査研究成果の発信 

プロジェクト名称 第 35回文化財の保存及び修復に関する国際研究集会報告書の刊行((2)－①) 

【事業概要】 

平成 23年度に「染織技術の伝統と継承―研究と保存修復の現状―」をテーマとし、無形文化遺産部の担当で開催され

た国際研究集会の報告書を作成し、関係者に配布する。 

【担当部課】 無形文化遺産部 【プロジェクト責任者】 無形文化遺産部長 宮田繁幸 

【スタッフ】   

高桑いづみ（無形文化遺産部無形文化財研究室長）、飯島満（音声・映像記録研究室長）、菊池理予（研究員）、今石みぎ

わ（研究員）、星野厚子（研究補佐員）、綿貫潤（研究補佐員）、佐野真規（研究補佐員） 

【主な成果】 

 24年 11月 30日に報告書『第 35回文化財の保存及び修復に関する国際研究集会 染織技術の伝統と継承―研究と保存

修復の現状―』を刊行。関係者に配布した。 

 

【年度実績概要】 

目次：  

基調講演 

１.「染織技法の伝承−技法の変化・置き換え・相互関係」長崎 巌 

２.「染織史における復元的研究―江戸時代の小袖に見る染織技法を中心に―」河上繁樹 

セッションⅠ 染織技術を守る  

１.「日本における染織技術保護の現状と課題―わざを守り伝えるために―」菊池理予 

２.「韓国刺繍史とその再現作業―刺繍匠「韓尚洙」の歩み―」韓尚洙・金韺蘭 

３.「織物技術について、現場からの報告」北村武資 

４.「繊維の王、絹と共に 60年―刺繍の今昔と伝承の現在と提案―」福田喜重 

セッションⅡ 染織品保存修復のいま 

５.「メトロポリタン美術館の染織品収蔵管理に携わって―1966年 3月～2003年 8月―」梶谷宣子 

６.「The Textile Conservation Workshop at the Abegg-Stiftung: The History and Present Situation of Textile 

Conservation in Switzerland」ベティーナ・ニーカンプ 

７.「染織品保存修理の理念」小林彩子 

８.「正倉院宝物にみる染織品の保存修復の歴史」田中陽子 

９.「染織文化財を伝える―修理の現場から―」城山好美 

10.「『紋縮緬地熨斗文友禅染振袖』修理の報告―染屋が修理を始めたら―」矢野俊昭 

11.「日本刺繍と染織品の修復」岡田宣世 

セッションⅢ 染織技術へのまなざし  

12.「Ties That Bind: The Transmission of Shibori to The United States and Beyond」シャロン・タケダ 

13.「Fascination for the Foreign: The Appreciation and Appropriation of ‘Exotic’ Textiles in Europe and Japan」

アンナ・ジャクソン 

14.「室町時代の舞楽装束にみる染織技術−織物にみる糸質・織組織を中心に−」小山弓弦葉 

15.「絵画史研究は染織技術を明らかにすることができるか−中世職人歌合絵を起点として−」土屋貴裕 

セッションⅣ 染織技術をつたえる  

16.「無形文化財工芸技術分野における後継者育成について」佐々木正直 

17.「イギリスにおける染織品保存修復士の教育」石井美恵 

18.「大学教育における染織技術の伝承と保存に関する取り組み」深津裕子 

【実績値】 

 刊行数 １ 

 

参考 

総ページ数：284ページ 

刊行部数： 650部 

 

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 6215 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

研№58 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 
昨年のシンポジウムの内容を、全て報告書としてまとめるとこが出来た。刊行時期も例年より早く、

本テーマの継続的な取り組みの基礎を提供することができた。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

 

当初の予定通り、報告書を刊行することができた。 

 

 

観点 適時性 継続性 効率性    

判定 Ａ Ａ Ａ    

判定理由  

適時性：シンポジウム終了後、時間的に大きく隔たることなく報告書を刊行できた。 

継続性：本報告書の刊行により、昨年のシンポジウムで話題となった当該分野の継続的検討のための基礎ができた。 

効率性：年度内の比較的早い時期に報告書をまとめ、刊行することができた。 

観点 刊行数      

判定 Ａ      

判定理由 

年度内に報告書を刊行することができた。 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 6216 

（様式 1） 

業務実績書 

研№59 

中期計画の項目 ６ 情報資料の収集・整備及び調査研究成果の発信 

プロジェクト名称 定期刊行物の刊行((2)－①) 

【事業概要】 

文化財に関する調査・研究に基づく成果について、定期的な刊行物を発行する。 

 

 

【担当部課】 奈良文化財研究所 【プロジェクト責任者】 所長 松村恵司 

【スタッフ】   

 

【主な成果】 

  紀要等 2点、ニュース 2種 8点、合計 10点を刊行した。 

 

【年度実績概要】 

・紀要等  

『奈良文化財研究所紀要 2012』2012.6月刊、3,000部 

『奈良文化財研究所概要 2012』2012.7月刊、3,000部 

 

・ニュース 

『奈文研ニュース』NO.45,2012. 6 月刊,3,000部 

『奈文研ニュース』NO.46,2012. 9 月刊,3,000部 

『奈文研ニュース』NO.47,2012.12 月刊,3,000部 

『奈文研ニュース』NO.48,2013. 3 月刊,3,000部 

『埋蔵文化財ニュース』NO.150 (マイクロフォーカスＸ線ＣＴを用いた木造神像彫刻の非破壊年輪年代調査(2))、 

2013.3月刊、2,500部 

『埋蔵文化財ニュース』NO.151 (東日本大震災の文化財レスキュー－奈文研の活動－)、2013.3 月刊、2,500部 

 『埋蔵文化財ニュース』NO.152 (災害時における奈良文化財研究所の支援)、2013.3月刊、2,500部 

  『埋蔵文化財ニュース』NO.153 (2011 年度埋蔵文化財関係統計資料）、2013.3月刊、2,000 部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
紀要２０１２

    
概要２０１２

 

【実績値】 

刊行数：紀要 1点、概要 1点、奈文研ニュース 4号、埋蔵文化財ニュース 4号、計 4種 10 点 

 

 

 

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 6216 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

研№59 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

 

定期刊行物は、研究成果を公表するものとして計画的に発行できた。次年度も多様な研究成果、特

に継続的な調査研究の成果を専門家だけでなく、一般の方にもわかりやすい形での刊行に努めたい。 

 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

 

紀要、概要、ニュースの刊行は計画どおり順調に実施できた。 

次年度も計画どおりに刊行するとともに、よりわかりやすい形での刊行に努める 

 

 

観点 適時性 継続性 正確性    

判定 Ａ Ａ Ａ    

判定理由  

適時性：調査研究の成果を適時に刊行できた。 

継続性：継続的な定期刊行物として刊行できた。 

正確性：調査報告としての正確性は十分であった。 

観点 刊行数      

判定 Ａ      

判定理由 

 刊行数：当初の計画どおりに刊行することができた。 
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Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



【書式Ｂ】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 6221 

（様式 1） 

業務実績書 

研№60 

中期計画の項目 ６ 情報資料の収集・整備及び調査研究成果の発信 

プロジェクト名称 第 36回 文化財の保存と修復に関する国際研究集会((2)－②) 

【事業概要】 

第 36 回 文化財の保存と修復に関する国際研究集会「文化財の微生物劣化とその対策：屋外・屋内環境、及び被災文

化財の微生物劣化とその調査・対策に関する最近のトピック」を開催した。 

【担当部課】 保存修復科学センター 【プロジェクト責任者】 生物科学研究室長  木川りか 

【スタッフ】   

岡田健（保存修復科学センター長）、佐藤嘉則（研究員）、中山俊介（近代文化遺産研究室長）、早川典子（主任研究員）、

佐野千絵（保存科学研究室長）、犬塚将英（主任研究員）、早川泰弘（分析科学研究室長）、吉田直人（主任研究員）、朽

津信明（修復材料研究室長）、森井順之（主任研究員）、北野信彦（伝統技術研究室長）、小野寺裕子（研究補佐員）、藤

井義久（客員研究員）、三浦定俊（客員研究員）、高妻洋成（奈良文化財研究所埋蔵文化財センター保存修復科学研究室

長）、神庭信幸（東京国立博物館学芸研究部保存修復課長） 

【主な成果】 

24 年 12 月 5 日～7 日、東京国立博物館平成館講堂にて、文化財の保存と修復に関する国際研究集会（第 36 回）を開

催した。口頭発表による講演と、公募した 23件のポスター発表が行われた。  

 

 

【年度実績概要】 

・講演者、座長との交渉、決定 

・案内用サーキュラー・宣伝ポスター発行 

・ポスターセッション募集、審査   

・プレプリント（発表要旨集）編集・発行 

・国際研究集会（24年 12月 5日～7日）参加者数 232名（内 国内 212名、国外 20名） 

 

・生物被害をテーマとした本国際研究集会において、被災文化財の微生物被害の特徴や微生物種の調査結果、被災文化

財の処理法などについての最新の調査結果を公表した。また、石造文化財の保存と修復に関するセッションでも、研

究所で取り組んできた研究成果を発表し、イタリア、カナダ、ドイツ、フランス、韓国、中国など、海外の研究者と

積極的な研究交流を行った。 

 

 

 

 

 

 

【実績値】 

文化財の保存と修復に関する国際研究集会（第 36回）の開催 1回 24年 12月 5日～7日（東京国立博物館平成館） 

アンケート評価（87件） 

「大変有意義であった」61％ 

「有意義であった」  37％ 

「妥当」        2％ 

「物足りなかった」   0％ 

 

【備考】 

プログラム・予稿集を作成した。 
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【書式Ｂ】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 6221 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

研№60 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

海外からの参加者、国内の参加者双方が十分な意義を感じた研究集会であり、さまざまな参加者に 

よって、積極的な情報交換や議論ができたため十分な成果が達成できたと考える。 

また、一般参加費（9,000円）については、少数ではあるものの、やや高いとの意見もあったため、

次年度以降の検討課題となることも考えられる。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

専門的な内容にもかかわらず、講演者やポスター発表者にとどまらず、国内外から多くの参加者を

得ることができた。また、参加者間で活発な議論や情報交換ができた。参加者からは内容、運営に対

して高い評価を受けた。 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ｓ Ａ Ｓ Ａ Ａ Ａ 

判定理由  

適時性：被災文化財の生物劣化に関するセッションは、緊急性が高く、この時期に国際研究集会として国際的に情報

を共有し、情報交換を行うことは極めて時機を得ている。また、他のテーマのセッションについても、国際

的な研究の動向を共有する点で意義深く、極めて顕著な成果が認められる。 

独創性：文化財の生物劣化のなかでも、微生物劣化にテーマを絞った国際研究集会はほとんど開催されておらず、招

待講演者の他にも、フランス、ドイツ、韓国、中国などの海外の国々から自費で参加した参加者もいたこと

は特筆に値する。 

発展性：今回は、国内、海外からも学生など若い参加者や、大学関係者などが多数参加し、今後、文化財の微生物劣

化の対策が非常に重要なテーマになっていくことを感じるものであった。今後のこの分野の発展に大きな影

響を与えるものと考える。 

効率性：十分な成果が認められるが、少ないスタッフで、事務局を運営し準備、交渉、編集作業などを実施した事務

作業も非常に多いのでより一層効率的に作業を進める工夫をすべきと考える。  

継続性：本研究集会は、研究所で毎年開催しているもので、アンケート結果（後述）をみても、質や内容の点でも十

分な成果が認められるものと考える。 

正確性：会場のスペースなどを考慮し、ポスター発表の募集数を 20件としたところ、最終的には 23件のポスター発

表が実施されることとなったが、募集数と応募数はぼ同じくらいの件数であり、計画のうえでも無理はなか

ったと考える。 

 

観点 開催数 
アンケート 

評価 
    

判定 Ａ Ａ     

判定理由 

 

開催数：予定通り順調に国際研究集会を開催した。 

アンケート評価：参加者によるアンケート回収結果（87件）を集計した結果、「大変有意義であった」が 61％、「有 

意義であった」が 37％、「妥当」が 2％、「物足りなかった」が 0％という結果であった。この結果 

からも、今回の題材について、参加者に十分満足をしてもらえるものになったと考える。 
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Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



【書式Ｂ】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 6222 

（様式 1） 

業務実績書 

研№61 

中期計画の項目 ６ 情報資料の収集・整備及び調査研究成果の発信 

プロジェクト名称 平成 24年度オープンレクチャー((2)－②) 

【事業概要】 

企画情報部の美術史研究の成果を一般に公表することを目的とする。 

【担当部課】 企画情報部 【プロジェクト責任者】 企画情報部長 田中淳 

【スタッフ】   

山梨絵美子（企画情報部副部長）、二神葉子（情報システム研究室長）、綿田稔（文化財アーカイブズ研究室長）、小林公

治（広領域研究室長）、津田徹英（文化形成研究室長）、塩谷純（近・現代視覚芸術研究室長）、小林達朗（主任研究員）、

皿井舞（主任研究員）、中野照男（客員研究員）、相澤正彦（客員研究員）、三上豊（客員研究員）、吉田千鶴子（客員研

究員）、森下正昭（客員研究員）   

【主な成果】 

 第 46回企画情報部オ－プンレクチャー「モノ／イメージとの対話」と題して 4講演を 2日間にわたり開催した（参加

者数：176人、アンケートによる満足度：78％（回収率：68％）。 

 

【年度実績概要】 

企画情報部では、研究成果を広く公表するために公開学術講座を毎年秋に開催しており、本年で 46回目を迎えた。昨

年度同様、本年度も金曜日と土曜日の午後、2 日間連続で開講し、聴講者の便宜を図るように努めた。「モノ／イメージ

との対話」をテーマに掲げ、個々の講演内容は以下の通りである。なお、この講座は、上野の山文化ゾーン連絡協議会

が主催して毎年秋に開く「上野の山文化ゾーンフェスティバル」の講演会シリーズのプログラムとしても位置づけられ

ている。 

 今回は 2日間でのべ 176人の参加があり、参加者にアンケートを実施したところ、120人から回答を得た（回収率：68％）。

満足度に関する回答結果は、「たいへん満足した」47人、「おおむね満足した」44人、「普通だった」15人、「不満が残っ

た」0人、無回答 14人、回答者の 78％が満足感を得たことがわかった。 

 

第 1日目 

24年 10月 19日（金曜日）午後 1：30～4：30 東京文化財研究所地下セミナー室 

「徳川霊廟を描いた画家たち」山梨絵美子（東京文化財研究所） 

「上野モダンから近代文化体験へ―陳澄波が出会った近代日本―」白適銘（国立台湾師範大学） 

第 2日目 

24年 10月 20日（土曜日）午後 1：30～4：30 東京文化財研究所地下セミナー室 

「連想が結ぶ美術史の点と線―アーカイブズから見えるもの―」丸川雄三（国際日本文化研究センター） 

「1912年 10月 20日・上野・美術」田中淳（東京文化財研究所） 

 

【実績値】 

参加者数 176人 

満足度  78％（回収率：68％） 

 

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 6222 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

研№61 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

 

本年度は海外の研究動向も含む研究成果の公表をすることができ、2日間で 176名の参加者を得、ま

た、参加者の満足度も 78％という高い数字となった。次年度も文化財に関する調査・研究に基づく成

果・新発見を、時宜に適応しながら、公表し、その参加者数、満足度においても目標値を満たすこと

を目指したい。 

 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

 

計画通り実施されており、当該年度計画を 100％達成したので順調と判定した。 

中期計画の趣旨にそって次年度も文化財に関する調査・研究に基づく成果・新知見を、公開講演と

いうかたちで、一般に公表することを目指したい。 
 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 継続性   

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ   

判定理由 

適時性：企画情報部の美術史研究の現今の最新成果を反映させて一般に公表を行い、十分に成果が認められた。 

独創性・発展性： 

「モノ／イメージとの対話」という独自の切り口で成果公表を行い、十分に成果が認められた。 

継続性：企画情報部のオープンレクチャーの第 45回目を行い、十分に成果が認められた。 

観点 参加者数 満足度     

判定 Ａ Ａ     

判定理由 

参加者数・満足度：ともに目標を 100％達成したため。 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 6223 

（様式 1） 

業務実績書 

研№62 

中期計画の項目 ６ 情報資料の収集・整備及び調査研究成果の発信 

プロジェクト名称 公開講演会、現地説明会等の開催((2)－②) 

【事業概要】 

文化財に関する調査・研究に基づく成果について、公開講演会、現地説明会等の開催により、積極的に公開・提供す

る。 

【担当部課】 
研究支援推進部 

連携推進課、研究支援課 

【プロジェクト責任者】 連携推進課長 田中康成 

研究支援課長 紅林孝彰 

【スタッフ】村上加代子、米野元則、今西康益、三本松俊徳、飯田信男(以上、研究支援推進部)   

【主な成果】 

（１）公開講演会は、例年実施している定例公開講演会を 2回､特別講演会（東京）と日中韓国際講演会(奈良)、飛鳥資

料館特別展記念講演会を 2回開催した。また、本年度は創立 60周年を記念して日中韓の第一線で活躍する共同研究者

による日中韓国際講演会を開催した。 

（２）発掘調査に伴う現地説明会等を平城地区､飛鳥藤原地区あわせて計５回実施した｡このことにより調査研究成果を

適時適切に国民に公開公表することができ、事業としては順調に実施できた。 

【年度実績概要】 

（１）公開講演会等  

・第 110回公開講演会 24年 6月 30日(土)  聴講者数 250人 場所:平城 

宮跡資料館講堂 講演者数 3人 アンケート結果=回収数 149人,回収 

率 59.6％,満足度 A=133人(89.3％)/B=12人(8％)/C=4人(2.7％) 

・第 111回公開講演会 24年 11月 3日(土)  聴講者数 200人 場所:平 

城宮跡資 料館講堂 講演者数 3人  アンケート結果=回収数 94人、回 

収率 47％、 満足度 A=87 人(92.5％)/B=6人(6.4％)/C=1 人(1.1％) 

・特別講演会（東京会場）24年 10月 6日(土) 聴講者数 400人 

場所: 一橋大学 一橋記念講堂   講演者数 6人 

アンケート結果=回収数 159 人、回収率 39.8％,満足度 A=126人 

(79.2％)/B=31人(19.5％)/C=2人（1.3％）                  日中韓国際講演会 

・日中韓国際講演会(奈良会場)24年 10月 20日(土) 聴講者数 300人 

場所：なら 100年会館 講演者 4人 

アンケート結果=回収数 90人、回収率 30％、満足度 A=71 人(78.9％)/B=17人(18.9％)/C=2人（2.2％） 

・飛鳥資料館春期特別展「比羅夫がゆく－飛鳥時代の武器・武具・いくさ－」記念講演会 24年 5月 12日（土） 

   参加者数 98人 場所：飛鳥資料館講堂 講演者数 1人、アンケート結果=回収数 77人、回収率 77.7％ 

   満足度 A=77人(100％)/B=0 人/C=0人 

・飛鳥資料館秋期特別展「花開く都城文化」記念講演会 24年 11月 17日（土） 参加者数 42人 

 場所：飛鳥資料館講堂 講演者数 1人 アンケート結果=回収数 31人、回収率 77.5％、 

満足度 A=31人(100％)/B=0 人/C=0人 

       

（２）発掘調査現地説明会等 

・平城第 491次(平城京左京三条一坊一坪)1,872㎡、発掘調査現地説明会 24年 6月 23日(土) 、参加者 652人、報告 

者 1人 アンケート結果=回収数236人、回収率36.2％ 満足度A=101人(42.8％)/B=133人(56.4％)/C=2人(0.8％) 

・平城第 495次(平城京左京三条一坊一・二坪) 1,845㎡,発掘調査現地説明会 24年 9月 15日(土) 、参加者 635人、 

報告者 1人 アンケート結果=回収数179人、回収率28.2％ 満足度A=107人(59.8％)/B=72人(40.2％)/C=0人 

・飛鳥藤原第 174次(藤原宮朝堂院朝庭) 1,850㎡,発掘調査現地説明会 24年 11月 23日(土) 、参加者 460人、報告者 

 2人 アンケート結果=回収数76人、回収率16.5％ 満足度A=44人(57.9％)/B=32人(42.1％)/C=0人 

・平城第 500次(薬師寺食堂) 1,300㎡、発掘調査現地説明会 25年 1月 26日(土) 、参加者 714人 

アンケート結果=回収数140人,回収率19.6％ 満足度A=96人(68.6％)/B=39人(27.8％)/C=5人(3.6％) 

・平城第503次（東院地区）1,015㎡、発掘調査現地説明会25年3月30日、参加者820人、 

アンケート結果=回収数257人、回収率31.3％ 満足度A=145人(56.4％)/B=108人(42％)/C=4人(1.6％) 

【実績値】 

（１）公開講演会等開催回数 年 6回開催   

（２）発掘調査現地説明会等開催回数 年 5回開催 

（参考値） 

（１）公開講演会等 聴講者延人数 1,290人、 アンケート回収数 600人、 回収率 46.5％ 

  満足度 A= 525人（87.5％）、B= 66人（11.0％） C=9人（1.5％） 

（２）発掘調査現地説明会等 参加者延人数 3,281人内アンケート実施回数 5回 回収数 888 人 回収率 27％ 

満足度 A=493人(55.6％)/B=384 人(43.2％)/C=11人(1.2％) 

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 6223 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

研№62 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

公開講演会については年 6回実施し、発掘調査現地説明会等については、5回実施し、いずれも多数

の参加者があった。これらの参加者に対して行ったアンケートでは、公開講演会では 87.5％、発掘調

査現地説明会では 98.8％の方から「大変満足である」または「おおむね満足である」という結果を得

ている。 

 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

公開講演会、現地説明会の開催は計画のとおり順調に実施できたと考える。 

今後もこのペースを維持しつつ、調査研究の成果に基づく講演、現地説明会等の内容及び配付資料

の充実、アンケート調査による参加者ニーズの把握、さらには事業広報に力を注ぎ、参加者数の増加

と満足度の向上に努めたい。 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 継続性 正確性  

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ  

判定理由  

適時性：広く一般に公開し、その必要性に答えることができた。  

独創性：公開は、内容の新規性及び卓越性を持たせ実施することができた。 

発展性：聴講者は多数かつ多種にわたり、様々な分野への影響が期待される。 

継続性：研究成果の継続的な公表、連続的な社会還元につながるものとなった。 

正確性：多数が満足する正確性を持った内容であった。 

 

観点 
公開講演会等

開催回数 

発掘調査現地

説明会等開催

回数 

    

判定 Ａ Ａ     

判定理由 

 公開講演会等開催回数：予定どおり実施できた。 

 発掘調査現地説明会等開催回数：予定どおり実施できた。 
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【書式Ｂ】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 6231 

（様式 1） 

業務実績書 

研№63 

中期計画の項目 ６ 情報資料の収集・整備及び調査研究成果の発信 

プロジェクト名称 ウェブサイトの運用((2)－③) 

【事業概要】 

研究所の研究・業務等を広報するためウェブサイトの充実を図り、ウェブサイトへのアクセス件数を前期中期計画期

間の年度平均以上確保する。 

【担当部課】 企画情報部 【プロジェクト責任者】 情報システム研究室長 二神葉子 

【スタッフ】   

田中淳（企画情報部長）、山梨絵美子（副部長）、津田徹英（文化形成研究室長）、塩谷純（近・現代視覚芸術研究室長）、

綿田稔（文化財アーカイブズ研究室長）、小林公治（広領域研究室長）、小林達朗（主任研究員）、皿井舞（主任研究員）、

城野誠治（専門職員）、中村明子（アソシエイトフェロー）、井上さやか（アソシエイトフェロー）、橘川英規（アソシエ

イトフェロー）、鳥光美佳子（アソシエイトフェロー） 

広報委員（LAN）：川野邊渉（文化遺産国際協力センター長） 各部門 LAN担当：崎部剛（前研究支援推進部総務係長）、 

高砂健介（研究支援推進部管理室長）、綿田稔（企画情報部文化財アーカイブズ研究室長）、飯島満（無形文化遺産部音 

声・映像記録研究室長）、森井順之（保存修復科学センター主任研究員）、加藤雅人（文化遺産国際協力センター主任研 

究員） 

【主な成果】 

 ウェブサイトのレイアウトを更新し、毎月の活動報告（和英）の掲載、また適宜イベント情報の公開を行うとともに、

それら更新情報についてメールマガジンによる情報発信を行った。 

【年度実績概要】 

・ウェブサイトのリニューアルの継続 

昨年度に引き続きウェブサイトのトップページ及び案内、活動報告等全所的な情報に関するページのレイアウトを 

変更し、各種の情報へのアクセスの利便性を向上させた。研究所の業務紹介としては、東京文化財研究所の刊行物 

（図書）について 2012年までのデータを追加掲載した。 

 

・ウェブサイトの適宜更新 

各部・センターの調査研究、会議や研究会の開催等の活動について、日本語及び英語による「活動報告」として毎 

月掲載した。研究会開催や職員募集、入札公告などの情報については、依頼があり次第ただちに掲載した。 

また、ウェブサイトの内容の充実を図り、『日本美術年鑑』（当研究所刊行）所載美術界年史（彙報）（1970 年から

2009 年まで）の掲載など、当研究所で蓄積しているデータの公開を実施した。さらに、東日本大震災後の対応：東北

地方太平洋沖地震被災文化財等救援事業に関連する活動や被災した文化財などへの対応について、ウェブサイトによ

る情報発信を行った。 

 

・画像公開のためのシステムの検討 

 美術研究所の職員であった尾高鮮之助が撮影した東南アジア・南アジア・西アジア関係の画像 1,947 枚について、

一般公開に向けて整理し、所内ウェブサイトで公開した。 

 

・メールマガジンの発信 

活動報告を含むウェブサイトの更新情報や、研究会開催、職員募集や入札公告などの情報を登録者に対して直接発 

信する手段として、メールマガジンの送信を随時行った。 

 

・アクセス数 

サーバの入替の際にアクセスログ保存期間の設定に誤りがあり、10月～25年 2月のアクセスログが消失したことか

ら、年間アクセス件数は不明である。ログが保存されている上半期及び 25年 3月で前年度と比較したところ、前年度

が 806,339 件であったのに対し、本年度は 717,919 件と減少している。この原因は、黒田記念館のページへのアクセ

スが耐震補強工事による閉館に伴い大きく減少していることと考えられる。その他のページについては、前年度と同

程度もしくはアクセス数は増加している。 

【実績値】 

ウェブサイトへのアクセス件数：717,919件 （4月～9月及び 25年 3月の合計） 

【備考】 

(参考)年間アクセス件数補正値：1,230,718 件(上記 7ヵ月間の月平均を 12倍した値) 
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【書式Ｂ】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 6231 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

研№63 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 
ウェブサイトの運用については、適時性、効率性、継続性、独創性、発展性、正確性が認められた。

したがって実績の総合評価も十分な成果が認められると結論した。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

ウェブサイトの情報へのアクセスの利便性向上、データの充実、速やかな更新を実施することがで

きた。しかし、ウェブサイトのアクセス件数については本年度を計測不能としてしまった。前年度と

同じ期間で比べて減少したが、黒田記念館のページへのアクセス数の減少に伴うものであるため、一

過性であると考える。このような実績から、当年度における中期計画の実施状況は順調であると考え

た。次年度以降も、現在それぞれの部門で独自に作成しているウェブサイトのデザインの統一や、よ

り多くのデータベースの公開など、当研究所の広報・研究成果の公開をより効果的に実施するための

業務を実施していく。 

 

 

観点 適時性 効率性 継続性 独創性 発展性 正確性 

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

判定理由 

適時性：速やかに情報の更新を行うことができた。 

効率性：ウェブサイトのデザインの大きな変更は外部委託、日々の更新作業はアシスタントが担当するなど分担して

効率的に更新を行うことができた。 

継続性：活動報告の更新を毎月実施するなど、継続的に情報公開を行うことができた。 

独創性：活動報告や美術界年史（彙報）など独自の情報を掲載することができた。 

発展性：尾高鮮之助撮影写真の所内ウェブサイトでの公開のシステムを構築したことで、今後、その他の画像も含め

た一般公開・活用のシステムを検討する上での基礎とすることができた。 

正確性：ウェブサイトへの掲載の際は複数の担当者が記事の内容を確認することで、正確性を保つことができた。 

観点 
ウェブサイト

アクセス件数 
     

判定 Ｆ      

判定理由 

・サーバの入替の際にアクセスログ保存期間の設定に誤りがあり、10月～2月のアクセスログが消失したことから、年

間アクセス件数は不明となってしまった。 

ログが保存されている上半期及び 25 年 3 月で前年度と比較したところ、前年度が 806,339 件であったのに対し、今

年度は 717,919件と減少している。 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 6232 

（様式 1） 

業務実績書 

研№64 

中期計画の項目 ６  情報資料の収集・整備及び調査研究成果の発信 

プロジェクト名称 ウェブサイトの充実((2)－③) 

【事業概要】 

研究所の事業・研究成果をはじめ、施設、案内、入札公告など様々な広報を行い、新たな情報発信を発信すべく更な 

る内容の検討を行った。 

【担当部課】 研究支援推進部連携推進課 【プロジェクト責任者】 連携推進課長 田中 康成 

【スタッフ】   

渡勝弥(文化財情報係長)、水野裕史(連携推進課特別研究員) 

【主な成果】 

WWWサーバを更新したことにより、新たな情報発信が行えることが可能となった。 

奈文研ウェブサイト、飛鳥資料館ウェブサイトともに CMS を導入することにより、ウェブサイトの維持管理が簡易な

方法で行えることとなった。 

 

【年度実績概要】 

  

・WWWサーバの更新 

導入後 5 年を経過した WWW サーバは、脆弱性もあり、ショッピングカート、問合せフォームなどを利用することが

できなかったため、他機関のシステムに依存していたが、今後は所内サーバでの構築が可能となった。 

 

・CMS（Content Management System）の導入 

専門知識を必要とせずにウェブサイトの維持管理を可能とすべくシステムの導入を行った。 

【実績値】 

（参考値） 

ウェブサイトアクセス件数：425,044件 

 

 

 

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 6232 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

研№64 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

  

 脆弱性の解消、新たな情報発信の可能性の追加、簡便な維持管理方法の確立、最新情報の発信等を

適切に行った。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

 

ウェブサイトの維持更新、情報の発信を滞りなく行い得た。 

 

 

観点 適時性 発展性 効率性 継続性   

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ   

判定理由  

適時性：新規 WWWサーバの導入により、脆弱性を解消した。 

発展性：新規 WWWサーバを導入したことにより、新たな情報発信が可能となった。 

効率性：CMSの導入により、専門知識を必要とせずにウェブサイトの維持更新が可能となった。 

継続性：随時更新することによって最新情報の公開を行った。 

 

観点       

判定       

判定理由 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 6311 

（様式 1） 

業務実績書 

研№65 

中期計画の項目 ６ 情報発信機能の強化 

プロジェクト名称 平城宮跡資料館における展示公開((3)－①) 

【事業概要】 

平城宮跡に関する理解促進、ならびに当研究所が行う平城宮・京の発掘調査及び研究の成果公開や情報発信のため、平 

城宮跡資料館において常設展・企画展を実施する。 

【担当部課】 企画調整部 展示企画室 【プロジェクト責任者】 企画調整部長 難波洋三 

【スタッフ】 

加藤真二（展示企画室長）、中川あや（展示企画室研究員）、渡邉淳子（展示企画室特別研究員）、村上加代子（連携推進

課課長補佐） 

【主な成果】 

（１）常設展の円滑な実施のため、その維持・管理に努め、模型の補修、新たな模型の展示など、内容を充実させた。 

（２）春期企画展「発掘速報展 平城 2011／文化財レスキュー展」を 24年 3月 10日～5月 27日に開催した。 

（３）奈良文化財研究所創立 60周年記念・秋期特別展「地下の正倉院・平城宮第一次大極殿院のすべて」を 24年 10月

20日～12月 2日に開催した。 

（４）春期企画展「発掘速報展 平城 2012」を 25年 3月 16日～6月 2日に開催した。 

【年度実績概要】 

（１）展示の目玉の一つである第一次大極殿院模型を補修し、新たに高御座の模型を一部期間展示した。常設展のみの

開館日：199日、入館者数 64,318名。 

   

（２）開催期間：24年 3月 10日～5月 27日（49日間）。 

奈良文化財研究所が 2011 年度に平城宮・京で実施した発掘調査の速報展、及び文化財レスキュー事業の展示を行

った。発掘速報展は、3地点の調査成果について床に設置した大きな遺構図面をもとに紹介した。文化財レスキュ

ー展は、レスキュー活動の内容を、写真や動画、派遣者のコメントや新聞記事、実際に作業で使用した服装や道具

を交えながら解説した。入館者：42,271名（うち本年度 34,687名）。 

 

（３）開催期間：24年 10月 20日～12月 2日（39日間）。 

奈良文化財研究所の創立 60周年を記念し、最も長期間にわ

たり発掘調査を行ってきた平城宮第一次大極殿院についての

展示を行った。奈良時代前半ならびに大極殿の機能を失った

奈良時代後半の様子を出土品や模型を通して説明。大極殿の

復原建物が完成するまでの復原研究成果や大極殿院発掘調査

のあゆみも紹介。リーフレット『地下の正倉院・平城宮第一

次大極殿院のすべて』24年10月20日刊行した。入館者：20,356

名。 

 

（４）開催期間：25年 3月 16日～6月 2日(24年度は 14日間）。 

 奈良文化財研究所が 2012 年度に平城宮・京で実施した発掘

調査の速報展を行った。主要 3地点の調査成果について、 出

土品や調査写真をもとに紹介。パンフレット：『発掘速報展 平

城 2012』25年 3月 16日刊行した。入館者：5,154名。 秋期特別展・展示室内ギャラリートーク
 

【実績値】 

平城宮跡資料館 平成 24年度 入館者数 124,515名（目標値：85,300名）、開館日数 301日。 

特別展開催１回、企画展開催２回 

（参考値） 

（１）常設展のみ 199日、入館者 64,318名 

（２）4月 1日～5月 27日（49日）、入館者 34,687名、ギャラリートーク 7回（4月 6日、4月 13日、4月 20日、 

4月 27日、5月 11日、5月 18日、5月 25日、参加者 164名） 

（３）10月 20日～12月 2日（39日）、入館者 20,356名、ギャラリートーク 6回（10月 26日、11月 2日、11月 9日、 

11月 16日、11月 22日、11月 30日、参加者 204名）、リーフレット 1部（①） 

（４）25年 3月 16日～6月 2日（平成 24年度は 14日）、入館者 5,154名、ギャラリートーク 2回（3月 22日、 

3月 29日、参加者 46名）、パンフレット 1部（②） 

 

【備考】 

①『地下の正倉院・平城宮第一次大極殿院のすべて』2012.10.20、7,000部刊行 

②『発掘速報展 平城 2012』2013.3.16、8頁、10,000部刊行。 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 6311 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

研№65 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

 

時宜を得たテーマ設定、展示手法の工夫等により、入館者から高い満足度が得られたことから、Ａ

判定とした。 

 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

 

一昨年度のリニューアルオープン以降、引き続き定期的に企画展を実施することができた。また展

示構成や展示手法については、質が高く、かつ、前年度とは異なる目新しいものを提供することがで

きた。前の中期計画期間にくらべ、さらに向上発展を遂げていることから「順調」と判定した。 

 

 

 

観点 適時性 独創性 継続性    

判定 Ａ Ａ Ａ    

判定理由 

適時性：50年をかけて発掘調査が行われ、平成 24年度に学報が刊行された第一次大極殿院を主題とした奈良文化財

研究所創立 60周年にふさわしい展示を実施した。 

独創性：通常のケース内展示に加え、映像展示や露出展示など、意欲的にさまざまな展示手法を実践した。 

継続性：毎年開催している平城宮・京の最新の発掘調査成果に関する企画展を例年通り実施した。 

 

 

 

 

 

 

観点 入館者数 開館日数 特別展開催数 企画展開催数   

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ   

判定理由 

入館者数：年間入館者数 124,515 名で目標値（85,300名）を達成した。 

開館日数：定期休館日、トイレ工事のための臨時休館 8日間を除けば、毎日開館した。 

特別展開催数：目標を達成した。 

企画展開催数：目標を達成した。 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 6321 

（様式 1） 

業務実績書 

研№66 

中期計画の項目 ６ 情報資料の収集・整備及び調査研究成果の発信 

プロジェクト名称 飛鳥資料館における展示公開((3)－②) 

【事業概要】 

 飛鳥資料館第１、第２展示室の常設展示の維持管理を行うとともに、展示の手直しを適宜行う。特別展を春秋の２回

開催するとともに企画展、講演会を開催する。 

【担当部課】 飛鳥資料館 【プロジェクト責任者】 飛鳥資料館学芸室長 加藤真二 

【スタッフ】   

丹羽崇史、成田聖(以上、飛鳥資料館研究員) 

【主な成果】 

（１）第 1展示室、1階ロビーの内装、照明を全面的に改装した。 

（２）春期特別展「比羅夫がゆく―飛鳥時代の武器・武具・いくさ―」を 24年 4月 14日～6月 3日に開催し、記念講演

会を 24年 5月 12日に行った。 

（３）秋期特別展「花開く都城文化」を 24年 11月 1日～12月 2日に開催し、記念講演会を 24年 11月 17日に行った。 

（４）冬期企画展「飛鳥の考古学 2012」を 25年 2月 2日～3月 3日に開催した。 

（５）写真コンテスト「遥かなる華の都」（作品展示：24年 8月 4日～9月 17日）、「神々の山」（作品展示：25年 3月 9

日～4月 14日）を開催した。 

（６）明日香村活性化事業「光の回廊」（24年 9月 15・16日開催）に参加した。 

【年度実績概要】 

（１）24年 6月 27日～8月 31日に第 1展示室を閉鎖し、1階ロビーとともに、内装、照明を全面的に改装した。なお、

第 1展示室については、引き続き、秋期特別展造作と現状復旧のために、24年 9月 1日～10月 31日、24年 12月 3

日～25年 2月 1日まで閉鎖した。常設展のみ 169日、入館者 12,853名 

（２）開催期間：24年 4月 14日～6月 3日（51日間）。内容：飛鳥時代の武器、武具

の実物、特徴について、わかりやすく展示するとともに、阿倍比羅夫をとりあげ、

その戦いの情況とそれに対峙した北方の蝦夷や唐・新羅の武器・武具について展

示を行った。記念講演会：24年 5月 12日開催、講師豊島直博、参加者：103名。

図録『比羅夫がゆく―飛鳥時代の武器・武具・いくさ―』24年 4月 13日刊行。入

館者 11,425名 

（３）開催期間：24年 11月１日～12月 2日(32 日間)。内容：奈良文化財研究所創立

60周年を記念して、中国、韓国より文化財 142件を借用し、日本の展示品ととも

に、東アジアの都城制、古代東アジアにおける文化交流について展示する予定で

あったが、諸般の事情から中国からの借用ができず、日本と韓国からの出陳物に

よる主に日韓間に視座を絞った展示を実施した。記念講演会：24年 11月 17日開

催、講師井上和人、参加者 42名。図録『花開く都城文化』24年 11月１日刊行。

入館者 5,743名 

（４）開催期間：25年 2月 2日～3月 3日（26日間）。内容：平成 23年度に明日香村、

高取町、橿原市にまたがる飛鳥地域で実施された主な調査やその出土品の研究を分かりやすく展示し、いち早く公

開した。カタログ『飛鳥の考古学 2012』平成 25年 2月 2日刊行。入館者 1,537名 

（５）写真コンテスト 内容：「華のある飛鳥」、「大和三山のある風景」をテーマに写真作品を募集、作品を展示すると

ともに、優秀作品を選出した。「遥かなる華の都」応募写真 180点、作品展示期間：24年 8月 4日～9月 17日(39 日

間)。入館者 5,385名。「神々の山」応募写真 210点、作品展示期間：25年 3月 9日～4月 14日（24年度は 20日間）。

入館者数 1,911名。 

（６）光の回廊 開催期間：24年 9月 15・16日、内容：明日香村の活性化事業の夜間照明イベント「光の回廊」に参加

し、24年 9月 16日、パフォーマンス集団「ワールドオーダー」の公演を行った。入館者数 1,697名        

【実績値】 
飛鳥資料館 平成 24年度 入館者数 38,854名（目標値：48,800名）、開館日数 317日、特別展開催 2回、企画展開催 1回。 

講演会開催 2回、刊行した図録類数 3冊。 

（１）常設展のみ 169日、入館者 12,853 名 第１展示室閉鎖期間：24年 6月 27日～10月 31日、24年 12月 3日～25年 1月 31日 

（２）24年 4月 14日～6月 3日（51日）、入館者 11,425名、講演会 1回（24年 5月 12日、参加者 103 名）、図録１冊（①） 

（３）24年 11月 1日～12月 2日（32日）、入館者 5,743名、講演会１回（24年 11月 17日、参加者 42名）、図録１冊（②） 

（４）25年 2月 2日～3月 3日（26日）、入館者 1,537名、カタログ 1冊（③） 

（５）応募写真 180点、作品展示期間 24年 8月 4日～9月 17日（39日間）、入館者 5,385名  

   応募写真 210点、作品展示期間 25年 3月 9日～4月 14日（24年度は 20日間）、入館者 1,911名 

（６）24年 9月 15・16日（2日）、入館者 1,697名 

【備考】 
①飛鳥資料館図録第 56冊『比羅夫がゆく―飛鳥時代の武器・武具・いくさ―』2012.4、51頁、1,800部刊行。 

②飛鳥資料館図録第 57冊『花開く都城文化』2012.11、148頁、1,800部刊行。 

③飛鳥資料館カタログ第 27冊『飛鳥の考古学 2012』2013.3、22頁、1,600部刊行。 

秋期特別展展示風景
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【書式Ｂ】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 6321 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

研№66 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

 

いずれの観点からも十分な成果をあげることができた。次年度には、改装工事に伴う第 1展示室閉

鎖期間を閑散期の 12月～2月とし、入館者数への影響を極力小さくするように取り組む。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

 

第１展示室の閉鎖や不測の事態による入館者数目標値の不達成以外は、Ａ評価であったことから、 

順調に推移していると判断した。 

 

観点 適時性 独創性 発展性 正確性 継続性  

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ  

判定理由  

適時性：海外のものを含む最新の調査、研究の成果を迅速に展示に生かした。 

独創性：奈良文化財研究所付属施設であるからこそできる、古代史、工芸技術史、都城制に関する展示が行えた。 

発展性：これまでの調査研究の成果を展示、図録の形でまとめ、今後の調査研究の基礎となる。 

正確性：現在知られている資料を網羅的に調査、代表的な事例の実資料を展示した。  

継続性：開館以来 36年間行っていなかった第 1展示室を中心とした改装に着手、内装面においては今後の活動の基

礎を確立した。 

観点 入館者数 特別展開催数 企画展開催数 講演会数 図録類刊行数  

判定 Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ  

判定理由 

 入館者数：第 1展示室の閉鎖、中国から展示品を借用できず、展示できなかったなどの理由により、入館者数は目標

値の 79.2％となった。 

 特別展開催数：目標値（年 2回）を達成した。 

 企画展開催数：目標値（年 1回以上）を達成した。 

 講演会数：目標値（年 2回）を達成した。 

 図録類刊行数：目標値（年 2冊以上）を達成した。 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 6331 

（様式 1） 

業務実績書 

研№67 

中期計画の項目 ６ 情報資料の収集・整備及び調査研究成果の発信 

プロジェクト名称 藤原宮跡資料室における展示公開((3)－③) 

【事業概要】 

都城発掘調査部（飛鳥・藤原地区）庁舎に併設された藤原宮跡資料室及びエントランスにおいて、常設展示、発掘調 

査成果の速報展示などを実施し、展示公開の充実を図る。 

 

【担当部課】 都城発掘調査部（藤原） 【プロジェクト責任者】 都城発掘調査副部長 杉山 洋 

【スタッフ】   

玉田芳英、清野孝之、降幡順子、石橋茂登、山本祟、黒坂貴裕、今井晃樹、廣瀬覚、庄田慎矢、木村理恵、森川実、若

杉智宏、森先一貴、橋本美佳、番光、高橋知奈津、桑田訓也、荒田敬介(以上、都城発掘調査部)、井上直夫、栗山雅夫(以

上、企画調整部) 

 

【主な成果】 

 常設展示及び発掘調査成果の速報展示などを通年で実施し、展示公開の充実を図った。庁舎エントランスの速報展示

コーナーでは、最新の調査研究成果の公開を行い、その他適宜展示解説や各地の博物館への文化財貸与を行った。 

【年度実績概要】  

・都城発掘調査部（飛鳥・藤原地区）庁舎に併設された藤原宮跡資料室において、通年にわたり常設展示を実施した。 

 

・申請のあった団体などへは展示説明、藤原宮跡及び発掘調査現場の案内などの応対を行った。 

  

・庁舎エントランスに設置した発掘調査成果の速報展示コーナーにおいては、「東北日本太平洋沖地震被災文化財レスキ

ュー事業」の展示を昨年度に続き実施した他、また、4月 7日～5月 6日にかけて「埋もれた大宮びとの横顔―藤原宮

東面北門周辺の木簡」と題する特展で「藤原宮木簡」の実物展示を行い、解説パンフレットも発行した。その後「藤

原宮東面中門・東面大垣の調査」及び再整理が進んだ「藤原宮東面内濠ＳＤ2300の土器」の各展示を実施した。 

 

・藤原宮軒瓦の展示及び解説スクリーンの更新を行った。 

 

・4 月 1 日からは、橿原市の解説ボランティアによる土日

開館がはじまり、前年比で入室者の増加が認められた。 

 

・各地の博物館等の要請に応じ、当調査部保管遺物ならび

に模型・模造品などの貸与を行った。 

 

【実績値】 

入室者数：9,510名、開室日数：357日 

刊行物数：1件① 

（参考値） 

各種団体などへの展示説明：30件 

他機関への所蔵品貸出：190件 

 

【備考】 

刊行物 

①史料研究室「埋もれた大宮びとの横顔―藤原宮東面北門周辺の木簡」2012.3.30 

 

藤原宮軒瓦の展示及び解説スクリーンの更新
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【書式Ｂ】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 6331 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

研№67 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

 

昨年度に引き続き速報展示を随時変更するなどし、調査成果の速報性を維持している。一部、展示

内容を更新し、発展性を示した。また、土日開館の実施により、入室者数は昨年度比で明らかに増加

し、調査研究成果に公表に大いに貢献した。。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

 

最新の成果を速報展示というかたちで公開し、入室者の増加も認められたので、順調と判断した。 

 

観点 適時性 独創性 発展性 継続性   

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ   

判定理由  

適時性：調査研究成果を常設展示と速報展示により公開することで多様な要望に応えている。 

独創性：調査機関ならではの豊富な実物展示に独創性がある。 

発展性：速報展示の展示方法と内容に工夫をし、各遺跡の特徴に的を絞った展示を実現している。 

継続性：常設展示及び速報展示を通年で公開し、内容を適宜更新している。 

 

観点 入室者数 開室日数 刊行物数    

判定 Ｓ Ａ Ａ    

判定理由 

 

 入室者数： 展示の更新や工夫を行い、目標値 4509人を上回った。 

 開室日数： 土日開室をし、年間の開室日数が大幅に増加した。 

 刊行物数：展示の解説資料１件を発行した。 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 6411 

（様式 1） 

業務実績書 

研№68 

中期計画の項目 ６ 情報資料の収集・整備及び調査研究成果の発信 

プロジェクト名称 文化庁平城宮跡管理事務所の運営への協力((4)－①) 

【事業概要】 

文化庁平城宮跡管理事務所が行う文化庁施設の公開・活用等における連携協力、文化庁の各種行事、発掘調査等の連

絡調整及び文化庁施設の維持管理及び修繕等に対して提案、助言、連絡調整等協力する。 

 

【担当部課】 研究支援推進部研究支援課 【プロジェクト責任者】 研究支援課長 紅林 孝彰 

【スタッフ】 

今西 康益（課長補佐）、三本松 俊徳（係員）、飯田 信男（再雇用職員） 

【主な成果】 

（１）文化庁平城宮跡管理事務所が行う文化庁施設の公開・活用等における連携協力、文化庁の各種行事、発掘調査等

の連絡調整及び文化庁施設の維持管理及び修繕等に対して提案、助言、連絡調整等協力し、文化庁の平城宮跡等整備

事業に協力した。 

（２）関連受託事業：特別史跡平城宮跡及び特別史跡藤原宮跡地における歴史的環境維持・整備事業において平城宮跡

の維持管理のために宮跡地内の草刈・植栽業務等を適切に実施した。 

【年度実績概要】 

（１）文化庁平城宮跡管理事務所の文化庁施設の公開・活用等に対し、以下のとおり積極的に協力した。 

 ○文化庁施設の公開・活用に対して利用申込者との連絡調整 

 ○文化庁が実施する各種行事及び宮跡利用者による各種行事、発掘調査等に係る連絡調整 

  ・関係機関等視察対応（文科省・文化庁・ＡＣＣＵ・イクロム等） 

 ○宮跡内施設（建物、諸設備、工作物等）の整備、維持管理及び修繕等に係る状況把握、実施に伴う文化庁への助言、 

文化庁と業者との連絡調整及び現場対応確認 

  ・平城宮跡内東院庭園池循環設備及び池清掃等の修理、維持管理等への助言、連絡調整等協力 

  ・復原等施設（大極殿、朱雀門、東院庭園等復原施設、推定宮内省、遺構表示施設、遺構展示館等便益施設、関連

工作物、内裏、造酒司井戸、大垣、基壇及び復原水路等復原工作物）の修復及び維持管理等への助言、連絡調整

等協力 

・第一次大極殿定期点検（免震装置含む）、朱雀門、東院庭園等復原施設点検及び現況調査の実施調整協力 

  ・平城宮跡内便益施設・工作物（苑路、水路等排水設備、柵、橋等安全施設、看板、電気設備、防災防犯設備等）

の維持修繕の実施調整協力 

  ・特定外来生物（植物、動物）への対応、蜂の巣駆除等、環境改善及び維持管理等に関する実施調整協力 

・平城宮跡施設の計画停電への実施調整協力 

・平城宮跡管理及び警備方法の提案協力 

 ○住民等からの要望や苦情の文化庁への取次ぎと対応提案及び周辺自治会への取次と調整協力 

  ・平城宮跡への来訪者、利用者、近隣住民等からの防火、防犯、植生及び運営等の意見 

 ○平城宮跡内の火災等や施設等の不具合確認及び連絡及び提案、助言協力 

・火災発生への連絡対応、事故発生への連絡対応、宮跡内安全点検及び環境改善の提案、助言 

 ○県、市、所轄消防署及び所轄警察署等との連絡調整等協力 

・平城宮跡安全安心連絡協議会及び平城宮跡みまもり隊活動への支援、参加協力 

  ・火災、盗難等事件捜査及び防火防犯活動への協力 

○平城宮跡国営公園整備事業における文化庁への助言協力 

  ・平城宮跡国営公園整備事業への助言協力（平城宮跡地整備既存資料提供、ヒアリング対応等） 

  ・第一次大極殿院復原整備への助言協力（第一次大極殿正殿整備既存資料提供、ヒアリング対応等） 

（２）関連受託事業：特別史跡平城宮跡及び特別史跡藤原宮跡地における歴史的環境維持・整備業務 

 ○平城宮跡の維持管理のために宮跡地内の草刈植栽業務等及び宮跡地内における不具合対応策提案 

  ・平城宮跡 草刈り等（芝、雑草、草花類）  実施時期：24年 4月～24年 12月 

        植栽等 （表示、環境樹木類）  実施時期：25年１月～3月 

        その他 側溝等工作物清掃維持、害虫駆除  

【実績値】 

 

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 6411 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

研№68 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

文化庁平城宮跡管理事務所が行う文化庁施設の公開・活用等に積極的に協力し、文化庁の要請に応

じ、文化庁施設の整備、維持管理及び修繕等に対して適時、的確に対応している。 

また、平城宮跡国営公園整備事業に対して文化庁等からの相談に積極的に応じ、適時、的確に対応 

している。 

 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

 

 文化庁平城宮跡管理事務所が行う文化庁施設の公開・利用等の連絡、文化庁の各種行事、発掘調査

等の連絡調整、文化庁施設の整備、維持管理及び修繕等の状況の把握、相談等に対して適切に対応で

きている。平城宮跡内における事故、事件、火災、修繕の緊急性の高い事案に対して適時、的確に対

応できている。文化庁施設（復原施設・便益施設等）の計画的整備に対して現況に基づいた維持管理

の提案、助言協力等が適切に行われている。また、現在進行中の平城宮跡国営公園整備事業を推進す

る文化庁や国土交通省に対して資料提供等の協力が適切に対応できており、引き続き中期計画に基づ

いた実施に努めたい。 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 継続性   

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ   

判定理由 

 適時性：緊急性の高い連絡・修繕相談等へ適時に対応した。 

独創性：宮跡内建物、工作物等の整備、維持管理に寄与した。 

 発展性：専門知識を生かした協力による人的投資の効率性は十分に成果が認められた。 

 継続性：需要に応じた連携協力体制を十分継続的に行えた。  

 

 

 

 

 

 

観点       

判定       

判定理由 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 6412 

（様式 1） 

業務実績書 

研№69 

中期計画の項目 ６  情報資料の収集・整備及び調査研究成果の発信 
プロジェクト名称 文化庁・国土交通省が行う平城宮跡の復原・整備への協力((4)－①) 

【事業概要】 

第一次大極殿院地区を中心とする平城宮跡の整備・公開・活用に関する調査研究のため、国土交通省の行う復原整備

計画に沿った実践的調査研究を実施する。さらに『特別史跡平城宮跡保存整備基本計画推進計画』に基づく具体的な整

備内容に対して、専門的・技術的な援助・助言を行うため、復元・整備に関する資料の整理や検討、新たに行うべき調

査研究の計画案などを提示する。また、国土交通省や文化庁の主催する会議等に参画し、専門的・技術的な援助・助言

を行う。 

 

【担当部課】 都城発掘調査部（平城） 【プロジェクト責任者】 副所長 深澤芳樹 

【スタッフ】   

小野健吉（文化遺産部）、小池伸彦・芝 康次郎・諫早直人・神野 恵・青木 敬・小田裕樹・渡辺丈彦・石田由紀子・川

畑 純・渡辺晃宏・馬場 基・山本祥隆・箱崎和久・鈴木智大・海野 聡・松下迪生・井上麻香・中島咲紀（以上、都城発

掘調査部）、田中康成・今西康益（以上、研究支援推進部） 

 

【主な成果】 

（１）第一次大極殿院復原検討会を 17回開催し、そのための資料収集と整理、検討会記録集を作成した。 

（２）平城宮跡の整備設計・工事等に対して、設計条件の整理、立会調査等を実施した。 

（３）文化庁や国土交通省が開催する会議等に対して、専門的・技術的な援助・助言を行った。 

 

【年度実績概要】 

（１）第一次大極殿院復原検討会を計 17回開催した。 

・上記の検討会を開催するにあたり、発掘遺構や現存建築などの資料収集と整理を行った。 

・第一次大極殿院復原検討会の検討会記録作成に向けて、活字化した発表録音の校正を行うとともに、印刷原稿の作 

成などを行った。 

 

（２）平城宮跡の整備設計にあたり、過去の整備の設計図書の他、発掘遺構の標高など、設計条件の整理を行って、適

宜情報を提供した。 

・平城宮跡内の整備工事にあたり、立会調査を行って記録を作成した。 

 

（３）国土交通省や文化庁が開催する以下の会議等に出席し、専門的・技術的な援助・助言を行った。 

・国土交通省が開催する「平城宮跡第一次大極殿院建造物復原整備検討委員会」 

第一次大極殿院復原検討会の検討内容を発表して助言を得た。 

・文化庁が開催する「平城宮跡保存・活用連絡協議会」 

  奈良県・奈良市・国土交通省・文化庁の担当職員等と平城宮跡の保存と活用について協議した。 

・国土交通省が作成する「国営平城宮跡歴史公園景観整備方針」への専門的・技術的な援助・助言。 

   景観整備方針の作成にあたり、これまでの平城宮跡の保存・活用の観点から助言を行った。 

【実績値】 

（１）第一次大極殿院復原検討会開催数；17回 

（１）上記検討会の記録集『第一次大極殿院復原検討会記録５』『同６』をまとめた。 

（参考値） 

（２）平城宮跡内の整備工事にともなう立会調査出動件数；15件 90日以上。 

（３）文化庁や国土交通省が開催する会議等への参加；7回 

 
【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 6412 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

研№69 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

 

復原検討会については、短期間に多視点からの濃密な研究・検討を重ねており、次年度以降も同様 

に進めていきたい。平城宮跡の整備工事に対する対応も的確に行っており、遺跡の保護も十分に行う

ことができた。また、文化庁や国土交通省からの各種要請すべてに対応することができた。次年度も

さらに連携を深めながら、平城宮跡の保護と整備・活用に向けて取り組んでいきたい。 

 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

 

第一次大極殿院の復原研究は、これまでの朱雀門や第一次大極殿、東院庭園などの復原検討と比較

しても、すでにそれらをしのぐ調査研究を重ねており、順調に検討が行われている。次年度は具体的

な細部についての復原検討を行っていきたい。文化庁や国土交通省からの各種要請、平城宮跡の整備

工事に伴う立会調査に対しても、これまで同様、的確に対応していきたい。 

 

 

 

観点 適時性 継続性 正確性 独創性 発展性  

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ  

判定理由  

適時性：復原検討会では必要な検討を適時に行い、年度内の検討成果を検討か記録にまとめることができた。 

文化庁や国土交通省の各種要請に対し、的確に対応することができた。 

継続性：復原検討会を継続的に開催することができた。 

正確性：復原検討会における検討の内容は、精緻な分析に基づいて行うことができた。 

文化庁や国土交通省の各種要請に対しても、正確に対応することができた。 

独創性：復原検討会では精緻な分析に基づきつつ、他例のない遺構に対して新たな案を考え検討することができた。 

発展性：復原検討会で行った検討手法は、全国の遺跡整備にも応用できる。 

今後の平城宮跡の整備・活用に向けて、次のステップに進むための着実な成果をあげることができた。 

 

観点 検討会開催数 記録数     

判定 Ａ Ａ     

判定理由   

検討会開催数：平均して月に一回以上の検討会を開催することができた。 

記録数：当初計画した検討会記録集 2冊を刊行することができた。 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 6413 

（様式 1） 

業務実績書 

研№70 

中期計画の項目 ６ 情報資料の収集・整備及び調査研究成果の発信 

プロジェクト名称 
国土交通省が行う国営飛鳥歴史公園キトラ古墳周辺地区公園予定地内の体験学習館の建設への

協力((4)－①) 

【事業概要】 

 国土交通省が行う国営飛鳥歴史公園キトラ古墳周辺地区公園予定地内の体験学習館の建設とその展示に対して、助

言・協力を行う。 

【担当部課】 飛鳥資料館 【プロジェクト責任者】 加藤真二（飛鳥資料館学芸室長） 

【スタッフ】 

丹羽崇史、成田聖(以上、飛鳥資料館研究員)  

 

【主な成果】 

（１）国土交通省国営飛鳥歴史公園事務所、体験学習館展示担当業者と調整会議を行った。 

（２）国営飛鳥歴史公園事務所の依頼にもとづき、キトラ古墳体験学習館の展示に資する奈文研所蔵資料一覧を作成、

提示した。 

（３）断続的に担当者間で調整・協議を行った。          

【年度実績概要】 

 

（１）国営飛鳥歴史公園キトラ古墳周辺地区公園に建設される体験学習館の展示の実施設計に助言、協力するのにあた

り、国土交通省国営飛鳥歴史公園事務所、体験学習館展示担当業者などとの調整会議を 24年 11月 15・22日・25年 2

月 1日の 3回開催した。 

（２）国営飛鳥歴史公園事務所の依頼にもとづき、キトラ古墳体験学習館の展示に資する、当研究所が所蔵する図書、

出土品、映像等の資料の一覧、展示の実施設計に向けた調査表への回答を作成し、公園事務所に提示した。 

（３）調整会議、資料一覧にもとづき、展示に関して、断続的に担当者間で調整・協議を行った。 

【実績値】 

資料数：キトラ古墳体験学習館の展示に資する奈文研所蔵資料一覧 1 点、同館の展示実施設計に向けた調査表回答 

１点を作成した。 

（参考値）  

会議・ヒアリング 3 回（24 年 11 月 15 日於飛鳥資料館、24 年 11 月 22 日、25 年 2 月 1 日於奈文研都城調査部飛鳥・

藤原地区）。その他、断続的に担当者間での協議 

 

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 6413 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

研№70 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

 

国営歴史公園事務所の要請に十分に対応するとともに、当研究所の調査研究、展示の成果を余すこ

となく、正確に提供し、それらの社会的還元を果たすことができた。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

 

 

計画どおり達成している。次年度以降も積極的に協力していきたい。 

 

観点 適時性 効率性 継続性 正確性   

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ   

判定理由  

適時性：体験学習館展示の実施設計に必須な作業であり、当研究所による発掘調査、展示公開を公園事務所と協力し

て社会に還元できた。 

効率性：短期間に集中して行うことができた。 

継続性：今後の体験学習館展示の実施設計にあたり、その基礎固めをすることができた。 

正確性：調査研究の成果を反映させることができた。 

 

 

 

観点 資料数      

判定 Ａ      

判定理由 

資料数：国営飛鳥歴史公園事務所の要求に十二分に応える詳細な資料を作成、提供した。 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 6414 

（様式 1） 

業務実績書 

研№71 

中期計画の項目 ６ 情報発信機能の強化 

プロジェクト名称 国土交通省が行う平城宮跡展示館（仮称）の建設への協力((4)－①) 

【事業概要】 

 国土交通省が行う平城宮跡展示館（仮称）の建設にあたり、主に学芸に関わる部分において、専門的な見地から協力 

を行う。 

【担当部課】 企画調整部 展示企画室 【プロジェクト責任者】 企画調整部長 難波洋三 

【スタッフ】 

加藤真二（展示企画室長）、中川あや（展示企画室研究員）、渡邉淳子（展示企画室研究員） 

【主な成果】 

（１）実施設計に向けて必要な業務の整理をした。 

（２）実施設計までの業務スケジュールを立案した。 

（３）設計業者からの業務受託を受け作業を実施した。 

 

【年度実績概要】 

 

（１）昨年度末に策定された基本設計を基に、平成 26年度から始まる実施設計までの間に、詳覧ゾーンの造作にあた 

って必要な業務の洗い出し、整理を行った。 

 

（２）詳覧ゾーン造作にかかわる業務の遂行スケジュールを立案し、国交省と設計業者に提出した。 

 

（３）（２）を踏まえて、本年度に必要な業務として設計業者から委託された、詳覧ゾーンに展示可能な出土品一覧の 

整理を行った。 

 

・ 設計業者が国土交通省から委託された「映像展示コンテンツ基礎調査」業務について、平城宮内の復原建物の見 

処をまとめた「感動ポイントカード」の作成に協力した。 

 

 

【実績値】 

資料 2点（遂行スケジュール１点、展示可能出土品一覧１点） 

（参考値） 

国土交通省地方整備局国営飛鳥歴史公園事務所平城分室との打合せ 7回  

（※うち、全体会議 5回、展示に関する設計業者との分科会 2回） 

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 6414 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

研№71 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

 

本年から実施設計開始までの 2 年間に遂行すべき作業の重要性を国交省と設計業者に主張し続け、

業務受託が実現した 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

 

国土交通省の求めに応じた、協議ならびに資料作成を行ったことから、順調と判定した。ただし、

業務受託が実現したのが平成 24年度末の 2か月であったため、遂行できた業務量が限定的であった。

次年度は、国交省・設計業者とより密に連携を取り合い、当研究所の意図を速やかに反映してもらえ

るような努力が必要である。 

 

 

 

観点 適時性 発展性 効率性    

判定 Ａ Ａ Ａ    

判定理由  

 

適時性：平成 26年から始まる実施設計に備えた業務として必要である。 

発展性：これまでに行った協議ならびに作成し、国土交通省に提出した資料は、国交省の今後の事業の進展に大いに

寄与するものである。 

効率性：専属の派遣職員を 1名雇用し、展示可能な出土品一覧整理を短期間で集中的に行った。 

 

 

 

 

 

観点 資料数      

判定 Ａ      

判定理由 

資料数：国土交通省側からもとめられた資料を作成、提示できた。 
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Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



【書式Ｂ】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 6421 

（様式 1） 

業務実績書 

研№72 

中期計画の項目 ６ 情報資料の収集・整備及び調査研究成果の発信 

プロジェクト名称 平城宮跡解説ボランティア事業の実施((4)－②) 

【事業概要】 

平城宮跡への来訪者に奈良文化財研究所の調査研究の成果を発信するとともに、平城宮跡の歴史や文化財に対する理

解を深めてもらうため、 平城宮跡資料館や遺構展示館、東院庭園、朱雀門、第一次大極殿の復原建物等の案内・解説を

行う平城宮跡解説ボランティアの運営を実施する。 

【担当部課】 研究支援推進部連携推進課 【プロジェクト責任者】 連携推進課長 田中康成 

【スタッフ】 

中川あや（企画調整部研究員）、渡邉淳子(企画調整部特別研究員)、村上加代子(課長補佐) 

【主な成果】 

 高い知識に基づく解説をより多くの来訪者に効率よく行い、文化財への理解を大いに広げることができた。 

 

【年度実績概要】 

 

・定点解説の他、予約及び当日受付した来場者を対象に「ツアーガイド」として宮跡内散策に同行し解説を行った。 

・活動者に対しては、奈良文化財研究所が主催する専門研修及び他機関のボランティアガイドが文化財関係を解説す

る場に赴き臨地研修を実施した。 

・活動拠点でもある平城宮跡資料館が企画する展示ごとに、展示趣旨の解説をその都度研究所研究員により実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      ツアーガイド風景 

 

【実績値】 

・解説ボランティア登録数：155名 

 

(参考値) 

・ボランティア解説を受けた来場者延べ人数：101,665人 

・解説活動日数 309日 

・解説活動数延べ 3,911人（1日あたり 13人）   

・ボランティアに対する学習会等回数 

平城宮跡資料館秋期企画展示研修  3回 

 〃     春期企画展示研修 1回 

講演形式専門研修        1回 

臨地ガイド研修         1回 

所内見学会           1回 

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 6421 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

研№72 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

 

定点解説、ツアーガイド数とも順調に伸びを維持しており、ボランティアによる解説を通じて文化 

財の理解を広めることに大きく貢献した。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

解説するボランティアへの学習・研修機会を提供し、そのレベル向上につなげ、広報による解説受

講者数の増加を図ることなど、積極的なボランティア運営を実施した。今後もこのペースを維持し、

奈良文化財研究所の情報発信、さらには平城宮跡の公開活用につながるよう力を注ぎたい。 

 

 

 

観点 適時性 発展性 効率性 継続性 正確性  

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ  

判定理由  

 適時性：来訪者の様々な知識需要・必要性に対し、その場にて十分な対応ができた。 

 発展性：多種多様な層の来訪者へ解説ができ、その反響は大きかった。 

 効率性：解説に係る時間的・人的投資は効率よくできた。 

 継続性：年間を通して、とぎれず継続した解説者の配置を行うことができた。 

 正確性：研修で得た知識・経験を基に正確な情報を伝えることができた。 

観点 
解説ボランティア

登録数 
     

判定 Ａ      

判定理由 

 解説ボランティア登録数：ガイドに必要な人数を十分に満たしている。 
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Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



【書式Ｂ】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 6431 

（様式 1） 

業務実績書 

研№73 

中期計画の項目 ６ 情報資料の収集・整備及び調査研究成果の発信 

プロジェクト名称 平城宮跡防災・防犯パトロール「平城宮跡みまもり隊」への参加((4)－③) 

【事業概要】 

平城宮跡内でのマナー向上や防災・防犯に関して、平城宮跡みまもり隊へ参加することにより、平城宮跡内でのマナ

ー向上や防災・防犯に寄与する。 

 

【担当部課】 研究支援推進部研究支援課 【プロジェクト責任者】 研究支援課長 紅林 孝彰 

【スタッフ】 

今西 康益（課長補佐）、三本松 俊徳（係員） 

【主な成果】 

平城宮跡来訪者に、平城宮跡内でのマナーの向上や防災・防犯活動を行っていることを理解してもらうことができた。 

【年度実績概要】 

平日は、みまもり隊の帽子を着用の上、平城宮跡内を巡回し、火災や宮跡内にある看板等の毀損予防のパトロール活 

動を行った。月 1 回の土日のボランティア活動では、平城宮跡来訪者に防犯メッセージが書かれたティッシュペーパー

の配布や注意喚起の声かけを行い、マナー向上や防災・防犯意識を高める活動を行う等、事務局として連絡調整を行っ

た。 

広報活動として、「奈良しみんだより」にボランティア活動日を掲載し広く一般市民の参加を促した。平城宮跡周辺道 

路でドライバーのタバコのポイ捨て予防策として、平城宮跡でのタバコのポイ捨て禁止やその他禁止行為をのせたチラ

シを所轄警察署に置いてもらい、広く市民に平城宮跡内での禁止行為の周知を行った。 

年 2回、文化庁平城宮跡管理事務所、国土交通省国営飛鳥歴史公園事務所平城分室、奈良県、奈良市、所轄警察署及 

び所轄消防署の行政機関や NPO 法人平城宮跡サポートネットワークによる連絡会議を開催しパトロール活動の報告を行

った。 

【実績値】 

 

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 6431 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

研№73 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

 

平城宮跡内の問題事項等について、文化庁平城宮跡管理事務所、国土交通省国営飛鳥歴史公園事務

所平城分室、奈良県、奈良市、所轄警察署及び所轄消防署の行政機関や NPO 法人平城宮跡サポートネ

ットワークと協力して問題解決に尽力した。 

 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

 

平城宮跡のパトロールを行い宮跡内の来訪者の安全・安心に寄与した。 

今後も宮跡のパトロールを行い宮跡内の問題事項等の検証を行い、それを行政機関や NPO 法人平城

宮跡サポートネットワークにフィードバックして来訪者の安全・安心に努めたい。 

 

 

観点 適時性 発展性 継続性    

判定 Ａ Ａ Ａ    

判定理由  

適時性：市民ボランティアと共に活動を行った。 

 発展性：参加者はみまもり隊員に加え一般市民も加わることがあった。 

 継続性：計画に従って活動を行い、連続的な社会還元ができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観点       

判定       

判定理由 
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Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



【書式Ｂ】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 6441 

（様式 1） 

業務実績書 

研№74 

中期計画の項目 ６ 情報資料の収集・整備及び調査研究成果の発信 

プロジェクト名称 ＮＰＯ法人等への支援((4)－④) 

【事業概要】 

平城宮跡で活動しようとする各種ボランティア、また文化財関係のボランティアに対して要請があれば、奈良文化財

研究所施設を活動の場所として提供することや、文化財に関する学習会等への講師の派遣を行う等の支援を行い、ボラ

ンティア団体の育成に寄与する。 

【担当部課】 研究支援推進部連携推進課 【プロジェクト責任者】 連携推進課長 田中康成 

【スタッフ】 

村上加代子(課長補佐) 

【主な成果】 

 ボランティア団体への支援を通じて、その育成を図るとともに、文化財に対する啓発活動を行った。 

 

【年度実績概要】 

・「特定非営利活動法人平城宮跡サポートネットワーク」に対して、活動場所、講師の派遣など積極的な活動支援を行っ 

た。 

・特に今期は、共催で「子ども歴史教室」を実施するとともに、「平城宮跡探検隊」、「遺跡見学会」を後援し、年間を通 

して連続した支援ができた。  

 

 

 

 

 

 

 

 

       

      

                     子ども歴史教室〈木簡作り〉       平城宮跡探検隊    

【実績値】 

（参考値） 

奈良文化財研究所が支援しボランティアが実施した主な事業名称、回数、活動場所、従事ボランティア数、参加者数 

  子ども歴史教室     3回開催、平城宮跡資料館講堂他、ボランティア延べ 30名、参加者数 49名 

  平城宮跡探検隊   1回開催、平城宮跡内、ボランティア延べ 13名、参加者数 70名 

平城宮跡歴史文化講座(遺跡見学会)  2回開催､ボランティア延べ 8名、参加者数 35名(講師派遣) 

平城宮跡歴史文化講座(講演会)  3回開催、平城宮跡資料館講堂、ボランティア延べ 45 名、参加者数 447名 

  万葉集勉強会     12回開催、平城宮跡資料館小講堂、ボランティア延べ 60名、参加者数延べ 245名 

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 6441 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

研№74 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

 

子ども歴史教室，平城宮跡探検隊、平城宮跡歴史文化講座等への講師派遣、活動場所提供等の支援

を行い、活動の活性化に貢献した。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

 

ボランティア団体の活動要請に対し、積極的に支援し、各事業が行われた。 

今後も各種ボランティ育成に寄与していきたい。 

 

 

観点 継続性 発展性 効率性    

判定 Ａ Ａ Ａ    

判定理由  

 継続性：支援事業は、継続的に実施された。 

 効率性：奈良文化財研究所の施設を有効かつ効果的に使用し、参加者への広報・成果発表につながった。 

発展性：子供達等の将来につながる好影響のある体験学習が実施された。 

  

観点       

判定       

判定理由 
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Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



【書式Ｂ】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 7111 

（様式 1） 

業務実績書 

研№75 

中期計画の項目 ７ 地方公共団体への協力等による文化財保護の質的向上 

プロジェクト名称 無形文化遺産に関する助言(1) 

【事業概要】 

地方公共団体等の依頼に基づき、それらの実施する無形文化財・無形民俗文化財の調査・保存・活用などの事業に対

し助言を行う。 

 

 

【担当部課】 無形文化遺産部 【プロジェクト責任者】 部長 宮田繁幸 

【スタッフ】   

高桑いづみ（無形文化遺産部無形文化財研究室長）、飯島満（音声・映像記録研究室長）、今石みぎわ（研究員） 

【主な成果】 

 平成 24年度は、無形文化遺産の保存・伝承・活用等に関して、文化庁伝統文化課に対する無形文化遺産保護条約に関

する助言をはじめ、以下の助言を実施した。 

【年度実績概要】 

平成 24年度は、無形文化遺産の保存・伝承・活用等に関する各種委員会等へ出席し、以下の助言を行った。 

 

無形文化遺産保護条約に関する助言 7件 

㈶伝統文化活性化国民協会への助言 2件 

㈶日本青年館への助言 3件 

日本芸術文化振興会への助言 4件 

奈良県大和郡山市への助言 2件 

・東京都台東区への助言 1件 

日本ユネスコ協会連盟への助言 2件 

早稲田大学演劇博物館への助言 4件 

 

 

【実績値】 

助言件数  25件 

 

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 7111 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

研№75 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

本事業は、依頼を受けて行うものであり、あらかじめ個々の助言について予定することはできない

が、本年度も各種委員会等への出席及び助言の依頼がコンスタントに寄せられており、無形文化遺産

分野での様々な要望に的確に対応できたものと考える。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

 

例年通り、多様な助言依頼に対応できており、計画は順調に達成できた。 

 

観点 適時性 継続性 正確性    

判定 Ａ Ａ Ａ    

判定理由  

適時性：様々な分野の無形文化遺産に関する助言に的確に対応できた。 

継続性：多くの委員を継続的に委嘱されており、助言の継続性が評価されている。 

正確性：各状況に応じた的確な助言ができた。 

観点 助言件数      

判定 Ａ      

判定理由 

例年と同様、十分な助言を実施できたと考えている。 
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【書式Ｂ】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 7112 

（様式 1） 

業務実績書 

研№76 

中期計画の項目 ７ 地方公共団体への協力等による文化財保護の質的向上 

プロジェクト名称 文化財の修復及び整備に関する調査・助言(1) 

【事業概要】 

地方公共団体等の実施する文化財の調査・保存・整備・活用などの事業に対して援助・助言するために、文化財の修

復及び整備に関する調査を行う。 

【担当部課】 保存修復科学センター 【プロジェクト責任者】 保存修復科学センター長 岡田 健 

【スタッフ】   

中山俊介（保存修復科学センター近代文化遺産研究室長）、北野信彦（伝統技術研究室長）、朽津信明（修復材料研究室

長）、犬塚将英（主任研究員）、早川典子（主任研究員）、森井順之（主任研究員）、佐藤嘉則（研究員）、山下好彦（任期

付研究員）、川野邊渉、（文化遺産国際協力センター長）、楠京子（アソシエイトフェロー）、大河原典子（客員研究員） 

【主な成果】 

 本年度は、件数として 40件を数え、指導助言先やその内容も多岐にわたり、複数回の指導助言に及んだものもある。

今後も継続して指導助言を実施し適正に文化財が保存修復されるように努めるとともに、私たちも新たな知見を得て、

的確な指導助言が行えるように努力する。 

【年度実績概要】 

・国宝高松塚古墳壁画の保存修復に関する指導助言(岡田健、朽津信明、北野信彦、早川典子、森井順之) 

・特別史跡・キトラ古墳壁画の保存修復に関する指導助言(岡田 健、朽津信明、北野信彦、早川典子、森井順之) 

・厳島神社の保存修復に関する指導助言(北野信彦、早川典子、森井順之) 

・国宝臼杵磨崖仏の保存修復に関する指導助言(川野邊渉、朽津信明、森井順之、早川典子) 

・重要文化財霧島神宮本殿の修復に関する指導助言(川野邊渉、朽津信明、早川典子、森井順之、木川りか、佐藤嘉則) 

・史跡屋形古墳群などうきは市内装飾古墳群の保存管理に関する指導助言（川野辺渉、朽津信明、森井順之、犬塚将英） 

・日光二社一寺の世界遺産環境モニタリングに関する指導助言(川野邊渉、森井順之) 

・重要文化財菅尾磨崖仏の修復に関する指導助言(朽津信明、森井順之) 

・平等院阿弥陀堂（鳳凰堂）塗装修理の施工に関する指導助言(北野信彦) 

・史跡竹原古墳の保存管理に関する指導助言（森井順之、犬塚将英） 

・史跡佐渡金銀山遺跡の保存管理計画に関する指導助言（中山俊介） 

・史跡韮山反射炉の保存修復に関する指導助言（中山俊介） 

・史跡萩反射炉の保存修復に関する指導助言（中山俊介） 

・史跡原爆ドームの保存技術に関する指導助言（中山俊介） 

・重要文化財加悦鉄道１２３号機関車の保存修復に関する指導助言(中山俊介) 

・東大寺法華堂安置仏像群及び同寺戒壇堂塑像四天王立像の地震対策に関する指導助言(朽津信明、森井順之) 

・鎌倉大仏の保存管理計画に関する指導助言(森井順之、早川典子) 

・重要文化財スチームハンマーの保存管理に関する指導助言（森井順之） 

・国宝瑞巌寺本堂の塗装彩色修理に関する指導助言(北野信彦・吉田直人) 

・明治村所蔵木製家具のの修復に関する指導助言(中山俊介、早川典子、山下好彦) 

・広島県指定重要文化財磨崖和霊石地蔵の保存修理に関する指導助言(朽津信明、森井順之) 

・小高磨崖仏の保存整備に関する指導助言(朽津信明、森井順之) 

・大分県指定史跡羅漢寺五百羅漢の保存、記録に関する指導助言(森井順之) 

・臼杵市内キリシタン遺跡の保存に関する指導助言(朽津信明、森井順之) 

・大山崎町宝積寺石造塔の保存に関する指導助言(朽津信明、森井順之) 

・京都府・檀王法林寺「日吉山王祭礼図屏風」の修理に関する指導助言(朽津信明、早川典子) 

・大牟田市・萩ノ尾古墳の保存に関する指導助言(朽津信明、森井順之) 

・広川町・石人山古墳の保存に関する指導助言(朽津信明、森井順之) 

・みやこ町・呰見大塚古墳の保存に関する指導助言(朽津信明、森井順之) 

・前橋市・東覚寺層塔の保存に関する指導助言(朽津信明) 

・双葉町・清戸迫横穴の保存に関する指導助言(朽津信明) 

・佐渡市・大久保長安逆修塔の保存に関する指導助言(朽津信明) 

・東京大学「懐徳館」紙本金銀箔金雲衝立にかかる修理指導(早川典子、山下好彦) 

・絵金屏風の保存修理に関する指導助言(岡田健、川野辺渉、城野誠治、早川康弘、朽津信明、早川典子) 

・東京都指定文化財候補地の史跡整備に関する指導助言(北野信彦) 

・京都市（平安京左京三条四坊十町跡など）出土資料の保存修復及び分析に関する指導助言(北野信彦) 

・塩尻市小野家住宅部材の塗装修理に関する指導助言(北野信彦) 等 

【実績値】 

指導助言実施件数 ： 40件 

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 7112 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

研№76 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

 国宝や重要文化財を含む各種文化財の保存修復に関して、それぞれの保有団体、所有者の方々ある

いは修復を担当する団体に対して、指導助言を行った。またその過程において、私たちも、現地を調

査する機会を得、更に知見を得ることができた。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

本年度は、件数は 40件であった。指導助言の内容は多岐にわたり、複数回の指導助言に及んだもの

もある。今後も継続して指導助言を実施し適正に文化財が保存修復されるように努めるとともに、私

たちも新たな知見を得るように努力する。 

 

 

観点 適時性 継続性 正確性    

判定 Ａ Ａ Ａ    

判定理由  

適時性      ：文化財の所有者である地方公共団体等に対して、適宜必要な指導助言を実施した。 

継続性及び正確性 ：文化財の保存あるいは修理に関する指導助言は１回で終了する物ではなく、継続して行う事 

で、正確さも増し、正確な指導助言が可能となる。 

観点 指導助言件数      

判定 Ａ      

判定理由 

指導助言件数：十分な数の指導助言を実施したと言える。 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 7113 

（様式 1） 

業務実績書 

研№77 

中期計画の項目 ７ 地方公共団体への協力等による文化財保護の質的向上 

プロジェクト名称 地方公共団体等の要請による発掘調査等への協力・援助((1)－①) 

【事業概要】 

平城宮跡などの史跡の他、平城宮跡の隣接地や平城京の寺院跡などの重点地区における小規模開発に対し、宮及び宮

周辺における奈良時代を含む各時代の土地利用の実態把握と、遺構深度などを明らかにする目的で、発掘調査を実施し

た。 

 

【担当部課】 都城発掘調査部（平城） 【プロジェクト責任者】 副所長 深 澤 芳 樹 

【スタッフ】   

小池伸彦・芝 康次郎・諫早直人・神野 恵・青木 敬・小田裕樹・渡辺丈彦・石田由紀子・川畑 純・渡辺晃宏・馬場 基・

山本祥隆・箱崎和久・鈴木智大・海野 聡・松下迪生・荒田敬介（以上、都城発掘調査部）、 

中村一郎、栗山雅夫、鎌倉 綾（以上、企画調整部） 

 

【主な成果】 

対応した計 10件の発掘調査は、主に個人住宅等の建設にともなう事前調査で、緊急性を要する調査に効率よく対応し、

平城宮跡及びその隣接地、あるいは平城京の寺院跡などについての基礎資料を継続的に蓄積することができた。特に第

497 次及び第 504次調査では、平城宮周辺における奈良時代の土地利用のあり方を考える上で貴重な成果を得た。 

【年度実績概要】 

・概 要 

平城宮に密接に関連する平城京域の発掘調査への援助・助言は計

10 件あり、そのいずれもが開発行為や史跡内の現状変更（個人住

宅等の建設）にともなう事前の発掘調査である。発掘調査の総面積

は 451㎡、調査期間は 24年 4月 23日～25年 2月 13日で、延べ 113

日におよぶ。その概略を下表に示す。 

 

・特徴的な調査 

このうち第 497次調査では、掘立柱建物 2棟、掘立柱塀 3条、土

抗などを検出し、奈良時代の平城京左京二条二坊十四坪におけるⅢ

期の遺構変遷を確認し、第 504次調査（法華寺旧境内）では、柱穴

１基や瓦敷遺構に加えて二条条間北小路南北側溝と考えられる東

西溝を検出した。いずれも平城京内における当該地の土地利用のあ

り方・変遷を考える上で貴重なデータを得た。                                       

 

次 数 調査地 調査原因 面積 期間 概要 

493次 

494次 

497次 

498次 

499次 

504次 

506次 

507次 

508次 

509次 

法華寺旧境内 

平城京右 3-1-10 

平城京左 2-2-14 

西大寺旧境内 

平城宮跡 

法華寺旧境内 

平城宮跡 

平城京左 1-2-16 

西大寺旧境内 

平城宮跡 

個人住宅 

個人住宅 

個人住宅 

現状変更 

現状変更 

個人住宅 

現状変更 

個人住宅 

集合住宅 

現状変更 

54㎡ 

50㎡ 

44㎡ 

109㎡ 

19㎡ 

29㎡ 

21㎡ 

8㎡ 

63㎡ 

54㎡ 

2012.04.23～2012.04.25 

2012.06.04～2012.06.07 

2012.07.09～2012.07.24 

2012.07.24～2012.08.17 

2012.10.09～2012.10.12 

2012.10.16～2012.11.05 

2013.01.15～2013.01.25 

2013.01.28～2013.02.10 

2013.02.04～2013.02,06 

2013.02.05～2013.02.13 

東西溝 1条 

顕著な遺構なし 

掘立柱建物 2棟、掘立柱塀 3条他 

西大寺西塔推定地、顕著な遺構なし  

顕著な遺構なし 

柱穴 1基、東西溝 4条他 

顕著な遺構なし  

柱穴 1基他 

掘立柱建物 2棟､東西溝 1条他 

柱穴 2基他 
 

【実績値】 

 援助・助言件数 10件 

論文数等 3件（①～③） 

（参考値） 

出土品：土器類(整理用コンテナ 18箱）、瓦磚類（4248点）など。 

記録作成数： 実測図 37枚、遺構写真（4×5）116枚 
【備考】 

①「左京二条二坊十四坪の調査-第 497次」『奈良文化財研究所紀要 2013』2013.6（予定） 

②「西大寺旧境内の調査-第 498 次」『奈良文化財研究所紀要 2013』2013.6（予定） 

③「左京二条二坊十五・十六坪の調査-第 504次」『奈良文化財研究所紀要 2013』2013.6（予定） 

第 504次調査区(北から) 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 7113 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

研№77 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

 

地方公共団体から要請のあった緊急性を要する発掘調査に効率よく対応し、平城宮・京について基 

礎資料を継続的に蓄積することができた。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

 

地方公共団体から要請のあった緊急性を要する発掘調査に効率よく対応し、平城宮・京について基 

礎資料を継続的に蓄積することができた。 

 

観点 適時性 継続性 正確性    

判定 Ａ Ａ Ａ    

判定理由  

適時性：奈良県教育委員会及び奈良市教育委員会の要請に迅速に対応し、発掘調査を実施できた。 

継続性：データ収集のため、規模の大小にかかわらず発掘調査を継続的に実施できた。 

正確性：円滑な文化財保護行政の実施に協力し、正確な調査を実施できた。 

 

 

観点 
援助・助言 

実施件数 
論文数等     

判定 Ａ Ａ     

判定理由  

 援助・助言実施件数：奈良県教育委員会及び奈良市教育委員会から要請を受けた、対象地区内の開発行為に先立つ事

前の発掘調査の全てに対応できた。 

論文数等     ：発掘調査成果のうち、重要なものについて成果を公表することができた。 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 7114 

(様式 1)                    

業務実績書 

研№78 
中期計画の項目 ７ 地方公共団体への協力等による文化財保護の質的向上 

プロジェクト名称 地方公共団体が行う飛鳥・藤原地区の発掘調査への援助・助言((1)－①) 

【事業概要】 

飛鳥・藤原地域は、我が国古代国家成立期の舞台であり、6世紀末から 8世紀初めにいたる間、政治・経済・文化の中

心であった。本研究は、地方公共団体と連携し、発掘調査を通じて古代国家の具体像を復元すべく学際的な調査研究を

行うものである。その成果を広く公開するとともに、遺跡の保存・活用についても取り組んでいる。 

【担当部課】 都城発掘調査部(藤原) 【プロジェクト責任者】 都城発掘調査副部長 杉山 洋 

【スタッフ】 

玉田芳英、淸野孝之、降幡順子、石橋茂登、山本 崇、黒坂貴裕、今井晃樹、廣瀬 覚、庄田慎矢、木村理恵、森川実、

若杉智宏、森先一貴、橋本美佳、番 光、高橋知奈津、荒田啓介(以上、都城発掘調査部(飛鳥・藤原地区))、井上直夫、

栗山雅夫(以上、企画調整部) 

【主な成果】 

藤原宮跡において地方公共団体が行う発掘調査への援助・助言の事業は 7 件あり、主に工事にともなう事前調査や立

会である。緊急性を要する事前調査に効率よく対応し、藤原宮ならびに飛鳥・藤原地域についての基礎資料を継続的に

蓄積している。 

【年度実績概要】 

藤原宮跡及び飛鳥・藤原地域において地方公共団体が行う発掘調査及び立会への援助・助言の事業は 7件あった。 

次 数 調 査 地 調査原因 発掘面積 調査
期間 概 要 

173-1次 

173-2次 

173-3次 

173- 5次 

173-6次 

173-7次 

173-9次 

藤原京左京三条三坊 

飛鳥寺 

藤原宮跡東方官衙北地区 

水落遺跡・石神遺跡 

藤原宮 

藤原京右京七条一坊 

藤原宮 

水路改修 

工事立会 

工事立会 

工事立会 

現状変更立会 

工事立会 

現状変更立会 

356㎡ 

 

 

 

 

 

2012.11.1～12.11 

2012.11.2～11.9 

2012.12.4・12.11 

2013.2.22 

2013.2.8 

2013.2.5～2.6 

2013.3.6 

古代の南北溝を検出 

一部遺構面確認 

遺構面が残存せず 

遺構面まで達せず 

遺構面まで達せず 

遺構面まで達せず 

遺構面まで達せず 

                                      

以下、第173-1次調査の成果を述べる。 

 

・173-1次調査 

対象地は橿原市法花寺町で藤原京左京二条三坊、三条三坊にあたる。全体の 

調査面積は約 356㎡である。 

発掘では土坑 3基と南北溝１条を確認した。検出面はいずれも地山面である。 

調査区北端で検出した土坑は、径 1m以上、深さが 1.3m以上あることから、 

素掘りの井戸の可能性も考えられる。出土遺物から古墳時代であろう。 

南北溝は埋土に古代の土器を含むことから、古代の南北溝と考えられる。こ 

の溝は東二坊大路東側溝の推定位置に近く、条坊側溝の可能性がある。 

 

 

 

 

 

                                     173-1次北調査区全景（北から） 

【実績値】 

論文等数：2件(①、②) 

（参考値） 

出土遺物（173-1～3・5～7・9次の合計）：木器・木製品コンテナ 1箱、石器・石製品 1点、土器・土製品コンテナ 6箱、 

軒瓦 3点、丸･平瓦コンテナ 10箱 

記録作成数（173-1～3・5～7・9次の合計）：遺構実測図 22枚、写真（4×5）67枚 

援助・助言数：7件 

【備考】 

論文等 

①木村理恵「左京二条三坊・三条三坊の調査-第 173-1次」『奈文研ニュース』No.48 2013.3 

②木村理恵「左京二条三坊・三条三坊の調査-第 173-1次」『奈良文化財研究所紀要2013』2013.6(予定) 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 7114 

(様式 2) 

自己点検評価調書 

研№78 

1．定性的評価 

  

2．定量的評価 

 

3．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

 年間 7 件の案件に対して、迅速かつ適切に対応し、地方公共団体の行う埋蔵文化財行政に対して協

力することができた。また、これらの調査を通して継続的に遺跡のデータを収集し、蓄積を図ること

ができた。 

 

4．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 
 緊急性を要する事前調査に効率よく対応し、藤原宮並びに飛鳥・藤原地域についての基礎資料を継

続的に蓄積している。 

 

観点 適時性 継続性     

判定 Ａ Ａ     

判定理由 

適時性：開発行為に対する迅速性、地方公共団体の文化財行政に対して協力した。 

継続性：飛鳥・藤原地域に関する遺跡情報の収集のために、規模の大小にかかわらず、調査を継続して行った。 

 

観点 論文等数      

判定 Ａ      

判定理由 

 論文等数：目標の 2件を達成した。 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 7115 

（様式 1） 

業務実績書 

研№79 

中期計画の項目 ７ 地方公共団体への協力等による文化財保護の質的向上 

プロジェクト名称 地方公共団体等が行う史跡の整備、復原事業等に関する技術的助言((1)－①) 

【事業概要】 

地方公共団体等が行う遺跡、建造物等の調査・整備・修復・保存等について、専門委員会委員への就任等を通して、

必要な事項に関し協力・助言を行う。 

【担当部課】 奈良文化財研究所 【プロジェクト責任者】 所長 松村恵司 

【スタッフ】 

 

【主な成果】 

地方公共団体等が行う文化財の調査・保存・修復・整備・活用等の事業について、専門委員会委員への就任等を通し

て、建造物修理、史跡整備、出土文字資料調査、発掘調査等に関する専門的・技術的な助言を行った。 

【年度実績概要】 主な協力・助言 

 

・奈良市文化財保護審議会出席(奈良県) 

・平泉遺跡群調査指導委員会整備遺構合同部会出席（岩手県） 

・五條市伝統的建造物群保存地区保存審議会出席(奈良県) 

・平成 24年度辰馬考古資料館評議員会出席（兵庫県） 

・野洲市歴史民俗博物館協議会出席(滋賀県) 

・神戸市文化財保護審議会出席(兵庫県) 

・和歌山県文化財保護審議会出席(和歌山県) 

・石山寺所蔵典籍・古文書・美術工芸品調査(滋賀県) 

・宇治市文化的景観検討委員会検討会出席(京都府) 

・下右田遺跡試掘確認調査・指導(山口県) 

・御所野遺跡指導委員会出席(岩手県) 

・特別史跡百済寺跡再整備検討協議会出席(大阪府) 

・平成 24年度飛騨市文化財保護審議会出席（岐阜県） 

・縄文遺跡郡世界遺産登録推進専門家委員会出席(青森) 

・周防国府跡保存対策協議会専門委員会出席(山口県) 

・史跡法鏡寺廃寺跡保存整備計画検討委員会出席(大分県) 

・下寺尾七堂伽藍跡等調査検討委員会出席(神奈川県) 

・城の山古墳史跡指定発掘指導(新潟県) 

・特別史跡新居関跡整備委員会出席(静岡県) 

・青谷上寺地遺跡発掘調査委員会出席(鳥取県) 

・史跡備中松山城跡整備委員会出席(岡山県) 

・松浦市鷹島海底遺跡調査指導委員会出席(長崎県) 

・湊茶臼山古墳、史跡千足古墳の石室及び石障の保存処理関する指導助言(岡山県) 

・史跡妻木晩田遺跡の発掘調査委員会出席(鳥取県) 

・津南町・福島県域の古代関連遺跡の調査(福島県) 

・平成 24年度斑鳩町文化財活用センター運営委員会出席(奈良県) 

・平成 24年度国指定史跡鬼の岩屋古墳整備検討委員会出席(大分県) 

・四万十市重要文化的景観整備活用計画検討会出席(高知県) 

・国宝宝加茂岩倉出土銅鐸の状態確認調査に係る指導・助言(島根県) 

・宮畑遺跡露出展示遺構面の安定化処理に係る現地指導(福島県) 

・平成 24年度原の辻遺跡調査指導委員会出席(長崎県) 

 

【実績値】 

（参考値） 

協力・助言実施件数（出張依頼を受けた件数） 337件 

（委員会出席、審議会出席、その他（現地指導、現地調査等）） 

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 7115 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

研№79 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 
 地方公共団体等が行う遺跡、建造物などの調査・整備・修復・保存等に関して、的確に協力・助言

を行うことができた。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

 現在、全国で行われている遺跡の発掘調査、保存・整備・修復事業や、建造物の調査、修復事業に

ついて、各担当機関から専門的な協力・助言を求められ、適時・適切に対応している。奈良文化財研

究所に対する社会的要求に応えるべく、今後も的確に対応する。 

 

 

観点 適時性 発展性     

判定 Ａ Ａ     

判定理由 

 適時性：実施業務を適時・適切に対応した。 

 発展性：的確な協力・助言による実施業務の順調な実現を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観点       

判定       

判定理由 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 7121 

（様式 1） 

業務実績書 

研№80 

中期計画の項目 ７ 地方公共団体への協力等による文化財保護の質的向上 

プロジェクト名称 他機関等との共同研究及び受託研究を実施((1)－②) 

【事業概要】 

地方公共団体等が行う文化財の調査・整備・修復・保存・活用等について、共同研究及び受託研究を実施する 

【担当部課】 奈良文化財研究所 【プロジェクト責任者】 所長 松村恵司 

【スタッフ】 

 

【主な成果】 

地方公共団体等が行う文化財の調査・整備・修復・保存・活用等について、これまで蓄積した調査・研究の成果を活

かし、受託研究等を行った。 

【年度実績概要】 

地方公共団体等が行った文化財の調査・整備・修復・保存・活用等について、受託研究等を行った。 

  

  ・文化遺産国際協力拠点交流事業 

  ・海のシルクロードに関する観光研究 

・相川地区文化的景観 景観変遷・景観構造調査 

・比叡山延暦寺建築調査 

・高知県竹林寺客殿調査 

・平城宮跡歴史公園朱雀大路緑地遺跡発掘調査 

・西大寺旧境内の発掘調査 

・国宝高松塚古墳壁画恒久保存対策に関する研究等業務 

・キトラ古墳周辺地区檜隈寺跡周辺遺跡発掘調査業務 

・鳥取県鳥取市良田平田遺跡出土木簡の保存処理等の総合的研究 

・平成 24年度小竹貝塚出土動物遺存体同定調査業務 

・被災文化財（水損資料）応急処置業務 

・被爆十字架の保存修理 

・史跡備前国分寺における総合的探査 

・「発掘調査のてびき」作成に係る業務  など 

 

 この他、京都大学や日立製作所、国立環境研究所、県教育委員会等と分担して計 16件の研究を行った。 

 

 

【実績値】 

（参考値） 

  受託研究件数 44件 

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 7121 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

研№80 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 
地方公共団体等からの依頼に対し、これまで研究所が培ってきた研究成果、調査技術等を活かし、

的確な受託研究等を行うことができた。  

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 
 地方公共団体等からの受託研究に迅速、かつ的確に対応している。今後も、我が国全体の文化財の

調査・研究の質的向上に寄与すべく他機関と共同して研究等に取り組んでいく。 

 

 

観点 適時性 正確性     

判定 Ａ Ａ     

判定理由 

 適時性：実施業務に適時・的確に対応した。 

 正確性：実施業務に対し、正確な調査等実施を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観点       

判定       

判定理由 
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【書式Ｂ】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 7131 

（様式 1） 

業務実績書 

研№81 

中期計画の項目 ７ 地方公共団体への協力等による文化財保護の質的向上 

プロジェクト名称 東北地方太平洋沖地震被災文化財等救援事業（文化財レスキュー事業）((1)－③) 

【事業概要】 

災害により被災した文化財の保護のため、文化庁の要請を受け、国立文化財機構は東京文化財研究所に事務局を設置

し、東京文化財研究所と東京国立博物館が共同で事務局を担当し、東北地方太平洋沖地震被災文化財等救援事業（文化

財レスキュー事業）を実施する等、地方公共団体に対する支援・協力を行う。 

【担当部課】 
東北地方太平洋沖地震被災

文化財等救援委員会事務局 
【プロジェクト責任者】 

岡田 健（保存修復科学センター長、事務局長） 

伊藤嘉章（東京国立博物館学芸研究部長、事務

局長） 

【スタッフ】 

亀井伸雄（委員長、東文研所長）、島谷弘幸（副委員長、東博副館長）、[統括チーム]山梨絵美子（企画情報部副部長）、

神庭信幸（東博保存修復課長、兼岩手県担当）、和田浩（保存修復課主任研究員）、宇田川滋正（文化庁文化財部美術学

芸課調査官）、六川真吾（研究支援推進部長）、安孫子卓史（企画渉外係） [物資調達チーム]朽津信明（保存修復科学セ

ンター修復材料研究室長）、[情報チーム]木川りか（保存修復科学センター生物科学研究室長）、早川典子（主任研究員）、

森井順之（主任研究員）、二神葉子（企画情報部情報システム研究室長）、皿井舞（企画情報部主任研究員）、江村知子（文

化遺産国際協力センター主任研究員）、今石みぎわ（無形文化遺産部研究員）、田良島哲（東博調査研究課長）、豊島直博

（文化庁美術学芸課調査官）、[財務管理チーム]菅原康宏（本部財務課長）、高砂健介（研究支援推進部管理室長）、渡辺

重夫（前東博経理課室長）、鈴木貴博（東博経理課室長）、[各県担当]（宮城）飯島満（無形文化遺産部音声・映像記録

研究室長）、塩谷純（企画情報部近・現代視覚芸術研究室長）、綿田稔（文化財アーカイブズ研究室長）、（岩手）吉田直

人（保存修復科学センター主任研究員）、（茨城）早川泰弘（保存修復科学センター分析科学研究室長）、（福島）山内和

也（文化遺産国際協力センター地域環境研究室長）、佐野千絵（保存修復科学センター保存科学研究室長）、[救出活動参

加] 石崎武志（東文研副所長）、宮田繁幸（無形文化遺産部長）、田中淳（企画情報部長）、中山俊介（保存修復科学セン

ター近代文化遺産研究室長）、北野信彦（保存修復科学センター伝統技術研究室長）、佐藤嘉則（保存修復科学センター

研究員）、小林公治（企画情報部広領域研究室長） 

【主な成果】 

（１）東北地方太平洋沖地震被災文化財等救援委員会事務局を東京国立博物館と共同で担当した。 

（２）被災文化財レスキュー事業を実施した。 

（３）年間の活動を総括した。 

【年度実績概要】 

（１）平成 23 年度に引き続き、東北地方太平洋沖地震被災文化財等救援委員会事務局を 24 年 4 月 1 日から 1 年間担当

した。今回は東京国立博物館と共同で事務局を運営した。 

（２）被災文化財レスキュー事業を実施した。 

・福島県放射能汚染立ち入り警戒区域からの文化財資料救出作業を福島県教育委員会と共同で計画、実施した。 

・各県教育委員会との連絡、県内連絡協議会等へ参加した。 

・陸前高田市立博物館及び同市立海と貝のミュージアムから救出された文化財資料の保管場所（旧生出小学校体育館） 

における保管環境整備に関する助言。石巻文化センター建築物全解体に伴う臨時保管場所への文化財等資料移動保 

管のための環境整備に関する助言。を行った。 

・構成団体や被災県を含む各県が開催する研修会・シンポジウム等に出席し、文化財レスキューに関する情報提供、 

意見交換を行った。また震災復興に関係する各種団体の活動への助言を行った。 

・平成 23年度の活動を通じて集積されたデータの整理分析を行った。 

（３）構成団体（26団体）による委員会全体会議（24年 7月 20日、11月 13日、25年 3月 25日、計 3回）を開催し、 

情報の共有を図ると共に、各種の課題について協議を行った。 

 

・2年間の活動を総括し、将来に向けて課題を抽出するために、「被災文化財救援活動について考える会 語ろう！文 

化財レスキュー ―被災文化財等救援委員会公開討論会―」（25年 1月 23日、2月 4日、22日）を開催した。 

・平成 23年度の活動報告書を作成し、関係機関等へ配布した。 

・平成 24年度の活動報告書と公開討論会の報告書を作成した。 

 

 

【実績値】 

指導助言件数：50件 

救出文化財件数：福島県放射能汚染警戒区域の大熊・富岡・双葉の 3町資料館から所蔵品を搬出した。 

        大熊町 639箱、富岡町 290箱、双葉町 293箱、合計 1,222箱 

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 7131 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

研№81 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｓ 

被災地各県教育委員会等からの要請に応じた適切な活動を実施するとともに、救出されて今後長期

的に一時保管場所に置かれることになる文化財資料の安定的な保管への助言、また今後の防災体制構

築に向けての助言も行い、極めて重要な任務を果たすことができた。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 
 被災地各県のみならず、今回の震災を機に新たな県内防災体制を構築しようとしている各県にたい

しても、報告書の送付、各種研究会への参加を行い、十分な活動を続けている。 

 

 

 

観点 適時性 独創性 効率性 継続性 正確性  

判定 Ｓ Ｓ Ａ Ｓ Ｓ  

判定理由  

適時性：震災 2年目において、被災地での困難が続く中、その要請に応じて、速やかにレスキューチームを編成し、

救出活動、安定的保管のための環境整備等を実施している。 

独創性：これまでに誰も体験したことない、放射能汚染地域からの文化財資料救出のために、技術的課題の検討、人 

員及び資材等の配備、作業実施に対して果敢に取り組み、これを実現したことは極めて顕著な成果と考える。 

効率性：限られた経費と人員を効果的に活用し、迅速な救出活動を実現している。 

継続性：救援委員会設置期間終了後の保管体制確保、被災地各県内の連携体制確立のために、積極的に現地教育委員

会等へ働きかけを行ってきた。この結果、各県とも独自の体制を確立しつつあることは極めて顕著な成果と

考える。 

正確性：被災地からの救援要請に対し、必要事項を正確に把握して的確な人員配置による対応を行ったことは極めて 

顕著な成果と考える。 

観点 指導助言件数 救出文化財件数     

判定 Ａ Ｓ     

判定理由 

指導助言：技術的課題、防災体制の構築、救出文化財の活用、その他広範にわたる内容について助言を行った。被災 

地各県及び救援委員会構成団体から寄せられる問い合わせに答えている。     

救出文化財：3ヵ月にわたる救出活動によって、福島県放射能汚染警戒区域の大熊・富岡・双葉の３町資料館から所 

蔵品を搬出したことは極めて顕著な成果と考える。   
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Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



【書式Ｂ】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 7211 

（様式１） 

業務実績書 

研№82 

中期計画の項目 ７ 地方公共団体への協力等による文化財保護の質的向上 

プロジェクト名称 文化財担当者研修((2)－①) 

【事業概要】 

地方公共団体の埋蔵文化財担当職員若しくはこれに準ずる者に対する研修を実施する。研修受講者のうち平均８０％

以上の者から「有意義だった」、「役に立った」と評価されるよう研修内容の充実を図る。 

 

【担当部課】 
企画調整部 

研究支援推進部総務課 
【プロジェクト責任者】 

企画調整部長 難波洋三 

総務課長   石澤 剛 

【スタッフ】 

中川あや(企画調整部研究員)、大西俊隆(研究支援推進部総務課課長補佐)、桑原隆佳 (研究支援推進部総務課総務係長) 

（研修内容に応じ、研究所職員の適任者及び外部の学識経験者が講師を行っている。） 

 

【主な成果】 

遺跡の発掘調査や保存・整備等に関し、必要な知識と技術の研鑽を図るため、地方公共団体等の埋蔵文化財担当者を

対象として、専門研修 12課程の研修を実施し、延べ 156名が受講した。 

研修受講者全員に対するアンケート調査では、全員から「有意義だった」「役に立った」との回答を得ており、充実し

た研修が実施できた。 

【年度実績概要】 

専門研修 12課程を実施し、延べ 156名が受講した。 

また研修受講者に対し、「今回受講した研修が『有意義だった』あるいは『役に立った』と思うか、思わないか」のア

ンケート調査を行った結果、100％の者から『思う』の回答を得た。 

 

                           実施期日     （日数） 定員 受講者数  満足度 

専門研修 庭園・自然名勝等保存活用基礎課程 6月  6日 ～ 6月 12日 (7日) 12 名 22名 100％ 

 建築遺構調査課程 6月 18日 ～ 6月 22日 (5日) 12 名 12名 100％ 

 保存科学基礎Ⅰ（金属製遺物）課程 10月 2日 ～ 10月11日 (10日) 10 名  6名 100％ 

 保存科学基礎Ⅱ（木製遺物）課程 10月11日 ～ 10月19日 (9日) 10 名  6名 100％ 

 遺遺跡情報記録調査課程 10月23日 ～ 10月26日 (4日) 16 名  9名 100％ 

 土器・陶磁器調査課程 11月12日 ～ 11月16日 (5日) 10 名 17名 100％ 

 文化財写真課程 12月 4日 ～ 12月14日 (11日) 10 名 15名 100％ 

 報告書作成課程 12月14日 ～ 12月21日 (8日) 16 名 24名 100％ 

 古文書歴史資料調査管理基礎課程 1月 15日 ～ 1月 18日 (4日) 10 名 19名 100％ 

 文化的景観調査計測課程 1月 21日 ～ 1月 25日 (5日) 12 名 11名 100％ 

 生物環境調査課程 2月 13日 ～ 2月 21日 (9日) 10 名  5名 100％ 

 保存科学Ⅳ（遺構・石造文化財）課程 2月 25日 ～ 3月 1日 (5日) 10 名 10名 100％ 
 

【実績値】 

研修実施回数  12課程 

受講者数     156人 

受講者の満足度 100％ 

 

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 7211 

（様式２）                              

自己点検評価調書 

研№82 

１．定性的評価 

 

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

本年度は、6つの課程について研修内容をあらためて、真に地方公共団体が求める研修を実施したが、

当初予定していた 14課程のうち 2課程が応募者が少なく中止となった。 

しかし、受講者数については、年度計画の延 160人に対して 156人となり本研修の必要性はあった

と思われる。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

今年度の研修実績について、受講者に対するアンケートでは、「今回受講した研修が『有意義だった』

或いは『役に立った』」と『思う』との回答が 100％という結果ではあった。 

今後も本研究所では、真に地方公共団体が求める研修、さらには厳しい財政事情のなか、対費用効

果も十分に勘案しながら研修事業の充実を図りたい。 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性   

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ   

判定理由 

適時性：公共性、緊急性への対応を行った。 

独創性：研修内容のオリジナリティ、新規性、卓越性を実施した。 

発展性：発掘・保存・整備等に関する技術の全国的な水準向上に対応した。 

効率性：時間的投資、人的投資、設備的投資上の効率性を実施した。 

 

観点 研修実施回数 受講者数 
受講者の 

満足度 
   

判定 Ｂ Ｂ Ａ    

判定理由 

研修実施回数 ：当初予定は 14課程であったが 2課程が中止となり 12課程の実施となった。 

受講者数   ：目標値である 160人に対し、156人であった。 

受講者の満足度：100％が『有意義だった』或いは『役に立った』」と回答している。 
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Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



【書式Ｂ】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 7221 

（様式 1） 

業務実績書 

研№83 

中期計画の項目 ７ 地方公共団体への協力等による文化財保護の質的向上 

プロジェクト名称 博物館・美術館等保存担当学芸員研修((2)－②) 

【事業概要】 

「博物館・美術館等保存担当学芸員研修」は、全国の文化財施設で資料保存を担当する職員が、資料保存に関する基

本的な知識や技術を習得し、現場における保存環境の向上に資することを目的として開催するものである。また、本研

修受講経験者を対象に、最新の保存に関する知見を提供する「保存担当学芸員フォローアップ研修」や、国内各地にお

いて保存環境に関する講義を行う「資料保存地域研修」なども適宜実施する。 

【担当部課】 保存修復科学センター 【プロジェクト責任者】 保存修復科学センター長 岡田健 

【スタッフ】   

佐野千絵（保存修復科学センター保存科学研究室長）、木川りか（生物科学研究室長）、早川泰弘（分析科学研究室長）、

吉田直人（主任研究員）、犬塚将英（主任研究員）、佐藤嘉則（研究員）、中山俊介（近代文化遺産研究室長）、北野信彦

（伝統技術研究室長）、朽津信明（修復材料研究室長）、早川典子（主任研究員）、森井順之（主任研究員） 

 

【主な成果】 

 第 29 回保存担当学芸員研修、保存担当学芸員フォローアップ研修、第 17 回資料保存地域研修を、それぞれの趣旨に

沿ったプログラムのもとで実施し、非常に高い満足度を得た。 

【年度実績概要】 

 今回で 29 回目となる「博物館・美術館等保存担当学芸員研修」を 24 年 7 月 9 日～7 月 20 日の 2 週間実施した（受講

者 30 名）。前半週では主に、温湿度や空気環境など保存環境や生物被害対策に関し、後半週では、資料の種類ごとに、

その劣化と修復に関する講義と実習から成るカリキュラム構成で研修を行った。また、東京国立博物館保存修復科の協

力により、同館展示室や修復室の見学等も実施した。保存環境実習の現場実践として行う「ケーススタディ」は国立歴

史民俗館（千葉県佐倉市）で実施し、3人ないし 4人ずつのグループがそれぞれ実習テーマを設定し、保存環境に関する

調査と評価を行った。この研修により、受講生は、資料保存に対する基礎的な知識と方法論を習得した。 

 

今年度は他に下記にあげる 2つの研修会を行った。 

・「保存担当学芸員フォローアップ研修」（24年 6月 25日） 

保存担当学芸員研修受講経験者を対象に、資料保存に関する新しい知見や情報を伝えることを目的として実施した。

今回は、前半に文化財レスキューの経緯とその経験を踏まえた文化財施設での激甚災害への備えに関して、また後半で

はフィルム収蔵庫での保存環境という、今後文化財施設にとって重要性が増す課題について取り上げた。 

 

・「第 17回資料保存地域研修」（24年 10月 26日） 

岡山県立美術館（岡山市）において開催し、保存環境総論、同各論（温湿度、空気環境、照明、生物被害）に関する

講義を行った（参加者 67名）。 

 

 今年度実施した上記の研修では、アンケート調査を行った結果 、どれも 100%またはそれに近い非常に高い満足度を得

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【実績値】 

・「博物館・美術館等保存担当学芸員研修」実施回数 1回 研修受講者数 30名(目標値 25名) 受講者の満足度 100% 

(参考値) 

・フォローアップ研修プログラム 80名 満足度 99% 

・資料保存地域研修プログラム  59名 満足度 98% 

【備考】 

①学芸員研修応募要綱 

②フォローアップ研修プログラム 

③資料保存地域研修プログラム 
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【書式Ｂ】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 7221 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

研№83 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

2週間の研修で、受講生は自然科学的基礎に立脚した保存環境の基礎と資料の種類ごとの保存に関す

る知識と技術を習得することができる。研修後は、それぞれの勤務館で環境調査や評価を行い、向上

のための対策に取り組んでいる。保存環境は建築や施設技術の発展とも強く結びついている。また、

省エネの観点も重要な要素であり、今後も常に最新の情報を取り入れながら、カリキュラム構成の見

直しを行う考えである。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

毎年、継続して実施しており、参加者、満足度ともに非常に高いレベルを維持するよう、内容の充

実と講義能力の向上を図ってきた。今後も、現場でのニーズや保存環境を取り巻く状況の変化に応じ

た内容の見直しを絶えず行い、受講生の要望に応えたい。 

 

観点 適時性 発展性 効率性 継続性   

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ   

判定理由  

適時性：自然科学的基礎に立脚した保存環境に関する内容を扱う学芸員を対象とした唯一の研修会である。 

発展性：基礎的でありながら、常に最新の知見を盛り込んでおり、受講者にとって実践的な内容で構成している。  

効率性：高い専門性を持つ職員が各講義と実習を担当し、2週間の期間で基礎的かつ不可欠な内容を網羅している。 

継続性：30年近くに渡り毎年実施し、受講経験者にはフォローアップ研修により最新の知見を提供している。 

観点 実施回数 参加者数 満足度    

判定 Ａ Ａ Ａ    

判定理由 

 実施回数：毎年 1回 2週間の日程で 29年間にわたり継続実施している。 

参加者数：会場の大きさと教育効果の面から適切な人数であり、全国各エリアから受講生を得た。 

満足度：受講者からのアンケート結果により、全員から「満足」との回答を得た。 
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【書式Ｂ】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 7231 

（様式 1） 

業務実績書 

研№84 

中期計画の項目 ７ 地方公共団体への協力等による文化財保護の質的向 

プロジェクト名称 東京藝術大学との間での連携大学院教育の推進((2)－③) 

【事業概要】 

平成 7 年 4 月より東京藝術大学と連携してシステム保存学コースを開設し、21 世紀の文化財保存を担う人材を育成し

ている。システム保存学は、文化財の保存環境を研究する保存環境学講座と保存修復に用いる材料について研究する修

復材料学講座の 2講座から成る。6名の所員が連携教員として授業を開講している。 

【担当部課】 保存修復科学センター 【プロジェクト責任者】 
佐野千絵（教室主任、保存修復科学センター保存

科学研究室長） 

【スタッフ】   

木川りか（保存修復科学センター生物科学研究室長）、朽津信明（修復材料研究室長）、北野信彦（伝統技術研究室長）、

中山俊介（近代文化遺産研究室長）、早川典子（主任研究員）、古田嶋智子（東京藝術大学大学院教育研究助手） 

【主な成果】 

保存環境計画論、修復計画論、修復材料学特論、保存環境学特論をシラバスに則り開講した。また、実習として文化

財保存学演習を 1コマ担当した。 

これまで中止していた学生受け入れを平成 25 年度より再開するため、平成 25 年度修士課程入学の学生募集を行い、

入試の結果、1名の合格者を決定した。 

【年度実績概要】 

連携教員は、保存環境学講座を佐野千絵連携教授、木川りか連携教授、朽津信明連携准教授の 3 名、修復材料学講座

を北野信彦連携教授、中山俊介連携教授、早川典子連携准教授の 3名が担当する。スタッフとして東京藝術大学経費で、

古田嶋智子が参加している。 

今年度開講した授業及び担当教員は以下のとおりである。 

保存環境計画論（前期、火曜 1限） 2単位 佐野千絵 連携教授 

修復計画論    （前期、木曜 1限） 2単位 北野信彦 連携教授 

修復材料学特論（前期、木曜 2限） 2単位 中山俊介 連携教授・早川典子 連携准教授 

保存環境学特論（後期、火曜 1限） 2単位 木川りか 連携教授・朽津信明 連携准教授 

 本年度より、保存環境学特論が博物館課程の選択科目となったが、協定書に基づき、その専門性を確保するために受

講者は修士以上とした。 

 

 

上記の授業の他に、文化財保存学演習（24

年 6月 20日）題目：「伝統的接着剤の基礎知

識」（担当：早川典子 連携准教授 於：東京

文化財研究所）を実施した。 

 

 

平成 25 年度から東京藝術大学大学院美術

研究科（修士課程）においてシステム保存学

での学生受け入れを再開し、24年 9月 18、19

日に入学試験及び面接を実施して、合格者 1

名を決定した。 

 

 

 

 

 

 

 

【実績値】 

開講時間： 前期 火曜 1限、木曜１限、木曜 2限 / 後期 火曜 1限 

      １限 9：00～10：30  2限 10：40～12：10 

開講回数：2単位（90分 x15回） 4コマ 

受講者数：保存環境計画論（21名）、修復計画論（8名）、修復材料学特論（8名）、保存環境学特論（8名） 

【備考】 

 

 

 実習の様子（早川典子 連携准教授） 
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【書式Ｂ】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 7231 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

研№84 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

正確な知識や技術、情報やデータを元に、授業を展開している。明日の文化財保存修復を担う若い

学生にとって、基礎となる土台を作る重要な仕事であり、その影響はきわめて高く、また芸術大学と

の連携は効率的であり、当所の教育に関する期待と評価は高い。平成 25年度修士課程入学生に対して

入試を実施し、合格者を 1 名決定した。本年度の成果を元に、連携教員の開講科目について検討し、

次年度の開講科目の担当者変更を行った。また修士学生の受け入れ体制などの整備も順調である。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

予定していた授業について、順調に開講し、学生への教育に従事した。当所員による教育成果への

期待について教室会議などで聞き取りを行った結果を反映し、次年度の開講科目の担当者変更や、再

開する修士学生の受け入れ体制などの整備も順次行った。 

 

 

観点 適時性 独創性 発展性 効率性 継続性 正確性 

判定 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

判定理由  

本務において得た正確な知識、技術、最新情報やデータを元に、授業を展開している。 

適時性：最新の情報を下に授業を展開した。 

独創性：文化財の保存環境・修復材料に特化した開講は他大学にはない。 

発展性：教育した学生は文化財保存学分野に根付いている。 

効率性：大学内での開講と当所内での授業とを組み合わせて学生及び当所員の負担に配慮して開講した。 

継続性：多数の受講者が毎年授業を受けており、十分に成果が認められた。 

正確性：授業内容は保存修復倫理に基づいた正確な知識・技術・経験が盛り込まれている。 

 

観点 開講時間 開講回数 受講者数    

判定 Ａ Ａ Ａ    

判定理由 

開講時間：文化財保存学専攻の他の授業と重ならず、また当所の業務時間への影響を最小限とした開講時間を設定し

ており、きわめて効率的である。 

開講回数：文部科学省の定めた 2単位（90分 x15回）を満たしており、修了必要単位数として重視されている。 

受講者数：当所が開設している授業は専門に合わせて選択する科目として開講されているが、全員出席している授業

もあり、当所員による授業成果に東京藝術大学から大きな期待が寄せられている。 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 7232 

（様式 1） 

業務実績書 

研№85 

中期計画の項目 ７ 地方公共団体への協力等による文化財保護の質的向上 

プロジェクト名称 京都大学、奈良女子大学との間での連携大学院教育の推進((2)－③) 

【事業概要】 

京都大学大学院人間・環境学研究科及び奈良女子大学大学院人間文化研究科との協定を締結、連携・協力し、文化財

保存・活用に関する幅広い知識と高度な技術を兼ね備えた次代の研究者及び技術者の育成を図る。 

【担当部課】 奈良文化財研究所 【プロジェクト責任者】 所長 松村恵司 

【スタッフ】 

深澤芳樹、小池伸彦、渡邉晃宏、高橋知奈津（以上、都城発掘調査部）、小野健吉、平澤毅、青木達司、惠谷浩子、清水

重敦（前）（以上、文化遺産部）、松井章、小澤毅、高妻洋成（以上、埋蔵文化財センター） 

 

【主な成果】 

京都大学大学院人間・環境学研究科において 5 名、奈良女子大学大学院人間文化研究科において 3 名の研究職員が、

客員教授・准教授として各専門分野に関する講義、演習、実習を通して、大学院生の研究指導を行った。 

なお、平成 24年度の受入学生数は京都大学 28名、奈良女子大学 3名であった。 

その他、奈良大学と協定を締結し、5名の研究職員が非常勤講師として、学部生の教育を行った。 

 

【年度実績概要】 

  京都大学大学院人間・環境学研究科〔共生文明学専攻文化・地域環境論講座文化遺産学分野（客員）〕、奈良女子大

学大学院人間文化研究科及び奈良大学文学部における平成 24年度の実施状況については、以下のとおりである。 

 

 ①小野健吉 

   「庭園文化論１」【修士課程 10名】 

   「庭園文化論２」【修士課程 5名】 

  ②松井章 

   「環境考古学論２」【修士課程 3名】 

  ③高妻洋成 

   「保存科学論２」【修士課程 2名】 

   「文化遺産学演習 6A」【修士課程 1名】 

   「文化遺産学演習 6B」【修士課程 1名】 

  ④小澤毅 

   「遺跡調査法論２」【修士課程 1名】 

   「文化遺産学演習 1B」【修士課程 1名】 

  ⑤清水重敦 

   「文化遺産学演習 3A」【博士課程 1名、修士課程 3名】 

 

 ⑥深澤芳樹 

   「歴史考古学特論Ⅱ」【博士後期課程 1名】 

 ⑦小池伸彦 

   「文化財学の諸問題Ⅱ」【博士後期課程１名】 

 ⑧渡邉晃宏 

   「歴史資料論Ⅱ」【博士後期課程１名】 

 

⑨小野健吉・平澤毅・青木達司・惠谷浩子・高橋知奈津 

  「文化財修景学」【学部 76名】 

 

【実績値】 

（参考値） 

 受入学生（延べ人数） 京都大学：28名、奈良女子大学：3名、奈良大学：76名 

【備考】 
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【書式Ｂ】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 7232 

（様式 2）                 

自己点検評価調書 

研№85 

１．定性的評価 

  

２．定量的評価 

 

３．総合的評価 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

 

 文化財保存・活用に関する幅広い知識と高度な技術を兼ね備えた人材の育成を順調に行うことがで

きた。 

 

４．中期計画の実施状況の確認 

判定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

順調 

 

 連携大学院協定に基づき、計画的かつ継続的に実施できた。次期についても、引き続き連携大学院

教育を実施し、若手研究者の育成に寄与する。 

 

 

観点 適時性   発展性     

判定 Ａ Ａ     

判定理由  

  

適時性：時代の要請に対応した。 

 発展性：若手研究者層の充実、人材確保に寄与した。 

 

 

観点       

判定       

判定理由 
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【受託】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 8001 

(様式 3)                 

業務実績書(受託事業) 

研№6-1 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

【事業名称】 高知県竹林寺客殿調査（受託）（(1)－③） 

【担当部課】 文化遺産部 【事業責任者】 建造物研究室長 林良彦 

【スタッフ】 

箱崎和久（都城発掘調査部遺構研究室長）、番光、高橋知奈津（以上、研究員） 

【年度実績概要】 

 

本受託事業では、高知市五台山に所在する竹林寺客殿及び庭

園の調査を行った。竹林寺客殿はすでに高知県保護文化財とし

て指定され、一定の評価を受けているが、これまでその造営の

経緯については意見が分かれていた。さらに詳細な調査を行う

ことにより文化財の価値を明らかにすることを目的とする。 

竹林寺客殿の建造物及び庭園について、技法調査、痕跡調査、

復元調査、破損調査などの詳細調査を実施し、調書の作成及び

大判写真撮影を行った。また、周辺地域における竹林寺客殿の

特徴や位置づけを明らかにするために高知県、香川県に現存す

る書院建築について類例調査を行った。調査成果は 24 年度に

報告書として刊行した。 

調査の結果、客殿が玄関と同時の文化 13 年（1816）に建築

されたことを明らかにした。また、江戸時代後期としては珍

しい正統的な書院建築の形式を備えた上質な建築であること

を明らかにした。建築、庭園調査によって、改めてその歴史

的価値を明らかにした調査・研究として評価できる。 

                            
竹林寺客殿

 

 

【実績値】 

調査票 10枚、調査野帳 15枚、デジタル写真 880点 

「竹林寺客殿の庭園調査報告書」2012.11 

 

【受託経費】 

 2,924千円 

 

 

竹林寺客殿 
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【受託】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 8002 

(様式 3)                 

業務実績書(受託事業) 

研№6-2 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

【事業名称】 兵庫県近代和風建築総合調査（受託）（(1)－③） 

【担当部課】 文化遺産部 【事業責任者】 建造物研究室長 林良彦 

【スタッフ】 

箱崎和久（都城発掘調査部遺構研究室長）、番光、鈴木智大、海野聡（以上、同部研究員）、松下迪生（同部特別研究員） 

【年度実績概要】 

前年度から 3 ヵ年を予定している本受託事業で

は、兵庫県内に所在する明治から昭和初期にかけ

て建設された文化財的価値を有する近代和風建

築のうち、本年度は兵庫県文化財課が行った一次

調査の結果から選定された 59件の物件について、

その歴史調査、実測調査、技法調査、写真撮影を

実施し、配置図及び平面図の作成と文化財として

の学術評価を行った。調査成果は学術評価原稿、

配置図及び平面図、写真について提出した。 

 調査では、兵庫県内の各市町村から 1件以上を

条件として、各市町村に所在する近代和風建築を

現地調査した。建築類型の上では、公共建築とし

て学校、博物館を、住宅建築として町家、農家、

邸宅、別荘を、宗教建築として寺院、神社を、商

業建築として旅館、料亭をと、多岐にわたる対象

を調査した。 

  

調査の結果として、これまで不明瞭であった兵庫県における近代和風建築の現存状況と、建築類型の広がりの幅が明

らかになったこと、近代和風建築の技術の具体相が明らかとなったこと、近代和風建築に関わった施主、設計者、施工

者の具体名が多数明らかとなり、近代兵庫における建築事情が解明されつつあることがあげられる。本調査は、文化庁

が行っている全国の近代和風建築調査の一環として実施しているものであり、兵庫県に留まらず、日本全体における近

代和風建築の研究と保存に対して多大な貢献をなす成果を上げ得るものと考える。 

 

 

 

【実績値】 

調査票 110枚、実測野帳 260 点、デジタル写真 6600点、報告書原稿 188ページ。 

 

 

【受託経費】 

1,843千円 

 

 

旧加東郡公会堂（加東市） 
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【受託】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 8003 

(様式 3)                 

業務実績書(受託事業) 

研№6-3 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

【事業名称】 比叡山延暦寺建築調査（受託）（(1)―③） 

【担当部課】 文化遺産部 【事業責任者】 建造物研究室長 林良彦 

【スタッフ】 

箱崎和久（都城発掘調査部遺構研究室長）、海野聡、高梁知奈津（以上、同部研究員）、高妻洋成（埋蔵文化財センター

保存修復科学研究室長）赤田明倫（同特別研究員）登谷伸広（客員研究員） 

 

【年度実績概要】 

前年度から 2ヵ年で実施している本受

託事業では、延暦寺山内に所在する建築

物の悉皆調査を行い、そのうち文化財的

価値の高い物件については詳細調査を

行って、今後の保存と活用に資すること

を目的とする。前年度に悉皆調査をほぼ

終え、本年度は詳細調査を行った。坂本

滋賀院、慈眼堂、生源寺、飯室谷不動堂

等の実測調査、技法調査、写真撮影を実

施し、平面図、断面図の作成と文化財と

しての学術評価を行った。 

 調査では、中世から現代に至る山内の

全ての建築を実査し、このうち絵様等の

調査を通じてこれまで必ずしも明らか

でなかった近世前期の比叡山における

造営の事情がどのようなものであった

かを明らかにした。調査成果は特論原稿

とともに提出し、延暦寺で報告書を出版

した。 

 世界遺産延暦寺の今後の保存管理に資す

るとともに、近世の大社寺造営の諸相を実

地に研究するものとして評価できる。 

                   

 

 

【実績値】 

調査票 47枚、実測野帳 260点、デジタル写真 3800点、報告書原稿 230ページ。 

 

 

【受託経費】 

851千円 

 

 

生源寺本堂

 

 

－ 578 －



【受託】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 8004 

(様式 3)                 

業務実績書(受託事業) 

研№6-4 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

【事業名称】 平成 24年度旧高梁尋常高等小学校本館建造物調査（受託）（(1)ー③） 

【担当部課】 文化遺産部 【事業責任者】 建造物研究室長 林良彦 

【スタッフ】  

清水重敦（前景観研究室長）、 

 

【年度実績概要】 

 

 本受託事業は、岡山県高梁市

に所在し、現在は高梁市郷土資

料館として活用されている旧高

梁尋常高等小学校校舎（明治 37

年建築）の建築的価値を明らか

にするための調査を実施するも

のである。 

 本年は、前年度に引き続き当

該建物の実測調査、建築的特

徴・復原考察を行う調査票の作

成、建物の沿革等に関する史料

調査、破損調査、写真撮影を実

施した。 

 前年度の調査により、棟札及

び竣工時の写真より、設計者と

その関与範囲が判明した。この

建物は様式、技術ともに本格的

な西洋建築をよく咀嚼してお

り、文部省の設計関与が想定さ

れるが、設計者は地元大工の妹

尾友太郎であった。近隣の公共

建築建設に参加することで西洋建築を学んでいったことが想定され、近代における建築技術と様式の伝播を具体的に示

す好例として評価することが可能となった。また、本年度の調査により梁間 6 間に及ぶ 2 階大引を 1 本の材で通してお

り、地元臥牛山のモミを切って材料を調達したという言い伝えがほぼ裏付けられる結果となった。 

 また、関連して、高梁の旧城下町地区内に現存する明治期の洋風建築を類例として視察し、調査票作成、写真撮影を

実施した。 

調査成果について、報告書にまとめて印刷刊行を行った。 

   

【実績値】 

実測野帳等 20枚。デジタル写真 400点、4×5ポジ写真 8点 

「旧高梁尋常高等小学校本館建築調査報告書」2013.3 

 

【受託経費】 

966千円 

 

 

 

旧高梁尋常高等小学校校舎外観 

－ 579 －

Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



【受託】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 8005 

(様式 3)                 

業務実績書(受託事業) 

研№6-5 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

【事業名称】 平成 24年度平出地区伝統的建造物群保存対策調査（受託）（(1)－③） 

【担当部課】 文化遺産部 【事業責任者】 建造物研究室長 林良彦 

【スタッフ】 

恵谷浩子、菊池淑人（以上、景観研究室研究員）、箱崎和久（都城発掘調査部遺構研究室長）、黒坂貴裕（同部主任研究

員）、鈴木智大、海野聡（以上、同部研究員） 

 

【年度実績概要】 

 

本年度から 2 ヵ年で実施する予定の本受託事業

では、長野県塩尻市宗賀にある平出集落の伝統的

な建物群について、今後の保存と活用の基礎とな

る調査及びその報告書作成を目的とする。 

調査は、集落の歴史・集落構造・伝統的建造物

について対象としている。また、市内の伝統的な

集落において類例調査も行っている。 

本年度は、平出地区で 7 棟、類例として 2 棟の

建物詳細調査（実測・聞き取り・写真撮影）を行

った。実測図面に関しては、順次図化を行い、9

棟分の平面図作成を済ませた。 

この集落及び周辺地域の民家は、規模の大きな

切妻屋根で本棟造りと呼ばれる。また、山裾に湧

く泉から水路を延ばし、水の利用が暮らしに根付

く点はこの地域の集落の特徴である。平出集落は、

本棟造り民家と水路の良好な残存状況を示し、地

域の代表的な伝統的集落と評価することができ

る。本事業は、伝統的な集落と建造物の文化財と

しての価値を明らかにし、保存管理に向けた計画

立案に資することができると考えられる。 

 

 

【実績値】 

調査票 9枚、実測図 20枚（平面図 9枚、配置図 9枚、矩計図 2枚）、デジタル写真 2,978 点、空中写真 4枚 

 

 

 

【受託経費】 

 1,500千円 

 

 

平出集落の本棟造り民家 

－ 580 －



【受託】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 8006 

(様式 3)                 

業務実績書(受託事業) 

研№6-6 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

【事業名称】 長谷川家建造物・屋敷内現況調査業務委託（受託）（(1)－③） 

【担当部課】 文化遺産部 【事業責任者】 建造物研究室長 林良彦 

【スタッフ】 

青木達司（主任研究員）、黒坂貴裕（都城発掘調査部主任研究員）、番 光、海野聡、高橋知奈津（以上、同部研究員）、

中村一郎（企画調整部写真室主任）、鎌倉綾（同部技能補佐員） 

【年度実績概要】 

本受託事業では、松阪市魚町・殿町に所在す

る長谷川家住宅の建造物及び庭園の調査を行

った。松阪市に寄贈される予定である長谷川家

住宅の歴史的価値を裏付ける学術的根拠をま

とめ、歴史的建造物としての保存・活用計画を

作成するための基礎的資料とすることを目的

とする。 

長谷川家住宅の建造物及び庭園について、

技法調査、痕跡調査、破損調査などの詳細調査

を実施し、調書の作成及び写真撮影を行った。

長谷川家に所蔵される家相図等造営関係の資

料に 3点について、高精細デジタル写真撮影を

行った。また、松阪市に所在する近世町家の類

例調査として、小津家旧宅、見庵の調査を行っ

た。調査成果は平成 25 年度に報告書として刊

行する予定である。 

調査の結果、主屋が少なくとも 3度の増築を

行っていることが増築部の棟札や痕跡調査な

どから明らかになった。土蔵 5棟のうち 4棟の年代（最古のものは大蔵の享保 6年）が棟札や墨書から明らかになった。

また、殿町の明治期離れ、魚町の大正座敷など、近代の屋敷地の変遷もおおよそ明らかになった。これまで長谷川家住

宅に関する調査・報告は今までなく、その歴史的価値を明らかにした調査・研究として評価できる。 

【実績値】 

調査票 15枚、調査野帳 25枚、デジタル写真 1,620点、高精細デジタル写真 8点。 

 

 

【受託経費】 

 962千円 

 

 

 

長谷川家住宅主屋魚町通り側外観（北東から） 

－ 581 －

Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



【受託】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 8007 

(様式 3)                 

業務実績書(受託事業) 

研№12-1 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

【事業名称】 薬師寺休ヶ岡八幡宮境内の発掘調査（受託）((1)－⑥－ア) 

【担当部課】 都城発掘調査部（平城） 【事業責任者】 副所長 深澤芳樹 

【スタッフ】 

小池伸彦（考古第一研究室長）・神野 恵（主任研究員）・川畑 純（研究員）・松下迪生（特別研究員） 

中村一郎・栗山雅夫（以上、企画調整部） 

【年度実績概要】 

・調査の概要 

平城第 496次調査として実施した。調査期間は 24年 7月 4日〜7月 6日。調査区は史跡薬師寺休ヶ岡八幡宮の境内 

にあたり、トイレ浄化槽の設置に伴う発掘調査である。調査面積は東西 2ｍ、南北 3.3ｍ、面積 6.6㎡。 

 

・調査の内容 

休ヶ岡八幡宮は平安時代に創建され、中世には幾度の罹災と再建が記録されている。現存する社殿は慶長元年(1596) 

の地震で倒壊したものを慶長 8年に豊臣秀頼が再建したものである。発掘調査区は現存の八幡宮に取り付く北面の座 

小屋が推定される位置であるが、調査の結果。中近世の遺構は残存していないことが判明した。地山は GL-70cm付近 

で検出し、その直上まで昭和時代の遺物を含む。なお、楼門と南面の座小屋が推定される位置で行った発掘調査（平 

城第 131-22次）では、地山面で奈良時代の遺構を検出しているものの、今回の調査区は面積が狭小なこともあり、地 

山面でも遺構は検出できなかった。 

 

・周辺調査を含めた成果 

本調査区で検出した地山は GL-70cmであったのに対し、現存 

する座小屋の礎石上面は、本調査区の GL-10 cmであることから、 

近世の遺構面は大きく削平されていることが判明した。北面座 

小屋の南面に細長いトレンチを入れた平城第 475次（平成 22年 

度）の調査成果と合わせると、地形が東から西に向かって下が 

ることがわかる。この高い部分にさらに盛土を施して八幡宮を 

造営したが、地震によって座小屋及び門が倒壊し、南北の座小 

屋は倒壊を免れた部分で切りそろえられ、南北で長さが異なる 

現在の状況になったらしい。座小屋の倒壊以降、調査区は大き 

な削平を受け、GL—70cmまで現代の盛土が堆積したものとみら 

れる。地山直上まで昭和時代の遺物を含むことから、現在の地 

形は昭和時代に入って盛土されたものであることも明らかとな 

った。 

 

【実績値】 

(参考値) 

 記録作成数：写真 4枚（カラー2枚、白黒 2枚） 

       実測図 3枚 

 出土遺物：中世～近世の陶磁器×整理箱 1 箱、軒丸瓦×2 点、軒平瓦×1 点、丸瓦×102 点、平瓦×848 点 

  

 

【受託経費】 

 89千円 

 

 

調査区全景（南から） 

－ 582 －



【受託】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 8008 

(様式 3)                 

業務実績書(受託事業) 

研№12-2 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

【事業名称】 薬師寺食堂跡発掘調査（受託）((1)-⑥-ア) 

【担当部課】 都城発掘調査部（平城） 【事業責任者】 副所長 深澤芳樹 

【スタッフ】 

芝 康次郎・石田由紀子（以上、研究員）・馬場 基（主任研究員）・ 

箱崎和久（遺構研究室長）・荒田敬介（特別研究員）、 

中村一郎・栗山雅夫（以上、企画調整部研究員） 

【年度実績概要】 

・調査概要 

調査地は、大講堂の真北に位置し、その一部は過去に近畿大学や奈良文化財研究所により発掘調査が行われている。

今回は、食堂全面を発掘調査対象とし、調査区は南北約 26ｍ、東西約 50ｍで、面積は約 1300 ㎡である。調査期間は

24 年 9 月 24 日～25 年 3 月 22 日。なお、土置場を確保するため、発掘を東西 2 回に分けて行った。調査成果は 25 年

１月 24日に報道発表し、25年１月 26日には現地説明会を行い、714名の参加があった。 

   

・食堂の遺構  

礎石は全て抜き取られていたが、礎石抜取穴のほか、基壇外装の一部である地覆石や階段の下部（いずれも凝灰岩

製）を検出した。階段は基壇南面に中央と東西の 3 ヵ所確認している。階段の幅は 3.7ｍ（12.5 尺）、出は約 75 ㎝。

これらの遺構により、薬師寺食堂は桁行 11 間、梁行 4 間の礎石建物で、基壇規模は、東西約 47.1ｍ（159.1 尺）、南

北約 21.6ｍ（73尺）と判明した。建物規模は、現時点では、桁行は中央間を 4.4ｍ（15尺）、それ以外は 3.7ｍ（12.5

尺）等間とし、総長を 41.4ｍ（140 尺）、梁行は身舎２間を 4.3ｍ（14.5 尺）、廂 3.7ｍ（12.5 尺）として総長 16.0ｍ

（54尺）とする復元案と、桁行 3.7ｍ（12.5尺）等間で総長 40.7m（137.5尺）、梁行は身舎２間を 4.3ｍ（14.5尺）、

廂 3.7ｍ（12.5 尺）とする復元案の両方が考えられる。ただし、前者のほうが雨落溝や『薬師寺縁起』とも大きな矛

盾はない。また、基壇周辺では、南面で雨落溝と石敷を検出した。基壇築成は、整地後に版築を施し、さらに礎石下

部分のみ壺地業を行っている。壺地業は、廂部分で深

く、身舎部分で浅い傾向にある。これらは奈良時代の

造営当初のものとみられ、平安時代にはこれを踏襲し

て再建したとみられる。 

 

・食堂以前の遺構  

食堂基壇下の整地土面で石敷及び掘立柱穴列を部分

的に検出した。整地土には奈良時代の瓦を含むため、

これらは薬師寺の造営に関連する施設の可能性が高

い。 

 

・食堂廃絶後の遺構 

 基壇南部を破壊する大土坑を検出した。大きさは東

西約 22ｍ、南北約 9ｍ。ここからは、奈良時代から鎌

倉時代にかけての膨大な量の瓦や、13世紀末～14世紀

初頭の瓦器椀や土師皿などが出土した。また、基壇北

部で近世の南北方向の土管暗渠を 2条検出した。いずれ

も南から北に向かって水を排水する装置である。 

 

【実績値】 

論文等数：3件 

 『薬師寺 旧境内保存整備事業にともなう発掘調査概報Ⅰ』法相宗大本山薬師寺 2013.3 

石田由紀子他「薬師寺食堂の調査 ―第 500次」『奈良文化財研究所紀要 2013』奈良文化財研究所、2013.6（予定） 

石田由紀子 「薬師寺食堂の調査（平城第 500次）」『奈文研ニュース№48』奈良文化財研究所、2013.3 

発表件数：１件 

記者発表；平成 25年１月 24日。現地説明会；１月 26日。聴衆 714名。 

（参考値） 

出土遺物：土器コンテナ 20箱、軒瓦 300点、丸瓦・平瓦 2000 箱。 

記録作成数：実測図（A2判）60枚。遺構写真（4×5）370枚。 

【受託経費】 

22,157千円 

 

 

調査区全景（南東から） 

－ 583 －

Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



【受託】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 8009 

(様式 3)                 

業務実績書(受託事業) 

研№15-1 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

【事業名称】 キトラ古墳周辺地区檜隈寺跡周辺遺跡発掘調査業務（受託）((1)－⑥－ア) 

【担当部課】 都城発掘調査部（藤原） 【事業責任者】 都城発掘調査部副部長 杉山 洋 

【スタッフ】 

黒坂貴裕、今井晃樹、庄田慎矢、荒田敬介(以上、都城発掘調査部（飛鳥・藤原地区）)、井上直夫、栗山雅夫(以上、企

画調整部)、星野安治(埋蔵文化財センター) 

 

【年度実績概要】 

 本調査は、国営飛鳥歴史公園キトラ古墳周辺地区の整備事業に関わる事前調査である。調査地は、明日香村南西部の

丘陵上に位置し、この丘陵上には、渡来系氏族である東漢氏の氏寺と考えられる檜隈寺が所在する。今年度は、檜隈寺

中心伽藍跡の南東方向で擁壁工事計画に先立ち、昨年度の調査で素掘溝を確認していた丘陵の南東裾部分について調査

を実施した。調査期間は 24年 8月 1日～9月 7日。調査面積は 50㎡である。 

 調査の結果、素掘溝 2条（SD940・SD943）を確認した。素掘溝 SD940は昨年度確認した素掘溝の北側延長部分である。

溝底面の標高から南東から北西へ水が流れたと見られ、幅 2.0ｍ、深さ 85 ㎝の規模である。丘陵の地形に沿って、北へ

の延長は檜隈寺中心伽藍の東側に延びると見られる。素掘溝 SD943 は幅 1.0ｍ、深さ 30 ㎝で、SD940 から枝分かれして

北東方向へ延びる。埋土の状況から SD940 と一連の溝であることが判明した。遺構から出土した遺物は６世紀末頃の土

器や瓦が出土したため、今回の素掘溝は檜隈寺の成立に関わる時期の遺構と考えられる。 

 本調査では、素掘溝 SD940 について昨年度の検出分と合わせ 18ｍ分を確認したことになる。この溝の長さに加え、そ

の規模は生活・耕作関連の遺構とは考えられず、檜隈寺に関連すると判断される。したがって、檜隈寺の成立や寺域な

どの解明に繋がる重要な成果が得られた。    

 

【実績値】 

論文等数 ：2件 

黒坂貴裕「檜隈寺の調査（飛鳥藤原第 176次）」『奈文研ニュース』No.47 2012.12  

 黒坂貴裕他「檜隈寺周辺の調査－飛鳥藤原第 176次」『奈良文化財研究所紀要 2013』2013.6 

出土遺物  丸瓦 15点、平瓦 105点、土器 2.5箱分、炭・燃えさし 2点、骨片（歯）1点 

記録作成数 遺構実測図 12枚、写真（4×5）23枚 

 

【受託経費】 

1,150千円 
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【受託】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 8010 

(様式 3)                 

業務実績書(受託事業) 

研№20-1 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進） 

【事業名称】 京都岡崎の文化的景観保存計画策定調査（受託）((1)－⑦) 

【担当部課】 文化遺産部 【事業責任者】 景観研究室長 平澤毅 

【スタッフ】 

小野健吉（前景観研究室長）、惠谷浩子惠谷浩子（研究員）、菊地淑人（特別研究員）、 

清水重敦（元景観研究室長）、松本将一郎（前特別研究員） 

 

【年度実績概要】 

 

・平成 22年度から平成 23年度にかけて文化的景観保存活用事業として京都市が実施している「京都岡崎の文化的景観 

調査検討事業」において、その調査成果のとりまとめを行うとともに、報告書の編集・刊行した。 

 

・平成 23年度までの調査の補足として、家屋調査を実施し、図面を作成し、成果を取りまとめた。 

 

・（仮称）「京都岡崎の文化的景観」の重要文化的景観への選定申出のため、調査成果を踏まえた保存計画案の作成を行 

った。保存計画案は、「京都岡崎の文化的景観保存計画策定委員会」(第１回〜第３回)において報告するとともに、各 

委員からの意見にを集約し、修正作業を進めた。 

 

・京都岡崎の文化的景観保存計画策定委員会の議事録を作成した。 

 

・保存活用の取組の一環として、白川沿いの旧精麦工場（現・竹中庵）の一部について仮復旧を行い（24年 12月 17日）、 

公開イベント（24年 12月 24日）を実施した。 

 

 

   
 

竹中庵一般公開の様子 家屋調査を実施した西川家の外観
 

 
 

【実績値】 

刊行報告書：1冊 

 『京都岡崎の文化的景観調査報告書』京都市文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課発行 

実測野帳：24点 

デジタル写真：537点 

 

【受託経費】 

1,824千円 
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Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



【受託】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 8011 

(様式 3)                 

業務実績書(受託事業) 

研№20-2 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進） 

【事業名称】 相川地区文化的景観 景観変遷・景観構造調査（受託）((1)－⑦) 

【担当部課】 文化遺産部 【事業責任者】 景観研究室長 平澤毅 

【スタッフ】 

小野健吉（前景観研究室長)、惠谷浩子（研究員）、菊地淑人（特別研究員）、 

清水重敦（元景観研究室長）、松本将一郎（前特別研究員） 

 

【年度実績概要】 

 

・現地調査を 24年７月 13～15日と 25年１月 15～18日にかけて実施し、石造物の悉皆調査、観光に関する史料調査・ 

ヒアリング調査を行った。調査の成果を踏まえ、図面作成等の上、調査成果報告書の原案を取りまとめた。 

 

・調査成果の公表・周知を目的として 24年 5月 30日に相川地区で開催した市民対象の『相川の文化的景観調査報告会』 

において、調査成果の報告「相川の文化的景観の読み方と活かし方」（惠谷浩子）を行い、住民との議論を深めた。 

 

・平成 22年度から実施している相川地区の調査成果を踏まえ、保存計画の素案を作成した。 

 

・「平成 24年度 佐渡金銀山調査指導委員会 文化的景観専門分野」（第１回・第２回）へ出席し、調査成果や保存計画 

素案の説明を行った。 

 

・佐渡市世界遺産推進課が開催した「相川の文化的景観ワークショップ」（第１回～第５回）へ各回出席し、価値説明や 

市民との検討作業、成果取りまとめ等の支援を行った。 

 

 

  
 

石造物悉皆調査の様子
            

相川の文化的景観ワークショップ」の様子
 

 

 

【実績値】 

調査成果報告書：1部 

 『相川地区 文化的景観 景観変遷・景観構造調査 中間報告書』（平成 24年度） 

報告会発表件数：1件 

実測野帳：29点 

デジタル写真：615点 

 

【受託経費】 

3,000千円 
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【受託】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 8012 

(様式 3)                 

業務実績書(受託事業) 

研№20-3 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進） 

【事業名称】 平成 24年度長良川流域の文化的景観における伝統的家屋等総合調査業務委託（受託）((1)－⑦) 

【担当部課】 文化遺産部 【事業責任者】 景観研究室長 平澤毅 

【スタッフ】 

小野健吉(前景観研究室長)、惠谷浩子（研究員）、清水重敦（元景観研究室長） 

 

【年度実績概要】 

 

・長良川流域の文化的景観における都市域等の価値付けのため、川原町地区を中心として代表的な伝統的家屋を複数選 

択し、所有者の同意が得られたものより順次詳細調査を実施した（本年度調査 13件）。調査に際しては、調査票（建 

物の沿革、建築的特徴、復原考察、生活・生業との関連、価値評価）を新たに作成して実施し、併せて写真撮影を行 

った。 

 

・家屋調査の成果を踏まえ、伝統的家屋の地域的特徴や都市構造の変遷特製の分析を行った。 

 

・以上について、成果報告書として取りまとめた。 

 

・調査成果の公表・周知を目的に、岐阜市教育委員会主催の文化的景観ワークショップ（計３回）に出席し、長良川流 

域の文化的景観に関して説明するとともに、市民との意見交換等を行った。 

 

 

   
 

家屋調査を実施した木材商の表屋内部
       

金華公民館での文化的景観ワークショップの様子
 

 

 

【実績値】 

調査成果報告書：1部 

 『平成 24年度長良川流域の文化的景観における伝統的家屋等総合調査業務委託調査報告書』 

実測野帳：32点 

デジタル写真：1364点 

 

【受託経費】 

1,000千円 
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【受託】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 8013 

(様式 3)                 

業務実績書(受託事業) 

研№21-1 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

【事業名称】 「発掘調査のてびき」作成に係る業務（受託）((1)－⑧－ア) 

【担当部課】 埋蔵文化財センター 【事業責任者】 遺跡・調査技術研究室長 小澤毅 

【スタッフ】 

金田明大（主任研究員）、山中敏史（客員研究員）、井上和人（名誉研究員）、松井章、高妻洋成、山崎健（以上、埋蔵文

化財センター）、杉山洋、小池伸彦、玉田芳英、渡辺晃宏、清野孝之、箱崎和久、青木敬、廣瀬覚、森川実、渡辺丈彦、

海野聡、小田裕樹（以上、都城発掘調査部）、石村智、中村一郎、井上直夫（以上、企画調整部）、小野健吉、平澤毅（以

上、文化遺産部）他 

【年度実績概要】 

・文化庁文化財部記念物課では、昭和 41年に刊行した『発掘調査の手引き』の全面改訂版の作成作業を進めており、 

その委託を受けた奈良文化財研究所は平成 17年度から 5年間にわたる作業を行い、平成 22年 3月に『発掘調査のて 

びき―集落遺跡発掘編/整理・報告書編』を刊行した。 

・上記の 2冊は集落遺跡の発掘作業と整理・報告書作成作業全 

般を対象としたものであり、平成 22年 4月以降、それ以外 

の遺跡を対象とする『発掘調査のてびき』の刊行に向けて、 

引き続き奈良文化財研究所が作成作業の実務全般を担当し 

てきた。本年度はその最終年度にあたる。 

・本年度は 7月と 25年 1月の 2回、奈良文化財研究所でそれ 

ぞれ 2日間にわたり、作成検討委員会作業部会を開催した。  

文化庁文化財部記念物課の担当者と地方公共団体及び大学 

等の委員とともに、「墳墓」「寺院・官衙」「生産遺跡」「城館」 

の 4 部会に分かれて、構成や内容についての検討を重ねた。 

・9月には文化庁で作成検討委員会を開催し、入稿予定原稿に 

ついて指導と助言を受けた。 

・11月から数回に分けての入稿後、3回の校正を経て、25年 

3月に『発掘調査のてびき―各種遺跡調査編―』を予定どお 

り刊行することができた。 

 

 

【実績値】 

公刊図書数：1冊 

文化庁文化財部『発掘調査のてびき―各種遺跡調査編―』2013.3 

作成検討委員会作業部会開催件数：2回 

作成検討委員会開催件数：1回 

実績報告書：1件 

「『発掘調査のてびき』作成にかかる業務」 

 

【受託経費】 

6,821千円 

 

 

 

 

 『発掘調査のてびき』作成検討委員会作業部会 
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【受託】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 8014 

(様式 3)                 

業務実績書(受託事業) 

研№22-1 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

【事業名称】 大阪府安満宮山古墳出土品保存修理事業（受託）((1)－⑧－イ) 

【担当部課】 埋蔵文化財センター 【事業責任者】 保存修復科学研究室長 高妻洋成 

【スタッフ】 

脇谷草一郎、田村朋美（以上、研究員） 

 

【年度実績概要】 

・大阪府の安満宮山古墳から出土した鉄製品は、出土直後に応急的な保存処置が施されたが、その後、劣化が進行して 

いる状況にあった。本事業では、これら鉄製品の保存修理に先立って、現状の記録と劣化状態の調査（写真撮影、肉眼

観察、顕微鏡観察、Ｘ線ラジオグラフィ、蛍光Ｘ線元素分析およびＸ線回折分析）を行った。 

・劣化状態の調査結果に基づいて、以下の保存修理を行った。まず、サビ汁及び新たに発生している粉状の褐鉄鉱など 

の腐食生成物を、メス、竹串、研磨装置、エアーブレイシブなどを用いたクリーニングにより除去した。前回の修理に

用いられたアクリル樹脂は有機溶剤で除去した。進行性の腐食を生じている個体について

は、クリーニング後、腐食の原因となる塩化物イオンを除去するため、セスキカーボネー

ト水溶液に遺物を含浸した。含浸後は、純水でセスキカーボネート水溶液を洗浄除去し、

メチルアルコールにて脱水置換した。メチルアルコールによる脱水置換後、十分な乾燥を

行い、アクリル樹脂（商品名：パラロイドNAD-10V）を用いて含浸強化した。搬入時にす

でに剥落していた破片及び解体によりいったん取り外した部位は、含浸強化後、接着剤を

用いて接合した。また、遺物の取り扱い時に引っ掛かりによる破損が懸念される部分につ

いては、引っ掛かりを回避する程度の樹脂を補填した。 

・保存処理前、処理中及び処理後の各段階において、文化庁調査官及び考古の専門家と 

協議を行った。  

・保存修理作業と並行して、保存修理後も鉄製品を一定の低湿度環境下で保管し、展示に 

も用いることのできる安定台を製作した。また、鉄製品の安定した収蔵・展示を行うた 

め、気密性の高い保管台座を製作した。 

【実績値】 

保存処理点数：9件 

事業報告書：1件 

『大阪府安満宮山古墳出土品保存修理事業』 

 

【受託経費】 

  2,939千円 

 

 

 

 

 

 

Ｘ線透過撮影 
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【受託】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 8015 

(様式 3)                 

業務実績書(受託事業) 

研№22-2 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

【事業名称】 史跡大分元町石仏における劣化部分養生和紙への塩類の移動に関する研究（受託）((1)－⑧－イ) 

【担当部課】 埋蔵文化財センター 【事業責任者】 保存修復科学研究室長 高妻洋成 

【スタッフ】 

降幡順子（都城発掘調査部主任研究員）、脇谷草一郎、田村朋美（以上、研究員） 

 

【年度実績概要】 

・ 大分市の史跡大分元町石仏は、軟弱な溶結凝灰岩から構成される段丘崖の底 

 部に彫刻された磨崖仏である。冬期には石仏表面に多量の塩類（硫酸ナトリウ 

ム）が析出し、塩類風化による石仏の劣化が深刻な状況にある。 

・ 石仏には古くから覆屋（お堂）が設けられ、石仏表面は常に水分蒸発の場と 

なってきたとみられる。そして、石仏表面で蒸発する周辺の浅層地下水は多量  

の溶質を含み、これらが乾季に塩として析出する際に石仏の塩類風化を引き起   

こすと考えられる。また、高湿度時期には塩が潮解して再び岩内部へ浸透する 

ので、塩は石仏表層に濃集していると推定される。したがって、元町石仏保存 

のためには、石仏表面への水分移動量を減少させ、石仏表層の塩濃度を低下さ 

せることが肝要となる。 

・ 本研究では、石仏表面に和紙を貼り、水分蒸発と塩の析出の場を石仏から和  

紙表面に移すことで、さらなる塩類風化の進行を抑制しつつ、石仏表層の塩濃 

度を減少させることが可能であるのかを検討した。 

・ 制多迦童子と多聞天の２体の石仏表面に一定期間貼付（フェイシング）した和紙を回収し、それらを純水中に浸漬・ 

撹拌して溶出した成分を分析した。また、浅層地下水についても主要な溶存成分の定量分析を行った。制多迦童子か 

ら検出された主要な陽イオンはナトリウム、カリウムで、主要な陰イオンは、塩化物イオンと硝酸イオンであった。 

一方、多聞天では、上記のイオン類の抽出量は少なく、硫酸イオンがやや多い値を示した。通常、石仏表面が水分で 

飽和していない制多迦童子からは、主として水溶性の塩類を形成するイオン種が検出され、石仏表面がしばしば水分 

飽和する多聞天からは、難容性塩の硫酸カルシウムの起源となり得るイオン種が検出された。 

・ 以上の結果から、石仏表層に移動して、塩として析出し得るイオン種は、石仏の含水状態によって異なることが示唆 

された。また、いずれの塩であっても、和紙のフェイシングによって石仏表層の塩濃度を減少せしめ得ることが確認 

された。 

・ 現在の覆屋内は、冬期にも比較的高湿度であることが既往の調査で明らかとなっており、そのため塩化ナトリウムの 

ように、比較的低い相対湿度環境下においてのみ析出する塩の析出は認められない。今後は、塩の除去と石仏表面に 

おける水分蒸発の抑制とともに、現在の環境下においては析出し得ないものの、湿度の低下によって析出し得る塩に 

ついても考慮して、石仏を保存管理する環境を検討する予定である。 

 

 

石仏表面に析出した塩類 

【実績値】 

分析点数：２６点 

  事業報告書：1件 

『史跡大分元町石仏における劣化部分養生和紙への塩類の移動に関する研究』 

 

【受託経費】 

300千円 
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【受託】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 8016 

(様式 3)                 

業務実績書(受託事業) 

研№22-3 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

【事業名称】 被災文化財（水損資料）応急処置業務（受託）((1)－⑧－イ) 

【担当部課】 埋蔵文化財センター 【事業責任者】 保存修復科学研究室長 高妻洋成 

【スタッフ】 

脇谷草一郎、田村朋美（以上、研究員）、田中康成（連携推進課長） 

 

【年度実績概要】 

東日本大震災により被災（水損）した資料の劣化の進行を防ぐため、クリーニング及び真空凍結乾燥等の応急処置を実

施した。 

・ 被災地より回収した水損資料を、奈良市場冷蔵株式会社を通じて岩沼市及び奈良市に設置してある冷凍庫に搬入し、 

冷凍保管を行った。 

・ 冷凍保管を施した水損資料を奈良文化財研究所に搬入し、真空凍結乾燥を行った。 

・ 真空凍結乾燥した資料は、付着した泥及びカビのクリーニングを行った。塩分の潮解により吸湿する資料に対しては、 

超純水に浸漬して塩分を除去した後、再び真空凍結乾燥を行った。 

・ 紙力が低下したものや、装丁などの構造が複雑なものについては、株式会社工房レストアに委託して、抜本的な処置 

を施した。 

 

 

 
 

 

 

【実績値】 

処置件数：3件（毛利コレクション台帳類、女川町木村家文書、東北大学図書資料） 

  

 

【受託経費】 

3,733千円 

 

 

津波で被災した女川町木村家文書 
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【受託】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 8017 

(様式 3)                 

業務実績書(受託事業) 

研№22-4 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

【事業名称】 被爆十字架の保存修理（受託）((1)－⑧－イ) 

【担当部課】 埋蔵文化財センター 【事業責任者】 保存修復科学研究室長 高妻洋成 

【スタッフ】 

脇谷草一郎、田村朋美（以上、研究員） 

 

【年度実績概要】 

・ 広島市の流川教会の被爆十字架を保存修理するにあたり、まず保存修理前の記録として、十字架表側の分割写真撮影 

を行った。ただし、炭が剥落する可能性があったため、十字架裏側の写真撮影は行わなかった。 

・ 十字架の炭化程度を把握するため、携帯型のＸ線透過撮影装置を用いてＸ線透過撮影 

試験を行った。その結果、炭化している部分の厚みは約 1～2cmであることが明らかと 

なった。 

・ アクリル樹脂（商品名：パラロイドＢ72）の 10％アセトン溶液を、面相筆や刷毛を用 

いて十字架表側の炭化した表面から浸み込ませた。アクリル樹脂溶液を浸み込ませた十 

字架は、1日放置して溶剤であるアセトンを十分に蒸発させ、アクリル樹脂を固化させ 

た。このアクリル樹脂溶液の浸潤と固化を繰り返した。十字架表側の強化処置が終了し 

た後、十字架を反転し、同様の方法で十字架裏側の強化処置を行った。 

・ 十字架裏側の強化処置が終了した時点で、十字架裏側の保存修理後の分割写真撮影記 

録を行った。その後、十字架を反転して、同様に表側の分割写真撮影記録を行った。 

・ 保存修理後の写真撮影記録後、保存修理前と同様に携帯型のＸ線透過撮影装置を用い 

てＸ線透過撮影試験を行った。その結果、強化処置に用いたアクリル樹脂が十分に内部 

にまで浸透しており、炭化部分も強化されていることが確認できた。 

・ 保存修理後の現状を、十字架の表裏の分割撮影写真と炭化程度と強化処置に用いた樹 

脂の浸透程度のＸ線透過撮影画像で記録した。 

 
 

 

 

【実績値】 

保存修理点数：1件 

事業報告書：1件 

『被爆十字架の保存修理』 

 

【受託経費】 

  624千円   

 

 

流川教会の被爆十字架 
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【受託】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 8018 

(様式 3)                 

業務実績書(受託事業) 

研№22-5 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

【事業名称】 陸前高田市立博物館所蔵骨角器抜本修復業務（受託）((1)－⑧－イ) 

【担当部課】 埋蔵文化財センター 【事業責任者】 保存修復科学研究室長 高妻洋成 

【スタッフ】 

脇谷草一郎、田村朋美（以上、研究員） 

 

【年度実績概要】 

・ 東日本大震災（とりわけ大津波）により被災し、奈良文化財研究所で応急処置を施し保管している、陸前高田市立博 

物館所蔵骨角器の恒久的保存と活用のため、当該資料の抜本修復を行った。 

・ 被災した骨角器について、素材の種類及び部位を同定した。また、骨角  

器の器種名を付与し、骨角器資料一覧を作成した。 

・ 骨角器はアルコール等の滅菌剤を用いて滅菌を行った。津波により付着  

したヘドロおよび重油などは、エチルアルコール、酢酸エチル、アセト  

ンにより除去した。 

・ 骨角器に含まれる塩分を超純水により除去した。塩分の除去量を確認す 

るため、イオンクロマトグラフィによる塩化物イオン濃度の測定を行い、 

塩分の除去後、遺物を損傷しないよう乾燥処置を施した。 

・ 脆弱な遺物に対しては、アクリル樹脂（商品名：パラロイドＢ72）の 5％ 

アセトン溶液を用いて強化処置を施した。 

・ 破損した資料で接合可能なものは、アクリル樹脂により接合を行った。 

・ 個々の骨角器の保存修復の記録を作成した。 

 

 

 

 

【実績値】 

保存修理点数：272点 

保存修復記録：1件 

骨角器資料一覧：1件 

 

【受託経費】 

1,440千円 

 

 

 

津波で被災した貝輪 
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【受託】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 8019 

(様式 3)                 

業務実績書(受託事業) 

研№23-1 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

【事業名称】 史跡ガランドヤ古墳１号墳における熱・水分同時移動解析に関する研究((1)－⑧－ウ) 

【担当部課】 埋蔵文化財センター 【事業責任者】 保存修復科学研究室長 高妻洋成 

【スタッフ】 

降幡順子（都城発掘調査部主任研究員）、脇谷草一郎、田村朋美（以上、研究員） 

 

【年度実績概要】 

・ 日田市の史跡ガランドヤ１号墳では、奥壁を中心に、装飾が描かれた石材表 

層の剥離が進行している。剥離による石材の劣化は、石材表面における結露 

の発生と乾燥を繰り返す「乾湿風化」と、それに伴う析出物の発生が主要因 

と考えられる。したがって、石材の劣化を抑制し、装飾を保存するためには、 

結露の発生を抑制することが重要である。 

・ ガランドヤ１号墳は、1913年頃に封土を失って以降、石室が露出している。 

雨水の浸入防止のため、石材の目地は埋められ、1985年以降は石室が防水シ 

ートに覆われた状態にあった。 

・ 本研究では、石室保護施設の設置によって石室周辺土壌への雨水の供給を断 

ち、あわせて石室内室空気の換気回数を制御することで、結露の発生頻度を 

減少させられるのかを検討するため、仮設の保護施設を建設して 22年 11月 

から環境調査を実施している。 

・ 本年度は、石室が防水シートで覆われた状態と、現在の保護施設に覆われた状態の結露発生頻度について数値解析を 

行い、結露性状を比較検討した。また、石室内室空気の年変動について数値解析を行い、外気の温度及び湿度との比 

較から、石室の公開に適した時期を推定した。 

・ 防水シートに覆われた以前の状態では、結露の発生箇所を変えながら、年間を通して結露が発生していたと推定され 

る。一方、保護施設の設置後は、同時期における石室内室空気の絶対湿度が低下すること、大気に露出した石室石材 

の冬期における温度低下が抑制されることで、結露の発生頻度が大きく減少することが判明した。 

・ また、石室内室空気の数値解析結果と外気の温湿度の実測値を比較した結果、年に 2回、5月と 11月頃に、両者が概 

ね等しい値を示すことがわかった。したがって、石室の公開を実施する場合にはこの時期が望ましいと考えられ、遺 

跡の公開活用に有益な知見を提供することができた。 

 

仮設保護施設内で露出する石室 

【実績値】 

事業報告書：1件 

『史跡ガランドヤ古墳１号墳における熱・水分同時移動解析に関する研究』 

論文：1件 

奈文研紀要 2012「史跡ガランドヤ古墳における水の挙動に関する調査研究 3」 

 

【受託経費】 

   613千円 
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【受託】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 8020 

(様式 3)                 

業務実績書(受託事業) 

研№25-1 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

【事業名称】 ネットワーク型遺跡調査システムの開発（受託）((2)－②) 

【担当部課】 埋蔵文化財センター 【事業責任者】 主任研究員 金田明大 

【スタッフ】 

 

【年度実績概要】 

・ 独立行政法人科学技術振興機構（JST）の受託事業として、（株）ラング、岩手大学、宮古市教育委員会、（有）三井 

考測と共同で、東日本大震災復興関連の埋蔵文化財発掘調査における記録成果の質的な向上と効率化を目的とするネ 

ットワーク型遺跡調査システムの開発を実施し、技術及び行政的な観点から、開発担当である（株）ラングと岩手大 

学に助言を行った。 

・ 宮古市教育委員会が実施する発掘調査現場と本研究所の発掘調査現場などで、計測試験を実施した。 

・ これらの成果を受けて、次年度より本格化する復興調査の支援技術の選定と技術的な検討を重ね、三次元レーザース 

キャナーと写真計測を核とした現実的に導入が可能で、かつ効果が高い技術を、早期に発掘調査現場に投入すること 

を計画している。 

 

 
発掘調査区での計測成果例 

 

【実績値】 

計測試験地点：15地点 

研究発表：１件 

金田明大「現場ですべきこと、整理室でできること―迅速な発掘調査にむけた試行―」日本文化財科学会第 29

回大会、2012.6 

 

【受託経費】 

 184千円 
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【受託】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 8021 

(様式 3)                 

業務実績書(受託事業) 

研№25-2 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

【事業名称】 周防国庁における総合的探査（受託）((2)－②) 

【担当部課】 埋蔵文化財センター 【事業責任者】 主任研究員 金田明大 

【スタッフ】 

金田明大（主任研究員）、小澤毅（遺跡・調査技術研究室長）、西村康、西口和彦（以上、客員研究員） 

 

【年度実績概要】 

・ 周防国庁（山口県）の中心部にあたる二町域地区と船所地区の 2地区の計 5地点を対象として、地中レーダー探査を 

行った。 

・ 二町域地区は、昨年度の探査成果を受けて、史跡整備時の盛土を除去した状態で再び探査を実施した。成果について 

は現在解析中である。また、除去後の観察により、昨年度指摘された大きな段差は史跡整備以前の土地利用の状況を 

示していることが明らかとなった。 

・ 船所地区では広範囲の探査を実施し、港湾関連施設の可能性のある遺構の確認を目的とした。現在解析を進めている 

が、現地表に残存する岬状の突出部の周辺で護岸の可能性のある反射が明らかになるなど、今後確認が必要と考える 

地点を複数指摘できる見込みである。今後、より詳細な解析を進め、成果をまとめたい。 

 

 
船所地区の探査成果例（中央上が現存する岬状の張出部） 

 

 

【実績値】 

探査実施地点：5地点 

 

 

【受託経費】 

1,057千円 
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【受託】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 8022 

(様式 3)                 

業務実績書(受託事業) 

研№25-3 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

【事業名称】 地中レーダー探査（受託）((2)－②) 

【担当部課】 埋蔵文化財センター 【事業責任者】 主任研究員 金田明大 

【スタッフ】 

金田明大（主任研究員）、小澤毅（遺跡・調査技術研究室長）、西村康、西口和彦（以上、客員研究員） 

 

【年度実績概要】 

・ 北海道森町に所在する砂原陣屋において地中レーダー探査を行った。まず基準点測量ののち、残存する土塁の内側の 

ほぼ全面と土塁の外側の 4地点について探査を実施した。 

・ 土塁の内側では、井戸などの可能性のある反射が得られており、現在、その詳細を明らかにするための解析作業を進 

めている。 

・ 土塁の外側については、西北角及び南側で外濠の存在を確認することができ、絵図などに残されている陣屋に関する 

情報と併せた検討が可能となった。 

 

 
陣屋中心部の探査成果（中心部） 

【実績値】 

探査実施地点：15地点 

 

 

【受託経費】 

 1,420千円 
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【受託】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 8023 

(様式 3)                 

業務実績書(受託事業) 

研№25-4 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

【事業名称】 天良七堂遺跡の総合的探査（受託）((2)－②) 

【担当部課】 埋蔵文化財センター 【事業責任者】 主任研究員 金田明大 

【スタッフ】 

金田明大（主任研究員）、小澤毅（遺跡・調査技術研究室長）、西村康、西口和彦（以上、客員研究員） 

 

【年度実績概要】 

・ 6月と 12月の 2回にわたり、天良七堂遺跡（群馬県）の地中レーダー探査を行った。探査実施地点は、6月が 10地 

点、12月は 5地点である。 

・ 各地点で溝などの遺構の可能性がある反射が見られ、特に中心部では官衙北限の区画溝を確認することができた。 

・ 6月の探査成果については、12月に実施した発掘調査により、周辺の土壌に比べて軽石層（浅間山 B軽石）で反射が 

強く、黒ボク層では反射が弱くなることが判明した。遺構の堆積土と探査成果との関係を確認することが可能となり、 

今後、周辺における成果の解釈に寄与する知見を得た。 

 
探査成果例（区画溝と推定される反射が見える） 

 

【実績値】 

探査実施地点：15地点 

 

 

【受託経費】 

 1,278千円 
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【受託】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 8024 

(様式 3)                 

業務実績書(受託事業) 

研№25-5 

中期計画の項目 4 文化財に関する調査及び研究の推進 

【事業名称】 史跡備前国分寺における総合的探査（受託）((2)－②) 

【担当部課】 埋蔵文化財センター 【事業責任者】 遺跡・調査技術研究室長 小澤毅 

【スタッフ】 

金田明大（主任研究員）、西村康、西口和彦（以上、客員研究員） 

 

【年度実績概要】 

・ 備前国分寺は現在発掘調査と整備が進められているが、部分的な調査だけではなく、非破壊的手段を用いた全体の情 

報収集も必要であり、西回廊の詳細な状況の確認を目的とする地中レーダー探査を行った。 

・ 中心周波数は 400MHzのアンテナを用いた。 

・ 探査の結果、想定部分で礎石及び基壇と考えることが可能な反射を観察することができた。南門や中門の位置と規模 

といった問題を、地形図などとの比較や発掘調査による確認を踏まえつつ検討する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レーダー探査成果（西回廊南側：右下の反射は南門の礎石か）。 

 

 

【実績値】 

探査実施地点：4地点 

 

 

【受託経費】 

  375千円 

 

 

－ 599 －

Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



【受託】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 8025 

(様式 3)                 

業務実績書(受託事業) 

研№25-6 

中期計画の項目 4 文化財に関する調査及び研究の推進 

【事業名称】 三軒屋遺跡総合的探査（受託）（(2)－②）   

【担当部課】 埋蔵文化財センター 【事業責任者】 遺跡・調査技術研究室長 小澤毅 

【スタッフ】 

金田明大（主任研究員）、西村康・西口和彦（以上、客員研究員） 

 

【年度実績概要】 

・ 三軒屋遺跡の遺構分布と範囲確認を目的として、主に正倉地区の西側の探査を行った。 

・ 南北の近接地区で総柱建物が発掘調査によって確認されている地区では、未知の総柱建物を確認すると同時に、正倉 

院の区画溝を明確に探査することができた。 

・ もう一つの課題である道路の確認については、現在検討を進めている。 

 

 

 
レーダー探査成果の一例（総柱建物及び区画溝を確認）。 

 

 

【実績値】 

探査実施地点：4地点 

 

 

【受託経費】 

  764千円 
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【受託】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 8026 

(様式 3)                 

業務実績書(受託事業) 

研№27-1 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

【事業名称】 国史跡田熊石畑遺跡墓域整備に伴う環境調査業務委託（受託）((2)－④) 

【担当部課】 埋蔵文化財センター 【事業責任者】 保存修復科学研究室長 高妻洋成 

【スタッフ】 

 降幡順子（都城発掘調査部主任研究員）、脇谷草一郎、田村朋美（以上、研究員） 

【年度実績概要】 

・ 宗像市の田熊石畑遺跡では、弥生時代中期前半頃の 6基の墳墓全てから、計 

15点に及ぶ銅剣、銅矛及び銅戈の青銅製品が出土している。しかし、墓域に 

は発掘調査が行われていない墳墓も存在し、それらの墳墓にも青銅製品が埋 

蔵されている可能性が高い。 

・ 本研究では、田熊石畑遺跡の遺構土壌における熱水分移動解析を行い、埋蔵 

されている可能性のある青銅製品について現在の埋蔵環境を推定するととも 

に、それを改善する方法を検討する。 

・ 田熊石畑遺跡の墓域周辺は過去に削平を受けており、現在の地表面からわず 

か 0.5 mほどの深さに青銅製品が埋蔵されていたことが判明している。こう 

した浅層の埋蔵環境は、地表の気象条件の影響を受けて大きく変化するため、 

埋蔵文化財には非常に過酷なものと考えられる。また、すでに発掘された上 

記の青銅製品について劣化状態を調査した結果、著しく腐食が進行していることも明らかとなった。したがって、未 

発掘の墳墓に青銅製品が埋蔵されていた場合、それらは現在も過酷な環境下に曝されていると推定され、埋蔵環境が 

遺物へ与える影響を緩和する措置が求められる。 

・ 本研究では、田熊石畑遺跡で地表から遺物包含層までの各土層の不撹乱試料を採取し、これらについて不飽和水分移 

動特性に関する試験を実施した。そして、得られた物性値と地方気象台が提供する気象観測データに基づき、遺構土 

中における熱水分移動解析を行い、現在の埋蔵環境を推定した。また、地表の気象条件が埋蔵された遺物へ与える影 

響を軽減するための暫定的な処置として、地表面への盛土とその厚さについて検討した。 

 

 

遺構土壌の採取 

【実績値】 

事業報告書：1件 

 「国史跡田熊石畑遺跡墓域整備に伴う環境調査業務委託」 

 

 

【受託経費】 

  451千円 
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【受託】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 8027 

(様式 3)                 

業務実績書(受託事業) 

研№27-2 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

【事業名称】 平成 24年度小竹貝塚出土動物遺存体同定調査業務（受託）((2)－④) 

【担当部課】 埋蔵文化財センター 【事業責任者】 山崎健 

【スタッフ】 

山崎健（研究員）、丸山真史、菊地大樹（以上、客員研究員）   

【年度実績概要】 

・ 富山県の小竹貝塚（縄文時代前期）から出土した動物遺存体の種類や部位の同定を行った。 

・ 本年度は、Ｂ・Ｃ地区出土の合計 2,807点の資料を分析対象とした。 

・ 魚類では、クロダイ属、マダイ、チダイなどのタイ科、エイ・サメ類、サケ属が多く、その他にコイ、フナ属を含む

コイ科、アユ、コチ科、ボラ科、スズキ属、イシダイ科、サバ属、カツオ、ウシノシタ科、ヒラメ、フグ科を同定し

た。 

・ 哺乳類では、イノシシ、ニホンジカ、イヌ、イルカ類が多く、その他にタヌキ、ニホンノウサギ、鰭脚類を同定した。 

【実績値】 

分析点数：2,807点 

 

 

 

【受託経費】 

7,077千円 

 

 

 

 

小竹貝塚から出土したクロダイ属の骨
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【受託】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 8028 

(様式 3)                 

業務実績書(受託事業) 

研№33-1 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

【事業名称】 水浸した日本画の修復方法に関する調査研究（受託）(3)－④ 

【担当部課】 保存修復科学センター 【事業責任者】 保存修復科学センター長  岡田健 

【スタッフ】 

早川泰弘（保存修復科学センター分析科学研究室長）、森井順之（主任研究員）、朽津信明（修復材料研究室長）、早川典

子（主任研究員） 

 

【年度実績概要】 

 

・  水浸し、カビや金属部分に錆などが発生した軸二幅（両界曼荼羅）について、その修理方法についての調査研究を

行った。 

 

本年度は、作品の搬入、脱酸素封入を行なった後に、作品の損傷状態を調査した。水浸し後、乾燥までの期間が長

かったため、全体にカビの発生が見受けられたほか、軸などに塩による錆の発生が確認された。また、カビは白色の

胞子以外にも、黒色で作品に固着しているような状態も多く見受けられた。 

このような状況を踏まえ、総裏紙を剥離しての修理を検討した。 

しかし、水浸したにも関わらず、本紙の暴れや浮きが少ないことを考えると、水浸し以前の修理において伝統的な材

料以外の接着力の高い材料を使用されていると見られ、このような処置をなされたものの剥離方法についての検討が

今後の大きな課題となる。 

作品の状態を確認しつつ、適切な有機溶媒の使用や温度条件などの検討を行い、来年度の修理作業への情報整理を

行った。 

 

 
状態調査 

             

 

 

【実績値】 

  

 

 

 

【受託経費】 

300千円 
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【受託】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 8029 

(様式 3)                 

業務実績書(受託事業) 

研№34-1 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

【事業名称】 絵金屏風の保存修理に関する調査研究（受託）(3)－⑤ 

【担当部課】 保存修復科学センター 【事業責任者】 保存修復科学センター長  岡田健 

【スタッフ】 

早川泰弘（保存修復科学センター分析科学研究室長）、朽津信明（修復材料研究室長）、早川典子（主任研究員）、川野邊

渉（文化遺産国際協力センター長）、城野誠治（企画情報部専門職員） 

【年度実績概要】 

 

本研究は、燻蒸時の事故により顔料の変色など作品の劣化が生じた絵金屏風の保存修理に関する調査研究である。 

対象作品は、赤岡絵金屏風保存会所蔵の下記作品である。 

 

 高知県指定文化財（美術工芸品・絵画） 

 紙本著色 絵金図屏風 二曲一隻 ５点 

 

「勢州阿漕浦 平次住家」 

「蘆屋道満大内鑑 葛の葉子別れ」 

「鎌倉三代記 三浦別れ」 

「八百屋お七歌祭文 吉祥寺」 

「蝶花形名歌島台 小坂部館」 

 

本年度は、変色の再現実験を中心に行った。本紙と同様の竹紙を用い、その上に本紙で使用されたのど同様の顔料を

塗布後、本紙同様の燻蒸を行なうことで、劣化状況を追試した。 

この結果、緑色の顔料の変色が再現され、また、これらの変色顔料上の pHが著しく低いことも確認された。 

 

【実績値】 

  

 

 

 

【受託経費】 

200千円 
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【受託】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 8030 

(様式 3)                 

業務実績書(受託事業) 

研№34-2 

 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

【事業名称】 霧島神宮における彩色剥落止めの手法開発及び施工監理（受託）(3)－⑤ 

【担当部課】 保存修復科学センター 【事業責任者】 保存修復科学センター長 岡田 健 

【スタッフ】 

朽津信明（保存修復科学センター修復材料研究室長）、森井順之（主任研究員）、佐藤嘉則（研究員）、早川典子（主任研

究員）、楠 京子（文化遺産国際協力センターアソシエイトフェロー）、山田祐子（文化遺産国際協力センターアソシエ

イトフェロー） 

  

【年度実績概要】 

霧島神宮本殿彩色層剥落止め作業を行った。平成 24年度の作業箇所は龍柱、手挟み、天井板絵である。本年度は、梅

雨明けが遅れた影響もあり、施工箇所のカビ被害が見られた。そのため、天井絵については元の位置へ再設置するまで、

湿度のコントロールできる環境にて保管した。 

写真撮影、調査及び埃払いを行った後、HPC エタノール溶液、膠水溶液を用いて剥落止めを行った。また、必要個所に

は MC・膠混合液を用いて剥離止めを行った。修理後に写真撮影による記録を取り、作業を完了した。 

 

 

 

 

 

               
修理作業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【実績値】 

受託事業報告書 １件「霧島神宮における彩色剥落止めの手法開発及び施工監理」 

 

 

【受託経費】 

1,354千円 

 

－ 605 －

Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



【受託】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 8031 

(様式 3)                 

業務実績書(受託事業) 

研№35-1 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

【事業名称】 近代木製家具の修復技法及び材料に関する調査研究(受託)((3)－⑥) 

【担当部課】 保存修復科学センター 【事業責任者】 保存修復科学センター長  岡田健 

【スタッフ】 

中山俊介（近代文化遺産研究室長）、早川典子（主任研究員）、山下好彦（任期付研究員）、池田芳妃（研究補佐員）、渡

邉尚恵（研究補佐員） 

【年度実績概要】 

 

本研究は、博物館明治村所蔵の近代木製家具（ポーツマス条約締結時に使用したテーブル）の修復技法及び材料に関

する調査研究である。 

  

 対象作品は、くるみ材 テーブル  幅 1.2m × 長さ 4.3m × 高さ 0.78m 

 装飾の施された 6本脚。天板の周囲に回り縁が付き、天板にはラシャが貼られている。 

1905年(明治 38年)9月 5日にアメリカ東部ポーツマス近郊のポーツマス海軍造船所において小村寿太郎外務大臣とロ 

シア全権セルゲイ・Y・ウィッテの間で調印された日露講和条約(ポーツマス条約)締結時に使用された。現在は博物館明

治村の帝国ホテル中央玄関 2階に展示されている。 

 

研究内容 

当該テーブルの展示運送の際に天板周囲の回り縁の側面 6 ヵ所（短辺 2 ヵ所、長辺 4 ヵ所）に生じた傷の修復方法に

関して、所蔵者である博物館明治村の意向で、合成樹脂を使った現在普通に行われる家具の修復方法ではなく、伝統的

な手法及び材料を用いた修復をするために以下の検討を行った。 

 木質文化財の修復には、日本における伝統的な修復の場合は木苧漆が使われることが多い。しかし、本作品は漆を用

いた作品でないため、漆をもとにした手法を全面的に適用することは難しい。そこで、本研究では、文化財としての価

値を損なうことなく、オリジナル部分への影響を最小限に抑える充填材や塗装材料及びその適用方法について検討を行

い、修復を実施した。以下に使用材料等を記す。 

 充填は充填材の痩せを考慮して 3 回に分けて実施した。使用材料は抹香を水で練ったものに漆を加えたものを各回少

しずつ配合比率を変えて使用した。また、欠損部の周囲の色の状態に合わせ、最後の充填材の配合比率を変更した。色

調整にはシェラックと顔料を塗り合わせた物を使って行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

修復作業（損傷部の充填材の整形） 

【実績値】 

 

【受託経費】 

 395千円 
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【受託】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 8032 

(様式 3)                 

業務実績書(受託事業) 

研№36-1 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

【事業名称】 国宝高松塚古墳壁画恒久保存対策に関する調査等業務（受託）((4)－①) 

【担当部課】 保存修復科学センター 【事業責任者】 保存修復科学センター長  岡田健 

【スタッフ】 

佐野千絵（保存科学研究室長）、木川りか（生物科学研究室長）、吉田直人（主任研究員）、犬塚将英（主任研究員）、佐

藤嘉則（研究員）、中山俊介（近代文化遺産研究室長）、北野信彦（伝統技術研究室長）、早川典子（主任研究員）、森井

順之（主任研究員）、川野邊 渉（文化遺産国際協力センター長）、加藤雅人（主任研究員）、山田祐子（アソシエイトフ

ェロー）、楠京子（アソシエイトフェロー）、大河原紀子（客員研究員） 

  

【年度実績概要】 

 

・高松塚古墳壁画は微生物等の被害により、彩色が汚損されており、その処置が以前より検討課題になって来た。壁面 

上の汚れの除去については、今までは次亜塩素酸や紫外線照射による処置を行なって来たが、この手法は彩色のない 

無地の漆喰部分にのみ適用されるにとどまっており、顔料部分への安全な処置方法の開発が課題であった。本年度は、 

適切な酵素を選択することにより、汚れを分解し、彩色上の汚れを除去する方法について検討を行った。具体的には、 

効果が期待される酵素群に対し、顔料や剥落止め材料への影響の有無を確認した。その結果、顔料に対しての影響は 

確認されず、また、剥落止め材料については、影響を及ぼさない酵素を適切に選択することが可能になった。 

 

・高松塚壁画修理施設の作業室等において、定期的に害虫トラップを設置するとともに、浮遊菌調査を実施し、環境の 

清浄度を確認するモニタリングを継続している。また、これと並行して、修理作業室をはじめとした修理施設内各所 

における温湿度の測定も継続して行っている。作業室で再びチャタテムシが捕獲されたことから、地下ピット清掃を 2 

月に予定している。 

 

・25年 1月 19日～27日に行われた一般公開の際に、高松塚古墳壁画と仮説修理施設についての説明を行った。 

 

・福岡県うきは市の装飾古墳（珍敷塚古墳、原古墳、鳥船塚古墳、古畑古墳、日岡古墳、重定古墳、塚花塚古墳）と宮 

若市の装飾古墳（竹原古墳、損ヶ熊古墳）において、温湿度の測定を継続的に行っており、データに基づき、それら

の装飾古墳の保存環境やモニタリングの方法について検討を行った。 

【実績値】 

 

 

 

【受託経費】 

 

 41,361千円 
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【受託】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 8033 

(様式 3)                 

業務実績書(受託事業) 

研№36-2 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

【事業名称】 特別史跡キトラ古墳保存対策等調査（受託）（(4)－①） 

【担当部課】 
保存修復科学センター 

文化遺産国際協力センター 
【事業責任者】 保存修復科学センター長  岡田健 

【スタッフ】 

岡田健（保存修復科学センター長）、佐野千絵（保存科学研究室長）、木川りか（生物科学研究室長）、吉田直人（主任研

究員）、犬塚将英（主任研究員）、佐藤嘉則（研究員）、中山俊介（近代文化遺産研究室長）、北野信彦（伝統技術研究室

長）、早川典子（主任研究員）、森井順之（主任研究員）、川野邊 渉（文化遺産国際協力センター長）、加藤雅人（主任

研究員）、山田祐子（アソシエイトフェロー）、楠京子（アソシエイトフェロー）、大河原紀子（客員研究員） 

 

【年度実績概要】 

 

2010 年に壁画の取り外しが終了し、現在はその再構成のための調査研究を行っている。裏打ち材料の選定、強度に関

する評価などを行なった上で、実際の作業に適用を図っている。本年度は天井の再構成を中心に検討し、作業を進めた。 

 

・キトラ古墳石室、小前室の点検を継続している（奈良文化財研究所 降幡） 

また、キトラ古墳の石室内や小前室などの温湿度の計測、及び古墳周辺の気象観測を継続的に行っている（犬塚、森

井）。 

 

・キトラ石室内の微生物制御のために 2009年より実施されている間欠的紫外線照射によって、石室内の菌叢がどのよう

に変化するのかを調査する目的で、今年度もキトラ古墳石室内の微生物総合調査を実施した（2012年 9月）。培養法と、

ＤＮＡ解析による非培養法の両方によって現在解析を実施している（木川、佐藤）。 

 

・キトラ古墳覆屋の浮遊菌、付着菌調査を環境のモニタリングの一環として、今年度も実施している。 

 

・キトラ古墳小前室の擬土部分のビフォロンによる樹脂のメンテナンスを実施（25年 3月 13日） 

 

・キトラ古墳覆屋の除菌清掃を実施（25年 3月 22日） 

【実績値】 

 

 

 

【受託経費】 

 

37,299千円 
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【受託】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 8034 

 

(様式 3)                 

業務実績書(受託事業) 

研№37-1 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

【事業名称】 国宝高松塚古墳壁画恒久保存対策に関する研究等業務（受託）((4)－①) 

【担当部課】 都城発掘調査部（藤原） 【事業責任者】 都城発掘調査部副部長 杉山 洋 

 

【年度実績概要】 

 

・石室解体事業に係る発掘調査の成果、出土資料・記録類の整理作業、石室石材の修理と安全な拘束の実施、安置法の 

検討、壁画の保存修復（劣化原因）に関する分析調査を進めた。 

 

・発掘調査の成果の整理作業としては、昨年度までに実施した石室石材の細部三次元計測、同高精度三次元計測のデー 

タ整理を行い、画像処理したデータを図面として活用可能な状態に整えた。 

 

・一昨年度から継続している発掘調査中に実施した３Ｄ計測による石室解体事業のＣＧ動画作成については、昨年まで 

に不足していた石室解体作業工程の再現にかかるモデル作成を行い、最終的に古墳構築過程、石室解体作業工程の計 2 

本のアニメーション動画として仕上げることができた。 

 

・版築土の粒度分析調査は、前年度に実施した粒度分布調査をもとに、発掘時に実施した強度との対応関係に関する調 

査を行った。 

 

・壁画の保存修理にかかる調査・研究としては、携帯型蛍光 X線分析装置を用いた高松塚古墳壁画面の鉛分布及び顔料 

の調査を床石 4・天井石 1・4について実施し、高松塚古墳 

石材 16石の測定を終了した。 

 

・可視・近赤外分光光度計による高松塚古墳西壁 3（西壁女子 

群像）の顔料調査、漆喰表面へのカルサイト殻形成メカニズ 

ムに関する基礎研究を実施した。デジタルアーカイブスキャ 

ンニング（可視光、赤外）による画像記録を行った。 

 

・25年１月下旬の壁画修理施設の一般公開時に、解説員とし 

て研究員を派遣した。 

   

 

【実績値】 

論文等数：2件 学会・研究会発表等数：1件 

降幡順子他「特別史跡高松塚古墳版築の剥ぎ取り資料による粒度測定」『奈良文化財研究所紀要 2012』2012.6.29 

廣瀬 覚「構築技術からみた高松塚古墳の横口式石槨」『文化財論叢Ⅳ』奈良文化財研究所 2012.10.18 

  高妻洋成「テラヘルツ分光・イメージングによる文化財の調査」『光アライアンス』第 23号第 5巻 2012.5 

【受託経費】 

60,238千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

分光光度計による測定風景（西壁女子群像） 
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【受託】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 8035 

(様式 3)                 

業務実績書(受託事業) 

研№37-2 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

【事業名称】 特別史跡キトラ古墳保存・活用等調査業務（受託）((4)－①) 

【担当部課】 都城発掘調査部（藤原） 【事業責任者】 都城発掘調査部副部長 杉山 洋 

【スタッフ】 

杉山洋、玉田芳英、降幡順子、廣瀬覚、若杉智宏、木村理恵(以上、都城発掘調査部（飛鳥・藤原地区）)、井上直夫、

栗山雅夫(以上、企画調整部)、高妻洋成、脇谷草一郎、田村朋美、辻本与志一、赤田昌倫(以上、埋蔵文化財センター)、

岡田健、早川泰典、木川りか、朽津信明、北野信彦、吉田直人、犬塚将英、佐藤嘉則（以上、東文研）、水野敏典（奈良

県立橿原考古学研究所）、相原嘉之（明日香村教育委員会） 

【年度実績概要】 

・都城発掘調査部では、特別史跡キトラ古墳の史跡整備計画作成において必要となる墳丘復元に関する考古学的知見を 

改めて検討、提供した。 

 

・整備にむけた石室封鎖前の最終的な考古学的調査として、石室南端及び墓道部分の精査、写真撮影を行った。 

 

・石材表面の加工痕跡に関して、拓本による記録作業を行い、石室内外の形状を記録するために、３Ｄ計測機により高 

精細データを取得した。 

 

・壁画の保存修復に関する分析調査では、携帯型蛍光 X線分析装置を 

用いた壁画面の鉛分布及び顔料の調査を玄武像について、可視・ 

近赤外分光光度計による顔料調査を白虎・青龍・玄武像について、 

デジタルアーカイブスキャンニング（可視光、赤外）による画像記 

録を玄武像、十二支子・寅像について、テラヘルツ分光イメージン 

グ画像による漆喰の構造調査を玄武・十二支寅像について実施し 

た。発掘調査で出土した漆膜片に関する分析データを取得した。 

  

・石室封鎖前の石室石材の状態調査として亀裂・剥離部分の確認及び 

強度試験として針貫入試験を実施した。 

 

・2週間に 1回、研究員による古墳石室内等のカビ点検作業を実施し 

た。緊急時には現地において応急的な処置にあたり、文化庁に状況 

を報告した。 

 

【実績値】 

論文等数  1件 学会発表等 1件 

若杉智宏「キトラ古墳の墳丘形状」『文化財論叢Ⅳ』奈良文化財研究所 2012.10.18 

  高妻洋成「テラヘルツ分光・イメージングによる文化財の調査」『光アライアンス』第 23号第 5巻 2012.5   

記録作成数 遺構実測図 16枚、写真（デジタル）316枚 

 

【受託経費】 

20,029千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テラヘルツ分光イメージング画像測定風景 

（玄武像） 
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【受託】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 8036 

 

 (様式 3)                 

業務実績書(受託事業) 

研№38-1 

中期計画の項目 ４ 文化財に関する調査及び研究の推進 

【事業名称】 大和紀伊平野農業水利事業に係る埋蔵文化財発掘調査（受託）（(4)―③） 

【担当部課】 都城発掘調査部（藤原） 【事業責任者】 都城発掘調査部副部長 杉山 洋 

【スタッフ】 

石橋茂登（主任研究員）、若杉智宏、高橋知奈津、桑田訓也(以上、研究員)、井上直夫、栗山雅夫(以上、企画調整部) 

【年度実績概要】 

 

 調査地は藤原京右京七条一坊にあたる。工事区域の東端から西 10ｍ分を東区、工事区域東端から西約 25～35ｍの 10

ｍ分を西区として発掘調査を行った。発掘調査期間は 25年 1月 21日～1月 30日である。 

東区では南北溝 1 条等を検出した。南北溝は、飛鳥藤原 62 次調査・168-9 次調査の遺構検出面と標高がほぼ一致してい

るが、埋土からの出土遺物が少なく、年代を確定することが困難である。東区の位置には、藤原京西一坊坊間路西側溝

が通ると想定されており、今回検出した溝が西側溝にあたる可能性があるが、従来の調査成果から導き出した想定位置

とはややずれる点に問題を残す。 

西区では、南北溝 1条、柱穴 2基、土坑 3基等を検出した。南北溝は、飛鳥藤原 62次調査で確認している藤原京期の

南北溝ＳＤ6511 の延長部にあたる。柱穴 2 基に関しては、両者とも埋土から方形の板材が出土した。板材の特徴からみ

て、これらの柱穴は同時期のものと考えられる。2 基のうち西側の柱穴は、飛鳥藤原 62 次調査で確認した藤原京期の南

北塀ＳＡ6479の延長ラインと位置が重なり、今回検出した柱穴 2基は藤原京期の遺構である可能性がある。 

本事業は、水路付け替え工事に伴う発掘調査で、狭隘な調査範囲ではあったが、上記のように埋蔵文化財に関する情

報を最大限に引き出し、必要となる記録類の作成を迅速に進めることができた。なお、調査終了後も調査地外の水路改

修工事区域の立会を実施し、遺構状況の記録等を作成した。立会調査の期間は、25年 2月 14日～3月 6日である。 

                     
                           東区全景(東から)           西区全景(東から) 

 

【実績値】 

出土遺物 ：木器・木製品 2点、土器・土製品コンテナ 1箱 

記録作成数：遺構実測図 5枚、写真（4×5）8枚、デジタル写真 46枚 

 

【受託経費】 

 313千円 
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【受託】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 8037 

(様式 3)                 

業務実績書(受託事業) 

研№39-1 

中期計画の項目 5 文化財の保存・修復に関する国際協力の推進 

【事業名称】 文化遺産国際協力コンソーシアム事業（受託）((1)－①) 

【担当部課】 文化遺産国際協力センター 【事業責任者】 文化遺産国際協力センター長 川野邊渉 

【スタッフ】 

原本知実（文化遺産国際協力センターアソシエイトフェロー）、原田怜（アソシエイトフェロー）、中山仁美（研究補佐

員）、草薙綾（研究補佐員）、降旗翔（研究補佐員）、後藤多聞（客員研究員） 

 

【年度実績概要】 

文化遺産国際協力に係わる諸課題について議論するための分科会を 12回、ワーキンググループ会合を 1回開催すると

共に、会員間の情報共有を促進するための場として研究会を 2回開催した。コンソーシアム活動を広報するために、24  

年 12月には、一般市民向けの公開シンポジウムを行ったほか、コンソーシアムパンフレット及び国際協力事業を紹介す

る冊子の作成、公式ウェブサイトのデータ追加を行った。さらに、ミャンマー、バーレーン、ミクロネシア等への協力

支援を行ったほか、協力相手国調査としてフィリピン、スリランカでの調査を実施した。 

 

コンソーシアムの企画・運営 

・運営委員会を 2回開催して、活動方針等を協議したほか、25年 3月には研究会と併せて総会を開催した。 

・企画分科会、東南アジア分科会、西アジア分科会、東アジア・中央アジア分科会、欧州分科会、アフリカ分科会、

中南米文化会を計回開催した。  

・ミャンマーワーキンググループ会合を１回開催した。 

・広報活動のため、事業紹介冊子の作成や、一般向けウェブサイトのデータ追加を行った。 

情報共有と情報発信 

・シンポジウム「さまよえる文化遺産−文化財不法輸出入等禁止条約 10年」を開催し

た。 

・研究会「文化遺産保存の国際動向」、「ブルーシールドと文化財緊急活動—国内委

員会の役割と必要性−」を開催した。  

・報告書を 3件作成した。（下記【実績値】の成果物ドキュメント名の①～⑤を参照） 

文化遺産国際協力に関することがら 

・ミクロネシアのナン・マドール遺跡保護プロジェクトに対し、日本による国際協力

事業の支援調整を行った。 

・協力相手国調査としてフィリピンとスリランカとミャンマーにおいて調査を行っ

た。 

・バーレーンとミャンマーに対して文化遺産保護状況に関する事業の支援を行った。 

・世界遺産条約採択 40 周年記念最終会合ユースプログラムに参加し、文化遺産保護

活動についての情報収集を行った。 

・第３６回世界遺産委員会に出席し情報収集を行った。                  

               

  

【実績値】 

運営委員会の開催：2回、総会の開催：1回、シンポジウムの開催：1回、分科会の開催：（企画分科会 4回、東南アジア

分科会 2回、東・中央アジア分科会 2回、西アジア分科会 1回、西アジア・欧州合同分科会 1回、アフリカ分科会 1回、

中南米分科会 1回）合計 12回、 ワーキンググループ会合の開催：1回、研究会の開催 2回、諸国国際協力体制調査： 

フィリピンの文化遺産国際協力調査、スリランカの文化遺産国際協力調査、ミャンマーの文化遺産保護国際協力支援、

バーレーンの文化遺産保護国際協力支援、ミクロネシアの文化遺産保護国際協力支援、文化遺産保護関係国際機関情報

収集：世界遺産条約採択 40周年記念最終会合ユースプログラム参加、第 36回世界遺産委員会参加  

 

（成果物ドキュメント名）①報告書『平成 23年度協力相手国調査 バーレーン王国調査報告書 日本語』（2013年 3月

500 部）②報告書『平成 23年度協力相手国調査 バーレーン王国調査調査報告書 英語』（2013年 3月 500部）③報告

書『平成 23 年度協力相手国調査 ミャンマー調査報告書 日本語』（2013 年 3 月 500 部）④報告書『平成 23 年度協力

相手国調査 ミャンマー調査報告書 英語』（2013年 3月 500部）⑤「文化遺産国際協力コンソーシアムパンフレット」

（2012年 8月 1500部）⑥「文化遺産国際協力コンソーシアムパンフレット英語」（2012年 8月 1500部）⑦「文化遺産

国際協力事業紹介 2012 年度」（2013 年 2 月 2500 部）⑧「文化遺産国際協力事業紹介 2012 年度 英語」（2013 年 2 月

2500 部） 

 

【受託経費】 

38,814千円 

 

第 11回研究会『ブルーシー

ルドと文化財緊急活動—国

内委員会の役割と必要性−』

(平成 24年 9月 7日撮影) 
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【受託】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 8038 

(様式 3)                 

業務実績書(受託事業) 

研№39-2 

中期計画の項目 ５ 文化財保護に関する国際協力の推進 

【事業名称】 第 36回世界遺産委員会審議調査研究事業（受託）((1)－①) 

【担当部課】 文化遺産国際協力センター 【事業責任者】 文化遺産国際協力センター長 川野邊渉 

【スタッフ】 

二神葉子（企画情報部情報システム研究室長），境野飛鳥（文化遺産国際協力センターアソシエイトフェロー），原本知実

（アソシエイトフェロー） 

【年度実績概要】 

当該事業では文化庁からの委託により、24 年 6 月 24 日～7 月 6 日にロシア・サンクトペテルブルクで開催された第 36

回世界遺産委員会に関連して下記の項目を実施した。 

 

(1)イコモスによる推薦物件に関する勧告内容の分析（24年 5月上旬～6月上旬） 

・議題 8（世界遺産一覧表の改訂）の会議文書について、推薦資産の和訳を作成、世界遺産委員会の文化遺産の諮問機

関であるイコモスからの勧告内容（記載、情報照会、記載延期、不記載）を一覧表とした。 

・イコモスによる評価書及び決議案の要約を作成、締約国が作成した推薦書も参照し、評価のポイントや妥当性、着

目すべき点についてコメントを作成し、提出した。 

 

(2)世界遺産委員会対処方針作成支援（24年 5月下旬～6月中旬） 

・議題 7（保全状況の報告）について、イコモスによる評価書、決議案の要約を作成、イコモスの現地調査報告書や現

地の専門家の意見も参考に、評価のポイントや妥当性、着目すべき点についてコメントを作成し、提出した。 

・議題 11（パレスチナの資産に関する審議）について会議文書を要約、言及のあった遺跡の概要及び現状について文

献調査を行い、提出した。 

 

(3)世界遺産委員会での情報収集と議事概要の作成 

（24年 6月下旬～7月上旬） 

・第 36 回世界遺産委員会に参加し、本会議の全ての議題

及びビューローミーティング、作業指針に関する作業部

会で、発言者（国・組織）ごとに発言内容のメモを作成

した。 

・以上のメモを議事概要としてまとめ、会期終了 1週間後

に提出した。 

 

(4)審議における議論の内容及び決議の分析と提言、報告書 

作成（24年 7月中旬～8月末） 

・（3）で作成した議事概要に基づき、議題 7、8及び 13（作

業指針の改訂）についてまとめ、決議の要約を作成した。 

・以上、及び上記（1）～（3）までで作成した内容を報告

書としてまとめた。報告書の末尾に、審議の傾向、及び

今後必要と思われる作業について簡略に記した。 

 

【実績値】 

作成報告書数 1件 

『平成 24年度文化庁委託 第 36回世界遺産委員会審議調査研究事業』 

 

 

【受託経費】 

2,646千円 

 

 

「知床」の保全状況に関する世界遺産委員会での 

審議の様子（タブリーダ宮殿） 
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Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



【受託】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 8039 

(様式 3)                 

業務実績書(受託事業) 

研№41-1 

中期計画の項目 ５ 文化財保護に関する国際協力の推進 

【事業名称】 文化遺産国際協力拠点交流事業（ブータン）（受託）((2)－①－イ・エ) 

【担当部課】 文化遺産国際協力センター 【事業責任者】 文化遺産国際協力センター長 川野邊渉 

【スタッフ】 

友田正彦（文化遺産国際協力センター保存計画研究室長）、境野飛鳥（アソシエイトフェロー）、佐藤桂（アソシエイト

フェロー） 

 

【年度実績概要】 

ブータン王国の伝統的建造物保存に関する拠点交流事業 

・ブータン王国内務文化省文化局を相手国拠点とし、石造または版築造と木造との複合構造である同国の民家及び寺院

等の伝統的建造物を対象として、それらの文化遺産としての歴史的価値付けと耐震性評価に向けた建築学的、構造学

的調査、及び材料実験等を共同で実施することにより、効果的な技術移転と人材育成の促進を図ることを目的とした。 

・平成 24年度は、以下の日程により 2度の専門家派遣を行った。 

24年 5月 27日～6月 8日：建築工法及び構造調査（建築及び構造専門分野 6名を派遣） 

24年 11月 21日～12月 2日：建築工法及び構造調査＋ワークショップ（建築及び構造専門分野 6名を派遣） 

・具体的には、首都ティンプー及びその近郊において、版築等の伝統的建設技法に関する実地調査や簡易的な実測、職

人への聞き取りを行ったほか、廃墟となった版築造構造体を用いた引き倒し試験や民家及び寺院での常時微動計測、

土壁供試体の圧縮強度試験等をブータン側と共同で実施し、建築的構造的評価及び解析のための基礎的なデータ収集

を行うとともに、調査や実験の方法及び手順について、現地スタッフへの技術移転に努めた。また、第 2 回派遣時に

開催したワークショップでは、我が国がこれまでに実施してきた同国の歴史的建造物に関する国際協力事業、並びに

調査研究の成果を共有するとともに、日本における民家および伝統的建造物群等の保護に関する学術的行政的取組等

について紹介し、ブータンにおいて今後目指すべき伝統的建造物とその技

法に関する適切な保存継承と地震時の安全性向上という 2 つの課題の両

立に向けて、様々な意見交換を行った。 

  

 

【実績値】 

（1）専門家派遣 2回、現地ワークショップ 1回 

 

 

【受託経費】 

（1）7,975千円 

 

 

 

 

土色帳を用いた版築壁体の観察記録

作業 
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【受託】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 8040 

(様式 3)                 

業務実績書(受託事業) 

研№41-2 

中期計画の項目 ５ 文化財保護に関する国際協力の推進 

【事業名称】 「タンロン・ハノイ文化遺産群の保存」ユネスコ日本信託基金事業（受託）((2)－①－イ・エ) 

【担当部課】 文化遺産国際協力センター 【事業責任者】 文化遺産国際協力センター長 川野邊渉 

【スタッフ】 

友田正彦（文化遺産国際協力センター保存計画研究室長）、佐藤桂（アソシエイトフェロー）、石崎武志（副所長）、杉山

洋（奈良文化財研究所都城発掘調査部（飛鳥藤原地区）副部長）、高妻洋成（奈良文化財研究所保存修復科学研究室長）、

脇谷草一郎（奈良文化財研究所保存修復科学研究室研究員）、石村智（奈良文化財研究所国際遺跡研究室研究員）、田代

亜紀子（奈良文化財研究所国際遺跡研究室アソシエイトフェロー） 

 

【年度実績概要】 

ハノイの都心に立地するタンロン皇城遺跡は、11 世紀初頭の大越国建国以来、歴代の王朝が拠点とした宮城の中枢域

に関する遺跡である。指定対象としての遺跡は、2002 年に国会議事堂建設予定地で発見された李・陳朝期の考古学的遺

構と黎朝期以降の地上遺構を含む皇城中枢部の遺跡とで構成されている。その後、日越両政府の合意に基づき両国専門

家による協力体制によって調査研究等が行われてきた。 

本事業は、歴史・考古・建築・保存科学・社会学及び管理計画策定等の各分野専門家を現地に派遣し、ベトナム側専

門家やハノイ・タンロン遺産保存センター、ハノイ国家大学ベトナム学社会発展科学院、社会科学院考古研究所、同都

城研究センター等の現地関係機関との協力の下、同遺跡の歴史的文化的価値をさらに明らかにするとともに、今後のよ

り良い保存に向けた技術的検討と保存管理体制強化を含む総合的支援を行うことを目的としている。 

事業の第 3年度である本年度は、以下の現地ミッションを派遣し、現地調査及び技術研修等を実施した。 

24年 7月 25日～27日：保存管理計画班 1名 

24年 8月 5日～10日：保存修復班 4名、保存管理計画班 1名 

24年 8月 18日～23日：歴史班 3名、考古班 1名、建築班 1名、保存管理計画班 1名（歴史学ワークショップ） 

24年 9月 9日～13日：考古班 5名及び保存管理計画班 1名（第 1回考古遺物ワークショップ） 

24年 12月 26日～29日：保存管理計画及び GIS班 2名 

25年 1月 22日～27日：考古班 5名及び保存管理計画班 1名（第 2回考古遺物ワークショップ） 

また、24 年 9 月 10 日から 28 日までハノイ林業大学より研究者 1 名を招聘し、奈良文化財研究所ほかにて出土木材保

存に関する共同実験を実施した。 

 なお、本事業は当初 24年 12月末までの予定であったが、効果的実施のために事業期間を 1年間延長し、25年 12月末

までとする契約変更を行った。 

 

 

 

【実績値】 

専門家派遣 7回 

専門家招聘 1回 

現地ワークショップ 5回 

 

【受託経費】 

（102,905米ドル） 
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Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



【受託】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 8041 

(様式 3)                 

業務実績書(受託事業) 

研№41-3 

中期計画の項目 ５ 文化財保護に関する国際協力の推進 

【事業名称】 文化遺産保護国際貢献事業（専門家交流）（ミャンマー）（受託）((2)－①－イ・エ) 

【担当部課】 文化遺産国際協力センター 【事業責任者】 文化遺産国際協力センター長 川野邊渉 

【スタッフ】 

亀井伸雄（所長）、友田正彦（文化遺産国際協力センター保存計画研究室長）、邊牟木尚美（特別研究員）、佐藤桂（アソ

シエイトフェロー）、原田怜（アソシエイトフェロー）、楠京子（アソシエイトフェロー）、山下好彦（保存修復科学セン

ター任期付研究員）、城野誠治（企画情報部画像情報室専門職員）、難波洋三（奈良文化財研究所企画調整部部長）、森本

晋（奈良文化財研究所国際遺跡研究室長）、高妻洋成（奈良文化財研究所保存修復科学研究室長）、降幡順子（奈良文化

財研究所保存修復科学研究室主任研究員）、石村智（奈良文化財研究所国際遺跡研究室研究員）、青木啓（奈良文化財研

究所考古第二研究室研究員）、庄田慎矢（奈良文化財研究所考古第一研究室研究員）、田代亜紀子（奈良文化財研究所国

際遺跡研究室アソシエイトフェロー） 

 

【年度実績概要】 

（ミャンマーの文化遺産保護に関する技術的調査） 

本事業は、昨年の民政移管を経て本格的な文化遺産国際協力がようやく可能となったミャンマー国の現状を踏まえ、

次年度以降のわが国からの支援策の方向性を明確化するため、同国における文化遺産、特に歴史的建造物、考古遺跡、

壁画を含む美術工芸の 3 分野を対象として、技術的提案と検討を行うことを目的とした。具体的には、以下のような活

動を実施した。 

・24年 12月 10日から 14日まで、ミャンマー国文化省の職員 5名を日本に招聘し、同国における文化遺産保護の現状に 

ついて情報収集するとともに、我が国の文化遺産保護関係の現場見学等も行いつつ意見交換した。この間、24年 12月 

11日には当研究所において「ミャンマーにおける文化遺産保護の現状と課題」と題する研究会を開催し、招聘者には 

各専門分野に関する発表をいただいた。 

・25年 1月 26日から 2月 3日まで、建築、美術工芸、考古の 3班からなる 17名の専門家チームをミャンマーに派遣し、 

文化遺産保護に関する基本的情報をさらに収集するとともに、各種文化遺産のおかれた現状を実地で把握し、今後の 

保護に向けた課題や支援可能分野の明確化に向けた調査を行った。主な訪問地は、ヤンゴン、ネピドー、バガン、サ 

レー、マンダレー、インワ、ザガイン、ベイタノー、タイエキッタヤー等である。 

・25年 2月 17日から 23日まで、ミャンマー文化省考古・国立博物館図書館局の考古学専門家 3名を日本に招聘し、両 

国における考古遺跡の保存に関する意見交換と現場視察等を、奈良文化財研究所を中心に行った。 

 

 

【実績値】 

現地派遣 1回、招聘 2回、研究会開催 1回、報告書 1冊「ミャンマー文化遺産保護に関する技術的調査報告書」 

 

 

【受託経費】 

10,599千円 
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【受託】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 8042 

(様式 3)                 

業務実績書(受託事業) 

研№42-1 

中期計画の項目 ５ 文化財保護に関する国際協力の推進 

【事業名称】 海のシルクロードに関する観光研究（受託）((2)－①－イ・エ) 

【担当部課】 企画調整部 【事業責任者】 国際遺跡研究室長 森本晋 

【スタッフ】 

石村智、田代亜紀子、佐藤由似(以上、国際遺跡研究室研究員)、田村朋美（保存修復科学研究室研究員）、池ノ上真一（北

海道大学観光高等研究センター） 

【年度実績概要】 

 本研究は、世界観光機構(UNWTO)の支援活動を行う財団法人アジア太平洋観光交流センター(APTEC)の要請を受け、

「海のシルクロード」を活用した観光促進を目指し、観光研究の視点から海のシルクロードに関する調査研究を行うも

のである。2年目である本年は、以下の 3つの項目に沿って研究を行った。 

 

・海のシルクロードと日本 

 中国大陸から日本列島に至るルートは海路しかなく、日本列島内においても、九州（博多・大宰府）に荷揚げされ

た文物の大半は、瀬戸内海の海路を経由して大阪湾（難波津）まで運ばれ、そこから陸路平城京へと運ばれたと考えら

れる。本年度は、日本列島内における「海のシルクロード」の主要ルートであった瀬戸内海に重点を置き、「海のシル

クロード」を活用した瀬戸内海の観光促進の可能性について調査した。 

 

・交易品を通してみる海のシルクロード 

 「海のシルクロード」によって運搬されたものは、陶磁器、香辛料、銀など、時代や地域により様々に変化する。

本年度は、中でも古代から近世にかけてのガラス及び陶磁器の交易ルートに注目し、南アジアと東南アジアの間の交易

を考察する上で重要なインド東海岸における調査を行った。西はアフリカ大陸東岸部からインド南部を経て、東南アジ

ア各地に至るまでの地域には、いくつかの特徴を共有したインド－パシフィックビーズと呼ばれるガラス製の小玉が大

量に流通したことが知られている。調査では、このインド－パシフィックビーズの生産が行われていたとされるアリカ

メドゥ遺跡を中心に、カーンチープラム、マハーバリプラムなどの遺構から出土した考古遺物に注目し、これら考古資

料を活用した文化観光の可能性を提案した。 

 

・海のシルクロード観光のあり方と可能性 

 主に瀬戸内海における調査成果を通し、観光を機軸とし、まずは日本国内の地域がどのように「海のシルクロード」

を地域づくりにおいてとり入れ、活用できるか検証し、将来的な海のシルクロード観光のあり方と可能性を考察した。 

 

【実績値】 

海のシルクロードと日本に関する国内調査（尾道・倉橋島・宮島・祝島・周防大島） 

海のシルクロードと交易品調査（インド） 

  報告書「海のシルクロードに関する基礎的研究（2）―観光学の視点から」2013.3 

 

【受託経費】 

1,026千円 
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【受託】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 8043 

(様式 3)                 

業務実績書(受託事業) 

研№42-2 

中期計画の項目 ５ 文化財保護に関する国際協力の推進 

【事業名称】 
平成 24年度文化遺産保護国際貢献事業（専門家交流） ミャンマーの文化遺産保護に関する技術的

調査（受託）((2)－①－イ・エ) 

【担当部課】 企画調整部 【事業責任者】 企画調整部長 難波洋三 

【スタッフ】 

森本晋（国際遺跡研究室長）、石村智、田代亜紀子(以上、国際遺跡研究室研究員)、降幡順子（都城発掘調査部主任研究

員）、青木敬（考古第二研究室研究員）、庄田慎矢（考古第一研究室研究員）、高妻洋成（保存修復科学研究室長） 

【年度実績概要】 

・ 25年 1月 26日～2月 3日に、研究員 7名をミャンマーに派遣し、文化省副大臣・歴史局局長、ヤンゴン国立博物館

館長ほかに面会、ミャンマーの文化遺産保護・調査研究の現状について聞き取りを行った。またヤンゴン国立博物

館及び建設中のネピドー新国立博物館を訪問し、収蔵品の保存状況及び展示方法について視察し、担当者と意見交

換を行った。さらに、パガン遺跡群、ベイタノー都城遺跡、シェリクシェトラ都城遺跡など地域の遺跡を見学し、

現地の専門家と交流した。以上の現地調査を通じて、今後当該国に提供可能な国際協力のあり方を検討し、その結

果を報告書に総括した。 

 

・ 25年 2月 17日～24日に、ミャンマー国文化省考古・国立博物館・図書館局の考古学専門家 3名を招聘し、平城宮

跡、藤原宮跡を始めとする日本の文化遺産見学を行うとともに、奈良文化財研究所での調査研究の状況の視察を行

った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      パゴダが立ち並ぶパガン遺跡群の様子 

 

                              
奈良文化財研究所の土器整理室において 

土器の復元方法を視察するミャンマー人専門家 

 

 

【実績値】 

『ミャンマーの文化遺産保護に関する専門家交流成果報告書』2013.3 

 

 

【受託経費】 

3,458千円 
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【受託】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 8044 

(様式 3)                 

業務実績書(受託事業) 

研№42-3 

中期計画の項目 ５ 文化財保護に関する国際協力の推進 

【事業名称】 
文化遺産国際協力拠点交流事業 カンボジア・ウドン遺跡及びロンヴェック遺跡等の保存に関する

拠点交流事業（受託）((2)－①－イ・エ) 

【担当部課】 企画調整部 【事業責任者】 国際遺跡研究室長 森本晋 

【スタッフ】 

石村智、田代亜紀子、佐藤由似(以上、国際遺跡研究室研究員)、杉山洋（都城発掘調査部副部長）、田村朋美（保存修復

科学研究室研究員） 

 

【年度実績概要】 

 本事業は、カンボジア文化芸術省と協力し、ポスト・アンコール時代の王都であったウドン遺跡及びロンヴェック遺

跡、その近郊で発見されたクラン・コー遺跡を対象として、発掘調査研究に関する技術移転を行うことを目的とするも

のである。 

 

・クラン・コー遺跡及びロンヴェック遺跡における考古研修の実施 

  平成 22年及び平成 23年度事業において実施した考古研修をまとめるものとして、GPRによる地中探査の成果を基に、 

埋葬遺跡の範囲確認と遺跡の価値を評価する考古学的情報の収集を行い、カンボジア人若手研究者に対する研修を実 

施した。 

 

・ロンヴェック遺跡を事例とした遺跡地図作成技術の移転 

  ロンヴェック遺跡に対し、考古研修と連動して、緊急的課題とされる遺跡インベントリー作成のため、遺跡全体の 

踏査を行った。また、遺跡・遺構の分析を記録し、収集したデータを反映した遺跡地図を作成した。遺跡地図作成工 

程にカンボジア文化芸術省職員 2名が参加することで技術移転を行い、成果品はカンボジア文化芸術省へ提供した。 

また、カンボジア人専門家を招聘し、日本において遺跡地図作成最終工程の研修を行った。 

 

・遺物保存処理実習の実施 

  クラン・コー遺跡及びロンヴェック遺跡において出土した様々な遺物を対象として、カンボジア人若手研究者を対 

象に、陶磁器、土器、金属製品、ガラス製品など、出土遺物別の分 

析及び保存処理に関する実習を行った。 

 

・クラン・コー遺跡の調査成果の報告 

  本事業により初めて発見されたクラン・コー遺跡について、国内 

外にその成果を広く発表するため、アイルランドにおいて開催され 

たヨーロッパ東南アジア考古学会国際会議第 14回大会において、カ 

ンボジア人専門家と共に報告を行った。 

 

・ウドン遺跡及びロンヴェック遺跡周辺に対する保存管理計画検討会 

の開催 

  研修によって作成した遺跡地図と収集データを用いて、今後の課 

題とされているウドン遺跡及びロンヴェック遺跡周辺に対する保存 

管理計画検討会をプノンペンで開催した。 

                                   クラン・コー遺跡における考古研修 

【実績値】 

クラン・コー遺跡及びロンヴェック遺跡における考古研修（24年 8月、11月）：研修生 12名 

ロンヴェックにおける地図作成研修（24年 8月、於:カンボジア。25年 2月、於:奈良文化財研究所）：研修生 2名 

遺物保存処理実習（25年 1月 28日、於：プノンペン）：参加者約 200名 

ヨーロッパ東南アジア考古学会国際会議第 14回大会における報告（24年 9月 19日～21日） 

ロンヴェック及びウドン周辺に対する保存管理計画に関する検討会(25年 1月 28日、於：プノンペン。）：参加者約 200

名 

ロンヴェック遺跡地図 

冊子（英語・クメール語）“The Discovery of the Krang Kor Site-Exploring into Post-Angkor Period”2013.3 

【受託経費】 

4,500千円 
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カザフスタンでの地下探査実習の様子 

【受託】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 8045 

(様式 3)                 

業務実績書(受託事業) 

研№43-1 

中期計画の項目 ５．文化財の保存・修復に関する国際協力の推進 

【事業名称】 
ユネスコ・日本文化遺産保存信託基金 

シルクロード世界遺産登録に向けた支援事業（受託）((2)－①－ウ・エ) 

【担当部課】 文化遺産国際協力センター 【事業責任者】 地域環境研究室長 山内和也 

【スタッフ】 

安倍雅史（文化遺産国際協力センターアソシエイトフェロー）、久米正吾（アソシエイトフェロー）、森本晋（奈良文化

財研究所国際遺跡研究室長）、金田明大（奈良文化財研究所埋蔵文化財センター主任研究員）、木口裕史（株式会社パス

コ） 

【年度実績概要】 

現在、中央アジア 5カ国と中国が、シルクロード関連遺跡の世界遺産一括

登録を目指し、国境の枠を超え、様々な活動を行っている。この活動を支援

するため、文化遺産国際協力センターは、昨年度より、ユネスコ・日本文化

遺産保存信託基金「シルクロード世界遺産登録に向けた支援事業」に参加し、

中央アジア各国で様々な事業を行っている。今年度は、カザフスタン共和国、

キルギス共和国及びタジキスタン共和国において、考古遺跡のドキュメンテ

ーションにかかる技術移転と人材育成を目的としたワークショップを開催

した。 

 

・考古遺跡の地下探査に関するワークショップ（カザフスタン共和国） 

 カザフスタン共和国では、24 年 9 月 19 日～9 月 24 日まで、考古遺跡の地下探査に関する 2 回目のワークショップ

を、奈良文化財研究所及びカザフスタン考古学専門調査研究機関と共同で実施した。ワークショップには、カザフス

タン人専門家 5名の他、キルギス人専門家 2名及びウズベキスタン専門家 1名の計 8名が参加した。昨年に引き続き 2

回目のワークショップのため、今回は現場実習に重点を置き、アルマトイ近郊のボロルダイ古墳群（紀元前 8 世紀～

紀元前 3世紀）を調査対象に、レーダー探査（GPR）を実施した。 

 

・遺跡の測量に関するワークショップ（キルギス共和国） 

キルギス共和国では、24年 9月 19日から 25日まで、遺跡の測量に関する 2回目のワークショップを開催した。株

式会社パスコの木口氏を講師とし、キルギス共和国国立科学アカデミー歴史文化遺産研究所と共同で実施したこのワ

ークショップには、キルギスの若手研究者 8 名が参加した。昨年に引き続き 2 回目のワークショップのため、今回は

現場実習に重点を置き、中世の都城址アク・ベシム遺跡を対象にトータルステーションを用いた測量実習を行なった。 

 

・遺跡の測量に関するワークショップ（タジキスタン共和国） 

タジキスタン共和国では、24年 11月 2日から 7日まで、遺跡の測量に関する 1回目のワークショップを開催した。

株式会社パスコ木口氏を講師とし、タジキスタン文化省及びフルブック博物館と共同で実施したこのワークショップ

には、タジキスタンの若手研究者 10名が参加した。測量の原理や方法論に関する座学の後、中世の都城址フルブック

遺跡を対象にトータルステーションを用いた測量実習を行った。 

【実績値】 

報告書 1件： 

 UNESCO/Japan Funds-in-Trust Project“Support for Documentaion Standards and Procedure of Serial and 

Transnational Nomination of Silk Roads in Central Asia”NRICP Tokyo Activtities in Kazakhstan, Kyrgyz and   

Tajisitan 2012. 

ワークショップ参加人数：計 27名；カザフスタン：9名、キルギス：8名、タジキスタン：10名 

   

【受託経費】 

3,695千円 
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【受託】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 8046 

(様式 3)

業務実績書(受託事業) 

研№43-2 

中期計画の項目 ５．文化財の保存・修復に関する国際協力の推進 

【事業名称】 
ユネスコ・日本文化遺産保存信託基金 

バーミヤーン遺跡保存事業（受託）((2)－①－ウ・エ) 

【担当部課】 文化遺産国際協力センター 【事業責任者】 地域環境研究室長 山内和也 

【スタッフ】 

安倍雅史（文化遺産国際協力センターアソシエイトフェロー）、久米正吾（アソシエイトフェロー）、鈴木環（特別研究

員）、谷口陽子（客員研究員）、前田耕作（客員研究員）、ファビオ・コロンボ（保存修復専門家）、岡崎甚幸（武庫川女

子大学教授）、森本晋（奈良文化財研究所国際遺跡研究室長）、石村智（奈良文化財研究所国際遺跡研究室研究員）、脇谷

草一郎（奈良文化財研究所）、田村朋美（奈良文化財研究所保存修復科学研究室研究員）、田代亜紀子（奈良文化財研究

所国際遺跡研究室アソシエイトフェロー） 

【年度実績概要】 

2004 年より、ユネスコ文化遺産保存日本信託基金によるバーミヤーン遺跡保存事業に参画し、バーミヤーンの文化遺

産保護のために様々な活動を実施している。本年度は、バーミヤーン遺跡保存に向けた調査研究、キルギス共和国国立

科学アカデミー歴史文化遺産研究所と連携したアフガニスタンの考古学専門家の人材育成・技術移転を実施し、バーミ

ヤーン遺跡の保存に向けた資料集を刊行した。 

・バーミヤーン遺跡保存事業 

アフガニスタンのバーミヤーン遺跡において、アフガニスタン情報文化省と共同で「バーミヤーン遺跡保存事業」

第 11次ミッションを予定していたが、諸般の事情につき渡航を中止した。下記の作業については、次年度に延期して

実施する予定である。 

①東大仏龕の西側に隣接する C(a)窟、C(b)窟、D窟、D1窟の壁画の保存修復処置の継続。②石窟の清掃。③フォーラ

ーディ仏教石窟壁画の保存状態調査。④上記の作業を通したアフガニスタン専門家の人材育成・技術移転。 

・考古学専門家の人材育成・技術移転 

  アフガニスタン考古学研究所よりアフガニスタン人専門家 2名をキルギス共和国に招聘し、発掘研修を行った。 

（24 年 9 月 11 日～17 日）。キルギス共和国国立科学アカデミー歴史文化遺産研究所と連携し、アクベシム遺跡におい

て発掘研修を実施し、発掘、測量の方法や最新の機器の使用方法等についての研修を実施した。 

・第 11回ユネスコ・バーミヤーン遺跡保存事業専門家会議への出席 

アーヘン工科大学（ドイツ）で開催された専門家会議に出席し、調査

及び保存修復成果の発表を行った。また、今後の保存事業の方針につい

て、ユネスコ、イクロム、ドイツイコモス、アーヘン大学、イタリア、

フランス隊との協議を行なった（24年 12月 10日～12日、アーヘン、3

名）。 

・本事業の枠組みで実施されたバーミヤーン谷の地形測量成果に関して、

資料集を作成した。 

【実績値】 

①研修参加人数：2名（アクベシム遺跡、キルギス）

②国際会議参加人数：3名（アーヘン工科大学、ドイツ）

【受託経費】 

3,685千円 
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【受託】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 8047 

(様式 3)                 

業務実績書(受託事業) 

研№43-3 

中期計画の項目 ５．文化財の保存・修復に関する国際協力の推進 

【事業名称】 文化遺産国際協力拠点交流事業（アルメニア及びコーカサス諸国等）（受託）((2)－①－ウ・エ) 

【担当部課】 文化遺産国際協力センター 【事業責任者】 地域環境研究室長 山内和也 

【スタッフ】 

邊牟木尚美（文化遺産国際協力センター特別研究員）、有村誠（客員研究員）、藤澤明（客員研究員）、鈴木稔（帝京大学

大学院）、関根恵梨子（保存修復専門家） 

【年度実績概要】 

「アルメニアおよびコーカサス諸国等における文化遺産保護に関する拠点交流事業」の枠組みにおいて、コーカサス

諸国等の文化財保存修復専門家間のネットワーク作りに貢献し、幅広い技術交流、人材育成の促進を図ることを目的と

した。本事業では、アルメニア共和国文化省と文化遺産保護のための協力に関する合意書にもとづき、アルメニア共和

国歴史博物館が所蔵する金属考古資料の保存修復・調査研究活動を通じ、若手アルメニア人保存修復家の育成と技術移

転を目指した。 

 

・ミッションの派遣 

24 年 5・6 月に第 3 次ミッション、24 年 11 月に第 4 次ミッションを実施した。第 3 次ミッション及び第 4 次ミッ

ションでは、アルメニア共和国歴史博物館にて歴史博物館が所蔵する金属考古資料の保存修復に関するワークショッ

プを開催した（下記 2 参照）。ワークショップを通して、一連の保存修復処置に必要な知識と技術を習得し、専門家

間の意見交換や情報共有を行った。 

 

・ワークショップ開催 

24年 5月下旬から 6月上旬にかけて歴史博物館において、第 2 

回目のアルメニア国内向けワークショップ「アルメニア共和国歴史 

博物館における考古青銅遺物の保存修復」を開催した。また、24 

年 11月には第 3回目となるアルメニア国内向けワークショップに 

引き続き、第 2回目の国際ワークショップを開催した。 

国内ワークショップには、歴史博物館からだけでなく国内の他博 

物館や研究所からも参加者があり、国内のネットワーク作りにも貢 

献した。また、国際ワークショップでは、グルジア（グルジア国立 

博物館）、イラク（イラク国立博物館）、カザフスタン（アーケオロ 

ジカル・エクスパティーズ）、キルギス（国立科学アカデミー歴史 

文化遺産研究所）、ロシア（国立エルミタージュ美術館）から保存 

修復に関わる専門家を招聘し、意見交換及び技術交流を行った。 

今年度のワークショップは保存修復をテーマとし、表面クリーニ

ング、接着、欠損部の充填、科学分析等の実習を行った。 

 

【実績値】 

①報告書 1件：『アルメニアおよびコーカサス諸国における文化遺産保護に関する拠点交流事業』アルメニア歴史博物 

館所蔵の考古金属資料の保存修復・調査研究事業及びそれに係わる人材育成・技術移転のための協力 

（第 3次、4次ミッション）平成 24年度業務報告書 50冊 

②資料集 1件：「アルメニア歴史博物館における考古青銅遺物保存修復ワークショップ」平成 24年度資料集 50冊 

③ワークショップ参加人数：第 2回アルメニア国内向けワークショップ参加者 10名、第 3回アルメニア国内向けワー 

クショップ参加者 8名、第 2回国際ワークショップ参加者 10名 

 

【受託経費】 

13,466千円 

 

 

国内ワークショップ保存修復実習の様子 

－ 622 －



【受託】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 8048 

(様式 3)

業務実績書(受託事業) 

研№43-4 

中期計画の項目 ５．文化財の保存・修復に関する国際協力の推進 

【事業名称】 文化遺産国際協力拠点交流事業（キルギス及び中央アジア諸国）（受託）(2)－1－ウ・エ 

【担当部課】 文化遺産国際協力センター 【事業責任者】 地域環境研究室長 山内和也 

【スタッフ】 

安倍雅史（文化遺産国際協力センターアソシエイトフェロー）、久米正吾（アソシエイトフェロー）、山藤正敏（客員研

究員）、森本晋（奈良文化財研究所国際遺跡研究室長） 

【年度実績概要】 

当事業は、文化庁の委託を受け、将来的な中央アジアの文化遺産保護を目標に、中央アジア若手研究者の人材の育成

を目的とする。具体的には 2011 年から 2014 年までの 4 年間、キルギス共和国国立科学アカデミー歴史文化遺産研究所

と共同で、キルギス共和国チュー河流域の都城址アク・ベシム遺跡を対象に、「ドキュメンテーション」、「発掘」、「保存

修復」、「史跡整備」に関する一連の人材育成を実施していく予定である。 

事業の第 2年目にあたる今年度は、「発掘」と「保存修復」に関するワークショップを 2回実施した。 

・1 回目のワークショップは、「考古遺跡の発掘」と「出土遺物の保存修復」をテーマに 24 年 9 月 1 日から 9 月 17 日に

かけて実施した。このワークショップでは、実際に中世の都城址アク・ベシム遺跡で発掘作業及び出土遺物の応急的

な保存修復に関する実習を行なった。同ワークショップには、キルギスから 8 名、アルメニア、トルクメニスタン、

カザフスタン、タジキスタンから 1名ずつ、アフガニスタンから 2名、計 14名の若手専門家が研修生として参加した。 

・2回目のワークショップは、キルギス共和国歴史文化遺産研究所にて「考古遺物の保存修復処置」と「出土遺物のドキ

ュメンテーション」をテーマに 24 年 2 月 7 日から 2 月 13 日にかけて実施した。このワークショップでは、土器や石

器、土製品の実測実習を行なうとともに、脆弱土器の強化処置、土器の復元、金属遺物の応急処置、骨製品の強化処

置などの実習を行なった。このワークショップには、キルギス人研修生 8名が参加した。 

【実績値】 

①文化庁委託文化遺産国際協力拠点交流事業「キルギス共和国および中央アジア諸国における文化遺産保護に関する

拠点交流事業」平成 24年度業務報告書

②研修参加人数：22名

【受託経費】 

13,552千円 

－ 623 －

Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



【受託】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 8049 

(様式 3)                 

業務実績書(受託事業) 

研№44-1 

中期計画の項目 ５. 文化財の保存・修復に関する国際協力の推進 

【事業名称】 
エジプト国大エジプト博物館保存修復センタープロジェクト（フェーズⅡ）に係る国内支援業務（受

託）((3)－①) 

【担当部課】 文化遺産国際協力センター 【事業責任者】 地域環境研究室長 山内和也 

【スタッフ】 

島津美子（文化遺産国際協力センター特別研究員）、川口雄嗣（アソシエイトフェロー）、田島さか恵（アソシエイトフ

ェロー）、本郷浩志（事務補佐員）、松田泰典（客員研究員） 

【年度実績概要】 

当事業は、独立行政法人国際協力機構（JICA）の委託を受け、主としてエジプト国大エジプト博物館保存修復センター

における人材育成に係る以下の業務を行った。(1)計画策定支援、(2)研修支援、(3)専門家派遣支援、(4)国内支援委員

会支援。 

 

(1)研修計画策定会議を 3回（24年 4月、6月、9月）開催し、2012年度「保存修復人材育成プログラム」及び、25年度

の保存修復分野の研修計画を策定した。また、プロジェクトの合同調整委員会（24 年 1 月 20 日）に山内が出席し、

プロジェクト実施の調整についての議論に参加した。 

 

(2)保存修復センターのスタッフを対象とした人材育成研修に関して、必要な教材・資機材についての助言、資料作成支

援及び翻訳、語彙集の作成を行った（カッコ内は開催時期と参加人数）。本格化した保存修復分野の研修のほか、保

存科学分野や予防保存分野などの部門横断的な研修を引き続き支援した。 

＜現地研修（計 12回）＞ 

「第 2回労働安全衛生研修」（24年 5月、40名） 

「保存科学概論研修Ⅰ」（24年 5月、18名） 

「専門家現地調査」（24年 5月～6月、調査団員 4名） 

「博物館環境科学研修」（24年 6月、18名） 

「第 4回所内移動・梱包研修」（24年 7月、30名） 

「国外視察研修」（24年 9月～10月、5名） 

「染織品研修Ⅰ」（24年 10月、16名） 

「保存科学概論研修Ⅱ」（24年 11月、40名） 

「第 3回 収蔵品管理研修（第 1期）」（24年 12月、20名） 

「第 5回 所内移動・梱包研修」（25年 2月、20名） 

「彩色文化財研修」（25年 2月～3月、16名） 

「第 2回学術研究シンポジウム」（25年 3月、約 200名） 

＜本邦研修（計 2回）＞ 

「保存修復材料学研修」（24年 8月～9月、10名） 

「微生物管理研修」（24年 10月～11月、3名） 

この他 25年度上半期に実施予定の第 3回労働安全衛生、文化財の診断技術・分析法、染織品Ⅱ、木材の各研修の準備 

を継続して行っている。 

 

(3)上記研修の講師としての JICA 派遣専門家の推薦と研修支援、研修協力機関との調整を行った。また業務調整／研修 

担当の専門家に 2日間の派遣前業務委嘱による研修（24年 8月）を行うとともに、既に派遣されている長期専門家 1

名(保存修復研修計画）と短期専門家 1名（保存修復）の活動に対し継続的な支援を行った。 

 

(4)第 1回国内支援委員会においてプロジェクトに関する技術的情報を提供した。 

 

 以上のほか、保存修復センターの運営体制や研修資機材の調達と管理についての助言、博物館の保存修復における技

術情報支援支援を行った。 

【実績値】 

報告書 2件（①～②） 

 ① 「大エジプト博物館保存修復センタープロジェクト（フェーズⅡ）業務実施報告書（上半期分）」 

 ② 「大エジプト博物館保存修復センタープロジェクト（フェーズⅡ）業務実施報告書（下半期分）」 

計画案 1件（③） 

 ③ 「大エジプト博物館保存修復センタープロジェクト（フェーズⅡ）2013年度研修計画（案）」 

【受託経費】 

25,457千円 

保存修復材料学研修の様子 

－ 624 －



【受託】 施設名 アジア太平洋無形文化遺産研究センター 処理番号 8050 

(様式 3)                 

業務実績書(受託事業) 

研№48-1 

中期計画の項目 ５ 文化財保護に関する国際協力の推進 

【事業名称】 日本／ユネスコパートナーシップ事業 （受託）(4) 

【担当部課】 研究室 【事業責任者】 副所長 大貫美佐子 

【スタッフ】 

大貫美佐子（副所長、（併）研究室長）、児玉茂昭(アソシエイトフェロー)、藤本雅之(アソシエイトフェロー)、石部千

紗（アソシエイトフェロー）、堀田富美(研究補佐員)  

【年度実績概要】 

 

(1) 途上国支援のための海外調査 

・国内無形遺産のインベントリー作成支援を目的に、昨年度に引き続きミャンマーの無形文化遺産の調査を実施した。 

本年度は、各種の儀礼などで演奏され、同国の文化上重要な位置にある、伝統音楽の実態並びに少数民族の文化に 

ついて調査を実施した。 

   

 (2) 無形文化遺産保護の実態調査 

・南アジア（インド）：昨年度に引き続き、インド南部の伝統工芸に関する調査を実施した。無形文化遺産の継承、危 

機遺産の保護という無形文化遺産条約の精神に鑑み、本年度は、継承が危惧される更紗の伝統的な作成技術につき、 

集中的な調査及び記録作成を実施した。 

 

・オセアニア（パプアニューギニア）：アジア太平洋地域の中でもとりわけ言語多様性に富んでおり、その一方で社会 

的・経済的な要因により言語とそれを媒介として伝えられる口承による無形文化遺産の継承が危惧されているパプ 

アニューギニアにおいて言語と口承による伝統及び表現の実態と記録・保護の状況についての調査を実施した。 

 

(3) 研究者集会の開催 

・アジア地域の博物館で無形文化遺産を担当する研究者、及び欧米と日本からの無形文化遺産研究者をメンバーとし 

て、24年 8月 6日から 10日の間、タイ王国シリントーン人類学センターとの共催で研究者集会を行った。 

・調査研究の成果を公知し、無形文化遺産保護に対する理解を促進することを目的として、25 年 2月に無形文化遺産

に関するシンポジウムを開催した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

タイにおける研究者集会 

 

(4) 上記(3)の成果報告書を 25年 3月に刊行した。 

 

【実績値】 

現地調査研究 5回（海外 5回） 

研究者集会「International Field School Alumni Seminar Safeguarding Intangible Cultural Heritage in the Asia 

Pacific」参加者数 4カ国 11名 

報告書「2012 International Field School Alumni Seminar Safeguarding Intangible Cultural Heritage in the Asia 

Pacific REPORT」(336頁、寄稿者 19名) 

ウェブサイトアクセス件数 5,289件(24年 4月 1日～25年 3月 31日)                  

【受託経費】 

9,990千円 

 

 

－ 625 －

Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



【受託】 施設名 アジア太平洋無形文化遺産研究センター 処理番号 8051 

(様式 3)                 

業務実績書(受託事業) 

研№48-2 

中期計画の項目 ５ 文化財保護に関する国際協力の推進 

【事業名称】 平成 24年度 無形文化遺産保護パートナーシッププログラム（受託）(4) 

【担当部課】 研究室 【事業責任者】 副所長 大貫美佐子 

【スタッフ】 

大貫美佐子（副所長、（併）研究室長）、児玉茂昭(アソシエイトフェロー)、藤本雅之(アソシエイトフェロー)、石部千

紗（アソシエイトフェロー） 

年度実績概要】 

 

(1) アジア太平洋地域における無形文化遺産保護に関する調査研究 

・国内：24年 5月に山形県鶴岡市に伝承される「黒川能」の継承について、記録・調査を実施した。  

・海外：24年 9月にブータンにおいて、無形文化遺産保護の現状並びに無形文化遺産保護に係る法制度の調査を実施 

した。 

24年 12月に開催された第 7回無形文化遺産保護条約政府間委員会に邦人専門家 2名を派遣し同条約の現状、 

課題及び影響に関する情報収集・分析を行った。   

 

(2) 無形文化遺産のネットワークの構築 

・アジア太平洋地域における無形文化遺産研究教育機関とのネットワーク構築の一貫として、タイ王国のシリントー 

ン人類学センター（SAC）との間で相互協力協定（MOU）を締結した。 

・アジア太平洋地域への広範な情報発信を目的にウェブサイトの多言語化を進め、SACの協力を得て本年度タイ語版を 

開設、さらにベトナム語版も作成し、日英と併せ四言語での情報発信を行った。 

・情報共有を促進するため、昨年度に引き続き、無形文化遺産に関わる調査・研究を行う研究者に関する情報収集・ 

整理を行い、データベースを構築した。 

 

(3) アジア太平洋地域の行政官・専門家等を招いた国際専門家フォーラムの開催 

・無形文化遺産条約締結 10周年を迎える時宜に鑑み、アジア太平洋地域における同条約の課題やインパクトを論じる 

国際フォーラムを 24年 6月にパリにて開催し、その成果を 24年 9月に論文集として刊行した。なお同フォーラム 

は 24年 6月 4日～8日まで同地にて開催された第 4回無形文化遺産条約締結国総会に合わせ、その前日 24年 6月 3 

日に開催した。 

 

(4) アジア太平洋地域の行政官・専門家等を招いた、研究等に関する研修の実施 

・本邦において無形文化遺産の保護と活用に資する方策の研究のためのワークショップを 25年 2月に実施した。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      25年 2月のワークショップの様子 1            25 年 2月のワークショップの様子 2 

 

(5) アジア太平洋地域における無形文化遺産に関する資料収集 

・スタッフによる海外調査研究及び外部研究協力者による調査研究において随時資料収集に努め、また資料を有する 

国内外の研究機関との関係強化にあたった。 

【実績値】 

現地調査回数 6回（海外 4回、国内 2回）  

論文集「The first ICH-Researcher Forum – The implementation of UNESCO’s 2003 Convention」(111頁、寄稿者 

10名) 

ウェブサイトアクセス件数 5,289件(24年 4月 1日～25年 3月 31日) 

収集資料数   写真 2,562点、動画 3点、印刷物 241点    

【受託経費】 

51,941千円 

 

 

－ 626 －



【受託】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 8052 

(様式 3)                 

業務実績書(受託事業) 

研№69-1 

中期計画の項目 ６  情報資料の収集・整備及び調査研究成果の発信 

【事業名称】 第一次大極殿院建造物復原整備にかかる調査委託（受託）((4)－①) 

【担当部課】 都城発掘調査部（平城） 【事業責任者】 副所長 深澤芳樹 

【スタッフ】 

深澤芳樹（副所長）、小池伸彦、箱崎和久、清野孝之、渡辺丈彦、山本 崇、黒坂貴裕、今井晃樹、鈴木智大、諫早直人、

森先一貴、小田裕樹、番 光、石田由紀子、海野 聡、高橋知奈津、庄田慎矢、川畑 純、中川二美、井上麻香、松下迪生、

中島咲紀（以上、都城発掘調査部）、林 良彦、清水重敦、大林 潤、松本将一郎（以上、文化遺産部）、高妻洋成、小澤 毅、

金田明大、脇谷草一郎、児島大輔（以上、埋蔵文化財センター）、栗山雅夫（企画調整部）、上田浩司、田中康成、紅林

孝彰（以上、研究支援推進部）、窪寺 茂（建築装飾技術史研究所） 

【年度実績概要】 

・概 要 

奈良時代前期（Ⅰ－２期）の第一次大極殿院を構成する、南門、東西楼、築地回廊の建物、及び大極殿院の地形等

について、平成 22、23年度に引き続き、発掘遺構や出土遺物の検討、また現存建築の分析等による復原検討を行った。

さらに、宮殿や寺院を中心とする類例について、計 8 回の現地調査を行い、その成果を各検討に反映した。復原検討

会は計 17回開催し、その内容を収録した『第一次大極殿院復原検討会記録』を刊行した。主な検討内容を以下に示す。 

 

・礫敷広場と磚積擁壁以北の地形復原 

これは地形そのものの復原だけでなく、各建物の基壇高を復原するための検討である。その結果、南面回廊北方に

ついては、東西楼の周辺に盛土を施した範囲やその標高が判明した。磚積擁壁以北は、基本的に北から南へ、中央か

ら東西へ緩く下る地形であるが、大極殿の前面で南北勾配が急になることが判明した（第 38,39,41,43,46 回検討会）。 

 

・南門の検討 

文献史料や絵画資料等の検討から、中軸線上に位置する奈良時代前半の門は二重門である可能性が高いことが判明

し、構造形式を二重門とした。また絵画資料及び現存建築から、少なくとも日本では古代から近世まで重要な建物に

入母屋造が用いられたと考えられ、屋根形式を入母屋造とした。昨年度までの検討成果に加え、宮殿の門についての

平面の検討から、下層の柱配置を桁行 5間×梁行 2間、15尺等間とした。上層の柱配置は構造的な安定などを重視し、

桁行中央 3間 15尺、桁行端間及び梁行柱間 12尺とした（第 33,35,40,42,44 回検討会）。 

 

・東西楼の上部構造の検討 

 屋根形式を入母屋造または寄棟造とする上で課題となる、屋根架構とその

納まりの検討、また組物や天井の関係について検討した。その結果、復原案

は入母屋造 1案、寄棟造 5案の計 6案が考えられた（第 31,47 回検討会）。 

 

・回廊の基壇高の検討 

復原地形、礎石痕跡の標高、出土石材等を検討した結果、南面回廊の基壇

上面は東西楼・南門際を含めて基本的に水平と考えられた。また基壇上面の

標高を復原し、南面回廊北方及び南方の基壇高がおよそ判明した。東・西・

北面回廊についても、同様の検討を進めている（第 32,34,36,39,41,46 回検

討会）。 

【実績値】 

・第一次大極殿院復原検討会開催数：17回（第 31～47回） 

・類例調査：8回（国内 2回、韓国 2回、中国 4回） 

・論文 4件：高橋知奈津「回廊基壇際の地形の検討－第一次大極殿院の復原研究８－」『奈良文化財研究所紀要 2013』

2013.6（予定） 

井上麻香「南面回廊基壇高の検討－第一次大極殿院の復原研究９－」同前 

中島咲紀「南門の構造形式・屋根形式の検討－第一次大極殿院の復原研究 10－」同前 

中川二美「軒平瓦を利用した垂木間隔の推定－第一次大極殿院の復原研究 11－」同前 

・『第一次大極殿院復原検討会記録５』・『同６』の作成。 

 

【受託経費】 

 43,320千円 

 

 

 

 

出土石材の検討風景（第 32回検討会） 
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【受託】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 8053 

(様式 3)                 

業務実績書(受託事業) 

研№71-1 

中期計画の項目 ６ 情報発信機能の強化 

【事業名称】 平城宮跡展示館建設にかかる展示可能な出土品の一覧整理業務委託（受託）((4)－①) 

【担当部課】 企画調整部  【事業責任者】 企画調整部長 難波洋三 

【スタッフ】 

加藤真二（展示企画室長）、中川あや、渡邉淳子(以上、展示企画室研究員) 

 

【年度実績概要】 

・国土交通省が本年度（株）乃村工藝社に委託した「平城宮跡展示館映像展示基本方針策定他業務」のうち、「展示可能 

な出土品の一覧整理」について受託し、平城宮跡展示館詳覧ゾーンについての基本設計案中で展示予定とされた平城

宮・京跡出土品について、今後の実施計画策定に資するよう、各資料の名称、画像、法量などを記したカルテカード

化を行った。 

 

           
                      出土品カルテカード 

【実績値】 

出土品カルテカード 260枚 

 

 

 

【受託経費】 

720千円 
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【受託】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 8054 

(様式 3)                 

業務実績書(受託事業) 

研№76-1 

中期計画の項目 ７ 地方公共団体への協力等による文化財保護の質的向上 

【事業名称】 
関西大学博物館所蔵登録有形文化財埼玉県熊谷市上中条出土人物埴輪頭部 2 点の復元修理（受託）

(1) 

【担当部課】 保存修復科学センター 【事業責任者】 伝統技術研究室長 北野信彦 

【スタッフ】 

犬竹 和（修復家） 

  

【年度実績概要】 

 

本事業で復元修理を行った古墳時代の人物埴輪頭部は、明治時代に埼玉県熊谷市上中条の古墳から出土した資料で登

録有形文化財に指定されている。この地域からは極めて類似した人物埴輪が、国指定重要文化財として東京国立博物館

に所蔵されている。近年にいたって、以前の復元で使用された修復材料の劣化が認められ、特に使用されていた石膏や

接着剤は経年変化による劣化が著しく、安全に保管することも儘ならないなど再修復を要する状態にあった。そこで、

平成 18年度から平成 23年度までの受託調査研究で修復を行った同博物館所蔵国府遺跡出土の縄文鉢形土器や籠型土器

などに引き続き、本資料の再修復を行うこととなった。今回の再修復でも指定文化財に準じる登録有形文化財の人物埴

輪頭部が安全に保管できるとともに、さらに展示や学術研究に活用されることを目的とし、当受託調査研究で研究開発

された石膏に代わる土器修復材料であり質感・耐久性などにすぐれた補修用擬土を使用して修復するとともに、支持台

の作成を行った。 

 

 

概  要 

 

修復対象 ２点 

 

修復概要 

・解体及びクリーニング 

劣化した石膏やセメントなどの補修材料を超音波メスで除去。接着剤は有機溶剤を使用して除去し解体した。

表面の汚れは蒸留水を少量綿棒に含ませて拭き落とした。 

・土器の強化 

劣化して脆弱になった人物埴輪頭部破断面をアクリル樹脂で強化した。特に脆弱な部分（底部）のみ表面の強

化処理をした。 

・接合 アクリル樹脂を使用して破片を接合した。 

・復元 

欠失部分に補修用擬土を充填し、常温で乾燥後、整形し文様を施した。55℃の定温乾燥機に入れ樹脂を硬化さ

せた。 

・ 支持台の作成 

桐材の台と支柱を組み合わせて本人物埴輪頭部が安定して展示できるような支持台を作成した。 

【実績値】 

受託事業報告書 1件「関西大学博物館所蔵登録有形文化財埼玉県熊谷市上中条出土人物埴輪頭部 2点の復元修理」 

本事業は関西大学から委託 

 

 

 

 

【受託経費】 

1,365千円 
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【受託】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 8055 

(様式 3)                 

業務実績書(受託事業) 

研№77-1 

中期計画の項目 ７ 地方公共団体への協力等による文化財保護の質的向上 
【事業名称】 平城宮跡歴史公園朱雀大路緑地遺跡発掘調査（受託）((1)－①) 

【担当部課】 都城発掘調査部（平城） 【事業責任者】 副所長 深澤芳樹 

【スタッフ】 

小池伸彦・芝 康次郎・神野 恵・青木 敬・渡辺丈彦・川畑 純・石田由紀子・馬場 基・山本祥隆・箱崎和久・海野 聡・ 

松下迪生・荒田敬介（以上、都城発掘調査部）、中村一郎・栗山雅夫（以上、企画調整部） 

 

【年度実績概要】 

・概 要 

 国土交通省の平城宮跡展示館の建設にともなう事前調査。平成 22 年度（第 478

次）・23年度（第 486・488次）からの継続事業であり、本年度は次の 3次に分けて

調査を実施した。第 491次調査は 24年 4月 2日～7月 6日、調査面積 1872㎡、第

495 次調査は 24 年 6 月 25 日～10 月 16 日、調査面積 1845 ㎡、第 502 次調査は 24

年 12月 3日～25年 1月 24日。調査面積 424㎡。調査区は、南調査区（第 491・495

次）・北調査区（第 495次）・東調査区（第 502次）の 3ヵ所に分かれる。 

 

・南調査区の成果 

平成 23 年度の第 488 次調査区の南方に設けた調査区。第 488 次調査で検出した

3 棟の掘立柱建物の南端を確認し、それぞれの規模・構造とともに、3 棟が南端を

揃えて建設されたことが明らかになった。また、左京三条一坊一・二坪を区画する

三条条間北小路及びその南北側溝を、東西約 45ｍにわたって検出した。その結果、

路面幅（約 5ｍ）や側溝の幅（約 1.5ｍ）が確定し、さらに浚渫を行った上で奈良

時代後半まで機能していたことが判明した。そのほか、掘立柱建物 2棟などを検出

した。 

 

・北調査区の成果 

平成 23 年度の第 486 次調査で検出した鉄鍛冶工房群の範囲を確認するために設定した調査区。新たに鉄鍛冶工房１

棟を検出し、朱雀門のすぐそばまで工房区域が及んでいたことが判明した。また、鍛冶炉の構造や工房内の諸施設の配

置方式などに関しても重要な知見を得た。 

 

・東調査区の成果 

北新大池内の遺構残存状況を確認するために設定した調査区。東西方向のトレンチを南北２箇所に設けた。池底面

の標高が南北調査区の遺構検出面より低く、また地盤改良剤が深く浸透していたため、北区では遺構は認められなか

った。しかし南区では性格不明ながら５基の古代の土坑を検出し、池底南方では遺構が残存している見通しを得た。 

 

・まとめ 

左京三条一坊一坪には築地塀などの遮蔽施設が設けられず、また建造物も希薄であることを確認し、一坪が広場の

ような土地として利用されていたことが明らかとなった。これは既往の調査でも指摘されていた知見であるが、広範

囲の面的調査により、より強固な裏付けを得ることができた。 

【実績値】 
論文等数 3件 

「平城京左京三条一坊一・二坪の調査－平城第 488・491・495・502次」『奈良文化財研究所紀要 2013』2013.6（予定） 
  「平城京左京三条一坊一坪の調査（平城第 491次）」『奈文研ニュース』№46 2012.9 

  「平城京左京三条一坊一・二坪の調査（平城第 495次）」『奈文研ニュース』№47 2012.12 

発表件数 2件 

第 491次…記者発表 24年 6月 21日。現地説明会 6月 23日（聴衆約 650名）。 

   第 495次…記者発表 24年 9月 13日。現地説明会 9月 15日（聴衆約 650名）。 

（参考値） 

出土遺物：瓦 173袋（軒丸瓦 44点、軒平瓦 22点）、土器 24箱、木製品６点（柱根）、金属製品 14点（銭貨３点、釘・刀子など 11点） 

その他：土馬 2点、冶金関連遺物（鉄滓・鞴羽口・炉壁・金床石・砥石など）38箱、陶硯 3点 

【受託経費】 

  54,794千円 

 

 

 

 

第 491 次調査区全景（南東から） 
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【受託】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 8056 

(様式 3)                 

業務実績書(受託事業) 

研№77-2 

中期計画の項目 ７ 地方公共団体への協力等による文化財保護の質的向上 
【事業名称】 平城京跡左京二条二坊十五坪の発掘調査（受託）((1)－①) 

【担当部課】 都城発掘調査部（平城） 【事業責任者】 副所長 深澤芳樹 

【スタッフ】 

芝 康次郎・石田由紀子（以上研究員）・馬場 基（主任研究員）・ 

箱崎和久（遺構研究室長）・荒田敬介（特別研究員）、 

中村一郎・栗山雅夫（以上、企画調整部） 

【年度実績概要】 

・概 要 

宅地造成に伴う事前調査。調査区は、宅地造成地内の道路予定部

分と擁壁予定部分に設けた東西約45m×2～6ｍ、南北約30×2ｍで、

調査面積は約 320㎡。調査期間は 24年 11月 5日～12月 14日であ

る。 

 

・調査区の位置 

調査地の平城京左京二条二坊十五坪は、奈良時代前半には藤原

不比等邸及び皇后宮、後半には法華寺境内にあたると考えられて

いる。調査区はこの坪のほぼ中心部にあたる。 

 

・検出遺構の概要 

調査区が幅狭で建物の全容は不明であるが、掘立柱建物３棟以

上、掘立柱塀 2条以上、柱穴列 6条以上、溝 6条、土坑 12基以上

を検出した。検出面は全て床土下位の整地土上面である。遺構面

の整地土上面は地表下 110cm 前後（標高 62.0ｍ前後）、地山（黄褐

色粘土層）は、地表下 130～140㎝前後（61.7ｍ前後）で確認した。

検出遺構のうち、土坑 9 基は中世以降だが、その他のものは奈良

時代に属する。遺構の保存状態は良好で、とくに西側では深さ 1.2m

におよぶ柱穴を確認した。また柱根や礎板などの木製遺物も多数

出土した。 

 

・遺構の変遷 

遺構は重複関係や柱筋の位置から 4期以上に区分できる。1期に

は南北を幅広の溝で区画する。この区画施設が埋められたのち、2、

3期には南北棟や東西棟が建てられ、続く 4期には再び東西塀によ

って、南北を区画する。1期の遺構は東西溝のみで全体像が不明だ

が、2 期には南北の坪心をこえて建物が展開し、それが 3、4 期に

東西棟に変化して、南北の坪心を塀によって区画する。 

以上のような当該地の土地利用が判明し、その性格は明らかで 

ないけれども、この坪の重要性がより高まったと言えるだろう。 

 

【実績値】 

論文等数１件：「平城京左京二条二坊十五坪の調査－平城第 501次」『奈文研紀要 2013』2013.6 予定 

 出土品：土器コンテナ 21箱（土師器・須恵器、硯）、瓦コンテナ 145箱（軒丸瓦・軒平瓦、磚、平瓦・丸瓦多数）、 

車輪石１点、柱根 2点、礎板 6点、 

 記録作成数：実測図（A2判）37枚、遺構写真（４×５）36枚 

 

【受託経費】 

  2,970千円 

 

 

 

 

調査区西半全景（東から） 
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【受託】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 8057 

(様式 3)                 

業務実績書(受託事業) 

研№78-1 

中期計画の項目 ７ 地方公共団体への協力等による文化財保護の質的向上 

【事業名称】 甘樫丘地区遺跡発掘調査業務（受託）((1)－①) 

【担当部課】 都城発掘調査部（藤原） 【事業責任者】 都城発掘調査部副部長 杉山 洋 

【スタッフ】 

森川実、清野孝之、山本祟、木村理恵、松下迪生(以上、都城発掘調査部)、栗山雅夫(以上、企画調整部) 

【年度実績概要】 

 

国営明日香歴史公園（甘樫丘）における事前調査（飛鳥藤原第 177次）。調査地は公園内の 3ヵ所にわたり、土盛によ

る整備予定地をＡ区、資材置き場の予定地をＣ区とし、その間の斜面に狭小なＢ区を設けた。調査は 24 年 12 月 3 日よ

り開始し、現在も継続中である。調査総面積は 1036㎡。 

 

Ａ区 尾根頂上の調査で、調査面積は 211.4㎡。 

調査地はすでに大規模な削平ののち、現代の盛土で平坦化しており、現代の盛土直下は花崗岩の基盤層である。 

遺物包含層はすでに残らず、遺構は時期不明の石垣を一部で確認したにとどまる。遺物は出土しなかった。 

  

Ｂ区 Ａ区とＣ区との間に位置する東麓斜面の調査で、調査面積は 24.3㎡。近・現代の盛土が厚く、掘削深度は最大 

で３ｍに達したが、遺構検出面・基盤層は確認できなかった。遺物はごく少量が出土した。 

 

Ｃ区 もっとも大きな調査区で調査面積は 803㎡である。 

25年 1月 10より重機掘削を開始する。全体に近年の地形改変が著しく、近代の盛り土が厚く堆積する。 

一部で川原石を並べた石群を検出したが、時期は不明である。そのほか、穴をいくつか検出した。 

調査は 25年度も継続する。 

【実績値】 

出土遺物：丸平瓦・コンテナ 1箱、土器・木箱 1箱 

記録作成数：遺構実測図 19枚、写真〈4×5〉56枚  

 

【受託経費】 

11,911千円 
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【受託】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 8058 

(様式 3)                 

業務実績書(受託事業) 

研№78-2 

中期計画の項目 ７ 地方公共団体への協力等による文化財保護の質的向上 

【事業名称】 藤原宮跡（法花寺水路改修）発掘調査（受託）((1)－②) 

【担当部課】 都城発掘調査部（藤原） 【事業責任者】 都城発掘調査部副部長 杉山 洋 

【スタッフ】 

木村理恵、清野孝之、山本崇、森川実、松下迪生(以上、都城発掘調査部)、井上直夫、栗山雅夫(以上、企画調整部) 

【年度実績概要】 

 橿原市教育委員会からの委託事業として、農業用水路改修工事に伴う発掘調査を実施した。対象地は橿原市法花寺町

で藤原京左京二条三坊、三条三坊にあたる。工事区域が総長 115.8m であるため、余掘り 2.5m 分を含め、調査区は長さ

118.3m、幅 2.5～3m で設定した。全体の調査面積は約 356 ㎡である。全体の調査期間は 23 年 11 月 1 日から 23 年 12 月

11日までである。重機掘削は北区と南区の 2回に分けて行った。 

 調査区の大部分が現代の水路と重複し、遺構面が失われていたため、壁面での検出を中心に行った。当調査区付近は

藤原京東二坊大路の推定地に当たり、その東側溝の推定位置が本調査区内に想定されているため、数カ所の拡張区を設

け、平面での遺構検出を行うことにした。北区では東側に拡張区を 5 ヵ所設定し、南区では西側に拡張区を 2 ヵ所設定

した。 

 北区では、土坑 3基と南北溝１条を確認した。検出面はいずれも地山面である。調査区北端の東壁で検出した土坑は、

検出面で径 1m以上あり、出土遺物から古墳時代の遺構といえる。埋土を 50cm掘り下げると土坑の径は 50cmとなり、深

さが 1.3m以上あることから、素掘りの井戸の可能性も考えられる。他 2基の土坑はそれぞれ離れた場所にあるものの、

両者とも埋土に古墳時代前期の土器を多く含むことから、当該期に調査区周辺で土地利用があったことが明らかとなっ

た。南北溝は、東拡張区で検出している。埋土に古代の土器を含むことから、古代の南北溝と考えられる。東二坊大路

東側溝の推定位置付近であることから、条坊側溝の可能性は指摘できよう。 

 南区では、調査区西側の遺構面の残存状況が比較的良好であったため、北区で確認した南北溝と一連のものと考えら

れる南北方向の溝の一部を平面的に把握することができた。南区の南北溝からも古代の土器が出土している。 

本調査区は現代の水路による攪乱や狭長な調査区という制約があったものの、古代及び古墳時代の遺構をいくつか確

認した。以上のように、本事業では、水路付け替え工事に伴う発掘調査を円滑に遂行し、藤原京域の埋蔵文化財におけ

る基礎資料を得ることができた。 

 

      
北調査区全景（北から）              古墳時代前期の土坑（東から） 

   

【実績値】 

論文等数：2件 

木村理恵「左京二条三坊・三条三坊の調査-第 173-1次」『奈文研ニュース』No.48、2013.3 

木村理恵「左京二条三坊・三条三坊の調査-第 173-1次」『奈良文化財研究紀要 2013』奈良文化財研究所 2013.6(予定)  

出土遺物 土器 3箱、瓦類 1箱、その他（木製品・石製品）2箱 

記録作成数 遺構実測図 22枚、写真（4×5）67枚 

【受託経費】 

2,164千円 
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【受託】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 8059 

(様式 3)                 

業務実績書(受託事業) 

研№80-1 

中期計画の項目 ７ 地方公共団体への協力等による文化財保護の質的向上 

【事業名称】 平成 24年度土井ヶ浜遺跡出土品写真撮影業務（受託）((1)－②) 

【担当部課】 企画調整部 【事業責任者】 写真室技術職員 栗山雅夫 

【スタッフ】 

井上直夫（写真室再雇用職員） 

 

【年度実績概要】 

本事業は、平成 25 年度に刊行が予定されている国指定史跡

土井ヶ浜遺跡の正式報告書『史跡土井ヶ浜遺跡-第 1 次〜第 12

次発掘調査報告書—』の作成に伴い、山口県指定文化財でもあ

る同遺跡出土品を高精度の機材と技術によって撮影し、資料化

を図るものである。成果物の写真については、報告書に掲載す

るとともに、土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージアムにおける展示

や図録にも掲載し、記録資料としてのみならず普及活用資料と

しても利用されるものである。 

撮影の対象としたのは、貝製品、石製品、青銅器、土器類の

出土遺物、人骨資料の他、遺跡の近景や露出展示遺構である。 

現地撮影業務を完了後、奈良文化財研究所写真室において現

像調整を行い、最終画像データ作成を行った。これらの成果品

については、奈良文化財研究所において RAWデータ及び現像調

整データを保管し、リサイズ調整済のものについては土井ヶ浜

遺跡・人類学ミュージアムにおいて保管し、報告書や展示業務で

使用することとなっている。 

これらの作業を現地に出向いて行ったことにより高精度の写

真資料を作成できたが、それに加えて、同館学芸員の写真撮影業

務や資料作成の質を向上する契機を提供できた。  

 

 

 

 

 

 

 

 

【実績値】 

1. ゴボウラ製鞆型腕輪（2カット）、2.124号人骨搬出品（3カット）、3.南海産腕輪（2カット）、4.マガキガイ製指輪

（1カット）、5.近海産貝製腕輪（2カット）、6.小型玉状貝製品（1カット）、7.貝製装身具（1カット）、8.素材貝（1

カット）、9.石製装身具（3カット）、10.垂飾製装身具（2カット）、11.弥生前期土器（1カット）、12.弥生中期土器（2

カット）、13.小型仿製鏡（3 カット）、14.人骨頭蓋骨（1 カット）、15.土井ヶ浜遺跡近景（2 カット）、16.遺構露出展

示人骨出土状況（3カット） 

同上撮影写真の現像調整済 TIFF・JPEGデータ及びコンタクトシートを作成し納品。 

 

 

【受託経費】 

199千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土井ヶ浜遺跡出土貝製指輪 

弥生土器集合写真 
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【受託】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 8060 

(様式 3)                 

業務実績書(受託事業) 

研№80-2 

中期計画の項目 ７ 地方公共団体への協力等による文化財保護の質的向上 

【事業名称】 鳥取県西伯郡伯耆町坂長第７遺跡出土木簡の保存処理等の総合的研究（受託）((1)－②) 

【担当部課】 都城発掘調査部（藤原） 【事業責任者】 都城発掘調査部副部長 杉山 洋 

【スタッフ】 

山本崇（主任研究員）、渡辺晃宏（史料研究室長）、馬場基、降幡順子（主任研究員）、桑田訓也、山本祥隆（史料研究室

研究員）、高妻洋成（埋蔵文化財センター保存修復科学研究室長）、脇谷草一郎、田村朋美（同研究員）、藤井裕之（埋蔵

文化財センター年代学研究室客員研究員）、中村一郎（企画調整部写真室主任）、松井潔（(財)鳥取県教育文化財団調査

室長）、玉木秀幸（(財)鳥取県教育文化財団文化財主事） 

【年度実績概要】 

・鳥取市坂長第 7遺跡から出土した木簡について、最新の機器を用いた解読を行ってその歴史的な評価を確定し、また

貴重な資料群を後世に残すために、木簡の状態に即した最適の手法による科学的な保存処理を行うものである。同遺

跡から出土した木簡 7点を対象とした。 

・本年度に実施した事業は、下記の通りである。 

(1)水漬け状態にある木簡について、現物の熟覧のほか、赤外線テレビカメラ装置と赤外線デジタル写真を用いて 

検討を加え、現状の釈文案を作成した。加えて、実体顕微鏡による樹種の観察を行った。 

(2)水漬け状態にある木簡の、カラー・赤外線デジタル撮影を行った。画像は、奈文研と(財)鳥取県教育文化振興財 

団の双方に保管している。 

(3)上記の作業完了後、埋蔵文化財センター保存修復科学研究室において、科学的な保存処理を実施した。保存処理 

は、木簡の状態に応じて個別に検討を加え、真空凍結乾燥法、または高級アルコール法を採用した。 

(4)保存処理後の状態を記録するため、(2)と同じ要領で写真撮影を実施した。 

(5)保存処理後、(1)と同じ要領で再度釈読検討会を実施し、7点の木簡の釈文を確定した。 

・以上の調査の結果、保存処理により墨痕が鮮明になるものも多く、従来の釈読に加えて、さらに読みを進めることが

できた。調査成果のうち、保存処理前段階の成果の一部は、玉木秀幸「鳥取県坂長第７遺跡の発掘調査と木簡」と題

して木簡学会第 34回研究集会（奈良市、24年 12月 1日）において口頭報告した。成果の全容は、委託主体である(財)

鳥取県教育文化財団に業務完了報告書の形で報告した。 

 

【実績値】 

解読木簡点数 77点、木簡の保存処理点数 7点、デジタル写真 16枚、赤外線画像 126点 

 

 

 

【受託経費】 

195千円 
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【受託】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 8061 

(様式 3)                 

業務実績書(受託事業) 

研№80-3 

中期計画の項目 ７ 地方公共団体への協力等による文化財保護の質的向上 

【事業名称】 鳥取県鳥取市高住平田遺跡出土木簡の保存処理等の総合的研究（受託）((1)－②) 

【担当部課】 都城発掘調査部（藤原） 【事業責任者】 都城発掘調査部副部長 杉山 洋 

【スタッフ】 

山本崇（主任研究員）、渡辺晃宏（史料研究室長）、馬場基、降幡順子（主任研究員）、桑田訓也、山本祥隆（史料研究室

研究員）、高妻洋成（埋蔵文化財センター保存修復科学研究室長）、脇谷草一郎、田村朋美（同研究員）、藤井裕之（埋蔵

文化財センター年代学研究室客員研究員）、中村一郎（企画調整部写真室主任）、松井潔（(財)鳥取県教育文化財団調査

室長） 

【年度実績概要】 

 

・鳥取市高住平田遺跡から出土した木簡について、最新の機器を用いた解読を行ってその歴史的な評価を確定し、また

貴重な資料群を後世に残すために、木簡の状態に即した最適の手法による科学的な保存処理を行うものである。同遺

跡から出土した木簡等 3点を対象とした。 

・本年度に実施した事業は、下記の通りである。 

(1)水漬け状態にある木簡について、現物の熟覧のほか、赤外線テレビカメラ装置と赤外線デジタル写真を用いて検 

討を加え、現状の釈文案を作成した。加えて、実体顕微鏡による樹種の観察を行った。 

(2)水漬け状態にある木簡の、カラー・赤外線デジタル撮影を行った。画像は、奈文研と(財)鳥取県教育文化振興財 

団の双方に保管している。 

(3)上記の作業完了後、埋蔵文化財センター保存修復科学研究室において、科学的な保存処理を実施した。保存処理 

は、木簡の状態に応じて個別に検討を加え、真空凍結乾燥法、または高級アルコール法を採用した。 

(4)保存処理後の状態を記録するため、(2)と同じ要領で写真撮影を実施した。 

(5)保存処理後、(1)と同じ要領で再度釈読検討会を実施し、木簡 2点の釈文を確定した。 

・以上の調査の結果、保存処理により墨痕が鮮明になるものも多く、従来の釈読に加えて、さらに読みを進めることが

できた。成果の全容は、委託主体である(財)鳥取県教育文化財団に業務完了報告書の形で報告した。 

   

【実績値】 

解読木簡点数 2点、木簡等の保存処理点数 3点、デジタル写真 8枚、赤外線画像 20点 

 

 

 

【受託経費】 

122千円 
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【受託】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 8062 

(様式 3)                 

業務実績書(受託事業) 

研№80-4 

中期計画の項目 ７ 地方公共団体への協力等による文化財保護の質的向上 

【事業名称】 鳥取県鳥取市良田平田遺跡出土木簡の保存処理等の総合的研究（受託）((1)－②) 

【担当部課】 都城発掘調査部（藤原） 【事業責任者】 都城発掘調査部副部長 杉山 洋 

【スタッフ】 

山本崇（主任研究員）、渡辺晃宏（史料研究室長）、馬場基、降幡順子（主任研究員）、桑田訓也、山本祥隆（史料研究室

研究員）、高妻洋成（埋蔵文化財センター保存修復科学研究室長）、脇谷草一郎、田村朋美（同研究員）、藤井裕之（埋蔵

文化財センター年代学研究室客員研究員）、中村一郎（企画調整部写真室主任）、松井潔（(財)鳥取県教育文化財団調査

室長）、高尾浩司（(財)鳥取県教育文化財団文化財主事） 

【年度実績概要】 

・鳥取市良田平田遺跡から出土した木簡について、最新の機器を用いた解読を行ってその歴史的な評価を確定し、また

貴重な資料群を後世に残すために木簡の状態に即した最適の手法による科学的な保存処理を行うものである。同遺跡

から出土した木簡のうち、既に保存処理が行われている１点を除く 11点を対象とした。 

・本年度に実施した事業は、下記の通りである。 

(1)水漬け状態にある木簡について、現物の熟覧のほか、赤外線テレビカメラ装置と赤外線デジタル写真を用いて検 

討を加え、現状の釈文案を作成した。加えて、実体顕微鏡による樹種の観察を行った。 

(2)水漬け状態にある木簡の、カラー・赤外線デジタル撮影を行った。画像は、奈文研と(財)鳥取県教育文化振興財 

団の双方に保管している。 

(3)上記の作業完了後、埋蔵文化財センター保存修復科学研究室において、科学的な保存処理を実施した。保存処理 

は、木簡の状態に応じて個別に検討を加え、真空凍結乾燥法、または高級アルコール法を採用した。 

(4)保存処理後の状態を記録するため、(2)と同じ要領で写真撮影を実施した。 

(5)保存処理後、(1)と同じ要領で再度釈読検討会を実施し、11点の木簡の釈文を確定した。 

・以上の調査の結果、保存処理により墨痕が鮮明になるものも多く、従来の釈読に加えて、さらに読みを進めることが

できた。調査成果のうち、保存処理前段階の成果の一部は、高尾浩司「鳥取県良田平田遺跡の発掘調査と木簡」と題

して木簡学会第 34回研究集会（奈良市、24年 12月 1日）において口頭報告した。成果の全容は、委託主体である(財)

鳥取県教育文化財団に業務完了報告書の形で報告した。 

【実績値】 

解読木簡点数 11点、木簡の保存処理点数 11点、デジタル写真 20枚、赤外線画像 108点 

 

 

【受託経費】 

195千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

－ 637 －

Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



 

【書式Ａ】   施設名 本部事務局 処理番号 9110 

 

大項目 Ⅱ 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 

中項目 1 一般管理費の削減 

事業名 (1)共通的な事務の一元化による業務の効率化 

【年度計画】 

1)財務、人事、企画事務の共通的な事務の一元化を推進し事務の効率化を引き続き図る。 

2)国立博物館各館における翌年度以降の展覧会企画等について「研究・学芸系職員連絡協議会」において連絡・調整を行

い、企画機能強化を図る。 

3)機構共通のネットワーク及びシステムにより、業務の効率的な運用及び情報の共有化を引き続き推進する。 

担当部課 本部事務局総務企画課 事業責任者 課長 竹之内勝典 

【実績・成果】 

1)・財務会計システムを更新し、24年4月より新システムの正式運用を開始した。従来は別システムまたは紙により処理

していた購入依頼、科学研究費、旅費処理等の会計処理・管理を一元化し、財務会計事務が効率化した。 

 ・web給与明細システム（23年5月給与より正式運用開始）について、より一層の利用を推進した結果、25年3月給与支

給日現在の利用率は67.7%（機構全体の職員842人のうち570人)となった。前年同月の45.6%から22.1%増であり、給与

事務が効率化した。 

2)国立博物館各館及び各研究成果公開施設における24～28年度の展覧会予定表を毎月更新し、研究調整役を中心に企画調

整を継続するとともに、「研究・学芸系職員連絡協議会」を開催し、連絡・調整を行った。 

3)機構共通システム運用の基盤となるネットワークである機構 VPN(Virtual Private Network)について見直しを行った。

25～26 年度にかけて、セキュリティ強化、安定性向上を目的とした機構内ネットワークの統合を行うこととし、その

ための準備を進めた。各施設内 LANは従来通り各施設管理とし、インターネット接続を一元化する方向で検討中である。

また、機構共通グループウェア「サイボウズ」の機構全体での運用を継続し、機構内の連絡調整・情報共有を推進した。 

 

【補足事項】 

3)・機構グループウェア「サイボウズ・ガルーン 3」のバックアップサーバーを、奈良文化財研究所へ設置した（25年 1

月）。 

 ・グループウェア「サイボウズ・ガルーン 3」24年度利用ユーザ数(括弧内は 23年度)： 

   機構全体 1,000(960) 

    内訳：本部事務局・東京国立博物館 230、京都国立博物館 100、奈良国立博物館 60、九州国立博物館 150、 

       東京文化財研究所 150、奈良文化財研究所 250、アジア太平洋無形文化遺産研究センター20、 

       予備 40(0) 

 

 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 経

年

変

化 

20 21 22 23 

－ － － － － － － － 

総合的評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

 中期目標の期間中、一般管理費については 15％以上、業務経費については 5％以上の効率化を行う。ただし、文化財購

入費、文化財修復費等の特殊要因経費はその対象としない。また、人件費については次項に基づき取り組むこととし、本

項の対象としない。 

 なお 19年度の法人統合に伴い、機構の業務運営に際しては、平成 23年度までの統合後 5年間で、19年度一般管理費(物

件費)の 10％相当の経費を削減する。 

 このため、運営費交付金を充当して行う事業については、国において実施されている行政コストの効率化を踏まえ、事

務、事業、組織等の見直しや、公用車の運転業務など外部委託できる業務を引き続き精査して計画的にアウトソーシング

するなど業務の効率化を図る。 

具体的には下記の措置を講じる。 

(1)共通的な事務の一元化による業務の効率化 

(2)計画的なアウトソーシング 

(3)使用資源の減少 

  ・省エネルギー(エネルギー使用量は、5年計画期間中に 5％削減) 

  ・廃棄物減量化 

  ・リサイクルの推進 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 638 －



 

【書式Ａ】   施設名 法人全体 処理番号 9120 

 

中項目 1 一般管理費の削減 

事業名 (2)計画的なアウトソーシング 

【年度計画】 
  以下の業務の外部委託を継続して実施する。 

(東京国立博物館) 

・資料館業務の一部 

(京都国立博物館) 

・看視案内業務及び設備保全業務の一部 

・受付・案内・警備業務、売札業務及び清掃業務 

・情報システムの運用・管理・開発業務の一部 

(奈良国立博物館) 

・建物設備の運転・管理業務 

・警備及び看視案内の一部並びに売札及び清掃業務 

(九州国立博物館) 

・建物設備の運転・管理業務等 

・警備業務、看視案内業務及び清掃業務 

(東京文化財研究所・奈良文化財研究所) 

・警備業務、清掃業務及び建物設備の運転・管理業務等 

担当部課 本部財務課（取りまとめ） 

東京国立博物館総務部経理課 

京都国立博物館総務課 

奈良国立博物館総務課 

九州国立博物館総務課 

東京文化財研究所研究支援推進部 

奈良文化財研究所研究支援推進部総務課 

事業責任者 事務局長 田浦 宏己 

【実績・成果】 

・全ての施設において、電気設備保守業務、機械設備保守業務、昇降機設備保守点検業務、売札業務、各種事務補助作業、

清掃業務、構内樹木等維持管理業務等について、民間委託を実施している。  

・博物館は警備・展示室監視等業務の大部分を外部委託している。また、研究所は警備業務の全てを外部委託している。  

・博物館の来館者サービスに関しては、インフォメーション業務、図書・写真資料を閲覧等の利用に供するサービス及び

図書整理業務等について民間委託を実施している。  

・東京国立博物館及び東京文化財研究所における施設管理・運営業務（展示等の企画運営を除く）及び東京国立博物館展

示場における来館者等対応業務について民間競争入札を実施している。 

【補足事項】 

・外部委託が可能な業務については、民間委託を進めている。 

・また、複数の業務についての包括契約化、複数年契約、近隣の機関及び法人内同一地域での一括契約等の実施により、

業務の効率化を図っている。 

・民間委託の増加に伴い、契約手続・監督等の業務が増加しているが、人員削減が急速に進んでいるため、業務継続に必

要なノウハウが館に蓄積されないなどの問題が生じている。 

 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 経年

変化 

20 21 22 23 

－ － － － － － － － 

総合的評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

 中期目標の期間中、一般管理費については 15％以上、業務経費については 5％以上の効率化を行う。ただし、文化財購

入費、文化財修復費等の特殊要因経費はその対象としない。また、人件費については次項に基づき取り組むこととし、本

項の対象としない。 

 このため、運営費交付金を充当して行う事業については、国において実施されている行政コストの効率化を踏まえ、事

務、事業、組織等の見直しや、公用車の運転業務など外部委託できる業務を引き続き精査して計画的にアウトソーシング

するなど業務の効率化を図る。 

具体的には下記の措置を講じる。 

(1)共通的な事務の一元化による業務の効率化 

(2)計画的なアウトソーシング 

(3)使用資源の減少 

  ・省エネルギー(エネルギー使用量は、5年計画期間中に 5％削減) 

  ・廃棄物減量化 

  ・リサイクルの推進 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 639 －

Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



 

【書式Ａ】   施設名 法人全体 処理番号 9130 

 

中項目 1 一般管理費の削減 

事業名 (3) 使用資源の減少 

【年度計画】 
・省エネルギー   1)光熱水量の使用状況を把握し、管理部門を中心に引き続き節減に努める。 (エネルギー使用量は、5年計画

期間中に5％削減) 

・廃棄物減量化   1)使用資源の節減に努め、廃棄物の減量化に引き続き努める。 

・リサイクルの推進 1)廃棄物の分別収集を徹底し、リサイクルを引き続き推進する。 

担当部課 本部財務課（取りまとめ） 

東京国立博物館総務部経理課、京都国立博物館総務課、

奈良国立博物館総務課、九州国立博物館総務課、東京文

化財研究所研究支援推進部、奈良文化財研究所研究支援

推進部総務課 

事業責任者 事務局長 田浦 宏己 

【実績・成果】 

・日常の節電節水の周知徹底、クールビズ・ウォームビズの推進、冷暖房の省エネ運転等を行った。 

・廃棄物削減では、ミスコピーの防止及び両面印刷の励行、館内 LAN・電子メール等の活用による文書のペーパーレス化を引き続き行っている。 

・リサイクルの実施（廃棄物の分別収集, リサイクル業者への古紙売り払い, 再生紙の発注等） 
 

使用資源の推移等 

  光熱水料金                                                      (千円) 
 

事項 23 年度 24 年度 差額 増減率 

電気料 359,663 414,971 55,308 15.38% 

水道料 82,330 83,236 906 1.10% 

ガス料 127,175 129,406 2,231 1.75% 

計 569,168 627,613 58,445 10.27% 
 

    ※電気料は全体として使用量ベースでは減少したが、原料高騰及び再生可能エネルギー発電促進賦課金の賦課による契約単価及び 

燃料調整費の上昇により使用料金ベースで増額となった。 
 

事項 23 年度単価（円/kwh） 24 年度単価（円/kwh） 差（円/kwh） 単価影響額(千円) 

電気料特殊要因 14.3 17.1 2.8 67,976 

 

※水道料は、京都国立博物館における平常展示館工事業者の水道利用増により、増加した。 

※ガス料は全体として使用量ベースでは減少したが、原料高騰による契約単価の上昇により使用料金ベースで増額となった。 
 

事項 23 年度単価（円/㎥） 24 年度単価（円/㎥） 差（円/㎥） 単価影響額(千円) 

ガス料特殊要因 73.7 81.7 8 12,670 

 
 

特殊要因を考慮した光熱水料金                                               (千円) 

事項 23 年度 24 年度 差額 増減率 

電気料（※） 359,663 346,995 △12,668 △3.52% 

水道料 82,330 83,236 906 1.10% 

ガス料（※） 127,175 116,736 △10,439 △8.20% 

計 569,168 546,967 △22,201 △3.90% 

※電気料・ガス料については特殊要因を勘案して算定。 
 

廃棄物排出量                                                      （kg） 

事項 23 年度 24 年度 差額 増減率（％） 

一般廃棄物 255,976 245,438 △10,538 △4.12% 
 

【補足事項】 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 経年

変化 

20 21 22 23 

光熱水量 3.90％減 年間 1.03％減 Ｓ 2.3％減 8.8％減 4.24％減 1.58％減 

総合的評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 
 中期目標の期間中、一般管理費については 15％以上、業務経費については 5％以上の効率化を行う。ただし、文化財購入費、文化

財修復費等の特殊要因経費はその対象としない。また、人件費については次項に基づき取り組むこととし、本項の対象としない。 

 このため、運営費交付金を充当して行う事業については、国において実施されている行政コストの効率化を踏まえ、事務、事業、組織等

の見直しや、公用車の運転業務など外部委託できる業務を引き続き精査して計画的にアウトソーシングするなど業務の効率化を図る。 

具体的には下記の措置を講じる。 

(1)共通的な事務の一元化による業務の効率化 

(2)計画的なアウトソーシング 

(3)使用資源の減少 

  ・省エネルギー(エネルギー使用量は、5年計画期間中に 5％削減)   ・廃棄物減量化   ・リサイクルの推進 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 640 －



 

【書式Ａ】   施設名 法人全体 処理番号 9140 

 

中項目 1 一般管理費の削減 

事業名 (4)自己収入の増大 

【年度計画】 

独立行政法人整理合理化計画(19年12月24日閣議決定)の方針に基づき設定した外部資金の活用及び自己収入の増大に

向けた定量的目標の達成を、引き続き目指す。 

1)機構全体において、入場料収入(共催展を除く)及びその他収入について、1.16%の増加を目指す。 

2)機構全体において、寄附金 226 件及び科学研究費補助金 76件の確保を目指す。 

担当部課 本部財務課（取りまとめ） 

東京国立博物館総務部経理課、京都国立博物館

総務課、奈良国立博物館総務課、九州国立博物

館総務課、東京文化財研究所研究支援推進部、

奈良文化財研究所研究支援推進部総務課 

事業責任者 事務局長 田浦 宏己 

【実績・成果】 

1)定量的目標を設定した自己収入については、下表のとおり△2.72％となり、目標を下回った。 

（単位：千円） 

 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 

自己収入基準額 884,252  894,510 904,886 

自己収入目標額 894,510  904,886 915,383 

自己収入実績額 1,002,524  821,470 880,271 

増 加 率  13.38％  △8.17％ △2.72％ 

※受託研究・受託事業を除く。 

※自己収入目標額は、前年度の目標額から 1.16％増加した場合の額。 

※増加率は、自己収入基準額（前年度の目標額）に対する増加率。 

※自己収入実績額は、還付消費税額(260,696千円)を除く。 

 

2)下表のとおり、寄附金及び科学研究費補助金ともに目標件数を上回ることができた。 

 

 目標値 平成 24年度 

寄附金 226件 438件 

科学研究費補助金 76件 88件 
 

【補足事項】 

科研費採択件数は、「科学研究費補助金」と「学術研究助成基金助成金」の件数である。 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 経

年

変

化 

20 21 22 23 

自己収入増加率 

寄附金件数 

科研費採択件数 

2.72％減 

438件 

88件 

1.16％増 

226件 

76件 

Ｃ 

Ｓ 

Ａ 

－ 

－ 

－ 

8.67％ 

290 

86 

13.38％ 

314 

81 

8.17％減 

393 

76 

総合的評価 Ｓ Ａ ○Ｂ  Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

 中期目標の期間中、一般管理費については 15％以上、業務経費については 5％以上の効率化を行う。ただし、文化財購

入費、文化財修復費等の特殊要因経費はその対象としない。また、人件費については次項に基づき取り組むこととし、本

項の対象としない。 

 このため、運営費交付金を充当して行う事業については、国において実施されている行政コストの効率化を踏まえ、事

務、事業、組織等の見直しや、公用車の運転業務など外部委託できる業務を引き続き精査して計画的にアウトソーシング

するなど業務の効率化を図る。 

具体的には下記の措置を講じる。 

(1)共通的な事務の一元化による業務の効率化 

(2)計画的なアウトソーシング 

(3)使用資源の減少 

  ・省エネルギー(エネルギー使用量は、5年計画期間中に 5％削減) 

  ・廃棄物減量化 

  ・リサイクルの推進 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 一部要注意 

－ 641 －

Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



 

 

【書式Ａ】   施設名 本部事務局 処理番号 9210 

 

中項目 2 給与水準の適正化等 

事業名 給与水準の適正化等 

【年度計画】 

国家公務員の給与水準や手当てを考慮した役職員の給与の適正化に引き続き計画的に取り組む。また人件費改革の取り

組みを今後進められる独立行政法人制度の抜本的な見直しを踏まえ、取り組む。ただし、人事院勧告を踏まえた給与改定

分及び競争的資金により雇用される任期付職員に係る人件費については本人件費改革の削減対象から除く。また、削減対

象の「人件費」の範囲は、各年度中に支給した報酬（給与）、賞与、その他の手当の合計額とし、退職手当、福利厚生費

は含まない。 

 その際、役職員の給与に関し、国家公務員の給与構造改革を踏まえた、地場賃金の適正な反映、年功的な給与上昇の抑

制、勤務実績の給与等への反映等に取り組む。 

担当部課 総務企画課 事業責任者 課長 竹之内勝典 

【実績・成果】 

・人事給与統合システムが平成 20 年 4 月から稼働し、機構全体として統一的な処理ができるようになった。さらに人件

費の削減に向けたシミュレーション等により人件費に関する計画を円滑に企画・立案することができた。 

・地域手当について、平成 24年度においても平成 21年度の率を据え置く方針が決定された。 

・役職員の報酬額については、毎年度、総務省の実施している「独立行政法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公

表方法等について（ガイドライン）、平成15年9月9日策定」において、個別の額を公表しており、また、法人ウェブサ

イト上においても掲載している。今後も引き続き公表することとしている。 

【補足事項】 

※1 レクリエーション経費は運営費交付金からの支出はない。レクリエーション経費以外の福利厚生費(法定外福利費)

は 13,559千円である。また、国とは異なる諸手当は機構にはない。 

 

※2 ラスパイレス指数は事務・技術職員が 96.5、研究職員が 97.7となっている。 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 経

年

変

化 

20 21 22 23 

人件費削減率 

(17 年度比較) － 

17年度決算額

に比して 6年

間で 6％削減 

 

－ 

 

－ 

 

－ 

 

－ 

 

－ 

総合的評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

 国家公務員の給与水準とともに業務の特殊性を十分考慮し、対国家公務員指数については現状を維持するよう取り組

み、その結果について検証を行うとともに、検証結果や取組状況を公表する。また、これまでの人件費改革の取り組みを

平成 23年度まで継続するとともに、平成 24年度以降は、今後進められる独立行政法人制度の抜本的な見直しを踏まえ、

取り組むこととする。ただし、人事院勧告を踏まえた給与改定分及び競争的資金により雇用される任期付職員に係る人件

費については本人件費改革の削減対象から除く。 

 なお、削減対象の「人件費」の範囲は、各年度中に支給した報酬(給与)、賞与、その他の手当の合計額とし、退職手当、

福利厚生費は含まない。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 642 －



 
 

【書式Ａ】   施設名 法人全体 処理番号 9310 

 

中項目 3 契約の適正化の推進 

事業名 契約の適正化の推進 

【年度計画】 

1)契約監視委員会を実施する。 

2)施設内店舗の貸付について企画競争を導入する。 

3)民間競争入札を推進する。 

(東京国立博物館・東京文化財研究所) 

・施設管理・運営業務を継続して外部委託を行う。 

(東京国立博物館) 

・展示場における来館者応対等業務を継続して外部委託を行う。 

担当部課 本部財務課（取りまとめ） 

東京国立博物館総務部経理課、京都国立博物館

総務課、奈良国立博物館総務課、九州国立博物

館総務課、東京文化財研究所研究支援推進部、

奈良文化財研究所研究支援推進部総務課 

事業責任者 事務局長 田浦 宏己 

【実績・成果】 

1)「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて（平成 21年 11月 17日閣議決定）」に基づき、外部委員で構成され

た契約監視委員会を設置し、機構が平成 23年度に締結した契約の点検・見直しを行った。 

    第１回契約監視委員会（24年 11月 30日開催） 

    第２回契約監視委員会（25年 6月 14日開催予定） 

2)東京国立博物館本館（ミュージアムショップ）、東京国立博物館黒田記念館（カフェ）及び奈良文化財研究所飛鳥資料

館（ミュージアムショップ）において、企画競争を実施した。 

京都国立博物館（レストラン）、奈良文化財研究所平城宮跡資料館（ミュージアムショップ）、東京国立博物館（レ

ストラン）及び奈良国立博物館（ミュージアムショップ・レストラン）については既に企画競争を実施済み。 

今後も、賃貸借期間終了時に順次企画競争を実施予定である。 

3)・総務省からの要請に基づき、「独立行政法人整理合理化計画（平成 19 年 12 月 24 日閣議決定）」の一環として、随

意契約の見直しを行い、随意契約によることがやむを得ないものを除き、引き続き競争契約に移行している。 

・より多くの競争参加業者を募るため、公告期間をこれまでの「１０日間以上」から自主的措置として２０日間以上確

保するように引き続き努めている。 

・列品等修理契約について、修理契約委員会を設置し、修理可能な業者が複数存在すると判断された契約は企画競争を

実施している。 
 

一般競争入札件数 

 年度 23年度 24年度 増減 

件数 132件 136件 4件  

 

  

【補足事項】 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 経年

変化 

20 21 22 23 

一般競争入札件数 136件 － － 142 202 175 132 

総合的評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

 「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」(平成 21 年 11 月 17 日閣議決定)に基づき引き続き取組みを着実

に実施し、文化財の購入等随意契約が真にやむを得ないものを除き、競争性のある契約への移行を推進することにより、

経費の効率化を行う。また「独法の事務・事業の見直しの基本方針」(平成 22年 12月 7日閣議決定)に基づき、施設内店

舗の賃借について、企画競争を導入するなど競争性と透明性を確保した契約方式とする。なお民間競争入札については、

現在実施している民間競争入札の検証結果等を踏まえ、一層推進する。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 643 －

Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



 

【書式Ａ】   施設名 東京国立博物館 処理番号 9411 

 

中項目 4 保有資産の有効利用の推進 

事業名 保有資産の有効利用の推進 

【年度計画】 

(博物館4施設) 

1)講座・講演会等を開催する。 

2)講堂等の利用案内を関係団体、学校等に対し積極的に行う。 

3)国際交流及び日本文化の紹介や入館者の拡大を目的としたコンサートなどを実施し、施設の有効利用を図る。 

担当部課 総務部総務課 事業責任者 課長 樋口理央 

【実績・成果】 

1)月例講演会等の他、当館主催や外部利用による講演会を実施した。 

2)撮影件数増加のためインターネットロケーション検索サイト(ロケなび！)への登録を継続した。 

3)・定期的にコンサート、寄席などの文化イベントを開催した。 

・「国際博物館の日」を記念して上野地区の機関と連携し、ガイドツアーなどを実施した。 

・「留学生の日」イベントを行い、ガイドツアーや茶道体験など日本文化の紹介を行った。 

・森鷗外生誕 150周年を記念して、総長室跡地に記念碑を設置した。 

【補足事項】 

〇企業等のパーティー、撮影(映画、ドラマ、雑誌等)、茶室・講堂の貸出による

施設の有効利用(それに伴う収入増)を図った。 

・撮影件数増加による収入は昨年度を大幅に上回り、223 件 35,607,000 円とな

った。（昨年度実績 185件 26,662,000 円） 

〇撮影件数のさらなる増加のため 

・インターネットロケーション検索サイト(ロケなび！)の申し込みプランを 23

年 8月よりグレードアップ(掲載写真増、間取り図追加)したところ、撮影件数

が劇的に増加した。今年度は、黒田記念館が耐震工事のため撮影に貸し出せな

いこととなったが、東洋館の改修が終了したため、代替としてアジアギャラリ

ーや収蔵庫となっていた表慶館が撮影に使用できることとなった。そちらの告

知もロケなび！を通じて迅速に対応ができたため、現在は閉館中の表慶館が有

効に活用できることとなった。 

・劇的に増加した撮影への対応及び人件費を削減するため、撮影担当を一部外注

化した。 

・上記「ロケなび！」編集の業界向け雑誌「Location Japan」(24 年 9 月 15 日

発売 10月号)において特集記事を掲載、撮影件数の増加を図った。また、添付

図版のとおり掲載ページの抜刷チラシも作成し、撮影利用者を中心に配布し、

積極的にリピーター確保、かつ新規誘致にも努めた。 

・ロケハン（撮影下見）用のシートを作成し、当館ウェブサイトにアップするこ

とにより、事前説明等の簡素化、イメージ図の多用により効率よく案内ができ

るようになった。 

 

 
 

ロケ地紹介用チラシ
 

・ロケスタッフへのきめ細かな対応と、更なるサービス向上の一環として、ロケ弁（弁当）業者の斡旋を開始した。 

・今まで撮影では使用していなかった「本館便殿」を撮影で使用できるよう、規程改正、特別料金の設定を昨年度行った。

「本館便殿」での撮影受け入れは 24年 4月より実施。実績は 1件と少ないものの、問い合わせは相当数にのぼる。 

〇来館者に展示観覧と合わせてコンサート等を楽しんでいただけるよう、イベントの開催時間を開館時間中に設定するこ

とに努めた。 

〇イベント開催を来館者数が比較的少ない時期に行い、来館者数の増加に貢献した。 

〇今後とも企業等のパーティー、講堂・茶室貸出しが増えるよう方策を検討したい。 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 経

年

変

化 

20 21 22 23 

施設の有効利用件数 

うち有償利用件数 

637件 

342件 

－ 

－ 

－ 

－ 

574 

238 

341 

262 

538 

256 

618 

341 

総合的評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

保有資産については、その必要性や規模の適切性についての検証を適切に行うとともに、有効利用の推進を図るため、

映画等のロケーションのための建物等の利用や会議・セミナーのための会議室の貸与等を本来業務に支障のない範囲で実

施する。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 644 －



 

【書式Ａ】   施設名 京都国立博物館 処理番号 9412 

 

中項目 4 保有資産の有効利用の推進 

事業名 保有資産の有効利用の推進 

【年度計画】 

(博物館4施設) 

1)講座・講演会等を開催する。 

2)講堂等の利用案内を関係団体、学校等に対し積極的に行う。 

3)国際交流及び日本文化の紹介や入館者の拡大を目的としたコンサートなどを実施し、施設の有効利用を図る。 

担当部課 総務課 

学芸部 

事業責任者 課長 植田義雄 

部長 村上 隆 

【実績・成果】 

1)平常展示館建替工事期間中のため、展覧会等に関する講演会、土曜講座等は館外の施設を利用して開催した。 

2)平常展示館建替工事期間中で講堂を使用できないため、庭園を積極的に活用するなど施設の有効利用の推進を 

図った。また、外部団体等の講演会・研修会等への施設の貸出を積極的に行った。 

3)来館者の拡大を目的としたコンサートや映画野外上映会を実施し、施設の有効利用を図った。 

【補足事項】 

○庭園(特別展示館前) 

・全館休館期間中に、音楽イベント「音燈華 vol.3」を庭園にて開催し、

大盛況であった。（来館者数 494 名) 

・展覧会会期中にお客様が「庭園散策ガイド」を購入することで庭園のみ

の利用を可能とした。 

○茶室 

・当館に茶室が設けられていることが浸透しているようで、茶道愛好家の

利用が多い。 

・アメリカンエキスプレスの会員を対象に文化財保護基金設立記念として

「ミュージアム茶会」を開催し、盛況であった。 

（参加者数 41名） 

・文化財保護基金チャリティ・エキシビジョン関連イベントとして、「緋

色茶会」を開催し、盛況であった。 

 （3日間開催 参加者数 492名） 

○講堂の建替に伴う措置 

・講堂は、平常展示館建替工事に伴いリニューアルオープンするまで使用

できないため、「土曜講座」・「夏期講座」・「京都・らくご博物館」の開

催会場は、館外の施設を利用し継続した。(詳細は処理番号 2212-2、

2222-2参照) 

 

○講堂の建替に伴う措置 

・講堂は、平常展示館建替工事に伴いリニューアルオープンするまで使用

できないため、「土曜講座」・「夏期講座」・「京都・らくご博物館」の開

催会場は、館外の施設を利用し継続した。(詳細は処理番号 2212-2、

2222-2参照) 

 

 施設有効利用件数               使用料 

 茶室   43件(うち、有償 40件、無償 3件) 406,050 円 

講堂等  10件(うち、有償  2件、無償 8件)  12,600 円 

撮影利用  6件(うち、有償  4件、無償 2件)  85,000 円 

 計    59件(うち、有償 46件、無償 13件)503,650円 

 

音燈華 vol.3  DEPAPEPE コンサート 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 経

年

変

化 

20 21 22 23 

施設の有効利用件数 

うち有償利用件数 

59件 

46件 

－ 

－ 

－ 

－ 

57 

29 

35 

26 

59 

44 

42 

35 

総合的評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

保有資産については、その必要性や規模の適切性についての検証を適切に行うとともに、有効利用の推進を図るため、

映画等のロケーションのための建物等の利用や会議・セミナーのための会議室の貸与等を本来業務に支障のない範囲で実

施する。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 645 －

Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



 

【書式Ａ】   施設名 奈良国立博物館 処理番号 9413 

 

中項目 4 保有資産の有効利用の推進 

事業名 保有資産の有効利用の推進 

【年度計画】 

(博物館4施設) 

1)講座・講演会等を開催する。 

2)講堂等の利用案内を関係団体、学校等に対し積極的に行う。 

3)国際交流及び日本文化の紹介や入館者の拡大を目的としたコンサートなどを実施し、施設の有効利用を図る。 

担当部課 総務課渉外室 事業責任者 総括専門職員 森継明広 

【実績・成果】 

1)公開講座、サンデートーク、正倉院展ボランティア解説、特別鑑賞会、文化財保存修理所特別公開等を開催した。 

2)奈良市教育委員会と連携し、市内の小学校5年生を対象とした世界遺産学習を実施した。 

3)・地元自治体等と連携し、敷地内でコンサート等のイベントを実施した。 

 ・(財)奈良県ビジターズビューローと連携し、「仏像と出逢うセミナー」として、講演及びなら仏像館を閉館後に観覧

する特別鑑賞会(有料)を 7回行った。 

【補足事項】 

施設の利用 

○講座・講演会 

 公開講座(15回)、サンデートーク(12回)、正倉院展ボランティア解説(93回)、特別鑑賞会(16回)、文化財保存修理所

特別公開等 

○世界遺産学習(35校) 

○イベントの実施 

・講堂：まほろば寄席(2回)、特別展「解脱上人貞慶」親子観賞会、特別陳列「古事記の歩んできた道」関連企画「はじ

めてふれる古事記」、夏休み親子で学ぶ奈良世界遺産「東大寺の不思議、仏像の不思議をさぐる」、第 64 回正倉院展親

子鑑賞会、特別陳列「お水取り」関連企画「お水取り「講話」と「粥」の会」、文化財保存修理所特別公開、お水取り

展鑑賞とお松明 

・地下回廊：親と子のワークショップ「ほとけさまのきり絵をつくろう！」、奈良トライアングルミュージアムズ３館リ

レーミュージアムコンサート「しゃん・ふう（二胡）」、奈良トライアングルミュージアムズワークショップ「仏像切り

絵体験」・「写仏散華体験」 

 庭園・茶室：案内ツアー（2回）、「おん祭と春日信仰の美術」茶会 

○会場提供 

・講堂：香港城市大学学生研修、南都和唱会研修、㈳情報科学技術協会研修、能楽学会「世阿弥忌セミナー」、高速道路

の交通データ利用に関する勉強会、奈良文化財研究所文化財担当者専門研修 

・地下回廊：ムジークフェストなら 2012、 

・仏教美術資料研究センター：切り絵とコンサート「なら結び」、結婚式、コンサート「まほろばタンゴナイト」、なら瑠

璃絵関連コンサート「夜参りライブ」、コンサート「音燈華 ジェスカ・グランペール in Museum」 

・庭園：和歌劇「ヤマトタケル」 

・茶室：茶会 

・敷地内：なら燈花会、ならファンタージア YAMATO 新話、言霊と音霊の夜会、野点の茶会、春日若宮おん祭執行に係る

敷地提供、なら瑠璃絵 

 

夏休み親子で学ぶ奈良世界遺産（講堂）           案内ツアー（茶室・庭園） 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 
経年

変化 

20 21 22 23 

施設の有効利用件数 

うち有償利用件数 

139件 

39件 

－ 

－ 

－ 

－ 

84 

23 

59 

21 

146 

31 

144 

28 

総合的評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

保有資産については、その必要性や規模の適切性についての検証を適切に行うとともに、有効利用の推進を図るため、

映画等のロケーションのための建物等の利用や会議・セミナーのための会議室の貸与等を本来業務に支障のない範囲で実

施する。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 646 －



 

【書式Ａ】   施設名 九州国立博物館 処理番号 9414 

 

中項目 4 保有資産の有効利用の推進 

事業名 保有資産の有効利用の推進 

【年度計画】 

(博物館4施設) 

1)講座・講演会等を開催する。 

2)講堂等の利用案内を関係団体、学校等に対し積極的に行う。 

3)国際交流及び日本文化の紹介や入館者の拡大を目的としたコンサートなどを実施し、施設の有効利用を図る。 

担当部課 交流課 事業責任者 交流事業室事務主査 藤﨑秀典 

【実績・成果】 

(博物館 4施設) 

1)文化交流展示室を紹介する講座の開催や各特別展で関連する講演会を開催した。 

2)ミュージアムホール、エントランスホール、研修室、茶室等において、館主催事業及び各種団体主催のイベントを開催

するとともに、希望団体にはミュージアムホール、研修室、茶室の貸出を行った。 

3)国際シンポジウム、アジア諸国に関するイベント、留学生の日のイベント等を開催した。また、ガムランワークショッ

プや茶道体験、コンサートの開催等を継続的に実施し、施設の有効活用を促進した。 

【補足事項】 

(博物館 4施設) 

1)・文化交流展(トピック展)関連イベント 

 トピック展示「茶の湯を楽しむⅤ」関連茶会（期間:10月 6、7、13、14

日，参加者数：494名）等を開催した。 

・特別展関連イベント 

「平山郁夫シルクロードの軌跡-人類の遺産にかけた画家の人生-」関連記

念対談「～平山郁夫の長い旅～」（期間：4月 14日,参加者数 250名）等

を開催した。 

・主催イベント 

7周年イベント高千穂神楽、椎葉神楽公演ときゅーはくミュージアムコン

サート 100 回突破記念「朝崎郁恵 奄美を唄う」を同時開催した（期間：

10月 13、14日，参加者数 1,080名） 

・各種団体主催イベント 

鞠智城シンポジウム（期間：9月 22日,参加者数:400名）、古事記編さん

1300 年  神話のふるさとみやざき展（期間：10 月 16 日～10 月 29 日,参

加者数〔期間中来館者数〕：76,560名）等を開催した。 

 

2)・施設の利用実績         計 246件(うち 有償  86件) 

ミュージアムホールの利用   66件(うち 有償  9件) 

研修室の利用         88件(うち 有償  65件) 

茶室の利用          36件(うち 有償  9件) 

その他(ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ 外)     50件(うち 有償  2件) 

撮影利用           6件(うち 有償  1件) 

 

3)コンサート 

きゅーはくミュージアムコンサートを毎月開催した。 

  

「茶の湯を楽しむⅤ」関連茶会 

 

 
「平山郁夫展」関連記念対談 

 

 
高千穂神楽公演 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 経

年

変

化 

20 21 22 23 

施設の有効利用件数 

うち有償利用件数 

246件 

86件 

－ 

－ 

－ 

－ 

193 

 45 

250 

 69 

321 

76 

264 

90 

総合的評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

保有資産については、その必要性や規模の適切性についての検証を適切に行うとともに、有効利用の推進を図るため、

映画等のロケーションのための建物等の利用や会議・セミナーのための会議室の貸与等を本来業務に支障のない範囲で実

施する。 

 また、保有資産の管理を徹底する。とくに環境汚染物質については、法令に則り適正な処置を講じる。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 647 －

Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



 

【書式Ａ】   施設名 東京文化財研究所 処理番号 9415 

 

中項目 4 保有資産の有効利用の推進 

事業名 保有資産の有効利用の推進 

【年度計画】 

(文化財研究所2施設) 

セミナー室、講堂等一般の利用の供することが可能な施設の有料貸付を実施するとともに、展示公開施設におけるミュー

ジアムショップの運営委託等、施設の有効利用の推進を引き続き図る。 

担当部課 研究支援推進部 事業責任者 部長 六川真五 

【実績・成果】 

 

・セミナー室、会議室等を利用することにより、施設の有効利用の推進を図った。 

・研究成果を広く一般にも公表するためのオープンレクチャーを今年度も開催した。この事業は台東区との連携事業とし

て毎年開催されている「上野の山文化ゾーンフェスティバル」に東京文化財研究所のオープンレクチャーを同事業の講

演会シリーズとして実施している。 

【補足事項】 

 
第 46回オープンレクチャー「モノ／イメージとの対話」 

 

 

 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 経

年

変

化 

20 21 22 23 

施設の有効利用件数 

うち有償利用件数 

195件 

24件 

－ 

－ 

－ 

－ 

140 

21 

178 

13 

196 

12 

181 

20 

総合的評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

保有資産については、その必要性や規模の適切性についての検証を適切に行うとともに、有効利用の推進を図るため、

映画等のロケーションのための建物等の利用や会議・セミナーのための会議室の貸与等を本来業務に支障のない範囲で実

施する。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 648 －



 

【書式Ａ】   施設名 奈良文化財研究所 処理番号 9416 

 

中項目 4 保有資産の有効利用の推進 

事業名 保有資産の有効利用の推進 

【年度計画】 

(文化財研究所2施設) 

セミナー室、講堂等一般の利用の供することが可能な施設の有料貸付を実施するとともに、展示公開施設におけるミュー

ジアムショップの運営委託等、施設の有効利用の推進を引き続き図る。 

担当部課 研究支援推進部 事業責任者 研究支援推進部次長 上田浩司 

【実績・成果】 

 

施設名 平成 24年度 

平城宮跡資料館講堂 75件 (内 有償貸与 8件) 

平城宮跡資料館小講堂 117件 (内 有償貸与 3件) 

寄宿舎施設 1,107件 (内 有償貸与 44件) 

飛鳥資料館講堂 10件 (内 有償貸与 0件) 

その他(本庁舎・監理棟・収蔵庫等) 19件 (内 有償貸与 13件) 

合計 1.328件 (内 有償貸与 68件) 

・一般利用申し出への行政サービスの向上を図る方針のもとに、ウェブサイト上での施設利用紹介等による積極的有効利

用(貸付等)の促進を図った。 

・奈良文化財研究所が企画実施する研修等に際して、宿泊施設の有効活用を図った。 

・上記のほか、平城宮跡資料館、飛鳥資料館の各ミュージアムショップ(売店)の運営を外部委託し、図録等の販売を通し

て来館者の利便に供した。 

【補足事項】 

  平成 23年度実績 

施設名 平成 23年度 

平城宮跡資料館講堂 105件 (内 有償貸与  3件) 

平城宮跡資料館小講堂 144件 (内 有償貸与 15件) 

寄宿舎施設 1,116件 (内 有償貸与 21件) 

飛鳥資料館講堂 67件 (内 有償貸与  0件) 

その他(本庁舎・監理棟・収蔵庫等) 17件 (内 有償貸与 13件) 

合計 1,449件 (内 有償貸与  52件) 
 

 

 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 経

年

変

化 

20 21 22 23 

施設の有効利用件数 

うち有償利用件数 

1.328 件 

68件 

－ 

－ 

－ 

－ 

2,079 

71 

1,211 

40 

1,489 

105 

1,449 

52 

総合的評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

保有資産については、その必要性や規模の適切性についての検証を適切に行うとともに、有効利用の推進を図るため、

映画等のロケーションのための建物等の利用や会議・セミナーのための会議室の貸与等を本来業務に支障のない範囲で実

施する。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 649 －

Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



 

【書式Ａ】   施設名 本部事務局 処理番号 9510 

 

中項目 5 内部統制の充実・強化 

事業名 (1)理事長のマネジメント強化 

【年度計画】 

1)モニタリングの実施 

・自己点検評価を行う。 

・監事監査を行う。 

・内部監査を行う。 

2)リスクマネジメントの実施 

・関連する諸規程を整備する。 

・危機管理マニュアルの見直し等を随時行う。 

担当部課 本部事務局総務企画課 事業責任者 課長 竹之内勝典 

【実績・成果】 

1)モニタリングの実施 

・自己点検評価を行い、『平成23年度 独立行政法人国立文化財機構自己点検評価報告書』を作成(24年6月)し、評価結果

をウェブサイトで公開した。外部評価委員からの意見等を踏まえ、評価のしやすさに配慮した自己点検評価報告書の作

成に向けて、作成マニュアルの見直しを行い、各施設の評価担当を対象に報告書作成に関する説明会を実施した（24

年11月29日・30日）。 

・監事による定期監査(24年6月25日)を行った他、臨時監査を本部・東京国立博物館(25年1月10日・31日)、東京文化財研

究所(25年2月8日)を対象に行った。 

・内部監査を、24年10月29日～11月16日の日程で、本部事務局及び各施設を対象に順次行った。 

2)リスクマネジメントの実施 

・理事長からの指示に基づき、関連する諸規程の見直しを行ったが、改訂の必要はなかった。 

・理事長からの指示に基づき、危機管理マニュアルの見直しを随時行い、東京国立博物館では来館者・職員・収蔵品のそ

れぞれを対象とする改訂を行うとともに、簡易版も作成した。 

【補足事項】 

1)・定期監査は、業務の監査（機構の業務運営状況、調査研究活動の実施状況等の監査）及び会計の監査（決算の状況、

契約の状況等の監査）を行った。 

 ・臨時監査は、業務及び会計についての実地監査を、特に施設整備の状況、収蔵品・研究機器等に係る資産管理、ミュ

ージアムショップ・レストラン等業務委託の契約状況等に重点を置いて実施した。 

2)東京国立博物館の危機管理マニュアルの見直しにおいては、一斉帰宅の抑制の推進等を目的とし、25 年 4 月から施行

される東京都帰宅困難者対策条例への対応を盛り込んだ改定を行った。 

  

『平成 23年度 独立行政法人国立文化財機構 

自己点検評価報告書』 

独立行政法人国立文化財機構ウェブサイト 

23年度評価結果のページ 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 経

年

変

化 

20 21 22 23 

－ － － － － － － － 

総合的評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

理事長のマネジメント強化のため業務の特性や実施体制に応じた効果的な統制機能の在り方を検討し、自己点検評価を

始め監事監査、内部監査などモニタリングを行う。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 650 －



 

【書式Ａ】   施設名 本部事務局 処理番号 9520 

 

中項目 5 内部統制の充実・強化 

事業名 (2)外部有識者による事業評価 

【年度計画】 

1)運営委員会、外部評価委員会を実施し、その結果を組織、事務、事業等の改善に反映させる。 

2)職員の資質向上を図るため各種研修を実施する。 

担当部課 本部事務局総務企画課 事業責任者 課長 竹之内勝典 

【実績・成果】 

1)運営委員会(24年8月1日)、外部評価委員会(研究所・センター調査研究等部会：24年4月17日、博物館調査研究等部会：

4月27日、総会：5月30日)を実施し、その結果を機構の事業等の改善に反映させた。 

2)(各種研修について詳細は処理番号0230参照) 

【補足事項】 

 

 

  

 運営委員会(24年 8月 1日) 外部評価委員会総会(24年 5月 30日) 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 経

年

変

化 

20 21 22 23 

－ － － － － － － － 

総合的評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

外部有識者も含めた事業評価の在り方について適宜、検討を行いつつ、年 1回以上事業評価を実施し、その結果は組織、

事務、事業等の改善に反映させる。また、研修等を通じて職員の理解促進、意識や取り組みの改善を行う。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 651 －

Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



 

 

 

【書式Ａ】   施設名 本部事務局 処理番号 9530 

 

中項目 5 内部統制の充実・強化 

事業名 (3)情報セキュリティ対策の向上と改善 

【年度計画】 

1)情報セキュリティについて定期監査等を実施する。 

 

担当部課 本部事務局総務企画課 事業責任者 課長 竹之内勝典 

【実績・成果】 

1)・保有個人情報管理監査を、本部事務局・東京国立博物館(25年1月31日)、東京文化財研究所(25年2月8日)を対象に実

施した。 

・個人情報研修を機構内のほぼ全職員を対象に実施した。 

・情報システム監査を、アジア太平洋無形文化遺産研究センター(24年10月11日)を対象に実施した。 

・情報システム自己点検・評価について、今回はセキュリティ対策の実施状況に重点を置いて実施した(24年4月)。 

 

 

【補足事項】 

○24年 8月 17日に奈良国立博物館ウェブサイトについて、一部改ざんがなされたため、同館ウェブサイトの一部の運用

を停止して復旧及び対策を行い、24年 8月 24日に停止部分のサービスを再開した。これを受けて、情報化委員会にお

いて、機構全体でのこれまで以上のセキュリティ強化について検討し、セキュリティ対策情報の共有、緊密な連携等を

図ることを確認し、実施した。 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 経

年

変

化 

20 21 22 23 

－ － － － － － － － 

総合的評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

管理する情報の安全性向上のため、政府の方針を踏まえた情報セキュリティに配慮した業務運営の情報化・電子化に取

り組み、情報セキュリティ対策の向上と改善を図るため定期監査等を実施する。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 652 －



 

 

【書式Ａ】   施設名 本部事務局 処理番号 0110 

 

大項目 Ⅳ その他主務省令で定める業務運営に関する事項 

中項目 1 施設・設備に関する計画 

事業名 施設・設備に関する計画 

【年度計画】 

別紙のとおり施設・設備に関する計画に沿った整備を推進する。 

 

別紙： 施設・設備に関する計画 

 （単位：百万円） 

施設・整備の内容 予定額 財  源 

東京国立博物館  

 黒田記念館耐震補強改修等工事 

  

614 

  

施設整備費補助金 

表慶館バリアフリー化工事 59 施設整備費補助金 

京都国立博物館 

平常展示館建替工事 

（19年度～24年度） 

5,050 施設整備費補助金  

奈良国立博物館 

 防災設備等改修工事 
1,141 施設整備費補助金 

奈良文化財研究所 

 本庁舎地区再開発計画の推進 
20 施設整備費補助金 

合   計 6,884  

 

 

担当部課 本部事務局環境整備室 事業責任者 室長 大江信浩 

【実績・成果】 

（東京国立博物館） 

・黒田記念館の障がい者用エレベーター、段差解消機及び多目的トイレ設置の改修工事を含めた耐震補強改修及び書庫棟

傾き補修等の工事を進めており、25年 7月完了を予定している。 

・表慶館に障がい者用エレベーター及び多目的トイレ設置の改修工事を進めており、25年 6月完了を予定している。 

（京都国立博物館） 

・平常展示館の建替工事は、平成 24年度末に展示制作等を除く本体工事を完了し、引き渡しを受けた。 

（奈良国立博物館） 

・防災設備等の改修として、収蔵庫ガス消火設備工事、防犯設備工事（センサー・監視カメラ）、発電機設備工事を進め

ており、25年度末完了を予定している。 

（奈良文化財研究所） 

・本庁舎の建替に向けて、仮設庁舎建設工事の設計及び現庁舎取壊工事の設計を 24年度末に完了した。 

 

【補足事項】 

（奈良文化財研究所） 

・新庁舎建設の設計は、25年度実施予定である。 

 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 経年

変化 

20 21 22 23 

－ － － － － － － － 

総合的評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

 施設・設備の老朽化度合い等を勘案しつつ、別紙４のとおりの施設・設備に関する計画に沿った整備を推進する。 

（別紙４） 施設・設備に関する計画 

施設・整備の内容 予定額（単位：百万円） 財  源 

国立文化財機構施設整備費 19,189 施設整備費補助金 

（脚注）金額については見込みである。また、施設・設備の老朽度合等を勘案した改修（更新）等が追加されることが

あり得る。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 653 －

Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



 

 

 

【書式Ａ】   施設名 本部事務局 処理番号 0210 

 

中項目 2 人事計画に関する計画 

事業名 (1) 職員の能力や業績を適切に反映できる人事・給与制度を検討する。 

【年度計画】 

職員の能力や業績を適切に反映できる人事・給与制度を検討する。 

担当部課 総務企画課 事業責任者 課長 竹之内勝典 

【実績・成果】 

平成 20 年度において、機構として統一的な運用及び規程を整備し、勤務評定制度を開始した。給与へは昇給及び勤勉

手当に反映している。 

 

【補足事項】 

職員の評価については、被評価者の直近の上司の他に、直近上司の上司及び実施権者である施設の長も評価者となって

おり、公正な評価が行われている。また、評価項目についても施設によって評価項目が大きく異なることがないよう職責

に応じた統一的な項目に加え、各施設の特性も加味するため 1項目については施設の長が定めることができ、各施設の特

性に合致した評価が実施できている。 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 経

年

変

化 

20 21 22 23 

－ － － － － － － － 

総合的評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

①国家公務員制度改革や類似独立行政法人等の人事・給与制度改革の動向を勘案しつつ、職員の能力や業績を適切に反映

できる人事・給与制度を検討し、導入する。 

②人事交流を促進するとともに、職員の資質向上を図るための研修機会の提供を行う。また、効率的かつ効果的な業務運

営を行うため、非公務員化のメリットを活かした制度を活用する。 

③機構の将来を見据え、専門スタッフの配置などの計画的な確保・育成を行う。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 654 －



 

 

【書式Ａ】   施設名 本部事務局 処理番号 0220 

 

中項目 2 人事計画に関する計画 

事業名 (2) 近隣大学等との交流を進め、優秀な人材を確保する。 

【年度計画】 

近隣大学等との交流を進め、優秀な人材を確保する。 

担当部課 総務企画課 事業責任者 課長 竹之内勝典 

【実績・成果】 

〈事務系職員〉 

・本部事務局及び各施設において、東京大学、京都大学、大阪大学、九州大学及び(独)国立美術館等から受け入れて

おり、人材の確保と適材適所の人員配置を行った。 

 ・機構内での人事交流を図るため、本部及び各施設間（計 11人）における交流を行っている。 

年度 
本部・東京 

国立博物館 

京都 

国立博物館 

奈良 

国立博物館 

九州 

国立博物館 

東京文化財

研究所 

奈良文化財

研究所 

アジア太平洋無形文

化遺産研究センター 

年度計

（人） 

20 

16（東大、西

美、政研大） 

10（京大、民

博） 

10（文化庁
､

阪大、京大、

北九州高専） 

8（九大、九

工大 

6（東大
、医

科歯科大） 

7（京大、阪

大、滋賀大、

総地研） 

― 57 


21 

18(文化庁､

東 大 ､東 近

美､政研大､

京博) 

13(京大､民

博､奈良博､

東博) 

10(文化庁､

阪大､京大、

北九州高専､

京博
) 

11(九大､九

工大､本部) 

8(東大､医科

歯 科大 ､東

博､奈文研) 

8(京 大 ､阪

大､滋賀大､

総地研､奈女

大) 

― 
68 


(8) 

22 

18(東大､東

近 美 ､政 研

大､京博) 

14(京大､阪

大、民博､奈

文研､東博) 

8(文化庁､阪

大､京大､京

博 
) 

8(九大､本部 5(医科歯科

大､東博､奈

文研) 

11(京大､阪

大､総地研､

奈女大) 

― 
64 

(9) 

23 

17（東大､東

近 美 ､政 研

大､奈文研） 

14(京大､阪

大、民博､奈

文研､東博) 

12(阪大､京

大､京博、本

部 
) 

8(九 大 ､本

部) 

6(医科歯科

大､東博､本

部) 

12(文化庁、

京大､阪大､

奈女大) 

1（奈文研） 
70 

(12) 

24 

17（東大､学

士院、奈文

研） 

14(京大､民

博､奈文研､

東博) 

9(阪 大 ､京

大､京博、本

部 
) 

9(九 大 ､本

部) 

7(医科歯科

大､東近美､

東博､本部) 

8(京 大 ､阪

大､奈女大、

京博) 

1（奈文研） 
65 

（11） 

※表中の人事交流者の人数は、各年度末現在でカウントした。（機構に受け入れている人数） 

※平成 21年度から機構内の人事交流中の人数を含めた。合計欄の( )内の人数。 

〈研究系職員〉 

・職員の適性・能力、年齢構成及び業務の効率化など総合的に勘案し、新規に研究職員を 8人採用した。 

 ・また、文化庁から 9人の受け入れ及び文化庁への出向を 14人行っている。 

 ・機構内での人事交流を図るため、各施設間にて計 9人の交流を行っている。 

【補足事項】 

・事務系職員において、近隣大学等との交流数が 9 法人あり、優秀な人材を確保した。また、人事交流者数も 65 人と、

引き続き優秀な人材を確保し、計画に対し順調に成果をあげている。 

・事務系職員において、計 5人を他機関へ派遣・出向させているが、他法人からの受け入れが交流の中心となっているた

め、引き続き双方向の人事交流の増加について検討を行う必要がある。 

・研究職員については、文化庁との双方向の人事交流が行われているが、交流の多様化と交流先の拡大を図る必要があ

る。しかし、退職手当の通算ができない場合が多く、難しい問題がある。 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 経

年

変

化 

20 21 22 23 

－ － － － － － － － 

総合的評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

①国家公務員制度改革や類似独立行政法人等の人事・給与制度改革の動向を勘案しつつ、職員の能力や業績を適切に反映

できる人事・給与制度を検討し、導入する。 

②人事交流を促進するとともに、職員の資質向上を図るための研修機会の提供を行う。また、効率的かつ効果的な業務運

営を行うため、非公務員化のメリットを活かした制度を活用する。 

③機構の将来を見据え、専門スタッフの配置などの計画的な確保・育成を行う。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 655 －

Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



 
 

【書式Ａ】   施設名 本部事務局 処理番号 0230 

 

中項目 2 人事計画に関する計画 

事業名 (3) 各種研修を積極的に実施し、また、職員を外部の研修に派遣するなど、その資質の向上を図る。 

【年度計画】 

各種研修を積極的に実施し、また、職員を外部の研修に派遣するなど、その資質の向上を図る。 

担当部課 総務企画課 事業責任者 課長 竹之内勝典 

【実績・成果】 

・機構職員としての資質向上を図るため、新任職員や職員を対象とした各種研修(3件)、施設系の職員を対象とした研修

(1件)、個人情報管理に関する研修(1件)及びハラスメントに関する研修(1件)を行った。 

・その他、他機関で実施する研修にも積極的に参加した。 

研修名称 日程 受講対象者 受講者数 

新任職員研修会 
24年7月18日～20

日 

平成 23 年度以降の新任職員

等 
34人 

接遇研修 24年 7月 18日 
平成 23 年度以降の新任職員

等 
34人 

個人情報保護についての講

演会 
24年 7月 19日 

平成 23 年度以降の新任職員

等及び本部事務局、東京国立

博物館、東京文化財研究所全

職員及び近隣独立行政法人

職員 

約 100 人 

施設系職員研修会 

24年7月26日～27

日、25年 2月 7日

～8日 

機構内の施設系職員 

延べ 20人 

個人情報管理研修 
24年 12月 20日～

25年 2月 8日 

各施設の常勤職員、特別研究

員、アソシエイトフェロー、

有期雇用職員 

約 600 人 

ハラスメント防止に関する

研修会 

25年 2月 5日、21

日など 

各施設の職員、ハラスメント

防止等委員会委員及び相談

員等 

約 230 人 

 

【補足事項】 

・新任職員及び人事交流者に対しては、機構職員としての必要な業務・組織等についての基礎的知識及び執務要領を修得

させ、新任職員等の資質の向上を図ることができた。 

・新任職員等を対象とした接遇研修の企画及び実施により、機構職員としての資質向上を図るとともに、修得した知識等

(お客様からの苦情への対応方法等)を業務に反映させることができた。 

・「独立行政法人等の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針について」及び監事監査の指摘に基づき、

保有個人情報の取扱いに従事する職員への実施により、保有個人情報の取扱いについて理解を深め、個人情報の保護に

関する意識の高揚を図ることができた。 

・施設系職員について、各施設だけではなく、機構全体の施設系職員としての必要な業務等についての知識及び執務要領

について、意見交換等を行い、施設系職員の資質の向上を図ることができた。 

・ハラスメント防止を目的とした研修会を開催し、外部講師による専門的見地からのアドバイスによりハラスメントに対

する理解を深め、発生防止に向けた意識の向上を図ることができた。 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 経

年

変

化 

20 21 22 23 

研修機会の提供 6件 － － 4 6 6 6 

総合的評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

①国家公務員制度改革や類似独立行政法人等の人事・給与制度改革の動向を勘案しつつ、職員の能力や業績を適切に反映

できる人事・給与制度を検討し、導入する。 

②人事交流を促進するとともに、職員の資質向上を図るための研修機会の提供を行う。また、効率的かつ効果的な業務運

営を行うため、非公務員化のメリットを活かした制度を活用する。 

③機構の将来を見据え、専門スタッフの配置などの計画的な確保・育成を行う。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 

－ 656 －



 

 

【書式Ａ】   施設名 本部事務局 処理番号 0240 

 

中項目 2 人事計画に関する計画 

事業名 (4) 非公務員化のメリットを活かした制度の活用方法について引き続き検討する。 

【年度計画】 

非公務員化のメリットを活かした制度の活用方法について引き続き検討する。 

担当部課 総務企画課 事業責任者 課長 竹之内勝典 

【実績・成果】 

・平成 19年度において、技術職員及び技能・労務職員について、機構独自で採用可能とする規定の整備を行い、平成 20

年度に施設の維持管理を行う職員を適用範囲とし、平成 24年度において、事務職員を適用範囲とした。 

・平成20年度において、常勤の研究職員に準じた有期雇用職員の人事制度（アソシエイトフェロー）を新たに整備し、専

門的事項の調査研究を行う研究職と高度な専門知識と経験等を有する専門職を対象として採用可能とした。平成24年

度は東京国立博物館で5人、京都国立博物館で3名、九州国立博物館で2名、東京文化財研究所で2人、奈良文化財研究

所で4人及びアジア太平洋無形文化遺産研究センターで3人を採用した。（計19人） 

 

【補足事項】 

・研究職員においても、人事の流動化を図りたいが、退職手当の通算の問題があるので、難しい状況にある。 

 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 経

年

変

化 

20 21 22 23 

機構独自の採用 19人 － － 6 25 21 18 

総合的評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

①国家公務員制度改革や類似独立行政法人等の人事・給与制度改革の動向を勘案しつつ、職員の能力や業績を適切に反映

できる人事・給与制度を検討し、導入する。 

②人事交流を促進するとともに、職員の資質向上を図るための研修機会の提供を行う。また、効率的かつ効果的な業務運

営を行うため、非公務員化のメリットを活かした制度を活用する。 

③機構の将来を見据え、専門スタッフの配置などの計画的な確保・育成を行う。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 
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Ⅱ　24年度自己点検評価報告書　個別表



 

 

 
 

 

【書式Ａ】   施設名 本部事務局 処理番号 0250 

 

中項目 2 人事計画に関する計画 

事業名 (5) 専門スタッフの配置などの計画的な人材の確保・育成に向け、検討を進める。 

【年度計画】 

専門スタッフの配置などの計画的な人材の確保・育成に向け、検討を進める。 

担当部課 総務企画課 事業責任者 課長 竹之内勝典 

【実績・成果】 

高度の専門的知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して行うことが必要と認める業務に雇用する者とした任期付

専門員制度を活用し、平成23年度において1人採用した。平成24年度において、柔軟かつ多様な人材の確保のため、任期

付専門員制度に準じた任期付専門職員制度の検討を行った。 

 

【補足事項】 

 

 

 

【定量的評価】項目 24年度実績 目標値 評価 経

年

変

化 

20 21 22 23 

専門スタッフの配置 0人 － － － － － 1 

総合的評価 Ｓ ○Ａ  Ｂ Ｃ Ｆ(Ｓ、Ｆの理由) 

【中期計画記載事項】 

①国家公務員制度改革や類似独立行政法人等の人事・給与制度改革の動向を勘案しつつ、職員の能力や業績を適切に反映

できる人事・給与制度を検討し、導入する。 

②人事交流を促進するとともに、職員の資質向上を図るための研修機会の提供を行う。また、効率的かつ効果的な業務運

営を行うため、非公務員化のメリットを活かした制度を活用する。 

③機構の将来を見据え、専門スタッフの配置などの計画的な確保・育成を行う。 

中期計画に対して順調に成果を上げているか。 順調 
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Ⅲ 施設概要 

 

【東京国立博物館】 

土地・建物                                   （㎡） 

 

 

土地面積 １２０，２７０（黒田記念館、柳瀬荘含む） 

 

建物 

 

建築面積 ２１，９１５ 

延面積 ７１，６８０ 

展示館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

展示面積 

収蔵庫面積 

計 

計 

 １８，１９９ 

７，８３６ 

本館 

 

建 

延 

展示面積 

収蔵庫面積 

 ６，６０２ 

２２，４１６ 

６，５７３ 

４，０２８ 

東洋館 

※耐震改修工事のため平

成25年1月1まで休館、

同1月2日より開館 

建 

延 

展示面積 

収蔵庫面積 

 ２，８９２ 

１２，５３１ 

４，２５０ 

１，３７３ 

平成館 

 

建 

延 

展示面積 

収蔵庫面積 

 ５，５２９ 

１９，３９３ 

４，４７１ 

２，１１９ 

法隆寺宝物館 

 

建 

延 

展示面積 

収蔵庫面積 

 １，９３５ 

４，０３１ 

１，４６２ 

２９１ 

表慶館 

※休館中 

建 

延 

展示面積 

収蔵庫面積 

 １，１３０ 

２，０７７ 

１，１７９ 

- 

黒田記念館 

※平成24年4月8日より

休館 

建 

延 

展示面積 

収蔵庫面積 

 

 

７２４ 

１，９９６ 

２６４ 

２５ 

その他 建 

延 

 ３，１０３ 

９，２３６ 

Ⅲ　施設概要
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【京都国立博物館】 

土地・建物                                   （㎡） 

土地面積 ５３，１８２ 

建物 

 

建築面積 １３，４８６ 

延面積 ３１，７８０ 

展示館 

 

展示面積 

収蔵庫面積 

計 

計 

 

 

５，６５７ 

５，４２１ 

平成知新館(新平常展示館) 建  ５，５６８ 

 

 

延 

展示面積 

収蔵庫面積 

 １７，９９７ 

３，５８７ 

２，７１０ 

明治古都館(特別展示館) 建  ３，０１５ 

 延 

展示面積 

収蔵庫面積 

 ３，０１５ 

２，０７０ 

８０３ 

管理棟 建 

延 

 ５９０ 

１，９５４ 

資料棟 建 

延 

 ４１４ 

１，１２５ 

文化財保存修理所 建 

延 

 ７２８ 

２，８５６ 

技術資料参考館 建 

延 

 １０１ 

３０４ 

東収蔵庫 建 

延 

収蔵庫面積 

 

 

１，０８４ 

１，９９６ 

１，４１２ 

北収蔵庫 建 

延 

収蔵庫面積 

 ３１０ 

６８２ 

４９６ 

その他 建 

延 

 １，６７６ 

１，８５１ 
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【奈良国立博物館】 

土地・建物                                   （㎡） 

土地面積 ７８，７６０ 

建物 

 

建築面積 ６，７６９ 

延面積 １９，１１６ 

展示館 

 

 

 

 

 

展示面積 

収蔵庫面積 

計 

計 

 ４，０７９ 

１，５５８ 

なら仏像館(本館) 建  １，５１２ 

 延 

展示面積 

 １，５１２ 

１，２６１ 

青銅器館(本館付属棟) 建  ３４１ 

 延 

展示面積 

 ６６４ 

４７０ 

東新館 建 

延 

展示面積 

収蔵庫面積 

 １，８２５ 

６，３８９ 

８７５ 

１，３９４ 

西新館 建 

延 

展示面積 

 １，６４９ 

５，３９６ 

１，４７３ 

仏教美術資料研究センター 建 

延 

 ７１８ 

７１８ 

文化財保存修理所 建 

延 

 

 

３１９ 

１，０３６ 

地下回廊 延 

収蔵庫面積 

 ２，１５２ 

１６４ 

その他 建 

延 

 ４０５ 

１，２４９ 

 

 

【九州国立博物館】 

土地・建物                                   （㎡） 

土地面積 １６６，２７５ 

法人 １０，７９８  

県 １５５，４７７  

建物 

 

建築面積 １４，６２３  

延面積 

 

３０，６７５  

法人  ９，０４８  

県   ６，０３４  

共用 １５，５９３  

展示館 

 

展示面積 

 

 

 

収蔵庫面積 

計 

 

 

 

計 

 

 

５，４４４  

法人  ３，８４４  

県   １，３７５  

共用    ２２５  

４，５１８  

法人  ２，７４４  

県   １，３３５  

共用    ４３９  

Ⅲ　施設概要
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【東京文化財研究所】 

土地・建物                                   （㎡） 

土地面積 ４，１８１ 

建物 

 

        建築面積           ２，２５８ 

         延面積          １０，６２３ 

 

 

 

 

 

【奈良文化財研究所】 

土地・建物                                      （㎡） 

 土地面積 建物 

本館地区 ８,８６０ 
建築面積 

延面積 

２,７５４ 

６,７５５ 

平城宮跡資料館地区 (文化庁所属の国有地を無償使用) 
建築面 

延面積 

１０,６３１ 

１６,１５０ 

都城発掘調査部 

（飛鳥・藤原地区） 
２０,５１５ 

建築面積 

延面積 

６,０１６ 

９,４７７ 

飛鳥資料館地区 １７,０９３ 
建築面積 

延面積 

２,６５７ 

４,４０４ 

 

 

 

【アジア太平洋無形文化遺産研究センター】 

土地・建物                                   （㎡） 

建物 
建築面積 

延面積 

２４４．６７ 

２４４．６７ 

総室数 ４室 

     ※建物は大阪府堺市より借用。 
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Ⅳ　財務諸表

Ⅳ　財務諸表



 独立行政法人国立文化財機構 (単位：円)

科　　　　　　　　　　　目 科　　　　　　　　　　　目

（資産の部） （負債の部）

Ⅰ　流動資産 Ⅰ　流動負債

　　 　 現金及び預金 8,662,148,198         運営費交付金債務 626,340,374

　 　　 たな卸資産 25,357,122 　    　預り寄附金 202,316,792

　 　　 立替金 18,599,129      　 未払金 9,705,380,010

   　　 前払費用 3,272,470 　    　未払費用 63,863,869

     　 未収金 2,577,137,949 　    　前受金 2,843,254

           流動資産合計　 11,286,514,868       　預り金 347,193,637

     　 その他の流動負債 3,381,325

Ⅱ　固定資産 　   　　　流動負債合計 10,951,319,261

  １有形固定資産

　　　　建物 77,859,834,776 Ⅱ　固定負債

　　  　   減価償却累計額 -22,054,322,802 55,805,511,974      　 資産見返負債

    　　構築物 3,501,421,980      　  　資産見返運営費交付金 2,538,425,285

     　  　減価償却累計額 -1,862,919,182 1,638,502,798      　  　資産見返寄附金 127,123,604

    　　機械・装置 204,828,304 　   　 　 資産見返物品受贈額 63,532,305

　　　　　減価償却累計額 -161,980,519 42,847,785 　   　 　 資産見返その他補助金 97,476,089

    　　車両運搬具 57,006,728 　   　 　 建設仮勘定見返運営費交付金 74,896,345

　   　　　減価償却累計額 -39,431,060 17,575,668 　   　 　 建設仮勘定見返施設費 1,578,906,734

　 　 　工具器具備品 5,013,316,997      　 　　　資産見返負債合計 4,480,360,362

     　　　減価償却累計額 -3,624,247,237 1,389,069,760 　　　 引当金

   　 　収蔵品 103,778,983,281 　　　　　退職給付引当金 12,525,881

    　　土地 44,410,675,104      　 その他の固定負債

　 　 　建設仮勘定 1,653,803,079 　   　 　 長期未払金 24,930,114

　　　　　　有形固定資産合計 208,736,969,449 　   　　  固定負債合計 4,517,816,357

      　　    負債合計 15,469,135,618

　２無形固定資産

　 　 　ソフトウエア 124,470,540 （純資産の部）

　 　 　電話加入権 4,233,600 Ⅰ　資本金

　　　　　　無形固定資産合計　 128,704,140 　　　　政府出資金 104,713,813,740

　　　　　 資本金合計 104,713,813,740

　３投資その他の資産

　　　保証金 497,000 Ⅱ　資本剰余金

　　　長期前払費用 3,240,305       　資本剰余金 123,848,958,865

           投資その他の資産合計 3,737,305      　 損益外減価償却累計額（－） -24,624,721,143

　　　　　　固定資産合計 208,869,410,894      　 損益外減損損失累計額（－） -3,376,800

　   　　　資本剰余金合計 99,220,860,922

Ⅲ　利益剰余金

         前中期目標期間繰越積立金 641,017,461

         積立金 44,284,052

　　　  当期未処分利益 66,813,969

            （うち当期総利益66,813,969円）

　   　　　利益剰余金合計 752,115,482

　　　　　　　純資産合計 204,686,790,144

資産合計 220,155,925,762 　        　　　 負債純資産合計 220,155,925,762

　（注）運営費交付金から充当されるべき退職給付の見積額は2,311,931,514円であります。

　（注）当期の運営費交付金による財源措置が手当されない賞与の見積額は186,156,156円であります。

貸　借　対　照　表

平成２５年３月３１日現在

金　　            　　額 金　　　           　額
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                                           損益計算書
                                                                （平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日）

独立行政法人国立文化財機構 （単位：円）

経常費用
業務費

人件費 2,830,666,568
業務経費

調査研究業務費 1,018,138,446
情報公開業務費 189,325,073
研修業務費 17,515,034
国際研究協力業務費 154,698,629
展示出版業務費 183,192,443
展覧業務費 1,769,672,662
教育普及業務費 62,005,202
受託業務費 615,744,318 4,010,291,807

減価償却費 427,960,073 7,268,918,448

一般管理費
人件費 784,066,051
一般管理経費 595,901,696
減価償却費 95,075,633 1,475,043,380

財務費用 1,275,590
雑損 391,875 1,476,710,845

経常費用合計 8,745,629,293

経常収益
運営費交付金収益 5,863,923,283
受託収入

政府関係・地方自治体受託収入 568,588,448
その他受託収入 65,518,199 634,106,647

入場料収入 814,309,524
展示事業等附帯収入 324,151,654
財産利用収入 177,915,723
寄附金収益 143,924,834
施設費収益 82,912,407

資産見返負債戻入
資産見返運営費交付金戻入 417,535,382
資産見返寄附金戻入 34,869,367
資産見返物品受贈額戻入 12,751,955
資産見返その他補助金戻入 38,066,564
建仮見返運営費交付金戻入 1,132,872
建設仮勘定見返施設費戻入 1,185,859 505,541,999

財務収益
受取利息 492,168
その他財務収益 253,169

雑益 272,082,467
経常収益合計 8,819,613,875
　経常利益 73,984,582

臨時損失
固定資産除却損 45,968,915
その他臨時損失 9,526,693

55,495,608

臨時利益
資産見返運営費交付金戻入 7,662,682
資産見返寄附金戻入 500,754
資産見返物品受贈額戻入 810,640
建仮見返施設費戻入 33,251,481

42,225,557

当期純利益 60,714,531

前中期目標期間繰越積立金取崩額 6,099,438

当期総利益 66,813,969

（注） ファイナンス・リース取引が損益に与える影響額は1,046,837円であり、当該損益を除いた当期総利
益は65,767,132円であります。
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独立行政法人国立文化財機構 　　 （単位：円）
Ⅰ　業務活動によるキャッシュ・フロー
　　　　人件費支出 -3,681,077,233
　　　　業務支出 -4,484,008,052
　　　　科学研究費支出 -293,377,175
　　　　消費税等支払額 -332,275,000
　　　　運営費交付金収入 7,366,221,000
　　　　科学研究費収入 310,285,543
　　　　展示事業等収入 1,280,675,905
　　　　財産利用収入 155,626,610
　　　　受託収入 624,439,507
　　　　寄附金収入 199,264,868
　　　　その他の業務収入 27,197,016
小計 1,172,972,989
　　　　利息の受取額 264,773
　　　　利息の支払額 -2,121,160

1,171,116,602

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー
　　    定期預金の預入による支出 -200,000,000
　　　　施設費による収入 8,761,839,269
　　　　有形固定資産の取得による支出 -6,305,797,881
　　　　無形固定資産の取得による支出 -50,087,388
　　投資活動によるキャッシュ・フロー 2,205,954,000

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー
　　　　　リース債務の支払による支出 -12,745,705
　　財務活動によるキャッシュ・フロー -12,745,705

Ⅳ　資金増加額 3,364,324,897
Ⅴ　資金期首残高 5,097,823,301
Ⅵ　資金期末残高 8,462,148,198

（注記事項）
（１）資金の期末残高の貸借対照表科目の内訳
　　 現金及び預金勘定 8,662,148,198 円

　　　うち定期預金（控除） -200,000,000
　　 資金期末残高 8,462,148,198

（２）重要な非資金取引

　　①現物寄附の受入
収蔵品 318,032,136

工具器具備品 4,932,880
合計 322,965,016

　　②ファイナンス・リースによる資産取得 8,962,380

キャッシュ・フロー計算書

　（平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日）

　　業務活動によるキャッシュ・フロー
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独立行政法人国立文化財機構 （単位：円）
Ⅰ　業務費用
　　　損益計算書上の費用

業務費 7,268,918,448
一般管理費 1,475,043,380
財務費用 1,275,590
雑損 391,875
臨時損失 55,495,608 8,801,124,901

        （控除）　　　　　　
受託収入 -634,106,647
入場料収入 -814,309,524
展示事業附帯収入 -260,015,208
財産利用収入 -177,915,723
寄附金収益 -143,924,834
財務収益 -745,337
雑益 -272,082,467
資産見返寄附金戻入 -35,370,121 -2,338,469,861

Ⅱ　損益外減価償却相当額 2,881,949,105

Ⅲ　損益外除売却差額相当額 35,298,992

Ⅳ　損益外減損損失相当額 0

Ⅴ　引当外賞与見積額 4,903,250

Ⅵ　引当外退職給付増加見積額 105,166,388

Ⅶ　機会費用
　　　国又は地方公共団体財産の無償又は
　　　減額された使用料による賃借取引の
　　　機会費用 135,071,734
　　　政府出資等の機会費用 1,071,609,742 1,206,681,476

Ⅷ　行政サービス実施コスト 10,696,654,251

（注記）
　　・引当外退職給付増加見積額には、国からの出向職員にかかる者が12名、7,824,370円が含まれて
　　　おります。
　　・国又は地方公共団体財産の無償又は減額された使用料による賃借取引の機会費用については、
      国の庁舎等の使用又は収益を許可する場合の取扱の基準（昭和33年1月7日付大蔵省管財局長
      通知蔵管第1号）及び堺市行政財産の目的外使用に関する条例（昭和39年5月29日付条例第36
      号）により計算しております。
　　・政府出資等の機会費用の計算利率については、10年もの長期国債の平成25年3月末利回りを
　　　参考に0.56%としております。

行政サービス実施コスト計算書

（平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日）
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独立行政法人国立文化財機構 （単位：円）

Ⅰ 　当期未処分利益 66,813,969    

当期総利益 66,813,969    

Ⅱ 　利益処分額

積立金 66,813,969    

独立行政法人通則法

第４４条第３項により

主務大臣の承認を受けようとする額

業務拡充積立金 - 66,813,969    

利益の処分に関する書類
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注記事項 

 

Ⅰ．重要な会計方針                       

１．運営費交付金収益の計上基準 

人件費のうちの役員給与、職員給与、法定福利費並びに管理部門の経費（特に指定す

るものを除く）及び減価償却費については、業務の実施が運営費交付金と期間的に対応

しているため期間進行基準（一定の期間の経過を業務の進行とみなし、運営費交付金債

務を収益化する方法）を採用しております。 

人件費のうちの退職手当並びに事業部門の経費及び管理部門の経費のうち特に指定す

るものについては、業務達成基準（当該業務等の達成度に応じて、財源として予定され

ていた運営費交付金債務を収益化する方法）を採用しております。 

財務費用、その他計画外の発生費用については、費用進行基準（発生費用の額を限度

として運営費交付金債務を収益化する方法）を採用しております。 

  

２．減価償却の会計処理方法 

（１）有形固定資産 

  定額法により行っております。 

  なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。 

   建物         ２年～５８年 

   構築物        ２年～６３年 

   機械・装置      ２年～ ５年 

   車両・運搬具     ２年～ ７年 

   工具・器具・備品      ２年～２０年 

また、特定の償却資産（独立行政法人会計基準第８７）の減価償却相当額については、

損益外減価償却累計額として資本剰余金を減額しております。 

 

（２）無形固定資産 

  定額法により行っております。なお、機構内利用のソフトウエアについては、機構内

における利用可能期間（５年）に基づいております。 

 

３．賞与に係る引当金及び見積額の計上方法 

役職員の賞与については運営費交付金により財源措置がなされるため、賞与に係る引当

金は計上しておりません。 

また、行政サービス実施コスト計算書における引当外賞与見積額は、当事業年度の引当

外賞与見積額から前事業年度の同見積額を控除した額を計上しております。 

 

４．退職給付に係る引当金及び見積額の計上方法 

運営費交付金による財源措置のない有期雇用職員（アソシエイトフェロー）の退職給付

に備えるため、当事業年度末にかかる自己都合要支給額を計上しております。 

その他の役職員の退職給付については、運営費交付金により財源措置がなされるため、

退職給付に係る引当金は計上しておりません。 

また、行政サービス実施コスト計算書における引当外退職給付増加見積額は、自己都合

退職金要支給額の当期増加額に基づき計上しております。 

 

５．たな卸資産の評価基準及び評価方法 
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貯蔵品等･･･最終仕入原価法を採用しております。 

   

６．収蔵品の評価方法 

  国からの承継分については、承継時の物品目録上の価額をもって評価しており、新規 

 取得分については取得時の価額をもって評価しております。 

 

７．外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、為替差額は損益

として処理しております。 

 

８．行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法 

（１）国有財産無償使用の機会費用の計算方法 

国の庁舎等の使用又は収益を許可する場合の取扱の基準（昭和３３年１月７日付

大蔵省管財局長通知蔵管第１号）を準用して算出しております。 

（２）政府出資等の機会費用の計算に使用した利率 

１０年利付国債の平成２５年３月末利回りを参考にして０．５６％で計算してお

ります。 

 

９．リース取引の処理方法 

  リース料総額が３００万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買

取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

  リース料総額が３００万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

 

１０．消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。 

 

（表示方法の変更） 

 従来、その他業務費として計上していた業務経費については、当年度より調査研究業務

費、展覧業務費、教育普及業務費に計上する方法に変更しております。 

 

Ⅱ．固定資産の減損 

  当年度に使用しないという決定を行い、減損の兆候が認められた固定資産の概要は下

記の通りです。 

 (1)使用しないという決定を行った固定資産の用途、種類、場所等の概要 

   ①用 途：奈良文化財研究所本庁舎 

②種 類：建物及び建物附属設備 

③場 所：奈良市二条町 72－30  

(2)使用しなくなる日 

平成 25年 12月（予定） 

(3)使用しないという決定を行った経緯及び理由 

昭和 39年に竣工した奈良文化財研究所本庁舎は、老朽化が激しく、耐震基準も満た

していなかったため、以前より施設整備費補助金による建替工事の申請をしておりま

したが、平成 24年度概算要求において建替予算が措置され、平成 25年 3月に役員会

における年度計画の承認によって、平成 25年 12月に奈良文化財研究所本庁舎の全機
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能を仮庁舎に移転し、移転完了後は取り壊すという決定を行ったため、減損の兆候が

認められると判断いたしました。 

 (4)将来の使用しなくなる日における帳簿価額、回収可能サービス価額及び減損額の見込

額 

   平成 25年 11月末時点の帳簿価額 295,436,960円、回収可能サービス価額 0円であ

るため、減損見込額は 295,436,960円となります。 

  

Ⅲ．重要な債務負担行為 

京都国立博物館平常展示館建替工事 2,884,279,959円 

東京国立博物館黒田記念館耐震補強改修等工事 489,523,070円 

東京国立博物館表慶館バリアフリー化工事等 56,684,484円 

奈良国立博物館防災設備等改修工事 848,229,109円 

東京文化財研究所水損文化財の保存修復研究の拠点整備 90,273,000円 

東京国立博物館大型Ｘ線ＣＴスキャナー設置工事 873,527,000円 

奈良文化財研究所Ｘ線回析装置等整備 65,048,000円 

東京国立博物館来館者対応設備充実工事 1,009,000,000円 

合  計 6,316,564,622円 

 

Ⅳ．金融商品関係 

１．金融商品の状況に関する事項 

  当機構は、資金運用については短期的な預金に限定しております。また、活動資金は

事業収入及び運営費交付金等によりまかなっているため、資金調達はありません。 

 

２．金融商品の時価等 

  期末日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで

あります。 

                                   （単位：円） 

 貸借対照表計上額 時  価 差  額 

(1)現金及び預金 8,662,148,198 8,662,148,198 ― 

(2)未収金 2,577,137,949 2,577,137,949 ― 

(3)未払金 (9,705,380,010) (9,705,380,010) ― 

  （注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券等に関する事項 

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価

額によっております。 

 （注２）負債に計上されているものは、（ ）で示しております。 

 

Ⅴ．賃貸等不動産関係 

  当機構は、東京都その他の地域において、賃貸等不動産を保有しておりますが、賃貸

等不動産の総額に重要性が乏しいため、注記を省略しております。 

 

Ⅵ．資産除去債務関係 

１．石綿（アスベスト）関係 

  当機構では、石綿関連法令により使用等が規制されている石綿が、奈良文化財研究所

収蔵庫３棟の天井材、東京国立博物館黒田記念館の床材に使用されております。 

これらの石綿は全て封じ込め済みであり、建物の解体時に石綿の除去義務が発生しま
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すが当該資産の具体的な解体計画はなく、今後も、現状のまま継続的に使用する予定で

あります。加えて計画策定には国による認可及び予算措置が必要であり機構単独の意思

決定ではなし得ない状況にあるため、資産除去債務を合理的に見積ることができません。

このため、貸借対照表に資産除去債務を計上しておりません。 
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附　属　明　細　書

第6期

自：平成24年 4月 1日

至：平成25年 3月31日

独立行政法人　国立文化財機構　
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１．

２． たな卸資産の明細

３． 有価証券の明細

４． 長期貸付金の明細

５． 長期借入金及び債券の明細

６． 引当金の明細

７． 退職給付引当金の明細

８． 資産除去債務の明細

９． 法令に基づく引当金等の明細

１０． 保証債務の明細

１１． 資本金及び資本剰余金の明細

１２． 積立金の明細

１３． 目的積立金の取崩しの明細

１４． 運営費交付金債務及び当期振替額等の明細

１５． 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

１６． 役員及び職員の給与の明細

１７． セグメント情報

１８． 主な資産、負債、費用及び収益の明細

第6期　附属明細書

自：平成24年 4月 1日

至：平成25年 3月31日

固定資産の取得、処分、減価償却費（「第８７ 特定の償却資産の減価に係る
会計処理」及び「第９１ 資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理」
による損益外減価償却相当額も含む。）及び減損損失累計額の明細
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（単位：円）

当 期 償 却 額 当 期 損 益 内 当 期 損 益 外

建物 2,011,247,018 324,755,305 7,259,267 2,328,743,056 840,836,387 144,912,000 0 0 0 1,487,906,669

構築物 143,166,667 0 596,400 142,570,267 50,375,248 11,379,233 0 0 0 92,195,019

機械・装置 4,111,995 29,815,259 0 33,927,254 1,708,697 600,910 0 0 0 32,218,557

車両運搬具 44,902,368 5,145,000 0 50,047,368 32,934,495 4,967,921 0 0 0 17,112,873

工具器具備品 3,286,752,972 168,010,971 132,213,832 3,322,550,111 2,195,769,691 300,862,631 0 0 0 1,126,780,420

計 5,490,181,020 527,726,535 140,069,499 5,877,838,056 3,121,624,518 462,722,695 0 0 0 2,756,213,538

建物 60,281,209,272 15,292,411,628 42,529,180 75,531,091,720 21,213,486,415 2,587,904,912 0 0 0 54,317,605,305 （注）

構築物 3,381,716,390 0 22,864,677 3,358,851,713 1,812,543,934 156,422,232 0 0 0 1,546,307,779

機械・装置 173,340,052 0 2,439,002 170,901,050 160,271,822 3,392,034 0 0 0 10,629,228

車両運搬具 6,959,360 0 0 6,959,360 6,496,565 139,181 0 0 0 462,795

工具器具備品 1,612,191,651 0 15,360,781 1,596,830,870 1,428,477,546 134,090,746 0 0 0 168,353,324

計 65,455,416,725 15,292,411,628 83,193,640 80,664,634,713 24,621,276,282 2,881,949,105 0 0 0 56,043,358,431

工具器具備品 93,936,016 0 0 93,936,016 0 0 0 0 0 93,936,016

収蔵品 102,593,297,818 1,194,670,559 8,985,096 103,778,983,281 0 0 0 0 0 103,778,983,281

土地 44,410,675,104 0 0 44,410,675,104 0 0 0 0 0 44,410,675,104

建設仮勘定 6,887,807,096 467,346,247 5,701,350,264 1,653,803,079 0 0 0 0 0 1,653,803,079

計 153,985,716,034 1,662,016,806 5,710,335,360 149,937,397,480 0 0 0 0 0 149,937,397,480

建物 62,292,456,290 15,617,166,933 49,788,447 77,859,834,776 22,054,322,802 2,732,816,912 0 0 0 55,805,511,974

構築物 3,524,883,057 0 23,461,077 3,501,421,980 1,862,919,182 167,801,465 0 0 0 1,638,502,798

機械・装置 177,452,047 29,815,259 2,439,002 204,828,304 161,980,519 3,992,944 0 0 0 42,847,785

車両運搬具 51,861,728 5,145,000 0 57,006,728 39,431,060 5,107,102 0 0 0 17,575,668

工具器具備品 4,992,880,639 168,010,971 147,574,613 5,013,316,997 3,624,247,237 434,953,377 0 0 0 1,389,069,760

収蔵品 102,593,297,818 1,194,670,559 8,985,096 103,778,983,281 0 0 0 0 0 103,778,983,281

土地 44,410,675,104 0 0 44,410,675,104 0 0 0 0 0 44,410,675,104

建設仮勘定 6,887,807,096 467,346,247 5,701,350,264 1,653,803,079 0 0 0 0 0 1,653,803,079

計 224,931,313,779 17,482,154,969 5,933,598,499 236,479,870,249 27,742,900,800 3,344,671,800 0 0 0 208,736,969,449

ソフトウエア 399,380,972 43,047,150 5,503,102 436,925,020 312,454,480 60,313,011 0 0 0 124,470,540

計 399,380,972 43,047,150 5,503,102 436,925,020 312,454,480 60,313,011 0 0 0 124,470,540

ソフトウエア 3,444,861 0 0 3,444,861 3,444,861 0 0 0 0 0

計 3,444,861 0 0 3,444,861 3,444,861 0 0 0 0 0

電話加入権 7,610,400 0 0 7,610,400 0 0 3,376,800 0 0 4,233,600

計 7,610,400 0 0 7,610,400 0 0 3,376,800 0 0 4,233,600

ソフトウエア 402,825,833 43,047,150 5,503,102 440,369,881 315,899,341 60,313,011 0 0 0 124,470,540

電話加入権 7,610,400 0 0 7,610,400 0 0 3,376,800 0 0 4,233,600

計 410,436,233 43,047,150 5,503,102 447,980,281 315,899,341 60,313,011 3,376,800 0 0 128,704,140

保証金 497,000 0 0 497,000 0 0 0 0 0 497,000

長期前払費用 4,825,955 0 1,585,650 3,240,305 0 0 0 0 0 3,240,305

計 5,322,955 0 1,585,650 3,737,305 0 0 0 0 0 3,737,305

（注）当期増加額のうち15,141,155,923円は、京都国立博物館平常展示館の建て替えによるものであります。

１．固定資産の取得、処分、減価償却費（「第８７ 特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「第９１ 資産除去債務に係る特定の
除去費用等の会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。）及び減損損失累計額の明細

資 産 の 種 類 期 首 残 高 当 期 増 加 額 当 期 減 少 額 期 末 残 高

減 価 償 却 累 計 額 減 損 損 失 累 計 額

差引当期末残高

無形固定資産
（償却費損益
外）

無形固定資産
（非償却）

無形固定資産合
計

投資その他の資
産

摘 要

有形固定資産
（償却費損益
内）

有形固定資産
（償却費損益
外）

非償却資産

有形固定資産合
計

無形固定資産
（償却費損益

内）

－ 675 －
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２．たな卸資産の明細

（単位：円）

当期購入 ・
製造 ・ 振替

そ の 他 払出・振替 そ の 他

21,781,038 18,009,645 0 14,433,561 0 25,357,122

21,781,038 18,009,645 0 14,433,561 0 25,357,122

当 期 減 少 額

期末残高 摘 要

貯蔵品等

計

種　　　類 期首残高

当 期 増 加 額

－ 676 －



３．有価証券の明細

　　当該年度は有価証券を保有していないため、記載を省略しております。

４．長期貸付金の明細

　　当該年度は長期貸付金に関して該当がないため、記載を省略しております。

５．長期借入金及び債券の明細

　　当該年度は長期借入金及び債券に関して該当がないため、記載を省略しております。

６．引当金の明細

　　当該年度は退職給付引当金以外の引当金を計上していないため、記載を省略しております。

－ 677 －
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7. 退職給付引当金の明細

（単位：円）

期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 摘要

退職給付債務合計額 0 12,525,881 0 12,525,881

退職一時金に係る債務 0 12,525,881 0 12,525,881

0 12,525,881 0 12,525,881

区分

退職給付引当金

－ 678 －



８．資産除去債務の明細

　　当該年度は資産除去債務を計上していないため、記載を省略しております。

９．法令に基づく引当金等の明細

　　当該年度は法令に基づく引当金等を計上していないため、記載を省略しております。

１０．保証債務の明細

　　当該年度は保証債務に関して該当がないため、記載を省略しております。

－ 679 －
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11．資本金及び資本剰余金の明細

（単位：円）

期 首 残 高 当期増加額 当期減少額 期 末 残 高 摘 要

政府出資金 104,713,813,740 0 0 104,713,813,740

計 104,713,813,740 0 0 104,713,813,740

施設費補助金 9,023,088,097 15,292,411,628 0 24,315,499,725 施設費による特定資産取得

目的積立金 469,592,463 0 0 469,592,463

運営費交付金 12,880,059,711 813,135,000 0 13,693,194,711 運営費交付金による収蔵品購入

寄 附 金 等 96,357,850 61,050,000 0 157,407,850 寄附金による収蔵品購入

贈 与 86,163,310,987 318,031,638 0 86,481,342,625 寄贈品の受け入れ

収蔵品編入 2,042,865 2,453,921 0 4,496,786 一般物品から収蔵品への編入

損益外固定資
産除売却差額

-1,180,396,559 -92,178,736 0 -1,272,575,295

出資財産の除却
施設費により取得した特定資産の除却
収蔵品評価額の修正

計 107,454,055,414 16,394,903,451 0 123,848,958,865

損益外減価
償却累計額

-21,799,651,782 -2,881,949,105 -56,879,744 -24,624,721,143 出資財産の減価償却相当

損益外減損損
失 累 計 額

-3,376,800 0 0 -3,376,800

差 引 計 85,651,026,832 13,512,954,346 -56,879,744 99,220,860,922

区 分

資 本 金

資本剰余金

－ 680 －



12．積立金の明細

（単位：円）

期 首 残 高 当 期 増 加 額 当 期 減 少 額 期 末 残 高 摘 要

0 44,284,052 0 44,284,052

647,116,899 0 6,099,438 641,017,461

647,116,899 44,284,052 6,099,438 685,301,513

（注記）

1 通則法44条1項積立金の当期増加額は、平成23年度利益処分によるものです。

2 前中期目標期間繰越積立金の当期減少額の内訳は次のとおりです。

　　 受託研究費購入資産分に係る減価償却相当分取崩額 6,099,438 円

区分

前中期目標期間繰越積立金

合　　計

通則法44条1項積立金

－ 681 －
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13．目的積立金の取崩しの明細

（単位：円）

金 額 摘 要

目的積立金取崩額
前中期目標期間繰越積立金
取崩額

6,099,438      受託研究費取得資産減価償却分

6,099,438      

区 分

合計

－ 682 －



14．運営費交付金債務及び当期振替額等の明細

（１）運営費交付金債務の増減の明細 （単位：円）

運 営 費 交
付 金 収 益

資 産 見 返 運
営 費 交 付 金

建 設 仮 勘 定 見 返
運 営 費 交 付 金

資 本 剰 余 金 小 計

23 年 度 396,337,965 0 90,378,101 89,737,084 6,081,390 205,440,000 391,636,575 4,701,390

24 年 度 0 7,366,221,000 5,773,545,182 337,307,924 26,033,910 607,695,000 6,744,582,016 621,638,984

合 計 396,337,965 7,366,221,000 5,863,923,283 427,045,008 32,115,300 813,135,000 7,136,218,591 626,340,374

（２）運営費交付金債務の当期振替額の明細

①平成23年度交付分 　 （単位：円）

金　額

②平成24年度交付分 （単位：円）

金　額

3,256,367,061

46,563,160

9,733,500

0

3,312,663,721

期 末 残 高交 付 年 度 期首残高
交 付 金 当
期 交 付 額

当 期 振 替 額

区　　　分 内　　　　　容

業務達成基準による振替額

運営費交付金収益 90,378,101

資産見返運営費交付金 89,737,084

建設仮勘定見返運営費交付金 6,081,390

内　　　　　　　　訳

業務達成基準による振替額

運営費交付金収益 2,517,178,121
①業務達成基準を採用した経費：人件費のうちの退職手当及び事業部門の経費並びに
　管理部門の経費のうち特に指定するもの

②当該業務に係る損益等

資産見返運営費交付金 290,744,764
　ア）損益計算書に計上した費用の額： 2,517,178,121円
　　（退職手当 91,273,185円、調査研究事業費　1,050,238,841円、
　　 情報公開事業費 207,842,342円、研修事業費　20,863,441円、
　　 国際研究協力事業費 210,239,063円、展示出版事業費 236,927,758円、
　　 展覧事業費 674,965,716円、教育普及事業費 24,827,775円）建設仮勘定見返運営費交付金 16,300,410
　イ）自己収入に係る収益計上額：該当なし

資本剰余金 607,695,000

　ウ）固定資産の取得額： 914,740,174円
　　（陳列品購入費 607,695,000円、調査研究事業費 125,647,442円、
      情報公開事業費 12,072,338円、国際研究協力事業費 8,708,700円、
      展示出版事業費 30,543,450円、展覧事業費 128,507,694円、
      教育普及事業費 1,565,550円）

計 3,431,918,295 ③運営費交付金収益化の積算根拠

　業務等の達成度に応じて、財源として予定されていた運営費交付金の計画額を収益化

③運営費交付金収益化の積算根拠
　業務等の達成度に応じて、財源として予定されていた運営費交付金の計画額を収益化

期間進行基準による振替額

運営費交付金収益
①期間進行基準を採用した経費：人件費のうちの役員給与、職員給与、法定福利費、
　管理部門の経費（特に指定するものを除く）及び減価償却費

②当該業務に係る損益等
　ア）損益計算書に計上した費用の額： 3,256,367,061円
　 　（役職員給与　2,428,048,675円、法定福利費　290,833,000円、一般管理費　537,485,386円）
　イ）自己収入に係る収益計上額：該当なし
　ウ）固定資産の取得額：　56,296,660円（一般管理費）

③運営費交付金収益化額の積算根拠
　期間が経過したので、財源と予定されていた運営費交付金の計画額を収益化

資産見返運営費交付金

建設仮勘定見返運営費交付金

資本剰余金

計

区　　　分

①業務達成基準を採用した経費：人件費のうちの退職手当及び事業部門の経費並びに
　管理部門の経費のうち特に指定するもの

②当該業務に係る損益等

　ア）損益計算書に計上した費用の額： 90,378,101円
　　 （一般管理費 4,866,730円、調査研究事業費　29,569,455円、
       国際研究協力事業費 400,000円、展覧事業費 53,541,916円、
       教育普及事業費 2,000,000円）

　イ）自己収入に係る収益計上額：該当なし

　ウ）固定資産の取得額：　301,258,474円
　　（陳列品購入費　205,440,000円、調査研究事業費　12,600,000円、
      展覧事業費　83,218,474円）

資本剰余金 205,440,000

計 391,636,575

－ 683 －
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0

0

0

0

0

0

6,744,582,016

（３）運営費交付金債務残高の明細 （単位：円）

0

4,701,390

0

4,701,390

0

621,638,984

0

621,638,984

会計基準第８１第３項による振替額

交付年度 運営費交付金債務残高 残高の発生理由及び収益化等の計画

費用進行基準による振替額

運営費交付金収益

資産見返運営費交付金

建設仮勘定見返運営費交付金

資本剰余金

計

合　計

23年度

費用進行基準を採用した業務に係る分

業務達成基準を採用した業務に係る分
業務未達成等による運営費交付金債務の繰越による運営費交付金債務の残高。業務の達成に応
じて、当該事業達成年度に収益化予定。

期間進行基準を採用した業務に係る分

計

24年度

費用進行基準を採用した業務に係る分

業務達成基準を採用した業務に係る分
業務未達成等による運営費交付金債務の繰越による運営費交付金債務の残高。業務の達成に応
じて、当該事業達成年度に収益化予定。

期間進行基準を採用した業務に係る分

計

－ 684 －



15．運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

施設費の明細 （単位：円）

摘 要

建設仮勘定
見返施設費

資本剰余金 そ の 他 小 計

東 京 国 立 博 物 館
東 洋 館 等 改 修 工 事

129,417,750 0 121,004,564 8,413,186 129,417,750 0

東 京 国 立 博 物 館
黒田記念館耐震改修補強工事

124,096,930 122,871,000 0 1,225,930 124,096,930 0

東 京 国 立 博 物 館
表慶館バ リア フ リー化工事

2,070,516 1,860,516 0 210,000 2,070,516 0

京 都 国 立 博 物 館
平 常 展 示 館 建 替 工 事

9,704,756,626 14,336,431 9,634,215,795 56,204,400 9,704,756,626 0

奈 良 国 立 博 物 館
防 災 設 備 等 改 修 工 事

292,669,891 277,200,000 0 15,469,891 292,669,891 0

奈 良 文 化 財 研 究 所
本庁舎地区再開発計画の推進

20,352,000 18,963,000 0 1,389,000 20,352,000 0

合 計 10,273,363,713 435,230,947 9,755,220,359 82,912,407 10,273,363,713 0

（注）その他の内訳は、施設費収益：82,912,407円です。

期末残高

左の会計処理内訳

当期交付額区 分

－ 685 －
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16．役員及び職員の給与の明細

（ 2,880 ） 千円 （ 2 ） 人 （ 0 ） 千円 （ 0 ） 人

57,405 　 4 　 3,677 　 1 　

（ 705,732 ） （ 457 ） （ 5,050 ） （ 18 ）

2,345,794 336 81,158 6

（ 708,612 ）  （ 459 ）  （ 5,050 ）  （ 18 ）

2,403,199 340 84,835 7

（１）　支給人員数は、報酬又は給与については平成２４年４月～平成２５年３月の平均支給人員数を記載しております。

　　　 また、退職手当については総支給人員数を記載しております。

（２）　役員報酬基準の概要　 　

　

非常勤役員の報酬は、１２０，０００円を月額として支給しております。

（３）　役員退職手当基準の概要　 　

（４）　職員給与基準の概要 職員の給与は、基本給及び諸手当としております。 　

（５）　職員退職手当基準の概要　 　

（６）　非常勤の役員及び職員に係るものは、上段括弧書外数で記載しております。

（７）　上記の金額には、法定福利費は含まれておりません。

（８）  中期計画における予算上の人件費には、非常勤の役員・職員に係る給与は含まれておりません。

報　酬　又　は　給　与

理事３名　７５２，５１９円　(期末における金額)　

合　　計

退　　職　　手　　当

職員の退職手当は、国家公務員退職手当法を準用し、独立行政法人国立

支　　給　　額

その他諸手当については、独立行政法人国立文化財機構役員報酬規程に

役員の退職手当は、独立行政法人国立文化財機構役員退職手当規程に

役　員

職　員

区 分
支　　給　　額 支 給 人 員

基づき支給しております。

支 給 人 員

理事長   　８８７，８６４円　(期末における金額)　　　　　　　　　

文化財機構職員退職手当規程に基づき支給しております。

基本給は、一般職の職員の給与に関する法律（昭和２５年法律第９５号）及び

人事院規則を準用し、独立行政法人国立文化財機構職員給与規程

に基づき支給しております。

基づき支給しております。

－ 686 －



17．セグメント情報　（平成24年4月1日～平成25年3月31日）

独立行政法人 国立文化財機構

Ⅰ事業費用,事業収益及び事業損益 （単位：円）

東京国立博物館 京都国立博物館 奈良国立博物館 九州国立博物館 東京文化財研究所 奈良文化財研究所 アジア太平洋無形文
化遺産研究センター

計 法人共通 合　　計

2,017,056,049 547,156,268 758,801,545 1,136,317,751 950,746,267 1,783,298,300 75,542,261 7,268,918,441 7 7,268,918,448

849,597,492 280,791,096 245,480,702 262,728,546 423,849,333 755,330,460 12,888,932 2,830,666,561 7 2,830,666,568

1,042,610,240 259,997,469 462,005,544 728,193,293 490,586,630 964,245,302 62,653,329 4,010,291,807 0 4,010,291,807

218,881,642 88,939,789 67,732,667 245,841,609 95,500,442 299,340,350 1,901,947 1,018,138,446 0 1,018,138,446

0 0 0 0 46,320,901 143,004,172 0 189,325,073 0 189,325,073

0 0 0 0 3,827,441 13,687,593 0 17,515,034 0 17,515,034

0 0 0 0 125,290,828 29,407,801 0 154,698,629 0 154,698,629

0 0 0 0 11,581,732 171,610,711 0 183,192,443 0 183,192,443

741,876,167 164,625,169 380,829,092 482,342,234 0 0 0 1,769,672,662 0 1,769,672,662

42,119,456 6,432,511 13,443,785 9,450 0 0 0 62,005,202 0 62,005,202

39,732,975 0 0 0 208,065,286 307,194,675 60,751,382 615,744,318 0 615,744,318

124,848,317 6,367,703 51,315,299 145,395,912 36,310,304 63,722,538 0 427,960,073 0 427,960,073

322,612,768 198,219,793 181,045,676 127,989,891 185,888,944 207,235,845 14,927,885 1,237,920,802 237,122,578 1,475,043,380

131,174,152 76,416,819 102,612,831 52,519,549 111,143,654 151,517,144 10,343,152 635,727,301 148,338,750 784,066,051

161,370,565 111,752,509 57,487,501 55,707,795 74,479,254 50,501,702 4,575,650 515,874,976 80,026,720 595,901,696

30,068,051 10,050,465 20,945,344 19,762,547 266,036 5,216,999 9,083 86,318,525 8,757,108 95,075,633

7,775 0 41 0 903,944 363,830 0 1,275,590 0 1,275,590

153,286 141,450 49,480 12,500 35,159 0 0 391,875 0 391,875

2,339,829,878 745,517,511 939,896,742 1,264,320,142 1,137,574,314 1,990,897,975 90,470,146 8,508,506,708 237,122,585 8,745,629,293

1,375,198,557 487,415,654 502,738,276 801,481,255 884,063,252 1,553,968,039 29,784,000 5,634,649,033 229,274,250 5,863,923,283

40,494,980 0 0 0 212,015,578 319,664,886 61,931,203 634,106,647 0 634,106,647

375,602,560 67,028,455 207,961,850 160,398,639 0 3,318,020 0 814,309,524 0 814,309,524

150,299,455 53,743,908 53,775,021 26,890,256 10,509,693 28,062,175 0 323,280,508 871,146 324,151,654

123,398,933 17,459,345 25,471,879 3,359,885 2,674,091 5,551,590 0 177,915,723 0 177,915,723

47,682,241 14,867,823 54,176,210 3,380,560 7,452,378 16,365,622 0 143,924,834 0 143,924,834

9,849,116 56,204,400 15,469,891 0 0 1,389,000 0 82,912,407 0 82,912,407

157,235,099 16,408,133 72,260,643 164,058,877 27,153,405 59,659,651 9,083 496,784,891 8,757,108 505,541,999

400,379 0 0 0 253,112 557 878 654,926 90,411 745,337

79,631,148 36,893,189 8,200,161 139,482,645 3,589,667 4,270,184 1,953 272,068,947 13,520 272,082,467

2,359,792,468 750,020,907 940,053,931 1,299,052,117 1,147,711,176 1,992,249,724 91,727,117 8,580,607,440 239,006,435 8,819,613,875

19,962,590 4,503,396 157,189 34,731,975 10,136,862 1,351,749 1,256,971 72,100,732 1,883,850 73,984,582

Ⅱ総資産  （単位：円）

東京国立博物館 京都国立博物館 奈良国立博物館 九州国立博物館 東京文化財研究所 奈良文化財研究所 アジア太平洋無形文
化遺産研究センター

計 法人共通 合　　計

359,753,284 258,008,546 263,141,987 761,899,451 333,237,577 386,735,519 56,096,757 2,418,873,121 8,867,641,747 11,286,514,868

89,426,262,311 51,548,456,621 30,248,846,793 25,680,919,561 6,271,674,433 5,629,519,752 378,460 208,806,057,931 63,352,963 208,869,410,894

15,752,322,817 17,278,618,098 5,602,493,980 10,357,218,339 3,358,658,441 3,415,610,992 0 55,764,922,667 40,589,307 55,805,511,974

45,814,641,106 23,593,246,008 19,955,718,484 14,312,543,112 0 102,834,571 0 103,778,983,281 0 103,778,983,281

26,832,788,000 9,071,896,900 3,875,010,204 458,980,000 2,650,000,000 1,522,000,000 0 44,410,675,104 0 44,410,675,104

1,026,510,388 1,604,695,615 815,624,125 552,178,110 263,015,992 589,074,189 378,460 4,851,476,879 22,763,656 4,874,240,535

89,786,015,595 51,806,465,167 30,511,988,780 26,442,819,012 6,604,912,010 6,016,255,271 56,475,217 211,224,931,052 8,930,994,710 220,155,925,762

（注）

１．事業の種類の区分方法及び事業の内容

（１）東京国立博物館

　　我が国を代表する博物館として、日本を中心にして広く東洋諸地域にわたる文化財について収集･保管･展示、調査研究、教育普及事業等を行っております。　　　　

（２）京都国立博物館

　　平安時代から江戸時代に至る京都文化を中心とした文化財について、収集･保管･展示、調査研究、教育普及事業等を行っております。

（３）奈良国立博物館

　　仏教美術を中心とした文化財について、収集･保管･展示、調査研究、教育普及事業等を行っております。

（４）九州国立博物館

　　日本とアジア諸国との文化交流を中心とした文化財について、収集･保管･展示、調査研究、教育普及事業等を行っております。

　　なお、事業の実施に当たっては、福岡県等と連携協力を行っております。

（５）東京文化財研究所

　　美術、伝統芸能並びに文化財の保存・修復に関する調査・研究等を行っております。

（６）奈良文化財研究所

　　遺跡、建造物、庭園等の不動産的文化財に関する調査・研究等を行っております。

（７）アジア太平洋無形文化遺産研究センター

　　アジア太平洋地域の無形文化遺産について調査・研究を行っております。

２．事業費用のうち共通の項目に含めた配賦不能な金額は237,122,585円であり、全て本部事務局に係る費用であります。

３．事業収益のうち国又は地方公共団体による財源措置等は、運営費交付金収益、施設費収益であります。

　　なお、事業収益のうち共通の項目に含めた配賦不能な金額は239,006,435円であり、すべて本部事務局に係る収益であります。

４．総資産のうち共通の項目に含めた金額は8,930,994,710円であり、全て本部事務局に係る資産であります。

５．各セグメントにおける目的積立金の取り崩しを財源とする費用は以下の通りです。 （単位：円）

区 分 東京国立博物館 京都国立博物館 奈良国立博物館 九州国立博物館 東京文化財研究所 奈良文化財研究所 アジア太平洋無形文
化遺産研究センター

計 法人共通 合　　計

目的積立金取崩額(費用) 0 0 0 0 20,371 6,079,067 0 6,099,438 0 6,099,438

６．各セグメントにおける損益外減価償却相当額、損益外除売却差額相当額、損益外減損損失相当額、引当外賞与増加見込額及び引当外退職給付増加見込額は以下の通りです。 （単位：円）

区 分 東京国立博物館 京都国立博物館 奈良国立博物館 九州国立博物館 東京文化財研究所 奈良文化財研究所 アジア太平洋無形文
化遺産研究センター

計 法人共通 合　　計

損益外減価償却相当額 1,069,409,205 230,649,984 509,936,089 652,808,316 226,592,398 189,032,849 0 2,878,428,841 3,520,264 2,881,949,105

損益外除売却差額相当額 11,162,610 22,025,926 0 0 0 2,110,456 0 35,298,992 0 35,298,992

損益外減損損失相当額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

引当外賞与増加見積額 -1,617,752 2,733,618 1,491,412 1,200,713 857,172 -862,118 27,296 3,830,341 1,072,909 4,903,250

引当外退職給付増加見積額 44,442,169 21,781,181 -8,264,840 14,063,173 26,542,552 -1,728,445 923,431 97,759,221 7,407,167 105,166,388

　　　　 教育普及業務費

区分

　事業費用

　 　業務費

　　  人件費

　　　業務経費

　　　　 調査研究業務費

　　　　 情報公開業務費

　　　　 研修業務費

　　　　 国際研究協力業務費

　　　　 展示出版業務費

　　　　 展覧業務費

　 　運営費交付金収益

　　　　 受託業務費

　　　減価償却費

 　　一般管理費

　　　人件費

　　　一般管理経費

　　　減価償却費

　 　財務費用

　 　雑損

　事業費用計

　事業収益

　事業損益

　 　受託収入

　 　入場料収入

　 　展示事業等附帯収入

　 　財産利用収入

　 　寄附金収益

　 　施設費収益

　 　資産見返負債戻入

　　 財務収益

　　 雑益

　事業収益計

　　その他の固定資産

　総資産

区分

　流動資産

　固定資産

　　建物

　　収蔵品

　　土地

－ 687 －

Ⅳ　財務諸表



18．主な資産、負債、費用及び収益の明細

（１）未払金の明細 （単位：円）

取引先 未払金の内訳 金額

戸田建設株式会社大阪支店 京都国立博物館平常展示館建設工事 4,676,392,876

第一工業株式会社大阪支店 京都国立博物館平常展示館機械設備工事 1,887,920,450

栗原工業株式会社 京都国立博物館平常展示館電気設備工事 1,056,725,300

株式会社きんでん　奈良支店
奈良国立博物館防災設備等改修電気設備
工事

185,787,000

株式会社日立製作所関西支社
京都国立博物館平常展示館エレベーター
設備工事

138,511,400

株式会社瀬津雅陶堂 九州国立博物館陳列品購入 126,000,000

ダイコー株式会社大阪支店
京都国立博物館平常展示館荷物用エレ
ベーター設備工事

112,530,000

その他 1,521,512,984

9,705,380,010

（２）資産見返運営費交付金の明細 （単位：円）

区分 金 額

建物 1,404,091,318

構築物 51,007,288

機械・装置 32,177,215

車両運搬具 14,423,164

工具器具備品 950,356,158

ソフトウエア 85,873,142

保証金 497,000

合計 2,538,425,285

合計
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（単位：円）

予　算　額 決　算　額 差　　額 備　　考

7,602,157,000 7,366,221,000 -235,936,000 （注記）１

6,883,691,000 10,273,363,713 3,389,672,713 （注記）２

1,309,539,000 1,586,682,941 277,143,941 （注記）３

26,000,000 634,106,647 608,106,647 （注記）４

0 199,375,774 199,375,774 （注記）５

15,821,387,000 20,059,750,075 4,238,363,075

8,911,696,000 8,855,953,309 -55,742,691

1,566,881,000 1,362,817,858 -204,063,142

755,703,000 681,886,275 -73,816,725 （注記）１

811,178,000 680,931,583 -130,246,417 （注記）６

7,344,815,000 7,493,135,451 148,320,451

2,322,701,000 2,123,956,935 -198,744,065 （注記）１

1,167,564,000 1,481,051,144 313,487,144 （注記）７

132,643,000 201,397,411 68,754,411

13,140,000 17,515,034 4,375,034

265,375,000 163,407,329 -101,967,671 （注記）８

258,938,000 213,376,744 -45,561,256

3,137,862,000 3,228,860,102 90,998,102

46,592,000 63,570,752 16,978,752

6,883,691,000 10,273,363,713 3,389,672,713 （注記）２

26,000,000 619,804,639 593,804,639 （注記）４

15,821,387,000 19,749,121,661 3,927,734,661

（注記）

１．国家公務員給与特例法等に準拠し、人件費予算を減額したものであります。

２．平成２２年度、平成２３年度予算の平成２４年度への繰越及び平成２４年度予算の平成２５年度への繰越の差額によるものであります。

３．建物のしゅん工に伴う還付消費税による雑収入260,696,040円が含まれており、消費税還付金を除く展示事業等収入は、1,325,986,901円であります。

５．賛助会等の寄附金によるものであります。

６．一般管理費の差額は、今年度は消費税が還付となったことによるものであります。

７．調査研究事業費の差額は、共通経費の費用配分方法の変更及び研究用機器等の購入により増加したものであります。

損益計算書の計上金額と決算金額の集計区分の相違の概要

　（１）収蔵品の取得支出874,185,000円は、決算報告書上、展覧事業費に表示されております。

　（２）有期雇用職員に係る人件費は損益計算書上、人件費として計上されておりますが、決算報告書上、各事業経費に表示されております。

　　　一般管理費　　　　　102,179,776円

　　　調査研究事業費　　319,718,720円

　　　展覧事業費　　　　　386,990,913円

　（３）損益計算書に計上されている一般管理費人件費のうち1,601,145円、一般管理経費のうち74,499,221円、展覧業務費のうち8,413,186円は

　　　決算報告書上、施設整備費に計上されております。

４．受託収入及び受託事業費について、予算額と決算額の差異が多額になったのは、当初の受入見込みになかった受託発掘調査、受託調査研究の契約が

　　あったためであります。

８．国際研究協力事業費の差額は、国際情勢により研究の一部を延期したものであります。

受託事業費

　　計

展覧事業費

教育普及事業費

施設整備費

情報公開事業費

研修事業費

国際研究協力事業費

展示出版事業費

一般管理費

業務経費

人件費

調査研究事業費

支　　出

　　運営事業費

管理経費

人件費

　　計

運営費交付金

施設整備費補助金

展示事業等収入

受託収入

平成２4年度　　決算報告書

区　　　　　　　　　　分

収　　入

その他寄附金等
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独立行政法人国立文化財機構 平成 2４年度事業報告書  

 

 

１.国民の皆様へ 

平成 23 年度は、東日本大震災の影響を受け特に上半期に東京国立博物館

で平常展（総合文化展）の入場者数が低迷するなどの影響が見られました

が、平成 24 年度は、平常展入場者数が 3 年振りに 111 万人と百万人の大台

を超え、特別展についても、巡回展「ボストン美術館展」で東京国立博物

館 54 万人（うち平成 24 年度 49 万人）及び九州国立博物館 24 万人、同館

で「ベルリン国立美術館展」22 万人など 241 万人と、平常展と合わせて 352

万人のお客様をお迎えするなど落ち着きを取り戻しました。  

以下、財務概況について報告いたします。 

収入について、国の財政状況の逼迫および人件費予算の減額を受け、国からの運

営財源である運営費交付金が平成 23 年度比で 5 億 75 百万円（7.2％）削減されまし

た。しかしながら、入場者数の持ち直しやパスポート会員やキャンパスメンバーズ

の新規開拓、イベント等への貸付け、受託研究費、科学研究費補助金などの外部資

金の獲得に努め、消費税の還付が生じたなどの特殊要因もあり自己収入が同 4 億 5

百万円（19.8％）増の 24 億 5 千万円となり、運営費交付金削減の影響を何とか吸収

できました。これにより経常収益は同 1 億 26 百万円（1.4％）減の 88 億 2 千万円

となりました。 

支出について、引き続き効果・効率的な事業実施に努め、展覧業務や調査研究業

務などの直接経費は 96 百万円（1.3％）増とする一方で、一般管理費を 2 億 44 百万

円（14.2％）削減し、経常費用は差し引きで 1 億 52 百万円（1.7％）減の 87 億 45

百万円となりました。これに臨時損益 13 百万円等を反映させて当期総利益は同 23

百万円（50.9％）増の 67 百万円となりました。 

施設について、概ね順調に整備が進みました。東京国立博物館では平成 25 年 1

月に東洋館をリニューアルオープンしました。京都国立博物館では平成 26 年春の平

常展示館グランドオープンに向けての準備を、奈良国立博物館では、防災設備等の

改修工事をそれぞれ着実に進めております。奈良文化財研究所では長年の懸案であ

った本庁舎建替え工事の設計を開始し、平成 25 年度より工事に着工する予定です。

このように、施設についてはご配慮をいただいております。 

一方でやむを得ないとは思われますが、運営費交付金は 5 年前の平成 19 年度に

は 90 億 42 百万円予算措置いただいていたところ、平成 24 年度では 14 億 4 千万円

（15.9％）減の 76 億 2 百万円へと削減されています。共催展の入場者数は予測が難

しいなど自己収入は不安定ですので、文化財の維持費や国家公務員から 1 割程度下

回る水準の人件費などの固定費の支払いにも腐心しつつあります。 

私どもの事業実施に、引き続き皆様の温かいご支援ご協力をお願いいたします。 
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２.基本情報 

(1) 機構の概要  

①  法人の目的  

独立行政法人国立文化財機構は、博物館を設置して有形文化財（文化財保護

法（昭和二十五年法律第二百十四号）第二条第一項第一号に規定する有形文化

財をいう。以下同じ。）を収集し、保管して公衆の観覧に供するとともに、文化

財（同項に規定する文化財をいう。以下に同じ。）に関する調査及び研究等を行

うことにより、貴重な国民的財産である文化財の保存及び活用を図ることを目

的としております。（独立行政法人国立文化財機構法第三条）  

②  業務内容  

当機構は、独立行政法人国立文化財機構法第三条の目的を達成するため以下

の業務を行います。  

1）博物館を設置すること。  

2）有形文化財を収集し、保管して公衆の観覧に供すること。  

3）前号の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の

事業を行うこと。  

4）第一号の博物館を文化財の保存又は活用を目的とする事業の利用に供する  

こと。  

5）文化財に関する調査及び研究を行うこと。  

6）前号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。  

7）文化財に関する情報及び資料を収集し、整理し、及び提供すること。  

8）第二号、第三号及び前三号の業務に関し、地方公共団体並びに博物館、文化

財に関する調査及び研究を行う研究所その他これらに類する施設（次号にお

いて「地方公共団体等」という。）の職員に対する研修を行うこと。  

9）第二号、第三号及び第五号から第七号までの業務に関し、地方公共団体等の

求めに応じて援助及び助言を行うこと。  

10）前各号の業務に附帯する業務を行うこと。  

③  沿革  

平成 19 年 4 月  独立行政法人国立博物館と独立行政法人文化財研究所が統合

し、独立行政法人国立文化財機構として設立  

平成 23 年 10 月 アジア太平洋無形文化遺産研究センターを設置  

④  設立根拠法  

独立行政法人国立文化財機構法（平成 11 年法律第 178 号）  

⑤  主務大臣（主務省所管課等）  

文部科学大臣（文化庁長官官房政策課）  
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 研究支援推進部 
 

  総務課 
 

  連携推進課 
 

  研究支援課 
 

 企画調整部 
 

 文化遺産部 
 

 

 都城発掘調査部 
 

 埋蔵文化財 

 センター 
 

 飛鳥資料館 

⑥  組織図（平成 25 年 3 月 31 日現在）    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

(2) 本社・支社等の住所  

本社：東京都台東区上野公園 13－9 

支社：東京都台東区上野公園 13－9（東京国立博物館）  

   東京都台東区上野公園 13－43（東京文化財研究所）  

   京都府京都市東山区茶屋町 527（京都国立博物館）  

   奈良県奈良市登大路町 50（奈良国立博物館）  

   奈良県奈良市二条町 2－9－1（奈良文化財研究所）  

   福岡県太宰府市石坂 4－7－2（九州国立博物館）  

   大阪府堺市堺区百舌鳥夕雲町 2 丁  堺市博物館内（アジア太平洋無形文化  

遺産研究センター）  

理事長 

相談役 

研究調整役 

本部事務局 

事務局長 

  総務企画課 

  財務課 

  経理課 

  環境整備室 

  

運営委員会 

顧問 

役員会・理事 

監事 

外部評価委員会 

奈良文化財研究所 

 

 所長 

副所長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  総務課 
   

 学芸部 
       

 上席研究員 

館長 

京都国立博物館 

 

副館長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  総務課 
   

 学芸部 
       

 上席研究員 

館長 

奈良国立博物館 

 

副館長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 研究支援推進部 
 

 企画情報部 
 

 無形文化遺産部 
 

 保存修復科学 

 センター 
 

 文化遺産国際協力 

 センター 

 

東京文化財研究所 

 

所長 

副所長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  総務課 
 

  学芸部 
 

  企画課 
 

  博物館科学課 
 

  文化財課 

  

 

 

九州国立博物館

は、福岡県と連

携・協力して事業

運営を実施。 

 

九州国立博物館 

 

館長 

副館長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務部 
 

総務課 
   

経理課 
 

学芸企画部 
 

企画課 

 

博物館教育課 
 

博物館情報課 
  

 

学芸研究部 
 

列品管理課 
 

調査研究課 
 

保存修復課 
 

 上席研究員 

 

東京国立博物館 

 

館長 

副館長 

 
アジア太平洋無形 

文化遺産研究センター 

 

 

 所長 

 

  副所長 
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 (3) 資本金の状況                        （単位：百万円）  
 

区分  期首残高  当期増加額  当期減少額  期末残高  

政府出資金  104,714 0 0 104,714 

資本金合計  104,714 0 0 104,714 

 

(4) 役員の状況  
 

役職 氏名 任期 担当 経歴 

理事長 佐々木丞平 

 

自 平成 19年

4月 1日 

至 平成 25年

3月 31日 

 昭和 4 5年 4月  

昭和 4 7年 4月  

昭和 5 6年 4月  

平成  3年 3月  

平成 1 2年 4月  

平成12年11月  

平成 1 7年 3月 

平成 1 7年 4月  

平成 1 9年 3月  

京都府教育委員会 

文化庁入庁 

京都大学 

京都大学文学部教授 

京都大学附属図書館長(併任)  

京都大学 大学文書館長 

退職 

(独)国立博物館理事（(兼)京都国立博物館長） 

退職（統合のため） 

理 事 亀井伸雄 自 平成 22年

4月 1日 

至 平成 25年

3月 31日 

調査・研

究、文化

財の保存

修復担当 

昭和 48年 4月 

平成 13年 1月 

平成 15年 4月 

平成 17年 4月 

平成 20年 3月 

平成 20年 7月 

平成 22年 3月 

文化庁入庁  

文化庁文化財部建造物課長  

国立都城工業高等専門学校長 

文化庁文化財部文化財鑑査官  

退職 

(財)文化財建造物保存技術協会常務理事 

退職 

理 事 松村恵司 自 平成 23年 

10月 1日 

至 平成 25年

3月 31日 

ナショナ

ルセンタ

ー機能、

対外広報

担当 

昭和52年10月 

昭和62年10月 

平成  7年 4月 

 

平成 18年 4月 

 

平成 20年 4月 

 

平成 21年 4月 

平成 23年 3月 

奈良国立文化財研究所 

文化庁入庁  

奈良国立文化財研究所飛鳥藤原宮跡発掘調査部考

古第二調査室長 

(独)文化財研究所奈良文化財研究所都城発掘調査

部上席研究員・考古第一研究室長 

(独)国立文化財機構奈良文化財研究所都城発掘調

査部長 

文化庁文化財部文化財鑑査官 

退職 

理 事 辰野裕一 自 平成 23年

9月 1日 

至 平成 25年

3月 31日 

総務、財

務、危機

管理担当 

昭和 53年 4月 

平成 13年 7月 

平成 16年 7月 

平成 17年 4月 

平成 18年 7月 

平成 19年 7月 

平成 21年 7月 

平成 22年 7月 

平成 23年 8月 

文部省入省 

文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課長 

文化庁文化財部長 

文化庁長官官房審議官 

文部科学省大臣官房審議官（高等教育局担当） 

国立大学法人東京大学理事 

文部科学省大臣官房政策評価審議官 

文部科学省大臣官房文教施設企画部長 

退職 

監 事 雪山行二 自 平成 21年

4月 1日 

至 平成 25年

3月 31日 

 昭和 51年 4月 

平成  4年 9月 

平成 10年 9月 

平成10年10月 

平成 14年 4月 

平成 21年 4月 

平成 24年 3月 

平成 24年 4月 

国立西洋美術館 

国立西洋美術館学芸課長  

退職 

愛知県美術館副館長  

横浜美術館長 

和歌山県立近代美術館長 

退職 

富山県立近代美術館長  現在に至る 

監 事 服部彰 自 平成 22年

4月 1日 

至 平成 25年

3月 31日 

 昭和46年10月 

昭和 55年 3月 

昭和 63年 9月 

平成  9年 4月 

平成 12年 4月 

平成 18年 9月 

平成 19年 8月 

監査法人中央会計事務所  

クーパースアンドライブランド・シドニー事務所  

中央監査法人代表社員  

中央監査法人評議員 

中央青山監査法人代表社員・評議員  

みすず監査法人パートナー  

服部公認会計士事務所  現在に至る  
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(5) 常勤職員の状況  

常勤職員は平成 24 年度末で 340 人（前期末同数）、平均年齢は 44 歳（前期末 43

歳）です。このうち、国等からの出向者は 13 人、民間からの出向者は 0 人です。  

 

３.簡潔に要約された財務諸表 

①貸借対照表  

              平成 25 年 3 月 31 日           （単位：百万円）  
 

資産の部 金 額 負債の部 金 額 

流動資産 

 現金及び預金 

 未収金 

その他 

       流動資産合計 

 

固定資産 

 有形固定資産 

  建物 

 収蔵品 

 土地 

 建設仮勘定 

その他 

 無形固定資産 

 投資その他資産 

     固定資産合計 

8,662 

2,577 

48        

11,287 

 

 

 

 

55,806 

103,779 

44,411 

1,654 

3,086 

129 

4 

208,869 

   

流動負債 

  運営費交付金債務 

 未払金 

その他 

流動負債合計 

 

固定負債 

 資産見返負債 

 その他の固定負債 

    固定負債合計 

 

626 

9,705 

620 

10,951 

 

 

4,480 

38 

4,518 

負債合計 15,469 

純資産の部  

資本金 

資本剰余金 

利益剰余金 

104,714 

99,221 

752 

純資産合計         204,687 

 

資産合計 220,156 負債純資産合計 220,156 

 

②損益計算書 

 

平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日    （単位：百万円）  

 金 額 

経常費用(A）         8,746 

  業務費 

   人件費 

   業務経費 

減価償却費 

  一般管理費 

   人件費 

   一般管理経費 

減価償却費 

  その他 

 

        2,831  

        4,010 

          428 

           

          784 

        596 

           95 

2             

経常収益(B)         8,820 

  運営費交付金収益 

  受託収入 

  入場料収入 

  資産見返負債戻入 

  その他 

5,864         

 634          

        814 

506 

1,002          

臨時損失(C) 

臨時利益(D) 

         －55 

42 

前中期目標期間繰越積立金取崩額(E)             6 

当期総利益(B－A＋C＋D＋E)           67 
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③キャッシュ・フロー計算書  

平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日   （単位：百万円）  
 

 金 額 

Ⅰ業務活動によるキャッシュ・フロー(A) 1,171         

  人件費支出 －3,681 

運営費交付金収入 7,366         

自己収入等 2,570        

その他の支出 －5,112        

その他収入 28            

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー(B) 2,206        

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー(C) －13            

Ⅳ資金増加額（又は減少額）(D＝A＋B＋C) 3,364            

Ⅴ資金期首残高(E) 5,098         

Ⅵ資金期末残高(F＝D＋E) 8,462         

 

 

④行政サービス実施コスト計算書  

平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日    （単位：百万円）  
 

 金 額 

Ⅰ業務費用 6,473          

  損益計算書上の費用 

（控除）自己収入等 

8,801          

－2,338         

（その他の行政サービス実施コスト）  

Ⅱ損益外減価償却相当額 2,882          

Ⅲ損益外除売却差額相当額 35 

Ⅳ損益外減損損失相当額 － 

Ⅴ引当外賞与見積額 5       

Ⅵ引当外退職給付増加見積額 105            

Ⅶ機会費用 1,207          

Ⅷ行政サービス実施コスト 10,697         

 

■  用語解説  

①貸借対照表  

現金及び預金     ：現金、銀行預金（定期預金含む）  

未収金       ：受託事業実施のための立替金、施設利用料の未受領分など  

その他（流動資産）  ：販売用図録などのたな卸資産、前払保険料、前払費用など  

有形固定資産       ：土地、建物、大型研究機器、車両、収蔵品など長期にわたって使用す

る固定資産で無形固定資産以外のもの  

建設仮勘定      ：建設中の建物の建設等のため支出した相当額など  

無形固定資産     ：ソフトウエア、電話加入権など  

その他（固定資産）  ：保証金、長期前払費用  

運営費交付金債務  ：運営費交付金のうち翌年度に繰り越すものの相当額  

未払金        ：退職給付（アソシエイトフェローを除く）、購入代金などの未払金で１

年以内に支払期限が到来するもの  

その他（流動負債）  ：住民税納付のための給与控除預り金など  

資産見返負債      ：運営費交付金などにより取得した固定資産（償却資産）の取得額のう

ちの未償却額  

その他（固定負債）  ：リース長期未払金など  

政府出資金        ：国から出資された土地、建物等の相当額  
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資本剰余金        ：運営費交付金、施設費、目的積立金、寄附金などで取得した建物、収

蔵品の相当額  

利益剰余金       ：剰余金の累計額  

 

②損益計算書  

業務費        ：業務の実施に要した経費  

人件費        ：給与、賞与、法定福利費等の経費  

減価償却費      ：固定資産の取得額をその耐用年数にわたって費用として配分する経費  

運営費交付金収益等：運営費交付金、補助金等のうち、当期の収益として認識した相当額  

資産見返負債戻入   ：固定資産の償却時に当該資産の見返勘定を戻入したことによる収益  

臨時損失     ：固定資産除却損  

臨時利益      ：運営費交付金及び寄附による備品の除却により資産見返運営費交付金

等を戻入したことによる利益  

前中期目標期間繰越積立金取崩額  ：前中期目標期間に受託研究費で取得した研究機器の当

該年度の減価償却費相当額  

 

③キャッシュ・フロー計算書  

業務活動によるキャッシュ・フロー：通常業務の実施に係る資金の状態。サービス提供

等による収入、原材料、商品又はサービス購入による支出、人件費

支出等  

投資活動によるキャッシュ・フロー：将来に向けた運営基盤の確立のために行われる投

資活動に係る資金の状態で、固定資産の取得・売却等による収入・

支出  

財務活動によるキャッシュ・フロー：増資等による資金の収入・支出、債券の発行・償

還及び借入れ・返済による収入・支出等、資金の調達及び返済等  

 

④行政サービス実施コスト計算書  

業務費用       ：損益計算書における一切の費用から運営費交付金、施設整備費補助

金等の国からの措置に基づく収益を控除した相当額  

損益外減価償却相当額  ：建物などで減価に対応すべき収益の獲得が予定されないとさ

れた資産の減価償却費相当額（損益計算書には反映されていないが、

減価償却累計額は貸借対照表に反映）  

損益外除売却差額相当額：上記のような建物などを除売却した場合の損益計算書には反

映されない除売却損相当額  

損益外減損損失相当額：独立行政法人が中期計画等で想定した業務を行ったにもかかわ

らず生じた減損損失相当額  

引当外賞与見積額・引当外退職給付増加見積額  ：財源措置が運営費交付金により行わ

れる場合の賞与引当金増加見積額・退職給付引当金増加見積額（損益

計算書には反映されていないが、貸借対照表に注記）  

機会費用        ：政府から出資された土地・建物等の出資額及び政府から譲与を受け資本

剰余金となっている収蔵品等の相当額を市場で運用すると仮定した場

合に得られたと考えられる運用益相当額  
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４.財務情報 

(1) 財務諸表の概況 

①資産、負債、経常費用、経常収益、当期総損益、キャッシュ･フローなどの主要な財

務データの経年比較・分析  

 

主要な財務データの経年比較                                     （単位：百万円）  
 

区   分  20 年度  21 年度  22 年度  23 年度  24 年度  

資産  195,434 197,977 202,650 206,245 220,156 

負債  7,377 9,621 9,316 15,189 15,469 

利益剰余金（又は繰越欠損金）  1,019 1,163 1,304 691 752 

純資産  188,057 188,356 193,334 191,056 204,677 

経常費用  9,450 9,700 9,703 8,908 8,746 

経常収益  9,771 9,847 9,844 8,946 8,820 

当期総利益  304 148 143 44 67 

業務活動によるキャッシュ・フロー  2,444 2,860 1,410 664 1,171 

投資活動によるキャッシュ･フロー  －1,575 －2,025 －1,981 867 2,206 

財務活動によるキャッシュ・フロー  －16 －20 －6 －14 －13 

資金期末残高  3,343 4,158 3,581 5,098 8,462 

 

（資産） 

平成 24 年度末現在の資産合計は 2,201 億 56 百万円と前年度末比 139 億 11 百万

円（6.7％）増加しました。これは、京都国立博物館平常展示館建替工事等が一部を

除きしゅん工したことにより建物が 778 億 60 百万円と同 155 億 67 百万円（25.0％）

増加したこと、各博物館における収蔵品が 1,037 億 79 百万円と同 11 億 86 百万円

（1.2％）増加したこと及び現預金等の流動資産が 112 億 87 百万円と同 55 億 44 百

万円（96.5％）増加した一方で、同上しゅん工により建設仮勘定が 16 億 54 百万円

と同 52 億 34 百万円（76.0％）減少したことおよび減価償却の進行により減少要因

である減価償却累計額が 277 億 43 百万円と同 31 億 63 百万円（12.9％）増加した

ことの差し引きが主な要因です。  

（負債） 

平成 24 年度末現在の負債合計は 154 億 69 百万円と前年度末比 2 億 81 百万円

（1.8％）増加しました。これは、上記建物のしゅん工に伴い建設仮勘定見返施設

費が 15 億 79 百万円と同 51 億 36 百万円（ 76.5%）減少した一方で、未払金

が 97 億 15 百万円と同 50 億 60 百万円（ 109％）増加したこと及び翌年度へ

の繰越により運営費交付金債務が 6 億 26 百万円と同 2 億 30 百万円（ 58.0％）

増加したことの差し引きが主な要因です。  

 （純資産）  

平成 24 年度末現在の純資産は 2,046 億 77 百万円と前年度比 136 億 21 百万円

（7.1％）増加しました。これは、資本剰余金について、上記建物のしゅん工に伴い

建物見合い相当額が 243 億 15 百万円と同 152 億 92 百万円（169％）増加したこと、

減少要因である損益外減価償却累計額が同 28 億 25 百万円（13.0％）増加した一方

で、収蔵品見合相当額が同 11 億 95 百万円増加したこと、また、利益剰余金が 7 億

52 百万円と同 61 百万円（8.8％）増加したことの差し引きが主な要因です。  

（経常費用）  

平成 24 年度の経常費用は 87 億 46 百万円と前年度比 1 億 62 百万円（1.8％）減少

しました。これは、国家公務員給与特例法の準拠に伴う業務人件費が 28 億 31 百万

－ 698 －



  

円と同 2 億 6 百万円（6.8％）減少したこと及び建物のしゅん工に伴い一般管理費の

項目である消費税が 1 億 90 百万円全減した一方で、東京国立博物館東洋館リニュー

アルオープンのための展覧業務費が 1 億 81 百万円増加したことの差し引きが主な要

因です。 

（経常収益）  

平成 24 年度の経常収益は 88 億 20 百万円と前年度比 1 億 26 百万円（1.4％）減少

しました。これは、運営費交付金収益が 58 億 64 百万円と同 5 億 66 百万円

（ 8.8％）減少したこと、受託収入が 6 億 34 百万円と同 1 億 13 百万円（ 21.6％）

増加したことおよび還付消費税による雑益が 6 百万円から 2 億 72 百万円に

増加したことが主な要因です。  

（当期総利益） 

以上による経常利益 74 百万円に、固定資産の除却等に伴う臨時損失 55 百万円と

それに伴う資産見返勘定の戻入による臨時利益 42 百万円を差し引きし、前中期目標

期間繰越積立金取崩 6 百万円と合わせて、平成 24 年度の当期総利益は 67 百万円と

前年度末比 23 百万円（50.9％）増加しました。  

 

（業務活動によるキャッシュ・フロー） 

平成 24 年度の業務活動によるキャッシュ・フローでは、収入超過が 11 億 71 百万

円と前年度末比 5 億 7 百万円（76.5％）増加しました。これは、人件費支出が 36 億

81 百万円と同 1 億 56 百万円（4.1%）減少したこと、運営費交付金収入が 73 億 66

百万円と同 5 億 75 百万円（7.2%）減少したこと、自己収入等が 25 億 70 百万円と

同 3 億 14 百万円（13.9%）増加したこと、その他収入が 27 百万円と同 1 億 11 百万

円（80.3%）減少したことおよびその他の支出が 51 億 12 百万円と同 7 億 27 百万円

（12.4%）減少したことが主な要因です。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

平成 24 年度の投資活動によるキャッシュ・フローでは、収入超過が 22 億 6 百万

円と前年度末比 13 億 39 百万円（154％）増加しました。これは、施設整備費補

助金による収入超過が 87 億 62 百万円と前年度末比 44 億 13 百万円（101％）増

加したことおよび有形固定資産の取得による支出超過が 63 億 6 百万円と同

23 億 55 百万円（ 59.6％）増加した一方で、有価証券の償還による収入超過

5 億円が全減したことが主な要因です。   

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

平成 24 年度の財務活動によるキャッシュ・フローでは、支出超過が 13 百万円

と、支出超過が前年度末比 1 百万円（5.8％）減少しました。これは、当該区分は

すべてリース債務の支払であるところ、当該支払が同額減少したためです。  

 

②  セグメント総資産の経年比較・分析 

セグメント総資産の経年比較    （単位：百万円） 

 20 年度  21 年度  22 年度  23 年度  24 年度  

 東京国立博物館 88,113     89,823 92,163 89,950 89,786 

 京都国立博物館 36,544      36,385 38,005 42,128 51,806 

 奈良国立博物館 29,691      29,955 31,486 30,667 30,512 

 九州国立博物館 26,752      26,677 27,183 26,850 26,443 

－ 699 －
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総資産は 2,201 億 56 百万円と、前年度末比で 139 億 11 百万円（6.7％）増加しま

した。  

以下、施設毎に概況について報告いたします。  

東京国立博物館においては 897 億 86 百万円と、前年度比 1 億 64 百万円（0.2%）

減少しました。これは、収蔵品が 8 億 91 百万円及び建物が 3 億円増加した一方で、

流動資産が 2 億 35 百万円減少したこと及び損益外を含め 11 億 62 百万円相当の減価

償却が進行したことが主な要因です。  

京都国立博物館においては 518 億 6 百万円と、同 96 億 78 百万円（23.0%）増加

しました。これは、平常展示館建替工事のしゅん工により建物が 150 億 25 百万円、

収蔵品が 2 億 32 百万円それぞれ増加した一方で、建設仮勘定が  55 億 95 百万円減

少し、損益外を含め 1 億 97 百万円相当の減価償却が進行したことの差し引きが主な

要因です。 

奈良国立博物館においては 305 億 12 百万円と、同 1 億 55 百万円（0.5％）減少し

ました。これは、流動資産が 1 億 1 百万円、収蔵品が 41 百万円、建設仮勘定が 2 億

77 百万円それぞれ増加した一方で、損益外を含め 5 億 79 百万円相当の減価償却が進

行したことの差し引きが主な要因です。  

九州国立博物館においては 264 億 43 百万円と、同 4 億 7 百万円（1.5％）減少しま

した。これは、流動資産が 2 億 82 百万円、収蔵品が 22 百万円それぞれ増加した一方

で、損益外を含め 7 億 36 百万円相当の減価償却が進行したことの差し引きが主な要因

です。 

東京文化財研究所においては 66 億 5 百万円と、同 16 億 9 百万円（2.5％）減少し

ました。これは、流動資産が 54 百万円、工具・器具・備品が同 38 百万円増加した一

方で、損益外を含め 2 億 63 百万円相当の減価償却が進行したことが主な要因です。 

奈良文化財研究所においては 60 億 16 百万円と、同 1 億 55 百万円（2.5％）減少

しました。これは、建物・建物附属設備が 43 百万円、建設仮勘定が 19 百万円増加

し、工具・器具・備品が同 21 百万円減少した一方で、損益外を含め 2 億 20 百万円

相当の減価償却が進行したことの差し引きが主な要因です。 

アジア太平洋無形文化遺産研究センターにおいては、総資産が 57 百万円となりま

した。これは、借用建物にて運営しているためであり、資産は、現金・預金のみとな

っております。 

共通は、機構本部事務局その他の資産であり、89 億 31 百万円と、同 52 億 30 百

万円（141％）増加しました。これは、本部事務局に入金されていた施設整備費補助

金 65 億 97 百万円、文化庁への同補助金未収金 15 億 79 百万円、未収消費税 4 億 35

百万円が主な要因です。  

 東京文化財研究所 7,284       7,080 7,192 6,774 6,605 

 奈良文化財研究所 6,659 6,595 6,270 6,171 6,016 

  アジア太平洋無形文化遺産研究センター  ‐  ‐  ‐ 4 56 

 共通 391       1,462 351 3,701 8,932 

合  計 195,434     197,977 202,650 206,245 220,156 

－ 700 －



  

 

③  セグメント事業損益の経年比較・分析  

セグメント事業損益の経年比較  （単位：百万円） 

 20 年度  21 年度  22 年度  23 年度  24 年度  

 東京国立博物館 190         －70 29 69 20 

 京都国立博物館 13          35 0 －185 5 

 奈良国立博物館 76          38 0 －10 0 

 九州国立博物館 11          75 －7 16 35 

 東京文化財研究所 11          18 23 51 10 

 奈良文化財研究所 18 47 －4 －35 1 

  アジア太平洋無形文化遺産研究センター  ‐  ‐  ‐ 2 1 

 共通 2           4 100 130 2 

合  計 321       147 141 38 74 

 

今年度より博物館においては、設備保守料等の業務共通経費の勘定科目として設け

ていた「その他業務費」を廃止して、調査研究業務費・展覧業務費・教育普及業務費

の直接業務に費用配分する方法に変更しました。研究所においても、同様の方法に変

更しました。 

また、今年度は京都国立博物館平常展示館建替工事のしゅん工に伴い 2 億 61 百万

円の還付消費税があり、雑収入として東京国立博物館に 78 百万円、京都国立博物館

に 36 百万円、奈良国立博物館に 8 百万円、九州国立博物館に 139 百万円を計上して

います。 

事業損益は 64 百万円の利益と、対前年度末比 26 百万円（68.4%）増加しました。 

以下、施設毎に概況について報告いたします。  

東京国立博物館においては 20 百万円の利益と同 49 百万円（71.0％）減少しまし

た。これは、事業費用が 23 億 40 百万円と同 91 百万円（4.0％）、事業収益が 23 億

60 百万円と同 42 百万円（1.8%）それぞれ増加したことの差し引きによります。事

業費用は、業務人件費が同 44 百万円（4.9%）、一般人件費が同 16 百万円（10.9%）

減少し、調査研究業務費が同 69 百万円（46.2％）、展覧業務費が同 4 億 47 百万円

（152％）それぞれ増加し、教育普及事業費では広報経費を展覧業務費に組替えたこ

とにより同 39 百万円（47.9％）、その他業務費が同 3 億 89 百万円全額がそれぞれ減

少したこと、事業収益は、入場料収入が同 53 百万円（12.3%）減少し、受託収入が

50 万円から 40 百万円、還付消費税による雑益が 78 百万円と大幅に増加したことの

差し引きが主な要因です。  

京都国立博物館においては 5 百万円の利益と、前年度 1 億 85 百万円の損失から改

善となりました。これは、事業費用が 7 億 46 百万円と、同 3 億 34 百万円（31.0％）、

事業収益が 7 億 50 百万円と、同 1 億 45 百万円（16.2%）それぞれ減少したことが主

な要因です。事業費用は、業務人件費が同 1 億 6 百万円（27.4%）、一般人件費が同

9 百万円（10.1%）、一般管理経費は消費税負担額 1 億 89 百万円がないことによりそ

れぞれ減少したこと、事業収益は、運営費交付金収益が同 1 億 84 百万円（27.4％）

減少し、還付消費税により雑益が 37 百万円に増加したことが主な要因です。  

奈良国立博物館においては損益 0 百万円と、前年度 10 百万円の損失から改善とな

りました。これは、事業費用が 9 億 40 百万円と、同 50 百万円（5.6％）増加し、事

業収益が 9 億 40 百万円と、同 60 百万円（6.9%）増加したことの差し引きによりま

す。事業費用は、業務人件費が同 4 百万円（1.7%）減少し、一般人件費は退職手当

－ 701 －

Ⅳ　財務諸表



  

の支出により同 16 百万円（18.4%）増加し、調査研究業務費が同 12 百万円（22.5％）、

展覧業務費が同 2 億 60 百万円（216％）、教育普及事業費が同 2 百万円（19.2％）そ

れぞれ増加し、その他業務費が同 2 億 47 百万円全減し、一般管理経費が改修工事の

実施により同 8 百万円（16.4％）増加したこと、事業収益は、入場料収入が同 6 百万

円（2.7％）減少し、展示事業附帯収入が同 11 百万円（25.6％）、運営費交付金収益

が同 34 百万円（7.2％）いずれも増加し、施設費収益が 15 百万円純増したことの差

し引きが主な要因です。  

九州国立博物館においては 35 百万円の利益と同 19 百万円（119％）増加しました。

これは、事業費用が 12 億 64 百万円と、同 30 百万円（2.3％）減少し、事業収益が

12 億 99 百万円と、同 12 百万円（0.9%）減少したことの差し引きによります。事業

費用は、業務人件費が同 18 百万円（6.4%）、一般人件費が同 1 百万円（1.0%）減少

し、調査研究業務費が同 50 百万円（25.4％）、展覧業務費が同 2 億 11 百万円（77.5％）

それぞれ増加し、その他業務費が同 2 億 76 百万円（100％）減少したこと、事業収

益は、運営費交付金収益が同 2 億 26 百万円（22.0％）減少した一方で、入場料収入

が同 70 百万円（76.5％）増加し、還付消費税による雑益が 1 億 39 百万円純増した

ことの差し引きが主な要因です。 

東京文化財研究所においては 10 百万円の利益と、同 41 百万円（80.4％）減少し

ました。これは、事業費用が 11 億 38 百万円と同 5 百万円（0.4%）減少し、事業収

益が 11 億 48 百万円と、同 45 百万円（3.8%）減少したことの差し引きによります。

事業費用は、業務人件費が同 39百万円（8.4%）減少し、一般人件費が同 7百万円（6.2%）

増加し、調査研究事業費が同 13 百万円（15.2％）増加し、国際研究協力業務費が同

10 百万円（7.1％）減少し、受託業務費が同 1 百万円（0.6％）減少し、一般管理経

費が同 27 百万円（56.6％）増加したこと、事業収益は、運営費交付金収益が同 59

百万円（6.2％）減少し、寄附金収益が 1 百万円から 7 百万円と増加したことの差し

引きが主な要因です。 

奈良文化財研究所においては 1 百万円の利益と、前年度 35 百万円の損失が改善し

ました。これは、事業費用が 19 億 91 百万円と、同 56 百万円（2.9％）、事業収益が

19 億 92 百万円と、同 93 百万円（4.9％）いずれも増加したことの差し引きによりま

す。事業費用は、業務人件費が同 8 百万円（1.1%）増加し、一般人件費が同 1 百万

円（0.3%）減少し、情報公開業務費が 58 百万円（67.8%）増加し、受託業務費が同

47 百万円（18.1％）増加し、一般管理経費は一般修繕費を各事業に費用配分したこ

とから同 70 百万円（58.0％）減少し、業務費減価償却費が同 10 百万円（18.7％）

増加したこと、事業収益は、運営費交付金収益が同 15 百万円（0.9％）増加し、受託

収入が同 53 百万円（20.1％）、資産見返負債戻入が同 16 百万円（35.5％）、雑益が

同 4 百万円いずれも増加したことの差し引きが主な要因です。  

アジア太平洋無形文化遺産研究センターにおいては、1 百万円の利益と、1 百万円

（50.0％）減少しました。これは、事業費用が 90 百万円と同 46 百万円（105％）増

加し、事業収益が 92 百万円と、同 45 百万円（97.3%）それぞれ増加したことの差し

引きによります。事業費用及び事業収益の計上が、前年度は下半期分、今年度は 1

年間分となったことが主な要因です。 

共通は、機構本部事務局その他の損益で 2 百万円の利益と、同 1 億 28 百万円

（98.5％）減少しました。これは、事業費用が 2 億 37 百万円と、同 36 百万円（13.1%）

減少し、事業収益が 2 億 39 百万円と、同 1 億 64 百万円（40.7％）減少したことな
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どの差し引きが主な要因です。事業費用は、一般人件費が同 11 百万円（6.7%）、一

般管理経費が同 3 百万円（3.5％）それぞれ減少し、事業収益は、運営費交付金収益

が同 1 億 52 百万円（39.9％）減少し、前年度アジア太平洋無形文化遺産研究センタ

ー分受託収入 13 百万円が全減したことが主な要因です。  

 

④積立金の申請、目的積立金の取崩内容  

当期未処分利益 67 百万円については、現金ではない前中期目標期間繰越積立金取

崩額 6 百万円を除く 61 百万円を目的積立金として申請する予定です。  

目的積立金取崩は、前中期目標期間において自己収入により取得した償却資産に

関する減価償却費相当額などについて前中期目標期間繰越積立金取崩を 6 百万円計

上しております。  

 

⑤  行政サービス実施コスト計算書の経年比較・分析  

行政サービス実施コストの経年比較     （単位：百万円） 

 20 年度  21 年度  22 年度  23 年度  24 年度  

業務費用 7,165      7,558 7,527 6,962 6,463 

 損益計算書上の費用 9,471      10,049 9,715 8,910 8,801 

 （控除）自己収入等 －2,306 －2,491 －2,188 －1,948 －2,338 

損益外減価償却相当額 2,507 2,296 2,322 2,843 2,882 

損益外減損損失相当額 － － － 1 － 

損益外除売却差額相当額 301 0 42 55 35 

引当外賞与見積額 －21 －9 －7 －29 5 

引当外退職給付増加見積額 －173 －69 12 48 105 

機会費用 2,554 2,652 2,431 1,970 1,207 

 （控除）法人税等及び国庫納付金 － － － － － 

行政サービス実施コスト 12,333 12,428 12,327 11,850 10,697 

 

平成 24 年度の行政サービス実施コストは 106 億 97 百万円と、前年度比 11 億

53 百万円（9.7％）減少となっています。これは、業務費用が同 4 億 99 百万円（7.2％）

及び機会費用が同 7 億 63 百万円（38.7％）減少し、損益外除売却差額相当額が同

20 百万円（36.4％）減少した一方で、引当外退職給付増加見積額が同 57 百万円

（119％）増加したことが主な要因です。  

 

(2)施設等投資の状況（重要なもの） 

①当事業年度中に完成した主要施設等 

＜京都国立博物館＞ 

平常展示館（展示設備作製等を除く） 

 

②当事業年度において継続中の主要施設等の新設・拡充 

＜東京国立博物館＞ 

 黒田記念館耐震補強改修工事、表慶館バリアフリー化工事、 大型 X 線 CT スキャナー取

設工事、本館内装等改修工事、無料ゾーン施設新営工事 

＜京都国立博物館＞ 

 平常展示館建替工事（展示設備作製等） 

＜奈良国立博物館＞ 
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 防災設備等改修工事 

＜東京文化財研究所＞ 

水損文化財の保存修復研究の拠点整備 

＜奈良文化財研究所＞ 

X 線回折装置等整備 

 

③当事業年度中に処分した主要施設等 

該当なし 

 

(3) 予算・決算の概況  

国立文化財機構                                                                          (単位：百万円) 

区  分 
20 年度  21 年度  22 年度  23 年度  24 年度  

予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算 差額理由 

《収入》                      

運営費交付金 8,771 8,771 8,367 8,367 8,192 8,192 7,941 7,941 7,602 7,366 
給与特例法等

による減 

施設整備費補助金 1,698 1,872   3,674 2,331 3,992 5,094 4,792 4,414 6,884 10,273 繰越による 

文化芸術情報電子化推進

費補助金 
 -  - 700 548 0 136  -  -  -  -  

展示事業等収入 1,109 1,786 1,120 1,898 1,132 1,580 1,188 1,318 1,309 1,587 
還付消費税増

加等 

その他寄附金等 0 127 0 139 0 143 0 241 0 200 賛助会等 

受託収入 26 514   26 525 26 518 26 507 26 634 
当初見込外契

約の増加 

合  計 11,604 13,070 13,887 13,808 13,342 15,663 13,947 14,421 15,821 20,060  

《支出》   

9,880 

  

9,779 

 

9,487 

 

10,454 

 

9,324 

 

11,010 

 

9,129 

 

8,952 

 

8,911 

 

8,856 

  

 運営事業費 

 ・人件費 3,635 3,507  3,330 3,244 3,165 3,162 3,119 3,116 3,078 2,806  

 ・業務経費 6,245 6,272 6,157 7,210 6,159 7,848 6,010 5,836 5,833 6,050  

 （一般管理費） 1,087 1,173  1,020 1,066 980 932 833 917 811 681  

 （展覧事業費） 2,951 3,079  2,940 4,050 2,905 4,672 3,206 2,846 3,138 3,229  

 （調査研究事業費） 1,445 1,448 1,438 1,473 1,517 1,633 1,297 1,440 1,167 1,481 
研究用機器等

の購入増加 

 （教育普及事業費） 121 63    121 74 120 89 55 96 47 64  

 （国際研究協力事業費） 305 229   304 223 303 227 245 178 265 163 
国際情勢によ

る延期 

 （情報公開事業費） 156 146  155 144 155 127 169 147 133 201  

 （研修事業費） 22 22    22 17 22 18 18 16 13 18  

 （展示出版事業費） 158 112   158 163 157 150 187 196 259 213  

受託事業費 26 503   26 492 26 507 26 512 26 620 
当初見込外契

約の増加 

施設整備費 1,698 2,106   3,674 2,212 3,992 5,094 4,792 4,414 6,884 10,273 繰越による 

文化芸術情報電子化推進

費補助金 
 -  - 700 542 0 142  -  -  -  -  

合  計 11,604 12,388 13,887 13,700 13,342 16,753 13,947 13,878 15,821 19,749   

 

(4)経費削減及び効率化目標との関係 

 
国立文化財機構 
（一般管理費全体で削減目標を定めているため区分は「一般管理費」のみ）  
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                                （単位：百万円）                             

区 分 

前中期目標期間終了年度 当中期目標期間 

金額 比率 
平成 23年度 平成 24年度 

金額 比率 金額 比率 

一般管理費 932 100% 917 98.4% 681 73.1% 

※比率は対前中期目標終了年度 

 

機構は、当中期目標期間終了年度における一般管理費を、前中期目標期間の最終年度に比

べて、毎事業年度につき新規に追加される業務、拡充業務分等を除き 5 年期間中で一般管理

費 15％以上の削減を目標としております。 

この目標を達成するため、具体的には下記の措置を講じます。 

①共通的な事務の一元化による業務の効率化 

②使用資源の減少 

・省エネルギー（5 年期間中 1 年に 1.03％の減少） 

・廃棄物減量化（一般廃棄物排出量を 5 年期間中 5％減少） 

・リサイクルの推進（古紙の回収、ディスプレイ材料の再利用徹底等） 

③施設有効使用の推進 

・施設の利用推進 

④民間委託の推進  

・一般管理部門を含めた組織・業務の見直しを行い、民間開放をさらに積極的に進めます。 

・各施設の警備・清掃業務について民間委託を推進します。 

・来館者サービスを中心に業務の見直しを行い、民間委託を積極的に進めます。 

⑤競争入札の推進 

・契約業者の競合を一層推進することにより、経費の効率化を図ります。 

・包括契約、近隣他機関や法人内同一地域での共同購入及び複数年契約への変更等により、 

経費の効率化を図ります。 

 

５. 事業の説明 

 (1) 財源構造 

当機構の経常収益は 88 億 20 百万円で、その内訳は、運営費交付金収益 58 億 64 百万円

（66.5%）、受託収入 6 億 34 百万円（7.2%）、入場料収入 8 億 14 百万円（9.2%）、展示

事業等附帯収入 3 億 24 百万円（3.7%）、財産利用収入 1 億 78 百万円（2.0%）、寄附金収

益 1 億 44 百万円（1.6%）、施設費収益 83 百万円（0.9%）、資産見返負債戻入 5 億 6 百万

円（5.7%）等です。 

 

(2) 財務データ及び業務実績報告書と関連付けた事業説明 

ア 調査研究事業 

調査研究事業は、文化財に関する基礎的・体系的な調査・研究を通して、国内の機関との

共同研究や研究交流を深め、種々の課題に取り組むことにより、国・地方公共団体における

文化財保護施策の企画・立案、文化財の評価等に関する基盤の形成に寄与すること、及び文

化財の調査手法に関する研究・開発を推進し、文化財を生み出した文化的・歴史的・自然的

環境等の背景やその変化の過程を明らかにすることに寄与することを目的としています。 

事業に要した費用は 10 億 18 百万円です。その財源は、運営費交付金 7 億 66 百万円及び

自己収入 2 億 52 百万円です。 
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イ 情報公開事業 

情報公開事業は、調査・研究に基づく資料の作成及び文化財に関連する資料の収集・整理・

保管を行うとともに、調査・研究成果を積極的に公表・公開し、研究者や広く一般の方が調

査・研究成果を容易に入手できるようにすることを目的としています。 

事業に要した費用は 1 億 89 百万円です。その財源は、運営費交付金 1 億 86 百万円及び

自己収入 3 百万円です。 

ウ 研修事業 

研修事業は、文化財に関する高度な研究成果をもとに、地方公共団体等で中核となる文化

財担当者に埋蔵文化財に関する研修、及び保存科学に関する保存担当学芸員研修等を行うこ

とにより、文化財保護に必要な人材を養成することを目的としています。 

事業に要した費用は 18 百万円です。その財源は、運営費交付金のみです。 

エ 国際研究協力事業 

国際研究協力事業は、文化財の保存・修復に関する国際研究協力に関する事業を有機的・

総合的に展開することにより、人類共通の財産である文化財の保存・修復に関する国際研究

協力を通じて、我が国の国際貢献に寄与することを目的としています。 

事業に要した費用は 1 億 55 百万円です。その財源は、運営費交付金 1 億 52 百万円及び

自己収入 3 百万円です。 

オ 展示出版事業 

展示出版事業は、文化財に関する調査・研究に基づく成果について刊行物を発行するとと

もに、公開講演会、現地説明会、国際シンポジウムの開催等により、積極的に公開・提供す

ること、及び研究成果の公開施設としての役割を強化する観点から展示を充実させ、調査・

研究成果の内容を広く一般に理解を深めてもらうことを目的としています。 

事業に要した費用は 1 億 83 百万円です。その財源は、運営費交付金 1 億 75 百万円及び

自己収入 8 百万円です。 

カ 展覧事業 

展覧事業は、各国立博物館の特色を十分に発揮した体系的・通史的なものとするとともに、

最新の研究成果を基に、日本の歴史・伝統文化及び東洋文化の理解の促進に寄与する展示を

実施すること、及び国内外の博物館と連携した我が国の中心的拠点にふさわしい質の高い展

示を行うことを目的としています。 

事業に要した費用は 17 億 70 百万円です。その財源は、運営費交付金 5 億 93 百万円及び

自己収入 11 億 77 百万円です。 

キ 教育普及事業 

教育普及事業は、日本の歴史・伝統文化及び東洋文化への理解促進を図るための中心的拠

点として相応しい事業を重点的に行うこと、及び教育普及活動の充実に寄与するようボラン

ティア活動を支援し、ボランティアの資質向上に努めることを目的としています。 

事業に要した費用は 62 百万円です。その財源は、運営費交付金 19 百万円及び自己収入

43 百万円です。 

ク 受託事業 

受託事業は、高松塚古墳、キトラ古墳の保存対策事業など我が国の文化財保護政策上重要

かつ緊急に保存及び修復の措置等を行うことが必要となった文化財について、国・地方公共

団体の要請に応じて、保存措置等のために必要な実践的な調査・研究を迅速かつ適切に実施

することを目的としています。 

事業に要した費用は 6 億 16 百万円です。その財源は、受託収入のみです。    以上 
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Ⅵ 日誌 

 

(法人全体及び７施設共通事項)   

年  月  日             記           事 

24.  4.  6  第１回役員会（九州国立博物館） 

24.  4. 18  独立行政法人国立文化財機構外部評価委員会（研究所・センター調査研究等部会） 

24.  4. 27  独立行政法人国立文化財機構外部評価委員会（博物館調査研究等部会） 

24.  5. 30  独立行政法人国立文化財機構外部評価委員会（総会） 

24.  6.  6  第２回役員会（東京国立博物館） 

24.  6. 13  監査法人の監査結果（平成 23年度）通知  

24.  6. 25  平成 23年度定期監査（東京国立博物館） 

24.  6. 30  独立行政法人国立文化財機構の第 5期事業年度財務諸表の承認の通知 

24.  7.  4  文部科学省独立行政法人評価委員会文化分科会国立文化財機構部会（第 69回） 

24.  7. 12  健康管理のための講習会（東京国立博物館） 

24.  7. 13  第３回役員会（京都国立博物館） 

24.  7. 18  平成 24年度新任職員研修会（個人情報保護及びハラスメントに関する講演も同時 

実施）（東京国立博物館）（～７月 20日） 

24.  8.  1  独立行政法人文化財機構運営委員会（東京国立博物館） 

24.  8. 14  文部科学省独立行政法人評価委員会総会（第 50回） 

24.  9. 14  第１回情報化委員会(東京国立博物館) 

24.  9. 28  第４回役員会（奈良文化財研究所） 

24. 11. 16  平成 24年度独立行政法人・特殊法人等監事連絡会第 6部会(東京国立博物館) 

24. 11. 26  第１回７施設連絡協議会（東京国立博物館） 

24. 11. 29  機構内統合ネットワーク仕様策定ＷＧ第 1回(東京国立博物館) 

24. 12. 21  第５回役員会（東京国立博物館） 

25.  1. 11  第１回研究・学芸系職員連絡協議会（東京文化財研究所） 

25.  1. 16  機構内統合ネットワーク仕様策定ＷＧ第 2回(東京国立博物館) 

25.  1. 17  健康管理のための講習会（東京文化財研究所） 

25.  1. 25  第６回役員会（京都国立博物館） 

25.  2.  5  ハラスメント防止に関する研修会 

25.  2. 21  ハラスメント防止に関する研修会 

25.  3. 22  第７回役員会（東京国立博物館） 
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(東京国立博物館)  

年  月 日            記      事 

24. 2. 19  海外展「仏教美術と宮廷の美」（～4月 8日）（アメリカ・ヒューストン美術館） 

24. 3. 20  東京国立博物館 140周年 特別展「ボストン美術館 日本美術の至宝」 

(～6月 10日) 

24. 3. 20  博物館でお花見を（～4月 15日） 

24. 3. 20  春の庭園開放（～4月 15日） 

24. 4.  3  東京･春･音楽祭－東京オペラの森 2012－ミュージアム・コンサート  

東博でバッハ vol.11 福田信一（ギター）（法隆寺宝物館） 

24.  4.  6  東京･春･音楽祭－東京オペラの森 2012－桜の街の音楽会 

加藤えりな（ヴァイオリン）（法隆寺宝物館） 

24. 4.  6  中井洽衆議院議員来館 

24.  4. 7  東京･春･音楽祭－東京オペラの森 2012－桜の街の音楽会 

「Vive!サクソフォーン・クヮルテット」（本館エントランス） 

24. 4. 11  ボストン美術館 日本美術の至宝展」10万人セレモニー 

24. 4. 20  高井美穂文部科学副大臣来館 

24. 4. 28  ボストン美術館展 三菱商事（特別賛助会員）障がい者向け内覧会 

24. 4. 29  「ボストン美術館 日本美術の至宝展」20万人セレモニー 

24. 5. 10  遠山敦子元文部科学大臣来館 

24. 5. 12  上野ミュージアムウィーク「国際博物館の日」記念事業 2012（～5月 27日） 

24. 5. 13  国際博物館の日 記念事業 三館園連携事業「上野の山でキリンめぐり」 

24. 5. 16  「ボストン美術館 日本美術の至宝展」30万人セレモニー 

24. 5. 18  国際博物館の日 総合文化展無料観覧日 

24. 5. 21  皇太子殿下 特別展「ボストン美術館 日本美術の至宝」行啓 

24. 5. 29  「ボストン美術館 日本美術の至宝展」40万人セレモニー 

24. 6.  1  村上誠一郎衆議院議員来館 

24. 6. 4  高円宮妃殿下、典子女王殿下 特別展「ボストン美術館 日本美術の至宝」お成り 

24. 6. 9  「ボストン美術館 日本美術の至宝展」50万人セレモニー 

24. 6. 12  イタリア国防大臣、駐日大使来館 

24. 6. 19  臨時休館日（電気設備保守点検） 

24. 6. 24  東京国立博物館 初夏のコンサート（平成館） 

         ～4つのコンクールの優勝に輝く岡田博美と新内がたりの最高峰・富士松小照～ 

24. 7.  2  平成 23年度賛助会感謝会 

24. 7.  3  石毛文部科学委員長来館 

24. 7.  7  東京国立博物館ファミリーコンサート「FAMILY CONCERT 2012」（平成館） 

24. 7. 15  納涼東博寄席 2012（平成館） 

24. 7. 17  日中国交正常化 40周年 東京国立博物館 140周年 

生誕 100年記念 特別展「青山杉雨の眼と書」開会式及び特別内覧会 

24. 7. 20  青山杉雨展 賛助会特別鑑賞会 

24. 7. 23  東京国立博物館評議員会 

24. 7. 27  青山杉雨展 賛助会特別鑑賞会 
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24. 7. 30  日中国交正常化 40周年 東京国立博物館 140周年 

特別展「中国山水画の 20世紀－中国美術館名品選－」開幕 

24. 8. 11  日中国交正常化 40周年 東京国立博物館 140周年 

特別展「中国山水画の 20世紀－中国美術館名品選－」開催記念式典 

24. 8. 22  江田五月参議院議員来館 

24. 8. 23  程永華中国駐日全権大使来館 

24. 8. 24  高円宮妃殿下「高円宮コレクション室」お成り 

24. 8. 28  「青山杉雨の眼と書展」3万 3千人セレモニー 

24. 8. 30  藤川政人参議院議員来館 

24. 9. 15  東京国立博物館 140周年特集陳列「秋の特別公開 贈られた名品」（～9月 30日） 

24. 9. 16  ミュージアムコンサート「大地に響く馬頭琴のしらべ」（平成館） 

24. 9. 21   140周年記念式典 スペシャルありがとうデー 

24. 9. 22  フィリピン参謀総長夫妻来館 

24. 9. 25  川端達夫総務大臣来館 

24. 9. 30  東京国立博物館 秋のコンサート 

         ～珠玉の音色のザラフィアンツと世界のボリショイ劇場のバリトン～ 

24. 10. 2  上野の山文化ゾーンフェスティバル 20周年記念事業 尚意競艶―宋時代の書― 

（～11月 25日） 

24. 10.  6  留学生の日 

24. 10.  9  東京国立博物館 140周年 古事記 1300年 出雲大社大遷宮  

特別展「出雲―聖地の至宝―」開催記念式典 

24. 10.  9  日中国交正常化 40周年 東京国立博物館 140周年 特別展「中国 王朝の至宝」 

開催記念式典 

 24. 10. 10  特集陳列 平成 23年度新収品（～10月 21日） 

 24. 10. 12  中国王朝展、出雲展 賛助会特別鑑賞会 

24. 10. 16  亀井久興善衆議院議員来館 

24. 10. 16  海外展「天下第一 翡色靑磁」展開幕（～12月 16日）（韓国・国立中央博物館） 

24. 10. 18  柳瀬荘アート・教育プロジェクト（～11月 11日） 

24. 10. 19  程永華中国駐日全権大使来館 

24. 10. 19  中国王朝展、出雲展 賛助会特別鑑賞会 

 24. 10. 20  上野の山ナイトミュージアム 特別夜間開館 

 24. 10. 24  田川内閣官房行政改革推進室参事官 

 24. 10. 25  松本ＮＨＫ会長来館 

 24. 10. 26    廣池学園理事長来館 

24. 10. 27  秋の庭園開放（～12月 9日） 

24. 10. 29  高円宮妃殿下 東京国立博物館 140周年・ 

高円宮殿下十年式年祭記念特集陳列「根付 高円宮コレクション」お成り 

 24. 10. 30  東京国立博物館 140周年・高円宮殿下十年式年祭記念特集陳列 

「根付 高円宮コレクション」（～12月 9日） 

24. 10. 30  東京国立博物館 140周年特集陳列「根付 郷コレクション」（～12月 9日） 

24. 10. 30  奥野誠亮元文部大臣来館 

－ 833 －

Ⅵ　日誌



24. 11.  1  松本大輔文部科学副大臣来館 

24. 11.  5   東京国立博物館の記念日 祝賀会 

24. 11.  6  「森鷗外総長室跡記念碑」竣工記念除幕式 

24. 11.  9  ムニールブシュナキ元ユネスコ事務局長補来館 

24. 11. 13  天皇皇后陛下 特別展「出雲―聖地の至宝―」行幸啓 

24. 11. 13  第 9回「台東区の伝統工芸職人展」～匠の技に、惚れる～（平成館）（～11月 18日） 

 24. 11. 13  ジャカルタ歴史博物館長来館 

24. 11. 17  「出雲―聖地の至宝―展」10万人セレモニー 

24. 11. 19  秋篠宮同妃両殿下 特別展「出雲―聖地の至宝―」お成り 

24. 11. 19  高円宮妃殿下 特別展「出雲―聖地の至宝―」、「根付 郷コレクション」、 

特別展「中国 王朝の至宝」お成り 

 24. 11. 22  福田康夫元内閣総理大臣来館 

24. 11. 28  「中国 王朝の至宝展」10万人セレモニー 

24. 12. 11  ミャンマー文化省副局長来館 

24. 12. 14  君塚栄治防衛省陸上幕僚長来館 

24. 12. 16  東京国立博物館 冬のコンサート（平成館） 

        ～イタリアの 3大アヴェ・マリアと篠笛によるクリスマスコンサート～ 

24. 12. 21  カタール国前首相来館 

25.  1.  2  東洋館リニューアル開館記念式典 

25.  1.  2  博物館に初もうで 2013 新春イベント「江戸の遊芸 太神楽」他（～1月 27日） 

25. 1. 11  特別展「飛騨の円空―千光寺とその周辺の足跡―」開会式及び特別内覧会 

25. 1. 13  新春東博寄席 2013（平成館） 

25. 1. 15  アルメニア共和国副大臣来館 

25. 1. 21  特別展「書聖 王羲之」開会式及び特別内覧会 

25. 1. 31  席上揮毫会（書のデモンストレーション） 

25. 2.  6  村上誠一郎衆議院議員来館 

25. 2.  6  笠井亮衆議院議員来館 

25. 2. 12  秋篠宮殿下 特別展「書聖 王羲之」お成り 

25. 2. 12  「飛騨の円空-千光寺とその周辺の足跡-」井浦新トークイベント＆夜間貸切鑑賞会 

25. 2. 21  遠山敦子元文部科学大臣来館 

25. 2. 22  「書聖 王羲之展」10万人セレモニー 

25. 2. 22  程永華中国駐日全権大使来館 

25. 2. 26  平野博文文部科学大臣来館 

25.  2. 12    平成 25年防災訓練 

24. 3.  2  福田康夫元内閣総理大臣来館 

25. 3.  9  春の庭園開放（～4月 14日） 

25. 3.  9  芸大生の打楽器コンサート 木の音、森の声（平成館） 

25. 3. 13  ミャンマー外務省ジン・ヨー副大臣来館 

25. 3. 15  東京･春･音楽祭－桜の街の音楽会 Viva!サクソフォーン・クヮルテット 

25. 3. 17  東京･春･音楽祭－桜の街の音楽会 Viva!サクソフォーン・クヮルテット 

25. 3. 19  博物館でお花見を（～4月 14日）   
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25.  3. 21  東京･春･音楽祭－東京オペラの森 2013－ミュージアム・コンサート  

東博でバッハ vol.12 郷古廉（ヴァイオリン）（法隆寺宝物館） 

25. 3. 22  エラルド・エスカラ駐日ペルー大使来館 

25. 3. 31    東京･春･音楽祭－桜の街の音楽会 ヴァイオリンによる無伴奏  

石亀協子（ヴァイオリン）（法隆寺宝物館） 
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(京都国立博物館)  

年 月 日             記      事 

24.  4. 16    特別展覧会「王朝文化の華 －陽明文庫名宝展－」開会式、内覧会 

24.  4. 17    特別展覧会「王朝文化の華 －陽明文庫名宝展－」（～5月 27日） 

24.  4. 20  「京都・らくご博物館（春）～新緑寄席～」 

24.  4. 21  特別展記念講演会「王朝文化の華 近衛家 陽明文庫の名宝」 

24.  4. 23  清風会内覧会 

24.  4. 28  土曜講座「藤原道長と『御堂関白記』」 

24.  5.  8  ジパング倶楽部内覧会 

24.  5. 14  ＮＨＫネットクラブ内覧会 

24.  5. 15  ジパング倶楽部内覧会 

24.  5. 19  土曜講座「『歌合』のおもしろさ－王朝貴族の雅な闘い－」 

24.  5. 26  国際博物館の日記念講演会 土曜講座「陽明文庫の近世、近代の日本画」 

24.  6.  9  音燈華 Vol.3 DEPAPEPE コンサート 

24.  6. 12  衛生管理講習会「めまいについて」 

24.  6. 29  文化財に親しむ授業「松鷹図」（二条城北小学校） 

24.  7. 10  普通救命講習 

24.  7. 17  文化財に親しむ授業「鶴下絵三十六歌仙和歌巻」（南大内小学校） 

24.  7. 27  特別展覧会「古事記 1300年 出雲大社大遷宮 大出雲展」開会式、内覧会 

24.  7. 28  特別展覧会「古事記 1300年 出雲大社大遷宮 大出雲展」（～9月 9日） 

24.  7. 28  土曜講座「出雲神話のバリエーション ─スサノオを中心に─」 

24.  7. 29  シンポジウム「ヤマト王権と出雲 －検証・神々の国－」 

24.  7. 30  清風会内覧会 

24.  8.  1  夏季講座「文学と美術Ⅲ」 

24.  8.  2  夏季講座「文学と美術Ⅲ」 

24.  8.  3  夏季講座「文学と美術Ⅲ」、大出雲展見学会 

24.  8.  3  「石見の夜神楽・大蛇」（京都光華中・高等学校神楽和太鼓部） 

24.  8.  7  第 11回少年少女博物館くらぶ「神話の国、出雲のヒミツ！」 

24.  8. 10  第 11回少年少女博物館くらぶ「神話の国、出雲のヒミツ！」 

24.  8. 10  「石見の夜神楽・大蛇」（京都光華中・高等学校神楽和太鼓部） 

24.  8. 11  土曜講座「出雲の埴輪について」 

24.  8. 18  土曜講座「出雲における神社の成立と出雲大社」 

24.  8. 20  文化財修復大学院生インターンシップ受入（～9月 14日） 

24.  8. 25  土曜講座「出雲の神仏 ―神も仏も在る出雲―」 

24.  8. 26  神々の国 しまねの神楽「出雲神楽」 

24.  9.  1  土曜講座「古代・中世出雲の山寺と社」 

24.  9.  2  神々の国 しまねの神楽「隠岐神楽」「石見神楽」 

24.  9.  6  文化財に親しむ授業「風神雷神図屏風」（嵯峨野小学校） 

24.  9.  7  保存修復技術を専攻する大学院生のための研修会 

24.  9. 17  文化財保護基金設立記念 チャリティミュージアム茶会 

24. 10. 10  文化財に親しむ授業「八橋図屏風」（松ヶ崎小学校） 

－ 836 －



24. 10. 12  特別展覧会「宸翰 天皇の書 －御手が織りなす至高の美」開会式、内覧会 

24. 10. 13  特別展覧会「宸翰 天皇の書 －御手が織りなす至高の美」（～11月 25日） 

24. 10. 13  土曜講座「宸翰と古筆 －桃山・江戸時代の天皇の手習い－」 

24. 10. 19  「京都・らくご博物館（秋）～紅葉寄席～」 

24. 10. 24  社会科教員のための向上講座 講演「宸翰展にちなんで」、館内実施研修 

24. 10. 27  土曜講座「中世の天皇と宗教 ―手印が捺された文書を中心に―」 

24. 11.  1  古典の日 

24. 11.  4  留学生の日 

24. 11.  6  文化財に親しむ授業「風神雷神図屏風」（竹田小学校） 

24. 11. 13  インフルエンザ予防接種 

24. 11. 10  土曜講座「宸翰の薫りと三跡 ―筆致に宿るもの―」 

24. 11. 18  国際シンポジウム 「天皇・皇帝の書をめぐって」 

24. 11. 19  文化財に親しむ授業「風神雷神図屏風」（第四錦林小学校） 

24. 11. 24  京都ミュージアムズ・フォー連携講座 土曜講座「宸翰―資料と美術のコンチェルト―」 

24. 12.  1  文化財修復大学院生インターンシップ報告会 

24. 12.  3  文化財に親しむ授業「風神雷神図屏風」（安朱小学校） 

24. 12. 12  文化財に親しむ授業「風神雷神図屏風」（北野小学校） 

24. 12. 14  文化財保護基金チャリティ・エキジビジョン 古代青銅鏡とフェラーリＦ１美の競演 

(～12月 16日) 

25.  1.  8  特別展観「国宝十二天像と密教法会の世界」・特集陳列「成立 800年記念 方丈記」 

(～2月 11日) 

25.  1. 12  土曜講座「鴨長明、京都を歩く」 

25.  1. 26  土曜講座「後七日御修法と東寺」 

25.  2.  2  土曜講座「密教法具 －修法をささえる神秘の道具－」 

25.  2.  9  土曜講座「十二天屏風と山水屏風 －灌頂の場の問題－」 

25.  3. 29  特別展覧会「狩野山楽・山雪」開会式、内覧会 

25.  3. 30  特別展覧会「狩野山楽・山雪」（～5月 12日） 
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(奈良国立博物館)  

年 月 日               記           事 

24.  4.  6    特別展「解脱上人貞慶－鎌倉仏教の本流－」 

開会式、特別招待日 （会期４月７日～５月２７日） 

24.  4. 10    賛助会員特別鑑賞会 

24.  4. 14    公開講座「興福寺と貞慶」 

24.  4. 15    サンデートーク「金亀舎利塔の話」 

24.  4. 19    春季仏像供養法要 

24.  4. 21    列品解説「海住山寺に伝来した浄土図」 

24.  4. 28    公開講座「愚迷発心集を読む」 

24.  5.  5    フォーラム「解脱上人貞慶フォーラム」 

名品展無料観覧日（こどもの日） 

24.  5. 18    名品展無料観覧日（国際博物館の日） 

24.  5. 19    公開講座「解脱上人貞慶の信仰と活動」 

特別展「解脱上人貞慶」親子鑑賞会 

24.  5. 20    サンデートーク「奈良国立博物館と東日本大震災」 

24.  5. 26    列品解説「貞慶ゆかりの彫像について」 

24.  6.  5    第１回陳列品鑑査会 

24.  6. 16    特別陳列「古事記の歩んできた道－古事記撰録 1300年－」（～７月１６日まで） 

24.  6. 17    サンデートーク「『奈良官遊地取』芳崖の古美研」 

24.  6. 30    体験イベント「はじめてふれる古事記」 

24.  7.  7    公開講座「奇跡の書 古事記」 

24.  7.  9    第２回陳列品鑑査会 

24.  7. 15  サンデートーク「東アジアの仏教絵画」 

24.  7. 20    特別展「頼朝と重源－東大寺再興を支えた鎌倉と奈良の絆－」 

開会式、特別招待日（会期７月２１日～９月１７日） 

24.  7. 24    賛助会員特別鑑賞会 

24.  7. 25    第１回評議員会 

24.  7. 26    夏季仏像供養法要 

24.  7. 28    公開講座「源頼朝と奈良・京都－政治と宗教－」 

24.  7. 29    まほろば寄席（第１４回） 

24.  8.  2    第３回陳列品鑑査会 

24.  8.  4    親と子のワークショップ「ほとけさまのきり絵をつくろう！」（８月５日まで） 

24.  8. 11    公開講座「東大寺の鎌倉再興にみる伝統と革新」 

24.  8. 18    夏休み親子で学ぶ奈良世界遺産「東大寺の不思議、仏像の不思議をさぐる」 

24.  8. 19    サンデートーク「雨を祈る－祈雨修法と奉幣－」 

24.  8. 21    夏季講座「鎌倉時代の南都仏教」（８月２３日まで） 

24.  9.  8    公開講座「源頼朝が東大寺再興にもたらしたもの」 

24.  9. 16    サンデートーク「古地図を読みとく、再び」 

24.  9. 17    名品展無料観覧日（敬老の日） 

24.  9. 26    秋季仏像供養法要 
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24. 10. 10    第４回陳列品鑑査会 

24. 10. 13    第１回庭園・茶室案内ツアー 

24. 10. 21    サンデートーク「第三回 八窓庵をのぞいてみませんか」 

24. 10. 26    特別展「第６４回正倉院展」開会式、特別招待日 

（会期１０月２７日から１１月１２日） 

24. 10. 27    公開講座「正倉院のペルシア風錦について」 

24. 10. 29    賛助会員特別鑑賞会 

24. 11.  1    留学生の日 

24. 11.  3    公開講座「古代ガラスから正倉院まで」 

正倉院展親子鑑賞会 

24. 11.  4    正倉院学術シンポジウム 2012「正倉院宝物の近代～壬申検査から 140年」 

24. 11.  9    高円宮妃殿下お成り 

24. 11. 10    公開講座「聖語蔵経巻と正倉院文書－『神護景雲二年御願経』の実体をめぐって」 

24. 11. 11    公開講座「八世紀以外の宝物について」 

24. 11. 17    名品展無料観覧日（関西文化の日 １１月１８日まで） 

24. 11. 18    サンデートーク「図像から彫像へ－十二神将造像にみる仏師の創造性－」 

24. 11. 24    第２回庭園・茶室案内ツアー 

24. 12.  8    特別陳列「おん祭と春日信仰の美術」（～平成２５年１月２０日まで） 

公開講座「江戸時代のおん祭」 

24. 12. 16    サンデートーク「仏像調査からわかること その２」 

24. 12. 17    茶会「おん祭と春日信仰の美術」 

24. 12. 18    第５回陳列品鑑査会 

25.  1. 17    冬季仏像供養法要 

24.  1. 18  第１回買取等協議会（絵画・書跡）、買取等評価会 

25.  1. 20    サンデートーク「洲浜形の話－作り物閑話ノ参－」 

25.  1. 24    文化財防火デー消防訓練 

25.  1. 27    まほろば寄席（第１５回） 

25.  2.  3    名品展無料観覧日（節分の日） 

25.  2.  9  特別陳列「お水取り」（～３月１７日まで） 

公開講座「お水取り」 

25.  2. 10  お水取り「講話」と「粥」の会 

25.  2. 15  文化財保存修理所公開 

25.  2. 17  サンデートーク「玄奘三蔵像と五天竺図」 

25.  3.  1  第２回評議員会 

25.  3. 17  サンデートーク「奈良国立博物館誕生の頃－人・景観・建築－」 
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(九州国立博物館)   

年 月 日               記             事 

24.  4.  2  特別展「平山郁夫 シルクロードの軌跡」開会式及び内覧会 

（会期：4月 3日～5月 27日） 

24.  4.  8  第 95回 きゅーはくミュージアムコンサート 

24.  4.  8  第 10回 はじめての茶道体験 

24.  4. 21  第 16回 親子で茶道体験 

24.  4. 24  トピック展示「－東京国立博物館所蔵－ 中国陶磁名品展 横河民輔コレクション」 

（前期：4月 24日～6月 17日 後期：6月 20日～9月 2日） 

24.  4. 27  特別展「平山郁夫 シルクロードの軌跡」入場者 3万人セレモニー 

24.  5.  8  特別公開「国宝 琉球国王尚家関係資料修理完成記念展示」（～6月 17日） 

24.  5.  9  トピック展示「日本医術のことはじめ －まじないから解体新書まで－」（～7月 1日） 

24.  5. 10  特別展「平山郁夫 シルクロードの軌跡」入場者 5万人セレモニー 

24.  5. 13  第 17回 親子で茶道体験 

24.  5. 15  研修「サービス業務に携わる者としての心得」 

24.  5. 18  文化交流展無料観覧日（国際博物館の日） 

24.  5. 20  第 96回 きゅーはくミュージアムコンサート 

24.  5. 20  第 11回 はじめての茶道体験 

24.  5. 25  江崎典宏文化庁美術学芸課長視察 

24.  5. 25  朝鮮通信使委員会議員団視察 

24.  5. 25  特別展「平山郁夫 シルクロードの軌跡」入場者 10万人セレモニー 

24.  6.  9  第 18回 親子で茶道体験 

24.  6. 16  第 97回 きゅーはくミュージアムコンサート 

24.  6. 17  第 12回 はじめての茶道体験 

24.  6. 20  第 1回-1 次の 10年を考える懇話会 

24.  6. 29  第 1回-2 次の 10年を考える懇話会 

24.  7.  4  トピック展示「日朝交流の軌跡 －対馬宗家文書 8万点の調査を終えて－」（～9月 9日） 

24.  7.  9  特別展「美のワンダーランド 十五人の京絵師」開会式及び内覧会 

（会期：7月 10日～9月 2日） 

24.  7. 22  第 13回 はじめての茶道体験 

24.  7. 21  特別展「美のワンダーランド 十五人の京絵師」記念講演会「十八世紀の京画檀」 

24.  7. 22  第 98回 きゅーはくミュージアムコンサート 

24.  7. 28  いこうよ！あじっぱ夏祭り 2012（～7月 29日） 

24.  7. 28  第 19回 親子で茶道体験 

24.  7. 29  第 20回 親子で茶道体験 

24.  7. 31  特別公開「大分県指定文化財 木造大応国師坐像 像内納入品」（～9月 9日） 

24.  7. 31  第 2回 次の 10年を考える懇話会 

24.  8.  4  ボランティアイベント 七夕 

24.  8.  5  第 99回 きゅーはくミュージアムコンサート 

24.  8.  5  第 14回 はじめての茶道体験 

24.  8.  9  河村潤子文化庁次長視察 
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24.  8. 21  特別展「美のワンダーランド 十五人の京絵師」入場者 5万人セレモニー 

24.  8. 26  第 21回 親子で茶道体験 

24.  8. 28  第 1回 評議員会 

24.  8. 30  特別展「美のワンダーランド 十五人の京絵師」入場者 7万人セレモニー 

24.  9.  2  第 1回文化財保存交流セミナー「ロマネスク壁画の保存」 

24.  9.  2  第 100回 きゅーはくミュージアムコンサート 

24.  9. 12  トピック展示「茶の湯を楽しむ V －芦屋釜と館蔵茶道具－」（～12月 9日） 

24.  9. 17  文化交流展無料観覧日（敬老の日） 

24.  9. 23  第 15回 はじめての茶道体験 

24.  9. 25  トピック展示「古事記完成 1300年記念特別公開 古事記伝と九州の国学者」 

（～11月 18日） 

24.  9. 25  第 7回太宰府 古都の光（17時以降 文化交流展無料観覧日） 

24. 10.  7  公開シンポジウム『市民と共にミュージアム IPM』 

24. 10.  8  特別展「ベルリン国立美術館展 －学べるヨーロッパ美術の 400年－」 

開会式及び内覧会（会期：10月 9日～12月 2日） 

24. 10.  9  入館者１０００万人達成記念セレモニー 

24. 10. 13  ７周年イベント高千穂神楽・椎葉神楽（～10月 14日） 

第 101回 きゅーはくミュージアムコンサート 

24. 10. 13  特別展「ベルリン国立美術館展 －学べるヨーロッパ美術の 400年－」 

入場者 1万人セレモニー 

24. 10. 16  第 3回 次の 10年を考える懇話会 

24. 10. 19  特別展「ベルリン国立美術館展 －学べるヨーロッパ美術の 400年－」 

入場者 3万人セレモニー 

24. 10. 20  ボランティアイベント 入館者１０００万人達成 きゅーはくまつり 

24. 10. 21  特別展「ベルリン国立美術館展 －学べるヨーロッパ美術の 400年－」 

講演会「ボッティチェッリの『神曲』素描をめぐって」「ベルリン、都市と美術館」 

24. 10. 21  ボランティアイベント 部会写真展（～11月 4日） 

24. 10. 26  特別展「ベルリン国立美術館展 －学べるヨーロッパ美術の 400年－」 

入場者 5万人セレモニー 

24. 10. 27  第 16回 はじめての茶道体験 

24. 10. 28  第 22回 親子で茶道体験 

24. 11.  1  第 2回文化財保存交流セミナー「東洋絵画の保存と保護 伝統的技法と現代的技術 

（フリーア美術館での平山郁夫プロジェクトによる東洋絵画の修理について）」 

24. 11.  2  独立行政法人国立科学博物館折原守理事視察 

24. 11.  3  第 5回東アジア紙文化財保存修理シンポジウム 

24. 11.  3  文化交流展無料観覧日（留学生の日） 

第 17回 はじめての茶道体験(留学生限定） 

24. 11.  6  職員定期健康診断 

24. 11.  8  ハラスメント等防止研修 

24. 11.  9  特別展「ベルリン国立美術館展 －学べるヨーロッパ美術の 400年－」 

入場者 10万人セレモニー 
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24. 11. 10  特別展「ベルリン国立美術館展 －学べるヨーロッパ美術の 400年－」 

講演会「デューラーと北方美術」 

24. 11. 17  第 102回 きゅーはくミュージアムコンサート 

24. 11. 17  第 23回 親子で茶道体験 

24. 11. 18  九州国立博物館 国際シンポジウム「あじわい尽くすベトナム」  

24. 11. 18  文化交流展無料観覧日（家族の日） 

24. 11. 22  特別展「ベルリン国立美術館展 －学べるヨーロッパ美術の 400年－」 

入場者 15万人セレモニー 

24. 11. 29  特別展「ベルリン国立美術館展 －学べるヨーロッパ美術の 400年－」 

入場者 20万人セレモニー 

24. 12.  8  第 103回 きゅーはくミュージアムコンサート 

24. 12. 15  第 18回 はじめての茶道体験(留学生限定） 

24. 12. 16  第 24回 親子で茶道体験 

24. 12. 18  トピック展示「江戸の粋、印籠 フィンランド・クレスコレクション」 

開会式及び内覧会（会期：12月 19日～25年 3月 10日） 

高円宮妃殿下「江戸の粋、印籠 フィンランド・クレスコレクション」お成り 

24. 12. 26  特別展「ボストン美術館 日本美術の至宝」開会式及び内覧会 

（会期：1月 1日～3月 17日） 

25.  1.  1  新春特別公開「徳川美術館所蔵 国宝 初音の調度」（～1月 27日） 

25.  1.  3  ボランティア企画「九博のお正月」（・1月 6日） 

25.  1. 12  第 104回 きゅーはくミュージアムコンサート 

25.  1. 13  特別展「ボストン美術館 日本美術の至宝」 

特別講演会「歴史の視覚化―ボストン美術館の「日本美術史」コレクション―」 

25.  1. 15  防災訓練 

25.  1. 20  第 19回 はじめての茶道体験 

25.  1. 22  トピック展示「雪と火炎土器」（～3月 17日） 

25.  1. 22  特別展「ボストン美術館 日本美術の至宝」入場者 5万人セレモニー 

25.  1. 27  第 25回 親子で茶道体験 

25.  2.  6  メンタルヘルス研修 

25.  2.  8  ＯＥＣＤ教育局次長視察 

25.  2.  9  第 105回 きゅーはくミュージアムコンサート「九博寄席 演芸から観る～江戸の粋」 

25.  2. 10  特別展「ボストン美術館 日本美術の至宝」 

太宰府天満宮特別企画講演会「海を渡った名画―ボストン美術館の桃山・江戸絵画―」 

25.  2. 13  特別展「ボストン美術館 日本美術の至宝」入場者 10万人セレモニー 

25.  2. 19  第 4回 次の 10年を考える懇話会 

25.  2. 23  第 20回 はじめての茶道体験 

25.  2. 24  第 26回 親子で茶道体験 

25.  2. 24  九博こどもフェスタ 

25.  2. 26  特別公開「国宝 尚家王冠」（～3月 10日） 

25.  2. 26  第 2回 評議員会 

25.  2. 27  運輸審議会委員視察 
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25.  3.  2  日中文化交流センター長視察 

25.  3.  3  第 106回 きゅーはくミュージアムコンサート 

25.  3.  4  防災訓練 

25.  3. 12  特別展「ボストン美術館 日本美術の至宝」入場者 20万人セレモニー 

25.  3. 19  トピック展示「江戸のモダニズム 古武雄〜まぼろしの九州のやきもの〜」 

(～5月 6日) 

25.  3. 23  第 27回 親子で茶道体験 

25.  3. 24  第 21回 はじめての茶道体験 
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(東京文化財研究所) 

年 月 日              記      事 

24.  4.  5  ギメ美術館理事、ユーベル・ギメ氏講演会「エミール・ギメ ウリトラマリンからギメ

美術館創立へ」 

24.  4.  5  フランス国立ギメ東洋美術館理事 所長表敬訪問 

24.  4. 10  企画情報部研究会第 1回「20世紀初期に於ける日中美術交流史の断面：内藤湖南を中 

心に」 

24.  4. 14  「近代日本洋画の巨匠 黒田清輝展」（～5月 27日）会場：富山県立近代美術館 

24.  4. 23  文化庁政策課独立行政法人支援室長ほか 3名 施設見学 

24.  5. 10  ドイツ ケルン東洋美術館長 所長表敬訪問 

24.  5. 27  拠点交流事業（ブータン）：ブータン王国の伝統的建造物保存に関する拠点交流事業 

（～6月 8日） 

24.  5. 27  拠点交流事業（アルメニア）：アルメニア歴史博物館所蔵考古金属資料の第 2回保存 

修復ワークショップ（～6月 8日） 

24.  5. 29  企画情報部研究会 第 2 回「国宝文化財建造物の地震対策と課題－地震動予測地図との

連携の可能性－」 

24.  6. 12  文化遺産国際協力センター研究会「タジキスタン国立古代博物館が所蔵する壁画断片の

保存修復」 

24.  6. 24  第 36回世界遺産委員会参加（～7月 6日） 

24.  6. 25  保存担当学芸員フォローアップ研修 

24.  6. 26  企画情報部研究会 第 3回「「国民的画家」の表出：アジア・太平洋戦争期と戦後の「山

下清ブーム」」 

24.  6. 28  川村学園女子大学 16名 施設見学 

24.  7.  2  武蔵野市社会教育関係団体老壮連合会 19名 施設見学 

24.  7.  5  文化学園大学 7名 施設見学 

24.  7. 11  在外日本古美術品保存修復協力事業ワークショップ「日本の紙本・絹本文化財の保存 

修復」（基礎編）（ベルリン国立博物館群アジア美術館）（～7月 13日） 

24.  7.  9  博物館・美術館等保存担当学芸員研修（～7月 20日） 

24.  7. 16  在外日本古美術品保存修復協力事業ワークショップ「日本の紙本・絹本文化財の保存 

修復」（応用編）（ベルリン国立博物館群アジア美術館）（～7月 20日） 

24.  7. 17  企画情報部研究会第 4 回｢近代の日本人による高句麗古墳壁画の調査と模写、そして活

用｣ 

24.  7. 19  国立文化財機構新任職員研修会 18名 施設見学 

24.  7. 20  国立文化財機構新任職員研修会 18名 施設見学 

24. 7. 20  東北地方太平洋沖地震被災文化財等救援委員会（第 5回） 

24.  7. 24  参議院第三特別調査室 4名 施設見学 

24.  7. 30  カンボジア・タネイ遺跡における建築測量研修 第 1回（～8月 3日） 

24.  7. 31  文科省主催「放射線等に関する課題研究活動の支援」参加高校 35名 施設見学 

24.  8.  3  企画情報部研究会 第 5回『美術研究作品資料 横山大観《山路》』刊行に向けての研究

協議会 

24.  8.  6  韓国・ソウル大学奎章閣韓国学研究院 8名 施設見学 
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24.  8. 21  「タンロン・ハノイ文化遺産群の保存」ユネスコ信託基金事業：歴史学ワークショップ 

24.  8. 27  ICCROM国際研修「紙の保存と修復」（～9月 14日） 

24.  8. 31  ICCROM国際研修「紙の保存と修復」参加者 13名 施設見学 

24.  8. 31  エジプト国大エジプト博物館保存修復センタープロジェクト：保存修復材料学研修 

（～9月 21日） 

24.  9.  1  拠点交流事業（キルギス）：「考古遺跡発掘」と「出土遺物の保存修復」に関するワー

クショップ（～9月 17日） 

24.  9.  4  総合研究会 第 1回「第 36 回世界遺産委員会」 

24.  9.  7  文化遺産国際協力コンソーシアム研究会「ブルーシールドと文化財緊急活動－国内委員

会の役割と必要性－」 

24.  9. 10  「タンロン・ハノイ文化遺産群の保存」ユネスコ信託基金事業：考古遺物に関する 

ワークショップ（～9月 12日） 

24.  9. 19  シルクロード世界遺産登録に向けた支援事業:カザフスタン共和国とキルギス共和国に

おける専門家育成のためのワークショップ（～9月 24日：カザフスタン、～9月 25日：

キルギス） 

24.  9. 25  企画情報部研究会第 6回「宮内庁三の丸尚蔵館所蔵春日権現験記絵共同調査の中間 

報告」 

24. 10.  2  総合研究会 第 2回「文化財レスキュー事業の進行状況とこれからの課題」 

24. 10.  5  文化庁ミュージアム活性化支援事業「市民とともにミュージアム IPM」参加者 13 名 施

設見学 

24. 10. 16  第 17回資料保存地域研修（岡山県立美術館） 

24. 10. 17  国際研修｢ラテンアメリカにおける紙の保存と修復｣(～10月 30日)(メキシコ国立人類 

学歴史機構) 

24. 10. 19  第 46回オープンレクチャー「モノ／イメージとの対話」（～10月 20日） 

24. 10. 19  染織品保存修復に関する講演会の開催 

24. 10. 26  第 7回無形民俗文化財研究協議会「記憶・記録を伝承する－災害と無形の民俗文化－」 

24. 11.  1  文化庁主催文化財（美術工芸品）修理技術者講習会受講者 29名 施設見学 

24. 11.  2  在外日本古美術品保存修復協力事業における漆工芸品の保存と修復に関するワークショ

ップ（～11月 16日）（ケルン東洋美術館） 

24. 11.  2  シルクロード世界遺産登録に向けた支援事業：タジキスタン共和国における専門家育成

のためワークショップ（～11月 7日）（タジキスタン共和国） 

24. 11.  6  タジキスタン南部出土初期イスラームの壁画の保存修復（～12月 5日） 

24. 11.  6  拠点交流事業（アルメニア）：アルメニア歴史博物館所蔵考古金属資料の第 3回保存修

復ワークショップ（～11月 17日） 

24. 11.  9  総合研究会 第 3回「音声資料のメディア変換をめぐって」 

24. 11. 13  東北地方太平洋沖地震被災文化財等救援委員会（第 6回） 

24. 11. 13  インドネシア ジャカルタ首都特別区ジャカルタ歴史博物館長一行 所長表敬訪問 

24. 11. 15  企画情報部研究会 第 7回「吉川霊華筆≪離騒≫の主題と典拠に関する一考察」 

24. 11. 19  ハラスメント研修会（管理職員対象）（第 2回 11月 28日） 

24. 11. 21  拠点交流事業（アルメニア）：国際ワークショップ（～11月 28日） 

24. 11. 21  拠点交流事業（ブータン）：ブータン王国の伝統的建造物保存に関する拠点交流事業 
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ワークショップ（～12月 2日） 

24. 11. 30  第 26回 近代の文化遺産の保存と修復に関する研究会 「御料車の保存と修復及び活用」 

24. 12.  1  文化遺産国際協力コンソーシアムシンポジウム「さまよえる文化遺産－文化財不法輸出

入等禁止条約 10年」 

24. 12.  5  第 36 回文化財の保存および修復に関する国際研究集会「文化財の微生物劣化とその対

策」（～12月 7日） 

24. 12.  8  第 7回無形文化遺産部公開学術講座「山口鷺流狂言の伝承を考える－東京文化財研究所

無形文化遺産部所蔵記録をめぐって－」 

24. 12. 10  ミャンマー 文化省考古・国立博物館図書館局副局長一行 所長表敬訪問 

24. 12. 11  文化遺産国際協力センター研究会「ミャンマーにおける文化遺産保護の現状と課題」 

24. 12. 25  企画情報部研究会 第 8回『萬朝報』投稿漫画欄「端書ポンチ」（1907-1924）の研究 

25.  1. 10  カンボジア・タネイ遺跡における建築測量研修 第 2回（～1月 18日） 

25.  1. 14  ｢アンコールにおける石造遺跡の保存に関する研究会｣(アンコール地域保存整備機構本

部) 

25.  1. 15  総合研究会 第 4回「バーミヤーン大仏の再建について」 

25.  1. 16  文化遺産国際協力センター研究会「アルメニア共和国における文化遺産保護および日本

の協力事業」 

25.  1. 17  安全衛生講習会 

25.  1. 23  「語ろう！文化財レスキュー－被災文化財等救援委員会公開討論会」（第 1回） 

（東京国立博物館平成館） 

25.  1. 24  第 6回伝統的修復材料及び合成樹脂に関する研究会「建築文化財における塗装彩色部材

の劣化と修理」 

25.  1. 29  企画情報部研究会 第 9回「研究資料 滋賀・十輪院 木造地蔵菩薩立像」 

25.  2.  4  「語ろう！文化財レスキュー－被災文化財等救援委員会公開討論会」（第 2回） 

（東京国立博物館平成館） 

25.  2.  5  総合研究会 第 5回「南蛮漆器成立・製作の経緯と年代再考－中間報告－」 

25.  2.  8  拠点交流事業（キルギス）：「考古遺物の保存修復処置と出土遺物のドキュメンテーシ

ョンの人材ワークショップ」（～2月 14日） 

25.  2. 18  保存修復科学センター研究会 「文化財の保存環境を考慮した博物館の省エネ化」に関

する研究会－LED 照明導入と省エネ－」 

25.  2. 22  「語ろう！文化財レスキュー－被災文化財等救援委員会公開討論会」（第 3回） 

（東京国立博物館平成館） 

25. 2. 26  アメリカ フリーア美術館長一行 所長表敬訪問 

25.  2. 26  企画情報部研究会 第 10回「靉光《眼のある風景》をめぐって」 

25.  3.  5  総合研究会 第 6回「文化財の微生物劣化研究に関する課題」 

25.  3. 11  「文化財の放射線対策に関する研究会」 

25.  3. 15  文化遺産国際協力コンソーシアム研究会「文化遺産保護の国際動向」 

25.  3. 19  企画情報部研究会 第 11回「ギメ本大政威徳天縁起絵巻について」 

25.  3. 21  総合消防訓練 

25.  3. 25  文化庁元主任文化財調査官 半澤重信氏ほか 3名 施設見学 

25.  3. 25  東北地方太平洋沖地震被災文化財等救援委員会（第 7回） 
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25.  3. 25  東日本大震災被災文化財等救援委員会・修復活動への功労者に対する文化庁長官感謝 

状贈呈式（セミナー室） 

25.  3. 29  エントランスロビーパネル展示「横山大観≪山路≫の調査研究」ギャラリー・トーク 
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 (奈良文化財研究所)  

年 月 日                記      事 

24.  3. 10    春期企画展「発掘速報展 2011／文化財レスキュー展」 (平城宮跡資料館)(～5月 27日)

春期特別展ギャラリートーク（平城宮跡資料館）（会期中毎週金曜日） 

24.  4.  7    土日祝日開室記念展示｢埋もれた大宮びとの横顔―藤原宮東面北門周辺出土の木簡―｣

（藤原宮跡資料室）（～5月 6日） 

春期企画展ギャラリートーク（平城宮跡資料館）（会期中平日の毎週金曜日） 

24.  4. 14  春期特別展「比羅夫が行く－飛鳥時代の武器と武具・いくさ－」（飛鳥資料館）（～6 月

3日） 

24.  4. 15    春期特別展ギャラリートーク(飛鳥資料館) （5月 19日） 

24.  4. 28    平城宮跡防災・防犯パトロール「平城宮跡みまもり隊」への参加 

24.  5. 12    春期特別展記念講演会「飛鳥の武器生産と東北」（飛鳥資料館講堂） 

24.  5. 26    平城宮跡防災・防犯パトロール「平城宮跡みまもり隊」への参加 

24.  6.  6    埋蔵文化財担当者専門研修「庭園・自然名勝等保存活用基礎課程」（～6月 12日） 

アンコール遺跡群国際調整会議第 21回技術委員会において報告(～6月 7日) 

24.  6. 12    ユネスコアジア文化センターが企画する研修事業の個人研修「木造建造物の保存修復」

の実施協力(～7月 12日) 

24.  6. 18    埋蔵文化財担当者専門研修「建築遺構調査過程」（～6月 22日） 

24.  6. 23    現地説明会「平城第 491次(平城宮左京三条一坊一坪)発掘調査」 

平城宮跡防災・防犯パトロール「平城宮跡みまもり隊」への参加 

24.  6. 25    カザフ国立大学歴史学部長タイマガンベトフ教授を招聘し、講演会の開催「中央アジア

の文化財に関する講演」(平城宮跡資料館小講堂) 

24.  6. 30    公開講演会（第 110 回）『関西の近代和風建築と庭園』「太安萬侶と硯」「古社寺修理技

師たちの近代和風建築」「関西の風土と近代和風庭園」（平城宮跡資料館講堂） 

24.  7. 23    消防訓練(本庁舎・平城地区) 

24.  7. 28  平城宮跡防災・防犯パトロール「平城宮跡みまもり隊」への参加 

24.  8.  4    写真展「第２回写真コンテスト『遙かなる華の都』」(飛鳥資料館)（～9月 17日） 

24.  8. 13    クラン・コー遺跡及びロンヴェック遺跡における考古研修の実施(カンボジア)(～8 月

18日) 

ロンヴェックにおける地図作成研修の実施(カンボジア)(～8月 18日) 

24.  8. 15  無料観覧日（飛鳥資料館） 

24.  9.  4    ユネスコアジア文化センターが企画する研修事業の集団研修「遺跡の調査と保存」の実

施協力(～10月 4日) 

24.  9. 10    タンロン皇城遺跡出土の考古遺物の分析に関する能力強化ワークショップ(第１回)の実

施(ベトナム、ハノイ)(～9月 12日) 

24.  9. 15  現地説明会「平城第 495次（平城京跡左京三条一坊一・二坪）発掘調査」 

24.  9. 19    ヨーロッパ東南アジア考古学会国際会議第 14 回大会において報告(アイルランド)(～9

月 21日) 

24.  9. 25    コロンビア大学中世日本研究所及びコロンビア大学建築・計画・保存大学院との講演会

を共催「Protection of Places of Scenic Beauty in Japan」「Study on Heat and Moisture 

Movement in Openly Exhibited Soil Structure Remains」(米国、コロンビア大学) 
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24.  9. 29  平城宮跡防災・防犯パトロール「平城宮跡みまもり隊」への参加 

24. 10.  2  埋蔵文化財担当者専門研修「保存科学基礎Ⅰ(金属製遺物)課程」（～10月 11日） 

24. 10.  6    創立 60周年記念特別講演会(東京会場)『遺跡をさぐり、しらべ、いかす－奈文研 60周

年の軌跡と展望－』「発掘が塗りかえる古代史－都城の発掘調査 60 年－」「古社寺の古

文書が語りだす歴史－南都の古文書調査から－」「掘らずに土の中をみる－遺跡探査の

応用と成果－」「文化遺産を守り伝える科学技術－伝統の技と科学の力－」「遺跡を現在

に活かし、未来に伝える－平城宮跡の保存と整備－」「海外の遺跡をまもる－国際協力

としての文化遺産保護－」(一橋大学一橋講堂) 

24. 10. 11  埋蔵文化財担当者専門研修「保存科学Ⅱ(木製遺物)課程」（～10月 19日） 

24. 10. 13    「庭園の歴史に関する研究会 禅宗寺院と庭園」の開催(平城宮跡資料館小講堂) 

24. 10. 18  創立 60周年記念式典(奈良ロイヤルホテル) 

24. 10. 20    創立 60 周年記念日中韓国際講演会(奈良会場)『日中韓古代都城文化の潮流－奈文研 60

年都城の発掘と国際共同研究－』「飛鳥から藤原京そして平城京」「出土文字資料からみ

た平城京の役所と暮らし」「漢魏洛陽城の北魏宮城中枢南部の共同調査」「新羅王京の都

市構造と発展過程」「国際共同研究事業の紹介・質疑応答・講評」(なら 100年会館中ホ

ール) 

秋期特別展「地下の正倉院・平城宮第一次大極殿院のすべて」（平城宮跡資料館）（～12

月 2日） 

24. 10. 23    埋蔵文化財担当者専門研修「遺跡情報記録調査課程」（～10月 26日） 

24. 10. 26    秋期特別展ギャラリートーク(平城宮跡資料館)（会期中毎週金曜日） 

24. 10. 27    平城宮跡防災・防犯パトロール「平城宮跡みまもり隊」への参加 

24. 11.  1    秋期特別展「花開く都城文化」(飛鳥資料館)（～12月 2日） 

24. 11.  3    公開講演会（第 111回）『奈文研における自然科学の役割』「和同開珎は『カイホウ』 

か『カイチン』か」「古代都城における動物利用」「水分移動解析による遺構の露出展示

保存法の検討」（平城宮跡資料館講堂） 

無料観覧日（飛鳥資料館） 

24. 11. 12    埋蔵文化財担当者専門研修「土器・陶磁器調査課程」（～11月 16日） 

24. 11. 17    秋期特別展記念講演会「古代東アジア世界－朝鮮半島の都城研究を通じて－」（飛鳥資

料館講堂） 

24. 11. 23  現地説明会「飛鳥藤原第 174次（藤原宮朝堂院朝庭）発掘調査」 

24. 11. 24    平城宮跡防災・防犯パトロール「平城宮跡みまもり隊」への参加 

24. 11. 30    クラン・コー遺跡及びロンヴェック遺跡における考古研修の実施(カンボジア)(～12 月

3日) 

24. 12.  4  埋蔵文化財担当者専門研修「文化財写真課程」（～12月 14日） 

24. 12.  5    アンコール遺跡群国際調整会議第 19回本会議において報告(～12月 6日) 

24. 12.  7    古代官衙・集落研究集会(第 16回)の開催「塩の生産・流通と官衙・集落」(～12月 8日) 

24. 12. 14  埋蔵文化財担当者専門研修「報告書作成課程」（～12月 21日） 

文化的景観研究集会(第 5回)「文化的景観の使い方」(安土城考古博物館)(～12月 15日) 

24. 12. 15    平城宮跡防災・防犯パトロール「平城宮跡みまもり隊」への参加 

24. 12. 21    遺跡等マネジメント研究集会(第 2回)「パブリックな存在としての遺跡･遺産」の開催 

(平城宮跡資料館講堂)(～12月 22日) 
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25.  1. 15    埋蔵文化財担当者専門研修「古文書歴史資料調査管理基礎課程」（～1月 18日） 

25.  1. 17    研究集会の開催「古代の繊維－古代繊維技術研究の最近の動向－」(平城宮跡資料館講

堂) 

消防訓練(飛鳥資料館) 

25.  1. 21    埋蔵文化財担当者専門研修「文化的景観調査計測課程」（～1月 25日） 

25.  1. 23    タンロン皇城遺跡出土の考古遺物の分析に関する能力強化ワークショップ(第 2回)の実

施(ベトナム、ハノイ)(～1月 25日) 

25.  1. 26    現地説明会「平城第 500次（薬師寺食堂）発掘調査」 

25.  1. 28    クラン・コー遺跡及びロンヴェック遺跡における遺物保存処理実習の実施 

(カンボジア、プノンペン) 

ロンヴェック及びウドン周辺に対する保存管理計画に関する検討会の開催 

(カンボジア、プノンペン) 

25.  1. 29    平城宮跡防災・防犯パトロール「平城宮跡みまもり隊」への参加 

25.  2.  2  冬期企画展「飛鳥の考古学 2012」（飛鳥資料館）（～3月 3日） 

25.  2.  3  無料観覧日（飛鳥資料館） 

25.  2.  7    総合研究会(第 23回)「電子化から情報化への取り組み」「平城宮跡資料館の展示を考え

る」「弥生・古墳時代のナトロンガラス製玉類の考古科学的研究」「変容する地域社会に

おける文化財保護の可能性と課題－岐阜県高山市旧城下町地域をめぐる近現代史と現

在－」「陶邑窯跡群の終焉・解体からみる須恵器生産供給体制の変化」「甘樫丘東麓遺跡

における植物利用：飛鳥藤原第 171 次調査出土植物遺体から」「木簡の文字の形につい

て」「南九州細石刃石器群における地域性」(平城宮跡資料館講堂) 

25.  2. 13    埋蔵文化財担当者専門研修「生物環境調査課程」（～2月 21日） 

25.  2. 18    ロンヴェックにおける地図作成研修の実施(本庁舎)(～2月 23日) 

25.  2. 23    「文化的景観学」検討会の開催(本庁舎会議室) 

平城宮跡防災・防犯パトロール「平城宮跡みまもり隊」への参加 

25.  2. 25    埋蔵文化財担当者専門研修「保存科学Ⅳ(遺構・石造文化財)課程」（～3月 1日） 

消防訓練(本庁舎・平城地区) 

25.  3.  9    写真展「第 3回写真コンテスト『神々の山』」(飛鳥資料館) （～4月 14日） 

25.  3. 16  春期企画展「発掘速報展 平城 2012」（平城宮跡資料館）（～6月 2日） 

25.  3. 22    春期企画展ギャラリートーク（平城宮跡資料館）（会期中毎週金曜日） 

25.  3. 30  現地説明会「平城第 503次（東院地区）発掘調査」 

平城宮跡防災・防犯パトロール「平城宮跡みまもり隊」への参加 
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 (アジア太平洋無形文化遺産研究センター)  

年 月 日                記      事 

24.  6.  3    国際フォーラム“The First ICH-Researchers Forum: The Implementation of UNESCO's  

2003 Convention”（La Maison des Cultures du Monde, フランス） 

24.  8.  1    タイ王国シリントーン人類学センター（SAC）との間で相互協力協定（MOU）を締結 

24.  8.  6    “International Field School Alumni Seminar Safeguarding Intangible Cultural 

Heritage in the Asia Pacific”（Lamphun Will Hotel, タイ）（～8月 11日） 

24. 10.  4    韓国 C2センター（ichcap）第 2回運営理事会（新羅ホテル，韓国） 

24. 11. 23    第 3回無形文化遺産理解セミナー「ことばと無形文化遺産」（堺市博物館） 

24. 12.  4    第 7回無形文化遺産条約政府間委員会（ユネスコ本部，フランス）（～12月 7日） 

25.  1. 10    専門家会合“2013 IRCI Meeting on ICH – Evaluating the Inscription Criteria for 

the Two Lists of UNESCO's Intangible Cultural Heritage Convention”（京王プラ

ザホテル）（～1月 11日） 

25.  2. 17  無形文化遺産シンポジウム「アジア太平洋地域における無形文化遺産の現状と課題」 

（堺市博物館） 

25.  2. 22    “Workshop for Documentation of ICH by Community's Young Film Makers” 

（東京第一ホテル鶴岡・王祇会館）（～2月 25日） 

25.  3.  6  堺市博物館合同消防訓練 
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Ⅶ 運営委員・評議員・外部評価委員名簿及び組織図 
 

 

独立行政法人国立文化財機構運営委員会委員名簿 

 

（平成 25年 3月 31日現在、敬称略） 

氏   名 現     職 備   考 

石 澤  良 昭 上智大学アジア人材養成研究センター所長 委員長 

辻    惟 雄 東京大学名誉教授 副委員長 

青 柳  正 規 独立行政法人国立美術館理事長  

阿 部  充 夫 東京国立博物館名誉館長  

安 藤  裕 康 独立行政法人国際交流基金理事長  

今 村  峯 雄 
国立歴史民俗博物館名誉教授 

総合研究大学院大学名誉教授 
 

風 岡  典 之 宮内庁長官  

神 居  文 彰 平等院住職  

佐 藤  宗 諄 奈良女子大学名誉教授  

白 石  太一郎 大阪府立近つ飛鳥博物館長  

田 中  浩 二 九州旅客鉄道株式会社相談役  

辻 村  泰 善 財団法人元興寺文化財研究所理事長  

中 島  史 子 フリーライター  

西 田  厚 聰 株式会社東芝取締役会長  

林  田   ス  マ 大野城まどかぴあ館長  

マリ・クリスティ－ヌ 異文化コミュニケーター  

冷 泉  為 人 財団法人冷泉家時雨亭文庫理事長  
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・各館の評議員会評議員名簿 

 

 

東京国立博物館評議員会評議員名簿 

 

（平成 25年 3月 31日現在、敬称略） 

氏      名 現          職 備 考 

大 沼    淳 学校法人文化学園理事長 会長 

阿 部  充 夫 東京国立博物館名誉館長 副会長 

青 柳  正 規 独立行政法人国立美術館国立西洋美術館長 
 

浦 井  正 明 台東区文化財保護審議会委員 
 

岡 田  正 治 東京都立上野高等学校長 
 

小 寺  正 樹 台東区立忍岡中学校長 
 

園 田  恭 久 東日本旅客鉄道株式会社上野駅長 
 

髙 橋  武 郎 台東区立根岸小学校長 
 

筑 紫  みずえ 株式会社グッドバンカー代表取締役社長 
 

辻    惟 雄 東京大学名誉教授 
 

福 原  義 春 株式会社資生堂名誉会長 
 

二 木  忠 男 上野観光連盟会長 
 

牧  美 也 子 漫画家 
 

マリ・クリスティ－ヌ 異文化コミュニケーター 
 

宮 田  亮 平 東京芸術大学長 
 

吉 住   弘 台東区長 
 

林 原  行 雄 
シティグループ・ジャパン・ホールディングス

株式会社常任監査役  
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京都国立博物館評議員会評議員名簿 

 

（平成 25年 3月 31日現在、敬称略） 

氏      名 現          職 備 考 

興 膳    宏 京都大学名誉教授 会長 

荒 巻  禎 一 京都府京都文化博物館長 
 

池 坊  由 紀 華道家元池坊次期家元  

上 野  尚 一 朝日新聞社社主 
 

尾 﨑  正 明 独立行政法人国立美術館京都国立近代美術館長 
 

神 居  文 彰 平等院住職  

佐 藤  茂 雄 
京阪電気鉄道株式会社最高経営責任者兼取締役

会議長  

高 橋  隆 博 関西大学文学部教授 
 

竹 下  景 子 俳優  
 

塚 本    稔 京都市副市長 
 

服 部  重 彦 株式会社島津製作所代表取締役会長 
 

藤 井  讓 治 京都大学名誉教授 
 

湯 山  賢 一 独立行政法人国立文化財機構奈良国立博物館長 
 

冷 泉  為 人 財団法人冷泉家時雨亭文庫理事長 
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奈良国立博物館評議員会評議員名簿 

 

（平成 25年 3月 31日現在、敬称略） 

氏      名 現          職 備 考 

森 本  公 誠 東大寺別当 会長 

水 野  正 好 財団法人元興寺文化財研究所長 副会長 

大 野  玄 妙 聖徳宗管長・法隆寺住職  

花山院  弘 匡 春日大社宮司  

河 瀨  直 美 映画監督  

 栄 原  永遠男 大阪市立大学名誉教授  

 佐々木  丞 平 独立行政法人国立文化財機構理事長  

杉 本  一 樹 宮内庁正倉院事務所長  

田 辺  征 夫 財団法人大阪府文化財センター理事長  

檀   ふ み 女優  

辻 井  昭 雄 近畿日本鉄道株式会社相談役  

 辻 村  泰 善 財団法人元興寺文化財研究所理事長  

中 島  史 子 フリーライター  

中 山  悟 奈良県地域振興部長  

西 口  廣 宗 株式会社南都銀行代表取締役会長  

松 村  恵 司 奈良文化財研究所長  
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九州国立博物館評議員会評議員名簿 

 

（平成 25年 3月 31日現在、敬称略） 

氏      名 現          職 備 考 

田 中  浩 二 九州旅客鉄道株式会社 相談役 会長 

高 倉  洋 彰 西南学院大学国際文化学部教授 副会長 

阿 川  佐和子  文筆家  

 田 口  五 朗 ＮＨＫ福岡放送局長  

井 上  保 廣 太宰府市長  

衛 藤  卓 也 福岡大学学長  

王    貞 治  福岡ソフトバンクホークス株式会社取締役会長  

 酒井田  柿右衛門 陶芸作家  

木 下  朝 美 
国際ソロプチミストアメリカ日本南リジョン

（九州・沖縄地区）ガバナー 
 

 高 良  倉 吉 琉球大学法文学部教授  

海老井  悦 子 福岡県副知事  

川 崎  隆 生 株式会社西日本新聞社 代表取締役社長  

西高辻  信 良 太宰府天満宮宮司  

林 田  ス マ 大野城まどかぴあ館長  
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独立行政法人国立文化財機構外部評価委員会委員名簿 

 

（平成 25年 3月 31日現在、敬称略）  

氏   名 現      職 備 考 

清 水  眞 澄 三井記念美術館長 委員長 

横 里  幸 一 ＮＨＫプロモーション取締役 副委員長 

   鮎 川  眞 昭 公認会計士  

   稲 田  孝 司 岡山大学名誉教授  

  岡 田  保 良 国士舘大学イラク古代文化研究所教授  

小 林    忠 学習院大学名誉教授  

   酒 井  忠 康 世田谷美術館長  

佐 藤     信 東京大学大学院人文社会系研究科教授  

園 田  直 子 国立民族学博物館文化資源研究センター教授  

玉 蟲  敏 子 武蔵野美術大学造形学部教授  

藤 田  治 彦 大阪大学大学院文学研究科教授  

森    弘 子 福岡県文化財保護審議会専門委員  

柳 林    修 読売新聞大阪本社記者  
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 独立行政法人国立文化財機構外部評価委員会 

 

 博物館調査研究等部会委員名簿 

 

（平成 25年 3月 31日現在、敬称略）  

氏   名 現      職 備 考 

小 林    忠 学習院大学名誉教授 部会長 

   酒 井  忠 康 世田谷美術館長  

藤 田  治 彦 大阪大学大学院文学研究科教授  

森    弘 子 福岡県文化財保護審議会専門委員  

 

 

 

 

 

独立行政法人国立文化財機構外部評価委員会 

 

研究所調査研究等部会名簿 

 

（平成 25年 3月 31日現在、敬称略）  

氏   名 現      職 備 考 

佐 藤     信 東京大学大学院人文社会系研究科教授 部会長 

   稲 田  孝 司 岡山大学名誉教授  

岡 田  保 良 国士舘大学イラク古代文化研究所教授  

園 田  直 子 国立民族学博物館文化資源研究センター教授  

玉 蟲  敏 子 武蔵野美術大学造形学部教授  

柳 林    修 読売新聞大阪本社記者  
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平成25年3月31日現在
◇組　織　図

・法　人
【事務局】

 
研究調整役

法人本部

室　　長
(総務･企画・評価･
研究推進担当)

専門職員（環境整備担当）

室　　長
(総務･人事･企画

担当)

室　　長
（財務担当）

係　長（総務･人事担当）

係　長（予算・主計担当）

専門職員（総務･研究推進担当）

係　長（企画・評価担当）

理事長 本部事務局長

係　長（監査・調査担当）

係　長（総務･研究推進担当）総務企画課長

理  事 研究調整役

顧　問

監　事
財務課長

理  事

理  事

監　事

専門員(環境整備担当)

環境整備室長
(環境整備担当)

専門職員(共済担当)

室　　長
(経理・契約担当)

係　長（契約担当）

係　長（決算・財務分析担当）

係　長（環境整備担当）

係　長（企画担当）

係　長（設備担当）

係　長（経理担当）経理課長

係　長（環境整備担当）

係　長（環境整備担当）

運営委員会

外部評価委員会
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【東京国立博物館】

平常展調整室長

絵画・彫刻室長

考古室長

室　　長
(総務・渉外担当）

室　　長
(経理・契約担当)

環境整備室長
(環境整備担当)

係  長（総務担当）

係　長（警備・お客様担当）

主任研究員

係　長（経理担当）

ボランティア室長

係　長（環境整備担当）

環境保存室長

研究員

総務課長

特別展室長

工芸室長

書跡・歴史室長

広報室長

情報管理室長

東洋室長

係　長（契約担当）

係　長（渉外開発担当）

企画課長 デザイン室長

経理課長

係　長（設備担当）

専門職員(共済担当)

国際交流室長

登録室長

総務部長

学芸企画部長

出版企画室長

博物館教育課長 教育講座室長

教育普及室長

博物館情報課長

情報資料室長

調査研究課長

列品管理課長

貸与特別観覧室長

保存修復課長

学芸研究部長

保存修復室長

上席研究員

（学芸企画部・学芸研究部庶務担当を兼務）

評議員会

館　長 副館長

警備・ お客様サービスセンター

主任研究員
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【京都国立博物館】

衛士長

　

学芸部長

企画推進係長

文化財保存修
理所運営委員
会

財務係長

利用者サービス係長

資料室長

環境整備係長

教育室長

渉外室長 渉外室総括専門職員

情報サービス室長

上席研究員

企画室長

総務係長

評議員会

館　長 副館長

文化財保存修
理所運営委員
会

課長補佐

学芸部長

館　長 副館長 総務課長

【奈良国立博物館】

総務課長

列品室長

工芸考古室長

美術室長

課長補佐

上席研究員

保存修理指導室長

評議員会

列品管理室長

教育室長

連携協力室長

美術室長

企画室長

専門職員（環境整備担当）

財務係長

環境整備係長

総務・人事係長

衛士長

事業推進係長

考古室長

保存修理指導室長

工芸室長
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【九州国立博物館】

【アジア文化交流センター（H17.4.1発足）】

保存修復室長

資料管理室長

副館長 課長補佐総務課長 総務係長

副館長
財務係長

館長

文化交流展室長

施設係長

学芸部長 企画課長 特別展室長

所　長 副所長 広報課長

博物館科学課長 環境保全室長

文化財課長

展示課長

交流課長

資料登録室長

評議員会

文化財保存修復
施設運営委員会

研究員
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【東京文化財研究所】

所長

企画情報部長

研究支援
推進部長

企画渉外係長副所長

文化遺産国際協
力センター長

文化形成研究室長

文化財アーカイブズ研究室長

広領域研究室長

無形文化財研究室長

近・現代視覚芸術研究室長

主任研究員

分析科学研究室長

音声・映像記録研究室長

保存科学研究室長保存修復科学
センター長

無形文化
遺産部長

主任研究員

契約係長

情報システム研究室長

管理室長 総務係長

生物科学研究室長

保存計画研究室長

地域環境研究室長

財務係長

無形民俗文化財研究室長

国際情報研究室長

国際遺跡研究室長

修復材料研究室長

近代文化遺産研究室長

伝統技術研究室長

主任研究員
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【奈良文化財研究所】

　

【アジア太平洋無形文化遺産研究センター】

室長（研究担当）

主任研究員

所長 副所長 室長（総務担当）

研究支援
推進部次長

副所長

所長 総務課長

建造物研究室長

主任研究員

企画調整部長

研究支援課長

連携推進課長 課長補佐

文化遺産部長 歴史研究室長

写真室長

遺跡整備研究室長

年代学研究室長

史料研究室長

遺構研究室長

考古第二研究室長

考古第三研究室長

埋蔵文化財
センター長

保存修復科学研究室長

飛鳥資料
館長

学芸室長

遺跡・調査技術研究室長

主任研究員

都城発掘
調査部長

考古第一研究室長

環境考古学研究室長

文化財情報研究室長

景観研究室長

主任研究員

展示企画室長

国際遺跡研究室長

課長補佐

課長補佐

経営戦略係長

課長補佐

施設係長

専門職員

財務係長

広報企画係長

文化財情報係長

宮跡等活用支援係長

総務係長

企画調整室長
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平成２４年度 自己点検評価報告書 統計表 
 

Ⅰ 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にとるべき措置 

1．歴史・伝統文化の保存と継承の中核的拠点としての収蔵品の整備と、次代への継承 

 1-(1) 収蔵品 

  1-(1)-① 収蔵品一覧表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 

   (参考)収蔵品・寄託品件数合計 (過去５ヵ年)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 

  1-(1)-② 平成 24年度新収品一覧表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 

  1-(1)-③ 平成 24年度新収品一覧  

   【東京国立博物館】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 

   【京都国立博物館】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12 

   【奈良国立博物館】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20 

   【九州国立博物館】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21 

  1-(1)-④ 寄託品一覧表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25 

  1-(1)-⑤ 寄託品増減表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25 

  1-(1)-⑥ 登録美術品一覧表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25 

 1-(2) 収蔵品の管理・保存  

  1-(2)-① 保存カルテ作成件数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26 

  1-(2)-② 各収蔵庫、展示場の温湿度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27 

 1-(3) 収蔵品の修理  

  1-(3)-① 本格修理件数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28 

  1-(3)-② 修理概況  

   【東京国立博物館】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29 

   【京都国立博物館】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42 

   【奈良国立博物館】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44 

   【九州国立博物館】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45 

  1-(3)-③ 文化財修理データのデータベース化件数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50 

     

2．文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信  

 2-(1) 展覧事業の充実  

  2-(1)-① 来館者数推移(入館料別) (過去５ヵ年) (P.122◎共通資料 a-①)  

  2-(1)-②                                来館者数推移(展覧会別) (過去５ヵ年) (P.123◎共通資料 a-②)   

  2-(1)-③                    入場料収入 (P.125◎共通資料 a-③)  

  2-(1)-④ 展示テーマ毎にその時代背景等を説明した外国語パネル等の設置 ・・・・・・・・・・・・・ 51 

  2-(1)-⑤ 平常展・特別展・海外展                                  (P.126◎共通資料 a-④)  

 2-(2) 教育活動の充実   

  2-(2)-① 学習機会の提供(過去５ヵ年) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 52 

  2-(2)-② キャンパスメンバーズ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53 

  2-(2)-③ 講座・講演会等の開催実績 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56 

  2-(2)-④ 児童生徒を対象とした教育普及事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 66 

  2-(2)-⑤ 大学生・大学院生を対象とした教育事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 73 

  2-(2)-⑥                           ボランティア受入れ実績  (P.143◎共通資料 b)  

  2-(2)-⑦ 友の会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 75 

  2-(2)-⑧ 賛助会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 76 

  2-(2)-⑨ 渉外活動 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 77 



  2-(2)-⑩ 留学生の日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 84 

 2-(3) 快適な観覧環境の提供  

  2-(3)-① 高齢者、障がい者等に配慮した設備等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 85 

  2-(3)-② 音声ガイド実施状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 85 

 2-(4) 文化財情報の発信と広報の充実     

  2-(4)-① 収蔵品写真（フィルム）のデジタル化件数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 86 

  2-(4)-② 収集した情報資料数（総数） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 86 

  2-(4)-③ 特別観覧件数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 87 

  2-(4)-④ 画像利用件数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 87 

  2-(4)-⑤ 広報実績一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 88 

  2-(4)-⑥ 広報刊行物一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 99 

  2-(4)-⑦ ウェブサイトアクセス件数 (P.226◎共通資料 d)  

  

3．我が国における博物館の中核としての機能の強化  

 3-(1) 調査研究の成果の発信  

  3-(1)-①                                 学会、研究会等発表実績一覧 (P.179◎共通資料 c-③)  

  3-(1)-②                                       シンポジウム開催実績一覧    (P.195◎共通資料 c-④)  

  3-(1)-③                                      論文等発表実績一覧    (P.197◎共通資料 c-⑤)  

  3-(1)-④                                      調査研究刊行物一覧    (P.215◎共通資料 c-⑥)  

 3-(2) 海外研究者の招聘等研究交流の実施  

  3-(2)-① 研究交流実績一覧 (P.147◎共通資料 c-①)  

 3-(3) 保存修理事業者への研修プログラム  

 3-(4) 収蔵品の貸与  

  3-(4)-① 公私立博物館等への収蔵品・寄託品貸与件数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 102 

  3-(4)-② 公私立博物館等への収蔵品・寄託品貸与先別件数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 102 

  3-(4)-③ 海外への列品貸与 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 103 

  3-(4)-④ 考古の相互貸借実績 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 103 

 3-(5) 公私立博物館・美術館等に対する援助・助言の推進  

  3-(5)-① 公私立博物館等に対する援助・助言 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 104 

     

4．文化財に関する調査及び研究の推進  

 4-(1) 文化財に関する基礎的・体系的な調査・研究の推進  

  4-(1)-① 調査研究テーマ一覧                                           (P.174◎共通資料 c-②)  

  4-(1)-② 学会、研究会等発表実績一覧                              (P.179◎共通資料 c-③)  

  4-(1)-③ 論文等発表実績一覧                                            (P.197◎共通資料 c-⑤)  
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1-(1) 収蔵品

1-(1)-① 収蔵品一覧表 (単位：件) 平成25年3月31日現在

計 国宝 重文 計 国宝 重文 計 国宝 重文 計 国宝 重文 計 国宝 重文

123,378 130 950 114,362 87 631 6,708 27 179 1,834 13 111 474 3 29

13,465 34 201 11,114 20 101 1,983 9 54 289 4 42 79 1 4

3,285 35 169 1,787 14 58 1,312 15 77 143 5 28 43 1 6

1,411 1 45 1,102 0 22 145 0 1 144 1 16 20 0 6

78 0 2 21 0 0 49 0 1 5 0 0 3 0 1

16,380 3 54 15,831 1 17 378 2 24 158 0 11 13 0 2

3,419 20 57 3,396 19 57 16 0 0 7 1 0

3,822 0 18 2,932 0 12 777 0 2 81 0 0 32 0 4

4,181 6 30 3,758 4 20 194 0 2 74 2 5 155 0 3

4,654 2 25 3,627 0 18 906 1 6 92 1 1 29 0 0

29,984 4 76 28,529 4 55 682 0 11 731 0 8 42 0 2

1,300 0 0 1,190 0 0 0 0 0 101 0 0 9 0 0

5,088 0 6 4,767 0 4 282 0 1 0 0 0 39 0 1

17,562 0 1 17,562 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0

絵画 685 4 31 685 4 31

書跡 1,693 10 12 1,693 10 12

彫刻 798 0 20 798 0 20

金工 1,002 0 0 1,002 0 0

陶磁 3,041 0 10 3,041 0 10

漆工 529 0 4 529 0 4

染織 585 0 1 585 0 1

考古 5,808 0 2 5,808 0 2

民族 3,468 0 0 3,468 0 0

321 11 182 321 11 182

814 0 2 814 0 2

2 0 2 2 0 2

＊東京国立博物館は、列品管理規程による「旧東洋課所掌分」あり。

  京都国立博物館・奈良国立博物館・九州国立博物館は、東洋の作品も「日本」に含む

＊列品に編入されていない資料については「準歴史資料（含和書）」の項目に記し、列品化整理中の資料とを分けて表示している。

＊東京国立博物館、京都国立博物館では、国宝・重要文化財の数は文化庁の指定件数に合わせている。（このほか東京国立博物

　館には建造物の重要文化財が5件ある）。

法隆寺献納宝物

黒田記念館収蔵品

準歴史資料（含和書）

奈良国立博物館 九州国立博物館京都国立博物館

漆工

染織

考古

民族資料

歴史資料

和書

その他

東
洋

書跡

彫刻

建築

金工

刀剣

陶磁

Ⅰ　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
するためにとるべき措置

1 歴史・伝統文化の保存と継承の中核的拠点としての収蔵品の整備と、次代への
継承

国立博物館 東京国立博物館

合計

絵画

－ 1 －

附属資料　：24年度自己点検評価報告書　統計表



（参考）
【奈良文化財研究所】　

○保管及び所蔵文化財・資料概要（主なもの） 平成25年3月31日現在
保管及び所蔵文化財・資料名 数 保管及び所蔵文化財・資料名 数

［文化遺産部］ 　石のカラト古墳1/20模型 1点
　国宝・重要文化財建造物保存図 約30,100枚 　野中寺銅造弥勒菩薩半伽像レプリカ 1点
　国宝・重要文化財建造物摺拓本 約26,000枚 　銅造摩耶夫人及天人像レプリカ 4点
　国宝・重要文化財建造物写真乾板 約32,200枚 　威奈大村骨蔵器レプリカ 1点
　北浦定政関係資料（重要文化財） 約1,100点 　長谷寺法華説相図レプリカ 1点
　棚田嘉十郎関係資料 26点 　諸陵周垣成就記並諸陵図譜 1点
　関野貞関係資料 54点 　鼓銅図録 1点
　菅原大三郎関係資料 7箱 　高松塚古墳木棺模造 1点
　森薀資料 約4,500点   八釣マキト５号古墳石室 １点
　村岡正資料 約3,000点   十二支拓本（表装済み・収納箱あり） 一式
　小林剛関係資料 約38箱   キトラ古墳模型 １点
　牛川喜幸関係資料 2,927点   山東省済南市解放橋北唐墓石棺　青龍・白虎・小口面拓本　 各１点

  近藤千尋関連資料 一式
［都城発掘調査部（平城地区）］ 　武人復原 １点
　平城宮跡大膳職推定地出土木簡（重要文化財） 39点 　山田寺灯籠復原 １点
　平城宮跡内裏北外郭官衙出土木簡（重要文化財） 1,785点 　壬申の乱ジオラマ 一式
　興福寺旧境内土壙（一乗院宸殿跡下層）出土品（重要文化財） 一括 　牽牛子塚古墳ミニジオラマ 1点
　平城宮・京出土土器・土製品 29,847箱
　平城宮・京出土木製品・金属製品・石製品 33,847点 ［埋蔵文化センター］
　平城宮・京出土瓦類 881,311点 　埼玉県真福寺貝塚資料 一式
　平城宮・京出土木簡 209,062点 　岡山県福田貝塚資料 一式

　埼玉県上福岡貝塚資料 一式
［都城発掘調査部(飛鳥･藤原地区)］ 　神奈川県田戸遺跡資料 一式
　軒丸瓦・軒平瓦 約35,406点 　神奈川県子母口貝塚 一式
　丸瓦・平瓦　　土嚢袋 約167,754袋 　神奈川県大口坂貝塚資料 一式
　丸瓦・平瓦　　整理箱 約38,098箱 　能登縄文資料（15遺跡） 一式
　土器　　　　　　整理箱 約16,103箱 　千葉県曽谷貝塚資料 一式
　土製品 約14,919点 　長野県石小屋遺跡資料 一式
　木器・木製品 約33,944点 　山形県蛭沢洞窟資料 一式
　木簡 約355,155点 　東京都小豆沢貝塚資料 一式
　建築部材 約2,956点 　茨城県広畑貝塚資料 一式
　金属製品 約19,789点 　中国・朝鮮瓦磚資料 一式
　石器・石製品 約14,200点 　岡山地方陶棺資料 一式
　漏刻復原模型 １点 　下総国分寺・尼寺資料 一式
　幢幡復原模型（台付き） 一式 　関東地方加曽利B式資料 一式
　飛鳥大仏頭部複製（模刻） １点 　岩手県足沢遺跡資料 一式
　藤ノ木古墳鞍復原模型 １点 　茨城県浮島貝塚資料 一式
　富本銭枝銭復原模型 一式 　千葉県幸田貝塚資料 一式
　碁盤復原模型 １点 　滋賀県安土遺跡資料 一式
　鉄釜鋳造土坑復原模型 １点 　岡山県黒土遺跡資料 一式

　神奈川県保土ヶ谷貝塚資料 一式
［飛鳥資料館］ 　千葉県姥山貝塚資料 一式

　宮城県川下り・響き資料 一式
　　大木囲貝塚

　須弥山石 1点 　　東貝塚
　石人像 1点 　　室浜貝塚
　飛鳥寺塔跡出土舎利荘厳具 一式 　　福浦島貝塚
　飛鳥寺出土瓦類 一式 　　里浜貝塚
　山田寺跡出土品（重要文化財） 一括 　東北縄文晩期末資料 一式
　和田廃寺鴟尾（都城発掘調査部（飛鳥・藤原地区所属） 1点 　東北各地発見縄文資料 一式
　川原寺出土水波紋土磚 2点 　北海道資料 一式
　岡出土車石 8点 　発見地不詳縄文資料 一式
　飛鳥各地出土瓦類 一式 　発見地不詳須恵器資料 一式
　川原寺裏山出土三尊磚仏 2点 　発見地不詳石器・石斧資料 一式
　飛鳥川原宮出土唐居敷 1点 　愛知県西滋賀貝塚資料 一式
　高松塚古墳壁画模写（前田青邨、平山郁夫等） 3面 　愛知県吉胡貝塚資料 一式
　高松塚古墳人物復元衣装 一式 　茨城県前浦遺跡資料 一式
　石上神宮七枝刀レプリカ 1点 　関東地方埴輪資料 一式
　水落遺跡遺構1/20模型 1点 　静岡県登呂遺跡資料 一式
　猿石模刻 一式 　発見地不詳須恵器資料 一式
　亀石模刻 1点 　発見地不詳石器・石斧資料 一式
　須弥山石復元模刻 1点 　愛知県西滋賀貝塚資料 一式
　石人像復元模刻 1点 　愛知県吉胡貝塚資料 一式
　出水酒船石模刻 2点 　茨城県前浦遺跡資料 一式
　阿武山古墳出土　玉枕　冠帽　復元模型 3点 　関東地方埴輪資料 一式
　川原寺伽藍1/50模型 1点 　静岡県登呂遺跡資料 一式
　山田寺金堂復原 1点
　飛鳥京復原模型 1点
　山田寺発掘遺構1/100模型 1点
　石舞台古墳1/20模型 1点
　飛鳥寺発掘遺構1/100模型 1点

　高松塚古墳出土品（海獣葡萄鏡　銀製太刀金具
　　棺金具　ガラス小玉漆塗り木棺）（重要文化財）

一式
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1-(1)-① （参考）　

収蔵品・寄託品件数合計（過去５ヵ年） (単位：件) 平成25年3月31日現在

計 国宝 重文 計 国宝 重文 計 国宝 重文 計 国宝 重文 計 国宝 重文

国立博物館 計
133,188
(132,950)

313 2,113 133,415 313 2,128 134,077 315 2,128 134,668 316 2,126 135,044 317 2,136

東京国立博物館 115,279 140 882 115,510 137 885 115,984 137 886 116,586 137 883 116,925 136 884

京都国立博物館
12,562
(12,324)

108 779 12,483 108 787 12,589 110 789 12,634 110 787 12,622 112 789

奈良国立博物館 3,872 62 425 3,769 65 427 3,774 65 423 3,776 66 425 3,785 66 431

九州国立博物館 1,475 3 27 1,653 3 29 1,730 3 30 1,672 3 31 1,712 3 32

国立博物館 計 121,121 129 932 121,511 129 937 122,102 130 943 122,802 130 946 123,378 130 950

東京国立博物館 112,529 87 622 112,776 87 624 113,258 87 629 113,897 87 631 114,362 87 631

京都国立博物館 6,417 27 177 6,526 27 176 6,584 27 177 6,621 27 177 6,708 27 179

奈良国立博物館 1,805 12 108 1,812 12 110 1,827 13 109 1,831 13 109 1,834 13 111

九州国立博物館 370 3 25 397 3 27 433 3 28 453 3 29 474 3 29

国立博物館 計
12,067
(11,829)

184 1,181 11,904 184 1,191 11,975 185 1,185 11,866 186 1,180 11,666 187 1,186

東京国立博物館 2,750 53 260 2,734 50 261 2,726 50 257 2,689 50 252 2,563 49 253

京都国立博物館
6,145

※(5,907)
81 602 5,957 81 611 6,005 83 612 6,013 83 610 5,914 85 610

奈良国立博物館 2,067 50 317 1,957 53 317 1,947 52 314 1,945 53 316 1,951 53 320

九州国立博物館 1,105 0 2 1,256 0 2 1,297 0 2 1,219 0 2 1,238 0 3

※京都国立博物館平成20年度寄託品件数について計数方法の見直しを行い、以後括弧内の件数となった。

平成21年度 平成22年度 平成24年度

収蔵品

寄託品

収蔵品・
寄託品
合計

平成20年度 平成23年度
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1-(1)-② 平成24年度新収品一覧表 (単位：件) 平成25年3月31日現在

購入 寄贈 編入 購入 寄贈 編入 購入 寄贈 編入 購入 寄贈 編入 購入 寄贈 編入

26 153 397 5 63 397 1 86 0 2 1 0 18 3 0
9 10 0 3 10 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0
3 36 0 1 33 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0
1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 61 0 0 0 0 0 61 0 0 0 0 1 0 0
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
4 23 0 0 0 0 1 22 0 0 0 0 3 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 1 397 0 1 397 0 0 0 0 0 0 6 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

絵画 0 1 0 0 1 0
書跡 0 1 0 0 1 0
彫刻 0 0 0 0 0 0
金工 0 16 0 0 16 0
陶磁 0 1 0 0 1 0
漆工 0 0 0 0 0 0
染織 0 0 0 0 0 0
考古 0 0 0 0 0 0
民族 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

＊東京国立博物館は、列品管理規程による「旧東洋課所掌分」あり。

付表・文化財収集件数の推移

5年間の新収集品一覧表 (単位：件)

購入 寄贈 編入 購入 寄贈 編入 購入 寄贈 編入 購入 寄贈 編入 購入 寄贈 編入

52 113 3 46 148 196 65 70 456 34 176 491 26 153 397
15 5 0 14 66 0 12 16 0 11 23 1 9 10 0
12 25 0 5 11 0 9 12 1 7 33 0 3 36 0
4 0 0 2 12 0 1 2 1 2 0 0 1 2 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1 0 2 1 0 0 13 4 0 1 1 0 0 0 0
0 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 0 7 16 0 2 0 0 0 5 0 1 61 0
3 11 0 8 2 0 5 11 0 0 24 0 1 0 0
10 14 0 0 2 0 13 7 0 5 7 0 1 1 0
4 11 1 3 29 0 3 2 0 1 0 1 4 23 0
0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 1 0 4 0 196 6 2 453 7 0 489 6 1 397
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

絵画 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
書跡 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 1 0
彫刻 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
陶磁 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 34 0 0 1 0
漆工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
染織 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
考古 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
民族 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

考古

平成24年度

黒田記念館収蔵品

法隆寺献納宝物

東
洋

平成20年度

絵画
書跡

金工

染織
漆工
陶磁
刀剣

390

21

京都国立博物館 奈良国立博物館

465

彫刻
建築

合計

計

陶磁
漆工

168

平成23年度

民族資料
歴史資料

その他
和書

合計 591

絵画
書跡
彫刻
建築
金工
刀剣

87

黒田記念館収蔵品

民族資料
歴史資料

和書
その他

東
洋

法隆寺献納宝物

考古

小計

3

染織

576

平成22年度平成21年度

国立博物館

576

701

九州国立博物館東京国立博物館
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1-(1)-③ 平成24年度新収品一覧 

 

【東京国立博物館】(計465件) 
(1) 購入（5件） 

＜絵画＞（3件） 

1  ○名  称  蔬菜図（そさいず） 

○作 者 等  狩野秀頼（生没年不詳）筆 

○時  代  室町時代・16世紀 

○品  質  紙本墨画 

○員  数  1幅 

○寸 法 等  本紙 縦28.2cm 横40.5cm 

○作品概要  掛幅装、牙軸。茄子の実とマメ科植物の実と蔓を水墨の技法で描く。 

 

2  ○名  称  鶺鴒図（せきれいず） 

○時  代  室町時代・16世紀 

○品  質  紙本着色 

○員  数  1幅 

○寸 法 等  本紙 縦53.3cm 横34.2cm 

○作品概要  掛幅装、牙軸。水辺の鶺鴒をタデ科植物とともに描く。 

 

3  ○名  称  (重要美術品)葡萄図（ぶどうず） 

○作 者 等  没倫紹等（?～1492）筆 

○時  代  室町時代・延徳3年(1491) 

○品  質  紙本墨画 

○員  数  1幅 

○寸 法 等  本紙 縦69.6cm 横25.2cm 

○作品概要  掛幅装、牙軸。実をつけた葡萄の一枝を水墨の技法で描く。本紙上部に作者自ら賛を書いている。賛の年紀に「延徳辛亥」とあり、本図の成立

年代は延徳3年(1491)とわかる。 

 

＜書跡＞（1件） 

4   ○名  称  赤壁賦（せきへきのふ） 

○作 者 等  本阿弥光悦（1558～1637）筆 

○時  代  江戸時代・17世紀 

○品  質  紙本墨書 

○員  数  1巻 

○寸 法 等  縦34.8cm 横848.8cm 

○作品概要  胡粉を刷いた料紙に、蘇軾の「前赤壁賦」「後赤壁賦」を、やや淡墨で真行草と書体を自在に変化させながら書する。 

 

＜漆工＞（1件） 

5   ○名  称  朱漆輪花盤（しゅうるしりんかばん） 

○時  代  室町時代・16世紀 

○品  質  木製漆塗 

○員  数  1基 

○寸 法 等  長径50.4cm 高10.9cm 高台径41.2cm 

○作品概要  輪花形の盆に高台をつけた盤で、表面は見込みから高台の外側までを朱漆塗とし、高台内を黒漆塗とする。 

 

 
(2) 寄贈（63件） 

＜絵画＞（10件） 

1  ○名  称  布袋図（ほていず） 

○作 者 等  狩野探幽（1602～74）筆 天祐紹杲（1586～1666）賛 

○時  代  江戸時代・17世紀 

○品  質  紙本墨画 

○員  数  1幅 

○寸 法 等  本紙 縦 98.6cm 横 30.1cm 

○作品概要  掛幅装。牙軸。中国・後梁の禅僧・布袋和尚を描く。長い杖を手に大きな袋を肩にかけ歯を見せ笑うという布袋図の規範ともいうべき姿を、限

られた筆数で的確に形を捉えており、席画の可能性も指摘できる。布袋図は中国では南宋以来、禅僧によって好んで水墨で描かれた画題であり、

わが国では室町時代初期以来、各派の画家によってたびたび描かれた。 

 

2   ○名  称  豊干図（ぶかんず） 

○作 者 等  狩野益信（洞雲）（1625～1694）筆 翠巌宗珉（1608～64）賛 

○時  代  江戸時代・17世紀 

○品  質  紙本墨画 

○員  数  1幅 

○寸 法 等  本紙 縦 100.0cm 横 27.2cm 

○作品概要  掛幅装。牙軸。虎に寄りかかり眠る豊干禅師を簡潔な墨線で描いたもの。上部に翠巌宗珉による賛がある。 

 

3  ○名  称  墨梅図（ぼくばいず） 

○作 者 等  松花堂昭乗（1584～1639）筆 玉室宗珀（1572～1641）賛  

○時  代  江戸時代・17世紀 

○品  質  紙本墨画 

○員  数  1幅 

○寸 法 等  本紙 縦 122.8cm 横 27.1cm 

○作品概要  掛幅装。牙軸。画面上方に玉室宗珀が七絶を記し、松花堂昭乗が縦長の画面に上方へ細長い枝を伸ばす梅を描く。 

 

4  ○名  称  朝曦出島図（ちょうぎしゅっとうず） 

○作 者 等  池大雅（1723～76）筆 

○時  代  江戸時代・18世紀 

○品  質  紙本墨画淡彩 
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○員  数  1幅 

○寸 法 等  本紙 縦 26.7cm 横 43.1cm  

○作品概要  掛幅装。牙軸。海を隔てた島の向こうから朝日が昇る様子を描く。 

 

5  ○名  称  唐子遊図扇面・蘭図扇面（からこあそびずせんめん らんずせんめん） 

○作 者 等  池大雅（1723～76）・池玉蘭（？～1784）筆 

○時  代  江戸時代・18世紀 

○品  質  紙本墨画淡彩、紙本墨画 

○員  数  2本 

○寸 法 等  「唐子遊図」 上弦 44.7cm 下弦 17.5cm 高 16.8cm 骨長 29.6cm ; 「蘭図」 上弦 44.2cm 下弦 17.3cm 高 16.8cm 骨長 29.6cm 

○作品概要  扇 二本。簡略な筆墨による池玉瀾筆の蘭図と、山中で唐子が遊ぶ様子を淡彩で描いた池大雅筆唐子遊図の扇面で、大雅堂五世定亮の長文の記

された箱に一対で納められている。 

 

6  ○名  称  稚児文殊像（ちごもんじゅぞう） 

○作 者 等  谷文晁（1763～1840）筆 

○時  代  江戸時代・19世紀 

○品  質  絹本着色 

○員  数  1幅 

○寸 法 等  本紙 縦 98.8cm 横 35.5cm 

○作品概要  掛幅装。牙軸。右手に宝剣、左手に巻子を執る童形の神が青獅子に騎る姿を描く。谷文晁が「春日水屋天王神影」と箱書きしているが、春日大

社の摂社である水谷神社の祭神を描いたものと思われる。 

 

7  ○名  称  通俗水滸伝豪傑百八人之一個（つうぞくすいこでんごうけつひゃくはちにんのひとり） 

○作 者 等  歌川国芳（1797～1861）筆 

○時  代  江戸時代・19世紀 

○品  質  大判 錦絵 

○員  数  64枚 

○寸 法 等  （各）本紙 縦 37.8cm  横 25.8cm 

○作品概要  両国の版元加賀屋から、『水滸伝』に登場する豪傑 108人を題材として出版された大判錦絵のシリーズ。文政 10年（1827）頃から天保 7年（1836）

にかけて漸次出版され現在 74 図（2 枚続・3 枚続は、2 図 3 図とする）が確認されているが、108 人全員は描かれていない。当時の人々の人気

を集め、歌川国芳の出世作となったばかりでなく、様々な風俗に水滸伝ブームを巻き起こした。 

 

8  ○名  称  忠義水滸伝豪傑一百八人梁山泊集会官軍合戦図（ちゅうぎすいこでんごうけついっぴゃくはちにんりょうざんぱくにしゅうかいしかんぐんとか

っせんのず） 

○作 者 等  歌川貞秀（1807～73）筆 

○時  代  江戸時代・19世紀 

○品  質  大判 錦絵 3枚続 

○員  数  3枚 

○寸 法 等  （各）本紙 縦 36.8cm  横 25.2cm 

○作品概要  『水滸伝』に取材した作品。天罡星三十六星と地煞星七十二星が化した英雄豪傑 108人が水辺の要塞梁山泊に立て籠もり、宋江の指揮のもと官

軍と戦う様子を３枚続に描いたもの。禅杖を振りかざす花和尚魯智深、馬上の九紋龍史進など豪傑の活躍を梁山泊を右奥に配した大観的な風景

の中に描いている。 

 

9  ○名  称  忠義水滸伝（ちゅうぎすいこでん） 

○作 者 等  月岡芳年（1839～92）筆 

○時  代  江戸時代・19世紀 

○品  質  大判 錦絵 

○員  数  2枚 

○寸 法 等  本紙（右） 縦 37.5cm  横 25.6cm ; 本紙（左） 縦 36.4cm  横 25.2cm 

○作品概要  錦絵大判の紙に、『水滸伝』に登場する豪傑を１図に 1人ずつ描いた 9図（3列 3段）を摺った錦絵。各図に署名があるが、検閲の印は押されて

いない。本来 12枚揃いだったものの内の 2枚と想像される。 

 

10 ○名  称  水滸伝豪傑百八人（すいこでんごうけつひゃくはちにん） 

○作 者 等  歌川国芳（1797～1861）筆 

○時  代  江戸時代・19世紀 

○品  質  大判 錦絵 

○員  数  2枚 

○寸 法 等  （各）本紙 縦 37.9cm  横 25.6cm 

○作品概要  両国の版元加賀屋から出版された『水滸伝』の豪傑百八人を、天罡星三十六員と地煞星七十二員に分け、1図に 9人を描いた 12枚揃シリーズ（天

罡星 4枚・地煞星 8枚）のうち、「地煞星七十二員八枚内 十二枚内三」と「地煞星七十二員八番内 十二枚之内四」。 

 

＜書跡＞（33件） 

11 ○名  称  偈 ｢百丈召祐典座云々｣（げ ひゃくじょうゆうてんぞをめしうんぬん） 

○作 者 等  一休宗純（1394～1481）筆 

○時  代  室町時代・15世紀 

○品  質  紙本墨書 

○員  数  1幅 

○寸 法 等  縦 26.4cm 横 41.4cm 

○作品概要  掛幅装。牙軸。一休宗純が、所望に応じて揮毫した偈。中国唐代の禅僧である百丈懐海（749～814）が、法嗣の一人で当時典座をつとめていた

霊祐（771～853）と、首座の花林善覚に対し、浄瓶を指さして、浄瓶と呼ばずに何と呼ぶかを問答させた故事を示したものである。 

 

12 ○名  称  巌頭和尚図画賛 ｢名風流云々｣（がんとうおしょうずがさん なはふりゅううんぬん） 

○作 者 等  一休宗純（1394～1481）筆 

○時  代  室町時代・15世紀 

○品  質  紙本墨書 

○員  数  1幅 

○寸 法 等  縦 57.1cm 横 31.7cm 

○作品概要  掛幅装。巖頭全豁（828～887）の像に一休宗純が加えた賛。破仏時代の船頭姿は、画題として親しまれており、賛には、巖頭和尚の容貌や人柄

などが記されている。 

 

13 ○名  称  書状  「這鴈今佐甚云々」 廿八日付 宗恵宛（しょじょう このがんいまさじん うんぬん にじゅうはちにちづけ そうけいあて） 

－ 6 －



○作 者 等  千利休（1522～91）筆 

○時  代  安土桃山時代・16世紀 

○品  質  紙本墨書 

○員  数  1幅 

○寸 法 等  縦 27.1cm 横 40.1cm 

○作品概要  掛幅装。『利休の書簡』『利休の手紙』などからで宗恵に宛てた書状はほかに二通確認できる。水落宗恵(みずおちそうけい)は、紹鴎名物の「円

座肩衝」を所持していたことで知られた堺の人物で、利休に茶の湯を学んだ。 

 

14 ○名  称  短冊 「鵆なく川邊の云々」（たんざく ちどりなくかわべの うんぬん） 

○作 者 等  豊臣秀頼（1593-1615）筆 

○時  代  江戸時代・17世紀 

○品  質  彩箋墨書 

○員  数  1幅 

○寸 法 等  縦 36.3cm 横 5.7cm 

○作品概要  掛幅装。金銀箔を散らし、水辺の草木、群れ飛ぶ鳥などをあらわした華麗な装飾料紙を用いる。建仁 2 年(1202)9 月に後鳥羽院が水無瀬離宮で

催した歌合において、新古今和歌集の撰者であった藤原家隆(1158～1237)が詠んだ歌を書いたもの。 

 

15 ○名  称  色紙 ｢竹院君閑云々｣（しきし ちくいんくんかん うんぬん） 

○作 者 等  本阿弥光悦（1558～1637）筆 

○時  代  江戸時代・17世紀 

○品  質  彩箋墨書 

○員  数  1幅 

○寸 法 等  縦 19.4cm 横 17.2cm 

○作品概要  掛幅装。料紙は、左上から右下に斜めに松並木の文様が摺り出されており、光悦謡本と同様の版木を使っているものと思われる。書写されてい

るのは白居易の詩、「竹院君閑銷永日、花亭我醉送残春」で、この詩は『和漢朗詠集』巻上「三月尽」にも収められているもの。 

 

16 ○名  称  色紙 ｢請君試問云々｣（しきし しょうくんしもん うんぬん） 

○作 者 等  本阿弥光悦（1558～1637）筆 

○時  代  江戸時代・17世紀 

○品  質  彩箋墨書 

○員  数  1幅 

○寸 法 等  縦 20.8cm 横 17.5cm 

○作品概要  掛幅装。光悦謡本のうち法政大学所蔵の上製本(「当麻」)、東京藝術大学所蔵の百番本(「源氏供養」)の表紙と同じ文様を摺り出した料紙。慶

長の頃に作成された料紙と考えられる。右上から左下に斜めに入った土坡の上に月が、下部には松が描かれている。書写されているのは李白の

詩、「請君試問東流水、別意与之誰短長」。 

 

17 ○名  称  書状 「今日太鼓云々」又次郎宛（しょじょう きょうたいこ うんぬん またじろうあて） 

○作 者 等  本阿弥光悦（1558～1637）筆 

○時  代  江戸時代・17世紀 

○品  質  紙本墨書 

○員  数  1幅 

○寸 法 等  縦 27.8cm 横 47.6cm 

○作品概要  又次郎に宛てた漢字仮名まじりの書状。所狭しとさらさら執筆しているが、「し」の字ののびやかさは光悦の特徴ともいえる。内容は、太鼓の

出来栄えがとてもよかったと褒めている。通称又次郎と呼ばれる人物は、江戸幕府の右筆として著名な曽我又左衛門尚祐の祖父を指すようだが、

尚祐の父助乗も又次郎の名を継いでおり、その助乗に宛てた光悦の書状が残っている。本書状の又次郎に当てはまるかどうか、内容からは不明

である。 

 

18 ○名  称  色紙｢延喜御時云々｣（しきし えんぎおんとき うんぬん） 

○作 者 等  尾形宗謙（1621～87）筆 

○時  代  江戸時代・17世紀 

○品  質  彩箋墨書 

○員  数  1幅 

○寸 法 等  縦 21.1cm 横 19.5cm 

○作品概要  掛幅装。土坡に草花、流水が描かれた下絵料紙に、『新古今和歌集』巻 6冬より坂上是則が延喜七年(907)の大井川行幸を歌った和歌(延喜御時、

大井河に／行幸はべりける日／坂上是則／影さへに今はと／きく(菊)のうつろふは／波の底にも／しも(霜)やをりらん) が書写されている。 

 

19 ○名  称  書状  「追而申候べく候云々」十一日付 芦牧宛（しょじょう おってもうすべくそうろう うんぬん じゅういちにちづけ ろぼくあて） 

○作 者 等  松尾芭蕉（1644～1694）筆 

○時  代  江戸時代・17世紀 

○品  質  紙本墨書 

○員  数  1幅 

○寸 法 等  縦 14.8cm 横 44.2cm 

○作品概要  掛幅装。年月未詳、芦牧宛。本文中に貞享 5年（1688）に伊勢で詠んだ発句「物の名を先問ふ荻の若葉かな」（『笈の小文』では「蘆の若葉」）

を含む。 

 

20 ○名  称  書状 ｢雁来云々｣（しょじょう がんらいうんぬん） 

○作 者 等  榎本其角筆 

○時  代  江戸時代・17世紀 

○品  質  紙本墨書 

○員  数  1幅 

○寸 法 等  縦 14.8cm 横 60.5cm 

○作品概要  掛幅装丁。年未詳八月廿日付。本文中に其角の自撰集『五元集』所収の発句「いさよひも心つくしや十四日」を含む。 

 

21 ○名  称  達磨画賛 ｢廓然無聖云々｣（だるまがさん かくぜんむしょう うんぬん） 

○作 者 等  清巌宗渭（1588～1661）筆 

○時  代  江戸時代・17世紀 

○品  質  紙本墨画 

○員  数  1幅 

○寸 法 等  縦 56.2cm 横 29.3cm 

○作品概要  掛幅装。達磨の墨画に「廓前無聖 随処称尊 面壁落地 快及子孫」の四句の偈を書する。 
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22 ○名  称  七言絶句  「夢魂逐蝶云々」（しちごんぜっく むこんちくちょう うんぬん） 

○作 者 等  祇園南海（1677～1751）筆 

○時  代  江戸時代・18世紀 

○品  質  紙本墨書 

○員  数  1幅 

○寸 法 等  縦 121.2cm 横 27.2cm 

○作品概要  掛幅装。「夢魂逐蝶竟寒茅 云々」の五言絶句を書する。 

 

23 ○名  称  一行書  「福海無量」（いちぎょうしょ ふくかいむりょう） 

○作 者 等  慈雲（1718～1804）筆 

○時  代  江戸時代・18世紀 

○品  質  紙本墨書 

○員  数  1幅 

○寸 法 等  縦 90.0cm 横 31.1cm 

○作品概要  掛幅装。「福海無量」を草書で一行に書する。 

 

24 ○名  称  一行書「明月満前川」（いちぎょうしょ めいげつぜんせんにみつ） 

○作 者 等  池大雅（1723～76）筆 

○時  代  江戸時代・18世紀 

○品  質  紙本墨書 

○員  数  1幅 

○寸 法 等  縦 131.6cm 横 12.4cm 

○作品概要  「明月満前川」の五文字を書する。 

 

25 ○名  称  一行書  「花開万国春」（いちぎょうしょ はなばんこくのはるにひらく） 

○作 者 等  池大雅（1723～76）筆 

○時  代  江戸時代・18世紀 

○品  質  紙本墨書 

○員  数  1幅 

○寸 法 等  縦 126.9cm 横 27.0cm 

○作品概要  掛幅装。「花開万国春」を一行に書する。 

 

26 ○名  称  唐詩五言二句  王湾｢次北固山下｣（とうしごごんにく おうわん じほくこざんか） 

○作 者 等  池大雅（1723～76）筆 

○時  代  江戸時代・18世紀 

○品  質  紙本墨書 

○員  数  1幅 

○寸 法 等  縦 126.4cm 横 27.0cm 

○作品概要  掛幅装。唐の王湾の五言律詩「次北固山下」のうち二句「潮平両岸闊、風正一帆懸」を書する。  

 

27 ○名  称  七言律詩 ｢北陸重遊云々｣（しちごんりっし ほくりくちょうゆう うんぬん） 

○作 者 等  池大雅（1723～76）筆 

○時  代  江戸時代・18世紀 

○品  質  紙本墨書 

○員  数  1幅 

○寸 法 等  縦 123.0cm 横 27.9cm 

○作品概要  掛幅装。「北陸重遊」云々の七言律詩を書する。 

 

28 ○名  称  茄子糸瓜図自画賛｢閨に窓うつ云々｣（なすへちまずじがさん ねやにまどうつ うんぬん） 

○作 者 等  池大雅（1723～76）筆 

○時  代  江戸時代・18世紀 

○品  質  絹本墨画 

○員  数  1幅 

○寸 法 等  縦 29.2cm 横 55.2cm 

○作品概要  掛幅装。茄子と糸瓜を墨画で描き、「閨に窓うつ時雨も／よいわいな独寝ざめ／のさしきにゆらり／思へは茄子もよいわいな／色も一しほ小紫

／霞樵墨戯」の賛を書する。 

 

29 ○名  称  高砂図自画賛｢住の江のまつを秋風云々｣（たかさごずじがさん すみのえにまつをあきかぜ うんぬん） 

○作 者 等  池大雅（1723～76）筆 

○時  代  江戸時代・18世紀 

○品  質  紙本墨画淡彩 

○員  数  1幅 

○寸 法 等  縦 38.0cm 横 51.2cm 

○作品概要  掛幅装。熊手を持つ翁と箒を持つ嫗の姿を墨画で描き、「住之江のまつを秋風吹くからに声打ちそふるおきつしら波」（古今和歌集・巻第七）を

書する。 

 

30 ○名  称  詩書屏風 「千條弱柳」（ししょびょうぶ せんじょうじゃくりゅう） 

○作 者 等  池大雅（1723～76）筆 

○時  代  江戸時代・18世紀 

○品  質  紙本墨書 

○員  数  6曲 1隻 

○寸 法 等  縦 72.4cm 横 41.0cm(各扇) 

○作品概要  六曲屏風一隻に、七言二句を一扇づつ計十二句を書する。 

 

31 ○名  称  滝図自画賛  ｢散る玉を云々｣（たきずじがさん ちるたまを うんぬん） 

○作 者 等  仙厓義梵（1750～1837）筆 

○時  代  江戸時代・18～19世紀 

○品  質  紙本墨画 

○員  数  1幅 

○寸 法 等  縦 136.2cm 横 30.2cm 

○作品概要  掛幅装。墨画で滝図を描き、「散る玉を星とおもひぬ □□の中より 瀧なかれ出れは 養老水を以て画之」と賛を書する。「八十年前二歳」とあ
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り、仙厓七十八歳の文政十一年（1828）の作となる。 

 

32 ○名  称  一茶像自画賛  「子供らを云々」（いっさぞうじがさん こどもらをうんぬん） 

○作 者 等  小林一茶（1763～1827）筆 

○時  代  江戸時代・19世紀 

○品  質  紙本墨書 

○員  数  1幅 

○寸 法 等  縦 93.9cm 横 28.8cm 

○作品概要  掛幅装。自画像を墨画し、上部に「老楽 子ともらを 心ておかむ 夜寒かな 一茶（花押）」と書する。『おらが春』所収、文政 2年（1819）

の句。 

 

33 ○名  称  句稿 ｢評判の八重山ざくら云々｣（くこう ひょうばんのやえやまざくら うんぬん） 

○作 者 等  小林一茶（1763～1827）筆 

○時  代  江戸時代・19世紀 

○品  質  紙本墨書 

○員  数  1幅 

○寸 法 等  縦 16.0cm 横 61.0cm 

○作品概要  掛幅装、紙本墨書。紙表具で中回しに古暦を上下に渋引き紙を用いる。「評判の八重山桜あゝ老ぬ」以下、全九句を書し、「一茶」と署名する。

いずれも文政元年、信濃における句である。 

 

34 ○名  称  五言絶句 「倚石疎花云々」（ごごんぜっく いせきそか うんぬん） 

○作 者 等  渡辺崋山（1793～1841）筆  

○時  代  江戸時代・19世紀 

○品  質  紙本墨書 

○員  数  1幅 

○寸 法 等  縦 133.3cm 横 27.7cm 

○作品概要  掛幅装。「倚石疎花痩 帯風細葉長 霊均情夢遠 遺珮満沅湘」の五言絶句を書する。この詩を付した崋山作の画も伝来することも知られてい

る。 

 

35 ○名  称  東大寺切（とうだいじぎれ） 

○作 者 等  伝源俊頼筆 

○時  代  平安時代・12世紀 

○品  質  彩箋墨書 

○員  数  1幅 

○寸 法 等  縦 23.9cm 横 15.1cm 

○作品概要  掛幅装。『三宝絵詞』(『三宝絵』とも)を書写した断簡。『三宝絵詞』は永観 2 年(984)源為憲著で、上巻は六波羅蜜について、中巻は聖徳太子

ほかの逸話について、下巻は法会について記している。本作は、下巻「大安寺大般若会 」の部分を書写。東大寺切は「関戸本三宝絵」の断簡

で、東大寺に伝来したことからこの名で呼ばれる。保安元年(1120)6月 7日書写完了の奥書があり、名古屋市博物館に冊子装が残るほか江戸時

代に断簡になったもの約 100 葉が「東大寺切」と呼ばれている。当館所蔵の国宝「古今和歌集(元永本)」と同じ和製の唐紙(胡粉地に菱唐草文

様を雲母摺り)を使っている。 

 

36 ○名  称  了佐切（りょうさぎれ） 

○作 者 等  藤原俊成（1114～1204）筆 

○時  代  平安時代・12世紀 

○品  質  紙本墨書 

○員  数  1幅 

○寸 法 等  縦 22.5cm 横 15.2cm 

○作品概要  掛幅装。『古今和歌集』の断簡で、古筆了佐(古筆家の祖。1572～1662)遺愛の品だったため、この名で呼ばれる。元は冊子本で、完本で現存す

る巻十には烏丸光広の識語が記されている。本作は、『古今和歌集』巻二・春歌下より、歌番号 120～123の途中まで書写されている。 

 

37 ○名  称  天下帰心（てんかきしん） 

○作 者 等  上條信山（1907～97）筆 

○時  代  昭和 55年(1980) 

○品  質  紙本墨書 

○員  数  1幅 

○寸 法 等  縦 133.5cm 横 34.0cm 

○作品概要  掛幅装。「天下帰心」の四字を草体で書する。 

 

38 ○名  称  神品不滅（しんぴんふめつ） 

○作 者 等  上條信山（1907～97）筆 

○時  代  昭和 55年(1980) 

○品  質  紙本墨書 

○員  数  1幅 

○寸 法 等  縦 200.5cm 横 68.3cm 

○作品概要  掛幅装。「神品不滅」の四字を大書する。「信山バリ」と呼ばれる書風の代表作の一つである。 

 

39 ○名  称  山月（さんげつ） 

○作 者 等  上條信山（1907～97）筆 

○時  代  昭和 62年(1987) 

○品  質  紙本墨書 

○員  数  1面 

○寸 法 等  縦 100.8cm 横 63.0cm 

○作品概要  額装。淡墨で「山月」の二字を書する。 

 

40  ○名  称  七言絶句（しちごんぜっく） 

○作 者 等  梁川星巌（1789～1858）筆 

○時  代  江戸時代・19世紀 

○品  質  紙本墨書 

○員  数  1幅 

○寸 法 等  本紙 縦 135.0cm 横 28.7cm 

○作品概要  掛幅装。条幅の料紙に行書で七言絶句を書する。星巌の詩集「夷白盦集」に採録されており、天保 4年（1833）から 5年の作とされる。 
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（本文）「悄坐空廂欲二更澹雲徴月影朧明也知/連雨潤膏足今夜壌蟲初有声/星巌梁緯」 

 

41 ○名  称  七言絶句「詠亀」（しちごんぜっく えいき） 

○作 者 等  広瀬旭荘（1807～63）筆 

○時  代  江戸時代・19世紀 

○品  質  紙本墨書 

○員  数  1幅 

○寸 法 等  本紙 縦 135.8cm 横 29.2cm 

○作品概要  掛幅装。条幅の料紙に七言絶句を行書で書する。 

（本文）「鳳興龍鱗賭者誰尋常易狎是神/亀荘生晩悟鯤鵬誕但道泥中曳尾宜/詠亀、旭荘主人謙」 

 

42  ○名  称  孟東野詩（もうとうやし） 

○作 者 等  日下部鳴鶴（1838～1922）筆 

○時  代  大正元年(1912) 

○品  質  絖本墨書 

○員  数  1幅 

○寸 法 等  本紙 縦 144.8cm 横 52.0cm 

○作品概要  掛幅装。やや大型の料絹に、行草書を交えて中唐の詩人孟郊（孟東野）の五言律詩を書する。 

（本文）「春隄楊柳発憶与故人期草木/本無意栄枯自有時山陰定遠/近江上日相思不及蘭亭会空/吟祓禊詩/孟東野詩、壬子秋八月三隣、鳴鶴老人書」 

 

43  ○名  称  七言絶句（しちごんぜっく） 

○作 者 等  中林梧竹（1827～1913）筆 

○時  代  明治～大正時代・20世紀 

○品  質  紙本墨書 

○員  数  1幅 

○寸 法 等  本紙 縦 148.0cm 横 37.7cm 

○作品概要  掛幅装。やや大型の条幅の料紙に草書で七言絶句を書する。 

 

 

＜歴史資料＞（1件） 

44 ○名  称  中国史跡写真（ちゅうごくしせきしゃしん） 

○時  代  大正～昭和時代・20世紀 

○品  質  ゼラチン・シルバー・プリント 

○員  数  4475点 

○寸 法 等  台紙 （各）縦 27.2cm 横 19.0cm 

○作品概要  中国大陸各地の史跡及び歴史的建造物を系統的に撮影したもので、多くは昭和 5 年（1930）から 10 年にかけての関野と竹島による調査にかか

る焼付写真であるが、一部に大正時代の関野による調査写真の焼付が含まれる。撮影対象は陵墓・宮殿建築・寺院建築・石窟・廟などにわたり、

地域も江南・華北・東北・内モンゴルに及ぶ。『遼金時代の建築と其佛像』や『支那文化史跡』（1941）に掲載されたものも多い。一点、竹島が

調査旅行時に携帯した執照（旅行許可証）が含まれる。 

 

＜東洋絵画＞（1件） 

45 ○名  称  白衣観音図（びゃくえかんのんず） 

○時  代  元時代・14世紀 

○品  質  絹本墨画 

○員  数  1幅 

○寸 法 等  本紙 縦 98.5cm 横 48.4cm 

○作品概要  掛幅装。牙軸。絹本に渓流に松樹、その傍らで、くつろぐ姿の観音を水墨で描く。このような姿の観音像は、宋時代の居士たちによって描かれ

たことが文献上より知られ、続く元時代には、理想の文人像とも重ねあわせられて盛んに描かれるようになった。本作の描写は繊細で、元時代

の優品というにふさわしい。 

 

＜東洋書跡＞（1件） 

46  ○名  称  隷書六言聯（れいしょろくごんれん） 

○作 者 等  楊峴（1819～96）筆 

○時  代  清時代・光緒 17年(1891) 

○品  質  紙本墨書 

○員  数  2幅 

○寸 法 等  本紙 各縦 134.0cm 横 31.7cm 

○作品概要  掛幅装。六言の二句を対聯とする。1891年（明治 24、光緒 17）に日下部鳴鶴が清国に渡った際、楊峴から鳴鶴に贈った旨の記述がある。 

（本文）（右幅）「鳴鶴先生東国大君子来遊姑蘇見坊敞索拙/延友生集同好/書因集文選句奉贈」 

（左幅）「極雅意盡報情/辛卯五月藐□弟楊峴」 

 

＜東洋金工＞（16件） 

47 ○名  称  ククリ 

○時  代  20世紀 

○員  数  1口 

○寸 法 等  刀身全長（柄を含む）40.4cm 刀身最大幅 3.7cm 柄長 10.3cm 鞘長 35.4cm 

○作品概要  ククリはネパール、及びインドでみられる湾刀である。刀身は切刃造、元幅に比して先幅が広く、刃方に大きく湾曲する。棟寄りに溝が広狭 2

本ある。柄は金属製。鞘は表面を革で包み、銀、及び一部に金を用いた装飾金具をつける。金具には植物文などの文様が打ち出しによってあら

わされる。鞘にカルダ（小刀）、あるいはチャクマ（研ぎ棒）を挿入するための孔が四つあるが、それらは附属していない。 

 

48 ○名  称  ククリ 

○時  代  20世紀 

○員  数  1口 

○寸 法 等  刀身全長（柄を含む）38.7cm 刀身最大幅 4.4cm 柄長 9.7cm 鞘長 35.2cm 

○作品概要  切刃造、元幅に対して先幅が広く、刃方に大きく反り、棟寄りに溝が 1本ある。柄は象牙製。鞘は表面を紅布で包み、銀の装飾金具をつけ、ト

ルコ石、ガラスを嵌入する。金具には打ち出しと透彫によって植物文があらわされている。カルダ（小刀）が二本付属する。 

 

49 ○名  称  ククリ 

○時  代  20世紀 

○員  数  1口 

○寸 法 等  刀身全長（柄を含む）38.7cm 刀身最大幅 4.4cm 柄長 9.7cm 鞘長 35.2cm 
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○作品概要  刀身は切刃造で、元幅に対して先幅が広く、大きく刃方に湾曲し、棟寄りに溝が 2本ある。柄は象牙製である。鞘は表面を紅布で包み、銀及び

金を用いた装飾金具をつけ、ガラス玉を嵌める。金具には神像及び植物の文様が打ち出しと透彫の技法であらわされている。 

 

50 ○名  称  ククリ 

○時  代  19～20世紀 

○員  数  1口 

○寸 法 等  刀身全長（柄を含む）40.2cm 刀身最大幅 4.4cm 柄長 11.6cm 鞘長 36.8cm 

○作品概要  大型のククリである。切刃造、元幅に対して先幅がことに広く、刃方に大きく反る。片面に龍、もう片面に日月文が彫られている。柄は木製。

鞘は表面を黒革で包み、銀と部分的に金を用いた装飾金具をつける。金具は植物文を打ち出しによってレリーフ状にあらわす。カルダ（小刀）

を納める孔が二つあるが、それらは附属していない。 

 

51 ○名  称  ククリ 

○時  代  20世紀 

○員  数  1口 

○寸 法 等  刀身全長（柄を含む）30.5cm 刀身最大幅 3.5cm 柄長 8.7cm 鞘長 26.9cm 

○作品概要  切刃造で、元幅が狭く、先幅が広く、刃方に大きく湾曲し、棟寄りに溝がある。柄は象牙製。鞘は表面を黒革及び茶布で包み、銀及び金を用い

た装飾金具をつけ、一部に赤と緑のガラスを嵌入する。金具には打ち出しによって植物文をあらわしている。鎖の止金具は、英領インドの 1/4

ルピー銀貨を用いている。カルダ（小刀）が 1本、チャクマ（研ぎ棒）が 2本付属する。 

 

52 ○名  称  ククリ 

○時  代  19～20世紀 

○員  数  1口 

○寸 法 等  刀身全長（柄を含む）39.1cm 刀身最大幅 4.5cm 柄長 12.5cm 鞘長 39.7cm 

○作品概要  大型のククリで、切刃造、元幅に対して先幅がことに広く、刃方に大きく反り、棟寄りに溝が 2本ある。柄は木製。鞘は表面を黒革で包み、銀

及び金色の装飾金具をつける。金具には動植物の文様が打ち出しによってあらわされる。カルダ（小刀）を納める孔が二つあるものの、1 本欠

失する。 

 

53 ○名  称  カルド 

○時  代  18～20世紀 

○員  数  1口 

○寸 法 等  刀身全長（柄を含む）35.2cm 刀身最大幅 3.5cm 柄長 10.7cm 鞘長 22.6cm 

○作品概要  カルドはペルシアで生まれ、16～18世紀にインドへ伝わったナイフである。刀身は切刃造で、元幅が広く、先端に至って尖り、反りはない。柄

は翡翠製。鞘は緑のビロード地とし、金属製で植物文を彫出した装飾金具をつける。 

 

54 ○名  称  カタール 

○時  代  18～20世紀 

○員  数  1口 

○寸 法 等  刀身全長（柄を含む）33.2cm 刀身最大幅 5.8cm 柄長 15.7cm 鞘長 20.7cm 

○作品概要  カタールとはインドのナイフである。刀身は両鎬造で、元幅が広く、鎬の両脇が大きく窪む。H 字型の柄をつけ、柄にはコブガリと呼ばれる金

象嵌の手法で W字形の縞文様をあらわす。木製の鞘が付属。 

 

55 ○名  称  ナイフ 

○時  代  20世紀 

○員  数  1口 

○寸 法 等  刀身全長（柄を含む）41.1cm 刀身最大幅 2.7cm 柄長 12.1cm 鞘長 30.8cm 

○作品概要  チベットで製作されたナイフである。刀身は両鎬造。柄は金属製で、鐔をつけ、握りの箇所に金属製のワイヤーを巻く。鞘は金属製で、文様を

打ち出しと線刻であらわし、赤・黄・緑の珊瑚を嵌入する。 

 

56 ○名  称  ナイフ 

○時  代  20世紀 

○員  数  1口 

○寸 法 等  刀身全長（柄を含む）44.8cm 刀身最大幅 3.9cm 柄長 12.7cm 鞘長 33.3cm 

○作品概要  チベット製のナイフ。平造で先が尖り、棟寄りに 2本の溝がある。柄は金属製で、動物文を打ち出した大型の柄頭をつけ、握りの箇所に金属製

のワイヤーを巻く。鞘は表面を金属板で巻き、板上に龍や動物文の文様を打ち出す。 

 

57 ○名  称  ナイフ 

○時  代  20世紀 

○員  数  1口 

○寸 法 等  刀身全長（柄を含む）38.2cm 刀身最大幅 3.5cm 柄長 10.5cm 鞘長 28.6cm 

○作品概要  チベットのナイフである。平造で反りはない。棟寄りに溝が 2本ある。柄は木製で、金属製の鐔と柄頭をつける。鞘は木地に金属板を包み、表

面に動植物の文様を彫出する。 

 

58 ○名  称  蒙古刀（もうことう） 

○時  代  20世紀 

○員  数  1口 

○寸 法 等  刀身全長（柄を含む）26.1cm 刀身最大幅 1.5cm 柄長 9.8cm 鞘長 21.7cm 

○作品概要  蒙古刀はモンゴル製の小刀を言う。刀身は平造で反りはない。柄は角製で刀身の両側より鋲でとめている。鞘は木製で表面に鮫革を巻き、鞘口、

責金具、鐺は銅製。象牙製の箸が一膳付属する。 

 

59 ○名  称  蒙古刀（もうことう） 

○時  代  20世紀 

○員  数  1口 

○寸 法 等  刀身全長（柄を含む）25.0cm 刀身最大幅 1.5cm 柄長 8.9cm 鞘長 20.3cm 

○作品概要  刀身は平造無反。柄、鞘ともに木製で、表面に七宝文に透かした銅板を巻き、透かしの部分に黒漆を充填する。象牙製の箸が一膳付属。 

 

60 ○名  称  蒙古刀（もうことう） 

○時  代  20世紀 

○員  数  1口 

○寸 法 等  刀身全長（柄を含む）26.4cm 刀身最大幅 1.4cm 柄長 9.0cm 鞘長 21.7cm 

○作品概要  刀身は平造で反りはない。柄、鞘ともに木製で、表面に七宝文に透かした銅板を巻き、透かした部分に黒漆を塗る。鞘に箸を入れる孔があるも

のの、箸は欠失している。 
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61 ○名  称  蒙古刀（もうことう） 

○時  代  20世紀 

○員  数  1口 

○寸 法 等  刀身全長（柄を含む）29.3cm 刀身最大幅 1.5cm 柄長 12.1cm 鞘長 22.2cm 

○作品概要  刀身は平造で無反。柄は角製で鋲によって刀身と固定され、鉄製の柄頭をつける。柄は木製で、鞘口、責金具、鐺は鉄製である。箸が一膳付属

する。 

 

62 ○名  称  タルワール 

○時  代  19～20世紀 

○員  数  1口 

○寸 法 等  刀身全長（柄を含む）91.0cm 刀身最大幅 3.1cm 柄長 16.9cm 鞘長 90.6cm 

○作品概要  タルワールはインドを代表する湾刀である。刀身は切刃造で、先で大きく湾曲する。柄は金銅製で、板状の柄頭をつけ、花唐草文を彫出する。

鞘は表面をビロードで巻き、金・緑・赤・青糸による帯をつける。鞘口と鞘尻は金銅製で花唐草文を透彫にする。 

 

＜東洋陶磁＞（1件） 

63  ○名  称  無地刷毛目茶碗 銘 冬頭（むじはけめちゃわん めい ふいと） 

○時  代  朝鮮時代・16世紀 

○品  質  陶製 

○員  数  1口 

○寸 法 等  口径 11.2cm 高 11.3cm 底径 7.7cm 

○作品概要  胎は灰茶色の陶胎。形は深い碗形でやや下膨れ、裾部分が腰折れである。見込みは広く平らに削られている。高台は真っ直ぐ高く立ち上がる。 

高台内まで総体に白化粧をし、そのうえに透明釉を掛けている。高台際から畳付きは露胎。裾部分を中心に化粧土に亀裂が走り、外面の口縁近

くには箆によると思われる刻線が巡る。また、ところどころに淡く生じた雨漏りも景色となっている。釉薬を漬けた際の指痕が高台脇に残る。

箱蓋表に墨書で「冬頭」の銘がある。 

 

(3) 編入（397件） 

＜歴史資料＞（397件） 

1   ○名  称  (歴史資料) 

○時  代  江戸時代～昭和時代・17～20世紀 

○品  質  巻子、掛軸、折仕立等／紙本墨画、紙本著色等 

○作品概要  いわゆる「歴史資料(P)」と称されている分野は、昭和 13年(1938)旧歴史部の解体に伴い、当時のいずれの部署にも属さなかった資料群である。

構成としては、江戸幕府からの引継ぎ資料や、当館の前身といえる書籍館、浅草文庫、内務省博覧会事務局収集資料も多く含まれる。平成 13

年度から、歴史資料を列品に編入する作業を行っており、本年度は 397件を列品に編入する。その内容は種々多様で、今回編入にかかる中には

ウィーン万国博覧会会場全景図、江戸城本丸建地割図などが含まれる。 
 

【京都国立博物館】(計 87件) 
(1)購入(1件) 

＜考古＞(1件) 

1 ○名  称  土製外容器 天部像陰刻/青銅経筒 仁平三年銘 付 残存経軸（とうせいがいようきてんぶぞういんこく/せいどうきょうづつにんぺいさんねん 

めい つけたりざんぞんきょうじく） 

○時  代  平安時代 仁平三年（1153） 

○品  質  土製・銅鋳造 

○員  数  1括 

○寸 法 等  外容器 高 32.8cm 口径 20.5cm 青銅経筒 高 27.5cm 口径 14.0cm 

○作品概要  土製外容器及び銅製経筒で、内部には十巻分の経軸が遺存する。土製外容器は瓦質灰色で総高は 32.8cm。身表面の四方には天部像が陰刻されて

おり、天部像の間に四行の銘文が篦で刻まれる。銘文は「仁平三年／九月廿三日／紀武國／藤原氏女」である。外容器の蓋裏には輪宝文が篦描

きされている。内蔵された経筒は青銅鋳造品で総高は 27.5cm。経筒外面にも「仁平三年～」の銘文が刻まれている。経筒内部の経軸には紙本経

の残存が付着しているが展開できる状態ではない。出土地などの伝来は明らかでないが、京都周辺の経塚から出土した可能性が高い。表面に刻

まれた四体の天部像や蓋内面の輪宝文などはきわめて重要な図像資料である。保存状態は比較的良好。 

 

(2)寄贈(86件) 

＜彫刻＞(2件) 

1 ○名  称  石造菩薩頭部（せきぞうぼさつとうぶ）  

○時  代  中国・北魏時代（5～6世紀） 

○品  質  石造（砂岩製） 

○員  数  1個 

○寸 法 等  像高 23.9cm 

○作品概要  雲岡石窟より請来したと伝えられる菩薩像の頭部。後頭部が斜めに切断されており、石窟の壁面に斜めを向くようにあらわされていた像であっ

たと考えられる。古拙な微笑をうかべた表情や、砂岩という素材からも、雲岡石窟から請来された可能性が高い。小像であり、石質の粗さから

表現にも簡素な点があるが、中国の北魏時代にまでさかのぼる作例としてたいへん貴重である。 

 

2 ○名  称  石造菩薩立像（せきぞうぼさつりゅうぞう） 

○時  代  パキスタン・ガンダーラ（近代） 

○品  質  石造 

○員  数  1躯 

○寸 法 等  総高 49.3cm 

○作品概要  近代の模刻像か。 

 

＜陶磁＞(61件) 

3 ○名  称  青磁鎬蓮弁文碗（せいじしのぎれんべんもんわん） 

○時  代  南宋～元（13～14世紀） 

○品  質  青磁 

○員  数  1口 

○寸 法 等  口径 14.3cm 高台径 4.1cm 高 6.2cm 

○作品概要  日本の遺跡から類品がしばしば出土するもので、中国浙江省の龍泉窯の産と目される。 

 

4 ○名  称  珊瑚紅地留白竹文碗 大清乾隆年製銘（さんごべにじりゅうはくちくもんわん だいしんけんりゅうねんせいめい）  

○時  代  清（18世紀） 

○品  質  色絵磁器 

○員  数  1口 
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○寸 法 等  口径 11.8cm 高台径 4.2cm 高 5.3cm 

○作品概要  文様以外の地の部分を釉上彩で塗り詰め、竹の文様を浮かび上がらせるという、中国清時代の色絵磁器に特徴的な技法が用いられた碗。 

 

5 ○名  称  黄釉交胎三足盤（おうゆうこうたいさんそくばん）  

○時  代  唐（8世紀） 

○品  質  施釉陶器 

○員  数  1枚  

○寸 法 等  口径 13.4cm 高 2.7cm 

○作品概要  色の異なる土を意図的に混ぜ合わせ、マーブル状の模様が浮かび上がるようにした土で作られている。器形は異なるものの、同様の技法が用い

られた陶片が、中国河南省の黄冶窯から出土している。 

 

6 ○名  称  青磁碗（せいじわん）  

○時  代  南宋（13世紀） 

○品  質  青磁 

○員  数  1口  

○寸 法 等  口径 12.8cm 高台径 2.9cm 高 4.5cm 

○作品概要  中国浙江省の龍泉窯産と目される青磁碗で、高台内に貼られている「CUNLIFFE」のシールから、イギリスの中国陶磁コレクターとして知られる

ロルフ・クンリフ卿（1899－1963）の旧蔵品かと思われる。 

 

7 ○名  称  三彩小鍑（さんさいしょうふく） 

○時  代  唐（8世紀） 

○品  質  施釉陶器 

○員  数  1口 

○寸 法 等  口径 4.5cm 胴径 8.5cm 高 7.1cm 

○作品概要  中国河南省の黄冶窯から、やや大型の類品が出土している。 

 

8 ○名  称  釉裏紅三魚文高足杯 大明宣徳年製銘（ゆうりこうさんぎょもんこうそくはい だいみんせんとくねんせいめい）  

○時  代  清（18世紀） 

○品  質  釉下彩磁器 

○員  数  1口 

○寸 法 等  口径 9.8cm 高台径 4.5cm 高 8.6cm 

○作品概要  見込みに、中国官窯の製品かと思わせるような「大明宣徳年製」の染付銘があるが、清時代の倣古作と思われる。 

 

9 ○名  称  三彩盤口瓶（さんさいばんこうへい）  

○時  代  唐（8世紀） 

○品  質  施釉陶器 

○員  数  1口  

○寸 法 等  口径 5.9cm 胴径 13.5cm 底径 6.8cm 高 19.4cm 

○作品概要  唐時代の中国で作られた三彩陶器、いわゆる唐三彩の一種で、形が酷似した瓶に黒釉の施された例が、中国河南省の黄冶窯から出土している。 
 

10 ○名  称  白磁有蓋小壺（はくじゆうがいこつぼ）  

○時  代  遼（10～11世紀） 

○品  質  白磁 

○員  数  10枚  

○寸 法 等  口径 7.3cm 胴径 9.5cm 高台径 3.6cm 総高 7.4cm 蓋径 7.5cm 

○作品概要  詳細な産地同定は難しいが、中国北方系の窯の産と推定される。 

 

11 ○名  称  三彩鳳手瓶（さんさいほうしゅへい） 

○時  代  唐（8世紀） 

○品  質  施釉陶器 

○員  数  1口 

○寸 法 等  口径 5.9cm 胴径 9.4cm 高台径 5.9cm 高 17.4cm 

○作品概要  唐時代の中国で作られた三彩陶器、いわゆる唐三彩の一種で、類似の器形の白磁が愛媛文華館に所蔵されている。 

 

12 ○名  称  青磁菊花形杯（せいじきっかがたはい）  

○時  代  南宋（13世紀） 

○品  質  青磁 

○員  数  1口 

○寸 法 等  口径 9.1cm 高台径 3.1cm 高 5.3cm 

○作品概要  中国浙江省の龍泉窯産と目される青磁の菊花形杯で、1996年に久保惣記念美術館で開催された「千声・万声と龍泉窯の青磁」展に出品されたも

の。 

 

13 ○名  称  青花宝相華唐草文手付瓶 大明宣徳年製銘（せいかほうそうげからくさもんてつきへい だいみんせんとくねんせいめい）  

○時  代  清（17～18世紀） 

○品  質  染付磁器 

○員  数  1口  

○寸 法 等  口径 7.5cm 胴径 12.0cm 高台径 4.9cm 高 13.5cm 長 14.4cm 

○作品概要  器形や胴部に施された「大明宣徳年製」染付銘は、一見中国官窯の製品を思わせるが、清時代の倣古作と考えられる。 

 

14 ○名  称  三彩婦女（さんさいふじょ）  

○時  代  唐（8世紀） 

○品  質  施釉陶器 

○員  数  1躯  

○寸 法 等  高 38.4cm 

○作品概要  唐時代の中国で作られた三彩陶器、いわゆる唐三彩の人形で、墳墓に副葬されていたものと考えられる。 

 

15 ○名  称  黄玻璃細頸瓶 乾隆年製銘（きはりさいけいへい けんりゅうねんせいめい）  

○時  代  清（18世紀） 

○品  質  色ガラス 

○員  数  1口  

○寸 法 等  口径 3.4cm 胴径 11.0cm 高台径 5.2cm 高 23.9cm 
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○作品概要  清時代の中国で盛んに製作されていた色ガラスの壺。高台内に「乾隆年製」の銘が施されているが、字が乱れており、後彫りではないかと思わ

れる。 

 

16 ○名  称  青白磁花唐草文鉢（せいはくじはなからくさもんはち） 

○時  代  北宋～南宋（11～12世紀） 

○品  質  青白磁 

○員  数  1口 

○寸 法 等  口径 17.4cm 高台径 5.4cm 高 5.2cm 

○作品概要  中国江西省の景徳鎮窯の産と目される。 

 

17 ○名  称  豆彩宝相華文盤 大清雍正年製銘（とうさいほうそうげもんばん だいしんようせいねんせいめい）  

○時  代  清（18世紀） 

○品  質  色絵磁器 

○員  数  1枚 

○寸 法 等  口径 21.2cm 高台径 14.2cm 高 4.3cm 

○作品概要  日本国内有数の中国陶磁コレクションとして著名な、横河民輔コレクション（東京国立博物館蔵）の中に類品があり、清朝の景徳鎮官窯製品の

特徴をよく示す。 

 

18 ○名  称  青磁唐草文鉢 大清雍正年製銘（せいじからくさもんはち だいしんようせいねんせいめい）  

○時  代  清（18世紀） 

○品  質  青磁 

○員  数  1口  

○寸 法 等  口径 20.6cm 高台径 10.8cm 高 9.8cm 

○作品概要  白磁胎の上に青磁釉をかけるという、清時代の青磁の特徴をよく示す。 

 

19 ○名  称  白磁浄瓶（はくじじょうへい）  

○時  代  唐（8世紀） 

○品  質  白磁 

○員  数  1口  

○寸 法 等  口径 1.8cm 胴径 12.3cm 高台径 6.5cm 高 27.2cm 

○作品概要  中国北方系の窯で焼かれたと考えられるもので、プライベート・コレクションであるが 8世紀後半の作とされる類品（『中国の陶磁 第五巻 白

磁』平凡社 1998所収）の存在が知られている。 

 

20 ○名  称  白地鉄絵花卉文瓶（しろじてつえかきもんへい）  

○時  代  金～元時代（13～14世紀） 

○品  質  施釉陶器 

○員  数  1口  

○寸 法 等  口径 7.4cm 胴径 16.8cm 高台径 8.5cm 高 29.2cm 

○作品概要  中国北方、おそらくは河南省の窯で焼かれたと考えられる。 

 

21 ○名  称  青白磁瓜形水注（せいはくじうりがたすいちゅう） 

○時  代  北宋（11世紀） 

○品  質  青白磁 

○員  数  1口 

○寸 法 等  口径 6.9cm 胴径 15.0cm 底径 7.4cm 総高 20.2cm 蓋径 7.5cm 

○作品概要  産地については、研究者の間でも江西省の景徳鎮窯とみる意見と福建省産とみる意見がある。 

 

22 ○名  称  青磁貼花牡丹唐草文梅瓶（せいじちょうかぼたんからくさもんめいぴん）  

○時  代  南宋～元（13～14世紀） 

○品  質  青磁 

○員  数  1口 

○寸 法 等  口径 4.6cm 胴径 13.8cm 高台径 6.6cm 高 22.0cm 

○作品概要  高台内に貼られているシールに、「EXHIBITED OCS 1947 EXHB.No.47」と記されており、1947年に英国東洋陶磁学会（Oriental Ceramic Society）

が開催した青磁展で展示されたものと知られる。 

 

23 ○名  称  白磁双耳小瓶（はくじそうじしょうへい）  

○時  代  清（17～18世紀か） 

○品  質  白磁 

○員  数  1口  

○寸 法 等  口径 3.1cm 胴径 7.4cm 高台径 5.2cm 高 14.4cm 

○作品概要  独特の釉調から、福建省の徳化窯の産と考えられる。 

 

24 ○名  称  白地紅被玻璃花卉文小壺 大清乾隆年製銘（しろじこうひはりかきもんこつぼ だいしんけんりゅうねんせいめい）  

○時  代  清（18世紀） 

○品  質  色ガラス 

○員  数  1口  

○寸 法 等  口径 5.3cm 胴径 8.7cm 高台径 5.0cm 高 5.2cm 

○作品概要  スノーフレイク・ガラスと呼ばれる無数の気泡を含む透明なガラスの上に、浮き彫り模様の紅ガラスが重ねあわされており、清時代のガラス製

品に特徴的な被せガラスの特徴をよく示している。 

 

25 ○名  称  緑釉羊房（りょくゆうようぼう）  

○時  代  後漢（1～3世紀） 

○品  質  施釉陶器 

○員  数  1個  

○寸 法 等  口径 24.3cm 底径 19.6cm 高 8.0cm 幅 25.4cm 

○作品概要  鉛ガラス系の低火度鉛釉が施されている。 

 

26 ○名  称  五彩人物文盤 大清康熙年製銘（ごさいじんぶつもんばん だいしんこうきねんせいめい）  

○時  代  清（17～18世紀） 

○品  質  色絵磁器 

○員  数  1枚  
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○寸 法 等  口径 15.1cm 高台径 9.9cm 高 1.8cm 

○作品概要  高台内に貼られたシールから、1996年 4月 29日にクリスティーズ香港のオークションにかけられたものと知られる。 

27 ○名  称  淡青釉波濤文盤 大清雍正年製銘（たんせいゆうはとうもんばん だいしんようせいねんせいめい） 

○時  代  清（18世紀） 

○品  質  磁器 

○員  数  1枚 

○寸 法 等  口径 16.1cm 高台径 9.4cm 高 3.8cm 

○作品概要  高台内に貼られたシールから、2000年にイギリスのＳ．マーチャント＆サン社が、ロルフ・ハイニガーコレクションとして紹介した作品群の中

の１点と知られる。

28 ○名  称  豆彩花唐草文碗 大清乾隆年製銘（とうさいはなからくさもんわん だいしんけんりゅうねんせいめい） 

○時  代  清（19～20世紀） 

○品  質  色絵磁器 

○員  数  1口 

○寸 法 等  口径 14.4cm 高台径 5.4cm 高 6.7cm 

○作品概要  高台内に「大明乾隆年製」の染付銘が施されているが、清時代末期の倣古作ではないかと考えられる。

29 ○名  称  青花唐草文饅頭心碗 大明宣徳年製銘（せいかからくさもんまんとうしんわん だいみんせんとくねんせいめい）  

○時  代  明（16～17世紀） 

○品  質  染付磁器 

○員  数  1口  

○寸 法 等  口径 15.2cm 高台径 4.6cm 高 6.0cm 

○作品概要  文様や金属器に起源するとみられる独特の形状から、イスラム圏向けに作られたものと推定されており、東京の梅澤記念館所蔵品として類品

（『世界陶磁全集 14 明』小学館 1976）が紹介されている。 

30 ○名  称  青花花唐草文杯 大清雍正年製銘（せいかはなからくさもんはい だいしんようせいねんせいめい）  

○時  代  清（18世紀） 

○品  質  染付磁器 

○員  数  2口  

○寸 法 等  口径 7.1cm 高台径 2.8cm 高 3.7cm 

○作品概要  高台内に施された二重圏線枠内の「大明雍正年製」染付銘は、一見中国官窯風ではあるが、同時代の民窯の作ではないかと考えられる。 

31 ○名  称  三彩宝相華文三足盤（さんさいほうそうげもんさんそくばん） 

○時  代  唐（8世紀） 

○品  質  施釉陶器 

○員  数  1枚 

○寸 法 等  口径 24.1cm 高 5.1cm 

○作品概要  唐時代の中国で作られた三彩陶器、いわゆる唐三彩の盤。器形は異なるが、類似の印花文が施された陶片が、中国河南省の黄冶窯から出土して

いる。 

32 ○名  称  白玻璃小壺（しろはりこつぼ）  

○時  代  清（18世紀か） 

○品  質  ガラス 

○員  数  1口 

○寸 法 等  口径 5.4cm 胴径 7.8cm 底径 2.7cm 高 4.6cm 

○作品概要  中国清時代のガラス製品には、玉を模した作例が少なくなく、本例の場合に白玉が意識されていたと考えられる。 

33 ○名  称  黄釉暗花団花文碗 大清康熙年製銘（おうゆうあんかだんかもんわん だいしんこうきねんせいめい）  

○時  代  清（17～18世紀） 

○品  質  色絵磁器 

○員  数  1口  

○寸 法 等  口径 12.5cm 高台径 4.4cm 高 6.6cm 

○作品概要  線彫りの陰刻模様が施された白磁全体を黄釉で塗り詰める手法は、明時代から行われているものの、レモンイエローを呈する黄釉は清時代の作

の特徴をよく示している。 

34 ○名  称  豆彩花唐草文盤 大清雍正年製銘（とうさいはなからくさもんばん だいしんようせいねんせいめい）  

○時  代  清（18世紀） 

○品  質  色絵磁器 

○員  数  2枚  

○寸 法 等  口径 15.5cm 高台径 9.3cm 

○作品概要  高台内に貼られたシールから、2000年 10月に、サザビーズ香港のオークションにかけられたものと知られる。 

35 ○名  称  青磁刻花波濤文盤（せいじこっかはとうもんばん）  

○時  代  北宋（11～12世紀） 

○品  質  青磁 

○員  数  1枚  

○寸 法 等  口径 13.4cm 底径 2.6cm 高 2.6cm 

○作品概要  中国陝西省の耀州窯で焼かれたと考えられる青磁で、プライベート・コレクションではあるが北宋時代の作と目される類品（『―中国中原に華

ひらいた名窯―耀州窯』朝日新聞社 1997所収）の存在が知られている。 

36 ○名  称  三彩印花宝相華文方盤（さんさいいんかほうそうげもんほうばん）  

○時  代  遼（11世紀） 

○品  質  施釉陶器 

○員  数  1枚  

○寸 法 等  口径 12.4×12.5cm 高 3.0cm 

○作品概要  中国内蒙古自治区赤峰市寧城県楡林郷小劉仗村古墓から、色違いの類品が出土している。 

37 ○名  称  緑釉万年壺（りょくゆうまんねんこ） 

○時  代  唐（8世紀） 

○品  質  施釉陶器 
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○員  数  1口 

○寸 法 等  口径 13.2cm 胴径 21.1cm 高台径 1.8cm 高 19.0cm 

○作品概要  本例は蓋を欠くが、共蓋とみられる類品が東京の出光美術館に所蔵されている。 

38 ○名  称  白地線彫花卉文長方形枕（しろじせんぼりかきもんちょうほうけいまくら）  

○時  代  北宋～金（12世紀） 

○品  質  施釉陶器 

○員  数  1個 

○寸 法 等  幅 18.4×28.7cm 底径 16.7×25.5cm 高 11.5cm 

○作品概要  釉薬の下に塗布した白泥を、線彫りして掻き落とす手法は、北宋時代の中国河北省の磁州窯に特徴的な技法であるが、全体の形状が類似した陶

枕に至順二年（1331）の墨書銘が施されている事例（林原美術館蔵の三彩枕）があるため、北宋時代の終わりか、金時代の初期の作ではないか

と思われる。 

39 ○名  称  三彩牡丹文豆形枕（さんさいぼたんもんまめがたまくら）  

○時  代  金（12～13世紀） 

○品  質  施釉陶器 

○員  数  1個  

○寸 法 等  胴径 25.0×35.0cm 高台径 21.2×31.1cm 高 11.5cm 

○作品概要  日本国内有数の中国陶磁コレクションとして著名な、横河民輔コレクション（東京国立博物館蔵）の中に、中国河北省の磁州窯産と目される類

品がある。 

40 ○名  称  加彩武人（かさいぶじん）  

○時  代  南北朝（5～6世紀） 

○品  質  素焼土製品 

○員  数  1躯  

○寸 法 等  高 18.3cm 

○作品概要  顔面には後世の補彩が加えられているが、本体は中国南北朝時代、おそらくは北魏ころのものと考えられる。 

41 ○名  称  白磁鼎形香炉（はくじかなえがたこうろ） 

○時  代  清（17～18世紀か） 

○品  質  白磁 

○員  数  1口 

○寸 法 等  口径 10.9cm 高 13.9cm 

○作品概要  独特の釉調から、福建省の徳化窯の産と考えられる。 

42 ○名  称  黒釉銹花花卉文玉壺春瓶（こくゆうしゅうかかきもんぎょっこしゅんへい）  

○時  代  金～元（13～14世紀） 

○品  質  施釉陶器 

○員  数  1口 

○寸 法 等  口径 7.1cm 胴径 15.3cm 高台径 7.8cm 高 26.4cm 

○作品概要  器形は異なるが、黒釉の上に褐彩で花卉文様が施されている事例が東京国立博物館所蔵の横河民輔コレクションの中にあり、中国北方系の窯で

金～元時代に焼かれたものと考えられている。 

43 ○名  称  加彩文官（かさいぶんかん）  

○時  代  南北朝（5～6世紀） 

○品  質  素焼土製品 

○員  数  1躯  

○寸 法 等  高 35.6cm 

○作品概要  しぐさに若干の相違は認められるものの、全体の雰囲気が非常によく似た文官の俑（人形）が、中国陝西省漢中崔家営の西魏時代の古墓から出

土している。 

44 ○名  称  白無地長頸瓶（しろむじちょうけいへい）  

○時  代  北宋（11～12世紀） 

○品  質  施釉陶器 

○員  数  1口  

○寸 法 等  口径 13.1cm 胴径 18.3cm 高台径 8.8cm 高 32.0cm 

○作品概要  中国河南省の磁州窯産と目される瓶で、東京の徒繰り戸栗美術館に北宋時代のものとされる類品が所蔵されている。 

45 ○名  称  三彩柄付杯（さんさいえつきはい）  

○時  代  唐（8世紀） 

○品  質  施釉陶器 

○員  数  1口  

○寸 法 等  口径 4.9cm 胴径 6.7cm 底径 2.7cm 高 5.3cm 長 8.9cm 

○作品概要  中国北方系の窯で焼かれたと考えられるもので、プライベート・コレクションであるが唐時代の作とされる類品（『唐磁 白磁・青磁・三彩』

根津美術館 1988所収）の存在が知られている。 

46 ○名  称  青磁刻花牡丹文碗（せいじこっかぼたんもんわん）  

○時  代  北宋（11世紀） 

○品  質  青磁 

○員  数  1口  

○寸 法 等  口径 11.6cm 高台径 4.3cm 高 5.7cm 

○作品概要  中国陝西省の耀州窯で焼かれたと考えられる青磁で、既に京都国立博物館所蔵品となっている中にも北宋時代の作と目される類品がある。 

47 ○名  称  澱青釉鉢（でんせいゆうはち） 

○時  代  北宋～金（12～13世紀） 

○品  質  施釉陶器 

○員  数  1口 

○寸 法 等  口径 18.8cm 高台径 5.2cm 高 8.4cm 

○作品概要  月白釉とも呼ばれる独特の釉調から、宋時代の名窯として知られる鈞窯の作と考えられる。 

48 ○名  称  白磁刻花花卉文碗（はくじこっかかきもんわん） 
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○時  代  北宋（11～12世紀） 

○品  質  白磁 

○員  数  1口 

○寸 法 等  口径 20.7cm 高台径 6.4cm 高 7.6cm 

○作品概要  僅かに黄ばんだやや柔らかな印象の釉調から、中国河北省の定窯で焼かれたものと考えられる。 

 

49 ○名  称  青花黄彩雲龍文盤 大清康熙年製銘（せいかこうさいうんりゅうもんばん だいしんこうきねんせいめい）  

○時  代  清（17～18世紀） 

○品  質  色絵磁器 

○員  数  1枚  

○寸 法 等  口径 25.2cm 高台径 16.3cm 高 4.3cm 

○作品概要  中国江西省の景徳鎮窯で焼かれたと考えられるもので、静岡のＭＯＡ美術館に類品が所蔵されている。 

 

50 ○名  称  粉彩松鹿図瓶 大清乾隆年製銘（ふんさいしょうろくずへい だいしんけんりゅうねんせいめい）  

○時  代  清（18世紀） 

○品  質  色絵磁器 

○員  数  1対  

○寸 法 等  口径 6.1～6.2cm 胴径 12.7cm 高台径 7.2cm 高 27.3～27.4cm 

○作品概要  極めて精巧な作りと高台内の銘款から、官窯である御器廠で焼かれたと考えられるもので、1992年に大阪市立美術館で開催された『清朝工芸の

美 秀麗な清朝陶磁を中心に』でも展示された名品である。 

 

51 ○名  称  天藍釉蒜頭瓶 大清乾隆年製銘（てんらんゆうさんとうへい だいしんけんりゅうねんせいめい） 

○時  代  清（18世紀） 

○品  質  磁器 

○員  数  1口 

○寸 法 等  口径 3.8cm 胴径 15.2cm 高台径 9.1cm 高 28.3cm 

○作品概要  №50と共に、1992年に大阪市立美術館で開催された『清朝工芸の美 秀麗な清朝陶磁を中心に』でも展示された作品である。 

 

52 ○名  称  加彩馬（かさいうま）  

○時  代  唐（7世紀） 

○品  質  素焼土製品 

○員  数  1躯 

○寸 法 等  高 26.5cm 長 27.4cm 

○作品概要  唐時代の中国で製作された俑（人形）には、鉛ガラス系の釉薬で彩られたものと、本例のように顔料で彩色しただけで、焼き付けていないもの

の両者が認められる。 

 

53 ○名  称  三彩有蓋万年壺（さんさいゆうがいまんねんこ）  

○時  代  唐（8世紀） 

○品  質  施釉陶器 

○員  数  1口  

○寸 法 等  口径 11.0 cm 胴径 21.1 cm 高台径 10.7 cm 総高 23.9 cm 蓋径 10.8cm 

○作品概要  唐時代の中国で作られた三彩陶器、いわゆる唐三彩の蓋付壺で、類品が中国河南省の黄冶窯から出土している。蓋と身は本来の組み合わせでは

ないかもしれないが、墳墓に副葬されていたものであろう。 

 

54 ○名  称  白磁印花花鳥文盤（はくじいんかかちょうもんばん）  

○時  代  北宋（11～12世紀） 

○品  質  白磁 

○員  数  1枚  

○寸 法 等  口径 28.6cm 高台径 12.1cm 高 5.2cm 

○作品概要  独特のやや柔らかな印象の釉調から、中国河北省の定窯で焼かれたものと考えられる。 

 

55 ○名  称  白磁鉢（はくじはち）  

○時  代  遼（10～11世紀）か 

○品  質  白磁 

○員  数  1口  

○寸 法 等  口径 21.8cm 胴径 23.2cm 高台径 9.9cm 高 12.9cm 

○作品概要  産地を細かく特定しがたいが、中国北方系の窯で焼かれたものと考えられる。 

 

56 ○名  称  素三彩二果文盤 大清康熙年製銘（そさんさいにかもんばん だいしんこうきねんせいめい）  

○時  代  清（17～18世紀） 

○品  質  色絵磁器 

○員  数  1枚  

○寸 法 等  口径 24.8cm 高台径 17.0cm 

○作品概要  №50と共に、1992年に大阪市立美術館で開催された『清朝工芸の美 秀麗な清朝陶磁を中心に』でも展示された作品である。 

 

57 ○名  称  三彩合子（さんさいごうす） 

○時  代  唐（8世紀） 

○品  質  施釉陶器 

○員  数  1合 

○寸 法 等  口径 9.8cm 底径 5.8cm 総高 3.6cm 蓋径 9.9cm 

○作品概要  唐時代の中国で作られた三彩陶器、いわゆる唐三彩の合子で、配色は異なるものの、類品が東京の出光美術館に所蔵されている。 

 

58 ○名  称  澱青釉紫斑杯（でんせいゆうしはんはい）  

○時  代  金～元（12～13世紀） 

○品  質  施釉陶器 

○員  数  1口 

○寸 法 等  口径 8.8cm 胴径 8.9cm 高台径 3.1cm 高 4.3cm 

○作品概要  白濁気味の青色の中に紫色の斑紋が表れた独特の釉調から、宋時代の名窯として知られる鈞窯の作と考えられる。 

 

59 ○名  称  白磁刻花蓮華文輪花盤（はくじこっかれんげもんりんかばん）  

○時  代  北宋（11～12世紀） 
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○品  質  白磁 

○員  数  1枚  

○寸 法 等  口径 20.2cm 高台径 6.3cm 高 4.4cm 

○作品概要  僅かに黄ばんだやや柔らかな印象の釉調から、中国河北省の定窯で焼かれたものと考えられる。 

 

60 ○名  称  色絵人物図徳利（いろえじんぶつずとっくり）  

○時  代  江戸時代 

○品  質  色絵磁器 

○員  数  1口  

○寸 法 等  口径 4.5cm 底径 10.2cm 高 33.5cm 

○作品概要  日本の有田窯で焼かれたと考えられる色絵磁器の徳利で、描かれているのは花魁道中かと思われる。 

 

61 ○名  称  焼締壺 伝信州善光寺出土（やきしめつぼ でんしんしゅうぜんこうじしゅつど）  

○時  代  鎌倉時代 

○品  質  焼締陶器 

○員  数  1口  

○寸 法 等  高 24.7cm 底径 7.2cm 口径 11.6cm 

○作品概要  産地の特定が難しいが、常滑など東海地方の瓷器系中世陶器の窯で焼かれたと考えられるもので、長野県と伝えられる出土地情報を勘案するな

らば、あるいは岐阜県の中津川窯の産ではないかとも考えられる。 

 

62 ○名  称  青花琵琶湖八景図磁板（せいかびわこはっけいずじばん）  

○時  代  清（嘉慶 18年） 

○品  質  染付磁器 

○員  数  1枚  

○寸 法 等  縦 28.5cm 横 26.8cm 高 3.1cm 

○作品概要  清時代の中国で製作されたものであるが、描かれている図様が日本の琵琶湖八景であり、裏面に染付で記された銘文によって、日本からの注文

制作であることが知られる。岡山県の旧家に伝来したもの。 

 

63 ○名  称  青磁多嘴瓶（せいじたかくへい）  

○時  代  北宋時代 

○品  質  青磁 

○員  数  1口  

○寸 法 等  口径 7.9cm 胴径 14.6cm 高台径 8.6cm 総高 30.3cm 

○作品概要  産地を特定することが難しいが、中国浙江省近辺の窯で焼かれたものと推定される。 

 

＜染織＞(1件) 

64 ○名  称  婚礼衣裳（こんれいいしょう） 

○時  代  明治時代・昭和時代 

○品  質  絹地 錦、友禅染・刺繡、刺繡など 

○員  数  12点 1括 

○寸 法 等  金通地日本名所文様友禅染繡振袖打掛 丈 167.0㎝ 総裄 130.0㎝ 袖丈 107.0㎝ ほか 

○作品概要  昭和 5 年に挙式した寄贈者の実母の結納・婚礼衣裳、昭和 38 年に実母の打掛を着用して挙式した実姉の掛下振袖と帯、それらとともに一括さ

れていた明治時代の衣裳を含む近代の晴着一括。寄贈者の母は山林を経営する播磨の名家に育ち、神戸で酒造業を営んでいた寄贈者の父に嫁い

だ。最も注目されるのは、金通地日本名所文様友禅染繡振袖打掛で、昭和初期に流行した洋風画のような筆触の友禅染で、日本各地の名所を描

く。難波高島屋製。 

 

＜考古＞(22件) 

65 ○名  称  変形方格規矩鏡（京都府向日市物集女恵美須古墳出土）（へんけいほうかくきくきょう(きょうとふむこうしもづめえびすこふんしゅつど)） 

○指  定  重要文化財 

○時  代  古墳時代前期（4世紀） 

○品  質  青銅鋳造 

○員  数  1面（附 変形四獣鏡（鏡面付着）1面・石釧 2個・管玉 9個） 

○寸 法 等  面径 24.0㎝ 

○作品概要  京都府向日市に所在した物集女古墳から大正時代に出土したもの。中国漢時代に多い方格規矩鏡を日本列島内で模倣製作したもの。特筆すべき

は文様が背面だけでなく鏡面の側にまわりこんで施されているところで、古墳時代ではこれを含めてわずか二面だけの珍しい文様配置であるこ

と。古墳時代前期の鏡製作技術の水準をよく示す例。古く個人蔵となり、長く京都国立博物館に寄託されていたが、このたび博物館へ寄贈され

たもの。 

 

66 ○名  称  銅戈（出土地不詳）（どうか（しゅつどちふしょう）） 
○時  代  弥生時代 

○品  質  青銅鋳造 

○員  数  1点 

○寸 法 等  長 37.5cm 

○作品概要  出土地が不詳であるのが惜しまれるが、弥生時代中期（紀元前後頃）の北部九州で製作使用された青銅の武器形祭器。本来の武器としての機能

は失われ、刃部に刃は付かない。弥生時代の青銅器の代表例であり展示に充分活用できる。 

 

67 ○名  称  三角縁三神三獣鏡・車輪石（大阪府豊中市御神山古墳出土）（さんかくぶちさんしんさんじゅうきょう・しゃりんせき（おおさかふとよなかし

おがみやまこふんしゅつど）） 

○時  代  古墳時代前期（4世紀） 

○品  質  三角縁神獣鏡は青銅鋳造・車輪石は緑色凝灰岩製 

○員  数  1面・2点 

○寸 法 等  三角縁三神三獣鏡 面径 22.0cm 車輪石①縦 20.0cm 幅 17.7cm、②縦 20.5cm 幅 18.3cm 

○作品概要  古墳時代前期後半の古墳出土品。出土した年次が古く、その出土状況が不明であるのが惜しまれる遺物。三角縁三神三獣鏡はいわゆる倣製鏡で

その背面の文様は不鮮明である。また２個の車輪石は大型であり、形式的には新しい段階に属するとされる。鏡と車輪石の間に齟齬は少なく、

典型的な前期後半の古墳出土品といえる。展示に耐えうる優品。 

 

68 ○名  称  石鏃・銅鏃その他（出土地不詳）（せきぞく・どうぞくそのた（しゅつどちふしょう）） 

○時  代  縄文～古墳時代 

○品  質  石・青銅ほか 

○員  数  10箱 1括 208点 

○作品概要  十段重ねの薄い箱に糸でかがられた遺物が貼り込まれている。その内容は、銅製耳輪（古墳時代）、勾玉・管玉・丸玉（古墳時代）、勾玉・小玉・
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管玉（古墳時代）、石匙・石鏃（縄文時代）、石鏃（縄文時代）、石匙・石錐・石鏃（縄文時代）、石匙（縄文時代）石鏃・石錐・石包丁（弥生時

代）、銅鏃（古墳時代）、勾玉・石製品片（古墳時代）である。いずれも良質で展示に耐える。 

 

69 ○名  称  石器時代・古墳時代出土品（出土地不詳）（せっきじだい・こふんじだいしゅつどひん（しゅつどちふしょう）） 

○時  代  縄文～古墳時代 

○品  質  石・骨角・土・青銅 

○員  数  7箱 1括 53点 

○作品概要  七段重ねの薄い箱の中に糸でかがった遺物。その内容は、鉄鏃（古墳時代）、鉄鏃（古墳時代）、金銅製耳環・鍔（古墳時代）、小型青銅鐸（古

墳時代）、骨角器・滑石製模造刀子・石匙（縄文時代・古墳時代）、貝製腕輪（縄文時代）、土偶破片・骨角器（縄文時代）などである。展示に

活用できる遺物。 

 

70 ○名  称  二神二獣鏡（出土地不詳）（にしんにじゅうきょう（しゅつどちふしょう）） 

○時  代  古墳時代 

○品  質  青銅鋳造 

○員  数  1面 

○寸 法 等  面径 11.2cm 

○作品概要  古墳時代前期～中期の日本製の銅鏡。内区には四乳がありその間に退化して二神像と二獣像を入れる。出土地は不詳。 

 

71 ○名  称  半円方形帯神獣鏡（出土地不詳）（はんえんほうけいたいしんじゅうきょう（しゅつどちふしょう）） 

○時  代  古墳時代 

○品  質  青銅鋳造 

○員  数  1面 

○寸 法 等  面径 13.6cm 

○作品概要  古墳時代中期に日本で製作された銅鏡。周縁部に画文帯を巡らせる。その内側には半円と方形を交互に配置する。内区には退化した獣文と神像

を配置する。保存状態は良好。研究上重要な遺物。出土地は不明。 

 

72 ○名  称  獣文鏡（出土地不詳）（じゅうもんきょう（しゅつどちふしょう）） 

○時  代  古墳時代 

○品  質  青銅鋳造 

○員  数  1面 

○寸 法 等  面径 9.1㎝ 

○作品概要  小型で薄い鏡。古墳時代中期の日本製の鏡。櫛歯文帯、鋸歯文帯をもつ。内区には六乳が配され、その間に変形した獣文を入れる。出土地は不

詳。 

 

73 ○名  称  櫛歯文帯内行花文鏡（伝岐阜県赤坂出土）（くしばもんたいないこうかもんきょう(でんぎふけんあかさかしゅつど)） 

○時  代  古墳時代 

○品  質  青銅鋳造 

○員  数  1面 

○寸 法 等  面径 8.1㎝ 

○作品概要  小型で薄い鏡。古墳時代前期～中期の日本製の鏡。内行花文は中国鏡の名残である。岐阜県赤坂出土の箱書がある。 

 

74 ○名  称  斝（か） 

○時  代  西周～ 

○品  質  青銅鋳造 

○員  数  1口 

○寸 法 等  高 30.7cm 口径 16.8cm 

○作品概要  内底に陰刻の金文あり。倣古品の可能性がある。口縁に二本の柱をもち、把手は板状である。足は三本。体部に獣文をもつ。 

 

75 ○名  称  觚（こ） 

○時  代  商代後期 

○品  質  青銅鋳造 

○員  数  1口 

○寸 法 等  高 32.9cm 口径 16.0cm 

○作品概要  飲酒器。口がラッパ状に開き、八の字状に開く高い圏足をもつ。身の表面に獣文をほどこす。古代中国青銅器の典型例。 

 

76 ○名  称  卣（ゆう） 

○時  代  明代～清代か 

○品  質  青銅鋳造 

○員  数  1個 

○寸 法 等  高 22.5cm 

○作品概要  古代青銅器の倣古品か。下腹部の張る体部に提げる把手をもつ。蓋と身に犠首をもつ。内面に銘あり。 

 

77 ○名  称  平底爵（ひらぞこしゃく） 

○時  代  商代・現代 

○品  質  青銅鋳造・樹脂 

○員  数  1口 

○寸 法 等  高 16.4cm 長 15.0cm 

○作品概要  平底の爵。型式は古いものだが、その形の大部分（上半）を近代になって樹脂成形したもの。 

 

78 ○名  称  丸底爵（まるぞこしゃく） 

○時  代  商代後期 

○品  質  青銅鋳造 

○員  数  1口  

○寸 法 等  高 16.4cm 長 15.0cm 

○作品概要  形の整った典型的な爵。三足の酒器。身に獣文をもつ。典型的な古代中国の青銅器。 

 

79 ○名  称  盉（か） 

○時  代  東周代か 

○品  質  青銅鋳造 

○員  数  1個 

○寸 法 等  高 23.5cm 長 27.0cm 
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○作品概要  戦国時代の後半に長江流域に分布する形式。あるいは明・清の倣古品か。体部は壺形で、注ぎ口をもち、蓋があり、把手をもつ三足の器。 

 

80 ○名  称  連弧文細地虺龍鏡（れんこもんさいじきりゅうきょう） 

○時  代  秦～前漢初 

○品  質  青銅鋳造・鍍銀 

○員  数  1面 

○寸 法 等  面径 26.8cm 

○作品概要  内区に四頭の獣文。外区には四匹の虺龍文。周縁は連弧縁。とても上質な鏡であり展示効果が高い。 

 

81 ○名  称  青銅騎馬人物小像（せいどうきばじんぶつしょうぞう） 

○時  代  漢代か 

○品  質  青銅鋳造 

○員  数  1個  

○寸 法 等  全長 6.5cm 高 5.7cm 

○作品概要  小型の騎馬人物像。武人ではなく文人。 

 

82 ○名  称  銀象眼銘青銅虎符（ぎんぞうがんめいせいどうこふ） 

○時  代  漢代か 

○品  質  青銅鋳造 

○員  数  1個 

○寸 法 等  全長 6.7cm 高 4.6cm 

○作品概要  非常に小型の虎符。虎符は戦争時に徴兵用の符牒。左右に割れる割符。身の表面には「甲兵之符右十」などの銘文が象嵌されている。 

 

83 ○名  称  金銀象眼青銅虎鎮（きんぎんぞうがんせいどうこちん） 

○時  代  漢代か 

○品  質  青銅鋳造 

○員  数  1個 

○寸 法 等  底径 5.5cm 高 3.5cm 

○作品概要  虎鎮は文鎮のこと。普通は 4個でセット。モチーフは虎が猪を咥える様子。体部に金銀で線文様をもつ。 

 

84 ○名  称  金銅獅子形金具（こんどうししがたかなぐ） 

○時  代  漢代～六朝 

○品  質  青銅鋳造・鍍金 

○員  数  1個 

○寸 法 等  全長 4.7cm 高 3.5cm 

○作品概要  舌を長く垂らす獅子をかたどった小型金具。なにかの部品の一部。 

 

85 ○名  称  青銅人面付浄瓶（せいどうじんめんつきじょうへい） 

○時  代  唐代 

○品  質  青銅鋳造。表面を削り仕上げ。 

○員  数  1個 

○寸 法 等  総高 26.0cm 胴径 9.5 cm 

○作品概要  形状は盛唐代の浄瓶。顔はひげのある胡人の容貌。類似品が法隆寺と正倉院に存在する。この顔表現については要検討。 

 

86 ○名  称  銀鍍金狩猟文脚付杯（ぎんときんしゅりょうもんあしつきはい） 

○時  代  唐代か 

○品  質  体は銀製。脚付のカップ。表面に魚子文、狩猟文、鳥獣文、植物文など 

○員  数  1口 

○寸 法 等  総高 8.3cm 口径 7.2cm 脚径 4.4cm 

○作品概要  盛唐代に見られる脚付の銀杯。文様は非常に精緻で、地文の魚子も細密。身の四方に騎馬人物像がそれぞれ配置され、その上下に兎・狐・鹿・

牛・飛鳥などが表現される。西安出土の銀杯に類似の文様がある。検討を要するが、重要な資料。 

 

【奈良国立博物館】(計 3件) 
(1)購入(2件) 

＜絵画＞(1件) 

1  ○名  称  絹本著色東大寺曼荼羅（けんぽんちゃくしょくとうだいじまんだら） 

   ○時    代  室町時代 16世紀 

   ○品  質  絹本著色 掛幅装 

   ○員  数  1幅 

   ○寸 法 等  （本紙）縦 132.3cm 横 72.1cm 

         （表具）縦 208.3cm 横 83.4cm 

   ○作品概要  2幅 1鋪の画絹に、大仏殿をはじめとする東大寺の伽藍を、画面上方を東として描く。堂宇は基本的に本図製作時の東大寺の伽藍を写している

可能性が高い。景観中には寺僧や参詣者の男女が製作時期の風俗で描かれるとともに、縁起の伝説的内容も描きこまれており、室町時代頃か

ら江戸時代にかけて盛行した社寺参詣曼荼羅に共通する特色を示す。作風の特色から室町時代（16 世紀）の南都絵所の作と考えられ、入念で

秀逸な絵画表現が評価される。室町時代後期の東大寺伽藍を描いた絵画として資料的価値が高いだけでなく、室町時代の南都の寺院景観図と

しても類例のない貴重な作品である。 

 

＜書跡＞(1件) 

2  ○名  称  古写経断簡集（こしゃきょうだんかんしゅう） 

   ○時    代  奈良～平安時代 8～12世紀 

   ○品  質  紙本墨書 紺紙金字 巻子装 

   ○員  数  1巻 

   ○寸 法 等   縦 26.0cm 全長 1281.0cm（見返し・軸付部を除く） 表紙縦 25.8cm 表紙横 25.7cm          

   ○作品概要  古写経の断簡 49点を、巻子状の台紙に間隔を空けながら貼りこんだものである。断簡と断簡の間の空白部分には、左に続く写経に関する説明

文が書かれている。経文の書写年代は概ね奈良時代から平安時代までに収まるようである。年紀を含む識語を持つ断簡が 3 点あるが、うち 1

点はこれまで全く知られていない新出の史料である。また、本品にはかつて法隆寺一切経を構成していた経巻から出たと思しき断簡が多く含

まれるほか、断簡の合間に記述される説明文によると、唐招提寺、東大寺、興福寺等から出た断簡もあるとされる。本品は古写経の伝来や流

出に関わる重要な情報を秘めている可能性があり、研究資料として価値が高いといえる。 
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 (2)寄贈(1件) 

＜書跡＞(1件) 

1  ○名  称  (重要美術品)紺紙金字五苦章句経（こんしきんじごくしょうくぎょう） 

   ○時    代  平安時代 12世紀 

   ○品  質  紺紙 金字 巻子装 

   ○員  数  1巻 

   ○寸 法 等   縦 26.3cm 長 603.2cm 

   ○作品概要  紺紙を 11紙継ぎ、銀泥で界線を引き、金泥で経文を書写する。表紙には金銀泥で宝相華唐草文をあらわし、左上端に金泥で外題を書く。金銀

泥による見返絵は遠山を背景とした説法図であり、釈迦を中心に左右に二菩薩・二比丘形を配し、その前に合掌する僧形と俗人をそれぞれ 2

名描く。12世紀以降盛んに製作されるようになった紺紙に金銀泥を用いた写経の遺例であり、定型化・簡略化された構図などから 12世紀後半

の作例と見受けられる。表紙の図様は細部まで描き込まれ、金泥がよく残っている。経文の金泥や界線の銀泥の状態も比較的良好であり、表紙

見返絵、本紙経文を完存する紺紙金字経の一例として重要である。 

 

【九州国立博物館】（計 21件） 
（1）購入（18件） 

＜絵画＞（5件） 

1  ○名  称  (重要美術品)紙本墨画淡彩蝉丸図（しほんぼくがたんさいせみまるず） 

○時  代  鎌倉時代・13世紀 

○品  質  紙本墨画淡彩  

○員  数    1幅 

○寸 法 等  本紙：縦 28.5cm 横 39.0cm  

表装：縦 118.0cm 横 52.5cm 軸長 56.8cm 

○作品概要   掛幅装。後鳥羽上皇(1180-1239)撰述の歌集『時代不同歌合』に絵を加えた、時代不同歌合絵の断簡。平安時代の歌人、蝉丸を描く。墨染め

の衣を着け、杖に寄りかかり、思案する様子で、蝉丸の典型的な図像を採用する。かたわらには、『新古今和歌集』所収の蝉丸の詠歌「秋風に

なびく浅茅の末ごとに置く白露のあはれ世の中」を散らし書きしている。 

制作年代については、繊細な面貌表現や、細いながらも暢達な描線といった特徴から、平安時代末に描かれた「病草紙」や「餓鬼草紙」の一部

との近さを感じさせる。しかしその一方で、脚部などに崩れが見られ、衣文線にもやや堅さがあり、鎌倉時代・13世紀前半と推測される。鎌倉

時代前期にさかのぼる歌仙絵の初期の作例としてたいへん貴重である。 

 

2  ○名  称  紙本金地著色帝鑑図六曲屏風（しほんきんじちゃくしょくていかんずろっきょくびょうぶ） 

○時  代  江戸時代・17世紀 

○品  質  紙本金地著色 

○員  数    1双 

○寸 法 等  本紙：各縦 154.0cm 横 360.0cm 収納時：縦 164.3cm 横 63.5cm 厚 10.9cm 

○作品概要   屏風装。本作品は、明の皇帝・神宗に帝王学を説く書として張居正らが編纂した『帝鑑図説』所収の、聖君が手本とすべき善行と戒めとすべ

き悪行が、左右隻に六事蹟ずつ描かれた屏風である。その場面とは、善行（右隻）として諫鼓謗木、解網施仁、不受貢献、拒関賜布、丹書受戒、

下車泣罪、悪行（左隻）として羊車遊宴、脯林酒池、西邸鬻爵、縦酒妄殺、剪綵為花、坑儒焚書である。 

その画風は狩野光信に近似する。光信の活動期もしくはその影響が強く見られる慶長・元和年間に、周辺の有力絵師の指揮のもと制作された可

能性が高い。 

ヴィッテルスバッハ補償基金旧蔵。 

 

3  ○名  称  紙本著色金胎仏画帖断簡（金剛歌菩薩）（しほんちゃくしょくこんたいぶつがじょうだんかん）（こんごうかぼさつ） 

○時  代  平安時代・12世紀 

○品  質  紙本著色  

○員  数    1幅 

○寸 法 等  本紙：縦 25.0cm 横 14.0cm 表装：縦 134.4cm 横 40.0cm 軸長 44.0cm 

○作品概要   掛幅装。金胎仏画帖は、両界曼荼羅のうち金剛界を構成する諸尊の図像を集成したもの。本図はその断簡で、金剛界の中心的な諸尊 37 尊の

うち、八供養菩薩の一尊である金剛歌菩薩を描いている。表現を見ると、丸みのある面貌や柔らかな衣文線、明快な彩色など、図像ながら典雅

な雰囲気をたたえており、平安時代・12世紀の作と考えられる。平安時代以来数多く描かれた図像のうちでも、当該期の美麗な仏画を彷彿させ

る、美しい彩色を伴った佳品である。 

なお、金胎仏画帖は、もと高野山にあったもので、応永 27 年(1420)、高野山光台院において弘真が大阿闍梨重尊から伝授され、その後、天

文元年(1532)、熊本県人吉市の願成寺 8代住持真尊が伝領し、さらに寛永 16年(1639)に願成寺 14代の住持堯辰が入手したという。 

 

4  ○名  称  紙本墨画金泥鷹図 六曲屏風 曽我直庵筆（しほんぼくがきんでいたかず ろっきょくびょうぶ そがちょくあんひつ） 

○作 者 等  曽我直庵（生没年未詳）筆 

○時  代  安土桃山-江戸時代・16～17世紀 

○品  質  紙本墨画金泥  

○員  数    1双 

○寸 法 等  本紙：各縦 146.7cm 横 347.6cm 折畳時：各 縦 164.3cm 横 62.2cm 厚 10.8cm 

○作品概要   屏風装。本図は、表現様式と落款印章から判断して、慶長年間(1596-1615)に堺で活躍した曽我直庵（生没年未詳）の真筆と考えられ、とり

わけ狩野永徳(1543-1590)が確立した安土桃山時代の水墨技法を用いる大画面花鳥図の新出作品として貴重である。画面には、水辺の風景に合

わせて 11 羽の鷹を表しているが、その表現は成長に伴う羽毛の変化を的確に描出しており、この主題を得意とした曽我直庵の現存作例の中で

もとくに優れたものである。なお左隻には墨書「直庵筆」の上から基準的な印章である朱文方印「平直庵」が捺されており、この墨書は直庵の

唯一の信頼できる落款である可能性が高く、重要である。 

 

5  ○名  称  紙本金地著色百花図 六曲屏風 山本宗川筆（しほんきんじちゃくしょくひゃっかず ろっきょくびょうぶ やまもとそうせんひつ） 

○作 者 等  山本宗川（1679～1760）筆 

○時  代  江戸時代・18世紀 

○品  質  紙本金地著色  

○員  数  1双 

○寸 法 等  本紙：各縦 150.0cm 横 290.0cm 折畳時：各縦 164.0cm 横 51.5cm 厚 11.0cm 

○作品概要   屏風装。金地の背景に、右から左へおおよそ春から秋へ順に多彩な草花を濃彩で描く。葉の模様や、花びらの色の濃淡などを細緻に描写し、

絵具の盛り上げも随所に見られる。琳派が得意とした草花図という伝統的画題に依拠しつつ、本作品においては、花の種類が同定できるほど細

かく写生的に表されている。珍しい品種の植物も多く、当時高い関心を集めた園芸や本草学の影響が背景にあると考えられる。 

筆者・山本宗川(1679-1760、諱守房、俗名数馬、号探釣齋)は、狩野派の流れを汲む京都の画派・山本家の 4代目当主。享保 10年(1725)に法

橋、寛延 2年(1749)に法印に叙され、宮中や三井家の注文に応えて制作した。 

 

＜書跡＞（1件） 

6  ○名  称  紙本墨書樵隠悟逸墨蹟 与無夢一清偈（しほんぼくしょしょういんごいつぼくせき むむいっせいにあたうるげ） 

○作 者 等  樵隠悟逸(1262-?)筆 
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○時  代  元時代・至順三年(1332) 

○品  質  紙本墨書  

○員  数    1幅 

○寸 法 等  本紙：縦 31.4cm 横 75.2cm 表装：縦 111.0cm 横 77.4cm 軸長 82.2cm 

○作品概要   掛幅装。筆者の樵隠悟逸は、中国元時代の臨済僧。破庵派の愚極智慧の法嗣。本作品は、会下に参じた日本僧無夢一清(1294-1368)に与えた、

無夢の道号に因んだ偈である。本文全 10 行を竹紙に行書体で墨書する。本文奥に印章 3 顆を捺す。表装は一文字がなく、表装裂をはじめ八

双や鐶にも古態をとどめる。樵隠悟逸の現存墨蹟は、「五祖荷鋤図賛」（重要文化財、福岡市美術館蔵）、「上堂偈」（重要文化財、個人蔵）と

本作品の 3件と希少で、なかでも日中の禅僧の交流を物語る遺墨として貴重である。郷誠之助、原三渓旧蔵品。 

 

＜彫刻＞（1件） 

7  ○名  称  菩薩坐像（ぼさつざぞう） 

○時  代  朝鮮時代・16世紀 

○品  質  陶造  

○員  数    1軀 

○寸 法 等  像高 38.6㎝ 

○作品概要   陶製仏像。宝冠を戴いて単髻を結い、覆肩衣、衲衣、裙を着け、右足を外にして結跏趺坐する。陶器質の胎土をもって手捻りで塑形、汾青沙

器の技術で制作する。躰部と比べて大きな頭部、狭い肩幅、膝高が厚く膝張を抑えたプロポーションなどは、高麗時代末期から朝鮮時代前期（14

世紀後半から 16 世紀）にかけての彫像の特徴を示す。高麗時代末期以降、次第に類型的で平板な造形が目立ってくるが、本像はこの時代通有

の類型的造形を示さず、肉身や衣襞の抑揚、衣端の処理を自然に処理しており、彫刻としての完成度は高い。朝鮮半島では陶製仏像も相当数制

作されたと想像されるが、完形の遺品は稀少である。陶磁史研究においても注目すべき佳作といえる。なお、本像は対馬島内の寺院に伝来した

ものであり、中近世における日朝間の活発な往来の過程で請来された遺品とみてよい。 

 

＜陶磁＞（1件） 

8  ○名  称  色絵桐亀甲文大皿（いろえきりきっこうもんおおざら） 

○作 者 等  伊万里（有田） 

○時  代  江戸時代・17世紀後半-18世紀前半 

○品  質  色絵磁器 

○員  数    １点 

○寸 法 等  器高 4.8cm 口径 34.4cm 底径 19.8cm 

○作品概要   色絵磁器の大皿。内面に桐文様を散らし、4分の 3を籠目状に亀甲文を表す。外側面は桜川文を施し、底部には丁子花文をいれる。染付の青、

色絵の赤、緑、黄、金色など多彩な色を用いる。本作品は、伊万里（有田）の色絵磁器において元禄期の金襴手様式と考えられるものである。

金襴手様式は肥前の色絵磁器の中で古九谷様式、柿右衛門様式、鍋島様式とともに代表的な様式である。豪華な金彩と艶やかな上絵付けが特徴

である。本作品はその特徴を良く捉えており、元禄期の金襴手様式の代表的な優品である。また、輸出品としても知られ、同様の写しがヨーロ

ッパや中国で知られる。しかし、本作品は文政年間に箱をかえたという箱書きが残っていることから、日本に伝世してきたことの分かる貴重な

作品である。 

 

＜染織＞（1件） 

9  ○名  称  前田家伝来名物裂帖（まえだけでんらいめいぶつぎれちょう） 

○時  代  元～明時代・13～17世紀 

○品  質  冊子仕立 

○員  数    1冊 

○寸 法 等  縦 110.5cm 横 49.0cm 厚 3.0cm 

○作品概要   本品は、加賀前田家に伝来した名物裂帖。雲母引きした台紙を糸かがりで綴じ、冊子仕立にしたてたもので、38面の台紙に裏打ちされた印金、

金紗、金羅、銀紗、金襴、緞子の裂が 300枚近く貼られている。中でも金紗や金羅などの最上の薄物や印金が大部分を占めること、また、裂の

大きさに特色がある。それぞれの裂横には寸法を墨書した貼紙を貼り、天地 2箇所に「前田」の朱印を押している。一部、裂上に「○張込分」

と墨書した貼紙があることや、台紙に割印が認められないものがあることから、後に貼り直された裂もあることが窺えるが、ほぼ欠損のない状

態の裂帖として、また、他の名物裂帖の内容を補完する資料として貴重である。 

 

＜考古＞（3件） 

10 ○名  称  伝青森県出土 屈折像土偶（でんあおもりけんしゅつど くっせつぞうどぐう） 

○時  代  縄文時代・前 2000年～前 1000年 

○品  質  土製 

○員  数    1点 

○寸 法 等  高 10.3cm 幅 7.1cm 奥行 8.3㎝ 

○作品概要   土偶は直立したものが主体であるが、縄文時代後期から晩期の東北地方では、本例のように座ったような姿勢をとる土偶も少数知られている。

このような姿勢の土偶には腕の組み方や脚の置き方にバリエーションがあり、「腕を組み立て膝をする土偶」「蹲踞姿勢の土偶」「合掌土偶」等

と呼ばれることもある。その姿勢は、祈りの姿勢、休憩姿勢、座って出産する座産の姿勢ともいわれており、縄文時代の土偶祭祀を考える上で

大変興味深い。本品は、背中を球形に丸めること、脚部を短く作り膝を曲げていないこと、足首以下が表現されていないことなど、屈折像土偶

の中でもデフォルメが著しい点はこれまでに類例が無く大変貴重である。 

 

11 ○名  称  伝青森県つがる市木造亀ヶ岡出土 中空土偶（でんあおもりけんつがるしきづくりかめがおかしゅつど ちゅうくうどぐう） 

○時  代  縄文時代・前 2000年～前 1000年 

○品  質  土製 

○員  数    1点 

○寸 法 等  高 12.5cm 幅 18.0cm 奥行 5.1cm 

○作品概要    直立した逞しい姿の中空土偶。体部の磨消縄文と貼瘤が縄文時代後期後半の東北地方の土器群である「瘤付土器」のモチーフであることから、

本品も同時期のものと考えられる。隆帯で顔面を表現する手法もこの時期に特徴的なものである。土偶は製作技術から内部が中実のものと中空

のものに分けられる。東日本の縄文時代後期後半の土偶は中実の小形品が多く、優品も少なくない。しかし、同時期の中空土偶は大形品で、ほ

ぼ完形に残るものは北海道著保内野遺跡出土の中空土偶（国宝、函館市教育委員会所蔵）1 例のみで、他は全て破片である。本品は、下半身を

欠くものの、著保内野の例に次ぐ残りの良さであり、中空土偶の数少ない優品である。 

 

12 ○名  称  青森県岩木川流域出土 深鉢形土器（あおもりけんいわきがわりゅういきしゅつど ふかばちがたどき） 

○時  代  縄文時代・前 1000年～前 400年 

○品  質  土製 

○員  数    1点 

○寸 法 等  高 44.8cm 最大径 46.0cm 底径 14.0cm 

○作品概要   平底で砲弾形の深鉢形土器。外面上 3 分の 1 に雲形文を施す。東北地方の縄文時代晩期の土器で、亀ヶ岡式土器と呼ばれる。雲形文が単純化

しつつあることから、晩期でも後半、土器型式でいえば大洞 C2 式土器と考えられる。亀ヶ岡式土器には複雑な文様を施した精製土器が良く知

られているが、多くは小形品や中形品である。大形品は極めて少なく、中でも残りの良い本品は数少ない優品である。縄文時代晩期後半は、九

州では水田稲作が開始されており、弥生時代早期とも言われている。この時期の亀ヶ岡式土器は、福岡県雀居遺跡や大分県稙田市遺跡など、東

北から遠く離れた九州でも出土しており、当時の文化交流を考える上で大変重要である。 
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＜歴史資料＞（6件） 

13 ○名  称  勧修寺家文書（かじゅうじけもんじょ） 

○時  代  鎌倉時代・弘安 9年(1286)～安土桃山時代・天正 17年(1589) 

○品  質  紙本墨書  

○員  数    2巻 

○寸 法 等  上巻(23紙)：縦 38.0(軸含 42.8)cm 横 1213.0cm 下巻(20紙)：縦 38.0(軸含 42.5)cm 横 1028.9cm 

○作品概要   巻子装、軸首木製。勧修寺家は藤原北家高藤流に属し、家格は弁官・蔵人を経て納言に至る名家である。本文書は、この勧修寺家領に関する

譲状・院宣・御内書などの文書を貼り継ぎ 2巻としたもので、上巻には弘安 9年(1286)から明徳 3年(1392)までの文書 18通、下巻には応永 10

年(1403)から天正 17年(1589)までの文書 32通を収める。勧修寺家領の一つ、加賀国井家荘の領家職をめぐっては勧修寺家と二条家の間で度々

相論が生じたことで知られるが、本文書にはこの相論に関する勧修寺家側の史料が多数収録されている。 

 

14 ○名  称  紙本墨書安南国副都堂福義侯阮粛書（しほんぼくしょあんなんこくふくとどうふくぎこうげんしゅくしょ） 

○時  代  ベトナム・後黎朝 光興 14年(1591) 

○品  質  紙本墨書  

○員  数    １幅 

○寸 法 等  本紙：縦 33.3cm 横 34.9cm cm 表具：縦 115.4cm 横 48.6cm 軸長 54.4cm 軸径：2.8cm 朱印：縦 9.9cm 横 9.8cm  

墨印「書に横線」縦 7.0cm 横 8.0cm 墨印(花押)縦 6.6cm 横 8.1cm 

○作品概要   掛幅装。安南国副都堂福義侯阮から日本国国王に宛てたもの。内容は、次の通りである。前年に陳梁山というものに見えて日本国王が雄象を

好むことを聞きましたので、陳に象を付しましたが、船が小さくて載せられなかったので、好い香などを送りました。隆巌というものが当国に

来て陳梁山と財物はいまだ見ていないと謂うので、再び財物を与えました。両国の往来交信のため、書を送ります。 

        『外蕃通書』や『通航一覧』によると、我が国とベトナムとの通交は、弘定 2年(1601)の広南阮氏から徳川家康へ当てた書簡に始まるとされ

ている。しかし、本書簡は 1601年を 10年もさかのぼる現存最古のベトナムから我が国へもたらされた書簡である。 

 

15 ○名  称  紙本墨書安南国臣文理侯書（しほんぼくしょあんなんこくしんぶんりこうしょ） 

○時  代  ベトナム・後黎朝 弘定 11年(1610) 

○品  質  紙本墨書  

○員  数    １幅 

○寸 法 等  本紙：縦 29.5cm 横 43.6cm 表具：縦 109.0cm 横 54.8cm 軸長：58.4cm 軸径：2.4cm  墨印：縦 6.6cm 横 8.1cm 

○作品概要   掛幅装。本書簡は、慶長 14年(1609)に安南に渡航し、帰途に難破した角倉船の日本国商人市良碧山伯等に対する文理侯の達書である。角 

倉船は 5月 1日乂安(ゲアン)に到着し、1ヶ月にわたる通商の後、6月 11日に出航したが、まもなく丹崖海門の沖合いで難破した。救助され 

た 105名は、舒郡公、文理侯、廣富侯によって分担して給養された。また、侯達は国王に上申し、食料や衣服、大船が支給されることになっ 

た。この達書には、以上の経緯がまとめられている。関連史料は『異国日記』や『外蕃通書』、『通航一覧』にも収められており、文理侯の名 

もみえる。文理侯はハノイに本拠をおいていた鄭氏の臣下と考えられる。 

 

16 ○名  称  紙本著色正徳元年朝鮮通信使参着帰路行列図巻 

（しほんちゃくしょくしょうとくがんねんちょうせんつうしんしさんちゃくきろぎょうれつずかん） 

○時  代  江戸時代・18～9世紀 

○品  質  紙本著色 

○員  数    2巻 

○寸 法 等  上巻：縦 26.6cm 横 1508.4cm 下巻：縦 26.6cm  横 1817.8cm 

○作品概要   巻子装。本図は、正徳元年(1711)来日の第 8 回朝鮮通信使を描く行列図である。幕府老中土屋政直は、通信使の江戸までの道中、江戸参着、

江戸城登城、江戸発足の 4場面の図巻を対馬藩に献上させた。現存する諸本として、従来、将軍家献上本（大阪歴史博物館所蔵）、土屋家本（高

麗美術館所蔵）、対馬宗家控本（大韓民国国史編纂委員会所蔵）、および対馬宗家伝来の原図（福岡市博物館蔵）が知られてきた。本図は、将軍

家本の「朝鮮国書捧呈行列図巻」、対馬宗家控本の「朝鮮国之信使参着帰路行列図巻」、対馬宗家伝来原図の 1巻（内題欠）と類似する構図であ

り、行列の配列、描写方法等を勘案すれば、原図を底本として若干の改変を加えたものと判断される。 

 

17 ○名  称  紙本著色伊豆東半部及七島図（しほんちゃくしょくいずとうはんぶおよびしちとうず） 

○作 者 等  伊能忠敬(1745～1818)作 

○時  代  江戸時代・19世紀 

○品  質  紙本著色  

○員  数    １幅 

○寸 法 等  本紙：縦 150.1cm  横 47.5cm  表具：縦 176.0cm 横 54.9cm 軸長 59.8cm 

○作品概要   料紙楮紙、掛幅装。本図は、伊能忠敬の第 9次測量事業で制作された縮尺 216,000分の 1の地図で、伊豆半島東半部、伊豆七島、相模小田原

を範囲とする。文化 12年（1815）5月～13年正月の測量成果を反映しており、江戸帰着後（同 13年 4月）の制作と推測される。当該地域の地

方図（下図）を針突法で写して着色した段階の伊能中図で、他地域の地図と統合される前段階の形態を留めており、地方図（下図）から最終上

呈本に至る伊能図の制作過程の一端を伝える資料として貴重である。峰文庫（長崎歴史文化博物館蔵）に伝わる同系統の模写本は、幕府天文方

の「秘図」を底本としたものであることが知られ、本図が天文方高橋景保への提出本である可能性もある。 

 

18 ○名  称  紙本墨刷手彩色万国総図・民族図譜（しほんぼくさつてざいしきばんこくそうず・みんぞくずふ） 

○時  代  江戸時代・17世紀 

○品  質  紙本墨刷手彩色  

○員  数    2幅 

○寸 法 等  万国総図 本紙：縦 128.8cm 横 55.4cm 表具：縦 194.5cm 横 58.4cm 軸張：64.2cm 軸径：2.6cm          

   民族図譜 本紙：縦 128.5cm 横 55.6cm 表具：縦 194.5cm 横 58.4cm 軸張：64.2cm 軸径：2.6cm 

○作品概要   掛幅装。本図は、我が国最初の刊行世界図である正保 2年(1645)の下関市立長府博物館所蔵「万国総図・民族図譜」(以下、長府本という)の

直系に連なるもので、おそらく上方の業者が市販するために長府本を模倣して作成したものと推定される。 

        民族図譜の序文では、長府本には「正保 酉」とあった箇所が「正保丁酉」となっているが、「丁酉」という干支の年は正保年間には無いこと

からも、本図の刊行は正保 2 年(1645)を下るものである。長府本の系統の図は後世まで刊行され続けるが、本図は諸本との関係からみて 1660

年代を下らない時期までに作成されたとみられる。 

       対幅として現存するのは、本図の他には、神戸市立博物館本と大英図書館本の 2本のみが知られており、たいへん希少である。 

 

（2）寄贈（3件） 

＜書跡＞（2件） 

1  ○名  称  紙本墨書明月記断簡 建暦三年五月二十六日条（しほんぼくしょめいげつきだんかん けんりゃくさんねんごがつにじゅうろくにちじょう） 

○作 者 等  藤原定家(1162～1241)撰 

○時  代  鎌倉時代・13世紀 

○品  質  紙本墨書  

○員  数    １幅 

○寸 法 等  本紙：縦 28.5cm 横 47.2cm 表装：縦 105.5cm 横 57.0cm 

○作品概要   掛幅装。『明月記』は、鎌倉時代前期の公卿、歌人、歌学者、古典学者・藤原定家(1162-1241)の日記。定家は歌学の大成者として、和歌の分
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野において後世に大きな影響を与えた。本作品は、冷泉家時雨亭文庫所蔵「明月記」（国宝、以下、冷泉家本）の断簡である。建暦 3年（1213）

5月 26日条のうち、やや後半よりの部分を書写したもの。本作品の書風は典型的な定家様よりも文字が小ぶりで書風を異にするが、この前後の

冷泉家本の書風とは一致する。建暦 3年には、定家は 52歳。従三位侍従。この断簡の前後、5月 25日から 29日には内裏最勝講に参仕しており、

本作品の記事もこの儀式についての記録が中心である。 

 

2  ○名  称  紙本墨書小倉色紙（しほんぼくしょおぐらしきし） 

○作 者 等  伝藤原定家(1163～1241)筆 

○時  代  鎌倉時代・13世紀 

○品  質  紙本墨書  

○員  数    １幅 

○寸 法 等  本紙：縦 18.3cm 横 15.0cm 表具：縦 126.0cm 横 37.4cm 軸長 41.8cm 

○作品概要   掛幅装、台表具。素紙 2枚を継いだ料紙に、参議源等(880-951)の和歌「あさちふの云々」（『後撰集』恋）1 首を 4行に書く。濃墨を含ませ

た筆で、特徴的な定家様の書体で揮毫される。付属品として、江戸時代の筆跡鑑定家、古筆了珉、古筆了仲、畠山牛庵による計 4通の極札、極

状が添い、重宝として伝来したことを物語る。『集古十種』所載。老中や川越藩主、館林藩主をつとめた秋元家に伝来した。 

 

＜考古＞（1件） 

3  ○名  称  田島外雄収集考古資料（たじまほかおしゅうしゅうこうこしりょう） 

○時  代  縄文時代～古墳時代・前 10000年～700年 

○品  質  石製他 

○員  数    1括 

○作品概要   東北地方の縄文時代の石器・石製品を中心とする 294点の一括資料。青竜刀形石器や石棒、石剣、石刀等の優品を含む。特に青竜刀形石器は

青森県中津軽郡西目屋村川原平出土の完形品で由緒書も付属し、この石器について最初に纏められた論文（江坂 1965）にも掲載されている。そ

の後長らく所在不明であったが、今回現存が確認されたものである。資料の多くは布貼りの台紙にテグスや接着剤で固定され、木箱に納められ

ている。箱には番号や内容品の名称、個数、出土場所等が記されており、昭和期の考古資料収集家の収集理念や収納方法を具体的に示す歴史資

料としても学史的に意義のあるものである。 
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1-(1)-④ 寄託品一覧表 (単位：件) 平成25年3月31日現在

計 国宝 重文 計 国宝 重文 計 国宝 重文 計 国宝 重文 計 国宝 重文

11,666 187 1,186 2,563 49 253 5,914 85 610 1,951 53 320 1,238 0 3

3,235 55 405 406 12 63 2,013 28 239 587 15 103 229 0 0

1,744 65 269 394 11 29 918 41 202 311 13 36 121 0 2

768 11 209 138 1 41 254 1 63 353 9 105 23 0 0

4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0

1,022 12 87 169 4 18 526 1 38 237 7 31 90 0 0

245 10 70 210 8 57 34 2 13 1 0 0

1,319 1 6 139 0 2 784 1 3 11 0 0 385 0 1

712 10 53 95 3 16 463 4 15 105 3 22 49 0 0

719 7 35 73 2 4 488 3 30 48 2 1 110 0 0

914 12 31 157 4 12 429 6 10 230 2 9 98 0 0

121 0 0 5 0 0 0 0 0 6 0 0 110 0 0

87 0 10 1 0 0 35 0 10 29 0 0 22 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

絵画 146 2 9 146 2 9

書跡 24 1 0 24 1 0

彫刻 11 0 0 11 0 0

金工 1 0 1 1 0 1

陶磁 74 1 0 74 1 0

漆工 25 0 1 25 0 1

染織 9 0 0 9 0 0

考古 486 0 0 486 0 0

民族 0 0 0 0 0 0

＊東京国立博物館は、列品管理規定による「旧東洋課所掌分」あり。京都国立博物館・奈良国立博物館・九州国立博物館は、東洋の寄託品も「日本」に含む。

＊東京国立博物館では、国宝・重要文化財の数は文化庁の指定件数に合わせている。

1-(1)-⑤ 寄託品増減表 (単位：件) 平成25年3月31日現在

23年度 23年度 23年度 23年度 23年度

計 新規 返却 計 計 新規 返却 計 計 新規 返却 計 計 新規 返却 計 計 新規 返却 計

11,866 119 319 11,666 2,689 3 129 2,563 6,013 73 172 5,914 1,945 13 7 1,951 1,219 30 11 1,238

3,247 47 59 3,235 410 2 6 406 2,035 28 50 2,013 581 7 1 587 221 10 2 229

1,856 5 117 1,744 469 1 76 394 955 4 41 918 311 0 0 311 121 0 0 121

767 7 6 768 138 0 0 138 253 4 3 254 352 3 2 353 24 0 1 23

4 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0

1,032 0 10 1,022 170 0 1 169 531 0 5 526 240 0 3 237 91 0 1 90

245 0 0 245 210 0 0 210 34 0 0 34 1 0 0 1

1,332 46 53 1,319 139 0 0 139 797 35 48 784 11 0 0 11 379 11 5 385

753 4 45 712 136 0 41 95 464 2 3 463 104 2 1 105 49 0 0 49

719 2 2 719 73 0 0 73 489 0 1 488 47 1 0 48 110 1 1 110

920 8 20 914 157 0 0 157 448 0 19 429 230 0 0 230 91 8 1 98

121 0 0 121 5 0 0 5 0 0 0 0 6 0 0 6 110 0 0 110

89 0 2 87 1 0 0 1 37 0 2 35 29 0 0 29 22 0 0 22

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

絵画 150 0 4 146 150 0 4 146

書跡 25 0 1 24 25 0 1 24

彫刻 11 0 0 11 11 0 0 11

金工 1 0 0 1 1 0 0 1

陶磁 74 0 0 74 74 0 0 74

漆工 25 0 0 25 25 0 0 25

染織 9 0 0 9 9 0 0 9

考古 486 0 0 486 486 0 0 486

民族 0 0 0 0 0 0 0 0

1-(1)-⑥ 登録美術品一覧表 (単位：件) 平成25年3月31日現在

計 国宝 重文 計 国宝 重文 計 国宝 重文 計 国宝 重文 計 国宝 重文

2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

九州国立博物館

24年度 24年度 24年度 24年度 24年度

奈良国立博物館京都国立博物館東京国立博物館国立博物館

九州国立博物館

国立博物館 東京国立博物館 京都国立博物館 奈良国立博物館 九州国立博物館

国立博物館 京都国立博物館 奈良国立博物館

彫刻

染織

合計

刀剣

陶磁

その他

考古

染織

絵画

東
洋

彫刻

合計

民族資料

歴史資料

漆工

建築

金工

刀剣

陶磁

東
洋

建築

合計

絵画

絵画

書跡

東京国立博物館

金工

漆工

染織

考古

民族資料

歴史資料

和書

その他

和書

書跡

彫刻

金工

書跡
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1-(2) 収蔵品の管理・保存

1-(2)-① 保存カルテ作成件数

【東京国立博物館】

列品貸与時 本格修理調査時 応急修理時
916 115 563
219 20 320

62 6 13

37 0 0

0 0 0

34 0 15

12 0 0

33 10 2

23 2 0

23 1 35

288 35 2

28 0 15

2 0 6

15 0 9

絵画 26 0 32

書跡 26 0 13

彫刻 19 0 15

金工 0 0 0

陶磁 17 3 0

漆工 3 1 0

染織 0 1 48

考古 49 0 1

民族 0 0 5

0 36 1

0 0 31

【京都国立博物館・奈良国立博物館・九州国立博物館】
京都国立博物館 奈良国立博物館 九州国立博物館

215 127 91
58 42 7

52 12 5

3 14 3

0 0 0

16 8 0

0 0

46 0 0

12 5 1

7 0 5

16 46 6

0 0 0

5 0 4

0 0 0

0 0 60

1,594合計

絵画
書跡

金工

彫刻
建築

計

漆工
染織

建築

歴史資料

法隆寺献納宝物

計

刀剣
陶磁

彫刻

絵画
書跡

考古

民族資料
和書

東
洋

その他（黒田含）

その他

金工
刀剣
陶磁
漆工
染織
考古

民族資料
歴史資料

和書
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1-(2)-② 各収蔵庫、展示場の温湿度 
【東京国立博物館】 

会場等 空調実施時間 
温度 

湿度（年間） 
冬 夏 中 

本館 
展覧会場 09：00～17：00 16～25℃ 22～29℃ 19～28℃ 15～85％ 

収蔵庫 09：30～17：00 15～23℃ 24～29℃ 23～25℃ 46～63％ 

平成館 
展覧会場 09：00～17：00 23～24℃ 24～27℃ 23～25℃ 45～60％ 

収蔵庫 09：30～17：00 22～24℃ 26～27℃ 23～25℃ 45～60％ 

東洋館 
展覧会場 09：00～17：00 18～22℃ 閉室 閉室 38～64％ 

収蔵庫 09：30～17：00 19～21℃ 22～25℃ 18～23℃ 53～58% 

宝物館 
展覧会場 24時間運転 22～23℃ 24～25℃ 22～25℃ 54～57％ 

収蔵庫 24時間運転 22～23℃ 22～23℃ 22～23℃ 52～57％ 

表慶館 
展覧会場 閉室中 閉室 閉室 閉室 閉室 

(仮)収蔵庫 閉室中 閉室 閉室 閉室 閉室 

黒田記念館 
展覧会場 24時間運転 閉室 23～24℃ 23～24℃ 50～60％ 

収蔵庫 24時間運転 閉室 23～24℃ 23～24℃ 50～60％ 

 

【京都国立博物館】 
会場等 空調実施時間 温度(年間) 湿度（年間） 

特別 

展示館 

展覧会場 09：00～18：00 18～25℃ 57～60％ 

収蔵庫 09：00～17：30 18～22℃ 55～60％ 

平常 

展示館 

展覧会場 ―― ―― ―― 

収蔵庫 ―― ―― ―― 

北収蔵庫 ―― ―― ―― 
東収蔵庫 09：00～17：30 18～22℃ 55～60％ 

文化財保存修理所 09：00～17：30 22～24℃ 57～60％ 

 

【奈良国立博物館】 

会場等 空調実施時間 
温度（年間） 

湿度（年間） 
冬 夏 

本館 展覧会場 24時間運転 19±2℃ 24±2℃ 60±5％ 

西新館 展覧会場 24時間運転 19±2℃ 24±2℃ 60±5％ 

東新館 
展覧会場 24時間運転 19±2℃ 24±2℃ 60±5％ 

収蔵庫 24時間運転 19±1℃ 22±1℃ 60±2％ 

地下回廊 収蔵庫 24時間運転 19±1℃ 22±1℃ 60±2％ 

 

【九州国立博物館】 

会場等 空調実施時間 温度（年間） 湿度（年間） 

3階展覧会場 7:00～21:00 22～26℃ 55±5％ 

4階展覧会場 7:00～21:00 22～26℃ 55±5％ 

収蔵庫 8:30～21:30 22～24℃ 

材質別に50±2％、 

55±2％、 

60±2％ 
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1-(3) 収蔵品の修理

1-(3)-① 本格修理件数

平成25年3月31日現在

計 京都国立博物館 奈良国立博物館 九州国立博物館

137 95 (25) 13 9 20

19 9 3 2 5

7 1 2 3 1

4 0 1 2 1

0 0 0 0 0

1 0 1 0 0

2 2 0 0 0

2 2 0 0 0

4 2 1 0 1

45 36 3 1 5

33 26 (25) 2 1 4

3 0 0 0 3

2 2 0 0 0

0 0 0 0 0

絵　画 3 3

書　跡 4 4

彫　刻 3 3

金　工 0 0

陶　磁 1 1

漆　工 2 2

染　織 1 1

考　古 0 0

民　族 0 0

0 0

0 0

1 1

※東京国立博物館(　)内は考古相互貸借経費、内数。

民族資料

東
洋

和  書

黒田記念館収蔵品

館史資料(収蔵品外)

法隆寺献納宝物

歴史資料

漆　工

染　織

考　古

金　工

刀　剣

陶　磁

合　計

彫　刻

建　築

東京国立博物館

絵　画

書　跡
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1-(3)-② 修理概況 

 

【東京国立博物館】（95件） 
〈絵画〉（9件） 

1  ○列品番号  A-5 

○名  称  阿弥陀如来像(あみだにょらいぞう) 

○時  代  鎌倉 

○年代世紀  14c 

○品  質  絹本着色 

○員  数  1幅 

○寸 法 等  128.0×54.4cm 

○施工会社  ㈱岡墨光堂 

○修理内容  1.解体する。 2.クリーニングする。 3.裏打ちなど補強を施す。 4.補彩する。 5.表装裂、軸首を新調し、掛幅装に仕立てる。 6.桐製保存箱、桐製太巻添軸、 

包裂、布貼帙などを新調する。(平成24年度は4から) 

 

2  ○列品番号  A-10 

○名  称  先徳図像(せんとくずぞう) 

○指  定  重要文化財 

○時  代  平安 

○年代世紀  12c 

○品  質  紙本墨画淡彩 

○員  数  1巻 

○寸 法 等  31.7×1323.3cm 

○施工会社  ㈱半田九清堂 

○修理内容  1.解体する。 2.裏打ちなど補強を施す。 3.表装裂、軸首を新調し、巻子装に仕立てる。 4.桐製保存箱、桐製太巻添軸、包裂、布貼帙などを新調する。(平成 

24年度は2まで) 

 

3  ○列品番号  A-1069 

○名  称  檜図屏風(ひのきずびょうぶ) 

○指  定  国宝 

○指定年月  昭和32年(1957)2月19日 

○時  代  安土桃山-江戸 

○年代世紀  16-17c 

○品  質  紙本金地着色 

○員  数  8曲1隻 

○寸 法 等  170.3×460.5㎝ 

○施工会社  アソシエイトフェロー、国宝修理装こう師連盟関東支部 

○修理内容  1.修理前の状態を調査し、記録する。 2.屏風装を解体し、本紙を下地から取り外す。解体の前後に剥落止めを施す。 3.部分表打ちを施して画面を保護し、旧裏 

打紙と旧補紙を除去する。 4.補紙を施し、肌裏打ち、増裏打ちを行う。 5.仮張りをし、補紙に補彩を施す。 6.骨下地を新調し、下張りを施し、蝶番を付ける。 

本紙を仮張りから外し、新調した下地に貼り込み、裏面には裏張紙を張り込む。 7.新調した表装裂、尾背紙、縁木、金具を取り付け、屏風装に仕立てる。 8. 

旧裏打紙、旧下地、旧金具などのための保存箱を作成する。(平成24年度は3まで) 

 

4  ○列品番号    A-1155 

○名  称  扇面雑画(せんめんざつが) 

○時  代  江戸 

○年代世紀  19c 

○品  質  紙本着色・紙本墨画 

○員  数  5面(60面のうち) 

○寸 法 等  (上弦/下弦/高)(cm)No.12｢沢潟｣49.7/19.8/19.6、No.14｢布袋葵｣50.0/20.1/19.7 、No.15｢枇杷｣50.1/19.9/ 19.7、No.16｢蘭｣50.3/20.1/19.3 、No.17｢酸漿｣50.4/19. 

9/20.0 

○施工会社  ㈱半田九清堂 

○修理内容  1.台紙を剥がし、本紙を分離する。 2.剥落止めを行う。 3.中性紙マットを製作し、ヒンジで本紙をマットに留め付ける。 4.新調した収納箱に収納する。(平 

成24年度は3から) 

 

5  ○列品番号    A-1155 

○名  称  扇面雑画(せんめんざつが) 

○時  代  江戸 

○年代世紀  19c 

○品  質  紙本着色・紙本墨画 

○員  数  5面(60面のうち) 

○寸 法 等  (上弦/下弦/高)(cm)No.18「露草」50.4/19.4/19.8、No.19「撫子」49.9/20.2/19.4、No.21「芒と嫁菜」50.2/20.1/19.4、No.24「柿」50.7/19.9/19.9、No.25「吹 

寄」50.3/20.0/19.4 

○施工会社  ㈱半田九清堂 

○修理内容  1.台紙を剥がし、本紙を分離する。 2.剥落止めを行う。 3.中性紙マットを製作し、ヒンジで本紙をマットに留め付ける。 4.新調した収納箱に収納する。(平 

成24年度は2まで) 

 

6  ○列品番号  A-1459 

○名  称  花車図屏風(はなぐるまずびょうぶ) 

○時  代  江戸 

○年代世紀  17c 

○品  質  紙本金地着色 

○員  数  6曲1双 

○寸 法 等  各154.5×364.2㎝ 

○施工会社  アソシエイトフェロー 

○修理内容  1.修理前の状態を調査し、記録する。 2.屏風装を解体し、本紙を下地から取り外す。解体の前後に剥落止めを施す。 3.ろ過水を表面から噴霧し、下に敷いた吸 

い取り紙に汚れを吸収させる。 4.表打ちを施して画面を保護し、旧裏打紙と旧補紙を除去する。 5.補紙を施し、肌裏打ち、増裏打ちを行う。 6.仮張りをし、 

補紙に補彩を施す。7.骨下地を新調し、下張りを施し、蝶番を付ける。本紙を仮張りから外し、新調した下地に貼り込み、裏面には裏張紙を張り込む。 8.新調し 

た表装裂、尾背紙、縁木、金具を取り付け、屏風装に仕立てる。 9.旧裏打紙、旧下地、旧金具などのための保存箱を作成する。(平成24年度は3から) 
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7  ○列品番号  A-10933 

○名  称  四季山水図(しきさんすいず) 

○指  定  重要文化財 

○時  代  室町 

○年代世紀  15c 

○品  質  絹本墨画淡彩 

○員  数  4幅 

○寸 法 等  各149.0×75.8cm 

○施工会社  ㈱半田九清堂 

○修理内容  1.解体する。 2.剥落止めを施し、汚れを除去する。 3.旧裏打紙を除去し、本紙の欠損部の補絹を行なう。 4.新規裏打ちを行ない、折れ伏せを入れる。 5. 

補絹に補彩を施す。 6.表装裂、軸首を再使用し、掛幅装に仕立てる。 7.現在の保存箱等を使用して収める。(平成24年度は3まで) 

 

8  ○列品番号  未決 

○名  称  応挙館障壁画(一之間違棚中央)(おうきょかんしょうへきが・いちのまちがいだなちゅうおう) 

○時  代  江戸 

○年代世紀  天明4年(1784) 

○品  質  紙本墨画 

○員  数  1面(54面のうち) 

○寸 法 等  ■×■㎝ 

○施工会社  ㈱半田九清堂 

○修理内容  1.肌裏紙以外の旧裏打紙を除去する。 2.洗浄する。 3.剥落止めを施す。 4.本紙に表打ちを施して保護し、肌裏紙を除去する。 5.裏打ちを行い、欠損部に補 

彩する。 6.下地を新調し、本紙・裏張り紙を張り込み、展示用椽木を新調して取り付ける。(平成24年度は3まで) 

 

9  ○列品番号  未決 

○名  称  応挙館障壁画(一之間違棚右)(おうきょかんしょうへきが・いちのまちがいだなみぎ) 

○時  代  江戸 

○年代世紀  天明4年(1784) 

○品  質  紙本墨画 

○員  数  1面(54面のうち) 

○寸 法 等  ■×■㎝ 

○施工会社  ㈱半田九清堂 

○修理内容  1.肌裏紙以外の旧裏打紙を除去する。 2.洗浄する。 3.剥落止めを施す。 4.本紙に表打ちを施して保護し、肌裏紙を除去する。 5.裏打ちを行い、欠損部に補 

彩する。 6.下地を新調し、本紙・裏張り紙を張り込み、展示用椽木を新調して取り付ける。(平成24年度は3まで) 

 

〈東洋絵画〉（3件） 

10 ○列品番号  TA-140 

○名  称  寒江独釣図(かんこうどくちょうず) 

○指  定  重要文化財 

○指定年月  昭和6年(1931)1月19日 絵第39号 

○時  代  南宋 

○年代世紀  13c 

○品  質  絹本墨画淡彩 

○員  数  1幅 

○寸 法 等  本紙 縦26.7 横50.6cm 

○施工会社  ㈱桂文化財修理工房 

○修理内容  1.解体する。 2.裏打ちなど補強を施す。 3.表装裂、軸首を再使用し、掛幅装に仕立てる。 4.桐製保存箱、桐製太巻添軸、包裂、布貼帙等を新調する。(平成 

24年度は2から) 

 

11 ○列品番号  TA-143 

○名  称  六祖截竹図(りくそせっちくず) 

○指  定  重要文化財 

○指定年月  昭和24年(1949)2月18日 絵第69号 

○時  代  南宋 

○年代世紀  13c 

○品  質  紙本墨画 

○員  数  1幅 

○寸 法 等  本紙 縦72.7 横31.5cm 

○施工会社  ㈱半田九清堂 

○修理内容  1.解体する。 2.裏打ち等補強を施す。 3.表装裂、軸首を再使用し、掛幅装に仕立てる。 4.桐製保存箱、桐製太巻添軸、包裂、布貼帙等を新調する。(平成24 

年度は2から) 

 

12 ○列品番号  TA-363 

○名  称  五龍図巻(ごりゅうずかん) 

○指  定  重要文化財 

○指定年月  昭和39年(1964)1月28日 絵第1567号 

○時  代  南宋 

○年代世紀  13c 

○品  質  紙本墨画淡彩 

○員  数  1巻 

○寸 法 等  本紙 縦45.2 横299.5cm 

○施工会社  ㈱岡墨光堂 

○修理内容  1.解体する。 2.裏打ち等補強を施す。 3.表装裂等を新調し、巻子装に仕立てる。 4.桐製保存箱、桐製太巻添軸、包裂等を新調する。 (平成24年度は2まで) 

 

〈書跡〉（1件） 

13 ○列品番号  B-3238 

○名  称  和歌懐紙(わかかいし) 

○時  代  室町 

○年代世紀  15c 

○品  質  紙本墨書 

○員  数  1幅 

○寸 法 等  本紙 縦31.5 横42.5cm 
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○施工会社  ㈱桂文化財修理工房 

○修理内容  1.軸装を解体する。 2.裏打ち等補強を施す。 3.表装裂等を新調し、掛幅装に仕立てる。 4.桐製保存箱、桐製太巻添軸、包裂等を新調する。(平成24年度は2 

から) 

 

〈東洋書跡〉（4件） 

14 ○列品番号  TB-1173  

○名  称  与無相居士尺牘(むそうこじにあたうせきとく) 

○指  定  国宝 

○指定年月  昭和25年(1950)8月25日 書第2号 

○時  代  南宋 

○年代世紀  12c 

○品  質  紙本墨書 

○員  数  1幅 

○寸 法 等  縦37.9 横65.5㎝  

 ○施工会社  ㈱松鶴堂 

 ○修理内容  1.解体する。 2.裏打ち等補強を施す。 3.表装裂、軸首を再使用し、掛幅装に仕立てる。 4.桐製保存箱、桐製太巻添軸、包裂、布貼帙等を新調する。(平成24 

年度は2まで) 

 

15 ○列品番号  TB-1179 

○名  称  偈頌(げじゅ)  

○指  定  重要文化財 

○指定年月  昭和31年(1956)6月28日 書第1757号 

○時  代  南宋 

○年代世紀  紹定2年(1229) 

○品  質  紙本墨書 

○員  数  1幅   

○寸 法 等  縦31.8 横80.9cm 

○施工会社  ㈱半田九清堂 

○修理内容  1.解体する。 2.裏打ち等補強を施す。 3.表装裂、軸首を再使用し、掛幅装に仕立てる。 4.桐製保存箱、桐製太巻添軸、包裂、布貼帙等を新調する。(平成24 

年度は2から) 

 

16 ○列品番号  TB-1198 

○名  称  跋語(ばつご） 

○指  定  重要文化財 

○指定年月  昭和25年(1950)8月25日 書第290号 

○時  代  南宋 

○年代世紀  淳祐7年(1247) 

○品  質  紙本墨書 

○員  数  1幅 

○寸 法 等  縦38.3 横47.3cm 

○施工会社  ㈱桂文化財修理工房 

○修理内容  1.解体する。 2.裏打ち等補強を施す。 3.表装裂、軸首を再使用し、掛幅装に仕立てる。 4.桐製保存箱、桐製太巻添軸、包裂、布貼帙等を新調する。(平成24 

年度は2から) 

 

17 ○列品番号  TB-1546 

○名  称  楷書七言聯(かいしょしちごんれん) 

○時  代  清-民国 

○年代世紀  20c 

○品  質  蝋箋墨書 

○員  数  2幅 

○寸 法 等  各137.7×27.3㎝ 

○施工会社  ㈱文化財保存 

○修理内容  1.軸装を解体する。 2.クリーニングする。 3.裏打ちなど補強を施す。 4.表装裂地を新調し、掛幅装に仕立てる。 5.桐製保存箱、桐製太巻添軸、包裂、布貼 

帙などを新調する。(平成23年度は3から)  

 

〈東洋彫刻〉（3件） 

18 ○列品番号  TC-391 

○名  称  シヴァ半身像（しばはんしんぞう） 

○時  代  アンコール 

○年代世紀  9c 

○品  質  砂石 

○員  数  1躯 

○寸 法 等  総高68.2㎝ 

○施工会社  文化財修復工房明舎 

○修理内容  1.亀裂部分へ接着剤を含浸させる。 2.心棒を抜き取る。 3.クリーニングする。 4.再接合する。 5.充填及び補彩を施す。 6.安定台を製作する。（平成24年 

度は4まで） 

 

19 ○列品番号  TC-407 

 ○名  称  観音立像（かんのんりゅうぞう）カンボジア、シュムリアップ、アンコール・トム死者の門 

○時  代  アンコール 

○年代世紀  13c  

○品  質  砂岩  

○員  数  1躯  

○寸 法 等  高146.1cm 

○施工会社  文化財修復工房明舎 

○修理内容  1.頭部を取り外す。 2.セメントを除去する。 3.再接合する。 4.亀裂を補修する。 5.浮き上がり部分を接合する。 6.安定台を作製する。 (平成24年度は 

3から) 

 

20 ○列品番号  TC-515 

○名  称  塑造破片(そぞうはへん) 

○年代世紀  7-8c 
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  ○品  質  塑造、彩色 

  ○員  数  9個 

  ○寸 法 等  右足：長12.5、長16.5、長21.9 合掌手：長12.2、長14.7、長16.0 左下腕：長26.5 腕：長19.0 肉髻：高5.0・幅8.0・奥行8.5cm 

  ○施工会社  独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所 

○修理内容  1. 事前調査(X線CTスキャナーなど)を行う。 2.表面を養生する。 3.表面の養生を除去した後、最小限のクリーニングを行う。 4.彩色層の剥落止めを行う。  

5.塑土の崩落が進行する部分に新たな塑土を充填する。 6.展示台及び保存箱を作製する。 (平成24年度は2まで) 

 

〈刀剣〉（2件） 

21 ○列品番号  F-260 

○名  称  太刀 銘 大和国住藤原政長作（たち めい やまとのくににすまうふじわらまさながさく） 

○時  代  室町 

○年代世紀  永正3年(1506) 

○品  質  鉄製 

○員  数  1口 

○寸 法 等  刃長75.0、反り2.5cm 

○施工会社  小野 博 

○修理内容  1.全身を研磨する。 2.白鞘を新調する。(平成24年度は1の途中から) 

 

22 ○列品番号  F-20159 

○名  称  脇指 銘 南部住金房兵衛尉政次(わきざし めい なんぶにすまうかなぼうひょうえのじょうまさつぐ) 

○時  代  安土桃山 

○年代世紀  天正18年(1590) 

○品  質  鉄製 

○員  数  1口 

○寸 法 等  刃長43.1、反1.0cm  

○施工会社  本阿彌道弘 

○修理内容  1.全身を研磨する。 2.白鞘を新調する。 (平成24年度は1の途中から) 

 

〈陶磁〉（2件） 

23 ○列品番号  G-1077 

 ○名  称  色絵七宝文盃洗(いろえしっぽうもんはいせん) 永楽和全（1823～96）作 

○時  代  江戸-明治 

○年代世紀  19c 

○品  質  陶製 

○員  数  1口  

○寸 法 等  高11.0 口径14.8 底径6.0cm 

○施工会社  繭山隆司 

○修理内容  1.全体をクリーニングする。 2.欠損部分を元に戻す。 3.ひび部分を補強する。(平成24年度は2から) 

 

24 ○列品番号  G-5293 

○指  定  重要文化財 

○指定年月  平成2年(1990)6月29日 工第2536号 

○名  称  染付龍濤文提重(そめつけりゅうとうもんさげじゅう) 青木木米（1767～1833）作 

○時  代  江戸 

○年代世紀  19c 

○品  質  磁製 

○員  数  1具 

○寸 法 等  提(高23.0 径23.0×22.5) 箱(高14.0 径16.3×16.0) cm 

○施工会社  ますぶち工房 

○修理内容  1.旧修理部分を取り除き、クリーニングする。 2.オーバーペイントを除去した後、最小限の補填・補彩をする。(平成24年度は2から) 

 

〈東洋陶磁〉（1件） 

25 ○列品番号  TG-938  

○名  称  緑彩龍文瓶(りょくさいりゅうもんへい) 景徳鎮窯 

○時  代  明 

○年代世紀  万暦年間(1573～1620年) 

○品  質  磁製 

○員  数  1口 

○寸 法 等  高21.6 口径14.3 底径10.8cm 

○施工会社  ますぶち工房 

○修理内容  1.全体をクリーニングする。 2.旧修理のオーバーペイントを除去する。 3.欠失部分へ状況に応じて補填する。 4.補填部分へ補彩する。(平成24年度は2の 

途中から) 

 

〈漆工〉（2件） 

26 ○列品番号  H-4496  

○名  称  檜垣枝菊蒔絵沈箱(ひがきえだきくまきえじんばこ) 

○時  代  安土桃山-江戸 

○年代世紀  17c 

○品  質  木製漆塗  

○員  数  1合   

○寸 法 等  縦10.1 横8.8 高7.2cm 

○施工会社  北村 繁 

○修理内容  1.クリーニングする。 2.塗膜を強化する。 3.欠失部分を補填する。 4.周囲と色あわせを行なう。(平成24年度は2から) 

 

27 ○列品番号  H-4510  

○名  称  吉野山蒔絵棚(よしのやままきえだな) 

○時  代  江戸 

○年代世紀  19c  

○品  質  木製漆塗 

○員  数  1基   

○寸 法 等  幅88.4 奥行39.4 高81.6cm  
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○施工会社  ㈱小西美術工藝社 

○修理内容  1.クリーニングする。 2.梨子地部分を保護しながら、漆塗膜を強化する。 3.漆塗膜の亀裂や剥離箇所の安定をはかる。 4.旧修理の塗料を除去し、色合わせ 

を行う。(平成24年度は2から) 

 

〈東洋漆工〉（2件） 

28 ○列品番号  TH-18  

○名  称  広寒宮螺鈿合子(こうかんきゅうらでんごうす) 

○時  代  元 

○年代世紀  14c 

○品  質  木製漆塗 

○寸 法 等  径32.5 高10.4cm 

○員  数  1合 

○施工会社  ㈱目白漆芸文化財研究所 

○修理内容  1.全体をクリーニングする。 2.塗膜を強化する。 3.欠失部分を補填する。 4.周囲と色あわせを行う。(平成24年度は2から) 

 

29 ○列品番号  TH-441  

○名  称  朱漆十二角脚付膳(しゅうるしじゅうにかくきゃくつきぜん) 

○時  代  朝鮮 

○年代世紀  19-20c 

○品  質  木製漆塗 

○寸 法 等  盤径39.9 底径40.3 高25.8cm  

○員  数  1基  

○施工会社  ㈱小西美術工藝社 

○修理内容  1.クリーニングする。 2.塗膜を強化する。 3.欠失部分を補填する。 4.周囲と色あわせを行う。 5.金具の錆を除去し、安定化させる。(平成24年度は2から) 

 

〈染織〉（36件） 

30 ○列品番号  I-336-10 

○名  称  赤地七曜文纐纈平絹幡足  (あかじしちようもんこうけちへいけんばんそく) 

○時  代  奈良 

○年代世紀  8c 

○品  質  絹製、纐纈・平絹 

○員  数  1条 

○寸 法 等  29.1×9.6㎝ 

○施工会社  澤田むつ代、アソシエイトフェロー 

○修理内容  1.ガラスを外して裂を取り出す。 2.汚れ等を除去する。 3.糸目を揃えながら文様を合わせて形を整える。 4.新糊を用いて和紙で裏打ちする。 5.マット装に 

仕立てる。 

 

31 ○列品番号  I-336-11 

○名  称  辻が花裂 紫地円模様 （つじがはなぎれ むらさきじえんもよう） 

○時  代  江戸 

○年代世紀  17～18c 

○品  質  絹製、絞り・平絹 

○員  数  1枚 

○寸 法 等  14.8×8.5 ㎝ 

○施工会社  澤田むつ代、アソシエイトフェロー 

○修理内容  1.ガラスを外して裂を取り出す。 2.汚れ等を除去する。 3.糸目を揃えながら文様を合わせて形を整える。 4.新糊を用いて和紙で裏打ちする。 5.マット装に 

仕立てる。 

 

32 ○列品番号  I-336-18 

○名  称  濃青緑地・赤地目結文纐纈綾縫い合わせ（こいあおみどりじ・あかじめゆいもんこうけちあやぬいあわせ ） 

○時  代  奈良 

○年代世紀  8c 

○品  質  絹製、纐纈・綾 

○員  数  1枚 

○寸 法 等  30.0×20.0㎝ 

○施工会社  澤田むつ代、アソシエイトフェロー 

○修理内容  1.ガラスを外して裂を取り出す。 2.汚れ等を除去する。 3.糸目を揃えながら文様を合わせて形を整える。 4.新糊を用いて和紙で裏打ちする。 5.マット装に 

仕立てる。 

 

33 ○列品番号  I-336-19 

○名  称  赤地花卉文夾纈羅 （あかじかきもんきょうけちら ） 

○時  代  奈良 

○年代世紀  8c 

○品  質  絹製、纐纈・平絹 

○員  数  3枚 

○施工会社  澤田むつ代、アソシエイトフェロー 

○修理内容  1.ガラスを外して裂を取り出す。 2.汚れ等を除去する。 3.糸目を揃えながら文様を合わせて形を整える。 4.新糊を用いて和紙で裏打ちする。5.マット装に仕 

立てる。 

 

34 ○列品番号  I-336-20  

○名  称  黄地平絹（きじへいけん） 

○時  代  飛鳥-奈良 

○年代世紀  7-8c 

○品  質  絹製、平絹 

○員  数  1枚 

○寸 法 等  30.0×5.7㎝ 

○施工会社  澤田むつ代、アソシエイトフェロー 

○修理内容  1.ガラスを外して裂を取り出す。 2.汚れ等を除去する。 3.糸目を揃えながら文様を合わせて形を整える。 4.新糊を用いて和紙で裏打ちする。 5.マット装に 

仕立てる。 

 

35 ○列品番号  I-336-21   
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○名  称  茶地平絹 （ちゃじへいけん ） 

○時  代  飛鳥-奈良 

○年代世紀  7-8c 

○品  質  絹製、平絹 

○員  数  1枚 

○寸 法 等  13.5×11.5  ㎝ 

○施工会社  澤田むつ代、アソシエイトフェロー 

○修理内容  1.ガラスを外して裂を取り出す。 2.汚れ等を除去する。 3.糸目を揃えながら文様を合わせて形を整える。 4.新糊を用いて和紙で裏打ちする。 5.マット装に 

仕立てる。 

 

36 ○列品番号  I-336-34 

○名  称  白地花枝唐草文綾幡足（うすちゃじめゆいもんこうけちへいけん） 

○時  代  奈良 

○年代世紀  8c 

○品  質  絹製、綾 

○員  数  1枚 

○寸 法 等  19.3×12.5 ㎝ 

○施工会社  澤田むつ代、アソシエイトフェロー 

○修理内容  1.ガラスを外して裂を取り出す。 2.汚れ等を除去する。 3.糸目を揃えながら文様を合わせて形を整える。 4. 新糊を用いて和紙で裏打ちする。 5.マット装 

に仕立てる。 

 

37 ○列品番号  I-336-35 

○名  称  紫地双竜二重連珠円文綾（むらさきじそうりゅうにじゅうれんじゅえんもんあや） 

○時  代  飛鳥-奈良 

○年代世紀  7-8c 

○品  質  絹製、綾 

○員  数  1枚 

○寸 法 等  2.6×20.3 ㎝ 

○施工会社  澤田むつ代、アソシエイトフェロー 

○修理内容  1.ガラスを外して裂を取り出す。 2.汚れ等を除去する。 3.糸目を揃えながら文様を合わせて形を整える。 4.新糊を用いて和紙で裏打ちする。 5.マット装に 

仕立てる。 

 

38 ○列品番号  I-336-43 

○名  称  紺地目結文纐纈綾（こんじめゆいもんこうけちあや） 

○時  代  飛鳥-奈良 

○年代世紀  7-8c 

○品  質  絹製、綾 

○員  数  1枚 

○寸 法 等  28.1×10.7 ㎝ 

○施工会社  澤田むつ代、アソシエイトフェロー 

○修理内容  1.ガラスを外して裂を取り出す。 2.汚れ等を除去する。 3.糸目を揃えながら文様を合わせて形を整える。 4.新糊を用いて和紙で裏打ちする。 5.マット装に 

仕立てる。 

 

39 ○列品番号  I-336-44 

○名  称  縞地花文錦（しまじかもんにしき） 

○時  代  奈良 

○年代世紀  8c 

○品  質  絹製、錦 

○員  数  1枚 

○寸 法 等  15.0×11.3㎝ 

○施工会社  澤田むつ代、アソシエイトフェロー 

○修理内容  1.ガラスを外して裂を取り出す。 2.汚れ等を除去する。 3.糸目を揃えながら文様を合わせて形を整える。 4.新糊を用いて和紙で裏打ちする。 5.マット装に 

仕立てる。 

 

40 ○列品番号  I-336-45   

○名  称  紺地菱入菱繋文綾  （こんじひしいりひしつなぎもんあや） 

○時  代  飛鳥-奈良 

○年代世紀  7-8c 

○品  質  絹製、綾 

○員  数  1枚 

○寸 法 等  10.7×14.1 ㎝ 

○施工会社  澤田むつ代、アソシエイトフェロー 

○修理内容  1.ガラスを外して裂を取り出す。 2.汚れ等を除去する。 3.糸目を揃えながら文様を合わせて形を整える。 4.新糊を用いて和紙で裏打ちする。 5.マット装に 

仕立てる。 

 

41 ○列品番号  I-336-46 

○名  称  淡縹地七曜文入亀甲繋文綾（うすはなだじしちようもんいりきっこうつなぎもんあや ） 

○時  代  飛鳥-奈良 

○年代世紀  7-8c 

○品  質  絹製、綾 

○員  数  1枚 

○寸 法 等  10.9×9.0㎝ 

○施工会社  澤田むつ代、アソシエイトフェロー 

○修理内容  1.ガラスを外して裂を取り出す。 2.汚れ等を除去する。 3.糸目を揃えながら文様を合わせて形を整える。 4.新糊を用いて和紙で裏打ちする。5.マット装に仕 

立てる。 

 

42 ○列品番号  I-336-47 

○名  称  紫地入子菱繋文綾 （むらさきじいりこびしつなぎもんあや） 

○時  代  飛鳥-奈良 

○年代世紀  7-8c 

○品  質  絹製、綾 
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○員  数  1枚 

○寸 法 等  4.6×13.7 ㎝ 

○施工会社  澤田むつ代、アソシエイトフェロー 

○修理内容  1.ガラスを外して裂を取り出す。 2.汚れ等を除去する。 3.糸目を揃えながら文様を合わせて形を整える。 4.新糊を用いて和紙で裏打ちする。5.マット装に仕 

立てる。 

 

43 ○列品番号  I-336-48 

○名  称  紫地七曜文入亀甲繋文綾 （むらさきじしちようもんいりきっこうつなぎもんあや） 

○時  代  飛鳥-奈良 

○年代世紀  7-8c 

○品  質  絹製、綾 

○員  数  1枚 

○寸 法 等  4.8×9.5 ㎝ 

○施工会社  澤田むつ代、アソシエイトフェロー 

○修理内容  1.ガラスを外して裂を取り出す。 2.汚れ等を除去する。 3.糸目を揃えながら文様を合わせて形を整える。 4.新糊を用いて和紙で裏打ちする。 5.マット装に 

仕立てる。 

 

44 ○列品番号  I-336-51 

○名  称  赤地亀甲繋花葉文錦（あかじきっこうつなぎかようもんにしき） 

○時  代  飛鳥 

○年代世紀  7c 

○品  質  絹製、錦 

○員  数  1枚 

○施工会社  澤田むつ代、アソシエイトフェロー 

○修理内容  1.ガラスを外して裂を取り出す。 2.汚れ等を除去する。 3.糸目を揃えながら文様を合わせて形を整える。 4.新糊を用いて和紙で裏打ちする。 5.マット装に 

仕立てる。 

 

45 ○列品番号  I-336-52 

○名  称  赤地花入連珠円文錦 （あかじはないりれんじゅえんもんにしき） 

○時  代  飛鳥 

○年代世紀  7c 

○品  質  絹製、錦 

○員  数  1枚 

○寸 法 等  17.2×2.7 ㎝ 

○施工会社  澤田むつ代、アソシエイトフェロー 

○修理内容  1.ガラスを外して裂を取り出す。 2.汚れ等を除去する。 3.糸目を揃えながら文様を合わせて形を整える。 4.新糊を用いて和紙で裏打ちする。 5.マット装に 

仕立てる。 

 

46 ○列品番号  I-336-53  

○名  称  赤地格子蓮華文錦（あかじこうしれんげもんにしき） 

○時  代  飛鳥 

○年代世紀  7c 

○品  質  絹製、錦 

○員  数  1枚 

○寸 法 等  11.1×1.8㎝ 

○施工会社  澤田むつ代、アソシエイトフェロー 

○修理内容  1.ガラスを外して裂を取り出す。 2.汚れ等を除去する。 3.糸目を揃えながら文様を合わせて形を整える。 4.新糊を用いて和紙で裏打ちする。 5.マット装に 

仕立てる。 

 

47 ○列品番号  I-336-54   

○名  称  縹地連珠襷花文錦 （はなだじれんじゅたすきかもんにしき） 

○時  代  飛鳥 

○年代世紀  7c 

○品  質  絹製、錦絹製、綾 

○員  数  1枚 

○寸 法 等  14.0×2.8㎝ 

○施工会社  澤田むつ代、アソシエイトフェロー 

○修理内容  1.ガラスを外して裂を取り出す。 2.汚れ等を除去する。 3.糸目を揃えながら文様を合わせて形を整える。 4.新糊を用いて和紙で裏打ちする。 5.マット装に 

仕立てる。 

 

48 ○列品番号  I-336-55   

○名  称  縹地連珠襷花文錦 （はなだじれんじゅたすきはなもんにしき） 

○時  代  飛鳥 

○年代世紀  7c 

○品  質  絹製、錦 

○員  数  1枚 

○寸 法 等  16.2×2.5 ㎝ 

○施工会社  澤田むつ代、アソシエイトフェロー 

○修理内容  1.ガラスを外して裂を取り出す。 2.汚れ等を除去する。 3.糸目を揃えながら文様を合わせて形を整える。 4.新糊を用いて和紙で裏打ちする。 5.マット装に 

仕立てる。 

 

49 ○列品番号  I-336-56 

○名  称  雑色杢糸平織 （ざっしょくもくいとひらおり） 

○時  代  飛鳥-奈良 

○年代世紀  7-8c 

○品  質  絹製、平織 

○員  数  1枚 

○寸 法 等  2.2×17.0 ㎝ 

○施工会社  澤田むつ代、アソシエイトフェロー 

○修理内容  1.ガラスを外して裂を取り出す。 2.汚れ等を除去する。 3.糸目を揃えながら文様を合わせて形を整える。 4.新糊を用いて和紙で裏打ちする。 5.マット装に 

仕立てる。 
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50 ○列品番号  I-336-70 

○名  称  緑地唐花文錦（みどりじからはなもんにしき） 

○時  代  奈良 

○年代世紀  8c 

○品  質  絹製、錦 

○員  数  1枚 

○寸 法 等  17.3×37.0 ㎝ 

○施工会社  澤田むつ代、アソシエイトフェロー 

○修理内容  1.ガラスを外して裂を取り出す。 2.汚れ等を除去する。 3.糸目を揃えながら文様を合わせて形を整える。 4.新糊を用いて和紙で裏打ちする。5.マット装に仕 

立てる。 

 

51 ○列品番号  I-336-71  

○名  称  黄地唐花文錦 （きじからはなもんにしき） 

○時  代  奈良 

○年代世紀  8c 

○品  質  絹製、錦絹製、綾 

○員  数  1枚 

○寸 法 等  3.4×5.8㎝ 

○施工会社  澤田むつ代、アソシエイトフェロー 

○修理内容  1.ガラスを外して裂を取り出す。 2.汚れ等を除去する。 3.糸目を揃えながら文様を合わせて形を整える。 4.新糊を用いて和紙で裏打ちする。 5.マット装に 

仕立てる。 

 

52 ○列品番号  I-336-82  

○名  称  白地葱花山形文綴織 （しろじねぎばなやまがたもんつづれおり） 

○時  代  飛鳥 

○年代世紀  7c 

○品  質  絹製、綴織 

○員  数  1枚 

○寸 法 等  5.0×28.1 ㎝ 

○施工会社  澤田むつ代、アソシエイトフェロー 

○修理内容  1.ガラスを外して裂を取り出す。 2.汚れ等を除去する。 3.糸目を揃えながら文様を合わせて形を整える。 4.新糊を用いて和紙で裏打ちする。 5.マット装に 

仕立てる。 

 

53 ○列品番号  I-336-83   

○名  称  金地竜蓮華文綴織（きんじりゅうれんげもんつづれおり） 

○時  代  飛鳥 

○年代世紀  7c 

○品  質  絹製、綴織 

○員  数  1枚 

○寸 法 等  4.2×9.2㎝ 

○施工会社  澤田むつ代、アソシエイトフェロー 

○修理内容  1.ガラスを外して裂を取り出す。 2.汚れ等を除去する。 3.糸目を揃えながら文様を合わせて形を整える。 4.新糊を用いて和紙で裏打ちする。 5.マット装に 

仕立てる。 

 

54 ○列品番号  I-336-87 

○名  称  雑色横縞裂 （ざっしょくよこじまぎれ） 

○時  代  奈良 

○年代世紀  8c 

○品  質  絹製、平織 

○員  数  1枚 

○寸 法 等  9.7×6.0㎝ 

○施工会社  澤田むつ代、アソシエイトフェロー 

○修理内容  1.ガラスを外して裂を取り出す。 2.汚れ等を除去する。 3.糸目を揃えながら文様を合わせて形を整える。 4.新糊を用いて和紙で裏打ちする。 5.マット装に 

仕立てる。 

 

55 ○列品番号  I-336-88   

○名  称  雑色横縞裂 （ざっしょくよこじまぎれ） 

○時  代  奈良 

○年代世紀  8c 

○品  質  絹製、平織 

○員  数  1枚 

○寸 法 等  12.4×7.8 ㎝ 

○施工会社  澤田むつ代、アソシエイトフェロー 

○修理内容  1.ガラスを外して裂を取り出す。 2.汚れ等を除去する。 3.糸目を揃えながら文様を合わせて形を整える。 4.新糊を用いて和紙で裏打ちする。 5.マット装に 

仕立てる。 

 

56 ○列品番号  I-336-90   

○名  称  赤地広東裂  （あかじかんとんぎれ） 

○時  代  飛鳥-奈良 

○年代世紀  7-8c 

○品  質  絹製、経絣・平織 

○員  数  3枚 

○寸 法 等  (1)23.5×3.8、(2)5.6×3.5、(3)22.7×5.4 ㎝ 

○施工会社  澤田むつ代、アソシエイトフェロー 

○修理内容  1.ガラスを外して裂を取り出す。 2.汚れ等を除去する。 3.糸目を揃えながら文様を合わせて形を整える。 4.新糊を用いて和紙で裏打ちする。5.マット装に仕 

立てる。 

 

57 ○列品番号  I-336-91   

○名  称  赤地広東裂 （あかじかんとんぎれ） 

○時  代  飛鳥-奈良 
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○年代世紀  7-8c 

○品  質  絹製、経絣・平織 

○員  数  4枚 

○寸 法 等  (1)22.0×14.0、(2)8.6×5.4、(3)4.4×2.0、(4)3.5×7.7 ㎝ 

○施工会社  澤田むつ代、アソシエイトフェロー 

○修理内容  1.ガラスを外して裂を取り出す。 2.汚れ等を除去する。 3.糸目を揃えながら文様を合わせて形を整える。 4.新糊を用いて和紙で裏打ちする。 5.マット装に 

仕立てる。 

 

58 ○列品番号  I-336-102   

○名  称  繍仏裂 （しゅうぶつぎれ） 

○時  代  飛鳥 

○年代世紀  7c 

○品  質  絹製、刺繍・縬 

○員  数  1枚 

○寸 法 等  29.2×8.1 ㎝ 

○施工会社  澤田むつ代、アソシエイトフェロー 

○修理内容  1.ガラスを外して裂を取り出す。 2.汚れ等を除去する。 3.糸目を揃えながら文様を合わせて形を整える。 4.新糊を用いて和紙で裏打ちする。 5.マット装に 

仕立てる。 

 

59 ○列品番号  I-336-103 

○名  称  繍仏裂（しゅうぶつぎれ） 

○時  代  飛鳥 

○年代世紀  7c 

○品  質  絹製、刺繍・縬 

○員  数  1枚 

○寸 法 等  28.7×5.2㎝ 

○施工会社  澤田むつ代、アソシエイトフェロー 

○修理内容  1.ガラスを外して裂を取り出す。 2.汚れ等を除去する。 3.糸目を揃えながら文様を合わせて形を整える。 4.新糊を用いて和紙で裏打ちする。 5.マット装に 

仕立てる。 

 

60 ○列品番号  I-336-104 

○名  称  山形文組紐 （やまがたもんくみひも） 

○時  代  飛鳥-奈良 

○年代世紀  7-8c 

○品  質  絹製、組紐 

○員  数  1枚 

○寸 法 等  10.0×3.5㎝ 

○施工会社  澤田むつ代、アソシエイトフェロー 

○修理内容  1.ガラスを外して裂を取り出す。 2.汚れ等を除去する。 3.糸目を揃えながら文様を合わせて形を整える。 4.新糊を用いて和紙で裏打ちする。 5.マット装に 

仕立てる。 

 

61 ○列品番号  I-336-105   

○名  称  山形文組紐 （やまがたもんくみひも） 

○時  代  飛鳥-奈良 

○年代世紀  7-8c  

○品  質  絹製、組紐 

○員  数  1枚 

○寸 法 等  4.0×4.5 ㎝ 

○施工会社  澤田むつ代、アソシエイトフェロー 

○修理内容  1.ガラスを外して裂を取り出す。 2.汚れ等を除去する。 3.糸目を揃えながら文様を合わせて形を整える。 4.新糊を用いて和紙で裏打ちする。 5.マット装に 

仕立てる。 

 

62 ○列品番号  I-336-106 

○名  称  獅噛連珠円文刺繍（しがみれんじゅえんもんししゅう） 

○時  代  飛鳥 

○年代世紀  7c  

○品  質  絹製、刺繍 

○員  数  1括 

○寸 法 等  23.0×28.0(複数片に分かれる。全体の最長、最幅) ㎝ 

○施工会社  澤田むつ代、アソシエイトフェロー 

○修理内容  1.ガラスを外して裂を取り出す。 2.汚れ等を除去する。 3.糸目を揃えながら文様を合わせて形を整える。 4.新糊を用いて和紙で裏打ちする。 5.マット装に 

仕立てる。 

 

63 ○列品番号  I-336-107 

○名  称  白地花文氈 （しろじはなもんせん） 

○時  代  奈良 

○年代世紀  8c  

○品  質  獣毛製 

○員  数  1枚 

○寸 法 等  19.3×14.7 ㎝ 

○施工会社  澤田むつ代、アソシエイトフェロー 

○修理内容  1.ガラスを外して裂を取り出す。 2.汚れ等を除去する。 3.歪み等を直し、文様の形を整える。 4.落とし込みの状態にしてマット装にする。           

 

64 ○列品番号  I-336-108   

○名  称  白地花文氈 （しろじはなもんせん） 

○時  代  奈良 

○年代世紀  8c  

○品  質  獣毛製 

○員  数  1枚 

○寸 法 等  36.5×15.3 ㎝ 

○施工会社  澤田むつ代、アソシエイトフェロー 

－ 37 －

附属資料　：24年度自己点検評価報告書　統計表



○修理内容  1.ガラスを外して裂を取り出す。 2.汚れ等を除去する。 3.歪み等を直し、文様の形を整える。 4.落とし込みの状態にしてマット装にする。 

 

65 ○列品番号  I-2861  

○名  称  唐織 濃茶茶浅葱段秋草模様 （からおり こいちゃちゃあさぎだんあきくさもよう） 

○時  代  江戸 

○年代世紀  18c 

○品  質  絹製、唐織 

○員  数  1領 

○寸 法 等  丈152.7 裄71.6 ㎝ 

○施工会社  ㈱染技連 

○修理内容  1.解体する。 2.クリーニングする。 3.表裂の裂けた部分には、類似の経三枚綾を新調し、類似の色に染めた補修裂を用いて、損傷部分にあてて縫いとめる。 4. 

裏裂の劣化している部分と裂けている部分には、類似の平絹を新調し、類似の色に染めた補修裂を用いて、損傷部分にあてて縫いとめる(状況に応じて全面にあて 

るかは検討を要する)。 5.中に入れる真綿を再利用し、元の状態に仕立てる。 (平成24年度は4から)  

 

〈東洋染織〉（1件） 

66  ○列品番号  TI-171 

○名  称  カシミア・ショール 赤地ペイズリー模様(かしみあ・しょーる あかじぺいずりーもよう) 

○年代世紀  18c 

○品  質  カシミヤ 

○員  数  1枚 

○寸 法 等  縦110.0 横270.0㎝ 

○施工会社  ㈱半田九清堂 

○修理内容  1.クリーニングする。 2.ボーダー部分の亀裂や欠損部分には、類似の補修裂をあてて縫いとめる。 3.内部の小欠損は、部分的に類似の補修裂をあてて縫いとめ 

る。 4.裏面全体に補強用の平絹をあてる。 5.展示用の棒通しを縫い付ける。 6.中性紙製の紙筒に巻き、中性紙製の保存箱を新調して納める。 

 

〈考古〉（26件） 

67  ○列品番号  J-3722 

○名  称  土師器 壺(はじき つぼ) 

○時  代  古墳 

○年代世紀  5c 

○品  質  土製 

○員  数  1個 

○寸 法 等  高19.5 口径15.5 底径3.5㎝ 

○施工会社  繭山隆司 

○修理内容  1.解体する。 2.クリーニングする。 3.接合する。 4.補填、復元する。 5.補填箇所に補彩する。 

 

68  ○列品番号  J-20288 

○名  称  土師器 高坏（はじき たかつき） 

○時  代  古墳 

○年代世紀  6c 

○品  質  土製 

○員  数  1個 

○寸 法 等  高26.3 脚裾径13.7㎝ 

○施工会社  繭山隆司 

○修理内容  1.解体する。 2.クリーニングする。 3.補填、復元する。 4.補填箇所に補彩する。 

 

69  ○列品番号  J-20290 

   ○名  称  土師器 坏（はじき つき） 

○時  代  古墳 

  ○年代世紀  6c 

  ○品  質  土製 

  ○員  数  1個 

○寸 法 等  高4.3 口径13.2㎝ 

○施工会社  繭山隆司 

○修理内容  1.クリーニングする。 2.補填、復元する。 3.補填箇所を補彩する。 

 

70 ○列品番号  J- 20293  

○名  称  土師器 壺 （はじき つぼ） 

○時  代  古墳 

○年代世紀  6c 

○品  質  土製 

○員  数  1個 

○寸 法 等  高20.8 口径11.2 底径6.6㎝ 

○施工会社  繭山隆司 

○修理内容  1.解体する。 2.クリーニングする。 3.補填、復元する。 4.補填箇所を補彩する。 

 

71 ○列品番号  J- 20292-1  

○名  称  須恵器 ハソウ（すえき はそう） 

○時  代  古墳 

○年代世紀  6c 

○品  質  陶製 

○員  数  2本 

○寸 法 等  高13.6 口径13.0㎝ 

○施工会社  繭山隆司 

○修理内容  1.解体する。 2.クリーニングする。 3.補填、復元する。 4.補填部に補彩する。 

 

72  ○列品番号  J- 20294 

○名  称  須恵器 坏蓋（すえき つきぶた） 

○時  代  古墳 

○年代世紀  6c 

○品  質  陶製 
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○員  数  1個 

○寸 法 等  高さ4.6 口径12.6㎝ 

○施工会社  繭山隆司 

○修理内容  1.解体する。 2.クリーニングする。 3.補填、復元する。 4.補填箇所に補彩する。 

 

73  ○列品番号  J- 20295-1  

○名  称  須恵器 坏蓋 （すえき つきぶた） 

○時  代  古墳 

○年代世紀  6ｃ 

○品  質  陶製 

○員  数  1個 

○寸 法 等  高5.7 口径14.0㎝ 

○施工会社  繭山隆司 

○修理内容  1.解体する。 2.クリーニングする。 3.補填、復元する。 4.補填箇所に補彩する。 

 

74  ○列品番号  J- 20297 

○名  称  須恵器 坏蓋（すえき つきぶた ） 

○時  代  古墳 

○年代世紀  6c 

○品  質  陶製 

○員  数  1個 

○寸 法 等  高5.5 口径13.4㎝ 

○施工会社  繭山隆司 

○修理内容  1.解体する。 2.クリーニングする。 3.補填、復元する。 4.補填箇所に補彩する。 

 

75○列品番号  J-7878-1～4 

○名  称  鉄鉾（てつぼこ） 

○時  代  古墳 

○年代世紀  6c 

○品  質  鉄製 

○員  数  4個 

○寸 法 等  長21.0～29.0、身幅2.9～4.0㎝ 

○施工会社  ㈱東都文化財保存研究所 

○修理内容  1.汚れをクリーニングする。 2.脱塩処理を行う。 3.アクリル系樹脂で強化する。 4．エポキシ系樹脂により補填･復元する。 5.アクリル系絵具で補彩する。(平 

成24年度は2まで) 

 

76○列品番号  J-7878-5 

 ○名  称  鉄石突（てついしづき） 

 ○時  代  古墳 

 ○年代世紀  6c 

 ○品  質  鉄製 

 ○員  数  1個 

 ○寸 法 等  長24.0、幅3.5㎝ 

 ○施工会社  ㈱東都文化財保存研究所 

 ○修理内容  1.汚れをクリーニングする。 2.脱塩処理を行う。 3.アクリル系樹脂で強化する。 4．エポキシ系樹脂により補填･復元する。 5.アクリル系絵具で補彩する。(平 

成24年度は2まで) 

 

77○列品番号  J-7879-1～3 

 ○名  称  鉄石突（てついしづき） 

 ○時  代  古墳 

 ○年代世紀  6c 

 ○品  質  鉄製 

 ○員  数  3個 

 ○寸 法 等  長12.5～16.0、幅2.6～3.8㎝ 

 ○施工会社  ㈱東都文化財保存研究所 

 ○修理内容  1.汚れをクリーニングする。 2.脱塩処理を行う。 3.アクリル系樹脂で強化する。 4．エポキシ系樹脂により補填･復元する。 5.アクリル系絵具で補彩する。(平 

成24年度は2まで) 

 

78○列品番号  J-7882 

 ○名  称  轡残欠（くつわざんけつ） 

 ○時  代  古墳 

 ○年代世紀  6c 

 ○品  質  鉄製 

 ○員  数  2個 

 ○寸 法 等  長16.0、幅8.0㎝ 

 ○施工会社  ㈱東都文化財保存研究所 

 ○修理内容  1.汚れをクリーニングする。 2.脱塩処理を行う。 3.アクリル系樹脂で強化する。 4．エポキシ系樹脂により補填･復元する。 5.アクリル系絵具で補彩する。(平 

成24年度は2まで) 

 

79  ○列品番号  J- 9020  

○名  称  鉄鏃 （てつぞく） 

○時  代  古墳 

○年代世紀  6c 

○品  質  鉄製 

○員  数  1本 

○寸 法 等  長3.4 幅2.6㎝ 

○施工会社  ㈲武蔵野文化財修復研究所 

○修理内容  1.クリーニングする。 2.脱塩処理する。 3.強化する。 4.補填、復元する。 5.補填箇所に補彩する。 

 

80  ○列品番号  J-9021 

○名  称  鉄鏃（てつぞく） 
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○時  代  古墳 

○年代世紀  6c 

○品  質  鉄製 

○員  数  1本 

○寸 法 等  長10.7 幅2.6㎝ 

○施工会社  ㈲武蔵野文化財修復研究所 

○修理内容  1.クリーニングする。 2.脱塩処理する。 3.強化する。 4.補填、復元する。 5.補填箇所に補彩する。 

 

81  ○列品番号  J-9022-1   

○名  称  鉄鏃（てつぞく） 

○時  代  古墳時代 

○年代世紀  6c 

○品  質  鉄製 

○員  数  1本 

○寸 法 等  長4.2 幅2.6㎝ 

○施工会社  ㈲武蔵野文化財修復研究所 

○修理内容  1.可能な限り解体する。 2.クリーニングする。 3.脱塩処理する。 4.強化する。 5.補填、復元する。 6.補填箇所に補彩する。 

 

82  ○列品番号  J-9022-2  

○名  称  鉄鏃（てつぞく） 

○時  代  古墳 

○年代世紀  5-6c 

○品  質  鉄製 

○員  数  1本 

○寸 法 等  長7.7 幅2.4㎝ 

○施工会社  ㈲武蔵野文化財修復研究所 

○修理内容  1.クリーニングする。 2.脱塩処理する。 3.強化する。 4.補填、復元する。 5.補填箇所に補彩する。 

 

83  ○列品番号  J-9023 

○名  称  鉄鏃 （てつぞく） 

○時  代  古墳 

○年代世紀  6c 

○品  質  鉄製 

○員  数  2本 

○寸 法 等  (1)長8.3 幅2.0、(2)長7.4 幅2.2 

○施工会社  ㈲武蔵野文化財修復研究所 

○修理内容  1.(1)は可能な限り解体する。 2.クリーニングする。 3.脱塩処理する。 4.強化する。 5.補填、復元する。 6.補填箇所に補彩する。 

 

84  ○列品番号  J-9024 

○名  称  鉄鏃 （てつぞく） 

○時  代  古墳 

○年代世紀  6c 

○品  質  鉄製 

○員  数  2本 

○寸 法 等  (1)長9.3 幅1.5、(2)長9.5 幅1.7㎝ 

○施工会社  ㈲武蔵野文化財修復研究所 

○修理内容  1.クリーニングする。 2.脱塩処理する。 3.強化する。 4.補填、復元する。 5.補填箇所に補彩する。 

 

85  ○列品番号  J-9025   

○名  称  鉄鏃（てつぞく） 

○時  代  古墳 

○年代世紀  6c 

○品  質  鉄製 

○員  数  2本 

○寸 法 等  (1)長12.8 幅2.0、(2)長10.8 幅1.8 

○施工会社  ㈲武蔵野文化財修復研究所 

○修理内容  1.クリーニングする。 2.脱塩処理する。 3.強化する。 4.補填、復元する。 5.補填箇所に補彩する。 

 

86  ○列品番号  J-9026 

○名  称  鉄鏃（てつぞく） 

○時  代  古墳 

○年代世紀  7c 

○品  質  鉄製 

○員  数  3本 

○寸 法 等  (1)長16.2 幅0.7、(2)長14.6 幅0.7、(3)長13.6 幅0.7㎝ 

○施工会社  ㈲武蔵野文化財修復研究所 

○修理内容  1.クリーニングする。 2.脱塩処理する。 3.強化する。 4.補填、復元する。 5.補填箇所に補彩する。 

 

87  ○列品番号  J-9027-1 

○名  称  鉄鏃 （てつぞく） 

○時  代  古墳 

○年代世紀  6c 

○品  質  鉄製 

○員  数  1本 

○寸 法 等  長16.2 幅1.1㎝ 

○施工会社  ㈲武蔵野文化財修復研究所 

○修理内容  1.クリーニングする。 2.脱塩処理する。 3.強化する。 4.補填、復元する。 5.補填箇所に補彩する。 

 

88  ○列品番号  J-9027-2 

○名  称  鉄鏃 （てつぞく） 

○時  代  古墳 
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○年代世紀  6c 

○品  質  鉄製 

○員  数  1本 

○寸 法 等  長14.0 幅1.0㎝ 

○施工会社  ㈲武蔵野文化財修復研究所 

○修理内容  1.クリーニングする。 2.脱塩処理する。 3.強化する。 4.補填、復元する。 5.補填箇所に補彩する。 

 

89  ○列品番号  J-9028 

○名  称  鉄鏃 （てつぞく） 

○時  代  古墳 

○年代世紀  7c 

○品  質  鉄製 

○員  数  4本 

○寸 法 等  (1)長19.0 幅0.8、(2)長18.0 幅0.7、(3)長18.0 幅0.7、(4)長15.2 幅0.6㎝ 

○施工会社  ㈲武蔵野文化財修復研究所 

○修理内容  1.クリーニングする。 2.脱塩処理する。 3.強化する。 4.補填、復元する。 5.補填箇所に補彩する。 

 

90  ○列品番号  J-13424 

○名  称  鉄鏃 （てつぞく） 

○時  代  古墳 

○年代世紀  6c 

○品  質  鉄製 

○員  数  1本 

○寸 法 等  鏃身を含む部分 長4.9 幅1.3、茎を含む部分 長4.0 幅0.6㎝ 

○施工会社  ㈱東都文化財保存研究所 

○修理内容  1.クリーニングする。 2.脱塩処理する。 3.強化する。 4.補填、復元する。 5.補填箇所に補彩する。 

 

91  ○列品番号  J-13423-1 

○名  称  鉄鏃 （てつぞく） 

○時  代  古墳 

○年代世紀  6c 

○品  質  鉄製 

○員  数  1本 

○寸 法 等  長4.8 幅2.3㎝ 

○施工会社  ㈱東都文化財保存研究所 

○修理内容  1.クリーニングする。 2.脱塩処理する。 3.強化する。 4.補填、復元する。 5.補填箇所に補彩する。 

 

92  ○列品番号  J-13423-2 

○名  称  鉄鏃 （てつぞく） 

○時  代  古墳 

○年代世紀  6c 

○品  質  鉄製 

○員  数  1本 

○寸 法 等  長5.2 幅2.2㎝ 

○施工会社  ㈱東都文化財保存研究所 

○修理内容  1.クリーニングする。 2.脱塩処理する。 3.強化する。 4.補填、復元する。 5.補填箇所に補彩する。 

 

〈和書〉(2件) 

93  ○列品番号  QA-4244 

  ○名  称  摂津国図(せっつのくにず) 

○時  代  江戸 

○年代世紀  19c 

○品  質  紙本着色、折仕立 

○員  数  1鋪 

○寸 法 等  134．7×129．8㎝ 

○施工会社  ㈱墨仁堂 

○修理内容  1.本紙の剥落止めを行った後、裏打ち紙を除去する。 2.本紙の紙質に合わせた補修紙を作成し、欠損箇所に補紙を施す。 3.美濃紙にて裏打ちを行う。 4.表紙 

は補修して再使用する。 5.もとの折り目で畳んで、表紙を取り付け、折り畳み装に仕立てる。 

 

94  ○列品番号  QA-4261 

  ○名  称  石見国図(いわみのくにず) 

○時  代  江戸 

○年代世紀  19c 

○品  質  紙本着色、折仕立 

○員  数  1鋪 

○寸 法 等  148．7×137．5㎝ 

○施工会社  ㈱墨仁堂 

○修理内容  1.本紙の剥落止めを行った後、裏打ち紙を除去する。 2.本紙の紙質に合わせた補修紙を作成し、欠損箇所に補紙を施す。 3.美濃紙にて裏打ちを行う。 4.表紙 

は補修して再使用する。 5.もとの折り目で畳んで、表紙を取り付け、折り畳み装に仕立てる。 

 

〈館資〉(1件) 

95  ○列品番号  館資672 

   ○名  称  重要雑録(じゅうようざつろく) 

○時  代  明治16-17年 

○年代世紀  1883-84年 

○品  質  紙製 

○員  数  1冊 

○施工会社  ㈱東京修復保存センター 

○修理内容  1.冊子本を解装する。 2.各頁ごとに折れや皺をのばす。 3.劣化が著しい箇所には両面より典具帖紙による補強を行う。 4.欠失部分に漉き嵌めにて補紙を施 

す。 5.表紙は新調し、題簽、ラベルなどは再用する。 6.封筒や付箋は、補紙等を施し、元の場所に貼り付ける。 7.冊子本に仕立てる。(平成24年度は3ま 

で) 
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【京都国立博物館】(13件) 
＜絵画＞（3件） 

1 ○名  称  病草紙（やまいのそうし） 

○指  定  国宝 

○品  質  紙本著色 

○員  数  10面 

○寸 法 等  縦 25.9～26.0cm 横 25.3～49.3cm 

○施工会社  株式会社 岡墨光堂 

○修理内容  1 写真撮影を行い、本紙の状態を調査する。 2 台紙貼り装の解体を行う。 3 膠水溶液にて絵具層の剥落止を行う。 4 浄化水にて本紙の汚れを除去する。 5布

海苔を用い、養生紙にて表打ちを行う。 6 旧肌裏紙及び旧補紙を除去する。 7 調査に基づいて補修紙を作成し、料紙欠失箇所に補紙を行う。 8 染薄美濃紙に

て肌裏打ちを行い、表打ちの養生紙を除去する。 9 軸首を5巻分新調する。 10 美栖紙にて増裏打ちを行う。 11 折れ伏せを入れ、折れを直す。 12 美栖紙

にて中裏打ちを行う。 13 混合紙にて総裏打ちを行い、仮張りし乾燥させる。 14 軸首を4巻分新調し、表紙裂、見返し紙を新調する。 15 補紙の箇所に補彩

を行う。 16 隔及び軸巻紙を本紙料紙に合わせて作成し、本紙同様の裏打ちを施す。 17 表紙裂及び見返しは、肌裏を打ち、合わせて表紙の形に仕立てる。 18 

本紙に、隔、軸巻き紙、表紙を継ぎ、新調した軸首、中軸、紐等を取り付け巻子装に仕上げる。 19 桐製太巻添軸、桐製屋郎箱を新調し、本紙を納入する。（24

年度より・4ヶ年事業） 

 

2 ○名  称  若狭国鎮守神人絵系図（わかさのくにちんじゅしんじんえけいず） 

○指  定  重要文化財 

○時  代    鎌倉時代 

○品  質  紙本著色 

○員  数  1巻 

○寸 法 等  縦 31.2cm 長 1406.7cm 

○施工会社  株式会社 松鶴堂 

○修理内容  1 損傷状態について調査し、写真撮影を行う。 2 解体作業に耐えるよう絵の具の剥落箇所に剥落止めを行う。 3 解体し、中軸、表装裂を取り外す。 4 浄化水

によって料紙表面の汚れを除去する。 5 剥落止めを充分に施す。 6 養生紙によって表打ちを行う。 7 旧肌裏紙及び旧補紙を除去する。 8 新規補修紙を作

成し、料紙欠失箇所に補紙を補填する。 9 新規肌裏を打つ。 10 増裏打ちを行う。 11 折れ伏せを施し、補強する。 12 中裏を打つ。 13 総裏を打つ。 14 

全ての裏打ちが完了した料紙を継ぎ合わせる。 15 仮張りに表張りを行い、充分乾燥させる。 16 新規補紙に補彩を行う。 17 表張りを行い、充分乾燥させる。 

18 表紙、見返しは新調する。 19 軸首、軸木、八双、紐、軸巻紙を新調し、表紙を取り付け、巻子装に仕立てる。 20 桐製太巻添軸、2 巻入桐製屋郞箱、漆塗

桐製外箱を新調し、料紙を包裂に包み収納する。（24年度より・2ヶ年事業） 

 

3 ○名  称  地蔵菩薩像（じぞうぼさつぞう） 

○時  代    南北朝時代（14世紀） 

○品  質  絹本著色 

○員  数  1幅 

○寸 法 等  本紙縦 105.4cm 本紙横 56.6cm 総縦 186.5cm 総横 74.0cm 

○施工会社  株式会社 松鶴堂 

○修理内容  1 損傷状態について調査・撮影記録を行う。 2 顔料剥落箇所に剥落止めを行う。 3 表装を解装し、表装裂と本紙を外す。 4 クリーニングを行う。 5 折伏・

旧肌裏紙の除去を行う。 6 旧補絹を除去する。 7 本紙欠失箇所に補絹を施す。 8 薄美濃紙にて本紙に肌裏打を施す。 9 美栖紙にて増裏打を施す。 10 本

紙の折損脆弱箇所に折伏せによる補強補修を施す。 11 美栖紙にて2度目の増裏打を施す。 12 補絹箇所に補彩を行う。 13 表装裂地については相応しいもの

に新調する。 14 表装裂地に肌裏打、増裏打を施し、一時仮張し乾燥させる。 15 本紙・表装裂地を仮張りから外し、付廻しを行う。 16 美栖紙にて中裏打ち、

宇陀紙で総裏打を施し、上巻絹を施す。 17 仮張を行い、十分に乾燥させる。 18 紐・軸木(上下一組)は新調、軸首は清浄にし再用し、軸装に仕立てる。 19 包

裂・桐太軸巻(木口詰)・桐屋郎箱・紙帙を新調する。 20 完成後の写真撮影・記録を行い、修理報告書を作成する。（24年度より・3ヶ年事業） 

 

＜書跡＞（2件） 

4 ○名  称  大般若経巻第五百二（だいはんにゃきょうかんだい502） 

○時  代  北宋時代 元祐5年（1090） 

○品  質  紙本墨書 

○員  数  1帖 

○寸 法 等  縦 31.7cm 折幅 11.0cm 

○施工会社  株式会社 光影堂 

○修理内容  1 修理前に本紙料紙の状態を調査し、撮影・記録する。 2 墨・朱箇所の状態調査を行い、必要であれば膠水溶液にて剥落止めを行う。 3 折本装を解体する。 4 

浄化水を用い汚れの除去を行い、必要に応じて再度剥落止めを行う。 5 適度の湿り気をもって旧裏打紙を除去する。 6 料紙の繊維組成検査を行い、それに応

じた補修紙を準備する。 7 本紙欠失箇所に削繕補修を行う。 8 天然染料にて染め、媒染、水洗いを施した薄美濃紙・新糊で肌裏打を行い、一時仮張する。裏

打ちは１層のみ施す。 9 元通りに本紙を折り、継ぎ合せる。 10 折本装に仕立てる。板表紙はヒビ割れ箇所のみ補彩を施し再使用とする。 11 四方紙帙・桐

材屋郎箱を新調する。旧裏打紙等は旧箱へ収納し、四方帙に収めた本紙と旧箱を新調した保存箱へ収納する。 12 完成後の撮影・記録を行い、修理報告書を作成

する。（23年度より継続・2ヶ年事業） 

 

5 ○名  称  金剛般若経開題残巻 弘法大師筆（こんごうはんにゃきょうかいだいざんかん） 

○指  定  国宝 

○品  質  紙本墨書 

○員  数  1巻 

○寸 法 等  本紙 縦 27.9cm 横 201.8cm  表紙 縦 32.3cm 横 24.0cm 

○施工会社  株式会社 松鶴堂 

○修理内容  1 修理前に本紙の状態等を調査・記録し、写真撮影を行う。 2 本紙のクリーニングを行う。 3 裏打紙を除去する。 4 本紙の欠失、破損箇所には同質の補修紙

を作製し、繕う。 5 仮張りにかけて乾燥させる。 6 巻末軸巻紙を新調する。 7 表紙を新調する。 8 本紙と表紙を継ぎ合せる。 9表紙、軸首、中軸、八双、

巻頭紙、紐はそれぞれ新調し、巻子装に仕立てる。 10 修理後の写真撮影を行い、比較検討の資料とする。 11 包裂、桐太巻芯(木口詰仕様)、紙太巻芯、桐材

保存箱（中箱：桐屋郎箱、外箱：黒漆塗桐台差箱（旧箱並列収納））を新調し、収納する。（23年度より継続・2ヶ年事業） 

 

＜彫刻＞（1件） 

6 ○名  称  伎楽面（ぎがくめん） 

○時  代  奈良時代 8世紀 

○員  数  1面 

○寸 法 等  面長 38.2cm 面巾  22.0cm 面高  22.8cm 

○施工会社  財団法人 美術院 

○修理内容  （本躯）1 表面漆層及び彩色は、適切な素材を用いて剥落止めを行う。 2 各所に見られる朽損あるいは割損による小欠損部は現状のままとし、損傷が進まないよ

う安定化をはかる。 3 各所の虫蝕孔は、適切な充填材によって虫穴詰めを行う。 4 鶏冠及び左耳後の虫蝕朽損部は材質強化も視野にいれながら、あらたに損

傷が進むことのないように留意して充填保護を行う。 5 面裏木芯部付近の木屎の粉状化は、適切な素材を用いて安定化をはかる。 6 後補部分は現状のままと

し、当初部分との繋ぎ目は適切な修整を行う。 7 面裏に貼付されている蔵品番号を記した古い紙は、取り外し別保存とする。 

(保存箱）8 新たな桐箱を作成し、面の出し入れと保存の安全をはかる。 9 面裏に貼付されている蔵品番号を記した古い紙・面を包んでいたと思われる絹布は、

整理し新調保存箱に入れ保存をはかる。 10 以上の修理箇所にはすべて適切な仕上げをほどこし、修理記録を将来にわたって失われない形で残す。（24年度より・

2ヶ年事業） 
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＜金工＞（1件） 

7 ○名  称  刀 銘 帝室技藝員月山貞一七十八歳作(花押) 大正二年七月吉日 以相州鎌倉古傳 為永田兵太郎君（かたな めい ていしつぎげいいんがっさんさだいち 78 さい

さく（かおう） たいしょう2ねん7がつきちじつ そうしゅうかまくらこでんをもってす ながたへいたろうくんのため） 

○時  代  大正時代 

○品  質  鉄・鍛造 

○員  数  1口 

○寸 法 等  長さ 68.4cm 反り 1.5cm 拵長 95.5cm 

○施工会社  有限会社 藤代 

○修理内容   1 刀身の状況に応じて、研磨作業の方針を定める。  2 刀身の錆に応じて改正砥で錆の除去を始め、刀身の姿も整える。 3 名倉砥でより小さな錆を除去し、名倉

砥で、砥石目を一層細かくする。  4 最後に内曇砥を用い、細名倉砥の砥石目を完全に除去し、地肌と刃文がきちんと見えるようにし、下地研磨を終える。  5 な

かごの表層の赤錆びは、竹ヘラなどを用いて除去する。  6 健全な状態のため差込仕上げ研ぎで行う。  7 刃艶砥を用い、内曇砥の砥石目を除去する。地肌を現

すために、柔らかめ地艶砥から始め、順次堅めの地艶砥を用いる。  8 この間、刃文部が黒くなるので刃艶砥も用いて、刃文と地肌を整える。鎬地も同様に整え

る。 差込みぬぐいを施し、刃文と地肌部分を仕上げる。 9 帽子部分のなるめ作業を行う。竹の定規とヘラを用い、厚めの刃艶砥で横手線を決める。帽子部分を、

なるめ台に載せた薄い刃艶砥でなるめ、帽子部分を完成させる。  10 棟と鎬地部分は、磨きヘラと磨き棒を用いて、磨き仕上げを行う。  11 以上の作業を終え

た後、全体の様子を確認し、研磨作業を終える。  12 修理前は全身の1カット、修理後は全身・部分（刃文）・なかご両面の6カット、合計7カットを、デジタ

ルカメラで撮影する。 

 

＜漆工＞（1件） 

8 ○名  称  龍骨車蒔絵鞍・鐙（りゅうこつしゃまきえ・くら・あぶみ） 

○時  代  江戸時代（17～18世紀） 

○品  質  木製および鉄製 漆塗 蒔絵 

○員  数  1具 

○寸 法 等  鞍：後輪 馬狭 38.0cm 高さ 25.5cm  居木 長さ 30.0cm  鐙：長さ 30.2cm 幅 14.3cm 高さ 26.6cm 

○施工会社  北村繁 

○修理内容   1 修理前の写真撮影と調査を行う。修理計画を立てる。2 安全なクリーニングを行う。3 表面の金刑部梨子地の捲れをすべて漆で圧着する。剥落分も本体に貼り戻

す。4 鞍の亀裂を漆で接着する。5 鐙の塗膜の亀裂は、支持胎である鉄の酸化が進まないよう処置した上で、漆で圧着する。6 漆塗膜の接着後、亀裂の隙間や欠

失部分を木屎や漆下地で整える。7 新たに加えた漆下地は、オリジナル部分と違和感のないよう調整する。8 鐙の包み布を新調する。9 修理後の撮影を行う。修

理報告を作成する。（23年度より継続・2ヶ年事業） 

 

＜染織＞（3件） 

9 ○名  称  唐織 紅白濃茶段枝垂桜文様（からおり こうはくこいちゃだんしだれざくらもんよう） 

○時  代  江戸時代 18～19世紀 

○品  質  表地：絹・唐織 裏地：絹・平織 

○員  数  1領 

○寸 法 等  身丈 151.0cm 裄 76.0cm 袖丈 55.0cm 袖幅 32.0cm 衿幅 11.0cm 

○施工会社  株式会社 染技連 

○修理内容  1 解体前に全体像・各部分を安全な方法で撮影し、寸法・破損箇所などを記録・撮影する。続く作業工程についても適切な記録・撮影を行う。 2 作品に対する

なじみなどを考慮して使用材料を選定し、適切な色に染色する。 3 縫い目をはずし解体する。 4 可能な範囲で表地を整える。 5 鉄媒染部分およびそれ以外

の部分を適切な方法で補修する。 6 必要な場合には全体の補強を行う。 7 裏地を新調し、適切に仕立てる。 8 保存に適した素材による台紙つきの畳紙ある

いは畳裂を新調する。 9 仕立後の全体像を撮影し、すべての作業にわたる修理報告書を作成する。（24年度より・2ヶ年事業） 

 

10 ○名  称  金地宝尽金襴（きんじたからづくしきんらん） 

○時  代  中国・明時代 16世紀 

○品  質  絹・別絡織金襴 

○員  数  3裂 

○寸 法 等  (1)23.8cm×25.3cm (2)12.6cm×25.2cm (3)22.1cm×10.9cm 

○施工会社  株式会社 染技連 

○修理内容  1 全体像を安全な方法で撮影し、寸法・破損箇所などを記録・撮影する。続く作業工程についても適切な記録・撮影を行う。 2 可能な範囲で裂地のクリーニング

を行う。 3 劣化が始まっている二裂に補強裂を当て、繕う。 4 保存に適した素材および構造による台紙を新調し、作品と旧畳紙を収納する。 5 保存に適し

た素材による台紙収納袋を作成し、適切な場所に作品番号を付ける。 6 修理後の全体像を撮影し、すべての作業にわたる修理報告書を作成する。 

 

11 ○名  称  萌黄中蔓金襴（もえぎなかづるきんらん） 

○時  代  中国・明時代 15～16世紀 

○品  質  絹・別絡織金襴 

○員  数  1裂 

○寸 法 等  長 18.2cm 幅 23.2cm 

○施工会社  株式会社 染技連 

○修理内容  1 全体像を安全な方法で撮影し、寸法・破損箇所などを記録・撮影する。続く作業工程についても適切な記録・撮影を行う。 2 可能な範囲で裂地のクリーニング

を行う。 3 保存に適した素材および構造による台紙を新調し、作品と旧畳紙を収納する。 4 保存に適した素材による台紙収納袋を作成し、適切な場所に作品

番号を付ける。 5 修理後の全体像を撮影し、すべての作業にわたる修理報告書を作成する。 

 

＜考古＞（2件） 

12 ○名  称  秋田県湯沢市松岡経塚出土品のうち  須恵器片（あきたけんゆざわしまつおかきょうづかしゅつどひんのうち すえきへん） 

○時  代  平安時代末―鎌倉時代初 12世紀末 

○品  質  土製 陶質 

○員  数  1括 

○寸 法 等  推定復原高約38cm 口縁部直径18cm 

○施工会社  株式会社 京都科学 

○修理内容    1 仕様確認、準備・写真記録 2 解体（溶剤 酢酸エチルを用いて、接着に使用しているセメダインを再溶解する） 3 クリーニング（解体後全て水洗いをする。

セメダインは全て除去する。） 4 破片断面の強化 (パラロイド５％希釈で刷毛で塗布強化する) 5 再接合（エポキシ接着剤） 6 復元（エポキシ樹脂粘土を使

用） 7 彩色（アクリル絵の具で、復元部が分かるように仕上げる。） 

 

13 ○名  称  土製外容器 天部像陰刻・青銅経筒 仁平三年銘 付 残存経軸  のうち 土製外容器の蓋（どせいがいようき てんぶぞういんこく・せいどうきょうづつ にんぴょ

う3ねんめい つけたりざんぞんきょうじくのうち どせいがいようきのふた） 

○時  代  12世紀 

○品  質  土製瓦質 

○員  数  1個 

○寸 法 等  高 5.0cm 蓋径 25.5cm 

○施工会社  株式会社 京都科学 

○修理内容    1 仕様確認、準備・写真記録 2 解体（溶剤 酢酸エチルを用いて、接着に使用しているセメダインを再溶解する） 3 クリーニング（解体後全て水洗いをする。
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セメダインは全て除去する。） 4 破片断面の強化 (パラロイド５％希釈で刷毛で塗布強化する)  5 再接合（エポキシ接着剤） 6 復元（エポキシ樹脂粘土を

使用） 7 彩色（アクリル絵の具で、復元部が分かるように仕上げる。） 

 

 

 

【奈良国立博物館】(9件) 
＜絵画＞(2件) 

1 ○名  称  絹本著色十王像 〈陸仲淵筆/〉（けんぽんちゃくしょくじゅうおうぞう） 

○指  定  重要文化財 

○員  数  3幅 

○時  代  元時代(中国)  14世紀 

○品  質  絹本著色 

○寸 法 等  各 縦85.8㎝ 横50.6㎝ 

○施工会社  (株)文化財保存 

○修理内容  解体修理。多数ある横折れや料絹の欠失に、折れ伏せや剥落止めなど、適切な処置を施し、掛軸装としてのしなやかさを回復させるため、裏打紙を全て取り替え

る。本品には肌裏紙上への補筆や旧補絹への補筆が見られることから、詳細な損傷地図を作成し、除去及び再使用の検討を行う。旧肌裏紙の取り替えに際しては、

裏面の状態を確認しながら作業を行える乾式肌上げ法を採用する。表装裂、軸木はいたみがあるため新調し、軸首は再使用する。各幅に桐材太巻添軸を新調する。

箱は三幅入りの二重箱に改め、外側を黒漆塗桐台差箱、中箱は桐印籠蓋箱とする。なお、修理過程では、必要に応じて高精細デジタルカメラや蛍光エックス線分

析器等の光学機器を用いた調査を実施し、当館研究員と密に情報を共有しながら修理方針を決定する。また調査や修理の過程で得られたデータを報告書の形で提

出する。(継続3 か年事業のうちの第2年目) 

 

2 ○名  称  絹本著色普賢延命像（けんぽんちゃくしょくふげんえんめいぞう） 

○指  定  重要文化財 

○員  数  1幅 

○時  代  鎌倉時代  13世紀 

○品  質  絹本着色 

○寸 法 等  縦91.0㎝ 横41.8cm 

○施工会社  (株)文化財保存 

○修理内容  解体修理。修理実施前に光学機器等を用いた材料などの分析調査を当館研究員と共同で行い、その成果を随時当館研究員に報告して修理方針を確認する。濾過水 

を用いて汚れを除去し、旧肌裏紙の除去に際しては乾式肌上げ法を採用する。本紙料絹欠失箇所に電子線劣化絹を用いて補絹を施す。表装裂・軸首は再使用し、鐶、 

上下軸、啄木のみ新調する。桐材太巻添軸、桐材印籠箱、裂貼四方帙を新調する。(継続2 か年事業のうちの第1年目) 

 

＜書跡＞(3件) 

3 ○名  称  紺紙金字一字宝塔法華経 〈巻第三、第五〉（こんしきんじいちじほうとうほっけきょう かんだい３、だい５） 

○指  定  重要文化財 

○員  数  2巻 

○時  代  平安時代  12世紀 

○品  質  紺紙金泥書銀泥界および金銀泥絵 

○寸 法 等  巻第三：縦29.9cm 長1106.6cm  巻第五：縦29.8cm 長1256.8cm 

○施工会社  (株)文化財保存 

○修理内容  表紙は現状の補紙を取り外し、新たな補紙を入れる。表紙と見返しの間に一紙（紺色）を足す。見返しは旧補紙を取り外し、新たな補紙を入れる。ただし、巻第 

五の旧補紙部分にある金銀泥の補筆は、可能な限り生かす。本紙の天地辺に施された旧補紙はすべて取り外し、新補紙に代える。天地辺以外の欠損部を繕ってい 

る補紙は現状のままとする。金泥文字の欠損（穴）部は紙背から補紙で繕う。必要に応じて、折れ伏せ、剥落どめ等を施す。本紙のももけは、これを改善する。 

紙継目の糊離れ部に糊を差す。また修理にともない光学的調査機器を用いた紙質調査をおこなう。(継続2 か年事業のうちの第2年目) 

 

4 ○名  称  紫紙金字大方広仏華厳経巻第七十 「東大寺」ノ朱印アリ（ししきんじだいほうこうぶつけごんきょう かんだい７０） 

○指  定  重要文化財 

○員  数  1巻 

○時  代  奈良時代  8世紀 

○品  質  紫紙（麻紙）本 金字銀界 

○寸 法 等  縦26.7cm  長755.0cm 

○施工会社  (株)文化財保存 

○修理内容  本紙については、まず表面のクリーニングを行い、旧補紙を取り除く。修理に伴い、光学調査機器等を用いた紙質調査を行った上で、料紙に合わせた補修紙を作 

製し、欠失部分・虫損部分にあてて修補する。折れには折れ伏せをあてる。 大破した表紙については、適度な紙幅を補修紙によって補填し、八双と巻紐を新たに 

補う。また、保管のため新たに桐箱と包裂を作製する。 

 

5 ○名  称  七大寺日記（しちだいじにっき） 

○員  数  1帖 

○時  代  鎌倉時代  13世紀 

○品  質  紙本墨書 押界 

○寸 法 等  縦25.8cm 横18.5cm 

○施工会社  (株)文化財保存 

○修理内容  料紙の補修を行うため、まず原装を解体する。裏表紙の近代に貼り付けられたと思われるラベル、本紙の旧補紙を外し、表面のクリーニングを行う。料紙の繊維 

組成分析などを行った後、料紙に適した補修紙を作製し、虫損部分は補修紙によって補填する。その後、元の通り粘葉装に綴じ直す。表紙の虫損部については、 

以前の修理で裏打ちがあてられ、その上に外題の補筆が見られることから、裏打ちを外さず、現状のままとする。包裂を新たに作製し、現在の黒塗箱に収納する。 

 

＜彫刻＞(2件) 

6 ○名  称  木造南無仏太子立像（もくぞうなむぶつたいしりゅうぞう） 

○員  数  1軀 

○時  代  鎌倉時代  14世紀 

○品  質  木造（ヒノキ材） 彩色 玉眼 

○寸 法 等  像高68.0㎝ 

○施工会社  ㈶美術院 

○修理内容  全体の黒ずんだ汚れを蒸留水によってクリーニングを行う。矧ぎ目付近の彩色層の浮き上がりは剥落止めを行う。袴結紐や台座の新造は行わない。 

 

7 ○名  称  木造観音立像および絹本著色千手観音像（像内納入品）のうち木造観音立像 （もくぞうかんのんりゅぞうおよびけんぽんちゃくしょくせんじゅかんのんぞうのう

ちもくぞうかんのんりゅうぞう） 

○指  定  重要文化財 

○員  数  1軀 

○時  代  平安時代  12世紀 
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○品  質  木造（ヒノキ材） 漆箔 彫眼 

○寸 法 等  像高53.0㎝ 

○施工会社  ㈶美術院 

○修理内容  漆箔の浮き上がりが認められる箇所は、全て剥落留めを行う。虫蝕の目立つ箇所は樹脂により材質強化を行う。台座上面の左足枘孔に薄板を貼って修正し、像の 

安定をはかる。工程の各段階の記録写真を撮影し、完工後は報告書を作成する。 

 

＜染織＞(1件) 

8 ○名  称  刺繍釈迦如来説法図（ししゅうしゃかにょらいせっぽうず） 

○指  定  国宝 

○員  数  1面 

○時  代  奈良または中国・唐時代  8世紀 

○品  質  絹製 刺繍 

○寸 法 等  縦207.0㎝ 横157.0㎝ 

○施工会社  ㈱文化財保存 

○修理内容  ○装丁は全て復元新調するが、床に接する下端には薄い桟縁を付ける。○扉が刺繍面に直接当たらないように、本紙周囲に厚みを付ける。○現行の縁まわしをめ 

くり、刺繍面を全てあらわす。縁まわし裂は現行のものを復元した裂を新調する。○剥落の危険がある箇所を接着し、剥落止めを施す。○補修箇所は表から剥落 

止めし、オリジナル部分との高低差をなくす処置を施しつつ、現行より刺繍になじむ色となるよう調整する。○裂けている部分や画面全体の安定のため裏打ち紙 

を打ち替える。○銘文は現行に準じた箇所に貼り付ける。○取り扱い及び収納用の木枠を作製し、木枠ごと収納する箱を作製する。箱は作品を立てて保管する仕 

様とする。(継続4 か年事業のうちの第1年目) 

 

＜考古＞(1件) 

9 ○名  称  陶棺 （奈良市西大寺出土） （とうかん ならしさいだいじしゅつど） 

○員  数  1点 

○時  代  古墳時代  6～7世紀 

○品  質  陶製（素焼き） 朱塗り 

○施工会社  ㈶元興寺文化財研究所 

○修理内容  旧補修材を除去し、再接合を行う。欠落部分には軽量かつ強度の高い樹脂を充填。必要に応じて自重に耐える補強材を付加する。追補表面に違和感のない着色を 

施す。既存の框および展示台を移動・保管に適したものに作り替える。 (継続2ヵ年事業のうちの第1年目) 

 

【九州国立博物館】（20件） 
＜絵画＞（5件） 

1  ○名  称  旧円満院宸殿障壁画（きゅうえんまんいんしんでんしょうへきが） 4面11枚（54面11枚のうち）（19年度より継続・6ヵ年計画） 

  ○所 蔵 者  京都国立博物館 

○時  代  江戸時代・17世紀 

○品  質  紙本金地著色、襲木：黒漆塗 引手：木瓜金鍍金 

○寸 法 等  No.2）縦108.5 cm 横85.9 cm  No.3）縦174.4 cm 横84.3 cm  No.4）縦127.4 cm 横33.9 cm、縦127.0 cm 横52.0 cm 

         No.5）縦176.5 cm 横52.0 cm  No.25）縦176.4 cm 横89.0cm  No.26）縦134.1 cm 横55.0cm、縦132.8 cm 横67.0 cm 

○施工会社  一般社団法人国宝修理装潢師連盟九州支部 

○修理内容  1.京都国立博物館内にて運搬の為の仮剥落止を行なう（平成19年度に施工済）。 2.九州国立博物館にて写真撮影を行い、修理前の状態を調査・記録する。 3. 

       解体前の絵具層の剥落止を行なう。 4.襖装を解体する。 5.精製水にて表面の汚れ等を除去する。 6.布苔糊にて絵具層を保護するため表打ちを行なう。 7. 

       本紙の旧裏打紙、旧補紙を除去する。 8.本紙欠失箇所には補修紙にて補紙を施す。 9.本紙の色合いに合わせて、染薄美濃紙にて肌裏を打つ。 10.楮紙にてさ 

       らに裏打紙を打つ。 11.表打ちの紙を除去する。 12.杉材を用い総納組隅止めとした下地を８枚新調する。 13.下地両面に８層の下貼りを施し、よく乾燥させ 

       る。 14.補紙の箇所に補彩を行う。 15.下貼が完了した下地に本紙上貼りする。下地の裏面には新調の鳥の子紙を貼る。 16.最終的な絵具層の剥落止を行なう。  

       17.引手は元のものを修理し用いる。 18.漆塗襲木を新調し、襖に仕立てる。 

 

2  ○名  称  仏涅槃図（ぶつねはんず）  1幅（22年度より継続・4ヶ年計画） 

  ○所 蔵 者  九州国立博物館 

○時  代  鎌倉時代・元亨3年（1323） 

○品  質  絹本著色、書表装、軸：蓮華唐草文金軸、箱：樅桟蓋箱 

○寸 法 等  本紙）縦261.0cm 横212.6cm 

○施工会社  一般社団法人国宝修理装潢師連盟九州支部 

○修理内容  1.写真撮影を行い、本紙の状態を調査する。 2.絵具層の剥落止めを行う。 3.表装の解体を行う。 4.浄化水を表面から噴霧し、浸透させる方法で汚れを除去す 

る。 5.絵具層の剥落止めを行う。 6.本紙表面より料絹欠失箇所に劣化絹にて補絹を行う。 7.布海苔を用い、養生紙にて表打を行う。 8.旧肌裏紙及び旧補絹 

を除去する。 9.本紙裏面より料絹欠失箇所に劣化絹にて補絹を行う。 10.本紙の色合いに合わせて、染薄美濃紙にて肌裏を打つ。 11.表打の養生紙を除去する。  

12.美栖紙にて増裏打を行い、仮張りをする。 13.折れ伏せを入れ、折れを直す。 14.本紙両端に金箔押し紙にて覆輪を施す。15.美栖紙にて増裏打を行い、仮張 

りをする。 16.美栖紙にて中裏打を行い、仮張りをする。 17.宇陀紙にて総裏打を行い、仮張りし充分な乾燥期間をおく。 18.補絹の箇所に補彩をする。 19. 

新調した軸木、発装、啄木等と軸首・座鐶を取り付け軸装に仕立てる。 20.桐太巻添軸、桐屋郎箱を新調し、羽二重の包裂に包み納入する。 

 

3  ○名  称  扇面画帖（七十二図）（せんめんがちょう） 1帖 （24年度より3ヵ年計画） 

  ○所 蔵 者  九州国立博物館 

○時  代  室町時代・15-16世紀 

○品  質  絹本著色、画帖、表紙：白茶地二重蔓牡丹唐草文金欄  

○寸 法 等  本紙 縦30.2cm 横51.0cm  高7.0㎝ 

○施工会社  一般社団法人国宝修理装潢師連盟九州支部 

○修理内容  1.写真撮影を行い、本紙の状態を調査する。 2.現装の解体を行う。 3.膠などの接着剤を用い剥落止めを施す。 4.浄化水を表面から噴霧し、浸透させる方法で 

汚れを除去する。 5.布海苔を用い、養生紙にて表打を行う。 6.旧肌裏紙および旧補紙を除去する。 7.本紙裏面より料紙欠失箇所に補紙を行う。8.本紙の色合 

いに合わせて、染薄美濃紙にて肌裏を打つ。 9.表打の養生紙を除去する。 10.折れ伏せを入れ、折れを直す。 11.和紙を新糊にて重ね厚みを調整し台紙を作成 

する。 12.和紙を新糊にて重ね厚みを調整しマットを新調する。 13.マット表面、台紙裏面貼付の装飾紙（金砂子・切箔散し）、見返しを作成する。 14.マット 

を扇面の形にくり抜き、台紙に本紙を貼り、重ねて接着する。 15.本紙を貼り込んだ台紙を36帖毎に蝶番紙で繋ぎ、天地に縁]紙を取り付ける。 16.表紙を新調 

する。 17.表紙背表紙を、繋いだ台紙に取り付け上下2帖の画帖に仕上げる。 18.下足板付桐野郎箱を新調し、包裂に包み納める。 

 

4  ○名  称  絹本著色阿弥陀浄土図（けんぽんちゃくしょくあみだじょうどず） 1幅 

  ○所 蔵 者  九州国立博物館 

○時  代  鎌倉時代・13世紀 

○品  質  絹本著色、掛軸装（仏表具一文字付）、総縁：茶地瓢箪唐草文緞子、風帯：中風帯 

         中縁：茶菱卍地牡丹唐草文金襴、総縁：薄茶地雲龍文緞子、軸首：金軸 

○寸 法 等  本紙 縦85.5㎝ 横78.0㎝ 表装：縦181.2㎝ 横99.1㎝ 軸長105.3㎝ 

○施工会社  一般社団法人国宝修理装潢師連盟九州支部 

○修理内容  1.写真撮影を行い、本紙の状態を調査する。 2.表装の解体を行う。 3.浄化水を表面から噴霧し、浸透させる方法で汚れを除去する。 4.旧表補絹を除去する。  

5.本紙裏面より料絹欠失箇所に劣化絹にて補絹を行う。 6.布海苔を用い、養生紙にて表打を行う。 7.旧肌裏紙及び旧補絹を除去する。 8.本紙裏面より料絹 

欠失箇所に劣化絹にて補絹を行う。 9.本紙の色合いに合わせて、染薄美濃紙にて肌裏を打つ。 10.表打の養生紙を除去する。 11.表装裂地は中縁、総縁とも支 
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給の裂地を調整し、肌裏を打つ。 12.美栖紙にて増裏打を行い、仮張りをする。 13.折れ伏せを入れ、折れを直す。 14.美栖紙にて増裏打を行い、仮張りをす 

る。 15.美栖紙にて中裏打を行い、仮張りをする。 16.宇陀紙にて総裏打を行い、仮張りし充分な乾燥期間をおく。 17.補絹の箇所に補彩をする。 18.新調し 

た軸木、発装、啄木等と元の軸首を取り付け軸装に仕立てる。 18.桐太巻添軸、桐野郎箱を新調し、羽二重の包裂に包み納入する。 

 

5  ○名  称  紙本墨画淡彩琴高仙人・牧童・高士観梅図 拙宗等揚筆（しほんぼくがたんさいきんこうせんにん・ぼくどう・こうしかんばいず せっそうとうようひつ） 3幅 

  ○所 蔵 者  九州国立博物館 

○時  代  室町時代・15世紀 

○品  質  紙本墨画淡彩、掛軸装、上下：茶地梅笹蔓文緞子、中縁：縹地獅子丸唐草文銀欄 

一文字風帯：茶地唐花石畳文印金、軸：象牙軸、箱：桐野郎箱 

○寸 法 等  本紙 各最大径33.0㎝ 

○施工会社  一般社団法人国宝修理装潢師連盟九州支部 

○修理内容  1.写真撮影を行い、本紙の状態を調査する。 2.軸装を解体し、本紙及び表装裂地の旧裏打紙を除去する。 3.台紙より本紙を取り外す。 4.浄化水を表面から噴 

霧し、浸透させる方法で汚れを出来る限り除去する。 5.本紙繊維に類似した補修紙を製作する。 6.本紙欠失箇所に、上記補修紙にて補紙を行う。7.本紙の色合 

いに合わせて、染薄美濃紙にて肌裏を打つ。 8.表装裂地は元のものを調整し、肌裏を打つ。 9.台紙を新調して本紙をはめ込み、肌裏を打つ。10.美栖紙にて増 

裏打を行い、仮張りをする。 11.折れ伏せを入れ、折れを直す。 12.仮張りされた本紙と表装裂地を軸装の形に付け廻しをする。 13.美栖紙にて中裏打を行い、 

仮張りをする。 14.宇陀紙にて総裏打を行い、仮張りし充分な乾燥期間をおく。 15.補紙の箇所に補彩をする。 16.軸首は元のものを調整、軸木、発装、啄木 

等を新調し軸装に仕立てる。 17.桐太巻添軸３本、３幅入桐屋郎箱を新調し、羽二重の包裂に包み納入する。 

 

＜書跡＞（ 1件） 

6  ○名  称  紙本墨書日本紀竟宴和歌 上下  （しほんぼくしょにほんぎきょうえんわかじょうげ）2巻 

  ○所 蔵 者  福岡県立アジア文化交流センター 

○時  代  江戸時代・17世紀 

○品  質    紙本墨書、巻子装、表紙：浅黄無地裂、見返：雲母引料紙、軸：紫檀印可軸、箱：杉被せ箱 

○寸 法 等  上巻 縦25.5cm 横1620.2cm （44紙）下巻 縦25.5cm 横1229.1cm (35紙） 

○施工会社  一般社団法人国宝修理装潢師連盟九州支部 

○修理内容  1.写真撮影を行い、本紙の状態を調査する。 2.巻子装を解体し、本紙の旧裏打紙を除去する。 3.本紙繊維に類似した補修紙を製作する。 4.本紙欠失箇所に、 

上記補修紙にて補紙を行う。 5.本紙の色合いに合わせて、薄美濃紙にて肌裏打ちを行う。 6.美栖紙にて増裏打ちを行う。 7.折れ伏せを入れ、折れを直す。 8. 

混合紙にて総裏打ちを行う。 9.表紙、見返を新調し、薄美濃紙にて裏打ちを行い、それぞれを合わせる。 10.本紙、表紙、見返を仮張りし充分な乾燥期間をお 

く。 11.必要に応じて補紙箇所に補彩をする。 12.仮張りされた本紙、表紙、見返を継ぐ。 13.軸巻紙、軸木、発装、紐等を新調し巻子装に仕立てる（軸首は 

再使用する）。 14.太巻添軸、桐屋郎箱を新調し、羽二重の包裂に包み納入する。 

 

＜彫刻＞（1件） 

7  ○名  称  十一面観音菩薩立像（じゅういちめんかんのんぼさつりゅうぞう）1驅   

  ○所 蔵 者  九州国立博物館 

○時  代  江戸時代・17世紀 

○品  質  本躰：白檀(△)、一木造 光背：桧材、漆箔仕上げ 台座：桧材、漆箔仕上げ 

○寸 法 等  像高27.0㎝ 総高（光背-台座）49.3㎝ 光背：高33.8㎝ 最大幅16.2㎝ 台座：高15.5㎝  

下框最大張18.3㎝ 下框最大奥18.0㎝ 

○施工会社  財団法人美術院 

○修理内容  1.本躰・光背・台座に積もる埃はクリーニングを行い除去する。 2.左傾する像の立ちは、接着されている本躰足柄と蓮肉を取り離し、足裏に桧材製薄板を入れ調 

整する。 3.左肘の取り付けの目違いは、一旦解体し修整する。 4.胸飾ガラス玉の欠失するものは、新たなものを加える。 5.光背上部割損の修理痕は、一旦解 

体し目違いを修整し、接着面の清掃後、麦漆にて緊結する。 6.欠損する光背左化仏の雲座の先端は、桧材で補足する。 7.欠損欠失する光背左迦陵頻伽の腰裳の 

一部は、桧材で補足する。 8.欠失する光背右迦陵頻伽の羽根の先端は、桧材で補足する。 9.鼠害を被る光背周縁先端部側面の彫刻面は、木屎漆で補修する。 10. 

蓮肉上の柄穴は、桧材を用いて調整し、光背の立ちを安定させる。 11.台座左後方の割損する蓮弁は割れ目に麦漆を差し入れ接着する。 12.台座華足上取り付け 

部（華盤下面）の接着剤のはみ出しは、クリーニングを行い、漆箔剥落部は繕いを行う。 13.台座下框右後ろ上面の漆が損傷部は、黒漆塗りの繕いを行う。 

 

＜漆工＞（1件） 

8  ○名  称  秋草蒔絵衣装箱（あきくさまきえいしょうばこ）1合   

  ○所 蔵 者  九州国立博物館 

○時  代  桃山時代-江戸時代 

○品  質  木製漆塗 

○寸 法 等  縦81.0㎝ 横55.0㎝ 高37.5㎝ 

○施工会社  株式会社目白漆芸文化財研究所 

○修理内容   1.修理前撮影・記録 2.内張り除去(装こう) 3.クリーニング・剥落止め 4.鉄板除去・釘抜き 5.隅金具、吊り金具取り外し 6.漆固め 7.構造安定処置8.塗膜 

接着 9.刻苧 10.下地付け 11.際錆 12.隅金具、吊り金具取り付け 13.内張り新補（装こう） 14.修理後撮影  

 

＜染織＞（5件） 

9  ○名  称  菱格子文紋織肩掛（ひしこうしもんもんおりかたかけ）1枚 （24年度より3ヵ年計画） 

  ○所 蔵 者  九州国立博物館 

○時  代  20世紀前 

○品  質    絹、撚銀糸、平織、銀糸浮紋織 

○寸 法 等  幅 56.5㎝ 長さ204.0㎝  

○施工会社  一般社団法人国宝修理装潢師連盟九州支部 

○修理内容  1.写真撮影を行い、生地、縁、房の状態を調査する。 2.破損状況や今後の保存活用を検討し、補修裂や補修糸の作製調達をする。 3.補修裂や補修糸を生地の色 

味に合わせて馴染む色味を検討して染色をする。 4.旧補修糸の補修効果や性質などの検討をする。生地に負荷をかけている場合は生地優先 5.生地感や損傷状況 

を観察すると全体的な補修裂あても考えられるが、今回は裏面も考慮して可能な限り最小限の部分補修とする。生地の欠失箇所の裏面から部分的、あるいは、帯状 

に補修裂（薄地平絹）をあてて補修糸（極細絹糸）で縫い綴じ、端口の補修をする。 6.房を可能な限り整える。縁位置から帯状補修裂をあて縫い綴じ、房の付け 

際と縁の補修補強をする。(平成24年度 1～2を施工) 

 

10 ○名  称  花文緯絣刺繍肩掛（はなもんよこがすりししゅうかたかけ）1枚 （24年度より3ヵ年計画） 

  ○所 蔵 者  九州国立博物館 

○時  代  20世紀前 

○品  質    絹、スパンコール、平織、緯絣、刺繍（平繍・サテンステッチ）。 

○寸 法 等  幅 93.0㎝ 長さ 203.8㎝  

○施工会社  一般社団法人国宝修理装潢師連盟九州支部 

○修理内容  1.写真撮影を行い、生地、刺繍、スパンコール、付着物の状態を調査する。 2.破損状況や今後の保存活用を検討し、補修裂や補修糸の作製調達をする。 3.補修 

裂や補修糸を生地の色味に合わせて馴染む色味を検討して染色をする。 4.生地に負荷をかけている場合は、生地優先付着物はピンセットで小さくするなどして生 

地の損傷に繋がらない範囲で除去をする。 5.生地を整え、裏面から全体的、あるいは、刺繍・スパンコールのある四辺の全体的に補強裂（薄地平絹）をあて補修 
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糸（極細絹糸）で縫い綴じ、欠損端口の補修をする。あてる範囲については生地の状態と見え方とを検討して決定する。 6.金糸の大きな浮きは補強裂を支えにし 

て補修糸（極細絹糸）で縫い綴じる。 7.スパンコールは欠けたものはそのままとする。留め糸は弱っているので全て補修糸（極細絹糸）を入れ留める。(平成24 

年度 1～2を施工) 

 

11 ○名  称  幾何学文緯絣肩掛（きかがくもんいかすりかたかけ）1枚 （24年度より3ヵ年計画） 

  ○所 蔵 者  九州国立博物館 

○時  代  19-20世紀 

○品  質    木綿、平織、経絣、経浮、緯浮、両端カードウィーブ 

○寸 法 等  幅 87.0㎝ 長さ 265.0㎝  

○施工会社  一般社団法人国宝修理装潢師連盟九州支部 

○修理内容  1.写真撮影を行い、生地、房、くすみ、付着物の状態を調査する。 2.破損状況や今後の保存活用を検討し、補修裂や補修糸の作製調達をする。 3.補修裂や補修 

糸を生地の色味に合わせて馴染む色味を検討して染色をする。 4.旧補修糸の補修効果や性質などの検討をする。生地に負荷をかけている場合は生地優先で取り外 

す。 5.付着物はピンセットで小さくするなどして生地の損傷に繋がらない範囲で除去をする。 6.生地の折り皺を伸ばす。次のくすみ処置にも連動するので現状 

では決定ではないが、まずは湿り気を利用し整え紙と重しで押しをする仕方を想定している。 7.生地のくすみの状態を観察の上、その軽減処置の検討をする。水 

の使用が想定されるが、その使い方、加減については生地の状態と染色との兼ね合いになる。 8.生地の裏面から部分的に補修裂（薄地綿布）をあて補修糸（極細 

綿糸）で縫い綴じ、欠損端口の補修をする。耳のほつれは補修糸で留める。 9.房の絡まりを直し整える。 (平成24年度 1～3を施工) 

 

12 ○名  称  草花文古渡印度更紗（そうかもんこわたりいんどさらさ）1枚 （24年度より3ヵ年計画） 

  ○所 蔵 者  九州国立博物館 

○時  代  19世紀 

○品  質    木綿、平織、手描蝋防染、両面染 

○寸 法 等  幅 98.0㎝ 長さ 324.0㎝  

○施工会社  一般社団法人国宝修理装潢師連盟九州支部 

○修理内容  1.写真撮影を行い、生地、旧補修、汚れの状態を調査する。 2破損状況や今後の保存活用を検討し、補修裂や補修糸の作製調達をする。 3.補修裂や補修糸を生 

地の色味に合わせて馴染む色味を検討して染色をする。 4.旧補修糸の補修効果や性質などの検討をする。生地に負荷をかけている場合は生地優先で取り外す。 5. 

付着物はピンセットで小さくするなどして生地の損傷に繋がらない範囲で除去をする。 6.生地の折り皺を伸ばす。次のくすみ処置にも連動するので現状では決定 

ではないが、まずは湿り気を利用し整え紙と重しで押しをする仕方を想定している。 7.生地の汚れの状態を観察の上、その軽減処置の検討をする。水の使用が想 

定されるが、その使い方、加減については生地の状態と染色との兼ね合いになる。 8.生地の裏面から部分的、または、帯状に補修裂（極薄地）をあて補修糸（極 

細綿糸）で縫い綴じ、欠損端口の補修をする。(平成24年度 1～3を施工) 

 

13 ○名  称  幾何学文紋織肩掛（きかがくもんもんおりかたかけ）1枚 （24年度より3ヵ年計画） 

  ○所 蔵 者  九州国立博物館 

○時  代  20世紀 

○品  質    絹、平織、緯絣、金糸紋織 

○寸 法 等  幅 42.0㎝ 長さ 260.0㎝  

○施工会社  一般社団法人国宝修理装潢師連盟九州支部 

○修理内容  1.写真撮影を行い、生地、旧補修の状態を調査する。 2.破損状況や今後の保存活用を検討し、補修裂や補修糸の作製調達をする。 3.補修裂や補修糸を生地の色 

味に合わせて馴染む色味を検討して染色をする。 4.タブリのあるままでは生地に影響するので、旧補修は糸を短く切りながら取り外す。 5.生地の折れ皺を伸ば 

す。湿り気を利用し整え紙と重しで押しをする仕方を想定している。 6.解体後の生地の状態を観察して脆弱度によって補修の範囲を決める。裂けやすい生地と思 

われるので、生地の裏面から全体的に補修裂（薄地平絹）をあて補修糸（極細絹糸）で縫い綴じ、補強し、欠損端口の補修を想定する。7. 両端の房を整える。(平 

成24年度 1～2を施工) 

 

＜考古＞（4件） 

14 ○名  称  石ヶ元古墳出土 金床（いしがもとこふんしゅつどかなとこ）1点  

  ○所 蔵 者  福岡市教育委員会（福岡市埋蔵文化財センター） 

○時  代  古墳時代 

○品  質    鉄 

○寸 法 等  幅 8.6㎝ 高さ 11.2㎝ 奥行 7.8㎝  

○施工会社  財団法人元興寺文化財研究所 

○修理内容  1.処理前の遺物の状態を記録するため写真撮影を行う。あわせて、遺物の構造や劣化状態を確認することを目的としてＸ線透過撮影を実施する。遺物ごとに台帳を作成 

し、処理工程や途中得られた知見などを記入する。 2.処理前調査を基に、考古学的・科学的処理方針の検討を行う。必要に応じて各種非破壊分析・記録などを行う。 3. 

写真、図面、X線フィルムなどで遺物の形状、構造を確認しつつ、表面の土や砂、さびなどを、遺物の状態に応じて、ニッパー、メス、エアーブラシ、小型グライ 

ンダー等を使い分けて除去する。布や木質、顔料などの付着物に注意する。破片の散逸防止や作業上接合が必要な遺物は、シアノアクリレート系接着剤を用いて、 

仮接合しつつ作業を進める。 4.ポリエチレン製のネットで遺物の状態に合わせて養生し、有機溶剤（キシレン･エタノール･酢酸エチルの混合液）の中に浸漬して 

前回修理時の樹脂や表面に付着する油脂分や土などの不純物を除去する。遺物の状態に応じて、洗浄の程度は加減する。 5.鉄製遺物はアルカリ性の0.5％セスキ 

カーボネイト水溶液の中に浸漬し、遺物中のさびを促進する原因の一つである陰イオン（塩化物イオンや硫酸イオンなど）を溶出させる。有機質などがある場合に 

は、脱塩前に必要に応じてアクリル樹脂で保護する。脱塩液の交換を定期的に行い、溶出した陰イオン濃度をイオンクロマトグラフィーにより確認し、濃度が基準 

値以下で安定するまで継続する。脱塩終了後、アルカリ分を除去する。 6.遺物強化と防錆のため、フッ素系アクリル樹脂20％ナフサ溶液による減圧含浸を１回 

実施する。 7.第１次クリーニングで除去しきれなかった錆などを除去する。 8.ポリエチレン製のネットで遺物の状態に合わせて養生し、前述のフッ素系アク 

リル樹脂による減圧含浸を２回実施する。 9.防錆効果を上げ遺物を保護するために、外気との接触を可能な限り少なくするように、含浸時の２倍に薄めたフッ素 

系アクリル樹脂樹脂を２回遺物に塗布する。 10.接合が必要な場合は、シアノアクリレート系接着剤やエポキシ樹脂を使用する。また、空隙部分や欠損部は、必 

要に応じてエポキシ樹脂にガラスマイクロバルーンを混ぜたものを用いて復元する。復元部分は小型グラインダーを用いて周囲と違和感のない程度に整形を行う。  

11.樹脂塗布を１回実施する。 12.樹脂含浸や樹脂塗布によるつやを、つや消し剤を用いて抑える。復元部にはアクリル絵具を用いて周囲と違和感のない程度に補 

彩する。 13.金属室内での検査の後、保存処理検討委員会により遺物の考古学的・科学的チェックや台帳のチェックを含めた納品検査を受ける。 14.写真撮影を 

行い、経過観察をする。 

 

15 ○名  称  クエゾノ５号墳出土 鍛冶具（金鋏）（くえぞのごごうふんしゅつど かじぐ かなばさみ）1点  

  ○所 蔵 者  福岡市教育委員会（福岡市埋蔵文化財センター） 

○時  代  古墳時代 

○品  質    鉄 

○寸 法 等  長さ 42.0㎝ 高さ 3.0㎝ 幅 3.2㎝  

○施工会社  財団法人元興寺文化財研究所 

○修理内容  1.処理前の遺物の状態を記録するため写真撮影を行う。あわせて、遺物の構造や劣化状態を確認することを目的としてＸ線透過撮影を実施する。遺物ごとに台帳を作成 

し、処理工程や途中得られた知見などを記入する。 2.処理前調査を基に、考古学的・科学的処理方針の検討を行う。必要に応じて各種非破壊分析・記録などを行う。 3. 

写真、図面、X線フィルムなどで遺物の形状、構造を確認しつつ、表面の土や砂、さびなどを、遺物の状態に応じて、ニッパー、メス、エアーブラシ、小型グライ 

ンダー等を使い分けて除去する。布や木質、顔料などの付着物に注意する。破片の散逸防止や作業上接合が必要な遺物は、シアノアクリレート系接着剤を用いて、 

仮接合しつつ作業を進める。 4.ポリエチレン製のネットで遺物の状態に合わせて養生し、有機溶剤（キシレン･エタノール･酢酸エチルの混合液）の中に浸漬して 

前回修理時の樹脂や表面に付着する油脂分や土などの不純物を除去する。遺物の状態に応じて、洗浄の程度は加減する。 5.鉄製遺物はアルカリ性の0.5％セスキ 

カーボネイト水溶液の中に浸漬し、遺物中のさびを促進する原因の一つである陰イオン（塩化物イオンや硫酸イオンなど）を溶出させる。有機質などがある場合に 

は、脱塩前に必要に応じてアクリル樹脂で保護する。脱塩液の交換を定期的に行い、溶出した陰イオン濃度をイオンクロマトグラフィーにより確認し、濃度が基準 
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値以下で安定するまで継続する。脱塩終了後、アルカリ分を除去する。 6.遺物強化と防錆のため、フッ素系アクリル樹脂20％ナフサ溶液による減圧含浸を１回 

実施する。 7.第１次クリーニングで除去しきれなかった錆などを除去する。 8.ポリエチレン製のネットで遺物の状態に合わせて養生し、前述のフッ素系アクリ 

ル樹脂による減圧含浸を２回実施する。 9.防錆効果を上げ遺物を保護するために、外気との接触を可能な限り少なくするように、含浸時の２倍に薄めたフッ素系 

アクリル樹脂樹脂を２回遺物に塗布する。 10.接合が必要な場合は、シアノアクリレート系接着剤やエポキシ樹脂を使用する。また、空隙部分や欠損部は、必要 

に応じてエポキシ樹脂にガラスマイクロバルーンを混ぜたものを用いて復元する。復元部分は小型グラインダーを用いて周囲と違和感のない程度に整形を行う。  

11.樹脂塗布を１回実施する。 12.樹脂含浸や樹脂塗布によるつやを、つや消し剤を用いて抑える。復元部にはアクリル絵具を用いて周囲と違和感のない程度に補 

彩する。 13.金属室内での検査の後、保存処理検討委員会により遺物の考古学的・科学的チェックや台帳のチェックを含めた納品検査を受ける。 14.写真撮影を 

行い、経過観察をする。 

 

16 ○名  称  クエゾノ５号墳出土 鍛冶具（金槌）（くえぞのごごうふんしゅつど かじぐ かなづち）1点  

  ○所 蔵 者  福岡市教育委員会（福岡市埋蔵文化財センター） 

○時  代  古墳時代 

○品  質    鉄 

○寸 法 等  長さ 10.0㎝ 高さ 2.5㎝ 幅 2.7㎝  

○施工会社  財団法人元興寺文化財研究所 

○修理内容  1.処理前の遺物の状態を記録するため写真撮影を行う。あわせて、遺物の構造や劣化状態を確認することを目的としてＸ線透過撮影を実施する。遺物ごとに台帳を作成 

し、処理工程や途中得られた知見などを記入する。 2.処理前調査を基に、考古学的・科学的処理方針の検討を行う。必要に応じて各種非破壊分析・記録などを行う。 3. 

写真、図面、X線フィルムなどで遺物の形状、構造を確認しつつ、表面の土や砂、さびなどを、遺物の状態に応じて、ニッパー、メス、エアーブラシ、小型グライ 

ンダー等を使い分けて除去する。布や木質、顔料などの付着物に注意する。破片の散逸防止や作業上接合が必要な遺物は、シアノアクリレート系接着剤を用いて、 

仮接合しつつ作業を進める。 4.ポリエチレン製のネットで遺物の状態に合わせて養生し、有機溶剤（キシレン･エタノール･酢酸エチルの混合液）の中に浸漬して 

前回修理時の樹脂や表面に付着する油脂分や土などの不純物を除去する。遺物の状態に応じて、洗浄の程度は加減する。 5.鉄製遺物はアルカリ性の0.5％セスキ 

カーボネイト水溶液の中に浸漬し、遺物中のさびを促進する原因の一つである陰イオン（塩化物イオンや硫酸イオンなど）を溶出させる。有機質などがある場合に 

は、脱塩前に必要に応じてアクリル樹脂で保護する。脱塩液の交換を定期的に行い、溶出した陰イオン濃度をイオンクロマトグラフィーにより確認し、濃度が基準 

値以下で安定するまで継続する。脱塩終了後、アルカリ分を除去する。 6.遺物強化と防錆のため、フッ素系アクリル樹脂20％ナフサ溶液による減圧含浸を１回 

実施する。 7.第１次クリーニングで除去しきれなかった錆などを除去する。 8.ポリエチレン製のネットで遺物の状態に合わせて養生し、前述のフッ素系アクリ 

ル樹脂による減圧含浸を２回実施する。 9.防錆効果を上げ遺物を保護するために、外気との接触を可能な限り少なくするように、含浸時の２倍に薄めたフッ素系 

アクリル樹脂樹脂を２回遺物に塗布する。 10.接合が必要な場合は、シアノアクリレート系接着剤やエポキシ樹脂を使用する。また、空隙部分や欠損部は、必要 

に応じてエポキシ樹脂にガラスマイクロバルーンを混ぜたものを用いて復元する。復元部分は小型グラインダーを用いて周囲と違和感のない程度に整形を行う。  

11.樹脂塗布を１回実施する。 12.樹脂含浸や樹脂塗布によるつやを、つや消し剤を用いて抑える。復元部にはアクリル絵具を用いて周囲と違和感のない程度に補 

彩する。 13.金属室内での検査の後、保存処理検討委員会により遺物の考古学的・科学的チェックや台帳のチェックを含めた納品検査を受ける。 14.写真撮影を 

行い、経過観察をする。 

 

17 ○名  称  広石南古墳出土引っ掻き棒（ひろいしみなみこふんしゅつどひっかきぼう）1点  

  ○所 蔵 者  福岡市教育委員会（福岡市埋蔵文化財センター） 

○時  代  古墳時代 

○品  質    鉄 

○寸 法 等  長さ 34.0㎝ 幅 1.5㎝ 奥行 7.0㎝  

○施工会社  財団法人元興寺文化財研究所 

○修理内容  1.処理前の遺物の状態を記録するため写真撮影を行う。あわせて、遺物の構造や劣化状態を確認することを目的としてＸ線透過撮影を実施する。遺物ごとに台帳を作成 

し、処理工程や途中得られた知見などを記入する。 2.処理前調査を基に、考古学的・科学的処理方針の検討を行う。必要に応じて各種非破壊分析・記録などを行う。 3. 

写真、図面、X線フィルムなどで遺物の形状、構造を確認しつつ、表面の土や砂、さびなどを、遺物の状態に応じて、ニッパー、メス、エアーブラシ、小型グライ 

ンダー等を使い分けて除去する。布や木質、顔料などの付着物に注意する。破片の散逸防止や作業上接合が必要な遺物は、シアノアクリレート系接着剤を用いて、 

仮接合しつつ作業を進める。 4.ポリエチレン製のネットで遺物の状態に合わせて養生し、有機溶剤（キシレン･エタノール･酢酸エチルの混合液）の中に浸漬して 

前回修理時の樹脂や表面に付着する油脂分や土などの不純物を除去する。遺物の状態に応じて、洗浄の程度は加減する。 5.鉄製遺物はアルカリ性の0.5％セスキ 

カーボネイト水溶液の中に浸漬し、遺物中のさびを促進する原因の一つである陰イオン（塩化物イオンや硫酸イオンなど）を溶出させる。有機質などがある場合に 

は、脱塩前に必要に応じてアクリル樹脂で保護する。脱塩液の交換を定期的に行い、溶出した陰イオン濃度をイオンクロマトグラフィーにより確認し、濃度が基準 

値以下で安定するまで継続する。脱塩終了後、アルカリ分を除去する。 6.遺物強化と防錆のため、フッ素系アクリル樹脂20％ナフサ溶液による減圧含浸を１回 

実施する。 7.第１次クリーニングで除去しきれなかった錆などを除去する。 8.ポリエチレン製のネットで遺物の状態に合わせて養生し、前述のフッ素系アクリ 

ル樹脂による減圧含浸を２回実施する。 9.防錆効果を上げ遺物を保護するために、外気との接触を可能な限り少なくするように、含浸時の２倍に薄めたフッ素系 

アクリル樹脂樹脂を２回遺物に塗布する。 10.接合が必要な場合は、シアノアクリレート系接着剤やエポキシ樹脂を使用する。また、空隙部分や欠損部は、必要 

に応じてエポキシ樹脂にガラスマイクロバルーンを混ぜたものを用いて復元する。復元部分は小型グラインダーを用いて周囲と違和感のない程度に整形を行う。  

11.樹脂塗布を１回実施する。 12.樹脂含浸や樹脂塗布によるつやを、つや消し剤を用いて抑える。復元部にはアクリル絵具を用いて周囲と違和感のない程度に補 

彩する。 13.金属室内での検査の後、保存処理検討委員会により遺物の考古学的・科学的チェックや台帳のチェックを含めた納品検査を受ける。 14.写真撮影を 

行い、経過観察をする。 

 

＜歴史資料＞（3件） 

18 ○名  称  対馬宗家関係資料（つしまそうけかんけいしりょう）21箱19巻  （20年度より継続・6ヶ年計画）   

  ○所 蔵 者  九州国立博物館 

○時  代  江戸時代・19世紀 

○品  質  紙本墨書 

○寸 法 等  縦17.6-34.5 横45.7-57.2 

○施工会社  一般社団法人国宝修理装潢師連盟九州支部 

○修理内容  21箱19巻  

   1.写真撮影を行い、本紙の状態を調査する。 2.巻子装を解体する。 3.本紙の汚れ等を取り去る。 4.本紙の旧裏打紙を除去し、継ぎを外し、シワ等を伸ばして 

整形する。 5.本紙と類似した補修紙を作成する。 6.本紙欠失箇所に上記補修紙にて補紙を施し、上下には足し紙をつける。 7.旧裏打紙と同様の色調に染色し 

た薄美濃紙にて肌裏打を施す。 8.将来折れが予想される箇所に折れ伏せを入れる。 9.混合紙にて総裏打を施す。 10.仮張りし、充分な乾燥期間をおく。 11. 

各料紙を継ぎ、巻末に新調の軸巻紙を取り付ける。 12.表紙、軸首、紐、中軸、八双は元のものを用い、巻子装に仕立てる。 13.羽二重の包み裂に包み納入する。  

14.桐太巻添軸を施工巻数分製作する。 15.施工巻数分を納入できる紙箱を新調する。(平成24年度 巻14～15を施工) 

 

19  ○名  称  朝鮮通信使川御座船図六曲屏風 （ちょうせんつうしんしかわござふねずろっきょくびょうぶ）1隻 

  ○所 蔵 者  九州国立博物館 

○時  代  江戸時代・17-18世紀 

○品  質    紙本著色、屏風装、襲木：山丸朱漆塗襲木 

○寸 法 等  本紙 縦 78.3cm 横251.0cm  屏風装 縦95．5㎝  横 268．0㎝ 

○施工会社  一般社団法人国宝修理装潢師連盟九州支部 

○修理内容  1.写真撮影を行い、本紙の状態を調査する。 2.屏風装を解体し、本紙の旧裏打紙を肌裏紙を残して除去する。 3.膠水溶液にて絵具層の剥落止を行う。 4.浄化 

水を表面から噴霧し、浸透させる方法で汚れを出来る限り除去する。 5.旧肌裏紙及び旧補紙を除去する。 6.本紙繊維に類似した補修紙を製作する。7.本紙裏面 

より料紙欠失箇所に上記補修紙にて補紙を行う。 8.本紙の色合いに合わせて、染薄美濃紙にて肌裏を打つ。 9.美濃紙にて2回目の裏打ちを行う。 10.杉材を 

用い総納組隅止めとした下地を６枚新調する。 11.両面に８度下貼りを施し、よく乾燥させる。 12.補紙の箇所に補彩を行う。 13.下地に本紙を上貼りする。 

裏には新調の唐紙を貼る。 14.襲木を新調し、屏風装に仕立てる。 
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20  ○名  称  紙本墨刷日本書紀 帆足長秋書入本（しほんぼくさつにほんしょきほあしちょうしゅうかきいれぼん）15冊 

  ○所 蔵 者  福岡県立アジア文化交流センター 

○時  代  江戸時代・天明6年（1786）－文政5年（1822） 

○品  質    紙本墨書、冊子装 

○寸 法 等  本紙 縦27.3cm 横19.2cm   

○施工会社  一般社団法人国宝修理装潢師連盟九州支部 

○修理内容  1.写真撮影を行い、本紙の状態を調査する。 2.冊子を解体し、必要に応じて剥落止めを行う。 3.本紙繊維に類似した補修紙を製作する。 4.本紙欠失箇所に、 

上記補修紙にて補紙を行う。 5.本紙をプレス乾燥する。 6.本紙を元の冊子装に綴じ直す。 7.包紙を新調して本紙を１冊ごとに包み、新調した保存箱に納入す 

る。 
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1-(3)-③ 文化財修理データのデータベース化件数

単位：件 平成25年3月31日現在

計 東京国立博物館

246 83 93 (292) 70 (536)

67 3 44 (128) 20 (181)

36 3 21 (68) 12 (128)

41 0 19 (63) 22 (146)

1 0 1 (1) 0 (0)

2 2 0 (0) 0 (1)

2 2 0 (0) 0 (0)

0 0 0 (0) 0 (0)

13 0 0 (1) 13 (45)

40 38 2 (10) 0 (1)

25 25 0 (0) 0 (0)

7 2 5 (18) 0 (31)

0 0 0 (0) 0 (0)

2 0 0 (2) 2 (2)

2 0 1 (1) 1 (1)

絵　画 1 1

書　跡 1 1

彫　刻 2 2

金　工 0 0

陶　磁 0 0

漆　工 1 1

染　織 0 0

考　古 2 2

民　族 0 0

0 0

0 0

1 1

※ 東京国立博物館は、列品管理規程による「旧東洋課所掌分」あり。

※ 記載の件数は当年度新規入力件数、（　）内は総数。

彫　刻

合　計

建　築

民族資料

その他

陶　磁

刀　剣

金　工

染　織

黒田記念館収蔵品

漆　工

東
洋

奈良国立博物館

館史資料(収蔵品外)

法隆寺献納宝物

和  書

考　古

京都国立博物館

書　跡

絵　画

歴史資料
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2 文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 
2-(1) 展示の充実 
 

2-(1)-① 来館者数推移（入館料別）  

（後述の資料に記載）◎共通資料a-① 

 

2-(1)-② 来館者数推移（展覧会別） 

（後述の資料に記載）◎共通資料a-② 

 

2-(1)-③ 入場料収入 

（後述の資料に記載）◎共通資料a-③ 

 

2-(1)-④ 展示テーマ毎にその時代背景等を説明した外国語パネル等の設置 
平成25年3月31日現在 

東京国立博物館 京都国立博物館 奈良国立博物館 九州国立博物館 

97％ －％ 100％ 87％ 

146件(外国語) －件(外国語) 59件(外国語) 41件(外国語) 

151件(日本語) －件(日本語) 59件(日本語) 47件(日本語) 

 

パネル等（パネルと同内容の配布資料・音声ガイドを含む） 

【東京国立博物館】計146件(外国語)/151件(日本語) 

・総合文化展（特集陳列を除く）  99件（外国語）／99件（日本語）  含国宝室 

 ・特集陳列            47件（外国語）／47件（日本語） 

 ・黒田記念館            0件（外国語）／ 5件（日本語） 

※参考 本館2階陳列“日本美術の流れ”案内・解説パンフレットを作成・配布した。 

 

【京都国立博物館】 

（平常展示館建て替え工事に伴い平常展示休止中） 

 

【奈良国立博物館】計59件(外国語)/59件(日本語) 

・名品展（なら仏像館）            24件（外国語）／24件（日本語） 

・名品展（青銅器館）            12件（外国語）／12件（日本語） 

・名品展（西新館）「部門解説」         4件（外国語）／4件（日本語） 

・特集展示「観音」              1件（外国語）／1件（日本語） 

・特集展示「請來画」             1件（外国語）／1件（日本語） 

・特集展示「地獄」              1件（外国語）／1件（日本語） 

・特別陳列「古事記の歩んできた道」      5件（外国語）／5件（日本語） 

・特別陳列「おん祭と春日信仰の美術」     3件（外国語）／ 3件（日本語） 

・特集展示「修理された文化財」        6件（外国語）／6件（日本語）  

・特別陳列「お水取り」            2件（外国語）／ 2件（日本語） 

   

【九州国立博物館】計 41 件(外国語)/47 件(日本語) 

・文化交流展示（トピック展示・特別公開を除く） 27件(外国語)/33 件(日本語) 

・文化交流展示 音声ガイド 3件(外国語)/0件(日本語) 

・文化交流展示 トピック展示・特別公開  

うち「－東京国立博物館所蔵－ 中国陶磁名品展 横河民輔コレクション」 1件(外国語)/1件(日本語) 

「特別公開 国宝 琉球国王尚家関係資料修理完成記念展示」 1件(外国語)/1件(日本語) 

「日本医術のことはじめ －まじないから解体新書まで－」 1件(外国語)/1件(日本語) 

「日朝交流の軌跡 －対馬宗家文書 8万点の調査を終えて－」 1件(外国語)/1件(日本語) 

「特別公開 大分県指定文化財 木造大応国師坐像 像内納入品」 1件(外国語)/1件(日本語) 

「茶の湯を楽しむ V －芦屋釜と館蔵茶道具－」 1件(外国語)/1件(日本語) 

「古事記完成 1300年記念特別公開 古事記伝と九州の国学者」 1件(外国語)/1件(日本語) 

「江戸の粋、印籠 フィンランド・クレスコレクション」 1件(外国語)/1件(日本語) 

「新春特別公開 徳川美術館所蔵 国宝 初音の調度」 1件(外国語)/1件(日本語) 

「雪と火炎土器」 1件(外国語)/4件(日本語) 

「江戸のモダニズム 古武雄〜まぼろしの九州のやきもの〜」 1件(外国語)/1件(日本語) 

 

2-(1)-⑤ 平常展・特別展・海外展 

（後述の資料に記載）◎共通資料a-④ 
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20年度 21年度 22年度 23年度 24年度
○キャンパスメンバーズ
　東京国立博物館 29校 35校 35校 37校 38校
　京都国立博物館 29校 30校 29校 30校 30校
　奈良国立博物館 25校 27校 28校 28校 27校
　九州国立博物館 22校 29校 27校 28校 24校
○講演会等の回数
　東京国立博物館

講演会等　実施回数 132回 153回 126回 112回 126回
講演会等　参加者数 12,332人 12,546人 13,319人 12,664人 13,193人

　　①講演会 29回 24回 39回 32回 31回
7,134人 5,600人 9,290人 8,224人 6,952人

　アンケート結果 82% 87% 91% 91% 82%
　　　(内訳)
 　　 　・月例講演会等　 12回 12回 11回 13回 12回

2,008人 1,887人 1,637 2,457人 1,791人
　　アンケート結果 82% 87% 89% 91% 82%

 　　 　・記念講演会　 15回 11回 12回 15回 12回
4,409人 3,516人 3,467人 4,669人 3,682人

　アンケート結果 81% 85% 91% 89% 85%
　　  　・テーマ別講演会 2回 1回 1回 3回 4回

717人 197人 180人 775人 1,051人
アンケート結果 83% 90% 92% － 77%

　　　　・その他講演会 － － 15回 1回 3回
－ － 4,006人 323人 428人

アンケート結果 － － － － 78%
    ②列品解説 (ギャラリートーク等) 101回 126回 83回 76回 90回

4,774人 6,550人 3,659人 3,963人 5,805人
　　③連続講座 1回（3日） 1回（3日） 1回（3日） 1回（3日） 1回（3日）
　 356人 320人 278人 380人 303人

アンケート結果 81% 82% 81% 89% 75%
 　 ④公開講座　 1回 2回 3回 3回 4回

68人 76人 92人 97人 133人
アンケート結果 － 93% 100% 97% 94%

　京都国立博物館
講演会等　実施回数 37回 21回 17回 15回 19回
講演会等　参加者数 3,413人 3,002人 2,313人 1,450人 3,150人

    ①土曜講座　 36回 19回 15回 13回 16回
3,254人 2,791人 2,076人 1,199人 2,682人

アンケート結果 82% 80% 81% 77% 84%
　　②特別展記念講演会 － － － － 1回
　　 － － － － 215人

アンケート結果 － － － － 89%
    ③夏期講座　 1回（3日） 1回（3日） 1回（3日） 1回（3日） 1回（3日）
　 159人 179人 205人 193人 213人

アンケート結果 95% 94% 92% 78% 92%
　　④社会科教員のための向上講座 － 1回 1回 1回 1回
　　 － 32人 32人 58人 40人
　奈良国立博物館

講演会等　実施回数 32回 33回 28回 28回 29回
講演会等　参加者数 3,655人 3,421人 3,349人 3,006人 3,454人

    ①特別展等講座　 19回 16回 15回 15回 16回
　 2,706人 2,043人 2,172人 1,839人 2,172人

アンケート結果 90% 96% 93% 87% 85%
    ②夏期講座　 1回（3日） 1回（3日） 1回（3日） 1回（3日） 1回（3日）
　 362人 391人 556人 522人 438人

アンケート結果 90% 92% 95% 90% 95%
    ③サンデートーク 12回 11回 12回 12回 12回
　 587人 584人 621人 645人 844人

アンケート結果 － 91% 88% 88% 85%
　　④大学との合同公開講座 － 4回 － － －

－ 353人 － － －
アンケート結果 － 86% － － －

　　⑤世界遺産学習特別勉強会の共同
開催

－ 1回 － － －
－ 50人 － － －

アンケート結果 － － － － －
  九州国立博物館

講演会等　実施回数 56回 73回 64回 89回 102回
講演会等　参加者数 5,507人 6,806人 3,996人 7,833人 8,354人

    ①特別展記念講演会 11回 6回 9回 7回 5回
2,670人 1,622人 1,410人 1,500人 966人

アンケート結果 － － － － －
    ②講演及びシンポジウム 8回 25回 11回 39回 45回

1,741人 3,899人 1,266人 4,592人 4,918人
アンケート結果 － － － － －

    ③ミュージアムトーク 37回 42回 44回 43回 52回
1,096人 1,285人 1,320人 1,741人 2,470人

○大学等との連携事業
　奈良国立博物館
　　①放送大学の面接授業 2回 1回 1回 0回 0回

178人 98人 － － －
　　②奈良女子大学との連携講座 5人 3人 7人 7人 10人
　　③神戸大学との連携講座 10人 10人 10人 10人 7人
  九州国立博物館
    ①放送大学の面接授業 2回 2回 2回 1回 1回

37人 50人 50人 50人 50人

2-(2) 教育活動の充実

2-(2)-① 学習機会の提供（過去5ヵ年）
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2-(2)-② キャンパスメンバーズ 
平成25年3月31日現在 

東京国立博物館 京都国立博物館 奈良国立博物館 九州国立博物館 

38校 30校（※） 27校（※） 24校 

※うち京都国立博物館・奈良国立博物館共通加入22校 

【東京国立博物館】 

①加入校数（38校） 
 学校名 学生数 入会日 備考 

1 桜美林大学 9,367人 20年4月1日  

2 武蔵野美術大学 8,001人 20年4月1日  

3 
文化学園（文化学園大学, 文化ファッション大学院大学,文化学園大学短

期大学部,文化服装学院,文化服装学院広島校 ,文化外国語専門学校） 
7,866人 20年4月1日  

4 東京学芸大学 6,098人 20年4月1日  

5 東京藝術大学 3,319人 20年4月1日  

6 東京大学 28,753人 20年4月1日  

7 お茶の水女子大学 3,323人 20年4月1日  

8 杉野学園（杉野服飾大学,杉野服飾大学短期大学部,ドレスメーカー学院） 1,437人 20年4月1日  

9 大正大学 4,370人 20年4月1日  

10 東海大学 30,045人 20年4月1日  

11 青山学院大学・青山学院女子短期大学 22,660人 20年4月1日  

12 ハリウッド大学院大学・ハリウッドビューティ専門学校 796人 20年4月1日  

13 多摩美術大学 4,835人 20年4月1日  

14 立教大学 21,256人 20年4月1日  

15 首都大学東京 9,418人 20年4月1日  

16 女子美術大学・女子美術大学短期大学部 3,405人 20年4月1日  

17 東京造形大学 1,955人 20年4月1日  

18 法政大学 36,836人 20年4月1日  

19 筑波大学 17,250人 20年4月1日  

20 昭和女子大学・昭和女子大学短期大学部 5,459人 20年4月1日  

21 実践女子大学・実践女子短期大学 4,550人 20年5月1日  

22 東洋大学 32,066人 20年6月1日  

23 東洋美術学校 951人 20年6月1日  

24 日本大学（芸術学部） 4,421人 20年6月1日  

25 文教大学 8,784人 20年7月1日  

26 上智学院（上智大学、上智短期大学部、上智社会福祉専門学校、聖母大学） 13,069人 20年10月1日  

27 国際基督教大学 2,974人 21年4月1日  

28 了德寺大学 991人 21年4月1日  

29 学習院女子大学 1,769人 21年11月1日  

30 獨協大学 9,157人 22年4月1日  

31 学習院大学 9,153人 22年4月1日  

32 東京工業大学 10,316人 22年7月1日  

33 日本女子大学 8,718人 23年4月1日  

34 二松学舎大学 3,128人 23年5月1日  

35 東京家政大学・東京家政大学短期大学部 6,099人 23年6月1日  

36 神奈川大学 18,993人 24年6月1日  

37 日本工業大学 4,658人 24年7月1日  

38 東京女子大学 4,183人 24年8月1日  

 

②キャンパスメンバーズを対象とした事業 
事業名：キャンパスメンバーズ博物館セミナー 

期  間 8月13・14日（計5回実施） 

開催場所 平成館大講堂  

参加者数 137人 

担当研究員数 5人 

事業内容 
キャンパスメンバーズ加入校の学生を対象に、博物館の歴史、保存修復、博物館情報、教育普及事業等について当館の職員が実例を交え

た解説を実施。 

事業名：キャンパスメンバーズ教育連携事業 

期  間 8月13～18日（6日間） 

開催場所 全館 

参加者数 15人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

担当研究員数 10人 

事業内容 
キャンパスメンバーズ加入校の学芸員志望学生を対象として、作品の取り扱いを含む博物館実務全般について演習・実習の形式により体

験的講座を実施。 
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【京都国立博物館】 

①加入校数（30校） 
 学校名 学生数 入会日 入会内容 申請場所 備考 

1 佛教大学 20,731人 19年4月1日 奈良博との2館併用 京博 通信教育部含む 

2 奈良教育大学 1,424人 18年4月1日 奈良博との2館併用 奈良博  

3 就実大学人文科学部 1,346人 20年4月1日 奈良博との2館併用 京博 
 

4 学校法人同志社 39,059人 19年4月1日 奈良博との2館併用 奈良博  

5 奈良大学 4,223人 19年5月1日 奈良博との2館併用 奈良博 通信教育部含む 

6 学校法人 関西大学 32,998人 23年6月1日 奈良博との2館併用 奈良博  

7 
実践女子大学・実践女子短期大

学 
4,550人 20年5月1日 奈良博との2館併用 奈良博 

 

8 学校法人 京都産業大学 14,586人 24年8月1日 京博のみ 京博  

9 帝塚山大学・附属高等学校 4,960人 18年6月1日 奈良博との2館併用 奈良博 
 

10 奈良女子大学 2,764人 18年6月1日 奈良博との2館併用 奈良博  

11 京都造形芸術大学 8,688人 18年6月1日 京博のみ 京博 通信教育部含む 

12 京都工芸繊維大学 4,012人 19年6月1日 奈良博との2館併用 京博  

13 大阪成蹊大学芸術学部 929人 19年6月1日 奈良博との2館併用 奈良博 
 

14 
京都嵯峨芸術大学・京都嵯峨芸

術大学短期大学 
966人 18年7月1日 奈良博との2館併用 京博 

 

15 京都精華大学 4,052人 18年7月1日 奈良博との2館併用 京博  

16 龍谷大学・龍谷短期大学 19,695人 18年7月1日 奈良博との2館併用 京博 
 

17 
京都女子大学・京都女子短期大

学 
7,450人 18年7月1日 京博のみ 京博 高等学校含む 

18 京都橘大学 3,308人 18年7月1日 奈良博との2館併用 京博 正規生のみ 

19 京都教育大学・附属高等学校 2,520人 20年7月1日 奈良博との2館併用 京博 
 

20 成安造形大学 904人 18年8月1日 京博のみ 京博 正規生のみ 

21 京都市立芸術大学 1,070人 20年8月1日 京博のみ 京博 正規生及び研究生等 

22 京都大学 23,172人 18年9月1日 奈良博との2館併用 京博 
京都アメリカ大学コンソーシアムよ

り受入の学生を含む 

23 近畿大学文芸学部 2,270人 18年9月1日 奈良博との2館併用 奈良博 
 

24 花園大学 2,260人 18年11月1日 京博のみ 京博  

25 奈良先端科学技術大学院大学 1,085人 19年12月1日 奈良博との2館併用 奈良博 正規生及び研究生等 

26 大谷大学・大谷短期大学 3,982人 18年12月1日 京博のみ 京博 
 

27 大阪大学 24,804人 20年12月1日 奈良博との2館併用 奈良博  

28 京都文教大学 2,803人 21年6月1日 奈良博との2館併用 奈良博  

29 
京都外国語大学・京都外国語短

期大学 
4,829人 21年8月1日 奈良博との2館併用 京博 

 

30 京都府立大学 2,212人 23年7月1日 京博のみ 京博  

 

【奈良国立博物館】 

①加入校数（27校） 
 学校名 学生数 入会日 入会内容 備考 

1 
奈良産業大学 （奈良文化高等学校、奈良学園高等学校、奈良

文化女子短期大学、奈良学園登美ヶ丘高等学校） 
2,056人 18年 10月 1日 奈良博のみ  

2 奈良佐保短期大学 402人 18年 11月 29日 同上  

3 天理大学 3,274人 20年 7月 1日 同上  

4 奈良県立大学 662人 21年4月1日 同上  

5 奈良工業高等専門学校 1,097人 23年7月1日 同上  

6 奈良教育大学 1,424人 18年4月4日 京博との2館併用  

7 帝塚山大学（帝塚山高校） 6,086人 18年 5月 8日 同上  

8 奈良女子大学 2,764人 18年5月15日 同上  

9 京都嵯峨芸術大学、京都嵯峨芸術大学短期大学部 966人 18年6月9日 同上  

10 京都精華大学 4,052人 18年6月28日 同上  

11 京都橘大学 3,308人 18年6月30日 同上  

12 龍谷大学、龍谷大学短期大学部 19,695人 18年6月30日 同上  

13 京都大学 23,172人 18年8月22日 同上  

14 近畿大学 文芸学部、近畿大学大学院文芸学研究科 2,270人 18年8月24日 同上  

15 佛教大学 20,731人 19年4月1日 同上  

16 奈良大学 4,223人 19年 5月 2日 同上  

17 京都工芸繊維大学 4,012人 19年6月1日 同上  

18 

学校法人 同志社 （同志社大学、同志社女子大学、同志社高

等学校、同志社香里高等学校、同志社女子高等学校、同志社国

際高等学校） 

39,059人 19年6月1日 同上  

19 大阪成蹊大学 芸術学部 929人 19年6月1日 同上  

20 奈良先端科学技術大学院大学 1,085人 19年11月7日 同上  

21 就実大学  人文科学部 1,346人 20年4月1日 同上  

22 実践女子大学  実践女子短期大学 4,550人 20年5月1日 同上  

23 京都教育大学 2,520人 20年7月1日 同上  

24 大阪大学 24,804人 20年12月1日 同上  

25 京都文教大学、京都文教短期大学 2,804人 21年6月1日 同上  

26 京都外国語大学、京都外国語短期大学 4,829人 21年8月1日 同上  

27 
関西大学、関西大学第一高等学校、関西大学北陽高等学校、関

西大学高等部 
32,998人 23年6月1日 同上 
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②キャンパスメンバーズを対象とした事業 
事業名：キャンパスメンバーズカード 

内  容 

キャンパスメンバーズ加入大学の学生のリピート来館を促すことを目的にキャンパスメンバーズカードを作成、 

来館毎にスタンプを押印し、３回目と６回目に当館のオリジナルグッズを進呈するスタンプラリーを実施。 

キャンパスメンバーズカードと併せて、告知のポスターとカード立てを作成しキャンパスメンバーズ加入大学に配布。 

 

【九州国立博物館】 

①加入校数（24校） 
 学校名 学生数 入会日 備考 

1 九州産業大学  11,651人 22年4月1日  

2 九州情報大学 697人 24年4月1日  

3 九州大学 19,395人  23年4月1日  

4 久留米大学 7,726人 22年4月1日  

5 西南学院大学  8,300人 22年4月1日  

6 筑紫女学園大学  2,684人 24年4月1日  

7 日本赤十字九州国際看護大学 486人 23年4月1日  

8 福岡教育大学 5,808人 23年6月1日  

9 福岡国際大学  489人 22年4月1日  

10 福岡女子大学 847人 24年4月1日  

11 福岡大学 20,823人 22年4月1日  

12 放送大学福岡学習センター 2,147人 23年4月1日  

13 早稲田大学大学院情報生産システム研究科（北九州キャンパス） 517人 23年4月1日  

14 九州造形短期大学 326人 22年4月1日  

15 筑紫女学園短期大学部 402人 24年4月1日  

16 東海大学福岡短期大学 187人 23年10月1日  

17 福岡女子短期大学 563人 22年4月1日  

18 久留米大学医学部附属臨床検査専門学校 147人 22年4月1日  

19 久留米大学附設高等学校 615人 22年4月1日  

20 西南学院高等学校 1,292人 22年4月1日  

21 筑紫女学園高等学校 1,743人 24年4月1日  

22 筑紫台高等学校 1,508人 24年4月1日  

23 福岡大学附属大濠高等学校 1,915人 22年4月1日  

24 福岡大学附属若葉高等学校 1,116人 22年4月1日  

 

②キャンパスメンバーズを対象とした事業 
事業名： 出張講義 

開 催 日 5月16日 

開催場所 福岡国際大学 

出席校 福岡国際大学 

参加者数 200人 

担当研究員数 1人 

事業内容 キャンパスメンバーズ加入校の学生を対象に、特別展「平山郁夫 シルクロードの軌跡」の概要を説明。 

 
事業名：筑紫女学園大学文学部アジア文化学科必修科目「体験-ミュージアムで学ぶアジア」 

開 催 日 4月25日、5月9日、5月30日、6月6日、6月27日、7月4日（計6日） 

開催場所 筑紫女学園大学、文化交流展示室、体験型展示室「あじっぱ」 

出席校 筑紫女学園大学 

参加者数 80人 

担当研究員数 1人 

事業内容 キャンパスメンバーズ加入校の学生を対象に、博物館の概要について講義、博物館展示見学、博物館体験型展示室での異文化体験を実施。 
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2-(2)-③ 講座・講演会等の開催実績 
平成 25年 3月 31日現在 

  東京国立博物館 京都国立博物館 奈良国立博物館 九州国立博物館 

回数 

・ 

人数 

126回・13,193人 
講演会 31回・6.952人 

列品解説（ギャラリートーク等） 

90回・5,805人 

連続講座 1回（3日）・303人 

公開講座 4回・133人 

 

19回・3,150人 
土曜講座16回・2,682人 

記念講演会1回・215人 

夏期講座1回（3日）・213人 

社会科教員のための向上講座 1回・40人 

29回・3,454人 
特別展等講座 16回・2,172人  

（公開講座 15回・2,002人、 

シンポジウム1回・170人） 

夏季講座 1回(3日)・438人 

サンデートーク12回・ 844人 

102回・8,354人 
特別展記念講演会 5回・966人 

講演及びシンポジウム  45回・ 

4,918人 

ミュージアムトーク52回・2,470人 

 

その他展示に関連する事業 

 4回・1689人  

その他展示に関連する事業  

6回・1647 人 

その他展示に関連する事業 

9回・1,086人 

その他展示に関連する事業   

41回・203,128人 

 

【東京国立博物館】 
1) 講演会 31回 参加者数6,952人 
①月例講演会 計12回 参加者数1,791人 

開催日 テーマ・講師等 参加者数(人) 担当研究員数(人) "良い"の割合 

4月14日 
東京国立博物館のミイラ 

講師：特任研究員 後藤健 
113 2 77.3% 

5月19日 
140年前の文化財保護 

講師：博物館情報課長 高橋裕次 
136 1 54.5% 

6月9日 
東洋の青磁 

講師：博物館教育課長 今井敦 
170 1 85.2% 

7月28日 
帝室博物館総長・森鴎外の時代 

講師：調査研究課長 田良島哲 
152 1 90.4% 

8月4日 

日本美術応援団、東京国立博物館を応援する 

講師：作家 赤瀬川原平 

明治学院大学教授 山下裕二 

イラストレーター・エッセイスト 南伸坊 

280 1 95.2% 

9月1日 

みんなが楽しむ博物館のための第一歩 

講師：筑波大学大学院 半田こづえ 

ボランティア室長 鈴木みどり 

90 1 93.9% 

10月13日 
東京国立博物館の彫刻展示 

講師：東洋室長 浅見龍介 
105 1 76.4% 

11月17日 
東京国立博物館と帝室技芸員 

講師：学芸研究部長 伊藤嘉章 
97 2 82.5% 

12月15日 

博物館草創期の国際交流 

講師：平常展調整室長 白井克也 

国際交流室研究員 遠藤楽子 

78 2 92.3% 

25年1月5日 
巳年－ヘビの美術入門－ 

講師：絵画・彫刻室研究員 土屋貴裕 
221 2 95.7% 

25年2月16日 
松永耳庵の茶道具 

講師：特別展室研究員 横山梓 
218 2 86.0% 

25年3月23日 
東京国立博物館の建築－140年の変遷と未来への提言- 

講師：デザイン室主任研究員 矢野賀一 
131 2 53.1% 

 
②記念講演会 計12回 参加者数3,682人 

開催日 テーマ・講師等 参加者数(人) 担当研究員数(人) "良い"の割合 

4月21日 
奇才・曽我蕭白を語る 

講師：MIHO MUSEUM館長 辻惟雄 
337 2 86.8% 

5月12日 
ボストン美術館の日本絵画 

講師：絵画・彫刻室長 田沢裕賀 
320 2 73.8% 

7月21日 

青山杉雨の素顔 

講師： 書家 新井光風 

書家 樽本樹邨 

書家 一色白泉  

書家 髙木聖雨 

書家 西嶋慎一 

副館長 島谷弘幸 

307 1 91.8% 

8月5日 

対談 中国画の現代変革 

講師：中国美術館館長 范迪安 

明治学院大学教授 山下裕二 

122 1 92.3% 

8月11日 

青山杉雨コレクション 

講師：列品管理課長 富田淳 

貸与特別観覧室主任研究員 猪熊兼樹 

東洋室研究員 塚本麿充 

245 1 80.2% 

10月12日 
中国喫茶文化における北と南 

講師：東京学芸大学教育学部教授 高橋忠彦 
267 1 73.2% 

10月20日 
中国文明の謎 

講師：学芸企画部長 松本伸之 
290 1 94.7% 

10月27日 
出雲の弥生青銅器 －大量埋納の謎－ 

講師：島根県立古代出雲歴史博物館学芸部長 足立克己 
341 1 83.6% 

1月26日 
円空と日本の風土 

講師：東洋室長 浅見龍介 
368 2 80.2% 
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開催日 テーマ・講師等 参加者数(人) 担当研究員数(人) "良い"の割合 

2月2日 
書聖 王羲之～書聖の実像と蘭亭文化の広がり～ 

講師：列品管理課長 富田淳 
355 2 85.8% 

2月10日 
書聖 王羲之が日本に与えた影響 

講師：五島美術館理事・学芸部長 名児耶明 
350 2 88.1% 

3月9日 
飛騨人と円空の祈り 

講師：飛騨千光寺住職 大下大圓 
380 2 94.1% 

 

③テーマ別講演会 計4回 参加者数1,051人 
開催日 テーマ・講師等 参加者数(人) 担当研究員数(人) "良い"の割合 

6月8日 

特別展の舞台裏－保存と修理 

講師：ボストン美術館日本美術修復家 フィリップメレディス 

環境保存室主任研究員 荒木臣紀 

345  1  80.5% 

12月 22日 
北部九州の弥生文化―企救の国の青銅器文化を中心として― 

講師：北九州市立いのちのたび博物館歴史課長 松井和幸 
152 2 72.1% 

25年 2月 23日 

南九州の古墳文化 ―日本古代国家成立と九州南部地域文化の展開― 

講師：横浜市歴史博物館館長 鈴木靖民 

宮崎県埋蔵文化財センター所長 北郷泰道 

鹿児島大学総合研究博物館准教授 橋本達也 

ラ・サール学園教諭 永山修一 

列品管理課主任研究員 古谷毅 

276 2 79.5% 

25年 3月 30日 
桜セミナー 日本の四季と共に楽しむ野菜スイーツ 

講師：野菜スイーツ専門店「パティスリーポタジエ」オーナーパティシエ 柿沢安耶 
278 2 75.8% 

 

④その他講演会 計3回 参加者数428人 
実施日 内容 参加者数(人) 担当研究員(人) "良い"の割合 

11月 23日 

上野の山文化ゾーンフェスティバル 講演会シリーズ(11) 尚意競艶－宋時代の書－ 

講師：台東区立書道博物館主任研究員 鍋島稲子 

東京国立博物館列品管理課長 富田淳 

210 2 94.4% 

25年 1月 19日 
ドイツ・カナダにおけるアジア美術展示：ベルリンにおける新たな挑戦 

講師：アジア美術館長 クラウス・ルイテンビーク 
100 2 80.4% 

25年 3月 26日 
海を渡った東博コレクション－ヒューストン美術館で魅せる日本の美術－ 

講師：ヒューストン美術館教育部長 マーガレット・ミムズ 
118 2 59.5% 

 

2) 列品解説（ギャラリートーク等） 90回  参加者総数 5,805人 

○列品解説 47回 参加者総数 4,183人 
開催日 テーマ・講師等 参加者数(人) 担当研究員数(人) 

4月4日 
国宝 花下遊楽図屏風 

教育普及室長 伊藤信二 
69 2 

4月4日 
器に咲く桜 

講師：特別展室研究員 横山梓  
91 2 

4月11日 
国宝 花下遊楽図屏風 

教育普及室長 伊藤信二 
74 2 

4月11日 
刀装に咲く桜 

講師：平常展調整室研究員 酒井元樹  
46 2 

4月17日 
小袖・振袖図―明治四十四年特別展覧会の記録― 

講師：列品管理課アソシエイトフェロー 佐々木佳美  
57 2 

4月24日 
狩野探幽筆「草花写生図巻」と江戸の写生図 

講師：出版企画室研究員 小野真由美 
65 2 

5月8日 
酒宴のうつわ 

講師：特別展室研究員 横山梓 
41 2 

5月11日 
国宝平治物語絵巻と鎌倉時代の絵巻 

講師：絵画・彫刻室研究員 土屋貴裕 
180 2 

5月29日 
写された書ー伝統から創造へ 

講師：副館長 島谷弘幸 
82 1 

6月1日 
国宝 青磁下蕪瓶 

講師：博物館教育課長 今井敦 
72 1 

6月12日 
魅力発見！女たちの絵画 

講師：列品管理課アソシエイトフェロー 安藤香織 
52 1 

7月3日 
美術解剖学 ―人のかたちの学び 

講師：デザイン室長 木下史青 
42 1 

7月10日 
特集陳列「初公開の法隆寺裂」 

講師：特任研究員 澤田むつ代 
90 1 

7月20日 
国宝 医心方 

講師：博物館情報課長 高橋裕次 
45 1 

7月24日 
人間国宝のわざ 

講師：貸与特別観覧室研究員 猪熊兼樹 
65 1 

7月31日 
動物埴輪の世界 

講師：考古室研究員 山田俊輔 
95 1 

8月7日 
密教法具 

講師：教育普及室長 伊藤信二 
51 1 

8月24日 
国宝 華厳祖師絵伝 元暁絵 

講師：絵画・彫刻室研究員 土屋貴裕 
78 1 

9月4日 
運慶と康円の仏像 

講師：教育講座室長 丸山士郎 
120 1 

9月21日 
贈られた名品 

講師：調査研究課長 田良島哲 
66 1 
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開催日 テーマ・講師等 参加者数(人) 担当研究員数(人) 

9月21日 
ただ一人の写真の帝室技芸員－小川一真－ 

講師：保存修復室長 冨坂賢 
91 1 

9月21日 
広田不孤斎の茶道具について 

講師：博物館教育課長 今井敦 
174 1 

9月21日 
贈られた名品 

講師：調査研究課長 田良島哲 
63 1 

10月23日 
宋時代の書 

講師：列品管理課長 富田淳 
70 1 

10月30日 
仏像の荘厳 

講師：東洋室長 浅見龍介 
170 1 

11月6日 
戦時の博物館 

講師：調査研究課長 田良島哲 
31 2 

11月13日 
東周から漢時代の金属工芸－象嵌を中心にして－ 

講師：保存修復室研究員 川村佳男 
67 2 

11月16日 
国宝 観楓図屏風を読み解く 

講師：絵画・彫刻室研究員 金井裕子 
118 2 

11月20日 
グラスゴーから来た西洋画 

講師：国際交流室研究員 遠藤楽子 
40 2 

11月27日 
国宝 普賢菩薩像（鳥取・豊乗寺） 鑑賞の手引き 

講師：特別展室主任研究員 沖松健次郎 
81 2 

12月4日 
根付 郷コレクション 

講師：工芸室 竹内奈美子 
55 2 

12月11日 
ライプツィヒから来た白磁彫像 

講師：平常展調整室 白井克也 
50 2 

12月18日 
考古相互貸借 北九州の青銅器文化 

講師：考古室研究員 品川欣也 
68 2 

1月5日 
東洋館をめぐる旅 

講師：平常展調整室 白井克也 
170 2 

1月8日 
東洋館をめぐる旅 

講師：平常展調整室 白井克也 
170 2 

1月8日 
国宝 松林図 

講師：絵画・彫刻室長 田沢裕賀 
370 2 

1月22日 
国宝 神護寺山水屏風と鎌倉時代の景物画 

講師：絵画・彫刻室研究員 土屋貴裕 
98 2 

1月29日 
国宝 秋冬山水図 雪舟筆 

講師：登録室長 救仁郷秀明 
128 2 

2月5日 
南九州の古墳文化 

講師：列品管理課主任研究員 古谷毅 
88 2 

2月19日 
中国書画精華を楽しむ 

講師：東洋室研究員 塚本麿充 
77 2 

2月26日 
インドネシアのワヤン 

講師：平常展調整室長 白井克也 
100 2 

3月5日 
縄文土器につけられた顔 

講師：考古室研究員 井出浩正 
70 2 

3月12日 
東博（トーハク）の臨床保存 

講師：保存修復課長 神庭信幸 
 59 2 

3月19日 
修理で得られる新情報 

講師：保存修復室主任研究員 土屋裕子 
50 2 

3月26日 
考古資料の修理と保存 ‐土器と鉄器を例にして‐ 

講師：保存修復室研究員 川村佳男 
82 2 

3月27日 
器に咲く花 

講師：特別展室研究員 横山梓 
82 2 

3月27日 
国宝 花下遊楽図屏風 

講師：教育普及室長 伊藤信二 
80 2 

 
②特別展関連ギャラリートーク 3回 参加者総数 222人 

開催日 テーマ・講師等 参加者数(人) 担当研究員数(人) 

8月3日 
社会・生活への“挑戦 

講師：東洋室研究員 塚本麿充 
65 1 

8月10日 
西洋画法への“挑戦” 

講師：絵画・彫刻室研究員 土屋貴裕 
72 1 

8月17日 
伝統への“挑戦” 

講師：列品管理課長 富田淳 
85 1 

 
③総合文化展ギャラリートーク 4回 参加者総数 121人 

開催日 テーマ・講師等 参加者数(人) 担当研究員数(人) 

8月2日 
親と子のギャラリー「日本美術のつくり方Ⅲ」４つの技法紹介 螺鈿 

講師：教育普及室 伊藤信二 
30 1 

8月10日 
親と子のギャラリー「日本美術のつくり方Ⅲ」４つの技法紹介 象嵌 

講師：教育普及室 伊藤信二 
38 1 

8月21日 
親と子のギャラリー「日本美術のつくり方Ⅲ」４つの技法紹介 甲冑 

講師：教育普及室 伊藤信二 
24 1 

8月31日 
親と子のギャラリー「日本美術のつくり方Ⅲ」押出仏のつくり方 

講師：押出仏制作工程模型作者 瀬田愛子 
29 1 
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④東京芸術大学学生ボランティアによるギャラリートーク 36回 参加者総数1,279人 
・総合文化展 ギャラリートーク 29回 参加者総数1,094人 

実施日 回数 テーマ 氏名 参加者(人) 

12月8・9・22日,25年1月20・27日,2月10日 6 近世の仏教―松雲元慶「羅漢坐像」― 菊地真央 217 

12月16・23日,25年1月6・11・13・26日 6 下村観山「弱法師」―俊徳丸の静かな祈り― 加藤沙織 233 

25年1月9・12・16・23・29・30日 6 伊万里―日本初の磁器生産、色絵磁器の誕生― 田代裕一朗 261 

25年1月17・31日,2月3・7・9日 5 伝周文『四季山水図屏風』―山水画の世界を楽しむ― 浅井ふたば 173 

25年2月5・17・19・23・24・26日 6 黒田清輝『湖畔』―日本的な油彩画作品― 塩野文音 210 

 
・制作工程模型 ギャラリートーク 7回 参加者総数185人 

実施日 回数 テーマ 氏名 参加者(人) 

6月6･20日･7月7日・9月26日・10月13日・11

月18日・12月12日 
7 国宝「紅白芙蓉図」ができるまで―東洋絵画の絵具の秘密― 石井恭子 185 

 

3) 連続講座「東洋美術をめぐる旅」 計1回(3日) 参加者総数 303人 
開催日 テーマ・講師等 参加者数(人) 担当研究員数(人) "良い"の割合 

8月 24日 

東洋の書―青山コレクションを中心に 

朝鮮半島の考古と美術 

講師：列品管理課長 富田淳、平常展調整室長 白井克也 

303 1 75.2% 8月 25日 

西アジア・エジプトの考古と美術 

東洋の工芸と青山杉雨展出品作品について 

講師：特任研究員 後藤健、保存修復室研究員 三笠景子  

8月 26日 

東洋の絵画―アジアのなかのトーハク・東洋絵画コレクション― 

中国考古・新しい展示のみどころ 

講師：東洋室研究員 塚本麿充、保存修復室研究員 川村佳男 

 

4) 公開講座 計4回 参加者総数 133人 
開催日 テーマ・講師等 参加者数(人) 担当研究員数(人) “良い”の割合 

9月 15・19日 
プレオープンツアー 東洋館をめぐる旅 

講師：平常展調整室長 白井克也 
53 1  92.5% 

25年 3月 14・

15日 

見学ツアー 保存と修理の現場へ行こう 

講師：保存修復課長 神庭信幸、保存修復室長 冨坂賢、保存修復室主任研究員 土屋裕子、

環境保存室主任研究員 荒木臣紀、環境保存室主任研究員 和田浩、特任研究員 澤田むつ代、

保存修復室研究員 三笠景子、保存修復室研究員 川村佳男 

80 2  94.8% 

 

5) その他展示に関連する事業 計4回 参加者総数  1,689人 
実施日 内容 会場 参加者数(人) 担当研究員

(人) 

5月15日 
恩賜上野動物園・国立科学博物館連携事業 

上野の山でキリンめぐり 

恩賜上野動物園・国立科学博物館・東京国立博物館 
30 1 

8月16日 
特別展「青山杉雨の眼と書」関連 

書のデモンストレーション(席上揮毫会) 

平成館ラウンジ 
385 3 

25年1月31日 
特別展「書聖 王羲之」関連 

席上揮毫会（書のデモンストレーション） 

平成館ラウンジ 
1,053 3 

25年3月9日 

特別展「飛騨の円空―千光寺とその周辺の足跡」

関連 芸大生の打楽器コンサート 

「木の声。森の音」 

平成館ラウンジ 

221 1 

 

【京都国立博物館】 
1) 土曜講座16回 参加者総数 2,682人 
全て特別展覧会関連講座 
開催日 テーマ 講師 参加者数(人) 

4月28日 藤原道長と『御堂関白記』 同志社女子大学名誉教授 朧谷 寿 197 

5月19日 『歌合』のおもしろさ―王朝貴族の雅な闘い― 大阪樟蔭女子大学学芸学部教授 中 周子 161 

5月26日 （国際博物館の日記念講演会）陽明文庫の近世、近代の日本画 連携協力室長 山下 善也 126 

7月28日 出雲神話のバリエーション―スサノオを中心に― 古代出雲歴史博物館専門学芸員 森田 喜久男 213 

8月11日 出雲の埴輪について 島根県文化財課調整監 椿 真治 184 

8月18日 出雲における神社の成立と出雲大社 古代出雲歴史博物館専門学芸員 平石 充 199 

8月25日 出雲の神仏―神も仏も在る出雲― 保存修理指導室長 淺湫 毅 180 

9月1日 古代・中世出雲の山寺と社 元企画室長 久保 智康 155 

10月13日 宸翰と古筆―桃山・江戸時代の天皇の手習い― 奈良大学文学部教授 下坂 守 159 

10月27日 中世の天皇と宗教―手印が捺された文書を中心に― 京都府立大学文学部准教授 上島 亨 148 

11月10日 宸翰の薫りと三跡―筆致に宿るもの― 九州国立博物館学芸部主任研究員 丸山 猶計 138 

11月24日 （京都ミュージアムズ・フォー連携講座）宸翰―資料と美術のコンチェルト― 研究員 羽田 聡 119 

1月12日 鴨長明、京都を歩く     成蹊大学文学部教授 浅見 和彦 191 

1月26日 後七日御修法と東寺     東寺文化財保護課長 新見 康子 177 

2月2日 密教法具─修法をささえる神秘の道具─ 研究員 末兼 俊彦 172 

2月9日 十二天屏風と山水屏風─灌頂の場の問題─ 研究員 大原 嘉豊 163 

 

2) 記念講演会 1回 215人 
実施日 内容 会場 参加者数(人) 

4月21日 特別展記念講演会「王朝文化の華 近衞家 陽明文庫の名宝」 

（講師：陽明文庫理事 文庫長 名和 修） 

ハイアットリージェンシーホテル京都 ドローイ

ングルーム 
215 

－ 59 －
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3) 夏期講座 1回（3日） 
開講日 テーマ 講師 参加者数(人) 

8月1日 

第1講「ギリシア文学・美術の宗教性」 国際基督教大学名誉教授 川島重成 

213 

第2講「絵画に現わされたる文学性の問題に就きて」 研究員 大原嘉豊 

第3講「掛幅縁起絵における物語と絵画―京都国立博物館蔵「温泉寺縁

起絵」を中心に―」 
東京大学史料編纂所助教 藤原重雄 

8月2日 

第1講「『方丈記』と片仮名の世界」 上席研究員 赤尾栄慶 

第2講「文学をまとう」 教育室長 山川曉 

第3講「神話の国の仏たち―出雲の古寺と仏像」 
島根県立古代出雲歴史博物館学芸グループ課長 的

野克之 

8月3日 

第1講「神話になる神、神像になる神」 保存修理指導室長 淺湫毅 

特別展覧会「大出雲展」見学会 
引率:連携協力室長 山下善也、主任研究員 永島明

子 

 

4) 社会科教員のための向上講座 1回 40人  
開講日 テーマ 講師 参加者数(人) 

10月24日 
講演「宸翰展にちなんで」 

館内実地研修「宸翰―天皇の書―」展 
研究員 羽田聡 40 

 

5) その他展示に関連する事業 6回 1,647人 
実施日 内容 会場 参加者数(人) 

8月7日 小中学生向け鑑賞会「神話の国、出雲のヒミツ！」（講師：水谷研究員） 京都国立博物館特別展示館 42 

8月10日 小中学生向け鑑賞会「神話の国、出雲のヒミツ！」（講師：水谷研究員） 京都国立博物館特別展示館 43 

8月3日 京都の中・高生による「石見の夜神楽・大蛇」（京都光華中・高等学校 神

楽和太鼓部） 

京都国立博物館庭園 110 

8月10日 京都の中・高生による「石見の夜神楽・大蛇」（京都光華中・高等学校 神

楽和太鼓部） 

京都国立博物館庭園 100 

8月26日 神々の国 しまねの神楽「出雲神楽」公演 京都芸術劇場 660 

9月2日 神々の国 しまねの神楽「隠岐神楽」「石見神楽」公演 京都芸術劇場 692 

 

【奈良国立博物館】 
1) 特別展等講座 16回  参加者総数   2,172人 

開催日 テーマ 講師 参加者数(人) 

4月14日 「興福寺と貞慶」 日本女子大学教授 永村眞 144 

4月21日 「海住山寺に伝来した浄土図(列品）」 学芸部研究員 北澤菜月 56 

4月28日 「愚迷発心集を読む」 興福寺貫首 多川俊映 95 

5月19日 「解脱上人貞慶の信仰と活動」 学芸部長 西山厚 192 

5月26日 「貞慶ゆかりの彫像について」 学芸部長補佐 岩田茂樹 143 

7月7日 「奇跡の書 古事記」 國學院大學教授 嵐義人 194 

7月28日 「源頼朝と奈良・京都ー政治と宗教－」 立命館大学教授 杉橋隆夫 166 

8月11日 「東大寺の鎌倉再興にみる伝統と革新」 学芸部研究員 山口隆介 152 

9月8日 「源頼朝が東大寺再興にもたらしたもの」 日本橋学館大学副学長 塩澤寛樹 180 

10月27日 「正倉院のペルシア風錦について」 宮内庁正倉院事務所保存課整理室長 尾形充彦 179 

11月3日 「古代ガラスから正倉院まで」 日本ガラス工芸学会理事 土屋良雄 138 

11月4日 

「明治初期の文化財保護と正倉院」  関西大学文学部教授 高橋隆博 

 170 

 

「明治時代の正倉院宝物－壬申検査 それからの宝物調査」 宮内庁正倉院事務所保存科学室長 西川明彦 

「東京国立博物館所蔵の蜷川式胤関係資料について」 東京国立博物館学芸研究部研究員 恵美千鶴子 

「東京美術学校収集・製作の正倉院宝物模本について」 学芸部研究員 原瑛莉子 

パネルディスカッション「壬申検査と正倉院の近代」 高橋隆博、西川明彦、恵美千鶴子、原瑛莉子 

11月10日 「聖語蔵経巻と正倉院文書－『神護景雲二年御願経』の実体をめぐって」 宮内庁正倉院事務所保存課調整室長 飯田剛彦 96 

11月11日 「八世紀以外の宝物について」 学芸部長補佐 内藤栄 113 

12月8日 「江戸時代のおん祭り」 春日大社宮司 岡本彰夫 37 

25年2月9日 「お水取り」 東大寺長老 狹川宗玄 
117 

 

 

2) 夏季講座 第41回「鎌倉時代の南都仏教」 1回（3日間） 
開講日 テーマ 講師 参加者数(人) 

8月21日 

「「平清盛と南都焼打ち」 京都大学大学院人間・環境学研究科教授 元木 泰雄 

438 

「東大寺鎌倉再興造仏における復古と新様」 京都大学大学院文学研究科教授 根立 研介 

「南都仏画と天平復古」 学芸部保存修理指導室長 谷口 耕生 

8月22日 

「南都復興をめぐる貞慶の事績と文芸」 筑波大学人文社会系准教授 近本 謙介 

「興福寺鎌倉復興造像の経緯とその意味」 大阪大学大学院文学研究科教授 藤岡 穣 

「大仏復興と重源の舎利信仰」 学芸部長補佐 内藤 栄 

「南都復興の歴史的意義」 文化庁文化財部美術学芸課調査官 横内 裕人 

8月23日 
「貞慶・明恵・法然」 学芸部長 西山 厚 

「頼朝と重源－東大寺再興を支えた鎌倉と奈良の絆－」(展覧会紹介)   学芸部研究員 山口 隆介 

 

3) サンデートーク 12回 参加者総数  844 人   
実施日 テ ー マ 解 説 者 参加者数(人) 

4月15日 「金亀舎利塔の話」 学芸部長補佐  内藤栄 37 

5月20日 「奈良国立博物館と東日本大震災」 学芸部研究員  岩戸晶子 39 

6月17日 「『奈良官遊地取』芳崖の古美研」 学芸部研究員  原瑛莉子    48 

7月15日 「東アジアの仏教絵画 」 学芸部研究員  北澤菜月 56 

8月19日 「雨を祈る－祈雨修法と奉幣－」 学芸部研究員  斎木涼子 74 

－ 60 －



   

実施日 テ ー マ 解 説 者 参加者数(人) 

9月16日 「古地図を読みとく、再び」 学芸部企画室長 野尻忠 104 

10月21日 「第三回 八窓庵をのぞいてみませんか」 学芸部情報サービス室長 吉澤悟 75 

11月18日 「図像から彫像へ－十二神将造像にみる仏師の創造性－」 学芸部研究員  山口隆介 101 

12月16日 「仏像調査からわかること その２」 学芸部長補佐  岩田茂樹 101 

25年1月20日 「洲浜形の話－作り物閑話ノ参－」 学芸部主任研究員 清水健 54 

25年2月17日 「玄奘三蔵と五天竺図」 学芸部保存修理指導室長 谷口耕生  85 

25年3月17日 「奈良国立博物館誕生の頃―人･景観･建築－」 学芸部資料室長 宮崎幹子  70 

 

4) その他展示に関連するイベント 10回 参加者総数  1,086人 
実施日 内容 会場 参加者数(人) 

5月5日 解脱上人 貞慶フォーラム 東大寺総合文化センター 252 

5月19日 

特別展「解脱上人貞慶」親子鑑賞会 

小学生とその保護者を対象に貞慶展の見所を解説。展覧会を自由観覧。 

講師：西山 厚（奈良国立博物館学芸部長）  

講堂 79 

6月30日 
特別陳列「古事記の歩んできた道―古事記撰録1300年―」関連企画 

「はじめてふれる古事記」 
講堂 165 

8月4,5日 親と子のワークショップ「ほとけさまのきり絵を作ろう」（体験イベント） 講堂 84 

8月18日 夏休み親子で学ぶ奈良世界遺産「東大寺の不思議、仏像の不思議をさぐる」 講堂 68 

10月27日 

～11月12日 
正倉院展作文コンクール入賞作品展示 地下回廊 ― 

11月3日 

第64回正倉院展 親子鑑賞会 

小学生とその保護者を対象に正倉院展の見所を解説。展覧会を自由観覧。 

講師：内藤 栄（奈良国立博物館学芸部長補佐）  

講堂 174 

11月4日 正倉院学術シンポジウム2012「正倉院の近代～壬申検査から140年～」 奈良県新公会堂 170 

12月17日 「おん祭と春日信仰の美術」茶会 茶室 55 

2月10日 お水取り「講話」と「粥」の会 講堂、茶室、東大寺二月堂   39 

 

【九州国立博物館】 
1) 特別展記念講演会 5回  参加者総数 966人 

開催日 テーマ 講師 参加者数(人) 

7月21日 
「美のワンダーランド 十五人の京絵師」展関連  

記念講演会「十八世紀の京画檀」 

 

京都国立博物館館長 佐々木丞平 
200 

10月21日 

「ベルリン国立美術館展」関連  

講演会「ボッティチェッリの『神曲』素描をめぐって」 

「ベルリン、都市と美術館」 

 

九州大学准教授 京谷啓徳 

九州大学独文学専修博士課程 野村優子 

180 

11月10日 
「ベルリン国立美術館展」関連  

講演会「デューラーと北方美術」 

 

九州産業大学教授 下村耕史 
140 

平成25年 

1月13日 

「ボストン美術館」展関連 

特別講演会「歴史の視覚化―ボストン美術館の「日本美術史」コレクション―」 
東京藝術大学教授 佐藤道信 181 

平成25年 

2月10日 

「ボストン美術館」展関連 

太宰府天満宮特別企画講演会「海を渡った名画―ボストン美術館の桃山・江戸絵画―」 

秋田県立近代美術館館長、東京大学名誉教授  

河野元昭 
265 

 

2) 講演及びシンポジウム等 45回  参加者数 4,918人 
開催日 テーマ 講師 参加者数(人) 

4月14日 
「平山郁夫 シルクロードの軌跡」展関連 

記念対談「～平山郁夫の長い旅～」 

平山郁夫シルクロード美術館長 平山美知子 

館長 三輪嘉六 
250 

4月15日 

「平山郁夫 シルクロードの軌跡」展関連 

地域講演会（会場：北九州市） 

「平山郁夫 シルクロードの軌跡 －人類の遺産にかけた画家の人生

－」 

文化財課長 臺信祐爾 200 

4月20日 

「平山郁夫 シルクロードの軌跡」展関連 

解説講座 しっとこ九博（会場：筑紫野市） 

「平山郁夫 シルクロードの軌跡 －人類の遺産にかけた画家の人生

－」 

文化財課長 臺信祐爾 70 

4月21日 

「平山郁夫 シルクロードの軌跡」展関連 

連続講演会「～平山郁夫の足跡をたずねて～」 

 日本篇「法隆寺金堂壁画と文化財保護」 

 東南アジア篇「アンコールワットよみがえった大伽藍」 

 

 

企画課特別展室研究員 森實久美子 

文化財課資料管理室主任研究員 原田あゆみ 

125 

4月21日 
太宰府文化懇話会（会場：太宰府市） 

「筑紫君磐井の乱と那津官家の修造」 
展示課展示調整室主任研究員 酒井芳司 26 

4月28日 

「平山郁夫 シルクロードの軌跡」展関連 

連続講演会「～平山郁夫の足跡をたずねて～」 

 インド、ガンダーラ篇「ガンダーラ 仏像誕生の聖地」 

 シルクロード篇「玄奘三蔵と共に歩んだ道」 

 

 

企画課長 小泉惠英 

文化財課長 臺信祐爾 

175 

4月28日 

トピック展示「中国陶磁名品展 横河民輔コレクション 」関連 

アクロス・文化学び塾（会場：福岡市） 

「中国陶磁名品展 − 横河民輔コレクション− 」について 

展示課展示調整室研究員 遠藤啓介 40 

4月30日 

「平山郁夫 シルクロードの軌跡」展関連 

地域講演会（会場：大野城市） 

「平山郁夫 その画業と文化財赤十字」 

文化財課資料管理室主任研究員 原田あゆみ 90 

5月6日 

「平山郁夫 シルクロードの軌跡」展関連 

地域講演会（会場：朝倉市） 

「平山郁夫の足跡をたどる」 

企画課長 小泉惠英 118 

5月12日 
トピック展示「中国陶磁名品展 横河民輔コレクション 」関連 

特別講演会「横河民輔コレクション中国陶磁とその魅力」 
東京国立博物館 今井敦 80 

－ 61 －
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開催日 テーマ 講師 参加者数(人) 

5月13日 
「平山郁夫 シルクロードの軌跡」展関連 

講演会「中央アジアの美術の特徴」 

 

国立民族学博物館名誉教授 加藤九祚 
95 

5月13日 

トピック展示「日本医術のことはじめ」関連 

講演会「日本医術学史のなかの東洋と西洋」 

 「九州における漢方の受容と進展」 

 「日本における西洋医学の受容―レメリン解剖書と解体新書―」 

 

 

大阪大学大学院医学史料室招聘教員 米田該典 

順天堂大学名誉教授・日本医史学会理事長 酒井シヅ 

100 

5月19日 
トピック展示「中国陶磁名品展 横河民輔コレクション 」関連 

連続講座「南北朝から唐のやきもの」 
企画課特別展室主任研究員 市元塁 30 

5月26日 
トピック展示「中国陶磁名品展 横河民輔コレクション 」関連 

連続講座「宋・元のやきもの」 
展示課展示調整室研究員 遠藤啓介 43 

7月8日 

トピック展示「日朝交流の軌跡」関連 

講演会『対馬宗家文書からみた日朝交流』 

「対馬宗家文書調査のあゆみ」 

 「近世日朝交流と倭館」 

 「新発見！日朝交流の証し「図書（としょ）」」 

 

＝パネルディスカッション＝ 

 

 

 

 

 

対馬歴史民俗資料館館長 阿比留德生 

慶應義塾大学名誉教授 田代和生 

対馬歴史民俗資料館学芸員 山口華代 

 

コーディネーター： 

九州大学大学院教授 中野等 

韓国・東北アジア歴史財団第一研究室室長 李薫 

京都府立大准教授 東昇 

田代和生・山口華代 

180 

7月14日 

「美のワンダーランド 十五人の京絵師」展関連 

アクロス・文化学び塾（会場：福岡市） 

若冲と蕭白の時代―特別展「美のワンダーランド」への招待― 

企画課特別展室研究員 鷲頭桂 70 

7月14日 
トピック展示「中国陶磁名品展 横河民輔コレクション 」関連 

中国陶磁史を究める！！連続講座「明のやきもの」 
東京国立博物館 三笠景子 33 

7月27日 

「美のワンダーランド 十五人の京絵師」展関連 

解説講座 しっとこ九博（会場：筑紫野市） 

「美のワンダーランド十五人の京絵師」 

企画課特別展室主任研究員 畑靖紀 60 

7月28日 
トピック展示「中国陶磁名品展 横河民輔コレクション 」関連 

中国陶磁史を究める！！連続講座「清のやきもの」 
東京国立博物館 今井敦 33 

7月29日 

「美のワンダーランド 十五人の京絵師」展関連 

シンポジウム 

「京絵師の魅力にせまる」 

パネリスト： 

京都国立博物館連携協力室長 山下善也 

根津美術館学芸主任 野口剛 

静岡県立美術館学芸員 福士雄也 

京都国立博物館研究員 水谷亜希 

コーディネーター：群馬県立女子大学教授・岡崎市美

術博物館館長 榊原悟 

司会：九州国立博物館主任研究員 畑靖紀 

60 

8月19日 
トピック展示「日朝交流の軌跡」関連 

ミュージアム講座「対馬宗家文書の世界」 
文化財課資料登録室研究員 荒木和憲 63 

9月2日 第1回文化財保存交流セミナー「ロマネスク壁画の保存」 
バルセロナ自治大学教授・国立カタルーニャ美術館館

長補佐 マヌエル・カスティニェイラス 
26 

10月7日 

公開シンポジウム『市民と共にミュージアムIPM』（一橋大学 一橋講堂） 

第1部 基調講演 

 「我が国におけるIPM導入の現状と課題 

ＩＰＭコーディネータ資格制度のスタートをふまえて」 

「海外のミュージアムにおけるＩＰＭの実践状況」 

第2部 IPM支援活動の実践事例 

 「愛知県美術館のIPMとその支援活動」 

「国立民族学博物館におけるＩＰＭの実践とその協力体制」 

 

「九州国立博物館から市民と地域へひろがるＩＰＭ支援活動」 

 

 

 

 

第3部 パネルディスカッション 

「ミュージアムＩＰＭ」の実践と課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（公財）文化財虫害研究所理事長 三浦定俊 

 

東京文化財研究所生物科学研究室長 木川りか 

 

愛知県美術館 長屋菜津子 

国立民族学博物館 園田直子 

合同会社文化創造巧芸 和髙智美 

九州国立博物館特任研究員 本田光子 

九州国立博物館環境ボランティア 内田祥乃 

NPO法人ミュージアムIPMサポートセンター  

立山左絵子 

（株）タクト 下川可容子 

 

司会：九州国立博物館 本田光子 

井上理香（太宰府市文化ふれあい館）・上野知彦（九

州国立博物館）・奥村俊久（筑紫野市教育委員会）・ 

狩野啓子（久留米大学）・川越和四（イカリ消毒（株））・

川浪千鶴（高知県立美術館）・日髙真吾（国立民族学

博物館）・松下久子（九州・山口ミュージアム連携事

業実行委員会）・三浦定俊（（公財）文化財虫害研究

所）・村田眞宏（愛知県美術館）・森田レイ子（NPO

法人文化財保存活用支援センター） 

145 

10月7日 

トピック展示「古事記完成1300年記念特別公開 古事記伝と九州の国学者」関

連 

ミュージアム講座 

考古VS歴史バトルトーク『古事記』の謎に迫る 

企画課文化交流展室長 河野一隆 

展示課展示調整室主任研究員 酒井芳司 
70 

10月20日 

トピック展示「茶の湯を楽しむV - 芦屋釜と館蔵茶道具 -」関連 

ミュージアム講座 

「茶の湯の名器 芦屋釜の名品とその歴史」 

「館蔵茶道具の見どころ～やきものを中心に～」 

芦屋釜の里学芸員 新郷英弘 

展示課展示調整室研究員 遠藤啓介 
80 

10月26日 

「ベルリン国立美術館展」関連 

解説講座 しっとこ九博（会場：筑紫野市） 

「ベルリン国立美術館展 学べるヨーロッパ美術の４００年」 

文化財課長 臺信祐爾 70 

－ 62 －



   

開催日 テーマ 講師 参加者数(人) 

10月26日 
原看護専門学校講義「文化人類学」（会場：福岡市） 

「『古事記』からみた日本神話」 
展示課展示調整室主任研究員 酒井芳司 80 

11月1日 

第2回文化財保存交流セミナー「東洋絵画の保存と保護 伝統的技法と現代的技

術（フリーア美術館での平山郁夫プロジェクトによる東洋絵画の修理につい

て）」 

フリーア美術館保存科学部東洋絵画修理室長 ウィ

リアム・アンドリュー・ヘア  
52 

11月3日 

第5回東アジア紙文化財保存修理シンポジウム 

基調講演「東アジア紙文化財保存修理シンポジウム」をめぐる雑感 

「古代書籍の装幀と装丁技術」 

「韓国 紙文化財の装潢」 

「日本における書跡・典籍・古文書の形式と装訂の変遷」 

「中国書画用紙の現状について」 

「保存修復用として使われている韓紙について」 

「日本の紙漉き産地調査報告〜東アジア地域における伝統的紙漉き 

産地のデータベース作成を通して〜」 

「紙文化財保存修復における現代科学技術の応用」 

「韓国紙類文化財保存の理念と実践」 

「日本における紙文化財修理の理念と実践」 

「ユネスコによる５ヶ年事業を振り返って」 

 

九州国立博物館長 三輪嘉六 

寧波市天一閣博物館 王金玉・馬灯翠 

靖斎文化財保存研究所 趙恩恵 

伝統文化財保存研究所 石川登志雄 

復旦大学 陳剛 

韓国粧潢研究会／三星美術館Leeum 南有美 

高知県立紙産業技術センター 有吉正明 

 

南京博物院 張金萍・鄭冬青 

龍仁大学校 朴智善 

国宝修理装潢師連盟 坂田雅之 

ユネスコ北京事務所 杜暁帆 

170 

11月4日 バックヤードツアー 特別公開「博物館科学・保存修復施設」 
博物館科学課長 環境保全室長 今津節夫  

博物館科学課 保存修復室 渡部史之 
53 

11月18日 

九州国立博物館 国際シンポジウム「あじわい尽くすベトナム」 

 講演Ⅰ 「ベトナムの歴史と文化について」 

 

講演Ⅱ 「ベトナム展の魅力について」 

特別講演「キャスターが見たベトナム」 

 

在福岡ベトナム社会主義共和国総領事館総領事 

ヴー・フィ・ムン 

博物館科学課保存修復室長 藤田励夫 

キャスター 宮川俊二 

280 

11月24日 
太宰府文化懇話会 （会場：太宰府市） 

「本居宣長『古事記伝』からみた『古事記』」 
展示課展示調整室主任研究員 酒井芳司 35 

12月15日 
甘木歴史資料館学習講座「ひみこ」（会場：朝倉市） 

「律令時代の中央と地方」 
展示課展示調整室主任研究員 酒井芳司 30 

12月15日

～16日 

日本中国考古学会2012年度総会・大会 

【15日】 

一般発表 

「出現期銅鏡の再検討」 

 

「新岩里出土青銅刀の年代について」 

「敦煌莫高窟における中心塔から覆斗形天井への変遷について」 

 

「九博のＸ線ＣＴスキャナによる文化財の研究」 

Ｘ線ＣＴスキャナ見学・ポスターセッション 

総会 

【16日】 

テーマ発表「中国古代青銅器研究の現在」 

「Ｘ線ＣＴスキャナによる商周青銅器製作技法に関する研究」 

「中央研究院所蔵殷墟青銅器の冶金学的研究」 

 

「盤龍城青銅器の製作技術」 

「中国における湾曲羽口基礎的検討」 

「西周青銅器の使用方法に関する一考察」 

 

「同型鏡・同印鏡論の提言－戦国鏡の製作と流通」 

 

ポスターセッション 

「長江中流域における殷代社会動態に関する考察」 

「西周時代における副葬土器」 

「中国北方青銅器文化における年代の再構築」 

 

「雲岡石窟第三期諸窟に見られる複合龕に関する研究」 

 

パネルディスカッション：中国古代青銅器をめぐる諸問題 

 

 

 

 

駒澤大学大学院博士後期課程・日本学術振興会 岸本

泰緒子 

長崎県教育委員会 古澤義久 

國學院大學文学部研究科史学専攻考古学コース博士

課程 劉菲 

九州国立博物館 今津節生 

 

 

 

 

泉屋博古館 廣川守 

中央研究院地球科学研究所 飯塚義之 

中央研究院歴史語言研究所 内田純子 

東京大学大学院 鈴木舞 

奈良文化財研究所飛鳥資料館 丹羽崇史 

日本学術振興会特別研究院PD・駒澤大学研究院 角道

亮介 

京都大学人文科学研究所 岡村秀典 

京都大学大学院文学研究科 石谷慎 

 

東京大学大学院人文社会系研究科修士課程 山本尭 

國學院大學博士課程 大日方一郎 

國學院大學栃木短期大學 小林青樹 

國學院大學研究開発推進機構共同研究員 石川岳彦 

筑波大学大学院人間総合科学研究科世界遺産専攻博

士後期課程 因幡聡美 

80 

12月19日 
トピック展示「江戸の粋、印籠 フィンランド・クレスコレクション」関連 

講演会「フィンランドのデザイン」 
フィンランド大使館参事官 ミッコ・コイヴマー 40 

12月23日 
西日本新聞TNC文化サークル 一日天神大学「大宰府を学ぶ」（会場：福岡市） 

「大宰府の起源」 
展示課展示調整室主任研究員 酒井芳司 24 

平成25年 

1月11日 

「ボストン美術館」展関連 

解説講座 しっとこ九博（会場：筑紫野市） 

「ボストン美術館 日本美術の至宝」展 

企画課特別展室研究員 森實久美子 155 

平成25年 

1月12日 

トピック展示「江戸の粋、印籠 フィンランド・クレスコレクション」関連 

講演会「こんなに面白い 印籠と根付」 
秋田・千秋美術館長 小松大秀 50 

平成25年 

1月12日 

「ボストン美術館」展関連 

地域講演会（会場：筑後市） 

東洋美術の殿堂へようこそ！ －特別展「ボストン美術館」への招待 

企画課特別展室主任研究員 畑靖紀 496 

平成25年 

1月19日 

「ボストン美術館」展関連 

リレー講座「華麗なる仏画の世界」 

「海を渡った二大絵巻―吉備大臣入唐絵巻と平治物語絵巻―」 

企画課特別展室研究員 森實久美子 

企画課特別展室研究員 鷲頭桂 
211 

－ 63 －
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開催日 テーマ 講師 参加者数(人) 

平成25年 

1月26日 

「ボストン美術館」展関連 

リレー講座「雪舟から等伯までー水墨画の魅力に迫るー」 

「ボストンの蕭白―世界最大のコレクションの全貌―」 

企画課特別展室主任研究員 畑靖紀 

東京国立博物館主任研究員 田沢裕賀 
262 

平成25年 

1月27日 

トピック展示「江戸の粋、印籠 フィンランド・クレスコレクション」関連 

講演会「フィンランドのイクメン事情」 
フィンランド大使館参事官 ミッコ・コイヴマー 15 

平成25年 

2月9日 

「ボストン美術館」展関連 

地域講演会（会場：北九州市） 

東洋美術の殿堂へようこそ！―特別展「ボストン美術館」への招待― 

企画課特別展室研究員 森實久美子 213 

平成25年 

2月16日 

トピック展示「雪と火炎土器」関連 

シンポジウム「雪と火炎土器」 

「雪国と火炎土器文化圏」 

「日本古代文化と火炎土器」 

 

「時空を超える文様芸術―ケルトからユーロアジアを経て日本へー」 

司会：展示課長 赤司善彦 

新潟県津南町教育委員会学芸員 佐藤雅一 

独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所副所

長 深沢芳樹 

多摩美術大学芸術人類学研究所所長 鶴岡真弓 

127 

平成25年 

2月23日 

「ボストン美術館」展関連 

地域講演会（会場：筑前町） 

「ボストン美術館 日本美術の至宝展」をもっと楽しむために 

企画課特別展室研究員 鷲頭桂 213 

 

3) ミュージアムトーク 52回 参加者総数 2,470人   

・担当研究員数 延べ 52人  

・事業内容 文化交流展示室にて担当の研究員が作品に関する解説を行った。 

（原則として毎週火曜日の午後3時より15～30分間） 
実施日 テーマ 解 説 者 参加者数(人) 

4月3日 展示に潜む最新技術 文化財課資料登録室主任研究員 鳥越俊行 25 

4月10日 伊都国王墓 展示課情報サービス室研究員 坂元雄紀 40 

4月17日 青銅器の色 博物館科学課アソシエイトフェロー 秋山純子 40 

4月24日 ガンダーラの仏像 文化財課長 臺信佑爾 45 

4月27日 横河民輔コレクションについて 展示課展示調整室研究員 遠藤啓介 55 

5月1日 正倉院宝物を再現する 博物館科学課アソシエイトフェロー 渡部史之 50 

5月9日 鏡に託した仏の救い 京都国立博物館 末兼俊彦 50 

5月11日 横河民輔コレクションについて 展示課展示調整室研究員 遠藤啓介 60 

5月15日 進貢船 展示課情報サービス室主任研究員 池内一誠 45 

5月22日 古代の赤 学芸部特任研究員 本田光子 40 

5月29日 日本医術のことはじめ 展示課展示調整室研究員 酒井芳司 40 

6月1日 横河民輔コレクションについて 展示課展示調整室研究員 遠藤啓介 30 

6月5日 縄文時代の農耕 博物館科学課保存修復室主任研究員 志賀智史 40 

6月12日 仏像の五臓六腑 展示課展示調整室主任研究員 楠井隆志 60 

6月19日 古事記の考古学 企画課文化交流展室長 河野一隆 35 

6月26日 比べてみよう！日本と中国のお釈迦さま 企画課特別展室研究員 森實久美子 30 

6月29日 横河民輔コレクションについて 展示課展示調整室研究員 遠藤啓介 30 

7月4日 日朝交流の軌跡 博物館科学課保存修復室長 藤田励夫 54 

7月10日 埋められた青銅器の謎 博物館科学課長 今津節生 25 

7月24日 久山町久原出土埋蔵銭甕の CT調査 交流課教育普及室主任研究員 進村真之 60 

7月27日 横河民輔コレクションについて（清代を中心に） 展示課展示調整室研究員 遠藤啓介 20 

7月31日 漢時代の漆器 企画課特別展室主任研究員 市元塁 45 

8月7日 将軍家の宝物 企画課特別展室主任研究員 畑靖紀 50 

8月10日 横河民輔コレクションについて（吉祥文様について） 展示課展示調整室研究員 遠藤啓介 20 

8月14日 弥勒仏をみる 企画課長 小泉惠英 110 

8月21日 アジアの青銅器オールスターズ 展示課長 赤司善彦 55 

8月28日 みどころ満載「日朝交流の軌跡」展 文化財課資料登録室研究員 荒木和憲 70 

9月4日 校倉造りについて 文化財課長 臺信佑爾 45 

9月11日 タイの仏像 文化財課資料管理室主任研究員 原田あゆみ 35 

9月25日 古事記伝と九州の国学者 展示課展示調整室主任研究員 酒井芳司 76 

10月2日 仏像の科学調査 - 阿修羅像について - 文化財課資料登録室主任研究員 鳥越俊行 40 

10月16日 南蛮屏風の世界 企画課特別展室研究員 鷲頭桂 40 

10月20日 茶道具にみる意匠とその魅力 文化財課アソシエイトフェロー 望月規史 70 

10月23日 漢文化のひろがり 企画課特別展室主任研究員 市元塁 60 

10月30日 くびれのある掛軸 文化財課資料登録室主任研究員 丸山猶計 30 

11月6日 ４００年前のベトナム旅行 博物館科学課保存修復室長 藤田励夫 50 

11月13日 元寇の最新兵器「てつはう」の破壊力を探る 博物館科学課長 今津節生 60 

11月20日 南の貝 不思議な模様とその魅力 交流課教育普及室主任研究員 進村真之 35 

11月27日 雪舟が見た中国の風景 企画課特別展室主任研究員 畑靖紀 50 

12月4日 天心が見た観音像 企画課特別展室研究員 森實久美子 45 

12月11日 藤原定家と近世の書 文化財課資料登録室主任研究員 丸山猶計 35 

12月18日 遮光器土偶について 博物館科学課保存修復室主任研究員 志賀智史 25 

平成25年1月8日 徳川美術館所蔵 「初音の調度」について 企画課文化交流展室主任研究員 川畑憲子 65 

平成25年1月22日 クレスコレクションの印籠 企画課文化交流展室主任研究員 川畑憲子 80 

平成25年1月29日 雪と火炎土器 展示課長 赤司善彦 60 

平成25年2月5日 タイの仏像 文化財課資料管理室主任研究員 原田あゆみ 40 

平成25年2月19日 ロシア船来航！～緊迫の長崎港～ 文化財課資料登録室研究員 荒木和憲 45 

平成25年2月26日 継体と悲劇の王-磐井 企画課文化交流展室長 河野一隆 50 

平成25年3月5日 狩野派の絵画 企画課特別展室研究員 鷲頭桂 55 
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実施日 テーマ 解 説 者 参加者数(人) 

平成25年3月12日 ガンダーラの釈迦菩薩立像 文化財課長 臺信佑爾 60 

平成25年3月19日 観音菩薩立像と板光背について 展示課主任研究員 楠井隆志 50 

平成25年3月26日 ガンダーラ美術に見るブッダの生涯 企画課長 小泉惠英 45 

 

4) その他展示に関連するイベント 41回  参加者数 203,128人 
展覧会名 期間 内容 会場 参加者数(人) 

文
化
交
流
展 

7月14日～16日 
トピック展示「日朝交流の軌跡」関連 

「国境の島・対馬 歴史観光展」（対馬市観光ＰＲ） 
エントランス 860 

10月6日・13日（2

回） 

トピック展示「茶の湯を楽しむV - 芦屋釜と館蔵茶道具 -」関連 

茶会～茶の湯を楽しむ～ 
茶室 494 

10月16日～29日 
トピック展示「古事記完成1300年記念特別公開 古事記伝と九州の国学者」関連 

神話のふるさと みやざき展 
エントランス 76,560 

11月3日 
留学生の日関連 

国際文化交流ツアーＩＮ九博（第1弾） 

文化交流展示

室 

体験型展示室

「あじっぱ」 

27 

11月10日 
トピック展示「茶の湯を楽しむV - 芦屋釜と館蔵茶道具 -」関連 

芦屋釜探訪バスツアー 

芦屋町歴史民

俗資料館 

芦屋町立芦屋

釜の里 

32 

12月19日 
トピック展示「江戸の粋、印籠 フィンランド・クレスコレクション」関連 

EVA ALKULA＆中井智弥 箏カンテレコンサート 〜日本とフィンランドの文化の架け橋〜 

ミュージアム

ホール 
50 

平成25年1月1日

～1月27日 

トピック展示「江戸の粋、印籠 フィンランド・クレスコレクション」関連 

写真展 九産大発「フィンランド展」 
エントランス 71,210 

平成25年1月12日 
トピック展示「江戸の粋、印籠 フィンランド・クレスコレクション」関連 

ワークショップ 大人のための根付ワークショップ 
研修室 10 

平成25年1月13日 
トピック展示「江戸の粋、印籠 フィンランド・クレスコレクション」関連 

ワークショップ ヒンメリづくりワークショップ 
研修室 58 

平成 25年 1月 27

日、2月3日、10日、

11日、17日、24日、

3月3日、10日、17

日（9回） 

トピック展示「雪と火炎土器」関連 

ハンズオン体験「ホンモノの火炎土器に触れてみよう」 

文化交流展示

室 
― 

平成25年2月2日 
トピック展示「江戸の粋、印籠 フィンランド・クレスコレクション」関連 

ワークショップ 親子のための根付ワークショップ 
研修室 14 

平成25年2月13日

～21日 

トピック展示「雪と火炎土器」関連 

写真展「津南 冬の生活と景色」 
エントランス 47,389 

平成25年2月23日 国際文化交流ツアーＩＮ九博（第2弾） 
体験型展示室

「あじっぱ」 
8 

平成25年3月9日、

16日（2回） 

トピック展示「雪と火炎土器」関連 

体験ワークショップ「アンギンの編み方をつかったコースターづくり」 
和室 14 

平成25年3月20日 ワークショップ「針聞書」をつくってみよう！ 
あじっぱ／和

室 
32 

特
別
展
「
平
山
郁
夫 

 

シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
軌
跡
」 

4月11日、18日、5

月9日（3回） 
番組上映会「ＮＨＫ特集 シルクロード 敦煌」 

ミュージアム

ホール 
370 

4月29日 ワークショップ「みんなのスケッチ体験教室」 研修室 24 

5月6日 雅楽コンサート〜シルクロードを渡った悠久の響き〜 
ミュージアム

ホール 
174 

5月13日 「平山郁夫 シルクロードの軌跡」見どころガイド 
ミュージアム

ホール 
273 

5月22日～27日 ウズベキスタン展 エントランス 4,000 

特
別
展 

「
美
の
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
」 

7月10日～9月2日 
アートをつなぐスタンプラリー 

（福岡市博物館、福岡市美術館と共同でスタンプラリーを実施（主催 西日本新聞社）） 
特別展室入口 68 

7月15日 山口晃トークショー「応挙こぼれ話」 
ミュージアム

ホール 
218 

8月4日 トークショー「華丸・大吉と学ぶ日本美術講座」 
ミュージアム

ホール 
260 

8月18日 夏休み子ども工作 「できるかな？ミニ屏風」（ワークショップ） 研修室・茶室 20 

特
別
展 

「
ベ
ル
リ
ン
展
」 

11月3日～4日 ドイツフェア 屋外 300 

11月23日～12月2

日 
ドイツフェア第2弾 ドイツの食を楽しもう！ 屋外 ― 

特
別
展 

「
ボ
ス
ト
ン
美
術
展
」 

平成25年2月3日 ＮＨＫ-ＦＭ夕べのひとときpresents「音」故「知」新＠九博 
ミュージアム

ホール 
265 

平成25年2月11日 こどもイベント 墨絵ワークショップ「くろのいろいろ」 研修室 98 

平成25年2月17日 SUMI ART ～墨の魅力を体感するパフォーマンス～ エントランス 300 

 

－ 65 －
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2-(2)-④ 児童生徒を対象とした教育普及事業 

【東京国立博物館】 
1) みどりのライオンプロジェクト 

 

開催期間 4月1日～12月24日 

開催場所 本館20室 

入場者数 79,628人 （※本館20室で実施した体験型プログラム参加者数を計数） 

担当研究員数 7人 

事業内容 

みんなで楽しむ教育普及スペース「みどりのライオン」を運営。パネル展示により館全体のガイダンス機能をもたせる

とともに、各種レクチャーや体験型プログラム、制作工程模型展示などを児童生徒から一般まで幅広い層に向けて展開。

博物館へのアプローチから作品の鑑賞を深めるためのプログラムまで、伝統文化の理解促進に寄与するさまざまな教育

普及活動を実施した。また、総合文化展鑑賞の手引きとして、ワークシート3種を制作し、通年配布した。 

25年1月16日からの本館20室の工事に伴いパネル展示のみ特別4室に移転し、体験型プログラムは24年12月23日をもって

休止した。また、1月2日にリニューアルオープンした東洋館6室オアシスにて、体験型プログラム「アジアの占い体験」

を開始した。 

 

2)「親と子のギャラリー」 
｢日本美術のつくり方Ⅲ｣ 

開催期間 7月24日～9月20日（49日間） 

開催場所 本館特別2室 

入場者数 72,853人 

担当研究員数 1人 

事業内容 

家族での来館のきっかけ、および、総合文化展鑑賞の一助となることを目的に、わかりやすいテーマ設定のもと時代やジ

ャンルを超えた作品を展示する教育普及的展示を夏休みにあわせて実施。本館に展示されている日本の伝統的な工芸作品

を「つくり方」という切り口でわかりやすく伝えることを目指した。作者の技術の豊かさに触れ、その技術を生かして作

られた「ほんもの」の作品の鑑賞を通して、歴史のなかで培われてきた日本文化のすばらしさを伝える。関連ギャラリー

トークも実施。 

関連事業 
・ギャラリートーク「4つの技法紹介」 8月2日・10日・21日・31日 （※詳細は 2-(2)-③ 2)③総合文化展関連ギャ

ラリートーク を参照） 

 

3）体験型プログラムの実施  参加者数計 92,354人、 観覧者数計 79,628人 

 ① 平常展示関連体験型プログラム  参加者数計 91,852人 

ハンズオン 

体験型展示 

総合文化展「暮らしの調度」関連「日本のもようでデザインしよう」 

期  間 4月1日～12月23日 

開催場所 本館20室 

参加者数 79,628人 

ハンズオン 

体験型展示 

特集陳列「巳・蛇・ヘビ」（本館特別1・特別2室）関連「東博ヘビ三昧、新春カードをデザインしよう、トーハク140周年すごろく」 

期  間 25年1月2日～1月3日 

開催場所 本館20室 

参加者数 3,008人 

ハンズオン 

体験型展示 

総合文化展（東洋館）関連「アジアの占い体験」 

期  間 25年1月2日～3月31日 

開催場所 東洋館6室オアシス 

参加者数 9,216人（25年1月16日から3月31日までの参加者数） 

 

 ② 制作工程模型展示  観覧者数計 79,628人（※本館20室にて実施した体験型プログラム参加者数と一体化してカウント） 

ハンズオン 

体験型展示 

「裏彩色 隠れた色彩の効果」 

期  間 24年2月7日～5月13日 

開催場所 本館20室 

観覧者数 13,678人（24年4月1日からの観覧者数） 

ハンズオン 

体験型展示 

「国宝『紅白芙蓉図』ができるまで－東洋絵画の絵具の秘密－」 

期  間 24年5月15日～25年1月14日 

開催場所 本館20室 

観覧者数 65,950人（24年12月23日までの観覧者数） 

 

 ③ ワークショップ  回数 21回 参加者数計 369人 

ワークショップ及

び関連事業 

総合文化展制作工程模型「国宝『紅白芙蓉図』ができるまで－東洋絵画の絵具の秘密－」（本館20室）関連 

ワークショップ「「国宝『紅白芙蓉図』ができるまで－東洋絵画の絵具の秘密－」（事前申込制） 

期  間 9月9日 

開催場所 平成館小講堂・本館20室 

参加者数 27人 

担当研究員数 3人 

ワークショップ及

び関連事業 

総合文化展「屏風と襖絵」（本館7室）関連 

ファミリーワークショップ「屏風体験！」（事前申込制） 

期  間 5月26日 ①10時～、②14時～ 

開催場所 応挙館 

参加者数 ①8人 ②15人 

担当研究員数 3人 

ワークショップ及

び関連事業 

総合文化展｢暮らしの調度｣(本館8室)関連 

おとなのためのワークショップ「季節のもようのお皿作り」（事前申込制） 

期  間 ①6月30日、②7月1日    

開催場所 平成館小講堂 

参加者数 ①18人 ②18人 

担当研究員数 3人 
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ワークショップ及

び関連事業 

総合文化展「日本美術のあけぼの」「彫刻」「近代美術」関連 

ファミリーツアー「トーハク劇場へようこそ」（事前申込制） 

期  間 ①8月25日、②8月26日、③9月29日、④9月30日 

開催場所 本館1・11・19・20室 

参加者数 ①6人、②26人、③19人、④21人 

担当研究員数 3人 

ワークショップ及

び関連事業 

総合文化展「日本美術のあけぼの」（本館1室）「彫刻」（本館11室）「近代美術」（本館19室）関連 

こどもツアー「トーハク劇場へようこそ」（事前申込制） 

期  間 ①8月25日、②8月26日、③9月29日、④9月30日 

開催場所 本館1・11・19・20室 

参加者数 ①12人、②10人、③8人、④13人 

担当研究員数 3人 

ワークショップ及

び関連事業 

総合文化展「日本の考古」（平成館考古展示室）関連 

ファミリーワークショップ「考古学者に挑戦！」（事前申込制） 

期  間 ①11月3日、②11月4日 

開催場所 平成館小講堂 

参加者数 ①23人、②27人 

担当研究員数 3人 

ワークショップ及

び関連事業 

総合文化展「宮廷の美術」（本館3室）関連 

おとなのためのワークショップ「料紙の魅力、唐紙の魅力」（事前申込制） 

期  間 ①12月14日  ②12月15日 

開催場所 平成館小講堂 

参加者数 ①19人  ②18人 

担当研究員数 3人 

ワークショップ及

び関連事業 

総合文化展「宮廷の美術」（本館3室）関連 

ファミリーワークショップ「きらきら光る唐紙を摺ろう」（事前申込制） 

期  間 ①12月15日 

開催場所 平成館小講堂 

参加者数 ①14人 

担当研究員数 3人 

ワークショップ及

び関連事業 

総合文化展「金工」（本館13室）関連 

ファミリーワークショップ「からだが動くエビを作ってみよう」（事前申込制） 

期  間 ①25年2月23日、②25年2月24日 

開催場所 平成館小講堂 

参加者数 ①23人、②27人 

担当研究員数 3人 

ワークショップ及

び関連事業 

「博物館でお花見を」関連 

おとなのためのワークショップ「お皿に描く桜」（事前申込制） 

期  間 ①25年3月30日、 

開催場所 平成館小講堂 

参加者数 ①17人 

担当研究員数 3人 

 

 ④ 特別展関連体験型プログラム  回数 4回 参加者数計 133人 

ワークショップ及

び関連事業 

特別展「青山杉雨の眼と書」関連 ワークショップ「親子書道教室」 

期  間 ①8月13日 ②8月14日 

開催場所 平成館小講堂 

参加者数 ①38人 ②40人 

ワークショップ及

び関連事業 

特別展「書聖王羲之」関連 「王羲之の複製を作ろう」 

期  間 2月13日 

開催場所 平成館小講堂 

参加者数 30人 

ワークショップ及

び関連事業 

特別展「飛騨の円空」関連 「円空にちかづく」 

期  間 3月10日 

開催場所 平成館小講堂 

参加者数 25人 

 

4）東博スクールプログラム 
期  間 年間 

開催場所 全館対象 

参加者数 

小学校 23校 1,086人／中学校 89校4,499人／高校 48校 2,311人 

計162校8,050人  

※児童・生徒のみを計数。この他引率教員が560人  

※特別支援学校、特別支援学級で「盲学校のスクールプログラム」以外を受講した場合も計数 

 

盲学校のためのスクールプログラム 

6校 51名 

担当研究員数 3人 

事業内容 

総合的な学習などでより充実した見学ができるよう、ガイダンスや対話形式の伝統文化理解のための鑑賞教育プログラ

ムを児童・生徒に実施した。スクールプログラムのパンフレットは近隣県の学校へ配布し、全国で閲覧・ダウンロード

できるよう、ウェブサイトにも掲載した。 

視覚障害者の鑑賞支援プログラムとして今年度より「盲学校のためのスクールプログラム」の受入実施を開始した。 

 

 

 

－ 67 －

附属資料　：24年度自己点検評価報告書　統計表



5）職場体験の受入 
期  間 年間 

開催場所 全館対象 

参加者数 中学校 16校 51人／高校 10校 35人、計26校86人 

担当研究員数 2名 

事業内容 

学校教育活動の一環として実施される職場体験の受入を行った。生涯学習ボランティアとともに、お客様案内やアクテ

ィビティの補助等、お客様サービスに関わる業務の体験をする。要項は近隣学校へ配布し、全国で閲覧・ダウンロード

できるよう、ウェブサイトにも掲載した。 

 
6) 教員を対象とした事業の実施 

 ① 教員鑑賞会の実施 

期  間 ①4月20日（特別展「ボストン美術館 日本美術の至宝」）、②8月23日 (東博スクールプログラム)、 

③10月19日（特別展「中国 王朝の至宝」特別展「出雲 聖地の至宝」）、④25年1月27日（特別展「書聖 王羲之」特別展「飛騨

の円空）、⑤25年3月3日(東洋館) 

開催場所 ①②③④⑤平成館大講堂、小講堂、本館20室 

参加者数 ①265人、②66人、③216人、④234人、⑤93人   計874人 

担当研究員数 5人 

事業内容 学校との連携を考慮した教員を対象のプログラム「スクールプログラム」を中心とした博物館利用方法、特別展観覧の手引きとして作

成したジュニアガイドの活用方法の説明とともに、展示の解説を行った上で実際に展示を観覧することで、博物館利用についての興味

関心、理解を深める。また、指導要領と関連した授業案を提案した。 

 

② 全国高等学校美術・工芸教育研究会との連携事業の実施（共催：東京芸術大学） 
期  間 7月25日～7月27日 

開催場所 本館展示室、会議室／東京藝術大学 

参加者数 39人 

担当研究員数 3人 

事業内容 
全国の高等学校で美術、工芸の授業を担当している教員を対象とした研修会。研修を通じて伝統美術や工芸に対する理解を深めるこ

とを目指す。今年度は第9回目として「日本の仏画」をテーマに博物館では歴史に関する講義と鑑賞、大学では実技研修を実施した。 

 

 

【京都国立博物館】 
1）少年少女博物館くらぶ 

事業名：小学・中学生向け鑑賞会「出雲のヒミツ！」  

実施日 8月7日、10日 

対象 小学生から中学生 

参加者数 小中学生52人、保護者33人 

 

2）博物館Ｄｉｃｔｉｏｎａｒｙの発行  1回 

・発行部数 5,000部 

・配 布 先 館内観覧者等 

 

3）特別展観 「国宝 十二天像と密教法会の世界」、特集陳列「成立八〇〇年記念 方丈記」小中学生の入場料を無料 

 

4）特別展覧会 「古事記1300年 出雲大社大遷宮 大出雲展」小中学生向けワークシート作成 

・発行部数 70,000部 

・配 布 先 館内観覧者 

 

特別展覧会 「宸翰 天皇の書 ―御手(みて)が織りなす至高の美―」鑑賞ガイド作成 

・発行部数 20,000部 

・配 布 先 館内観覧者 

 

特別展観 「国宝 十二天像と密教法会の世界」鑑賞ガイド作成  

・発行部数 20,000部 

・配 布 先 館内観覧者 

 

5）京都市内の小中学校への訪問授業 
事業名： 文化財に親しむ授業 「松鷹図」（二条城） 

実施日 6月29日 9:40～12:20  

場所 京都市立二条城北小学校 

対象 京都市立二条城北小学校 6年生  

参加者数 94名 

事業内容 
NPO法人京都文化協会、京都市教育委員会との連携事業。高精細複製を教材とした訪問授業を実施。講師は、文化財ソム

リエ（京都国立博物館小中学生学習支援プログラム講師）が担当した。 

主催 京都国立博物館、NPO法人京都文化協会 

事業名： 文化財に親しむ授業 「鶴下絵三十六歌仙和歌巻」俵屋宗達下絵 本阿弥光悦書 

実施日 7月17日 9:45～11:35  

場所 京都市立南大内小学校 

対象 京都市立南大内小学校 5.6年生 
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参加者数 51人 

事業内容 同上 

主催 京都国立博物館、NPO法人京都文化協会 

事業名： 文化財に親しむ授業 「風神雷神図屏風」俵屋宗達筆 

実施日 9月6日 9:35～14:30 

場所 京都市立嵯峨野小学校  

対象 京都市立嵯峨野小学校 6年生  

参加者数 132人 

事業内容 同上 

主催 京都国立博物館、NPO法人京都文化協会 

事業名： 文化財に親しむ授業 「八橋図屏風」尾形光琳筆 

実施日 10月10日 9:40～11:30 

場所 京都市立松ヶ崎小学校 

対象 京都市立松ヶ崎小学校 6年生  

参加者数 58人 

事業内容 同上 

主催 京都国立博物館、NPO法人京都文化協会 

事業名： 文化財に親しむ授業 「風神雷神図屏風」俵屋宗達筆 

実施日 11月6日 9:45～11:35 

場所 京都市立竹田小学校 

対象 京都市立竹田小学校 6年生 

参加者数 63人 

事業内容 同上 

主催 京都国立博物館、NPO法人京都文化協会 

事業名： 文化財に親しむ授業 「風神雷神図屏風」俵屋宗達筆 

実施日 11月19日 9:35～11:25 

場所 京都市立第四錦林小学校 

対象 京都市立第四錦林小学校 6年生 

参加者数 42人 

事業内容 同上 

主催 京都国立博物館、NPO法人京都文化協会 

事業名： 文化財に親しむ授業 「風神雷神図屏風」俵屋宗達筆 

実施日 12月3日 11:30～12:15 

場所 京都市立安朱小学校 

対象 京都市立安朱小学校 6年生 

参加者数 45人 

事業内容 同上 

主催 京都国立博物館、NPO法人京都文化協会 

事業名： 文化財に親しむ授業 「風神雷神図屏風」俵屋宗達筆 

実施日 12月12日 9:40～14:00 

場所 京都市立北野中学校 

対象 京都市立北野中学校 2年生 

参加者数 128人 

事業内容 同上 

主催 京都国立博物館、NPO法人京都文化協会 

 

 6）社会科教員のための向上講座  
実施日 10月24日 

開催場所 管理棟3階研修室及び特別展示館 

参加者数 40人 

担当研究員数 1人 

事業内容 
京都市教育委員会との連携事業。研究員による講義のあと、特別展覧会ギャラリートークと質疑応答を実施した。小中

学校社会科教員と総合支援学校全教員を対象とする。 (詳細は2(2)③講座・講演会等の開催実績を参照） 

 

 

【奈良国立博物館】 
1) 修学旅行生等を対象とした文化財の案内・説明資料等の作成と解説 
   ・期間 開館中随時 

   ・場所 展示会場・講堂等 

   ・学校団体案内数  17件、計806名 

   ・担当職員数    3人（ボランティア室） 

   ・事業内容 当館ボランティアによるスライド学習と展示会場での作品の解説 

 

2）世界遺産学習への対応 
   ・期間 4月～12月  事前申し込み制 

   ・対応実績 奈良市内の小学校35校 （5年生の全クラスを対象） 計2,428名 

   ・担当職員数  3人（ボランティア室） 

   ・事業内容 奈良市教育委員会との共同で、市内の全小学校5年生を対象に、世界遺産「奈良」を通して歴史や文化への愛着を育み、未来に伝え残すことの重

要性を学んでもらう。 

 当館ボランティアによる「世界遺産学習」プログラム（スライド解説と実際の仏像を前にした観賞など）を1時間程度で実施する。 

 

3）子ども向け音声ガイドの制作 
   ・特別展「第64回正倉院展」で制作、計1,290台の利用があった。 
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4）子ども向けイベントの実施 
実施日 内  容 会 場 参加者数 

5月19日 

特別展「解脱上人貞慶」親子鑑賞会 

小学生とその保護者を対象に貞慶展の見所を解説。展覧会を自由観覧。 

講師：西山 厚（奈良国立博物館学芸部長）  

講堂 79 

8月4,5日 親と子のワークショップ「ほとけさまのきり絵を作ろう！」（体験イベント） 地下回廊 84 

8月18日 夏休み親子で学ぶ奈良世界遺産「東大寺の不思議、仏像の不思議をさぐる」 講堂 68 

10月27日 

～11月12日 
正倉院展作文コンクール入賞作品展示 地下回廊 ― 

11月3日 

第64回正倉院展 親子鑑賞会 

小学生とその保護者を対象に正倉院展の見所を解説。展覧会を自由観覧。 

講師：内藤 栄（奈良国立博物館学芸部長補佐）  

講堂 174 

 

5）職場体験の受入 
期  間 年間 

開催場所 全館対象 

参加者数 中学校3校 6人 

担当職員数 2名 

事業内容 
学校教育活動の一環として実施される職場体験の受入を行った。利用者サービス業務や資料整理業務、ミュージアムシ

ョップや館内レストラン等に関わる業務の体験をする。 

 

 

【九州国立博物館】 
1）博物館における体験型事業の充実 

   ① 教育普及ゾーン（体験型展示室「あじっぱ」）で活用する様々な教育キットの開発 
体験型キットの開発・展開 

内容 
「あじっぱ」の展示に関する理解を促進するための体験型キット・プログラムの開発 

新規開発キット、プログラム：3次元プリンター模型「貝輪・貝符をつけてみよう」、布絵本「うもれぎくん」 

対象 こどもおよび親子連れを中心とした来館者全般 

人数 定員なし 

実施 開館時は常時開放 

 

 ② 幅広い層に向け体験活動の促進を図るため、教育活動の場を提供 
夏休み子ども向けイベント「いこうよ！あじっぱ夏祭り」 

内容 
「あじっぱ」の資料・コンテンツを活用して夏休みに博物館を訪れた子ども、および親子連れに対して博物館体験の場を提供するとともに、ボラ

ンティア活動の活性化を図る。平成24年度は、「お面つくり」「拓本」「アジアの衣装体験」「コマつくり」等のコンテンツを提供した。 

対象 こどもおよび親子連れを中心とした来館者全般 

人数 定員なし 

実施 平成24年7月28日（土）、29日（日） 

九博子どもフェスタ  
内容 “博物館っておもしろいところ”をテーマに楽しいものづくりや色々な体験ができるイベント 
対象 子どもおよび親子連れを中心とした来館者全般 
人数 九博ボランティア 119名、愛する会 約50名、壱岐市立一支国博物館 4名、参加者のべ 2,097名 
実施 平成25年2月24日 

茶道体験（「親子で茶道体験」、「はじめての茶道体験」） 

内容 茶室にて茶道初心者に対して茶道体験を実施 

対象 「親子で茶道体験」小・中・高校生とその保護者、「はじめての茶道体験」高校生以上 

人数 「親子で茶道体験」30名程度、「はじめての茶道体験」10名程度 

実施 各月1回実施 

「針聞書」をつくってみよう！ 

内容 児童は和本の綴じ方を体験する。その間、保護者はギャラリートーク。 

対象 小学4～6年とその保護者 

人数 16組（32名） 

実施 平成25年3月20日 

 

   ③ アジア諸国の文化を理解する様々な体験学習プログラムの開発  
体験型展示室「あじっぱ」の運営 

内容 

日本と古くから交流のあるアジア・ヨーロッパ7ヵ国の文物を屋台風に展示、資料を実際に使用する・制作する等の体験をとおして素材やデザイン、

用途などにおける国相互の類似性や相違性を体感する。 

「あじっぱ」における特集展示 

①「あじ庵」：「アジアのまきまきファッション」、「芦屋釜のヒミツ」、「久留米絣」 

②「あじぎゃら」：「ちくちくぬいぬい 願いをこめて」展、「にらめっこ」展、「郷土人形」展 

③ディスプレイ: 随時展示替え 

④あじっぱ屋台展示替え: 随時展示替え 

対象 こどもおよび親子連れを中心とした来館者全般 

人数 最大収容可能人数約80人 

実施 開館時は常時開放 

 

   ④ 博物館の諸活動を体験できるプログラムの開発 
なりきり学芸員体験、なりきり考古学者体験 

内容 
①なりきり学芸員体験：作品の扱い方、展示の方法を通して学芸員の仕事を紹介する。 

②なりきり考古学者体験：作品の調書の作成、拓本体験を通して考古学者の仕事を紹介する。 

対象 小学校中学年以上 

人数 1回につき最大6名 
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実施 ボランティアによる司会進行で実施。毎月第2土曜日「考古学者」、第3土曜「学芸員」のほか、希望者に対して随時実施（計15回） 

2）学校教育との連携事業の実施 

 ① 職場体験（中学生）の受け入れ 
中学生の職場体験 

内容 
中学校・高等学校で実施される「総合的な学習」に対応し、働く現場での体験を提供することで、自らの進路や職業について考える機会を提供す

るとともに、博物館への理解を促進する。 

人数 1回について最大6名まで 

実施 

16校に対して実施、体験中学生数 66名（実施中学校：太宰府市立太宰府中学校、太宰府市立学業院中学校、祐誠高等学校、小郡市立三国中学校、

福岡雙葉中学校、宇美町立宇美南中学校、春日市立春日野中学校、田川市立鎮西中学校、太宰府市立太宰府東中学校、筑紫野市立筑山中学校、大

野城市立大利中学校、筑紫野市立二日市中学校、筑紫野市立筑紫野中学校、大野城市立大野中学校、宇美町立宇美中学校、筑紫野市立筑紫野南中

学校） 

 

 ② ジュニア学芸員（高校生）による教育プログラムの開発 
ジュニア学芸員活動 

内容 
博物館に関心のある高校生が、学芸員による講話や演習を体験することで、博物館の活動を理解するとともに、自らの進路や職業を考える機会を

提供する。 

人数 6校 27名 

実施 12月～3月の日曜日を中心に全8回 

 

 ③ 博物館活用の促進を図るため、教員研修の場の設置 
教師社会体験研修 

内容 学校の教師に対して社会貢献等の体験の場を提供し、教師の資質の向上を支援しつつ、博物館活動への理解促進をはかる。 

人数 3名 

実施 平成24年8月8日～10日（2名）、平成24年9月18日～12月17日（1名） 

 

④ 教員を対象としたプログラムの実践 
 

内容 学校の教師に対して博物館の機能や展示内容や学校貸出キットなどについて解説し、教師の博物館理解を深め、学校による博物館利用を促進する。 

人数 142名 

実施 

平成24年8月 3日 糟屋地区中学校社会科研究会 「学校教育における博物館の活用」「学校貸出キット『きゅうぱっく』について」（12名） 

平成24年8月30日 福岡県教育センターキャリアアップ講座「博物館を活用した社会科授業づくり」（60名） 

平成25年1月30日 福岡県高等学校歴史研究会日本史研究会「『ボストン美術館-日本美術の至宝』展について」（40名） 

平成25年2月14日 筑紫地区小学校社会科教育研究会「『きゅうぱっく』を活用した授業」「『ボストン美術館』展の教材化」（30名） 

 

 ⑤ 学校貸出キット「きゅうぱっく」の貸し出し 
学校貸出キット「きゅうぱっく」 

内容 博物館の展示に関連するハンズオン資料をパック化して学校等に向けて貸し出し、学校教育および社会教育を支援する。 

対象 学校教育団体、社会教育団体その他 

実施 計56件（小学校29件、中学校13件、高等学校2件、特別支援学校9件、その他3件） 

 

  ⑥ 出前講座・授業実践支援事業への対応 
出前講座への対応 

内容 
学校で実施される「総合的な学習」等に対応し、学校に出向いて博物館の機能やアジア各地・日本の歴史・文化についての講義を行う。また、学

校貸出キット「きゅうぱっく」を活用した授業に関して、交流課職員がチーム・ティーチングなどで活動のサポートを行う。 

対象 研究員による出前講座・授業実践支援事業を希望した学校 

実施 

平成24年5月28日 春日市立須玖小学校（90名）（「きゅうぱっく」を活用した授業支援） 

平成24年6月13日 久山町立久原小学校（60名）（「きゅうぱっく」を活用した授業支援） 

平成24年6月14日 県立直方ろう学校（3名）（「きゅうぱっく」を活用した授業支援） 

平成24年6月28日 大野城市立大野東中学校（36名）（「きゅうぱっく」を活用した授業支援） 

平成24年7月10日 県立小倉高校（30名）（博物館の機能、九博のガイダンス） 

平成24年11月2日 大野城市立大野東中学校（140名）（「きゅうぱっく」を活用した授業支援） 

平成24年11月6日 大野城市立大野東中学校（36名）（「きゅうぱっく」を活用した授業支援） 

平成24年11月7日 大野城市立大野東中学校（72名）（「きゅうぱっく」を活用した授業支援） 

平成24年11月8日 大野城市立大野東中学校（36名）（「きゅうぱっく」を活用した授業支援） 

平成25年3月8日  大野城市立大野東中学校（36名）（「きゅうぱっく」を活用した授業支援） 

 

 ⑦ 来館学校団体への対応 
来館学校団体への対応 

内容 団体で来館した学校団体のうち、特に希望した学校に対し、体験プログラム等を実施 

対象 団体で来館した学校団体のうち、特に体験を希望した学校 

実施 

4月24日 宇美町立宇美中学校（93名）「きゅうぱっくを活用した博物館体験」 

5月10日 筑波大学附属視覚特別支援学校（12名）「展示室観覧支援、展示室における資料触察支援」 

8月１日 福岡県立小倉高等学校（30名）「博物館の機能と博物館科学」（文科省スーパーサイエンスハイスクール事業） 

9月12日 太宰府市立太宰府小学校（103名） 「九州国立博物館のバリアフリー施設体験」 

10月23日 県立筑紫中央高校（400名） 「九州国立博物館の機能と役割」 

12月2日 県立筑紫丘高校郷土研究部（6名） 「博物館の機能と学芸員模擬体験」 

25年2月26日 県立太宰府高校芸術科（40名） 「博物館実習（博物館の役割・バックヤード見学）」 

25年3月 6日 長崎瓊浦高校（207名） 「『九州のやきもの』についての講話」（展示課遠藤研究員） 

 

3）文化交流展、特別展に関連した教育普及事業の実施 
特別展「平山郁夫」展 巨大遺跡パネル（敦煌、アンコールワット、パルミラ、バーミアン）・ジュニアガイド スタンプラリー 

内容 
世界をまたにかけた画業、文化財保護といった多彩な活動を理解させるため、会場内に平山氏を知るための 5つのキーワードを載せた導入パネ

ルと平山氏の視線を再現した巨大遺跡パネル(平山郁夫の目線)を作成。また、平山氏が調査旅行をした地域を網羅した地図を完成させるスタン
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プラリー(ジュニアガイド 世界を歩いたひらやまいくおさんのあしあと)を実施。 

開催場所 特別展示室、館内 

実施 4月3日～5月27日 

特別展「平山郁夫」展 ワークショップ「みんなのスケッチ体験教室」 

内容 日本画家を講師に招き、平山氏も訪れた太宰府天満宮をスケッチする。対象は小学校高学年～高校生。 

開催場所 研修室、太宰府天満宮境内 

人数 30名 

実施 4月29日 

特別展「美のワンダーランド」展 解説パネル 

内容 日本画の観賞ポイントをまとめたパネルと独特の光沢をもつ「絖」という画絹を実際に触ることができるコーナーを用意。 

開催場所 特別展示室 

実施 7月10日～9月2日 

特別展「美のワンダーランド」展 ワークショップ 夏休み子ども工作 「できるかな？ミニ屏風」 

内容 
親子で参加のワークショップ。子どもたちは屏風のちょうつがいの仕組みを理解し、本物の屏風と同じような手順でミニ屏風を作る。その間、

保護者は茶室に研究員による掛け軸の特別講座を受ける。対象は小学4．5，6年生。 

開催場所 和室、茶室 

人数 親子10組20名 

実施 8月18日 

特別展「ベルリン国立美術館」展 「解説パネル」 

内容 西洋美術の基礎を学習できる(キリスト教絵画の図像学の基礎、絵画におけるアトリビュートの意味など)解説パネル「学ベルリン」を作成。 

開催場所 特別展示室 

実施 10月9日～12月2日 

特別展「ボストン美術館展」展 解説パネル・ジュニアガイド 

内容 
ボストン美術館のコレクションを形成した岡倉天心、フェノロサ、ビゲローに焦点を当てて、コレクションの来歴や時代背景などについてパネ

ルで説明。 

開催場所 特別展示室 

実施 1月1日～3月17日 

特別展「ボストン美術館展」展 こどもイベント 墨絵ワークショップ 「墨絵体験～くろのいろいろ～」 

内容 4つの画題（龍、虎、猫、山水）の中から好きな画題を1つ選び、講師（鵜島朴同氏）の指導のもと水墨画の製作を体験するイベント。 

開催場所 研修室 

人数 98名 

実施 平成25年2月11日 

トピック展示「江戸の粋、印籠 フィンランド・クレスコレクション」展 ワークショップ 「大人のための根付ワークショップ」 

内容 江戸時代のおしゃれアイテムだった根付をオーブン粘土で製作。対象は高校生以上。 

人数 10名 

開催場所 研修室 

実施 平成25年1月12日 

トピック展示「江戸の粋、印籠 フィンランド・クレスコレクション」展 ワークショップ 「ヒンメリづくりワークショップ」 

内容 フィンランドの伝統装飾であるヒンメリを作成。対象は小学生以上。 

開催場所 研修室 

人数 58名 

実施 平成25年1月13日 

トピック展示「江戸の粋、印籠 フィンランド・クレスコレクション」展 ワークショップ 「親子のための根付ワークショップ」 

内容 江戸時代のおしゃれアイテムだった根付をオーブン粘土で製作。対象は子ども（小学4年生～中学生）と保護者の2名1組。 

開催場所 研修室 

人数 14名 

実施 平成25年2月2日 

トピック展示「雪と火炎土器」展 体験ワークショップ 「アンギンの編み方をつかったコースターづくり」 

内容 火炎土器のふるさと津南町に伝わる独特の技法「アンギン」の基本的な編み方でコースターを作成。対象は18歳以上。 

開催場所 和室 

人数 14名（各7名） 

実施 平成25年3月9日、16日 

 

4）高等教育との連携 

 ① 筑紫女学園大学の指導によるガムランワークショップ 
 

内容 

筑紫女学園大学の指導によるガムランワークショップの定期的な開催 

（筑紫女学園大学准教授と学生、卒業生の指導で、ジャワの伝統的な楽器であるガムランの演奏を体験するワークショップ。事前申込のほか当

日の参加も可能。） 

実施期間 5月19日（土）、6月23日（土）、7月7日（土）、9月30日（日）、25年2月23日（土）、25年3月23日（土） 

開催場所 1階ミュージアムホール 

参加者数 毎回約20人程度 

 

－ 72 －



2-(2)-⑤ 大学生・大学院生を対象とした教育事業 

 
1) 大学等との連携事業 

【京都国立博物館】 
内  容 京都大学大学院人間・環境学研究科の歴史文化社会論講座 

実施日 通年 

開催場所 当館 

受入人数 6人 

担当研究員数 6人 

 

内  容 保存修復技術を専攻する大学院生のための研修会 

実施期間 12月1日 

開催場所 京都国立博物館 

参加者数 29人 

担当研究員数 2人 

 

内  容 京都橘大学との教育提携・学術交流 

実施期間 通年 

開催場所 京都国立博物館、京都橘大学 

参加者数 18人 

担当研究員数 7人 

 

【奈良国立博物館】 
内  容 奈良女子大学との連携講座 

実施期間 前期、後期 

開催場所 奈良女子大学、奈良国立博物館 

参加者数 前期 6人、後期 4人 

担当研究員数 1人 

 

内  容 神戸大学大学院文化学研究科との連携講座 

実施期間 通年 

開催場所 神戸大学、奈良国立博物館 

参加者数 7人 

担当研究員数 2人 

 

【九州国立博物館】  
内  容 放送大学の面接授業 「美術工芸品に見る文化交流の諸相」 

実施期間 11月10日～11日 

開催場所 九州国立博物館1階研修室 

参加者数 50人 

 

内  容 
筑紫女学園大学文学部アジア文化学科必修科目「ミュージアムで学ぶアジア」 

（博物館の概要について講義、博物館展示見学、博物館体験型展示室での異文化体験） 

実施期間 4月25日、5月9日、5月30日、6月6日、6月27日、7月4日（計6日） 

開催場所 筑紫女学園大学、九州国立博物館文化交流展示室、体験型展示室「あじっぱ」 

参加者数 80人 

 

内  容 福岡国際大学への出張講義（特別展「平山郁夫 シルクロードの軌跡」の概要を説明） 

実施日 5月16日 

開催場所 福岡国際大学 

参加者数 200人 

担当研究員数 1人 

 

内  容 博物館実習生の受け入れ 

実施期間 8月16日～8月27日の間、延べ10日間実施 

参加者数 21人（15大学） 

 

内  容 カフェコンサート（福岡女子短期大学の学生による演奏） 

実施期間 4月27日、5月25日、6月22日、7月20日､8月17日、9月21日、10月19日、11月16日、12月7日、平成25年1月18日、2月22日、3月1日、3月8日 

開催場所 九州国立博物館1階エントランス（オープンカフェ） 

 

2) インターンシップ 

【東京国立博物館】 
受入期間 7月19日～25年3月31日 

受入部署 学芸企画部 デザイン室、教育普及室、教育講座室、ボランティア室、情報管理室、情報資料室、広報室 

学芸研究部 平常展調整室、東洋室、保存修復課 

参加者数 23人（17大学） 

担当研究員数 のべ20人 

事業内容 博物館学芸員を目指す学生の学習意欲の喚起、高い職業意識の育成を目的とした就業体験プログラム。学生は受入部署において、10～30

日間の活動を行った。 

 

【京都国立博物館】 
受入期間 8月20日～9月14日 

開催場所 文化財保存修理所 
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参加者数 3人（2大学） 

担当研究員数 2人 

事業内容 
文化財修復大学院生インターンシップ協議会より推薦を受けた学生について、文化財修復に関わる加盟大学院生3名のインターンを受け

入れた。12月1日には事務棟研修室にて3名による報告会を行った。 

 

【奈良国立博物館】 
受入期間 8月16日～24日 

受入部門 総務課 

参加者数 3人（1大学） 

担当職員数 2人（企画推進係） 

事業概要 立命館大学とのインターンシップに関する覚書に基づき受入れを行った。 

 

【九州国立博物館】 
受入期間 8月20日～24日 

受入部署 博物館科学課 

参加者数 8人（5大学） 

担当研究員数 8人（九州国立博物館職員5人、国宝修理装こう師連盟職員3人） 

事業内容 当館の文化財保存修復施設の機能と利点を生かし、西日本地域の大学で装こう技術による文化財保存修復を学ぶ学部生・大学院生を対象と

した研修を実施した。 

 

3) 学生ボランティア 

【東京国立博物館】  
実施日 ①ギャラリートーク班  

12月8日、12月9日、12月16日、12月22日、12月23日、平成25年1月6日、1月9日、1月11日、1月12日、1月13日、1月16日、1月17日、1月20

日、1月23日、1月26日、1月27日、1月29日、1月30日、1月31日、2月3日、2月5日、2月7日、2月9日、2月10日、2月17日、2月19日、2月23

日、2月24日、2月26日 

②制作工程模型班 

展示：平成24年5月15日～平成25年1月14日  

ギャラリートーク：6月6日、6月20日、7月7日、9月26日、10月13日、11月18日、12月12日 

ワークショップ：9月9日 

開催場所 ①本館3室、11室、13室、18室 

②本館20室、平成館小講堂  

参加者数 ①ボランティア5人 聴講者1209人 

②ボランティア1人 ギャラリートーク参加者185人、ワークショップ参加者27人 

担当研究員数 ①8人  

②3人 

事業内容 ①東京芸術大学大学院生ギャラリートーク班により入館者に対する総合文化展でのギャラリートークを実施。 

②国宝「紅白芙蓉図」の5工程の制作工程模型の展示および関連する教育普及事業（ギャラリートーク、ワークショップ）を実施。 

 

【京都国立博物館】 

実施日 
平成24年5月7日、5月14日、6月4日、6月11日、6月25日、7月2日、7月9日、7月23日、8月20日、8月27日、9月3日、9月24日、10月1日、10月

15日、10月29日、11月12日、12月3日、12月10日、平成25年1月21日、2月25日、（20回） 

開催場所 京都国立博物館 

参加者数 16人 

担当研究員数 3人 

内容 
京都市内の小中学校で訪問授業を行う「文化財ソムリエ」養成のためのスクーリングを実施した。 

参加者は、京都市内の大学で日本文化を専門に学ぶ大学生、大学院生。 

 
実施日 平成24年6月29日、7月17日、9月6日、10月10日、11月6日、11月19日、12月3日、12月12日（8回） 

開催場所 京都市内の小中学校 

参加者数 
ボランティア16人、聴講者613人 

（小学校7校 聴講者485人、中学校1校 聴講者128人） 

担当研究員数 2人 

内容 「文化財ソムリエ」として登録している大学生・大学院生が、研究員によるスクーリングを受けたのち、京都市内で訪問授業等を実施した。 

 

4) 見学対応 

【東京国立博物館】 
期  間 年間 

開催場所 全館対象 

参加者数 16件（大学14件、670人／専門学校2件、251名 計921人） 

担当研究員数 3人 

事業内容 鑑賞の手助け、文化財・博物館への理解促進のため、大学生や大学院生、専門学校生を対象に、東京国立博物館の展示や事業についての

解説を含めたガイダンスを実施した。 

 

 

2-(2)-⑥ ボランティア受入れ実績 

（後述の資料に記載）◎共通資料b 
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2-(2)-⑦ 友の会 
1) 会員数 

 

 

友の会 平成25年3月31日現在 

        区分 

館名 

友の会会員数 

 

(年会費10,000円) 

東京国立博物館 1,570 人 

九州国立博物館 196 人 

 

パスポート 平成25年3月31日現在 

     区分 

館名 

パスポート 

会員数 

パスポート会員 

(一般) 

(年会費4,000円) 

パスポート会員 

(一般) 

(年会費3,000円) 

パスポート会員 

(学生) 

(年会費2,500円) 

パスポート会員 

(学生) 

(年会費2,000円) 

パスポート会員 

(家族) 

(年会費6,000円) 

東京国立博物館 16,569 人 15,719 人 － 850 人 － － 

京都国立博物館 3,064 人 － 2,981 人  83 人 － 

奈良国立博物館 2,486 人 － 2,397 人 － 65 人 24 人 

九州国立博物館 4,224 人 － 2,139 人 － 2,085 人 － 

 

2) 友の会会員を対象とした事業 

【東京国立博物館】 

①その他 

 東京国立博物館ニュース送付、イベントの鑑賞割引等 

 

【九州国立博物館】 

季刊情報誌「アジアージュ」、トピック展示ちらし、特別展連続講座等イベント案内送付、当館ミュージア

ムショップ・レストラン･カフェでの割引、入会時の記念品プレゼント。 
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2-(2)-⑧賛助会 
1) 会員数 

平成25年3月31日現在 

館名 東京国立博物館 

京都国立博物館 

奈良国立博物館 
（社団法人清風会） 

（ミュージアム・ 

パートナー） 

件数 332件 353人 0件 68件 

内訳 

特別会員：20団体 

維持会員(団体)：43団体 

維持会員(個人)：269人 

賛助会員：33人 

特別会員：60人 

普通会員：260人 

団体会員：0 件 

 

 

特別支援会員：5団体 

特別会員：5団体 

一般会員(団体)：19団体 

一般会員(個人)：39人 

 

2) 賛助会員を対象とした事業 

【東京国立博物館】 

①当館総合文化展、特別展（展覧会毎に1回）の無料観覧 

②各特別展開会式へのご招待 

③各特別展につき1回の特別鑑賞会へのご招待 

  

【京都国立博物館】 

  ①『京都国立博物館だより』（年4回）の配布 

  ②当館平常展、特別展の無料観覧 

  ③清風会が行う鑑賞会、見学会、会報に協力 

  ④当館ミュージアムショップの商品の一部割引 

    ⑤国際シンポジウム（年1回）案内の発送 

 

 

【奈良国立博物館】 

  ①当館平常展、特別展の無料観覧 

  ②各特別展開会式へのご招待 

  ③展覧会図録の1冊贈呈 

  ④『奈良国立博物館だより』（年4回）の配布 

  ⑤当館ミュージアムショップでの展覧会図録の割引 

  ⑥当館レストランでの飲食料金の割引 

⑦当館研究員による解説付きの賛助会員特別鑑賞会を実施 

４月10日（火） 特別展「解脱上人貞慶 ─鎌倉仏教の本流─」 

特別鑑賞会 参加人数26名 

７月24日（火） 特別展「頼朝と重源 ─東大寺再興を支えた鎌倉と奈良の絆─」 

特別鑑賞会 参加人数51名 

10月29日（月） 特別展「第64回正倉院展」 

特別鑑賞会 参加人数124名 
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2-(2)-⑨ 渉外活動 

【東京国立博物館】 
1） 会場提供  5件 

期間 種類 イベント等の概要 会場 出席者数（人） 

5 月 12 日 夕食会 SBM 訪日に伴う夕食会 平成館 約 120 

7 月 30 日 表彰式 MONTBLANC DE LA CULTURE 法隆寺宝物館 約 120 

10 月 22 日 講演会 第 6 回資料保存シンポジウム 平成館 約 250 

11 月 13 日 

 ～11 月 18 日 
展示会 台東区主催によるイベント(伝統工芸職人展) 平成館ラウンジ ― 

25 年 3 月 11 日、 

18 日 
展示会 TASAKI.2013.シーズナルスプリングコレクション新作発表会 法隆寺宝物館 各 150 

 

2） 館主催・協力イベント  19件 
期間 種類 タイトル 会場 出席者数（人） 備考 

4 月 6 日 音楽会 
東京・春・音楽祭 2012「加藤えりな（ヴァイオ

リン）」」 
法隆寺宝物館 145  東京・春・音楽祭実行委員会共催 

4 月 7 日 音楽会 
東京・春・音楽祭 2012「ヴィーヴ！サクソフォ

ーンカルテット」 
本館エントランス 120 東京・春・音楽祭実行委員会共催 

6 月 24 日 音楽会 東京国立博物館 初夏のコンサート 平成館 262 ｻﾛﾝ･ﾄﾞ･ｿﾈｯﾄ共催 

7 月 7 日 音楽会 ファミリーコンサート 平成館 308（2 回） 
東京ｸﾗﾘﾈｯﾄ･ｸﾜｲｱｰ共催 

上野のれん会協力 

7 月 15 日 イベント 納涼東博寄席  平成館大講堂 287 当館主催 

7 月 22 日 音楽会 夏休み子ども音楽会 2012 東京文化会館他 279 
東京文化会館他主催 当館協力 

（平常展無料入館の協力） 

9 月 30 日 音楽会 東京国立博物館 秋のコンサート 平成館 209 ｻﾛﾝ･ﾄﾞ･ｿﾈｯﾄ共催 

10 月 18 日～  

11 月 11 日 
展示会 絵画・版画・彫刻作品展「アートと対話」 柳瀬荘 485 日本大学芸術学部共催 

10 月 21 日 
ワークショ

ップ 
竹でおもちゃを作ろう 柳瀬荘 13 日本大学芸術学部共催 

10 月 28 日 講演 「重要文化財 柳瀬荘『黄林閣』をひも解く」 柳瀬荘 50 日本大学芸術学部共催 

11 月 10 日 
アーティス

トトーク 

作品展示作家とゲストによるアーティストト

ーク 
柳瀬荘 45 日本大学芸術学部共催 

11 月 15 日 講演会 東大寺講演会 平成館大講堂 330 東大寺共催 

11 月 24 日 講演会 
上野の山文化ゾーンフェスティバル 

「上野の山を彩る歴史的建造物」 
平成館大講堂 135 上野の山文化ゾーン連絡協議会 

12 月 16 日 音楽会 東京国立博物館 冬のコンサート 平成館 235 ｻﾛﾝ･ﾄﾞ･ｿﾈｯﾄ共催 

25 年 1 月 13 日 イベント 新春東博寄席 平成館大講堂 348 当館主催 

25 年 3 月 15 日 音楽会 
東京・春・音楽祭 2013「ヴィーヴ！サクソフォ

ーンカルテット」 
正門内池前 328 東京・春・音楽祭実行委員会共催 

25 年 3 月 17 日 音楽会 
東京・春・音楽祭 2013「ヴィーヴ！サクソフォ

ーンカルテット」 
正門内池前 265 東京・春・音楽祭実行委員会共催 

25 年 3 月 21 日 音楽会 
東京･春･音楽祭 2013「東博でバッハ vol.12」 

郷古廉 
法隆寺宝物館 133 東京・春・音楽祭実行委員会共催 

25 年 3 月 31 日 音楽会 
東京・春・音楽祭 2013「石亀協子(ヴァイオリ

ン)」 
法隆寺宝物館 175 東京・春・音楽祭実行委員会共催 

 

【京都国立博物館】 
1) 会場提供  61 件 

期間 種類 イベント等の概要 会場 出席者（人） 備考 

4 月 15 日 茶席 茶会 茶室 10 株式会社老松 

4 月 16 日 茶席 茶会 茶室 167 株式会社老松 

4 月 16 日 茶席 文化財保護基金発足記念チャリティ茶会 本館前広場 100 株式会社鍵善良房 

4 月 17 日 茶席 茶会 茶室 233 株式会社老松 

4 月 17 日 茶席 文化財保護基金発足記念チャリティ茶会 本館前広場 200 株式会社鍵善良房 

4 月 21 日 茶席 茶会 茶室 10 株式会社老松 

4 月 22 日 茶席 茶会 茶室 223 株式会社老松 

4 月 28 日 茶席 茶会 茶室 10 株式会社老松 

4 月 29 日 茶席 茶会 茶室 305 株式会社老松 

4 月 30 日 茶席 聞香 茶室 30 井上健司 

5 月 4 日 茶席 茶会 茶室 10 株式会社老松 

5 月 5 日 茶席 茶会 茶室 407 株式会社老松 

5 月 12 日 茶席 茶会 茶室 8 好康会 中野康子 

5 月 13 日 茶席 茶会 茶室 40 好康会 中野康子 

5 月 19 日 茶席 茶会 茶室 10 株式会社老松 

5 月 19 日 試験 資格試験の開催 研修室及び会議室 20 国宝修理装こう師連盟 

5 月 20 日 茶席 茶会 茶室 288 株式会社老松 

5 月 25 日 作品展 作品展 茶室 35 南部郁 

5 月 26 日 作品展 作品展 茶室 25 南部郁 

5 月 27 日 茶席 茶会 茶室 258 株式会社老松 

6 月 16 日 庭園の撮影 テレビ西日本制作著作番組撮影 本館前広場 6 
株式会社ビデオ・ステーショ

ン・キュー 

6 月 20 日 庭園の撮影 月刊誌掲載用スチール撮影 本館前広場 13 
株式会社キミアコーポレーシ

ョン 
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期間 種類 イベント等の概要 会場 出席者（人） 備考 

6 月 20 日 茶席 撮影会 茶室 13 
株式会社キミアコーポレーシ

ョン 

6 月 28 日 茶席 撮影会 茶室 6 佐川印刷株式会社 

7 月 6 日 講習会 資格制度 講習会 研修室 20 国宝修理装こう師連盟 

7 月 7 日 講習会 資格制度 講習会 研修室及び会議室 20 国宝修理装こう師連盟 

9 月 7 日 検査 文化庁実地検査 応接室 4 社団法人清風会 

9 月 9 日 茶席 撮影会 茶室 5 重松優里 

9 月 29 日 資格試験 資格試験の開催 研修室及び会議室 20 国宝修理装こう師連盟 

10 月 7 日 庭園の撮影 カタログ及び広告ツール写真撮影 本館前広場 6 ジュンロケーションサービス 

10 月 13 日 茶席 茶会 茶室 5 山茶花社 西島真森 

10 月 14 日 茶席 茶会・歌会・華道書道作品展示 茶室 80 山茶花社 西島真森 

10 月 14 日 講演会 講演会 研修室 30 山茶花社 西島真森 

10 月 23 日 茶席 撮影会 茶室 30 京都観光企画株式会社 

10 月 27 日 資格試験 資格試験の開催 研修室及び会議室 20 国宝修理装こう師連盟 

10 月 30 日 茶席 茶会 茶室 5 京都府立すばる高等学校 

10 月 31 日 茶席 茶会 茶室 49 京都府立すばる高等学校 

11 月 4 日 茶席 茶会 茶室 20 清水恭子 

11 月 11 日 茶席 撮影会 茶室 4 谷元美帆 

11 月 22 日 茶席 茶会 茶室 10 好井よし枝 

11 月 24 日 茶席 茶会 茶室 4 菊地原節子 

11 月 25 日 茶席 撮影会 茶室 6 山内静 

12 月 7 日 講習会 資格制度 講習会 研修室 20 国宝修理装こう師連盟 

12 月 8 日 講習会 資格制度 講習会 研修室及び会議室 20 国宝修理装こう師連盟 

12 月 14 日 茶席 
文化財保護基金チャリティ・エキシビジョン 

関連茶会 
茶室 113 ROSSO×ROSSO 実行委員会 

12 月 15 日 茶席 
文化財保護基金チャリティ・エキシビジョン 

関連茶会 
茶室 178 ROSSO×ROSSO 実行委員会 

12 月 16 日 茶席 
文化財保護基金チャリティ・エキシビジョン 

関連茶会 
茶室 201 ROSSO×ROSSO 実行委員会 

 1 月 20 日 茶席 撮影会 茶室 12 蕨野美希 

1 月 24 日 庭園の撮影 撮影会 本館前広場 5 有限会社アクティブクルー 

1 月 26 日 茶席 撮影会 茶室 5 立命館大学映像学部自主ゼミ 

2 月 2 日 研修会 研修会 研修室 30 京都市立高等学校 

2 月 2 日 茶席 茶会 茶室 4 近藤有里子 

2 月 3 日 茶席 茶会 茶室 18 近藤有里子 

2 月 5 日 茶席 撮影会 茶室 5 立命館大学映像学部自主ゼミ 

2 月 6 日 茶席 撮影会 茶室 5 立命館大学映像学部自主ゼミ 

2 月 7 日 茶席 撮影会 茶室 5 立命館大学映像学部自主ゼミ 

2 月 8 日 茶席 撮影会 茶室 5 立命館大学映像学部自主ゼミ 

2 月 9 日 茶席 茶会 茶室 5 片山聡 

2 月 10 日 茶席 茶会 茶室 20 片山聡 

3 月 29 日 茶席 茶会 本館前広場 300 前田寿子 

3 月 30 日 茶席 茶会 本館前広場 300 前田寿子 

 

2） 館主催・協力イベント  5件 
期間 種類 タイトル 会場 出席者（人） 備考 

4 月 20 日 落語 
京都・らくご博物館（春）  

～新緑寄席～ 

ハイアット・リージェンシー京都 

ドローイングルーム 
206 米朝事務所共催 

6 月 9 日 音楽会 音燈華 vol.3 ～DEPAPEPE コンサート～ 庭園 494 

特別協賛：京阪電

気鉄道株式会社 

協力：日本香堂 

9 月 17 日 茶会 
文化財保護基金設立記念 

チャリティミュージアム茶会 
茶室 41  

10 月 19 日 落語 
京都・らくご博物館（秋）  

～紅葉寄席～ 

ハイアット・リージェンシー京都 

ドローイングルーム 
210 米朝事務所共催 

12 月 14 日～16 日 イベント 

京都国立博物館  

文化財保護基金チャリティ・エキシビジョン  

古代青銅鏡とフェラーリ F１美の競演 

庭園、特別展示館の一部及び 

ハイアット・リージェンシー京都 

ボールルーム 

4,106 
主 催 ： ROSSO ×

ROSSO実行委員会 

 

【奈良国立博物館】 
1) 会場提供  45 件 

期間 種類 イベント等の概要 会場 出席者（人） 備考 

4 月 22 日 講義 特別展解説 会議室 33 奈良交通株式会社 

5 月 13 日 演劇 和歌劇「ヤマトタケル」 庭園 85 株式会社うたまくら 

5 月 16 日 講義 特別展解説 会議室 40 奈良交通株式会社 

5 月 19 日 講義 奈良国立博物館の概要と学芸業務の紹介 講堂 55 京都府立大学 

6 月 1 日 会議 新法人移行に関する会議 応接室 6 ㈶仏教美術協会 

6 月 2 日 研修 学芸部研究員からのレクチャー 講堂 29 香港城市大学 

6 月 17 日 見学 茶室見学等 茶室 50 大阪国際ツーリスト 

6 月 18 日 特別観覧 なら仏像館夜間貸切観覧 なら仏像館 187 横浜市立名瀬中学校 

7 月 13 日 研修 学芸部研究員による講演 講堂 77 南都和唱会 

7 月 21 日 記者会見 
鎌倉市・奈良市観光交流宣言及び防災協定の記者

会見 
会議室・応接室 20 奈良市観光振興課 

－ 78 －



期間 種類 イベント等の概要 会場 出席者（人） 備考 

8 月 4 日 研修・見学 学芸部研究員による講演・見学案内 
講堂・仏教美術資料研

究センター 
27 ㈳情報科学技術協会 

8 月 8 日 セミナー 世阿弥忌セミナー 講堂 120 能楽学会 

8 月 8 日 会議 能楽学会委員会 会議室 15 能楽学会 

8 月 9 日 講義・観覧 特別展鑑賞のための講義・観覧 講堂・展示室 30 朝日新聞社 

8 月 24 日 研修 奈良市教職員研修講座 講堂 95 奈良市教育センター 

9 月 29 日～30 日 勉強会 高速道路の交通データ利用に関する勉強会 講堂 248 京都大学大学院工学研究科 

10 月 7 日 結婚式 結婚式 
仏教美術資料研究セ

ンター 
30 オーシャンフロント 

10月 13日 コンサート 
まほろばタンゴ   

（アルゼンチンタンゴの歌と演奏） 

仏教美術資料研究セ

ンター 
68 奈良でタンゴ実行委員会 

10月 21日 講演 レクサス世界遺産フォーラム スタディーツアー 講堂・なら仏像館 33 日本ユネスコ協会連盟 

10 月 27 日 

～11 月 12 日 
茶席 正倉院展「野点のお茶席」 

西新館南側ピロティ 

庭園 
15,821 結の会 

10 月 27 日 

～11 月 12 日 
休憩所 休憩所及び甘味の販売 新館西側敷地 ― ㈱鶴屋吉信 

10 月 27 日 

～11 月 12 日 
休憩所 休憩所及び喫茶の販売 新館西側敷地 ― ㈲日本クリーンシステムズ 

10 月 27 日 

～11 月 12 日 

キャンペー

ン 
奈良県特産品の物販 新館西側敷地 ― 校倉な会 

10 月 27 日 

～11 月 12 日 

キャンペー

ン 
奈良県特産品の物販 新館西側敷地 ― 奈良和み館 

10 月 27 日 

～11 月 12 日 

キャンペー

ン 
記念切手の販売 新館西側敷地 ― 郵政事業株式会社 

10 月 27 日 

～11 月 12 日 

キャンペー

ン 
奈良県特産品の物販 地下回廊 ― 

奈良県農林部マーケティング

課 

10 月 27 日 

～11 月 12 日 

キャンペー

ン 
パネル展示 地下回廊 ― 奈良県観光局国際観光課 

11 月 18 日 茶会 茶会 茶室 19 庭舎ＭＡＫＩＯＫＡ 

 12 月 3 日 講演 解脱上人 貞慶の足跡をめぐる旅 講堂 40 奈良信用金庫 

12 月 5 日 講演 解脱上人 貞慶の足跡をめぐる旅 講堂 40 奈良信用金庫 

12 月 6 日 講義 幼稚園児を対象としたお話 講堂 57 奈良市立富雄北幼稚園 

12 月 8 日 茶会 茶会 茶室 13 小林順子 

12 月 17 日 敷地提供 春日若宮おん祭執行に係る敷地提供 一の鳥居付近の敷地 ― 春日大社 

1 月 12 日 茶会 茶会 茶室 20 渡辺ひろみ 

1 月 17 日 研修会 文化財担当者専門研修 講堂 10 奈良文化財研究所 

1 月 17 日 見学 茶室見学 茶室 7 片山晃一 

1 月 18 日 講義 文化財保存修理所見学・視察に伴う事前講義 講堂 20 奈良工業高等専門学校 

1 月 18 日 会議 関西工学教育協会高専部会役員会・理事会 会議室 20 奈良工業高等専門学校 

2 月 21 日 講義 日本文化史演習旅行 講堂 20 福島大学人間発達文化学類 

2 月 26 日 特別観覧 なら仏像館夜間貸切観覧 なら仏像館 40 ＩＡＣＲ ＰＫＣ２０１３ 

2 月 27 日 講義 幼稚園児を対象としたお話 講堂 57 奈良教育大学附属幼稚園 

3 月 4 日 講義 
ＮＨＫカルチャー  

お水取り～その本当の魅力を知る 
講堂 35 ＮＨＫ文化センター京都教室 

3 月 8 日 会議 近畿地区国立博物館・美術館の財団等懇談会 応接室 6 ㈶仏教美術協会 

3 月 9 日 コンサート 
音燈華  

ジェスカ・グランペール in Museum 

仏教美術資料研究セ

ンター 
127 寧屋工房 

3 月 19 日～21 日 茶会 茶会 茶室 36 佐藤宗圭 

 

2) 館主催・協力イベント  49 件 
期間 種類 イベント等の概要 会場 出席者（人） 備考 

4 月 7 日～8 日 特別観覧 特別展観賞・施設見学等 

展示室・庭園・茶室・

仏教美術資料研究セ

ンター 

106  

4 月 10 日 鑑賞会 賛助会員特別鑑賞会 講堂・展示室 26  

4 月 11 日 

4 月 12 日 
鑑賞会 タクシー・ホテル等関係者特別鑑賞会 講堂・展示室 73  

5 月 5 日 フォーラム 解脱上人 貞慶フォーラム 東大寺金鐘ホール 252 
 

 

5 月 9 日 観賞会 わいず倶楽部 解説付き小ツアー なら仏像館 69 主催：読売新聞社 

5 月 19 日 鑑賞会 特別展親子鑑賞会 講堂・展示室 79  

6 月 24 日 コンサート ムジークフェストなら２０１２ 地下回廊 400 
主催：ムジークフェストなら

2012 実行委員会 

6 月 30 日 
体験 

イベント 

特別陳列「古事記の歩んできた道」関連催事 

はじめてふれる古事記 
講堂 

第 1 回 105 

第 2 回 60 
 

7 月 14 日 

～9 月 30 日 

観光 

イベント 
ライトアッププロムナード・なら２０１２ 

なら仏像館、仏教美術

資料研究センター外

観 

― 
主催：ライトアッププロムナー

ド・なら実行委員会 

7 月 24 日 講演会 賛助会員特別鑑賞会 講堂・展示室 51  

７月 25 日 

7 月 26 日 
鑑賞会 タクシー・ホテル等関係者特別鑑賞会 講堂・展示室 94  

７月 29 日 落語 まほろば寄席（第 14 回） 講堂 110  

－ 79 －
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期間 種類 イベント等の概要 会場 出席者（人） 備考 

8 月 4 日～5 日 
体験 

イベント 

親と子のワークショップ「ほとけさまのきり絵

をつくろう！」 
地下回廊 

第 1 回 32 

第 2 回 28 

第 3 回 24 

 

8 月 5 日～14 日 
観光 

イベント 
「なら燈花会」ｶｯﾌﾟ、ｵﾌﾞｼﾞｪ等を配置 新館周辺 ― 主催：なら燈花会の会 

8 月 11 日 
コンサート 

イベント 
なら結び ならのうたの発表・切り絵体験 

仏教美術資料研究セ

ンター 
1,200 主催：㈳奈良青年会議所 

8 月 16 日～21 日 
観光 

イベント 
ならファンタージア～YAMATO なら仏像館西側広場 5,958 

主催：ならファンタージア実行

委員会 

9 月 22 日 コンサート 言霊と音霊の夜会 －第三章－ 
仏教美術資料研究セ

ンター 
155 

主催：ライトアッププロムナー 

ド・なら実行委員会 

10月 13日 イベント 第１回庭園・茶室案内ツアー 庭園・茶室 
第 1 回 19 

第２回 19 
 

10 月 26 日 
観光 

イベント 

「柿の日」に因み、奈良県特産物である柿を配

布し「奈良の柿」を PR 
新館前広場 ― 

主催：奈良県農林部 

奈良県農業協同組合 

10 月 27 日 

～11 月 12 日 

観光 

イベント 
正倉院展「あるくん奈良スタンプラリー」 

正倉院展読売新聞ブ

ース 
― 

主催：はじまりは正倉院展実行

委員会 

10 月 27 日 

～11 月 12 日 
展示 

正倉院展「いけばな展示」 

法華寺小池御流のいけばな展示 
西新館 1 階ロビー ―  

10 月 27 日 

～11 月 12 日 
展示 正倉院展作文コンクール入賞作品展示 地下回廊 ― 

主催：奈良国立博物館 

読売新聞社 

10 月 28 日 セミナー 正倉院展特別セミナー 
仏教美術資料研究セ

ンター 
100  

10 月 29 日 鑑賞会 賛助会員特別鑑賞会 講堂・展示室 124  

10 月 30 日 

10 月 31 日 
鑑賞会 タクシー・ホテル等関係者特別鑑賞会 講堂・展示室 251  

11 月 1 日 特別観覧 留学生の日 展示室 125  

11 月 3 日 鑑賞会 第 64 回正倉院展 親子鑑賞会。  講堂・展示室 174  

11 月 4 日 シンポジウム 正倉院学術シンポジウム２０１２ 奈良県新公会堂 170  

11 月 18 日 コンサート 

奈良トライアングルミュージアムズ  

３館リレーミュージアムコンサート 

「しゃん・ふう」による二胡の演奏 

地下回廊 105 
主催：奈良トライアングルミュ

ージアムズ 

11 月 17 日～18 日 特別観賞 関西文化の日 展示室 
1日目  891 

2 日目 1,568 
 

11 月 24 日 イベント 第２回庭園・茶室案内ツアー 庭園・茶室 
第 1 回 46 

第 2 回 28 
 

12 月 17 日 茶会 おん祭と春日信仰の美術「茶会」 
茶室・庭園、西新館南

側ピロティ 
55  

1 月 27 日 落語 まほろば寄席（第 15 回） 講堂 96  

2 月 2 日 
体験 

イベント 

奈良トライアングルミュージアムズ 

３館リレーワークショップ 

仏像切り絵体験 

地下回廊 36 
主催：奈良トライアングルミュ

ージアムズ 

2 月 3 日 
体験 

イベント 

奈良トライアングルミュージアムズ 

３館リレーワークショップ 

写仏散華体験 

地下回廊 50 
主催：奈良トライアングルミュ

ージアムズ 

2 月 3 日 
セミナー 

特別観覧 
仏像と出逢うセミナー（第１回） 講堂・なら仏像館 41 

主催：奈良県ビジターズビュー

ロー 

2 月 8 日～14 日 
観光 

イベント 

第 4 回しあわせ回廊 なら瑠璃絵 

ウォータープロジェクション（池の噴水にプロ

ジェクターによる画像投影） 

西新館北側池 ― 主催：なら瑠璃絵実行委員会 

2 月 10 日 

講演 

特別観賞 

体験 

お水取り「講話」と「粥」の会 
講堂・展示室・茶室控

室・東大寺二月堂 
39  

2 月 12 日 コンサート 
第 4 回しあわせ回廊 なら瑠璃絵 

夜参りライブ（ギター） 

仏教美術資料研究セ

ンター中央楼前 
80 主催：なら瑠璃絵実行委員会 

2 月 13 日 コンサート 
第 4 回しあわせ回廊 なら瑠璃絵 

夜参りライブ（クラリネット・ギター） 

仏教美術資料研究セ

ンター中央楼前 
350 主催：なら瑠璃絵実行委員会 

2 月 14 日 講演会 

第 4 回しあわせ回廊 なら瑠璃絵 

特別講演会「２月１４日に思い出す奈良の素敵

な物語」 

講堂 152 主催：なら瑠璃絵実行委員会 

2 月 15 日 特別公開 文化財保存修理所特別公開 講堂・修理所 

第 1 回 34 

第 2 回 31 

第 3 回 31 

 

2 月 15 日 
セミナー 

特別観覧 
仏像と出逢うセミナー（第２回） 講堂・なら仏像館 44 

主催：奈良県ビジターズビュー

ロー 

2 月 16 日 
セミナー 

特別観覧 
仏像と出逢うセミナー（第３回） 講堂・なら仏像館 65 

主催：奈良県ビジターズビュー

ロー 

2 月 17 日 
セミナー 

特別観覧 
仏像と出逢うセミナー（第４回） 講堂・なら仏像館 39 

主催：奈良県ビジターズビュー

ロー 

2 月 22 日 
セミナー 

特別観覧 
仏像と出逢うセミナー（第５回） 講堂・なら仏像館 63 

主催：奈良県ビジターズビュー

ロー 

2 月 23 日 
セミナー 

特別観覧 
仏像と出逢うセミナー（第６回） 講堂・なら仏像館 84 

主催：奈良県ビジターズビュー

ロー 

－ 80 －



期間 種類 イベント等の概要 会場 出席者（人） 備考 

2 月 24 日 
セミナー 

特別観覧 
仏像と出逢うセミナー（第７回） 講堂・なら仏像館 19 

主催：奈良県ビジターズビュー

ロー 

3 月 6 日 
講演 

体験 
お水取り展鑑賞とお松明 

講堂・展示室 

東大寺本坊・二月堂 
69 主催：結の会 

 

【九州国立博物館】 
1) 会場提供 13件 

期間 種類 イベント等の概要 会場 出席者（人） 備考 

5 月 17 日 後援 韓国舞踊「～あなたを韓流の世界に～」 ミュージアムホール 230 主催：九州国立博物館振興財団 

8 月 18 日 貸館 エレキット夏休み工作教室 in 太宰府 2012 研修室 47 主催：（株）イーケイジャパン 

9 月 25 日 後援 『太宰府 古都の光』 屋外 ― 主催：太宰府ブランド創造協議会 

10 月 13 日 後援 
アサヒ緑健スポーツメセナ 第 10 回ふれあい健康

ウォーク 
屋外 1,511 主催：西日本新聞社 

10月 25日～27日 会場使用 出前温泉「足湯」 屋外 270 主催：福岡県観光温泉地協会 

11 月 11 日 会場使用 「いいな、いい歯。」週間普及啓発事業 屋外 1,000 主催：(社)筑紫歯科医師会 

11月 13日～17日 後援 日中国交正常化 40 周年記念日中交流写真展 エントランス 33,035 主催：九州国立博物館振興財団 

11 月 24 日 貸館 太宰府-釜山国際交流シンポジウム ミュージアムホール 70 主催：太宰府ちんぐの会 

11 月 25 日 貸館 第 3 回太宰府市民茶会 茶室・研修室 300 主催：太宰府茶道文化連盟 

11 月 25 日 共催 日韓交流茶会 エントランス 400 主催：九州国立博物館振興財団 

11 月 30 日 貸館 太宰府市小学校音楽会 ミュージアムホール 688 
主催：太宰府市教育委員会／太宰

府市小学校音楽会実行委員会 

25 年 3 月 16 日 貸館 太宰府発見塾 発掘報告会 ミュージアムホール 80 主催：太宰府市 

25 年 3 月 20 日 貸館 太宰府市景観・市民遺産会議 ミュージアムホール 150 主催：太宰府市 

 
2） 館主催・協力イベント 84 件 

期間 種類 イベント等の概要 会場 出席者（人） 備考 

4 月 7 日 共催 「博多にわか」笑演会ｉｎ九州国立博物館 ミュージアムホール 250 主催：博多仁和加振興会 

4 月 8 日 主催 第 95 回 きゅーはくミュージアムコンサート ミュージアムホール 320 主催：九州国立博物館 

4 月 8 日 主催 第 10 回 はじめての茶道体験 茶室 16 主催：九州国立博物館 

4 月 21 日 主催 第 16 回 親子で茶道体験 茶室 3 主催：九州国立博物館 

4 月 27 日 主催 きゅーはくカフェコンサート エントランス 60 
主催：九州国立博物館／福岡女子

短大 

5 月 13 日 主催 第 17 回 親子で茶道体験 茶室 15 主催：九州国立博物館 

5 月 19 日 主催 第 1 回 ガムランワークショップ ミュージアムホール 20 主催：九州国立博物館 

5 月 20 日 主催 第 96 回 きゅーはくミュージアムコンサート ミュージアムホール 350 主催：九州国立博物館 

5 月 20 日 主催 第 11 回 はじめての茶道体験 茶室 5 主催：九州国立博物館 

5 月 25 日 主催 きゅーはくカフェコンサート エントランス 100 
主催：九州国立博物館／福岡女子

短大 

6 月 9 日 主催 第 18 回 親子で茶道体験 茶室 23 主催：九州国立博物館 

6 月 16 日 主催 第 97 回 きゅーはくミュージアムコンサート ミュージアムホール 120 主催：九州国立博物館 

6 月 17 日 主催 第 12 回 はじめての茶道体験 茶室 9 主催：九州国立博物館 

6 月 22 日 主催 きゅーはくカフェコンサート エントランス 50 
主催：九州国立博物館／福岡女子

短大 

6 月 23 日 主催 第 2 回 ガムランワークショップ ミュージアムホール 8 主催：九州国立博物館 

7 月 1 日 主催 太宰府市民吹奏楽団第 8 回まほろばコンサート ミュージアムホール 530 
主催：太宰府市民吹奏楽団／九州

国立博物館 

7 月 7 日 主催 第 3 回 ガムランワークショップ ミュージアムホール 10 主催：九州国立博物館 

7 月 20 日 主催 きゅーはくカフェコンサート エントランス 80 
主催：九州国立博物館／福岡女子

短大 

7 月 22 日 主催 第 98 回 きゅーはくミュージアムコンサート ミュージアムホール 230 主催：九州国立博物館 

7 月 22 日 主催 第 13 回 はじめての茶道体験 茶室 13 主催：九州国立博物館 

7 月 24 日～29 日 共催 
『九州国立博物館、北九州市立自然史・歴史博物館

連携・交流事業』 
エントランス 16,749 

主催：北九州市立自然史・歴史博

物館 

7 月 28 日 主催 第 19 回 親子で茶道体験 茶室 33 主催：九州国立博物館 

7 月 28 日～29 日 主催 いこうよ！あじっぱ夏祭り 2012 ミュージアムホール 590 主催：九州国立博物館 

7 月 29 日 主催 第 20 回 親子で茶道体験 茶室 53 主催：九州国立博物館 

8 月 4 日～5 日 主催 ボランティアイベント七夕 エントランス 300 主催：九州国立博物館 

8 月 5 日 主催 第 99 回 きゅーはくミュージアムコンサート ミュージアムホール 250 主催：九州国立博物館 

8 月 5 日 主催 第 14 回 はじめての茶道体験 茶室 7 主催：九州国立博物館 

8 月 17 日 主催 きゅーはくカフェコンサート エントランス 150 
主催：九州国立博物館／福岡女子

短大 

8 月 25 日～26 日 共催 吉野ヶ里 Days in 九博 ミュージアムホール 1,316 

主催：佐賀県教育委員会／吉野ヶ

里歴史公園マネジメント共同企

業体／国営吉野ヶ里歴史公園事

務所／吉野ヶ里公園管理センタ

ー 

8 月 26 日 主催 第 21 回 親子で茶道体験 茶室 45 主催：九州国立博物館 

8月 28日～9 月 1

日 
共催 京築神楽写真展 エントランス 18,446 

主催：京築連帯アメニティ都市圏

推進会議／京築神楽の里づくり

推進会議 

9 月 1 日 共催 京築神楽 九州国立博物館公演 ミュージアムホール 1,000 

主催：京築連帯アメニティ都市圏

推進会議／京築神楽の里づくり

推進会議 

9 月 2 日 主催 第 100 回 きゅーはくミュージアムコンサート ミュージアムホール 300 主催：九州国立博物館 
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期間 種類 イベント等の概要 会場 出席者（人） 備考 

9 月 11 日～23 日 共催 「古代山城鞠智城展」 エントランス 18,246 主催：熊本県／熊本県教育委員会 

9 月 16 日 共催 

第 23 回福岡アジア文化賞事業 アジア文化サロン

（～ジャワ宮廷ガムランの探求～ジャワ王家演奏

団との交流・演奏会） 

ミュージアムホール 60 
主催：福岡市／公益財団法人よか

トピア記念国際財団 

9 月 21 日 主催 きゅーはくカフェコンサート エントランス 50 
主催：九州国立博物館／福岡女子

短大 

9 月 22 日 共催 「鞠智城シンポジウム」 
ミュージアムホー

ル・研修室 
400 主催：熊本県／熊本県教育委員会 

9 月 23 日 主催 第 15 回 はじめての茶道体験 茶室 6 主催：九州国立博物館 

9 月 30 日 主催 第 4 回 ガムランワークショップ ミュージアムホール 26 主催：九州国立博物館 

10 月 2 日～7 日 共催 めざせ世界遺産！福岡の文化遺産展 パネル展 エントランス 11,541 
主催：福岡県総合政策課 世界遺

産登録推進課 

10 月 6 日～7 日 共催 

めざせ世界遺産！福岡の文化遺産展 

公開講座「宗像・沖ノ島と関連遺産群－沖ノ島祭祀

遺跡の再検討－」 

公開講座「世界遺産が市民を育て、市民が世界遺産

を育てる－九州・山口の近代化産業遺産群を巡って

－」 

ミュージアムホール 120 
主催：福岡県総合政策課 世界遺

産登録推進課 

10 月 9 日～14 日 共催 
第 7 回九州地域ブランドフォーラム「九州郷土品祭

り」 
屋外／エントランス 30,200 

主催：(社)日本イベントプロデュ

ース協会九州本部 

10月 13日～14日 主催 
７周年イベント高千穂神楽・椎葉神楽＋第 101回 き

ゅーはくミュージアムコンサート 
ミュージアムホール 1,080 主催：九州国立博物館 

10 月 19 日 主催 きゅーはくカフェコンサート エントランス 100 
主催：九州国立博物館／福岡女子

短大 

10 月 20 日 主催 
来館者 1000 万人達成記念イベントきゅーはくまつ

り（ボランティアイベント） 

エントランス・ 

ミュージアムホール 
1,500 主催：九州国立博物館 

10月 21日～11月

4 日 
主催 ボランティアイベント部会写真展 エントランス 81,770 主催：九州国立博物館 

10 月 27 日 主催 第 16 回 はじめての茶道体験 茶室 6 主催：九州国立博物館 

10 月 28 日 主催 第 22 回 親子で茶道体験 茶室 42 主催：九州国立博物館 

11 月 3 日 主催 第 17 回 はじめての茶道体験(留学生限定） 茶室 50 主催：九州国立博物館 

11 月 16 日 主催 きゅーはくカフェコンサート エントランス 160 
主催：九州国立博物館／福岡女子

短大 

11 月 17 日 主催 第 23 回 親子で茶道体験 茶室 46 主催：九州国立博物館 

11 月 17 日 主催 第 102 回 きゅーはくミュージアムコンサート ミュージアムホール 400 主催：九州国立博物館 

12 月 7 日 主催 きゅーはくカフェコンサート エントランス 50 
主催：九州国立博物館／福岡女子

短大 

12 月 8 日 主催 第 103 回 きゅーはくミュージアムコンサート ミュージアムホール 100 主催：九州国立博物館 

12 月 9 日 共催 キャンパスフェスタ 2012 エントランス 2,270 
主催：太宰府キャンパスネットワ

ーク会議 

12 月 15 日 主催 第 18 回 はじめての茶道体験(留学生限定） 茶室 11 主催：九州国立博物館 

12 月 16 日 主催 第 24 回 親子で茶道体験 茶室 39 主催：九州国立博物館 

25 年 1 月 3 日 主催 ボランティア企画「九博のお正月」餅つき 屋外 600 
主催：九州国立博物館ボランティ

ア 

25 年 1 月 6 日 主催 ボランティア企画「九博のお正月」書初め エントランス 150 
主催：九州国立博物館ボランティ

ア 

25 年 1 月 12 日 主催 第 104 回 きゅーはくミュージアムコンサート ミュージアムホール 400 主催：九州国立博物館 

25 年 1 月 16日～

27 日 
共催 ひなの国九州フェスタ 2013 エントランス 11,400 

主催：九州のひなまつり広域振興

協議会 

25 年 1 月 18 日 主催 きゅーはくカフェコンサート エントランス 90 
主催：九州国立博物館／福岡女子

短大 

25 年 1 月 20 日 主催 第 19 回 はじめての茶道体験 茶室 6 主催：九州国立博物館 

25 年 1 月 27 日 主催 第 25 回 親子で茶道体験 茶室 52 主催：九州国立博物館 

25 年 1 月 29日～

2 月 11 日 
共催 大川匠の世界コレクション 2013 エントランス 67,522 

主催：(財)大川インテリア振興セ

ンター 

25 年 2 月 9 日 主催 
第 105 回 きゅーはくミュージアムコンサート「九

博寄席 演芸から観る～江戸の粋」 
ミュージアムホール 267 主催：九州国立博物館 

25 年 2 月 22 日 主催 きゅーはくカフェコンサート エントランス 200 
主催：九州国立博物館／福岡女子

短大 

25 年 2 月 23 日 主催 第 20 回 はじめての茶道体験 茶室 20 主催：九州国立博物館 

25 年 2 月 23 日 主催 第 5 回 ガムランワークショップ ミュージアムホール 24 主催：九州国立博物館 

25 年 2 月 23 日 共催 
「市博と九博、芸妓がつなぐ初コラボ～博多芸妓 

ボストン展を巡る～」 
エントランス 300 主催：九州国立博物館振興財団 

25 年 2 月 24 日 主催 第 26 回 親子で茶道体験 茶室 42 主催：九州国立博物館 

25 年 2 月 24 日 主催 九博子どもフェスタ 
ミュージアムホール

／エントランス 
2,100 主催：九州国立博物館 

25 年 2 月 26日～

3 月 2 日 
共催 第 7 回福岡県景観大会 

ミュージアムホール

／エントランス 
1,251 

主催：福岡県・福岡県美しいまち

づくり協議会 

25 年 3 月 1 日 主催 きゅーはくカフェコンサート エントランス 110 
主催：九州国立博物館／福岡女子

短大 

25 年 3 月 2 日 共催 
第 7 回福岡県景観大会 

「表彰式」「まちづくり団体活動発表会」 
ミュージアムホール 318 

主催：福岡県・福岡県美しいまち

づくり協議会 

25 年 3 月 3 日 主催 第 106 回 きゅーはくミュージアムコンサート ミュージアムホール 300 主催：九州国立博物館 

25 年 3 月 8 日 主催 きゅーはくカフェコンサート エントランス 160 
主催：九州国立博物館／福岡女子

短大 
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期間 種類 イベント等の概要 会場 出席者（人） 備考 

25 年 3 月 12日～

24 日 
共催 

筑紫地区文化財写真展「ちくし再発見～わがまちゆ

かりの人物～」 
エントランス 600 主催：九州国立博物館 

25 年 3 月 19日～

24 日 
共催 太宰府市景観・市民遺産会議パネル展 エントランス 8,881 主催：太宰府市 

25 年 3 月 23 日 主催 第 6 回 ガムランワークショップ ミュージアムホール 28 主催：九州国立博物館 

25 年 3 月 23 日 主催 第 27 回 親子で茶道体験 茶室 47 主催：九州国立博物館 

25 年 3 月 24 日 主催 第 21 回 はじめての茶道体験 茶室 12 主催：九州国立博物館 

25 年 3 月 30 日 主催 江戸糸あやつり人形結城座九州国立博物館公演 ミュージアムホール 269 主催：九州国立博物館 

25 年 3 月 31 日 共催 博多にわか笑演会 in 九州国立博物館 ミュージアムホール 230 
主催：博多仁和加振興会／九州国

立博物館 
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2-(2)-⑩ 「留学生の日」 
 

館名・日程 内容 アンケート結果概要 

東京国立博物館 

 

10月 6日(土) 

9：30～17：00 

 

○参加者数   736人《1,032人》 

留学生     682人《948人》 

同伴者      54人《 84人》 

 

・無料観覧（総合文化展のみ） 

・ボランティアによる茶会 

参加者数：52人（2回計）（前年度 3回） 

・ボランティアによる英語ガイド 

参加者数：625人 

・ボランティアによるガイドツアー 

参加者数：234人 

・留学生アンケート回答者数 247人 

回収率   33％ 

・出身国：中国 44％、台湾 15％、韓国 2％、タイ

6％ 他 

・認知経路：ポスター53％(ポスターと回答したう

ちの掲示場所：学校 108件、その他 14件) 友人

から 27％、インターネットから 15％、学校関係

者から 7％ 

・参加したイベント：観覧のみ 46％、お茶会（今 

年度から有料化）10％、 

本館ハイライトガイドツアー20％、英語ガイド

20％ 

京都国立博物館 

 

11月 4日(土) 

9：30～18：00 

○参加者数  63人《107人》 

留学生    60人《106人》 

同伴者    3人《  1人》 

 

・ 特別展覧会「宸翰 天皇の書」無料観覧 

・留学生アンケート回答者数 10人 

(回収率 15％) 

・初めて来館した人が 100％ 

・60％がポスター･チラシで知り、30％が先生･友

達から聞いて来た 

・出身国：回答者すべてがアジア出身 

・特別展の満足度 60％ 

 

奈良国立博物館 

 

11月 1日(木) 

9：00～18：00 

(正倉院展会期中  

 のため 9：00開館) 

○来館者数    13,452人《    15,411人》 

 留学生        125人《     157人》 

  

・「正倉院展」(特別展)及び名品展の無料観覧 

・アンケート実施せず 

 （正倉院展開催中につき実施困難） 

九州国立博物館 

 

11月 3日(土・祝) 

9：30～17：00 

 

○来館者数 

文化交流展(平常展) 2,490人《1,463人》 

留学生        185人《 156人》 

 ※同伴者のカウントはなし 

・文化交流展（平常展）のみ無料観覧 

・国際文化交流ツアーＩＮ九博 

・留学生限定 はじめての茶道体験 

 

・留学生アンケート回答者数 4人(回収率 2％) 

・出身国：中国 100% 

・来館頻度：初めて 100% 

・認知経路：学校関係者から 75%、博物館関係者

から 25％ 

・来館理由：友人や先生が誘って 50%、日本文化

をもっと知りたいから 25%、無料だから 25% 

・参加イベント：国際文化交流ツアー25%、茶道体

験 25%、観覧のみ 50% 

・文化交流展満足度：75%  

・国際交流文化ツアー参加者 27人 

・留学生限定茶道体験参加者 50人 

＊来館者数、参加者数等：《  》内は平成 23年度 
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2-(3) 快適な観覧環境の提供 
2-(3)-① 高齢者、障がい者等に配慮した設備等 

平成25年3月31日現在 

 東京国立博物館 京都国立博物館 奈良国立博物館 九州国立博物館 

障がい者

用トイレ 

 

14ヵ所 

（本館5、平成館2、東洋館1、

法隆寺宝物館1、資料館1、

黒田記念館2（改修中）、表

慶館2（改修中）） 

 

4ヵ所 

（特別展示館1、南門施設1（乳

児ベッド併設）、屋外トイレ1、

文化財保存修理所1 

3ヵ所 

（東新館1、地下回廊2） 

 

 

6ヵ所 

（本体建物） 

 

障がい者

用エレベ

ータ 

11基 

（本館2、平成館1、東洋館4、

法隆寺宝物館1、黒田記念館

2（改修中）、表慶館1（改

修中）） 

昇降装置1基 

（管理棟1） 

4基 

（なら仏像館1、なら仏像館

附属棟1、東新館1、西新館

1） 

2基 

（本体建物） 

 

スロープ 4ヵ所 

（本館、東洋館、法隆寺宝

物館、表慶館） 

3ヵ所 

（特別展示館1、南門施設1、文

化財保存修理所1） 

3ヵ所 

（なら仏像館1、なら仏像館

附属棟1、西新館1） 

─ 

ハンディ 

キャップ 

優先駐車 

2台 

 

3台 ─ 3台 

車椅子 27台 

（正門3、本館4、東洋館2、

平成館15、法隆寺宝物館2、

資料館1） 

15台 

 

 

 

11台 

 

 

28台 

 

 

乳幼児用 

設備 

○ベビーカー     2台 

○ベビーシート  11ヵ所 

○ベビーチェア  10ヵ所 

○ベビーカー    6台 

○ベビーシート    6ヵ所 

○チャイルドシート 1ヵ所 

○ベビーシート 2ヵ所 ○ベビーカー   9台 

○ベビーシート 15ヵ所 

○ベビーチェア  6ヵ所 

24年度整

備事項 

 

   ・身体の不自由な方のため

に、貸出用の杖を20本購

入し、貸出を実施した。 

 

2-(3)-② 音声ガイド実施状況 
東京国立博物館 京都国立博物館 奈良国立博物館 九州国立博物館 

24年度計：225,235台 24年度計：35,037台  24年度計：41,504台 24年度計：114,064台 

・特別展 

｢ボストン美術館 日本美術の  

至宝｣ 

110,123台 

・特別展 

｢青山杉雨の眼と書｣   

     5,013台 

・特別展 

「出雲―聖地の至宝―」 

        16,342台 

・特別展 

「中国 王朝の至宝」     

   24,749台 

・特別展 

「飛騨の円空」 

          31,680台 

・特別展 

「書聖 王羲之」 

          37,328台 

（参考） 

・総合文化展「トーハクなび」 

       1,458台 

 (25年1月22日～3月3日で端末

貸出しを行った台数) 

・特別展 

「王朝文化の華」 

16,567台 

・特別展 

「大出雲展」 

11,956台 

・特別展 

「宸翰 天皇の書」 

2,792台 

・特別展 

「国宝十二天像」 

3,195台 

・特別展 

「狩野山楽・山雪」 

527台 

 

 

・特別展 

「解脱上人貞慶－鎌倉仏教の

本流－」 

（日本語版・一般向け） 

 2,002台 

・特別展 

「頼朝と重源－東大寺再興を

支えた鎌倉と奈良の絆－」 

（日本語版・一般向け） 

 3,474台 

・特別展 

「第64回正倉院展」 

（日本語版・一般向け） 

 34,618台 

（英語版・一般向け） 

120台 

（日本語版・子供向け） 

1,290台 

・文化交流展示 

   5,288台 

（英語版   1,721台） 

（中国語版   808台） 

（韓国語版  2,759台） 

・特別展 

「平山郁夫」展 

16,799台 

・特別展 

「美のワンダーランド」展 

10,639台 

・特別展 

「ベルリン国立美術館」展 

38,780台 

・特別展 

「ボストン美術館」展 

42,558台 
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2-(4) 文化財情報の発信と広報の充実 

2-(4)-① 収蔵品写真（フィルム）等のデジタル化件数 
東京国立博物館 京都国立博物館 奈良国立博物館 九州国立博物館 

画像  776件 

 

画像 2,732 件 

文字 2,168 件 

画像   4,924件 

文字   13,402件 

画像 1,450件 

 

2-(4)-② 収集した情報資料数（総数） 
 東京国立博物館 京都国立博物館 奈良国立博物館 九州国立博物館 

 24年度新規 総数 24年度新規 総数 24年度新規 総数 24年度新規 総数 

写真原板(フィルム) 1,063件 321,015件 2,168件 255,718件 16件 (*1)361,394件 1,480件 22,796件 

デジタル撮影 
8,493件 36,054件 545件 715件 4,944件 (*1)21,527件 662件 

(3,007枚) 
(19,873枚) 

資 

料 

模造 0 0 0 0 0 0 0 0 

模写 0 0 0 0 0 0 0 0 

その他 0 0 0 0 0 0 0 0 

計 0 0 0 0 0 0 0 0 

図 

書 

和書 4,205冊 178,508冊 9,167冊 126,552冊 1,992冊 75,647冊 10,446冊 77,940冊 

漢書 217冊 38,298冊 488冊 21,495冊 32冊 5,016冊 0冊 0冊 

洋書 455冊 12,568冊 286冊 4,256冊 70冊 (*1)1,682冊 159冊 2,263冊 

計 4,877冊 229,374冊 9,941冊 152,303冊 2,094冊 82,355冊 10,605冊 80,203冊 

映画フィルム 0巻 0巻 0巻 24巻 0巻 30巻 0巻 0巻 

スライド 
0本 

0コマ 

0本 

コマ 

0本 

0コマ 

26本 

2,779コマ 

0本 

0コマ 

21本 

2,192コマ 

0本 

0コマ 

0本 

12コマ 

マイクロフィルム 0巻 3,657巻 0巻 359巻 0巻 68巻 0巻 515巻 

※(*1)の項目については、総数再確認の結果、平成23年度年報に記載の23年度総数が修正となった(〈奈良博〉写真原板(フィル

ム)372,304枚→361,378枚 デジタル撮影16,561枚→16,583枚 洋書1,622枚→1,612枚)。本表の記載は、この修正を踏まえた

ものである。 

 

 

東京国立博物館資料館の利用者数（過去5年間） 
 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

利 用 者 数 2,764人 2,898人 2,796人 3,385人 4,828人 

閉 架 図書 （閲 覧） 3,757件 7,527件 3,138件 3,032件 3,561件 

マイクロフィルム（閲覧） 596件 577件 994件 573件 603件 

レファレンスサービス 4,024件 2,973件 3,339件 2,783件 6,249件 

コ ピ ー サ ー ビ ス 22,669枚 22,438枚 26,210枚 19,983枚 25,419枚 

 ※23年9月1日より、従来からの西門入館利用に加え、正門からの来館者に対し資料館東口からの利用を開始した。以後の利用者数はこれを

含む。 
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2-(4)-③ 特別観覧件数

申請件数 平成25年3月31日現在

合計 有料 無料 合計 有料 無料 合計 有料 無料 合計 有料 無料 合計 有料 無料

410 18 392 198 11 187 63 2 61 60 1 59 89 4 85

84 5 79 7 3 4 13 2 11 28 0 28 36 0 36

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 9 3 6

0 0 0 1 0 1

1 0 1 0 0 0

1 0 1 0 0 0

302 1 301 182 0 182 48 0 48 29 0 29 43 1 42

点数 平成25年3月31日現在

合計 有料 無料 合計 有料 無料 合計 有料 無料 合計 有料 無料 合計 有料 無料

2,289 75 2,214 1,180 35 1,145 326 4 322 120 1 113 669 35 634

568 25 543 39 21 18 104 4 100 50 0 50 375 0 375

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 31 20 11

0 0 0 1 0 1

14 0 14 0 0 0

1 0 1 0 0 0

1,652 15 1,637 1,126 0 1,126 207 0 207 57 0 57 262 15 247

2-(4)-④ 画像利用件数（フィルムを含む）

申請件数 平成25年3月31日現在

合計 有料 無料 合計 有料 無料 合計 有料 無料 合計 有料 無料 合計 有料 無料

モノクロ 0 0 0 0 0 0

カラー 9 1 8 9 1 8

モノクロ 2 0 2

カラー 157 50 107

モノクロ 110 91 19 103 87 16 7 4 3

カラー 2 0 2 0 0 0 2 0 2

173 118 55 165 112 53 8 6 2

点数 平成25年3月31日現在

合計 有料 無料 合計 有料 無料 合計 有料 無料 合計 有料 無料 合計 有料 無料

モノクロ 0 0 0 0 0 0

カラー 16 3 13 16 3 13

モノクロ 15 0 15

カラー 1,313 144 1,169

モノクロ 551 157 394 400 148 252 151 9 142

カラー 3 0 3 0 0 0 3 0 3

320 206 114 303 195 108 17 11 6

京都国立博物館 奈良国立博物館 九州国立博物館

九州国立博物館

奈良国立博物館 九州国立博物館

1

8 8 0

京都国立博物館 九州国立博物館

14 14

2,474

区    分
国 立 博 物 館 東京国立博物館

81220

合       計

写 真 撮 影

映  画  撮  影

テ レ ビ 撮 影

ビ デ オ 撮 影

奈良国立博物館

熟          覧

区    分

04 4 0 1

東京国立博物館

模          写

17

画像再利用

画
像
利
用

デジタル
データ提供

1,599 875

146

画
像
利
用

0

プリント
での提供

熟          覧

画像再利用

映  画  撮  影

テ レ ビ 撮 影 52 35

プリント
での提供

模          写

フィルム
での提供

0 1

京都国立博物館

6

1

写 真 撮 影

模          造

国 立 博 物 館

1,150 786

17 0

合       計

17

ビ デ オ 撮 影

デジタル
データ提供

フィルム
での提供

5,273 2,504

模          造

区    分
国 立 博 物 館

区    分
国 立 博 物 館

197

10

京都国立博物館

東京国立博物館

364 685 539

2,769

109306

1,471 761 710

奈良国立博物館

（画像提供業務を
外部へ委託）

東京国立博物館

（画像提供業務を
外部へ委託）

1 1

1 5

1

1

2

0 1
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2-(4)-⑤ 広報実績一覧 
 

【東京国立博物館】 
(1) 総合文化展（平常展） 
・特別企画 

「博物館でお花見を」 

会期：平成24年3月20日（火・祝）～4月15日(日) 

ターゲット：一般の美術愛好家、家族連れ、国内外からの観光客 

重点項目：広く一般のマスコミを通じた情報提供。 

特記事項：イベント広報を通じて、まだ博物館に来たことのない人の来館を促進。 

リリースの配信(約280件)、 

J-WAVEとのタイアップイベント「J-WAVE SPRING FESTIVAL@トーハク」を開催。事前告知及び当日の公開生放送。 

種類 設置場所・件数等 

ポスター・チラシ・ＤＭ送付 約1,300件(全国博物館・美術館・学校・ホール・大使館・ギャラリー・ホテル・旅館・インタ

ーナショナルスクール・カルチャーセンター等) 

交通広告  

 

駅貼り(ＪＲ京浜エリアシングル 23駅 46枚、中央総武シングル 19駅38枚、東京メトロ、東

京メトロシングル24駅 60枚 京王電鉄 約10駅80枚) 

新聞・雑誌広告 朝日新聞、読売新聞、毎日新聞、ジャパンタイムズ、デイリーヨミウリ 各1回 

テレビ広告 ― 

新聞掲載 読売新聞 など 

テレビなど Ｊ－ＷＡＶＥタイアップ放送、レディス４（テレビ東京）、すっきり(日本テレビ)、ゆうどき

ネットワーク（NHK）ほか 

雑誌掲載 春びあ 、東京ウォーカー、With、婦人公論 ほか 

博物館ニュース 特集2回 

インターネット 当館ウェブサイトでの紹介、ブログ関連記事7回、メールマガジンでの情報配信 

 

「秋の特別公開」 

会期：平成24年9月15日（土）～9月30日(日) 

ターゲット：一般の美術愛好家、家族連れ、国内外からの観光客 

重点項目：広く一般のマスコミを通じた情報提供。 

特記事項：イベント広報を通じて、まだ博物館に来たことのない人の来館を促進。 

リリースの配信(約280件)。 

J-WAVEとのタイアップイベント「TOKYO NATIONAL MUSEUM 140th”J-WAVE MUSIC CELEBRATION”」を開催。J-WAVEで事前 

告知、及び後日特別番組放送。 

種類 設置場所・件数等 

ポスター・チラシ・ＤＭ送付 約930件(1都3県博物館・美術館・23区高校・ギャラリー・ホテル・旅館・カルチャーセンター

等) 

交通広告 駅貼り(ＪＲ上野駅、鶯谷駅 計8枚) 

新聞・雑誌広告 朝日新聞、読売新聞、毎日新聞、日経新聞 各1回 

テレビ広告 ― 

新聞掲載 読売新聞 ほか 

テレビなど J-WAVEタイアップイベント 

雑誌掲載 日経おとなのＯＦＦ（日経BP） ほか 

博物館ニュース 予告1回、特集1回 

インターネット 当館ウェブサイトでの紹介、ブログ関連記事7回、メールマガジンでの情報配信 

 

・特集陳列「尚意競艶 宋時代の書」  

会期：平成 24年 10月 2日（火）～11月 25日(日) 

ターゲット：書道愛好家 

重点項目：新聞及び書・美術専門雑誌に向けてのプロモート 

特記事項：台東区立書道博物館との連携企画。 

リリースを配信(約280件) 

2館連携報道内覧会の実施 (10月1日、20人出席) 

種類 設置場所・件数等 

ポスター・チラシ・ＤＭ送付 台東区書道博物館から送付 

交通広告  駅貼り広告(ＪＲ上野駅、鶯谷駅 計3枚) 

新聞・雑誌広告 ― 

テレビ広告 ― 

新聞掲載 ― 

テレビなど ― 

雑誌掲載 「月刊書道界」、毎日新聞 ほか 

博物館ニュース 注目の特集蘭掲載 1回 

インターネット 当館ウェブサイトでの紹介、メールマガジンでの情報配信 

 

・特別企画 

「留学生の日」 

会期：平成24年10月6日（土） 

ターゲット：留学生 

重点項目：学校を通じた広報 

特記事項：リリースの配信(約280件)、ポスター・チラシの制作、学校へのＤＭ 
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種類 設置場所・件数等 

ポスター・チラシ・ＤＭ送付 約510件(大学、語学専門学校等) 

交通広告  ― 

新聞・雑誌広告 ― 

テレビ広告 ― 

新聞掲載 ― 

テレビ・ラジオなど ― 

雑誌掲載 ― 

博物館ニュース 告知2回 

インターネット 当館ウェブサイトでの紹介、ブログ関連記事1回、メールマガジンでの情報配信 

 

・特別企画 

「博物館に初もうで」、「東洋館リニューアルオープン」キャンペーン 

会期：平成25年1月2日（月・休）～27日(日) 

ターゲット：一般の美術愛好家、20～40代女性、家族連れ、国内外からの観光客 

重点項目：俳優の井浦新氏をポスターに起用。知的でさわやかなイメージによる館のイメージアップと、20～40代の女性の新規来館者獲得を

目指した。 

特記事項：東洋館リニューアルと初もうでイベントとの相乗効果を狙ったシリーズ広告展開。 

     リリースの配信（約830件）。 

平成24年9月14日報道発表会･プレオープンツアー実施 64人出席。平成24年12月20日 報道内覧会実施 109人出席 

     平成25年 1月2日 鏡開きイベントに井浦新氏出演 

種類 設置場所・件数等 

ポスター・チラシ・ＤＭ送付 約2,100件(博物館・美術館・学校・大使館・ギャラリー・カルチャーセンター等) 

交通広告  

 

駅貼り（JR上野駅集中貼、ＪＲ鶯谷駅、東京メトロ、東急、京王、京成 計約40駅約260枚) 

駅ボード（ＪＲ主要駅 ＳＷボード36駅 40面）、動画メトロビジョン(1期1週間) 

新聞・雑誌広告 朝日新聞夕刊10段カラー１回、読売新聞夕刊10段カラー1回、毎日新聞夕刊10段カラー1回、

朝刊 10段カラー1回、産経新聞5段カラー1回、ジャパンタイムズ1／16 1回、デイリー読売

1／16 1回 

テレビ広告 ― 

新聞掲載 朝日新聞、産経新聞、読売新聞、毎日新聞、神奈川新聞、東京新聞、静岡新聞、新潟日報、

熊本日日新聞、山陰中央日報、両毛新聞 ほか 

テレビ・ラジオなど NHKニュース、王様のブランチ(TBS)、ぶらぶら美術館(日本テレビ) ほか 

雑誌掲載 月刊美術、東京人、ノジュール、美術手帖、展覧会ガイド、一個人、芸術新潮、朝日小学生

新聞、冬ウオーカー、美術の窓、新美術新聞、サライ、anan ほか 

博物館ニュース 東洋館予告 連載 12回、東洋館 特集3回、初もうで 特集1回 

インターネット 当館ウェブサイトでの紹介、ブログ関連記事初もうで1回、東洋館13回、メールマガジンでの

情報配信 

日本テレビNEWS24 、サンスポウェブ ほか 

 

・特別企画 

「博物館でお花見を」 

+会期：平成25年3月19日（火）～4月14日(日) 

ターゲット：一般の美術愛好家、家族連れ、日本人および外国人観光客 

重点項目：広く一般のマスコミを通じた情報提供。 

特記事項：イベント広報を通じて、まだ博物館に来たことのない人の来館を促進。家族づれや外国人観光客向けの媒体へのプロモートを実施。 

種類 設置場所・件数等 

ポスター・チラシ・ＤＭ送付 約1,239件(博物館・美術館・学校・ホール・大使館・ギャラリー・ホテル・旅館・カルチャー

センター等) 

交通広告  

 

 駅貼り(ＪＲ山手シングル 15駅 30面、ＪＲ上野・鶯谷・横浜･大宮4駅 8面、東京メトロ上

野・浅草・稲荷町・六本木・竹橋・表参道・東京など16駅 22面、京王電鉄 約10駅 100面、

京成電鉄14駅 14面) 

新聞・雑誌広告 朝日新聞1回、読売新聞2回、毎日新聞1回、ジャパンタイムズ1回、デイリーヨミウリ1回 

テレビ広告 ― 

新聞掲載 読売新聞、毎日新聞、東京新聞 他 

テレビなど めざましテレビ(フジテレビ)、情報7daysニュースキャスター(テレビ朝日) 他 

雑誌掲載 クロワッサン(マガジンハウス)、ノジュール（JTBパブリッシング）、日経おとなのOFF(日経

BP)、東京ウオーカー(カドカワマガジンズ)、週刊朝日（朝日新聞出版） 他 

博物館ニュース 特集2回 

インターネット 当館ウェブサイトでの紹介、ブログ関連記事1回、メールマガジンでの情報配信 

 

・長期的な交通広告 

JR上野駅公園口 ADビジョン デジタルサイネージ 7面  15秒枠 平成24年4月～25年3月 

羽田空港 京成新国際ターミナル駅 上下線ホームピラー、可動柵広告平成22年12月～25年3月 

 

・教育普及アプリケーション 

  トーハクなび 改訂版･アプリ配信  

  記者体験会 平成24年4月17日 （39人出席） 
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(2) 特別展・共催展等(海外展・巡回展を含む) 

 

 展覧会名：特別展「ボストン美術館 日本美術の至宝」  

会期：平成24年3月20日（火）～6月10日（日） 

ターゲット：広く一般の歴史及び美術ファン 

重点項目：マスコミ及び交通広告、新聞広告等による広く一般への情報提供。絵画作品、主に曽我蕭白筆「雲龍図」をメイン作品として 

特記事項：静嘉堂文庫美術館との半券相互割引の実施。 

 

① 広報媒体 

種類 設置場所・件数等 

ポスター・チラシ・ＤＭ送付 

ジュニア用ワークシートＤＭ送

付 

約7,500件(博物館・美術館・学校（小・中・高・大）、ギャラリー、図書館等) 

ジュニア用ワークシート：東京近郊小中学校に送付、ウェブサイトからのダウンロード、会場内にて

配布 

交通広告  駅ボード／JR：NTII（88駅103面）、SVA（40駅50面）、新SWボード（36駅40面）、YBB（19駅25面）、

私鉄：SSボード（101駅102面）、フレコミボード（43駅43面）                  ポ

スター駅貼り・車内吊等（京王、京成 多数） 

電飾看板（20駅20面） 

新聞・雑誌広告 朝日新聞 2回 

テレビ広告 ― 

新聞掲載 朝日新聞(特集記事、行啓報道)ほか 

テレビ/ラジオ 日曜美術館本編・アートシーン（NHK）、あさイチ（NHK）、特番「帰ってきたニッポンの宝！ボスト

ン美術館 秘蔵の超傑作」（NHK）、極上 美の饗宴（NHK BSプレミアム）、エルムンド（NHK BS1）、

美の巨人たち（テレビ東京）、ぶらぶら美術・博物館（BS日テレ）、NIKKEI×BS LIVE「7 P.M」（BSJAPAN）、

ラジオ深夜便（NHKラジオ）、エフエムえどがわ ほか 

雑誌掲載 別冊 男の隠れ家（グローバルプラネット）、芸術新潮（新潮社）、日経おとなのOFF（日経BP）、ノ

ジュール（JTBパブリッシング）、サライ（小学館）、和楽（小学館）、いきいき（いきいき）、歴

史読本（新人物往来社）、美術手帳（美術出版ホールディングス）、ぴあ（ぴあ）ほか 

博物館ニュース 告知2回、特集2回 

インターネット 当館ウェブサイトでの紹介、ブログ関連記事19回、メールマガジンでの情報配信、公式ホームページ、

共催者(NHK、NHKプロモーション、朝日新聞社)ウェブサイトでの紹介 

インターネットミュージアム（丹青社）、上野経済新聞（上野経済新聞）、TOKYO ART BEAT（GADAGO）、

artscape (大日本印刷) ほか 

 

②パブリシティー情報掲載・放映 

新聞 515件、雑誌 310件、テレビ/ラジオ 16件、インターネット 41件 

③報道発表会 平成23年11月15日 平成館大講堂にて (91人出席) 

④報道内覧会 平成24年3月19日(134人出席) 

⑤教員内見会  平成24年4月20日（265人出席） 

 

 

 展覧会名：「青山杉雨の眼と書」展  

会期：平成24年7月18日（水）～9月9日(日) 

ターゲット：謙信書道会の会員えお中心に書を嗜む人、骨董ファン 

重点項目：専門誌及び新聞広告、交通広告による全国の書道家への情報提供。 

杉雨の過去最大の回顧展であることをアピール。 

杉雨による中国書画や文房四宝のコレクションを紹介し骨董ファンにアピール。 

特記事項：書のデモンストレーション（席上揮毫）、親子書道教室の開催 

 

① 広報媒体 

種類 設置場所・件数等 

ポスター・チラシ・ＤＭ送付 約4,500件(美術館、博物館、カルチャーセンター、生涯学習センター、画廊、画材、表具店、筆墨店、

都内教育委員会、大学、高校、上野周辺商店街) 

交通広告  ・ＪＲ山手線25駅40面（Ｂ０＝40枚）・メトロ39駅45面（Ｂ０＝45枚）・ＪＲ上野駅Ｊ・ＡＤビジョ

ン・京成線窓上（Ｂ３＝５５０枚）・東武・日比谷線窓上（Ｂ３＝２１０枚）・東武・半蔵門線窓上

（Ｂ３＝２５０枚）・京成上野駅（Ｂ２＝１枚）・都営大江戸線六本木駅（Ｂ２＝１枚） 

・西武池袋駅（Ｂ２＝１枚）・東武池袋駅（Ｂ２＝１枚）・メトロ東池袋（Ｂ２＝１枚） 

・有楽町イトシア地下広場ボード（Ｂ０＝１０枚） 

新聞・雑誌広告 読売新聞10回、朝日新聞 2回、毎日新聞 1回 

新聞掲載 読売新聞(特集3回、コラム3回、3万3千人来場報道ほか多数)、毎日新聞、朝日新聞、夕刊フジほか 

雑誌掲載 墨（芸術新聞社）、月刊書道界（藤樹社）、書道ジャーナル（書道ジャーナル）、書21（匠）月刊書

道ジャーナル（書道ジャーナル研究所）歴史人（KKベストセラーズ）、bun-ten（フィネス）習字ク

ラブ（日本習字学会）、日経おとなのOFF（日経BP）、修美（修美）、創美（創美）、美術の窓（生

活の友社），週刊新潮（新潮社）ほか 

博物館ニュース 予告1回、特集1回、企画ページ1回 

インターネット 当館ウェブサイトでの紹介、ブログ関連記事8回、メールマガジンでの情報配信 

共催者(読売新聞)ウェブサイトでの紹介、インターネットミュージアム、朝日新聞デジタル、財経新

聞、Pen WEBほか 

 

②パブリシティー情報掲載・放映 

新聞 119件、雑誌 44件、テレビ/ラジオ 0件、インターネット 22件 

③記者発表会 平成24年5月10日 平成館大講堂にて (50人出席) 

④報道内覧会 平成24年7月17日(67人出席) 
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⑤書のデモンストレーション 24年8月16日(385人参加) 

 

展覧会名：特別展「出雲－聖地の至宝－」  

会期：平成24年10月10日（水）～11月25日(日) 

ターゲット：広く一般の歴史及び美術ファン、考古学・古代史ファン 

重点項目：マスコミ及び新聞広告、交通広告による広く一般への情報提供。 

古事記編纂1300年や出雲大社大遷宮の記事等に関連した取材・掲載のプロもート。 

島根県のイベントを利用した広報。 

 

① 広報媒体 

種類 設置場所・件数等 

ポスター・チラシ・ＤＭ送付 

ジュニア用ワークシートＤＭ送付 

約7,600件(博物館・美術館・学校（小・中・高・大）、ギャラリー、美術関連団体、図書館等) 

ジュニア用ワークシート：東京近郊小中学校に送付、ウェブサイトからダウンロード、および会場

内にて配布 

交通広告  駅ボード JR沿線（主要駅135面）、私鉄沿線（都内私鉄主要駅12面）、ポスター駅貼り、中吊り(京

王 3300枚)、電飾（メトロ20面） 

新聞・雑誌広告  

テレビ広告 NHKスポット、番組内で多数回 

新聞掲載 読売新聞(特集、連載コラム、10万人報道、行幸啓報道)ほか 

テレビ放映 日曜美術館（アートシーン）（NHK）、新日本風土記スペシャル－出雲－（NHK）、こんにちはいっ

と6けん(NHK)、首都圏ニュース845（NHK）、JAPAN 7Days（NHK WORLD TV）、古代ロマン 歴史の

源流・出雲（BS-TBS、BSS山陰放送）、ウダハンマド・ウダイマ（古事記翻訳者）観覧シーン（ク

ウェート国営テレビほか）ほか 

雑誌掲載 月刊美術（サン･アート）、美術の窓（生活の友社）、皇室（メディア・ミックス）、産業新潮（産

業新潮社）、うえの（上野のれん会）、tagboat（TOKYO ART GUIDE）、挿花（小原流挿花）、ほか 

博物館ニュース 予告2回、特集1回 

インターネット 当館ウェブサイトでの紹介、ブログ関連記事12回、メールマガジンでの情報配信 

公式ウェブサイト、共催者(NHK、NHKプロモーション)ウェブサイトでの紹介 

NHK NEWSWEB（NHK）、YOMIURI ONLIN（読売新聞）、インターネットミュージアム（丹青社）、イ

ベントレポートWEB（インタークロス・コミュニケーションズ）、台東区役所（台東区）、上野経

済新聞（上野経済新聞）、上野・浅草ガイドネット ほか 

 

②パブリシティー情報掲載・放映 

新聞 122件、雑誌 91件、テレビ/ラジオ  14件、インターネット 44件 

③記者発表会 平成24年6月7日 平成館大講堂にて (37人出席) 

④報道内覧会 平成24年10月9日(150人出席) 

⑤教員鑑賞会 平成24年10月19日(213人出席) 

 

 展覧会名：特別展「中国 王朝の至宝」  

会期：平成24年10月10日（水）～12月24日（月・休） 

ターゲット：広く一般の歴史及び美術ファン、中国美術ファン 

重点項目：マスコミ及び新聞広告、交通広告による広く一般への情報提供。 

特記事項：NHK・BSプレミアムで放送中のアニメ番組「キングダム」とのタイアップ広報。音声ガイドも通常版に加え「キングダム」版を制作。 

日中国交問題により、一部テレビCM・新聞広告などへの出稿見送り。 

展覧会中盤にマスコミ特別内覧会とブロガー招待会を実施。 

  

① 広報媒体 

種類 設置場所・件数等 

ポスター・チラシ・ＤＭ送付 

ジュニア用ワークシートＤＭ送付 

約13,200件(博物館・美術館・学校（小・中・高・大）、ギャラリー、図書館等) 

ジュニア用ワークシート：東京近郊小中学校に送付、ウェブサイトからダウンロード、および会場

内にて配布 

交通広告  駅ボード JR（NT 87駅94面）（SW 35駅40面）、私鉄9社（100駅100面）、JR新宿駅西口 B1ポス

ター62面、ポスター駅貼り等(京王)、東京メトロ・都営地下鉄電飾（26面） 

車内吊等（京王）、新宿屋外ビジョン ほか 

新聞・雑誌広告 毎日新聞93回、朝日新聞 1回 

テレビ広告 NHKスポット、TBSテレビスポット18回、BS－TBSテレビスポット32回 ほか 

新聞掲載 毎日新聞(連載記事、開幕記事、アグネスチャンさん取材、10万人報道、行幸啓報道)、朝日新聞、

読売新聞、日本経済新聞、産経新聞、The Japan Times ほか 

テレビ放映 日曜美術館（NHK）、こんにちは いっと６けん(NHK)、美の巨人たち（テレビ東京）、日経CNBC（日

経映像）、チェックタイム（TOKYO MX）、ラジオ深夜便、つながるラジオ（NHKラジオ）ほか 

雑誌掲載 芸術新潮（新潮社）、目の眼（里文出版）、月刊美術（実業之日本社）、新美術新聞（美術年鑑社） 

、日経おとなのOFF（日経BP）、サライ（小学館）、COURRiER Japon（講談社）、一個人（ベスト

セラーズ）、クロワッサン（マガジンハウス）、毎日が発見（角川マガジンズ）ほか 

博物館ニュース 予告2回、特集2回 

インターネット 当館ウェブサイトでの紹介、ブログ関連記事6回、メールマガジンでの情報配信 

公式ウェブサイト、共催者(NHK、NHKプロモーション)ウェブサイトでの紹介 

FIGARO.JP、Pen Online（阪急コミュニケーションズ）、OZグランデ（スターツ出版）、VOGUE.com

（コンデナスト・ジャパン）、大人のカルチャーガイド（ひば倶楽部）ほか 

 

②パブリシティー情報掲載・放映 

新聞 306件、雑誌 94件、テレビ/ラジオ 13件、インターネット 132件 

③報道発表会 平成24年6月21日 平成館大講堂にて (75人出席) 
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④報道内覧会 平成24年10月9日(186人出席) 

⑤教員内覧会 平成24年10月19日(216人出席) 

⑥マスコミ特別内覧会 平成24年11月8日(40人出席)、ブロガー招待会 平成24年11月8日(37人出席) 

 

 

展覧会名：特別展「飛驒の円空－千光寺と周辺の足跡－」  

会期：平成25年1月12日（土）～4月7日(日) 

ターゲット：広く一般の歴史及び美術ファン、仏像ファン 

重点項目：マスコミ及び新聞広告、交通広告による広く一般への情報提供。 

「深い森に育まれた仏たち」のキャッチで、飛騨の森のイメージとともに円空仏ファン、寺社仏閣ファンのみならず、仏像好きの若年層にアプ

ローチ 

特記事項：東洋館リニューアルオープンキャンペーンキャラクター・井浦新さん関連企画 

月刊「ＤＯＭＡＮＩ」連載第1回千光寺の円空仏、音声ガイドナレーション。 

平成25年2月12日 井浦 新トークイベント＆夜間貸切鑑賞会 

 

① 広報媒体 

種類 設置場所・件数等 

ポスター・チラシ・ＤＭ送付 

ジュニア用ワークシートＤＭ送付 

約6,200件(博物館・美術館・学校（小・中・高・大）、ギャラリー、図書館等) 

ジュニア用ワークシート：東京近郊小中学校に送付、ウェブサイトからダウンロード 

交通広告  駅ボード JR沿線（主要駅38面）、まど上（京成まど上）、ポスター駅貼り等(京王沿線 多数)、

駅看板 東京メトロ駅看板 東京メトロ沿線（主要駅15面）JR上野駅JADビジョン（上野駅7面）、

有楽町ビックビジョンＣＭ、柱広告（有楽町地下街イトシア22面） 

新聞・雑誌広告 読売新聞 6回 

テレビ広告 NHKスポット多数回 

新聞掲載 読売新聞(42回 うち特集12回)ほか 

テレビ放映 日曜美術館(NHK)、ニュース（NHK）、こんにちはいっと6けん(NHK)、美の巨人たち（2月2日放送）、

ジェイコムチャンネル（台東区役所）、岐阜放送、ぶらぶら美術館 ほか 

雑誌掲載 美術手帖（美術出版社）、サライ（小学館）、いきいき（いきいき）、毎日が発見（角川マガジン

ズ）、日経おとなのOFF（日経PP）、和楽（小学館）、目の眼（里文出版）、挿花（小原流挿）、

新美術新聞（美術年鑑社）美術の窓（生活の友社）月刊絵手紙（日本絵手紙協会） ほか 

博物館ニュース 予告2回、特集1回 

インターネット 当館ウェブサイトでの紹介、ブログ関連記事3回（1月22日現在）今後随時更新、メールマガジンで

の情報配信 

公式ウェブサイト、共催者(NHK、NHKプロモーション)ウェブサイトでの紹介 

インターネットミュージアム（丹青社）、MSN産経ニュース（産経新聞）、クラブツーリズム（ク

ラブツーリズム）、上野経済新聞（上野経済新聞）ほか 

 

②パブリシティー情報掲載・放映 

新聞 31件、雑誌 87件、テレビ/ラジオ 9件（取材予定含む）、インターネット 18件 いずれも1月18日現在  

③記者発表会 平成24年9月6日 平成館大講堂にて (51人出席) 

④報道内覧会 平成25年1月11日(145人出席) 

⑤教員鑑賞会 平成25年1月26日(234人出席) 

 

 
 展覧会名：「書聖 王羲之」展  

会期：平成25年1月22日（火）～3月3日(日) 

ターゲット：書を嗜む人、中国の書、歴史（中国史、古代史、蘭亭序、王羲之）ファン 

重点項目：専門誌及び新聞広告、交通広告による書の愛好家への情報提供。 

特記事項：新発見･世界初公開 大報帖 を毎日新聞一面、ＮＨＫニュースで取り上げた。 

書のデモンストレーション（席上揮毫）、ワークショップ「王羲之の複製を作ろう」 

二松学舎大学学生向けチケットの題字コンクール 

 

① 広報媒体 

種類 設置場所・件数等 

ポスター・チラシ・ＤＭ送付 

ジュニア用ワークシートＤＭ送付 

約5,702件(美術館、博物館、ギャラリー、各種学校（関東北３県）、大学図書館（関東北３県）、

本屋、古書店、筆墨硯紙店など) 

交通広告  地下鉄電飾看板（毎日新聞社枠①東西線 飯田橋②都営浅草線 新橋③都営新宿線 神保町ほか、 

20駅20面)、ニューターミナルボード Part１（JR） 89駅98面（3ｍ×4ｍ）※うち5面が3ｍ×8

ｍ、私鉄 京王・井の頭線B1ボード:10駅132枚、B0ボード 1駅2基、B3中刷り 970枚 

新聞・雑誌広告 毎日新聞 22回、読売新聞 4回、朝日新聞 5回、BM(美術の杜出版) 

テレビ広告 NHKスポット、TBS、BS-TBS、BS11でのＣＭ(15秒)多数回 

新聞掲載 毎日新聞(カラー特集4回 王羲之新発見資料「大報帖」、連載コラム18回、開会式、開幕、10万人

報道、行幸啓報道)、朝日新聞（新年特集カレンダー、開幕記事など4回）、朝日小学生新聞、中国

語版朝日新聞ほか 

テレビ放映 こんにちはいっと6けん (NHK)、書聖・王義之の革命（NHK）、GAKU-Shock（ＴＢＳラジオ）、ＮＨ

Ｋラジオニュース（ＮＨＫラジオ）ほか 

雑誌掲載 月刊書道界（藤樹社）、書道ジャーナル（書道ジャーナル）、月刊水墨画（ユーキャン）、茶道専

門誌 淡交（淡交社）、創美（創美）、日経おとなのOFF（日経BP）修美（修美）、洋泉社ＭＯＯK

「絶対に見ておきたい至高の美術展2013」（洋泉社）和楽（小学館）、日経アソシエ（日経ＢＰ）、

週刊女性（主婦と生活社）、週刊朝日（朝日新聞出版）ほか 

博物館ニュース 予告1回、特集2回 
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インターネット 当館ウェブサイトでの紹介、ブログ関連記事8回、メールマガジンでの情報配信、公式ウェブサイ

ト、共催者(毎日新聞社、NHK、NHKプロモーション)ウェブサイト、Walker PLUS(角川)、Ancient 

History Encyclopedia、Pen Online、Art Annual online (新美術新聞)での紹介ほか 

 

②パブリシティー情報掲載・放映 

新聞 180件、雑誌 68件、テレビ/ラジオ 3件、インターネット 56件 

③記者発表会 24年11月9日 東洋館TNM ＆ TOPPAN ミュージアムシアターにて (72人出席) 

④報道内覧会 1月18日(109人出席) 

⑤教員鑑賞会 1月27日(234人出席)※円空展と同時開催 

⑥書のデモンストレーション １月31日 平成館ラウンジ 

⑦ワークショップ 2月13日 平成館小講堂（30人出席） 

 

 

【京都国立博物館】 
(1)平常展 
平常展示館建て替え工事に伴い、平常展示休止中。 

 

(2)特別展等・共催展等 
 展覧会名：特別展覧会「王朝文化の華 ―陽明文庫名宝展―」 

会  期：4月17日～5月27日(37日間)   

広報媒体：ポスター、ちらし、情報誌、ホームページ、新聞、ラジオ、公共放送等 

記者発表会：4月16日に実施 

 

 展覧会名：特別展覧会「古事記 1300年 出雲大社大遷宮 大出雲展」 

会  期：7月 28日～9月 9日(38日間) 

広報媒体：ポスター、ちらし、情報誌、ホームページ、新聞、ラジオ、公共放送等 

記者発表会：7月27日に実施 

 

 展覧会名：特別展覧会「宸翰 天皇の書 ―御手が織りなす至高の美―」 

会  期：10月 13日～11月 25日(38日間) 

広報媒体：ポスター、ちらし、情報誌、ホームページ、新聞、ラジオ、公共放送等 

記者発表会：9月26日、10月12日、11月19日に実施 

 
 展覧会名：特別展観「国宝 十二天像と密教法会の世界」 

会  期：25年 1月 8日～2月 11日(31日間) 

広報媒体：ポスター、ちらし、情報誌、ホームページ、新聞、ラジオ、公共放送等 

記者発表会：11月19日、25年1月8日に実施 

 
展覧会名：特集陳列「成立800年記念『方丈記』」 

会  期：25年 1月 8日～2月 11日(31日間) 

広報媒体：ポスター、ちらし、情報誌、ホームページ、新聞、ラジオ、公共放送等 

記者発表会：11月19日、25年1月8日に実施 

 

展覧会名：特別展覧会「狩野山楽・山雪」 

会  期：25年 3月 30日～5月 12日(39日間) 

広報媒体：ポスター、ちらし、情報誌、ホームページ、新聞等 

記者発表会：12月5日、3月29日に実施 

 

 

展覧会名：特別展「美のワンダーランド 十五人の京絵師」 

会  場：九州国立博物館 

会  期：7月10日～9月2日(49日間) 

広報媒体：ポスター、ちらし、情報誌、ホームページ、新聞、ラジオ、公共放送等 

 

 展覧会名：特別展「国宝の名刀 ―京都国立博物館と小松コレクション―」 

会  場：ふくやま美術館 

会  期：12月15日～25年1月20日(26日間) 

広報媒体：ポスター、ちらし、情報誌、ホームページ、新聞等 

 

【奈良国立博物館】 
(1)名品展(平常展) 
広報媒体：博物館だより、新聞、テレビ等 

 

(2)特別展・共催展等 
 展覧会名：御遠忌800年記念特別展「解脱上人貞慶 ―鎌倉仏教の本流―」 

会期：平成24年4月7日～5月27日 

広報媒体：ポスター、ちらし、博物館だより、新聞、テレビ特集番組等 

 

 展覧会名：特別展「頼朝と重源 ―東大寺再興を支えた鎌倉と奈良の絆―」 

会期：平成24年7月21日～9月17日 

広報媒体：ポスター、ちらし、博物館だより、新聞、テレビ等
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 展覧会名：特別展「第64回正倉院展」 

会期：平成24年10月27日～11月12日 

広報媒体：ポスター、ちらし、博物館だより、新聞、駅構内看板、テレビ特集番組等 

 

【九州国立博物館】 
(1)文化交流展（平常展） 
特記事項:   

①広報媒体 

種類 設置場所・件数等 

ポスター・チラシ等送付 約 300件（学校・公共施設・旅行会社等） 

交通広告 ポスター駅貼り等（西鉄・ＪＲ）、チラシの設置（西鉄・ＪＲ） 

雑誌掲載 太宰府市の広報誌に博物館コラムを毎月掲載、九州国立博物館&太宰府天満宮フリーペーパーに掲載（年 4回）、

「週刊 一度は行きたい世界の博物館 第 47号」（朝日新聞出版）、文教ニュース、飛翔 vol．257 

テレビ CM を制作・放映［秋のテレビ CM（「トピック展示 茶の湯を楽しむⅤ 芦屋釜と館蔵茶道具」、「古事記完

成 1300年記念特別公開 古事記伝と九州の国学者」、10月 1日～10月 14日放送、冬のテレビ CM（「トピッ

ク展示 江戸の粋、印籠 フィンランド・クレスコレクション」1月 4日～1月 13日放送］ 

季刊情報誌「アジア―ジュ」 年 4回発行（4月 1日、7月 1日、10月 1日、平成 25年 1月 1日） 

文化交流展室解説、トピック展示特集、博物館ニュース、イベントスケジュール等 

ウェブサイト 当館ウェブサイトでの紹介、メールマガジンでの情報配信 

朝日新聞出版「世界の博物

館」九州国立博物館特集 

案内パネル設置（3 箇所）、ミュージアムショップで「世界の博物館」販売、掲載作品の文化交流展示室マッ

プを作成 

 

・広報テレビ番組「九博のたからもの」 

平成 24年 10月 4日から平成 25年 3月まで、毎週木曜日夜 8時 49分から 2分間、ＲＫＢ毎日放送でレギュラー番組を制作・放送した。 

（全 25回）（＊11月 1日は、夜 7時 55分から放送） 

「文化交流展示室」の名品の数々を、学芸員の解説とともにハイビジョン映像で放送した。 

テレビ放送に合わせて、文化交流展室にてクイズラリーを実施、正解者に九博オリジナルグッズをプレゼントした。 

回 放映日 タイトル 解 説 者 

第1回 10月4日 仏教のパトロンは華麗なる一族 展示課展示調整室主任研究員 酒井芳司 

第2回 10月11日 セレブが愛した金のクマ 企画課特別展室主任研究員 市元塁 

第3回 10月18日 ３０００年前のハイテク技術 博物館科学課長 今津節生 

第4回 10月25日 ４００年前のベトナム旅行 博物館科学課保存修復室長 藤田励夫 

第5回 11月1日 道真さまはベストセラー作家 博物館科学課アソシエイトフェロー 渡部史之 

第6回 11月8日 博多っ子は鏡がお好き？ 企画課文化交流展室長 河野一隆 

第7回 11月15日 決死の外交戦術 文化財課資料登録室研究員 荒木和憲 

第8回 11月22日 福岡発の全国ブランド 文化財課アソシエイトフェロー 望月規史 

第9回 11月29日 仏像の体内をのぞく 展示課展示調整室主任研究員 楠井隆志 

第10回 12月6日 ２０００年前の海の道 交流課教育普及室主任研究員 進村真之 

第11回 12月13日 将軍様が愛した絵師 企画課特別展室主任研究員 畑靖紀 

第12回 12月20日 大きな箱の小さなお宝 展示課展示調整室研究員 遠藤啓介 

第13回 12月27日 ７００年前の奈良のシカ 博物館科学課アソシエイトフェロー 秋山純子 

特別回 12月31日 九博のたからもの 年末スペシャル 館長 三輪嘉六 

第14回 25年1月3日 古墳時代の高級車 学芸部長 谷豊信 

第15回 25年1月10日 独眼竜の伊達なメッセージ 文化財課資料登録室主任研究員 丸山猶計 

第16回 25年1月17日 鬼瓦は鬼なのか 展示課長 赤司善彦 

第17回 25年1月24日 天神さまの秘密 企画課特別展室研究員 森實久美子 

第18回 25年1月31日 弥勒さまは生き証人 企画課長 小泉惠英 

第19回 25年2月7日 今なお残る太古の香り 博物館学課保存修復室主任研究員 志賀智史 

第20回 25年2月14日 梅ヶ枝餅のルーツ、ここにあり 展示課情報サービス室研究員 坂元雄紀 

第21回 25年2月21日 仏像はイケメンの王子様 文化財課長 臺信祐爾 

第22回 25年2月28日 長崎発のカワイイ贈り物 企画課文化交流展室主任研究員 川畑憲子 

第23回 25年3月7日 海を渡った帝王学 企画課特別展室研究員 鷲頭桂 

第24回 25年3月14日 謎の国から来た仏像 文化財課資料管理室主任研究員 原田あゆみ 

第25回 25年3月21日 腹の中のモンスター 展示課情報サービス室主任研究員 池内一誠 

 

・トピック展示「- 東京国立博物館所蔵 - 中国陶磁名品展 横河民輔コレクション」 

前期：「古代から唐・宋・元時代のやきもの」 
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後期：「明・清時代のやきもの」 

会期：前期：24年 4月 24日(火)～6月 17日(日) 

後期：24年 6月 20日（火）～9月 2日（日） 

①広報媒体 

種類  設置場所・件数等 

ポスター・チラシ等送付 約 220件（博物館・美術館・図書館・文化施設等） 

新聞掲載 西日本新聞 展示解説掲載，西日本新聞、朝日新聞 佐賀新聞 大分合同新聞 記事掲載。西日本新聞、読売

新聞 スケジュールに掲載。 

雑誌掲載 九州国立博物館&太宰府天満宮フリーペーパー、福岡ウォーカー、ホットペッパー 

季刊情報誌「アジア―ジュ」 特集 1回 

ウェブサイト 当館ウェブサイトでの紹介、YouTubeで配信、メールマガジンでの情報配信、文化庁月報 4月号 

西鉄電車公告 車内吊り（B3）、5日間 2回 

内覧会開催 5社出席 

 

・特別公開「国宝 琉球国王尚家関係資料修理完成記念展示」 

会期：24年 5月 8日(火)～6月 17日(日) 

①広報媒体 

種類 設置場所・件数等 

ウェブサイト 当館ウェブサイトでの紹介、メールマガジンでの情報配信 

 

・トピック展示「日本医術のことはじめ - まじないから解体新書まで -」 

会期：24年 5月 9日(水)～7月 1日(日) 

特記事項：ウェブサイトにて研究員が展覧会の解説を行う動画を YouTubeで配信した。 

①広報媒体 

種類 設置場所・件数等 

ポスター・チラシ等送付 約 450件（博物館・美術館・図書館・文化施設等） 

新聞掲載 西日本新聞 展示解説掲載，西日本新聞、朝日新聞、毎日新聞、大分合同新聞 記事掲載。読売新聞 スケジ

ュールに掲載。 

雑誌掲載 九州国立博物館&太宰府天満宮フリーペーパー、福岡ウォーカー 

テレビ ＮＨＫ、ＴＮＣ、ＫＢＣ、ＴＶＱ 報道。 

季刊情報誌「アジア―ジュ」 特集 1回 

ウェブサイト 当館ウェブサイトでの紹介、YouTubeで配信、メールマガジンでの情報配信、文化庁月報 5月号 

 

・トピック展示「日朝交流の軌跡 - 対馬宗家文書 8万点の調査を終えて -」 

会期：24年 7月 4日(水)～9月 9日(日) 

①広報媒体 

種類 設置場所・件数等 

ポスター・チラシ等送付 約 400件（博物館・美術館・図書館・文化施設等） 

新聞掲載 西日本新聞 展示解説掲載。西日本新聞、毎日新聞 長崎新聞 記事掲載 

雑誌掲載 九州国立博物館&太宰府天満宮フリーペーパー 

季刊情報誌「アジア―ジュ」 特集 1回 

ウェブサイト 当館ウェブサイトでの紹介、メールマガジンでの情報配信、文化庁月報 6月号 

その他 作品のはがき（３種類）3,000 部を作成、配布。『朝鮮国信使絵巻』の切手を販売（長崎県・壱岐市、対馬市

内の郵便局と太宰府郵便局のみの限定販売） 

 

・特別公開「大分県指定文化財 木造大応国師坐像 像内納入品」 

会期：24年 7月 31日（火）～9月 9日（日） 

①広報媒体 

種類 設置場所・件数等 

新聞掲載 西日本新聞、毎日新聞 記事掲載 

ウェブサイト 当館ウェブサイトでの紹介、メールマガジンでの情報配信 

 

・トピック展示「茶の湯を楽しむ V - 芦屋釜と館蔵茶道具 -」 

会期：24年 9月 12日(水)～12月 9日(日) 

①広報媒体 

種類 設置場所・件数等 

ポスター・チラシ等送付 約 550件（博物館・美術館・図書館・文化施設等） 

交通広告 ポスター車内吊り（西鉄）（B3）、5日間 2回 

新聞掲載 西日本新聞、朝日新聞、日本経済新聞、毎日新聞、大分合同新聞、日本 PTA新聞 9月号 記事掲載。読売新聞 

スケジュールに掲載。 

雑誌掲載 九州国立博物館&太宰府天満宮フリーペーパー、福岡ウォーカー 

テレビ CMを制作・放映（秋のテレビ CM 10/1～10/14放送）、ＲＫＢ 報道、ＫＢＣ「アサデス」30秒ＰＲ 

季刊情報誌「アジア―ジュ」 特集 1回 

ウェブサイト 当館ウェブサイトでの紹介、YouTubeで配信、メールマガジンでの情報配信 

内覧会開催 7社出席 

 

・トピック展示「古事記完成 1300年記念特別公開 古事記伝と九州の国学者」 

会期：24年 9月 25日（火）～11月 18日（日） 

①広報媒体 

種類 設置場所・件数等 

ポスター・チラシ等送付 約 1,100件（博物館・美術館・図書館・文化施設等） 

－ 95 －

附属資料　：24年度自己点検評価報告書　統計表



交通広告 ポスター車内吊り（西鉄）（B3）、5日間 2回 

新聞掲載 西日本新聞、毎日新聞 記事掲載 

雑誌掲載 九州国立博物館&太宰府天満宮フリーペーパー 

テレビ CMを制作・放映（秋のテレビ CM 10/1～10/14放送）、ＮＨＫ、ＲＫＢ、ＴＶＱ 報道 

季刊情報誌「アジア―ジュ」 特集 1回 

ウェブサイト 当館ウェブサイトでの紹介、メールマガジンでの情報配信 

 

・トピック展示「江戸の粋、印籠 フィンランド・クレスコレクション」 

会期：24年 12月 19日(水)～平成 25年 3月 10日(日) 

①広報媒体 

種類 設置場所・件数等 

ポスター・チラシ等送付 約 480件（博物館・美術館・図書館・文化施設等） 

交通広告 ポスター車内吊り（西鉄）（B3）、5日間 2回 

新聞掲載 西日本新聞 展示解説掲載。西日本新聞 記事掲載。読売新聞 朝日新聞 スケジュールに掲載。 

雑誌掲載 九州国立博物館&太宰府天満宮フリーペーパーに掲載 

テレビ CMを制作・放映（冬のテレビ CM 1/4～1/13放送）、ＮＨＫ、ＴＶＱ 報道、ＴＮＣ「ももち浜ストア」取材・

放映、福岡県広報番組「それいけ福岡探検隊（ＴＶＱ）」紹介 

季刊情報誌「アジア―ジュ」 特集 1回 

ウェブサイト 当館ウェブサイトでの紹介、YouTubeで配信、メールマガジンでの情報配信、日本 PTA新聞 11月号 

内覧会開催 5社出席 

その他 『シネマ de ミュージアム』 お年玉キャンペーンを実施（「江戸の粋、印籠 フィンランド・クレスコレク

ション」の CM を映画館（ワーナーマイカルシネマズ（大野城・筑紫野・福岡・戸畑・熊本））とテレビで放

映、これを記念してキャンペーンを実施した。ワーナーマイカルシネマズ 5館 1/1～1/17放送。） 

 

・新春特別公開「国宝 初音の調度」 

会期：25年 1月 1日(火・元日)～1月 27日(日) 

①広報媒体 

種類 設置場所・件数等 

ポスター・チラシ等送付 約 230件（博物館・美術館・図書館・文化施設等） 

新聞掲載 西日本新聞 毎日新聞 記事掲載 

雑誌掲載 九州国立博物館&太宰府天満宮フリーペーパーに掲載 

テレビ ＮＨＫ、報道 

季刊情報誌「アジア―ジュ」 特集 1回 

ウェブサイト 当館ウェブサイトでの紹介、メールマガジンでの情報配信 

 

・トピック展示「雪と火炎土器」 

会期：25年 1月 22日(火)～3月 17日(日) 

①広報媒体 

種類 設置場所・件数等 

交通広告 ポスター車内吊り（西鉄）（B3）、5日間 2回 

新聞掲載 西日本新聞 記事掲載 

雑誌掲載 九州国立博物館&太宰府天満宮フリーペーパーに掲載 

季刊情報誌「アジア―ジュ」 特集 1回 

ウェブサイト 当館ウェブサイトでの紹介、メールマガジンでの情報配信 

 

・特別公開 国宝「尚家王冠」 

会期：25年 2月 26日（火)～3月 10日(日) 

①広報媒体 

種類 設置場所・件数等 

ウェブサイト 当館ウェブサイトでの紹介、メールマガジンでの情報配信 

 

・トピック展示「江戸のモダニズム 古武雄〜まぼろしの九州のやきもの〜」 

会期：25年 3月 19日(火)～5月 6日(月・祝) 

①広報媒体 

種類 設置場所・件数等 

ポスター・チラシ等送付 約 260件（博物館・美術館・図書館・文化施設等） 

新聞掲載 西日本新聞、読売新聞 記事掲載 

雑誌掲載 九州国立博物館&太宰府天満宮フリーペーパーに掲載 

季刊情報誌「アジア―ジュ」 特集 1回 

ウェブサイト 当館ウェブサイトでの紹介、メールマガジンでの情報配信 

 

・長期的な広報 

 西鉄太宰府駅  広告ボードの設置 （平成 21年～） 

福岡空港    宣伝用看板（電照広告）の設置 （平成 22年～） 

 

 ・入館者 1000万人達成記念行事を実施した。 

  1.事前広報 

   (1)ポスター掲示（館敷地内、太宰府市役所、福岡県庁、太宰府天満宮参道など） 

   (2)太宰府天満宮参道にて入館者 1000万人達成記念フラッグ掲示 

    (3)マスコミリリース（8月 23日発表 1000万人まであと 10万人） 

   (4)ホームページ掲載 

   2.記念セレモニー実施（10月 9日） 
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   3.記念品配布（10月 9日～12日・16日各日先着 1000名） 

     

 

(2)特別展・共催展等 

 展覧会名：特別展「平山郁夫 シルクロードの軌跡」  

会期： 4月3日（火）～5月27日（日）（49日間） 

①広報媒体 

種類 設置場所・件数等 

ポスター・チラシ等送付 約 1,200件（博物館・美術館・キャンパスメンバーズ・友の会・図書館・文化施設等） 

交通広告 駅ボード（西鉄・ＪＲ）、ポスター駅貼り等（西鉄・ＪＲ）、ポスター車内（西鉄・ＪＲ） 

新聞掲載 西日本新聞（展示解説を連載），西日本新聞、日本経済新聞、朝日新聞、読売新聞、毎日新聞、産経新聞 記

事掲載 

雑誌掲載 九州国立博物館&太宰府天満宮フリーペーパー 特集 1回 

テレビ 展覧会告知 CM、特別番組 1本（NHK） 

季刊情報誌「アジア―ジュ」 告知 1回、特集 1回、送付 約 30,000件（博物館・美術館・キャンパスメンバーズ・友の会・図書館・文化施

設・大学等） 

ウェブサイト 当館ウェブサイトでの紹介、メールマガジンでの情報配信 

②記者発表会   24年 1月 26日（15社出席） 

③報道内覧会    4月 2日（18社出席） 

 

 展覧会名：特別展「美のワンダーランド 十五人の京絵師」  

会期：  7月10日（火）～9月2日（日）（49日間） 

特記事項： 「アートをつなぐスタンプラリー」 福岡市博物館、福岡市美術館と共同でスタンプラリーを実施した。（主催 西日本新聞社） 

①広報媒体 

種類 設置場所・件数等 

ポスター・チラシ等送付 約 1,200件（博物館・美術館・キャンパスメンバーズ・友の会・図書館・文化施設等） 

交通広告 駅ボード（西鉄・ＪＲ）、ポスター駅貼り等（西鉄・ＪＲ）、ポスター車内（西鉄・ＪＲ） 

新聞掲載 西日本新聞（展示解説を連載），西日本新聞、日本経済新聞、毎日新聞、朝日新聞、産経新聞 記事掲載 

雑誌掲載 文教ニュース、九州国立博物館&太宰府天満宮フリーペーパー 特集 1回 

テレビ 展覧会告知 CM、特別番組 1本（テレビ西日本） 

季刊情報誌「アジア―ジュ」 告知 1回、特集 1回、送付 約 30,000件（博物館・美術館・キャンパスメンバーズ・友の会・図書館・文化施

設・大学等） 

ウェブサイト 当館ウェブサイトでの紹介、YouTube で配信、メールマガジンでの情報配信、文化庁月報 6 月号、文教ニュー

ス第 2197号、文教速報第 7752号 

②記者発表会   4月 20日（11社出席） 

③報道内覧会    7月 9日（17社出席） 

 

 展覧会名：特別展「ベルリン国立美術館展 - 学べるヨーロッパ美術の400年 -」  

会期： 10月9日（火）～12月2日（日）（51日間） 

特記事項：オフィシャルサポーターに就任した HKT48が、九州・山口各地でのプロモーションに活躍した。 （記者発表会（7月 18日）、 

開会式（10月 8日）、1日館長就任式（11月 27日）に出席） 

①広報媒体 

種類 設置場所・件数等 

ポスター・チラシ等送付 約 1,200件（博物館・美術館・キャンパスメンバーズ・友の会・図書館・文化施設等） 

交通広告 駅ボード（西鉄・ＪＲ）、ポスター駅貼り等（西鉄・ＪＲ）、ポスター車内（西鉄・ＪＲ） 

新聞掲載 西日本新聞、朝日新聞、毎日新聞、読売新聞、産経新聞 記事掲載 

雑誌掲載 文教ニュース、九州国立博物館&太宰府天満宮フリーペーパー 特集 1回 

テレビ 展覧会告知 CM、特別番組「阿川佐和子と向井理のフェルメール光の傑作」1本、特別放映映画「真珠の耳飾り

の少女」 

ラジオ 展覧会告知 CM 

季刊情報誌「アジア―ジュ」 告知 1回、特集 1回、送付 約 30,000件（博物館・美術館・キャンパスメンバーズ・友の会・図書館・文化施

設・大学等） 

ウェブサイト 当館ウェブサイトでの紹介、メールマガジンでの情報配信、文化庁月報 平成 24年 9月号(No.528) 

その他 看板等（西日本ビジョン、地下鉄天神駅電照看板、大丸地下通路電照看板、大丸南側看板、博多駅地下ビジョ

ン、博多駅ストリートビジョン） 

②記者発表会    7月 18日（25社出席） 

③報道内覧会   10月 8日（21社出席） 

 
 展覧会名：特別展「ボストン美術館 日本美術の至宝」  

会期： 25年1月1日（火）～3月17日（日）（66日間） 

特記事項：  

①広報媒体 

種類 設置場所・件数等 

ポスター・チラシ等送付 約 1,200件（博物館・美術館・キャンパスメンバーズ・友の会・図書館・文化施設等） 

交通広告 駅ボード（西鉄・ＪＲ）、ポスター駅貼り等（西鉄・ＪＲ）、ポスター車内（西鉄・ＪＲ） 

新聞掲載 西日本新聞（展示解説を連載），西日本新聞、日本経済新聞、朝日新聞、毎日新聞、読売新聞 記事掲載 

雑誌掲載 月刊文化財 2月号、文教速報、文教ニュース、九州国立博物館&太宰府天満宮フリーペーパー 特集 1回 

テレビ 展覧会告知 CM 

季刊情報誌「アジア―ジュ」 告知 1回、特集 1回、送付 約 30,000件（博物館・美術館・キャンパスメンバーズ・友の会・図書館・文化施

設・大学等） 

ウェブサイト 当館ウェブサイトでの紹介、メールマガジンでの情報配信、文化庁月報 12月号 
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その他 福岡市博物館特別展 「 Kimono Beauty ― きものビューティー ―」展と共同でチケットの割引特典を行っ

た。 

②記者発表会   10月 15日（12社出席） 

③報道内覧会   12月 26日（21社出席） 
 

(参考) 

【平城宮跡資料館】 
(1)平常展 
広報媒体：チラシ、ホームページ、情報誌等 

 

(2)特別展等 

 展覧会名：春期企画展「発掘速報展 平城2011/文化財レスキュー展」 
会  期：24年3月10日(土)～5月27日(日) 

広報媒体：ポスター・チラシ・ホームページ・新聞・情報誌等 

 

 展覧会名：秋期企画展「地下の正倉院 平城宮第一次大極殿院のすべて」 
会  期：24年10月20日(土)～12月2日(日) 

広報媒体：ポスター・チラシ・ホームページ・新聞・情報誌等 

 

 展覧会名：春期企画展「発掘速報展 平城2012」 

会  期：25年3月16日(土)～6月2日(日) 

※25年度評価にて実績報告を行う。 

 

 

【藤原宮跡資料室】 
(1)平常展 
広報媒体：チラシ、ホームページ、情報誌等 

 
 

【飛鳥資料館】 
(1)平常展 
広報媒体：チラシ、ホームページ、情報誌等 

 

(2)特別展等 

 展覧会名：春期特別展「比羅夫がゆく―飛鳥時代の武器・武具・いくさ―」  

会  期：24年4月14日(土)～6月3日(日) 

広報媒体：ポスター・チラシ・ホームページ・新聞・情報誌等  

 

 展覧会名：秋期特別展「花開く都城文化」  

会  期：24年11月1日(木)～12月2日(日) 

広報媒体：ポスター・チラシ・ホームページ・新聞・情報誌等 

 

 展覧会名：冬期企画展「飛鳥の考古学2012」  

会  期：25年2月2日(土)～3月3日(日) 

広報媒体：ポスター・チラシ・ホームページ・新聞・情報誌等 
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2-(4)-⑥ 広報刊行物一覧 

【東京国立博物館】 

 

【京都国立博物館】 
刊 行 物 名 発行時期 発 行 部 数 配  布  先 

京都国立博物館だより 

4、7、10月、25年1

月 

174号（4・5・6月）     20,000部 

175号（7・8・9月）     15,000部 

176号（10・11・12月）    10,000部 

177号（25年1・2・3月）   10,000部 

観覧者、新聞・雑誌・放送局各社、学校・図書館・美術館・博

物館ほか、郵送希望者にも発送 

Kyoto National Museum Newsletter  

Vol.114～117 （英文） 

4、7、10月、25年1

月 

Vol.114    5,000部 

Vol.115-117 各3000部 

観覧者、京都市観光案内所 

特別展覧会「大出雲展」こども向けワ

ークシート 

7月 70,000部 
観覧者（小学・中学生向け） 

特別展覧会「宸翰 天皇の書」 

鑑賞ガイド 

10月 20,000部 

観覧者 
特別展観「国宝 十二天像と密教法会

の世界」鑑賞ガイド 

25年1月 20,000部 

博物館Dictionary No.169 25年1月 5,000部 観覧者（小学・中学生向け） 

平成24年度年間スケジュール（増刷） 
8月 10,000部 観覧者、新聞・雑誌・放送局各社、学校・図書館・美術館・博

物館ほか、郵送希望者にも発送 

留学生の日ポスター・チラシ 10月 ポスター500部、チラシ10,000部 観覧者（関西圏の大学、専門学校へ送付） 

京都国立博物館案内リーフレット（展

示案内改訂版） 

25年3月 （日本語・改訂版）20,000部 
観覧者、京都市観光案内所 

平成25年度年間スケジュール 
25年3月 20,000部 観覧者、パスポート会員、新聞・雑誌・放送局各社、学校・図

書館・美術館・博物館ほか、郵送希望者にも発送 

 

【奈良国立博物館】 
刊  行  物  名 発 行 部 数 配    布    先 

奈良国立博物館だより 

（年4回） 

春号   20,000部 

夏号   25,000部 

秋号   30,000部 

冬号  15,000部 

美術館・博物館・大学・研究所等  約120件 

奈良国立博物館リーフレット 日本語版    30,000部 

英語版    10,000部 

中国語版     4,000部 

韓国語版     6,000部 

ドイツ語版     2,000部 

フランス語版     2,000部 

スペイン語版     2,000部 

館内で来館者に配布  

 

奈良国立博物館展示案内 35,000部 館内で来館者に配布  

仏像を観る 日本語版     6,500部 

英語版     3,000部 

館内で寄附いただいた来館者に配布 

八窓庵茶室パンフレット 10,000部 館内で来館者に配布 

仏教美術資料研究センター利用案内 2,000部 館内で来館者に配布 

文化財保存修理所リーフレット（英語版） 1,000部 見学会等で配布 

 

【九州国立博物館】 
刊  行  物  名 発行部数 配    布    先 

九州国立博物館案内リーフレット 日本語版    90,000部 

中国語版     9,000部 

韓国語版    11,000部 

英語版     8,000部 

ドイツ語版   2,000部 

フランス語版   3,000部 

スペイン語版    2,000部 

・館内で来館者に配布 

・学校関係、旅行会社等へ郵送 

 

刊  行  物  名 発  行  部  数 配    布    先 
東京国立博物館ニュース713号～ 718号 隔月刊年6回+号外1回発行 各30,000部 館内で来館者に無償配布 

マスコミ媒体等に送付 

定期郵送希望者 2,155件 

寄贈 国内1,274件 海外89件（国内外の美術館・博物館・

大学・研究所等） 

賛助会 366件（キャンパスメンバーズ 38件含） 

友の会 1,473件 

（2013年3月31日現在） 

東京国立博物館「案内と地図」 

（25年1月 新規製作） 

日本語版 25.1  改訂  90,000部 

英語版  25.1  改訂  35,000部 

中国語版 25.1  改訂  32,000部 

韓国語版 25.1  改訂   5,000部 

仏語版  25.1  改訂   3,000部 

独語版  25.1  改訂   3,000部 

西語版  25.1  改訂   3,000部 

館内で来館者に無償配布 

マスコミ媒体、大使館、学校等に送付 

 

 

東京国立博物館 展示・催しのご案内2013.4-2014.3  

25.3  25年度版 35,000部 

館内で来館者に無償配布 

観光案内所、マスコミ媒体等に送付 

東京国立博物館資料館案内2012 25.3.31 10,000部 25年度より館内で来館者に無償配布予定 

都内及び近郊の博物館、美術館等に送付 

－ 99 －

附属資料　：24年度自己点検評価報告書　統計表



  

刊  行  物  名 発行部数 配    布  先 

合計     125,000部 

文化交流展示室案内マップ 日本語版 0部 

中国語版  2,000部 

韓国語版  2,000部 

英語版  2,000部 

・館内で来館者に配布 

・学校関係、旅行会社等へ郵送 

九州国立博物館概要 日本語版  4,500部 

中国語版     300部 

韓国語版    300部 

英語版  500部 

・視察者等に配布 

季刊情報誌「アジアージュ」 春(24)号 50,000部 

夏(25)号 50,000部 

秋(26)号 50,000部 

冬(27)号 50,000部 

・館内で来館者に配布 

・美術館・博物館、近隣文化施設、 

近隣大学、太宰府市、友の会会員等へ郵送 

九州国立博物館の展示並びにイベントのご案内 毎月  13,000部 ・館内で来館者に配布 

・郵便局、学校、病院、図書館、ホテル、公共施設、道の駅等に配布 

九州国立博物館 展示スケジュールのご案内 

（2012.6～2013.3） 

5,000部 ・館内で来館者に配布 

入館者1000万人達成記念リーフレット 100,000部 ・館内で来館者に配布 

来館者1000万人達成記念イベントきゅーはくまつり 30,000部 ・館内で来館者に配布 

・学校に配布 

九州国立博物館 わくわく通信 春  47,510部 

夏 135,500部 

秋 135,500部 

冬 130,520部 

・館内で来館者に配布 

・学校に配布 

2-(4)-⑦ ウェブサイトアクセス件数 

（後述の資料に記載）◎共通資料 d 
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3 我が国における博物館の中核としての機能の強化 

3-(1)調査研究の成果の発信 

3-(1)-① 学会、研究会等発表実績一覧 

（後述の資料に記載） ◎共通資料c-③ 

 

3-(1)-② シンポジウム開催実績一覧 

（後述の資料に記載） ◎共通資料c-④ 

 

3-(1)-③ 論文等発表実績一覧 

（後述の資料に記載） ◎共通資料c-⑤ 

 

3-(1)-④ 調査研究刊行物一覧 

（後述の資料に記載） ◎共通資料c-⑥ 
 

3-(2) 海外研究者の招聘等研究交流の実施 

  

3-(2)-① 研究交流実績一覧 

（後述の資料に記載） ◎共通資料c-① 
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3-(4)-① 公私立博物館等への収蔵品・寄託品貸与件数 平成25年3月31日現在

計 国内 海外 計 国内 海外 計 国内 海外 計 国内 海外 計 国内 海外
311 302 9 159 154 5 71 69 2 37 36 1 44 43 1

1,814 1,758 56 1,295 1,252 43 304 301 3 102 100 2 113 105 8

436 428 8 252 247 5 134 131 3 37 37 0 13 13 0
91 88 3 37 34 3 43 43 0 5 5 0 6 6 0

224 221 3 200 197 3 11 11 0 11 11 0 2 2 0
5 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0

84 71 13 45 38 7 23 23 0 9 9 0 7 1 6
13 13 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0
99 87 12 44 33 11 49 49 0 0 0 0 6 5 1
57 52 5 40 37 3 6 6 0 8 6 2 3 3 0
98 96 2 62 61 1 15 15 0 0 0 0 21 20 1

327 325 2 238 236 2 13 13 0 32 32 0 44 44 0
2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44 44 0 27 27 0 10 10 0 0 0 0 7 7 0
14 14 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

絵画 12 12 0 12 12 0
書跡 6 6 0 6 6 0
彫刻 27 25 2 27 25 2
金工 0 0 0 0 0 0
陶磁 29 26 3 29 26 3
漆工 3 0 3 3 0 3
染織 0 0 0 0 0 0
考古 49 49 0 49 49 0
民族 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
194 194 0 194 194 0

＊巡回展等で複数館に貸与する場合は、それぞれ館数と文化財件数をカウント。

付表・貸与件数の推移

絵画
書跡
彫刻
金工
陶磁
漆工
染織
考古
民族

＊東京国立博物館は、列品管理規程による「旧東洋課所掌分」あり。

3-(4)-② 公私立博物館等への収蔵品・寄託品貸与先別件数
○収蔵品 平成25年3月31日現在

○寄託品 平成25年3月31日現在

0
0

194

27
0
29
3
0
49

327
2
44
14
12
6

5
84
13
99
57
98

平成24年度
311

1,814

436
91
224

43
10
0

10

貸与先件数

2
10
2
0

5

文化財件数
5814

九州国立博物館
文化財件数

47
14
32
1

貸与先件数

8
3
1

九州国立博物館

29
5
21

国立博物館計
貸与先件数 文化財件数

18

奈良国立博物館

3

23

貸与先件数 文化財件数 貸与先件数 文化財件数 貸与先件数 文化財件数

0

4
12
7
0

54

25
11

145
27
90
28
5

25
919
145

167
51

1,067
189
54

244
44
150
50

3

47
8
27

文化財件数
国立博物館計 東京国立博物館 京都国立博物館 奈良国立博物館

貸与先件数

　国・国立
　地方・公立

60 43
51
154

7

海外

国内

貸与先件数 貸与先件数文化財件数文化財件数

8

1,460
204

文化財件数 貸与先件数

東京国立博物館

　私立団体
海外

国内
　国・国立
　地方・公立

　私立団体

134

25

43
12

1,192
128

京都国立博物館

91

2

12

0 22

2
2
53
0
8

0
21

100
24
117

27
23
9

92
63
350
9

301
1,936

395
89
198
2

124
3

121
103
92
102

98

249
1,729

436
78

染織
考古

絵画

書跡

1,5711,640

黒田記念館収蔵品

合    計

東
 
 
洋

法隆寺献納宝物

歴史資料

絵画
書跡

266

東京国立博物館 九州国立博物館

建築

国立博物館計 京都国立博物館 奈良国立博物館

3-(4) 収蔵品の貸与

貸与先件数
合    計

平成23年度平成20年度 平成21年度 平成22年度

彫刻

和書

彫刻
建築
金工

貸与先件数

陶磁
漆工

金工
刀剣

民族資料

刀剣
陶磁
漆工
染織
考古

民族資料
歴史資料

和書

東
 
 
洋

法隆寺献納宝物

376277

75
146
3

79

98

9

61
42

271

168
7

110
76

224

4

1

12
24
21

66
152

15

203

95
0
26
13

15 9

13
11
12
23

8

100

409
92

00

4

414

0

21
3

黒田記念館収蔵品

2
0
12
0

60

183
0

211

23
1

298

915

30
00

1

44

7

9

108
19
66

33
7
19

2
0

4

2
9 40 5 20

22
2393

0

18 46

0 0 0 1 2

27 64
30
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3-(4)-③ 海外への列品貸与  

【東京国立博物館】 海外貸与先 5件  海外貸与文化財 43件[うち寄託品 0件]   平成25年3月31日現在 
展覧会名称 申請者 【 会場 】 貸与期間 種別・員数 

海外展 ヒューストン美術館日本室開室記念「仏教

美術と宮廷の美 東京国立博物館コレクション展」

および常設展示 

ヒューストン美術館【ヒューストン美術館（ア

メリカ合衆国テキサス州ヒューストン市）】 

24年 2月 17日～24年 4月 8日(常

設展示分は 26年 2月 16日まで) 

絵画 1、書跡 3、彫刻 3、

金工 5、陶磁 10、漆工 3、

考古 2 

特別展「天下第一 翡色靑磁」 大韓民国 国立中央博物館【国立中央博物館

(大韓民国ソウル市)】 

24 年 10 月 15 日(月) ～ 24 年 12

月 16日(日) 

東洋陶磁 3 

「高麗・朝鮮時代の韓国螺鈿漆器展」  

 

ミュンスター漆工芸博物館【ミュンスター漆

工芸博物館(ドイツ)】 

24年 10月 28日(日) ～ 25年 1月

27日(日) 

東洋漆工 3 

常設展示（長期貸与） フランス国立ギメ美術館【フランス国立ギメ

美術館（フランス共和国パリ市）】 

平成 14年 1月 1日～平成 24年 12

月 31日 

東洋彫刻 2 

海外展 ローマ国立近代美術館「近代日本画と工芸

の流れ 1868～1945」 

ローマ国立近代美術館【ローマ国立近代美術

館(イタリア)】 

25 年 2 月 28 日(木)～25 年 5 月 5

日 

絵画 4、金工 2、陶磁 1、

染織 1 

 

【京都国立博物館】 海外貸与先 2件  海外貸与文化財 3件[うち寄託品 0件] 
展覧会名称 申請者 【 会場 】 貸与期間 種別・員数（件） 

「呉門画派之沈周大展」 中華人民共和国 蘇州博物館【蘇州博物館】 24年 10月 23日～25年 1月 15日 絵画 2 

「近代日本画と工芸の流れ 1868～1945（仮称）」

展 

独立行政法人国際交流基金、京都国立近代美

術館【ローマ国立近代美術館】 

平成 25年 1月 23日～平成 25年 6

月上旬 

絵画 1 

 

【奈良国立博物館】 海外貸与先 1件  海外貸与文化財 2件[うち寄託品 2件] 
展覧会名称 申請者 【 会場 】 貸与期間 種別・員数（件） 

「高麗・朝鮮時代の韓国螺鈿漆器展」 ミュンスター漆工芸博物館【ミュンスター漆

工芸博物館（ドイツ連邦共和国）】 

24年9月27日～25年3月1日 工芸2[2] 

 

【九州国立博物館】 海外貸与先  1件  海外貸与文化財  8件[うち寄託品  0件] 
展覧会名称 申請者 【 会場 】 貸与期間 種別・員数（件） 

「徳恵翁主」 大韓民国国立古宮博物館 24年 11月 12日～25年 2月 26日 陶磁 1、金工 6、染織 1 

 

3-(4)-④ 考古の相互貸借実績 

【東京国立博物館】 
貸与先名 貸与件数（件） 借用件数（件） 

宮崎県立西都原考古博物館 7 25 

北九州市立自然史・歴史博物館 7 31 

 

【奈良国立博物館】 
貸与先名 貸与件数（件） 借用件数（件） 

長崎歴史文化博物館・壱岐市立一支国博物館 2 10 

福島県立博物館 1 3 

福岡市博物館 3 7 

九州歴史博物館 5 1 
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3-(5) 公私立博物館・美術館等に対する援助・助言の推進 
3-(5)-① 公私立博物館等に対する援助・助言 

計 東京国立博物館 京都国立博物館 奈良国立博物館 九州国立博物館 

326件 85件 65件 67件 109件 

 

【東京国立博物館】85 件 
 機 関 内 容 期 間 担当者 

1 文化庁 美術工芸品買取鑑査会議委員 9月 5日 学芸研究部長 伊藤嘉章 

2 文化庁 
文化庁文化審議会専門委員会・文化財選定技術保存(第 4専

門調査会)会議出席 
6月 29日、7月 4日 

特任研究員 澤田むつ代 

3 文化庁 文化審議会第 2期美術品補償制度部会専門調査会（第 1回） 
4 月 23 日、7 月 5 日、11

月 16日 
企画課長 井上洋一 

4 文化庁 美術工芸品買取鑑査会議委員 9月 5日 企画課長 井上洋一 

5 文化庁 買取評価委員 12月 10日 博物館教育課長 今井敦 

6 文化庁 買取評価委員 9月 11日 博物館情報課長 高橋裕次 

7 文化庁 
文化庁文化審議会専門委員会・文化財選定技術保存(第１専

門調査会)会議出席 
25年2月14日～16日 特任研究員 澤田むつ代 

8 東京都 東京都文化財保護審議会 12月 27日 学芸研究部長 伊藤嘉章 

9 千葉県 千葉県伝統産業指定会議 10月 30日 特任研究員 澤田むつ代 

10 愛知県額田郡幸田町教育委員会 
愛知県額田郡幸田町松平家墓所出土品の調査と修理・保存方

法について助言(於・奈良文化財研究所) 
5月 22日～23日 特任研究員 澤田むつ代 

11 千葉県市原市埋蔵文化財センター 
千葉県市原市石坂遺跡出土品の調査と保存方法について助

言 
7月 20日 

特任研究員 澤田むつ代 

12 東京都教育庁 東京都立埋蔵文化財調査センター指定管理者評価委員会 8月 2日 企画課長 井上洋一 

13 東京都教育庁 平成 24年度東京都指定文化財 調書作成指導 25年 1月 16日 
博物館教育課教育普及室長 

伊藤信二 

14 日本学術会議 史学委員会：文化財の保護と活用に関する分科会 6月 1日、12月 27日 企画課長 井上洋一 

15 日本学術会議 史学委員会：博物館・美術館等の組織運営に関する分科会 6月 1日、12月 27日 企画課長 井上洋一 

16 東京文化財研究所 在外古美術品保存修復協力事業に係る調査 9月 25日～10月 3日 
調査研究課工芸室長 竹内奈

美子 

17 全国美術館会議 

学芸員研修会情報資料研究部会担当「作品情報の収集・整

理・発信 －現状と課題－」の開催準備（HP上に掲載・発信

している所蔵作品情報の実態調査を分担） 

2月13日～3月25日 
博物館情報課情報資料室専門

職員 住広昭子 

18 筆の里工房 特別展「よみがえる王朝のみやび」特別協力 4月～11月 

副館長 島谷弘幸、調査研究

課長 田良島哲、調査研究課

書跡・歴史室アソシエイトフ

ェロー 恵美千鶴子 

19 毎日書道展 特別展示「熊谷恒子の世界」監修 4月～8月 副館長 島谷弘幸 

20 東京国立近代美術館 東京国立近代美術館評議委員会（美術・工芸部会） 6月 29日 学芸企画部長 松本伸之 

21 日本科学未来館 
広報誌「Science Switch」に関わるデザイン制作業務の企画

競争審査 
11月 6日～12月 19日 広報室長 小林牧 

22 韓国中央博物館 Google Art Projectに関わる契約等についての助言 10月～11月 広報室長 小林牧 

23 一般財団法人 日本規格協会 ISO 情報とドキュメンテーション国内対応委員会 委員 平成 24年度 調査研究課長 田良島 哲 

24 春日大社 黒韋威矢筈札胴丸の修理、保存についての助言 4月 1日～25年 3月 31日 上席研究員 池田宏 

25 永青文庫 黒糸威二枚胴具足の修理、保存についての助言 4月 7日 上席研究員 池田宏 

26 國學院高等学校 紅裾濃威鎧の修理、保存についての助言 4月 18日 上席研究員 池田宏 

27 四天王寺 七星剣、丙子椒林剣の展示、撤収及び助言 4月 27日、6月 4日 上席研究員 池田宏 

28 東京大学史料編纂所 刀剣の取扱い、保存についての助言 25年 1月 24日 上席研究員 池田宏 

29 九州国立博物館 上代裂帖の調査と展示・保存方法の助言 4月 17～4月 18日 特任研究員 澤田むつ代 

30 
公益財団法人美術工芸振興佐藤基

金石洞美術館 
中国青華磁器についての教示 25年 1月 27日 

博物館教育課長 今井敦 

31 渋谷区松濤美術館 
ノックダウン式の展示ケースなど助言、東京国立博物館視察

時の案内等 
7月～ 

東京国立博物館学芸企画部企

画課デザイン室長 木下史青 

32 平等院ミュージアム鳳翔館 展示・照明手法についての助言 8月 
東京国立博物館学芸企画部企

画課デザイン室長 木下史青 

33 北海道開拓記念館 
ユポサクションのサイン告知での使用例について(電話での

問合せに回答) 
11月 

東京国立博物館学芸企画部企

画課デザイン室長 木下史青 

34 
大分県立美術館（推進局）及び東京

国立近代美術館、国立美術館関係者 

大分県立美術館建設にかかわる意見交換 

および東京国立博物館の展示視察 
12月8日 

東京国立博物館学芸企画部企

画課デザイン室長 木下史青 

35 

国土交通省近畿地方整備局、他設計

関係者（京都国立博物館環境整備担

当より依頼） 

京都国立博物館新舘の展示・照明等に関わる意見交換 

および東洋館の視察 
25年2月～ 

東京国立博物館学芸企画部企

画課デザイン室長 木下史青 

36 京都国立博物館 
京都国立博物館新舘の展示・照明等に関わる意見交換 

および東洋館の視察 
25年2月～ 

東京国立博物館学芸企画部企

画課デザイン室長 木下史青 

37 松戸市立博物館 
東洋館リニューアルの視察案内･解説、松戸市立博物館現地

視察･意見交換等 
25年3月 

東京国立博物館学芸企画部企

画課デザイン室長 木下史青 

38 出光美術館 新設する収蔵庫についての助言 6月 20日 登録室長 救仁郷秀明 

39 松江歴史館 松平斉貴上京行列図の展示指導 10月 4日 絵画・彫刻室長 田沢裕賀 

40 
公益財団法人大倉文化財団・大倉集

古館 

特別展「国宝 古今和歌集序と日本の書」に出品される東京

国立博物館所蔵作品の解説資料作成 
7月～8月 

調査研究課書跡・歴史室アソ

シエイトフェロー 恵美千鶴

子 
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 機 関 内 容 期 間 担当者 

41 オマーン国立博物館 所蔵日本工芸品調査および展示指導 8月 26日～30日 
学芸研究部調査研究課工芸室

長 竹内奈美子 

42 京都国立博物館 ボランティア活動と運営についての助言 7月6日 
博物館教育課ボランティア室

長 鈴木みどり 

43 九州国立博物館 ボランティア活動と運営についての助言 9月2日 
博物館教育課ボランティア室

長 鈴木みどり 

44 
国立科学博物館・ University of 

Leicester 
インターンシップ、博物館実習、人材育成についての助言 25年1月23日 

博物館教育課ボランティア室

長 鈴木みどり 

45 岡山県 
ボランティア活動と運営・視覚障害者対応・そのほかの教育

普及活動と運営についての助言 
25年1月25日 

博物館教育課ボランティア室

長 鈴木みどり 

46 茨城県県西生涯学習センター ボランティア活動と運営についての助言 25年2月19日 
博物館教育課ボランティア室

鈴木みどり 

47 Japan Foundation 教育普及活動と運営についての助言 25年2月19日 
博物館教育課ボランティア室

長 鈴木みどり 

48 松戸市立歴史博物館 
ボランティア活動と運営・視覚障害者対応・そのほかの教育

普及活動と運営についての助言 
25年3月22日 

博物館教育課ボランティア室

長 鈴木みどり 

49 神戸市立博物館 特別展「中国 王朝の至宝」展示指導 25年1月25日～26日 
保存修復課保存修復室研究員 

川村佳男 

50 ミュンスター漆工芸博物館 列品の取り扱いおよび梱包に係る指導 25年1月31日～2月6日 
学芸研究部調査研究課工芸室

長 竹内奈美子 

51 九州国立博物館 九州国立博物館文化交流展示第Ⅰテーマに関わる指導・助言 7月 12日･13日 
学芸研究部調査研究課考古室

研究員 品川欣也 

52 九州国立博物館 特別講演会｢横河コレクションの中国陶磁とその魅力｣ 5月 12日 博物館教育課長 今井敦 

53 公益財団法人サンリツ服部美術館 美術史入門連続講座｢中国の青磁｣ 7月 2日 博物館教育課長 今井敦 

54 九州国立博物館 連続講座｢清のやきもの｣ 7月 28日 博物館教育課長 今井敦 

55 新宿区立新宿歴史博物館 特別展「中国 王朝の至宝」関連文化講演会 9月 22日 博物館教育課長 今井敦 

56 国立民族学博物館 
平成 24 年度博物館学集中コース講師（国際協力機構委託事

業） 
10月 3日 調査研究課長 田良島 哲 

57 国立民族学博物館 平成 24年度「博物館学集中コース」見学研修講師 10月 24日 
学芸企画部企画課国際交流室

長 鬼頭智美 

58 九州国立博物館 連続講座 横河コレクション「明のやきもの」 7月 14日 
保存修復課保存修復室研究員

三笠景子 

59 全国美術館会議 

情報・資料研究部会ワークショップ 

テーマ：所蔵作品情報の発信 — 《文化遺産オンライン》に

よる実践の開催準備及び運営 

9月14日 
博物館情報課情報資料室専門

職員 住広昭子 

60 NPO法人文化財保存支援機構 

文化財保存修復専門家養成実践セミナー  

レベル２・A 

陸前高田学校 

講義「掛軸の安定化処理」講師 

 

8月 2日 

保存修復課保存修復室アソシ

エイトフェロー 鈴木晴彦 

61 NPO法人文化財保存支援機構 

平成 24 年度文化財保存修復専門家養成実践セミナー ＜レ

ベル 1・Ｂコース＞ 

講義「調査診断法」講師 

8月29日 
保存修復課保存修復室主任研

究員 土屋裕子 

62 土浦市立博物館 
東日本大震災によって発見された損傷文化財の処遇につい

ての指導 

11 月 1 日～25 年 3 月 31

日 

保存修復課長 神庭信幸、保

存修復課環境保存室主任研究

員 荒木臣紀、保存修復課環

境保存室主任研究員 和田

浩、調査研究課課長 田良島

哲 

63 瑞浪市陶磁資料館 作品の展示・保存環境についての調査・指導 
23年 6月 9日～24年 8月

20日 

保存修復課長 神庭信幸、保

存修復課環境保存室主任研究

員 荒木臣紀、保存修復課環

境保存室主任研究員 和田浩 

64 筆の里工房 作品の展示・保存環境についての調査・指導 
23年 10 月 20 日～24 年 4

月 5日 

保存修復課長 神庭信幸、保

存修復課環境保存室主任研究

員 荒木臣紀、保存修復課環

境保存室主任研究員 和田浩 

65 中尊寺讃衡蔵 作品の展示・保存環境についての調査・指導 
23年 12 月 28 日～24 年 4

月 5日 

保存修復課長 神庭信幸、保

存修復課環境保存室主任研究

員 荒木臣紀、保存修復課環

境保存室主任研究員 和田浩 

66 八尾市立歴史民俗資料館 作品の展示・保存環境についての調査・指導 24年 3月 8日～6月 1日 

保存修復課長 神庭信幸、保

存修復課環境保存室主任研究

員 荒木臣紀、保存修復課環

境保存室主任研究員 和田浩 

67 木更津市郷土博物館金のすず 作品の展示・保存環境についての調査・指導 24年 3月 8日～9月 20日 

保存修復課長 神庭信幸、保

存修復課環境保存室主任研究

員 荒木臣紀、保存修復課環

境保存室主任研究員 和田浩 

68 下関市立考古博物館 作品の展示・保存環境についての調査・指導 
24 年 3 月 21 日～7 月 23

日 

保存修復課長 神庭信幸、保

存修復課環境保存室主任研究

員 荒木臣紀、保存修復課環

境保存室主任研究員 和田浩 
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69 藤岡歴史館 作品の展示・保存環境についての調査・指導 4月 2日～8月 20日 

保存修復課長 神庭信幸、保

存修復課環境保存室主任研究

員 荒木臣紀、保存修復課環

境保存室主任研究員 和田浩 

70 和歌山県立風土記の丘 作品の展示・保存環境についての調査・指導 4月 20日～7月 10日 

保存修復課長 神庭信幸、保

存修復課環境保存室主任研究

員 荒木臣紀、保存修復課環

境保存室主任研究員 和田浩 

71 出雲文化伝承館 作品の展示・保存環境についての調査・指導 4月 20日～8月 20日 

保存修復課長 神庭信幸、保

存修復課環境保存室主任研究

員 荒木臣紀、保存修復課環

境保存室主任研究員 和田浩 

72 相模原市立博物館 作品の展示・保存環境についての調査・指導 6月 4日～25年 1月 22日 

保存修復課長 神庭信幸、保

存修復課環境保存室主任研究

員 荒木臣紀、保存修復課環

境保存室主任研究員 和田浩 

73 千代田区立日比谷図書館文化館 作品の展示・保存環境についての調査・指導 10月 9日～12月 26日 

保存修復課長 神庭信幸、保

存修復課環境保存室主任研究

員 荒木臣紀、保存修復課環

境保存室主任研究員 和田浩 

74 日本銀行金融研究所 貨幣博物館 作品の展示・保存環境についての調査・指導 
25 年 1 月 10 日～25 年 3

月 31日 

保存修復課長 神庭信幸、保

存修復課環境保存室主任研究

員 荒木臣紀、保存修復課環

境保存室主任研究員 和田浩 

75 桐蔭横浜大学 大学情報センター 作品の展示・保存環境についての指導 12月 5日 

保存修復課長 神庭信幸、保

存修復課環境保存室主任研究

員 荒木臣紀、保存修復課環

境保存室主任研究員 和田浩 

76 
経団連社会広報本部（レファレンス

ライブラリー） 
作品の展示・保存環境についての指導 12月 5日 

保存修復課長 神庭信幸、保

存修復課環境保存室主任研究

員 荒木臣紀、保存修復課環

境保存室主任研究員 和田浩 

77 日本女子大学成瀬記念館 作品の展示・保存環境についての指導 12月 5日 

保存修復課長 神庭信幸、保

存修復課環境保存室主任研究

員 荒木臣紀、保存修復課環

境保存室主任研究員 和田浩 

78 岩手県立陸前高田高校 

当館に輸送された高校所蔵の被災文化財（油彩画、淡彩画、

絵図等）11 件を当館修理室にて修理を行ない、修理後の輸

送・納品、保存に関する助言を行なった。 

搬入及び撮影は前年度に

終了。修理期間 4 月～8

月 19日、輸送・納品助言

は 8月 20、21日 

保存修復課保存修復室主任研

究員 土屋裕子、保存修復課

長 神庭信幸、保存修復課環

境保存室主任研究員 荒木臣

紀、保存修復課保存修復室ア

ソシエイトフェロー 鈴木晴

彦、保存修復課保存修復室ア

ソシエイトフェロー 米倉乙

世、保存修復課保存修復室ア

ソシエイトフェロー 平河智

恵、保存修復課保存修復室 

三浦知佳、保存修復課保存修

復室事務補佐員 池上久美、

浅場沙帆、保存修復課保存修

復室事務補佐員 小川絢子、

保存修復課保存修復室事務補

佐員 宋亨蘭 

79 陸前高田市立博物館 
被災文化財の点検、安定化および保管修理について助言、指

導、監修。 

10 月 1 日～25 年 3 月 31

日 

保存修復課保存修復室アソシ

エイトフェロー 鈴木晴彦 

80 陸前高田市立博物館 被災文化財の安定化及び保管環境の整備について指導 4月 1日～25年 3月 31日 

保存修復課長 神庭信幸、保

存修復課環境保存室主任研究

員 荒木臣紀、保存修復課環

境保存室主任研究員 和田浩 

81 岩手県山田町立鯨と海の科学館 被災文化財の安定化及び保管環境の整備について指導 4月 1日～25年 3月 31日 

保存修復課長 神庭信幸、保

存修復課環境保存室主任研究

員 荒木臣紀、保存修復課環

境保存室主任研究員 和田浩 

82 岩手県盛合家住宅 被災文化財の安定化及び保管環境の整備について指導 4月 1日～25年 3月 31日 

保存修復課長 神庭信幸、保

存修復課環境保存室主任研究

員 荒木臣紀、保存修復課環

境保存室主任研究員 和田浩 

83 大熊町民俗伝承館 被災文化財のレスキューと旧相馬女子高校への移動 
8 月 1 日～25 年 11 月 30

日 

副館長 島谷弘幸、学芸研究

部長 伊藤嘉章、調査研究課

長 田良島哲、調査研究課絵

画彫刻室長 田沢裕賀、博物

館教育課長 今井敦、保存修

復課保存修復室長 冨坂賢、

総務部経理課長 菅原康宏、

総務企画課長 竹ノ内勝典 
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84 富岡町歴史民俗資料館 被災文化財のレスキューと旧相馬女子高校への移動 
8 月 1 日～25 年 11 月 30

日 

副館長 島谷弘幸、学芸研究

部長 伊藤嘉章、調査研究課

長 田良島哲、調査研究課絵

画彫刻室長 田沢裕賀、博物

館教育課長 今井敦、保存修

復課保存修復室長 冨坂賢、

総務部経理課長 菅原康宏、

総務企画課長 竹ノ内勝典 

85 双葉町歴史民俗資料館 被災文化財のレスキューと旧相馬女子高校への移動 
8 月 1 日～25 年 11 月 30

日 

副館長 島谷弘幸、学芸研究

部長 伊藤嘉章、調査研究課

長 田良島哲、調査研究課絵

画彫刻室長 田沢裕賀、博物

館教育課長 今井敦、保存修

復課保存修復室長 冨坂賢、

総務部経理課長 菅原康宏、

総務企画課長 竹ノ内勝典 

 

【京都国立博物館】 65 件 
 機 関 内 容 期 間 担当者 

1 本願寺文化興隆財団 

パリ日本文化会館において開催される「日本人の知恵Ⅰ

展」展示品陳列指導と展示作業指導、オープニング出席の

ため 

4月 4日～19日 学芸部長 村上 隆 

2 
フリア美術館＆サックラーギャ

ラリー 
「The Artist in Edo」研究会およびシンポジウム出席 4月 11日～16日 

学芸部連携協力室長 

山下 善也 

3 文化庁文化財部美術学芸課 
政府の美術品損害補償制度に関する海外周知活動につい

ての助言 
4月 19日 副館長 栗原 祐司 

4 文化財保存修復学会 
一般社団法人 文化財保存修復学会 H２４年度第１回理

事会への派遣 
4月 25日 学芸部長 村上 隆 

5 株式会社ＮＨＫ文化センター 学芸員講義依頼により講義 
4月 27日、5月 9日、18

日 

学芸部上席研究員 

赤尾 栄慶 

6 愛知県美術館 木村コレクションの調査指導 5月 1日 学芸部工芸室長 尾野 善裕 

7 本願寺文化興隆財団 「日本人の知慧Ⅰ」展、撤収作業指導及び施設調査 5月 6日～11日 総務課長 植田 義雄 

8 九州国立博物館 展示作品調査および関連講演会の協議 5月 9日 
学芸部企画室 

研究員 末兼 俊彦 

9 野﨑家塩業歴史館 所蔵資料の調査指導 5月 15日～16日 学芸部工芸室長 尾野 善裕 

10 
（公財）岐阜市教育文化振興事業

団 
岐阜城千畳敷遺跡出土遺物の指導 5月 25日 

学芸部工芸室長 

尾野 善裕 

11 
一般社団法人 文化財保存修復

学会 
一般社団法人 文化財保存修復学会 新理事会 第 1回 5月 25日 学芸部長 村上 隆 

12 愛知県美術館 木村コレクションの調査指導 6月 5日 学芸部教育室長 山川 曉 

13 愛知県美術館 木村コレクションの調査指導 6月 8日、１5日 
学芸部保存修理指導室 

大原 嘉豊 

14 
萩近代化産業遺産保存管理計画

検討委員会 
萩近代化産業遺産保存管理計画検討委員会 6月 19日 学芸部長 村上 隆 

15 愛知県美術館 木村コレクションの調査指導 
6月 20日、22日、8月 9

日 
学芸部工芸室長 赤尾 栄慶 

16 京都大学総合博物館 
大学博物館等協議会 2012 年度大会でシンポジウムのパネ

リスト 
6月 21日 副館長 栗原 祐司 

17 浄土宗西山禅林寺派 浄土宗西山禅林寺派 教師補講習会で講師 6月 29日 学芸部教育室長 山川 曉 

18 九州国立博物館 
特別展「美のワンダーランド 十五人の京絵師」に係る展

示指導 
7月 2日～7月 4日 

学芸部連携協力室長 

山下 善也 

19 野﨑家塩業歴史館 所蔵資料の調査指導 7月 3日～4日 学芸部工芸室長 尾野 善裕 

20 本願寺文化興隆財団 
「日本人の知慧Ⅰ展」展示品陳列と展示指導とオープニン

グ出席 
7月 8日～16日 学芸部長 村上 隆 

21 バンダラケイナ記念国際会議場 「Wisdom of Japanese」出展準備指導及び開会式出席 7月 10日～17日 副館長 栗原 祐司 

22 愛知県総務部 愛知県史編纂委員会文化財部会資料調査指導 7月 18日 学芸部教育室長 山川 曉 

23 奈良国立博物館 
特別展「頼朝と重源-東大寺再興を支えた鎌倉と奈良の絆

－」における展示指導 
7月 18日 

学芸部列品管理室長 

鬼原 俊枝 

24 国際仏教学大学院大学 
H24 年度私立大学戦略的研究基盤形成支援事業による研究 

公開シンポジウムへの参加と発表 
7月 20日～22日 

学芸部上席研究員 

赤尾 栄慶 

25 箕面市教育委員会 
箕面市指定文化財「紺紙金銀字交書一切経（中尊寺経）の

修復についての指導 
7月 30日 

学芸部上席研究員 

赤尾 栄慶 

26 
公益財団法人 

大和文華館 
美術品評価委員として助言 8月 3日 

学芸部企画室 

研究員 羽田 聡 

27 九州国立博物館 
特別展「美のワンダーランド 十五人の京絵師」に係る展

示指導 
8月 6日～7日 

学芸部連携協力室長 

山下 善也 

28 
和歌山大学地域連携・ 

生涯学習センター 
平成２４年度社会教育主事講習に係る講師 8月 16日 副館長 栗原 祐司 

29 奈良国立博物館 
特別展「頼朝と重源-東大寺再興を支えた鎌倉と奈良の絆

－」における出陳品返還の指導 
8月 20日 

学芸部列品管理室長 

鬼原 俊枝 

30 名古屋大学大学院文学研究科 東山６１号窯に関する発掘調査指導 9月 3日 学芸部工芸室長 尾野 善裕 

31 野﨑家塩業歴史館 所蔵資料の調査指導 9月 11日 
学芸部工芸室長 

尾野 善裕 

32 琵琶湖博物館協会 滋賀県博物館協議会平成 24 年度第 1回研修会で講演 9月 13日 副館長 栗原 祐司 

33 豊田市郷土資料館 出土遺物鑑定のための講師 9月 14日 
学芸部工芸室長 

尾野 善裕 
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 機 関 内 容 期 間 担当者 

34 
一般社団法人 

国宝修理装潢師連盟 
第３回試験準備委員会で助言 9月 26日 

学芸部上席研究員 

赤尾 栄慶 

35 
一般社団法人 

国宝修理装潢師連盟 
主任技師／技師長 第 1次試験の監督 9月 29日 

学芸部上席研究員 

赤尾 栄慶 

36 京都国立近代美術館 
京都国立近代美術館企画競争審査委員会審査委員として

助言 
10月 4日 

学芸部列品管理室長 

鬼原 俊枝 

37 大津市教育委員会 大津祭曳山金工品調査指導 10月 5日～6日 
学芸部企画室 

研究員 末兼 俊彦 

38 大谷大学博物館 特別展「親鸞-信州開顕-」の展示・撤収指導 
10 月 8 日、25 年 1 月 5

日 

学芸部上席研究員 

赤尾 栄慶 

39 
国際交流基金・スペイン文化セン

ター 

東日本大震災における文化財レスキュー事業等について

の講演 
10月 18日～23日 副館長 栗原 祐司 

40 山口市教育委員会 大内氏関連町並遺跡出土金属生産遺物に係る調査指導 10月 19日～20日 学芸部長 村上 隆 

41 
一般社団法人国宝修理装潢師連

盟 
主任技師／技師長 第２次試験の面接官 10月 27日 

学芸部上席研究員 

赤尾 栄慶 

42 蘇州博物館 蘇州博物館「呉門画派之沈周大展」への搬入指導 10月 30日～11月 7日 
学芸部列品管理室 

研究員 呉 孟晋 

43 野﨑家塩業歴史館 所蔵資料の調査指導 11月 6日～7日 
学芸部工芸室長 

尾野 善裕 

44 愛知県美術館 木村定三コレクションの調査指導 11月 7日、16日 
保存修理指導室長 

淺湫 毅 

45 大阪大学文学研究科 H24年度文学研究科共同研究にかかわる現地調査指導 11月 10日～12日 
保存修理指導室長 

淺湫 毅 

46 国立台北教育大学 
国立歴史博物館で開催される「TheMuseum2012」において

講演、国立台北教育大学にで講義 
11月 19日～23日 副館長 栗原 祐司 

47 奈良県教育委員会 
国宝薬師寺東塔保存修理事業修理専門委員会 水煙・相輪

に係る臨時委員会 
11月 20日 学芸部長 村上 隆 

48 チェンマイ国立博物館 
｢タイにおける異文化の受容と変容-13 世紀から 18 世紀の

対外交易品を中心として-｣にかかる現地調査指導 
11月 20日～28日 

学芸部企画室 

研究員 末兼 俊彦 

49 兵庫陶芸美術館 平成 24年度兵庫陶芸美術館収集予定作品の価格評価助言 11月 22日 学芸部工芸室長 尾野 善裕 

50 蘇州博物館 蘇州博物館｢呉門画派之沈周大展｣の展示替え指導 12月 4日～8日 
学芸部列品管理室 

研究員 呉 孟晋 

51 韓国学中央研究院 
国際ワークショップ｢高麗初雕大蔵経と東亜細亜の大藏

経｣に参加助言 
12月 8日～10日 

学芸部上席研究員 

赤尾 栄慶 

52 ふくやま美術館 
特別展「国宝の名刀-京都国立博物館と小松コレクション

-」開催にかかわる拝借文化財陳列指導 
12月 13日～14日 

学芸部企画室 

研究員 末兼 俊彦 

53 博多聖福寺展実行委員会 聖福寺所蔵の染織資料の調査指導 12月 17日 学芸部教育室長 山川 曉 

54 奈良県教育委員会 
国宝薬師寺東塔保存修理事業修理専門委員会水煙相輪に

係る現地調査助言 
12月 27日 学芸部長 村上 隆 

55 アメリカ合衆国 カルコン美術対話委員会出席助言 25年 1月 7日～11日 副館長 栗原 祐司 

56 滋賀県教育委員会 
滋賀県文化財保護審議会(美術工芸品部会)の現地調査助

言 
25年 1月 8日 学芸部教育室長 山川 曉 

57 野﨑家塩業歴史館 所蔵資料の調査指導 25年 1月 8日～9日 学芸部工芸室長 尾野 善裕 

58 三重県埋蔵文化財センター 
平成 24 年度高度水利機能確保基盤整備事業(有田地区)に

伴う埋蔵文化財発掘調査にかかる調査指導 
25年 1月 11日 学芸部工芸室長 尾野 善裕 

59 滋賀県教育委員会 
滋賀県文化財保護審議会(美術工芸品部会)の現地調査助

言 
25年 1月 17日 学芸部教育室長 山川 曉 

60 
東北地方太平洋沖地震被災文化

財等救援委員会 

公開討論会｢被災文化財救援活動について考える会～語ろ

う文化財レスキュー｣への参加助言 
25年 1月 23日 副館長 栗原 祐司 

61 滋賀県教育委員会 滋賀県文化財保護審議会に参加助言 25年 1月 28日 学芸部教育室長 山川 曉 

62 元離宮二条城事務所 元離宮二条城障壁画保存修理専門委員会への参加助言 25年 1月 30日 

学芸部長 村上 隆 

学芸部連携協力室長 

山下 善也 

63 
岐阜市教育文化振興事業団埋蔵

文化財調査事務所 
岐阜市市内遺跡出土遺物の指導 25年 2月 1日 学芸部工芸室長 尾野 善裕 

64 国立民族学博物館 
企画競争｢平成 24年度国立民族学博物館本館展示新構築の

展示設計等｣業務における選定委員会に出席助言 
25年 2月 20日 副館長 栗原 祐司 

65 愛知県 
平成 24 年度愛知県史編さん委員会文化財部会工芸班会議

に出席助言 
25年 3月 15日 学芸部教育室長 山川 曉 

 

【奈良国立博物館】67件 
 機 関 内 容 期 間 担当者 

1 読売新聞大阪本社 読売新聞あおによし賞選考委員会に委員として出席 4月 8日 館長 湯山 賢一 

2 法隆寺、日本経済新聞社 
学術協力｢聖徳太子 1390 御遠忌記念 法隆寺｣出陳品返

却作業 

4月 16日～19日 

4月 23日 

4月 27日 

学芸部長補佐 内藤 栄 

(前)教育室長 稲本 泰生 

主任研究員 清水 健 

研究員 岩戸 晶子 

研究員 北澤 菜月 

3 読売新聞大阪本社 
読売新聞「あおによし賞」選考委員会委員として表彰式

出席 
5月 20日 館長 湯山 賢一 

4 九州歴史資料館 考古資料相互活用事業に係る打合せ 6月 21日～22日 研究員 岩戸 晶子 

5 福岡市博物館 考古資料相互活用事業に係る打合せ及び調査 6月 25日 研究員 岩戸 晶子 

6 福島県立博物館 考古資料相互活用事業に係る打合せ及び調査 6月 27日 研究員 岩戸 晶子 

7 神奈川県立金沢文庫 共催展｢解脱上人貞慶｣関連講座にて講演 7月 1日 学芸部長 西山 厚 
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機 関 内 容 期 間 担当者 

8 法隆寺、日本経済新聞社 
学術協力｢聖徳太子 1390 御遠忌記念 法隆寺｣修理品納

品立会 
7月 26日 研究員 岩戸 晶子 

9 神奈川県立金沢文庫 共催展｢解脱上人貞慶｣撤収・梱包立会 7月 29日～31日 

保存修理指導室長 谷口 耕生 

研究員 斎木 涼子 

学芸部長 岩田 茂樹 

10 神奈川県立金沢文庫 共催展｢解脱上人貞慶｣出陳品返却 8月 3日 保存修理指導室長 谷口 耕生 

11 神奈川県立金沢文庫 共催展｢解脱上人貞慶｣出陳品返却 8月 6日 研究員 斎木 涼子 

12 福島県立博物館 考古資料相互活用促進事業に伴う文化財輸送 8月 6日～9日 研究員 岩戸 晶子 

13 神奈川県立金沢文庫 共催展｢解脱上人貞慶｣出陳品返却 8月 16日 研究員 北澤 菜月 

14 

長崎歴史文化博物館 

壱岐市立一支国博物館 

福岡市博物館 

九州歴史博物館 

考古資料相互活用促進事業に伴う文化財輸送 8月 12日～17日 研究員 岩戸 晶子 

15 文化庁 醍醐寺所蔵文化財調査協力 8月 24日 館長 湯山 賢一 

16 奈良県 奈良公園観光地域活性化協議会出席 9月 11日 副館長 清水 功 

17 岐阜県博物館 
岐阜県博物館主催特別展｢飛騨・美濃の信仰と造形｣展示

立会 
9月 18日 保存修理指導室長 谷口 耕生 

18 ミュンスター漆芸美術館 
ミュンスター漆芸美術館主催｢高麗・朝鮮時代の韓国｣

展貸与作品輸送 
9月 27日～28日 研究員 永井 洋之 

19 岐阜県博物館 
岐阜県博物館主催特別展｢飛騨・美濃の信仰と造形｣展示

替立会 
10月 9日 保存修理指導室長 谷口 耕生 

20 大津市歴史博物館 文化財調査協力 10月 10日 

教育室長 岩井 共二 

学芸部長補佐 岩田 茂樹 

研究員 山口 隆介 

21 岐阜県博物館 
岐阜県博物館主催特別展｢飛騨・美濃の信仰と造形｣撤収

作業立会 
10月 30日 保存修理指導室長 谷口 耕生 

22 
長崎歴史文化博物館 

壱岐市立一支国博物館 
考古資料相互活用促進事業に伴う文化財輸送 

10月 31日 

～11月 2日 
研究員 岩戸 晶子 

23 日本ユネスコ協会連盟 未来遺産候補プロジェクト現地調査 11月 2日～3日 学芸部長 西山 厚 

24 読売新聞大阪本社 
平成 24 年度正倉院作文コンクール審査会に審査員とし

て出席 
12月 7日 

館長 湯山 賢一 

学芸部長 西山 厚 

25 ミュンスター漆芸美術館 
ミュンスター漆芸美術館主催｢高麗・朝鮮時代の韓国｣

展貸与作品の点検・梱包 
12月 8日～12日 学芸部長補佐 内藤 栄 

26 読売新聞大阪本社 正倉院短歌コンクール審査会に審査員として出席 12月 20日 館長 湯山 賢一 

27 読売新聞大阪本社 
平成 24 年度正倉院短歌コンクール審査会に審査員とし

て出席 
12月 20日 館長 湯山 賢一 

28 なら百年会館 第三回世界遺産学習全国サミット inなら開会行事出席 25年 1月 27日 館長 湯山 賢一 

29 海住山寺 
海住山寺発行図録｢海住山寺の美術(仮称)｣編集協力に

伴う宝物調査 
25年 2月 1日 

学芸部長補佐 内藤 栄 

教育室長 岩井 共二 

主任研究員 清水 健 

研究員 山口 隆介 

研究員 永井 洋之 

30 東大寺金鐘会館 第 3回東大寺境内整備計画委員会に委員として出席 25年 2月 7日 館長 湯山 賢一 

31 ミュンスター漆芸美術館 
ミュンスター漆芸美術館主催｢高麗・朝鮮時代の韓国｣

展貸与作品の点検・引取 
25年 2月 13日～14日 研究員 永井 洋之 

32 石川県立美術館 学術協力｢国宝薬師寺展｣文化財調査 25年 3月 6日 研究員 岩戸 晶子 

33 石川県立美術館 学術協力｢国宝薬師寺展｣文化財調査 25年 3月 11日 教育室長 岩井 共二 

34 

壱岐市立一支国博物館 

福岡市博物館 

九州歴史博物館 

考古資料相互活用促進事業に伴う文化財輸送 25年 3月 18日～23日 研究員 岩戸 晶子 

35 福島県立博物館 考古資料相互活用促進事業に伴う文化財輸送 25年 3月 27日～30日 研究員 岩戸 晶子 

36 （社）国宝修理装潢師連盟 
顧問として国宝修理装潢師連盟の事業の円滑な推進に

協力 

5月 21日 

～25年 3月 31日 
館長 湯山 賢一 

37 
（財）ユネスコ・アジア文化セン

ター 

文化遺産保護協力事業運営審議会委員としてアジア太

平洋地域の文化遺産保護協力を推進するための事業に

関して協議及び助言 

4月 1日 

～25年 3月 31日 
館長 湯山 賢一 

38 （財）元興寺文化財研究所 
評議員として同研究所が行う仏教民俗文化財等の文化

財の保存・調査等の事業に関して助言 

4月 1日 

～25年 3月 31日 
館長 湯山 賢一 

39 社団法人 日本工芸会 
日本伝統工芸展運営委員として日本伝統工芸展の運営

に関して助言 

4月 1日 

～25年 3月 31日 
館長 湯山 賢一 

40 奈良フェスティバル実行委員会 
委員として奈良フェスティバル実施に係る諸課題に関

し審議 

4月 1日 

～25年 3月 31日 
館長 湯山 賢一 

41 （財）仏教美術協会 評議員として事業計画及び収支事項等について助言 
4月 1日 

～25年 3月 31日 
館長 湯山 賢一 

42 （財）松伯美術館 理事として法人の運営に関し助言 
6月 20日 

～25年 3月 31日 
館長 湯山 賢一 

43 （財）大和文華館 理事として法人の運営に関し助言 
6月 13日 

～25年 3月 31日 
館長 湯山 賢一 

44 （財）日本博物館協会 理事として法人の運営に関し助言 
4月 1日 

～25年 3月 31日 
館長 湯山 賢一 

45 （財）仏教美術研究上野記念財団 理事として法人の運営に関し助言 
4月 30日 

～25年 3月 31日 
館長 湯山 賢一 

46 国立大学法人 奈良女子大学 
経営協議会委員として経営に関する重要事項について

審議・助言 

4月 1日 

～25年 3月 31日 
館長 湯山 賢一 

47 （財）奈良県万葉文化振興財団 理事として法人の運営に関し助言 
4月 1日 

～25年 3月 31日 
館長 湯山 賢一 

48 文化庁 
文化審議会専門委員（文化財分科会）として文化財の保

存及び活用に関する重要事項を調査審議 

4月 1日 

～25年 3月 11日 
館長 湯山 賢一 
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49 春日大社境内整備委員会 委員として春日大社境内整備委員会の事業に関し助言 
5月 1日 

～25年 3月 31日 
館長 湯山 賢一 

50 米沢市教育委員会 
米沢市上杉博物館資料収集委員会委員として資料の収

集等に関し調査審議 

25年 1月 16日 

～25年 3月 31日 
館長 湯山 賢一 

51 奈良市教育委員会 
奈良市世界遺産学習推進委員会委員として世界遺産等

の文化財の価値について助言 

4月 1日 

～25年 3月 31日 
学芸部長 西山 厚 

52 （財）大和文華館 理事として法人の運営に関し助言 
6月 13日 

～25年 3月 31日 
学芸部長 西山 厚 

53 九州国立博物館 

文化財保存修復施設運営委員会委員として文化財保存

修復施設の管理運営に関する重要事項について審議・助

言 

4月 1日 

～25年 3月 31日 
学芸部長 西山 厚 

54 奈良文化財研究所飛鳥資料館 
飛鳥資料館運営に関する懇談会委員として飛鳥資料館

の管理運営に関する重要事項について審議・助言 

4月 1日 

～25年 3月 31日 
学芸部長 西山 厚 

55 京都国立博物館 

京都国立博物館文化財保存修理所運営委員会委員とし

て文化財保存修理所の管理運営に関する重要事項につ

いて審議・助言 

4月 1日 

～25年 3月 31日 
学芸部長 西山 厚 

56 奈良県教育委員会 
奈良県文化財保護審議会委員として文化財の保存及び

活用に関する重要事項について調査審議 

4月 1日 

～25年 3月 31日 
学芸部長補佐 内藤 栄 

57 奈良県 
奈良県伝統的工芸品指定委員会委員として、指定に関す

る事項等について審議・助言 

25年 1月 1日 

～25年 3月 31日 
学芸部長補佐 内藤 栄 

58 香芝市教育委員会 
香芝市文化財保護審議会委員として文化財の保存及び

活用に関する重要事項について調査審議 

4月 1日 

～25年 3月 31日 
学芸部長補佐 岩田 茂樹 

59 河合町教育委員会 
河合町文化財保護審議会委員として文化財の保存及び

活用に関する重要事項について調査審議 

4月 1日 

～25年 3月 31日 
学芸部長補佐 岩田 茂樹 

60 龍谷大学 龍谷ミュージアム 客員研究員として研究プロジェクトに参画 4月 1日～4月 30日 (前)教育室長 稲本 泰生 

61 文化財保存修復学会 理事として学会の運営に協力 
7月 2日～25年 3月 31

日 
保存修理指導室長 谷口 耕生 

62 文化財保存修復学会 
文化財保存修復学会第 35 回大会実行委員として仙台市

で行われる同学会年次大会ついて助言 

10月 2日～25年 3月 31

日 
保存修理指導室長 谷口 耕生 

63 東京大学史料編纂所 
特定共同研究共同研究員として寺社所蔵史料の調査・撮

影等に参画 

4月 1日 

～25年 3月 31日 
主任研究員 清水 健 

64 徳島県教育委員会 
徳島県文化財保護審議会委員として文化財の保存及び

活用に関する重要事項について調査審議 

11月 1日 

～25年 3月 31日 
研究員 北澤 菜月 

65 巡る奈良実行委員会 委員として実行委員会が行う事業について審議 
4月 1日 

～25年 3月 31日 
副館長 清水 功 

66 
独立行政法人国立青少年教育振

興機構 国立曽爾青少年自然の家 

平成 24 年度｢ジャパン・マレーシア交流プロジェクト 

2012～伝える心・学ぶ心・つながる心｣に係る企画委員

会委員として事業内容について協議及び成果を検証 

8月 1日 

～25年 3月 31日 
課長 中村 恵 

67 奈良文化財研究所 
奈良文化財研究所飛鳥資料館ミュージアムショップ運

営業務選定委員会委員として運営業務提案者を選定 

25年 2月 15日 

～25年 2月 28日 
課長 中村 恵 

【九州国立博物館】109件 
機 関 内 容 期 間 担当者 

1 
公益財団法人文化財保護・芸術

研究助成財団 

公益財団法人文化財保護・芸術研究助成財団第７回・

第８回事業委員会、文化財保存支援機構第２回理事会 
4月18日、19日 館長 三輪嘉六 

2 明治大学 虎塚壁画古墳の調査の助言 4月22日 
博物館科学課保存修復室主任

研究員 志賀智史 

3 明治大学 虎塚古墳壁画公開に伴う点検調査の助言 4月22日 学芸部特任研究員 本田光子 

4 
一般社団法人文化竿保存修復

学会 
文化財保存修復学会理事会 4月25日 学芸部特任研究員 本田光子 

5 
一般社団法人文化財保存修復

学会 
一般社団法人文化財保存修復学会第１回理事会 4月 25日 副館長 森田稔 

6 
一般社団法人文化財保存修復

学会 
一般社団法人文化財保存修復学会第１回理事会 4月 25日 館長 三輪嘉六 

7 文化財保存修復学会 文化財保存修復学会理事会 4月 25日 博物館科学課長 今津節生 

8 宗像市教育委員会 「海の道むなかた館」オープン記念特別講座での講演 5月 6日 館長 三輪嘉六 

9 松浦市教育委員会 鷹島神社遺跡出土のⅩ線ＣＴ調査の助言 5月16日 博物館科学課長 今津節生 

10 文化庁 
「民俗共生の象徴となる空間」における博物館の整

備・運営に関する調査検討委員会（第２回） 
5月 23日 副館長 森田稔 

11 愛知県立芸術大学大学院 
更埴長谷寺 木造十一面観音菩薩立像及び奈良法輪寺 

木造俵乗毘沙門天立像のⅩ線ＣＴ調査の助言 
5月24日 博物館科学課長 今津節生 

12 文化庁 文化審議会文化財分科会第三専門調査会 5月 24日、25日 学芸部特任研究員 本田光子 

13 文化庁 美術工芸品の調査の助言 5月 25日 学芸部長 谷豊信 

14 

公益財団法人かながわ考古学

財団、公益財団法人文化財虫害

研究所 

公益財団法人かながわ考古学財団平成２４年度定時

評議員会、公益財団法人文化財虫害研究所平成２４年

度第１回評議員会 

5月 28日、29日 館長 三輪嘉六 

15 竹田市教育委員会 国指定重要文化財「銅鐘」の複製品製作協議会 5月30日 博物館科学課長 今津節生 

16 京都国立博物館 京都国立博物館文化財保存修理所運営委員会 5月31日 学芸部長 谷豊信 

17 日本学術会議 
日本学術会議史学委員会「文化財の保護と活用を考え

る分科会」 
6月 1日 学芸部特任研究員 本田光子 

18 臼杵市教育委員会 臼杵市近世絵図保存修復委員会 6月5日 
博物館科学課保存修復室長 

藤田励夫 

19 文化財保存修復学会 文化財保存修復学会理事会 6月 8日 博物館科学課長 今津節生 

20 全国歴史民俗系博物館協議会 
全国歴史民俗系博物館協議会設立集会および研究集

会 
6月 13日～14日 副館長 森田稔 

21 文化庁 
埋蔵文化財発掘調査体制等の整備充実に関する調査

研究委員会 
6月15日 学芸部特任研究員 本田光子
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22 
公益財団法人文化財虫害研究

所 
第３４回文化財の虫菌害・保存対策研修会講師 6月18日 

副館長 森田稔 

学芸部特任研究員 本田光子

23 宮内庁 第３６回陵墓管理委員会議 6月 21日 館長 三輪嘉六 

24 文化庁 
「民族共生の象徴となる空間」における博物館の整

備・運営に関する調査検討委員会（第３回） 
6月26日～28日 副館長 森田稔 

25 南九州市 第１回知覧特攻平和会館世界記憶遺産登録準備会 6月 28日～29日 学芸部特任研究員 本田光子 

26 
大分県企画振興部県立美術館

推進局 
大分県立美術館施設に係る助言 7月 3日 副館長 森田稔 

27 
独立行政法人日本芸術文化振

興会 
第２８回芸術文化振興基金運営委員会 7月 3日 館長 三輪嘉六 

28 
公益財団法人文化財虫害研究

所 

平成２４年度第１回文化財 IPMコーディネーター委員

会 
7月5日 学芸部特任研究員 本田光子 

29 小郡市教育委員会 小郡市津古永前遺跡出土赤色顔料分析調査の助言 7月6日 
博物館科学課保存修復室主任

研究員 志賀智史 

30 佐賀県唐津市教育委員会 鵜殿石仏群保存委員会にかかる現地調査の助言 7月11日 博物館科学課長 今津節生 

31 
大野城市 歴史をつなぐ事業推

進室 
目加田家蔵書の保護保存にむけた指導・協力 7月17日～25年3月31日 博物館科学課長 今津節生 

32 国立歴史民俗博物館 国立歴史民俗博物館採用・昇任委員会 7月18日 博物館科学課長 今津節生 

33 佐賀県唐津市教育委員会 鵜殿石仏群保存委員会 7月 20日 博物館科学課長 今津節生 

34 九州歴史資料館 九州歴史資料館協議会 7月27日 博物館科学課長 今津節生 

35 文部科学省 
留学・文化・スポーツと観光振興及び日本の魅力発信

の連携施策検討連絡会議 
7月 27日 館長 三輪嘉六 

36 九州歴史資料館 九州歴史資料館協議会 7月27日 博物館科学課長 今津節生 
37 国立民族学博物館 第１０回国立民族学博物館外部評価委員会 7月 30日 館長 三輪嘉六 

38 沖縄県立博物館・美術館 沖縄県指定文化財三線の科学調査の助言 8月 7日 博物館科学課長 今津節生 

39 大阪大学大学院文学研究科 大阪府藤井寺市野中古墳出土遺物分析の助言 8月8日 博物館科学課長 今津節生 

40 太宰府市 歴史的風致維持向上協議会 8月17日 展示課長 赤司善彦 

41 長崎県松浦市教育委員会 鷹島神崎遺跡保存管理計画策定委員会 8月23日～24日 博物館科学課長 今津節生 

42 文化庁 
「民族共生の象徴となる空間」における博物館の整

備・運営に関する調査検討委員会（第４回） 
8月 27日 副館長 森田稔 

43 双葉郡富岡町教育委員会 東北地方太平洋沖地震被災文化財等救援事業 8月 28日～31日 学芸部長 谷豊信 

44 
独立行政法人日本スポーツ振

興センター 

第１回秩父宮記念スポーツ博物館・図書館の在り方検

討委員会 
8月 30日 館長 三輪嘉六 

45 福島県双葉町教育委員会 東北地方太平洋沖地震被災文化財等救援事業 9月 4日～7日 博物館科学課長 今津節生 

46 福島県文化財センター白河館 
栗木内遺跡出土品の復元品製作研究に伴う科学調査

の助言 
9月 11日 博物館科学課長 今津節生 

47 佐賀県教育庁 
佐賀県三津永田遺跡出土 青銅鏡及び鉄製品の構造調

査の助言 
9月 11日 博物館科学課  志賀智史 

48 佐賀県教育委員会 花鳥図螺鈿琵琶 銘考鳥絃のⅩ線ＣＴ調査の助言 9月 15日 博物館科学課長 今津節生 

49 熊本市立熊本博物館 熊本博物館協議会 9月 13日 学芸部特任研究員 本田光子 

50 西日本新聞社 契丹展点検撤収作業の指導・助言 9月 17日～20日 
企画課特別展室主任研究員 

市元塁 

51 国宝修理装潢師連盟 草原の王朝契丹展保存修理作業の指導 9月 17日～19日 博物館科学課長 今津節生 

52 
独立行政法人日本芸術文化振

興会 
第２９回芸術文化振興基金運営委員会 9月18日 館長 三輪嘉六

53 大熊町教育委員会 東北地方太平洋沖地震被災文化財等救援事業 9月 19日～22日 文化財課長 臺信祐爾 

54 
独立行政法人日本スポーツ振

興センター 

秩父宮記念スポーツ博物館・図書館の在り方検討委員

会（第２回） 
9月 20日 館長 三輪嘉六

55 春日市教育委員会 須玖遺跡群出土品の蛍光Ⅹ線分析による調査の助言 9月 20日 
博物館科学課保存修復室主任

研究員 志賀智史 

56 
一般社団法人文化財保存修復

学会 
文化財保存修復学会理事会 9月21日 学芸部特任研究員 本田光子 

57 
一般社団法人文化財保存修復

学会 
文化財保存修復学会第２回理事会 9月21日 博物館科学課長 今津節生 

58 日本学術会議 
史学委員会文化財の保護と活用に関する分科会（第２

２期、第４回） 
9月27日～28日 学芸部特任研究員 本田光子 

59 国宝修理装潢師連盟 
「文化財修理に適した補修紙としての芭蕉紙の製造

方法の確立」事前調査の援助・助言 
10月1日～2日 

博物館科学課アソシエイトフ

ェロー 渡部史之 

60 台南藝術大學 博物館運営に関するシンポジウムでの基調講演 10月 2日～7日 企画課長 小泉惠英 

61 南九州市 
第２回知覧特攻平和会館世界記録遺産登録推進準備

会 
10月 3日 学芸部特任研究員 本田光子 

62 文化庁 文化審議会文化財分科会第三専門調査会 10月24日～26日 学芸部特任研究員 本田光子 

63 
トレハロースシンポジウム実

行委員会 
トレハロースシンポジウムでの講演 10月 25日～26日 博物館科学課長 今津節生 

64 
独立行政法人国際協力機構

JICA 

金銅仏の作品調査、エジプト国大エジプト博物館保存

修復プロジェクト第１回国内支援委員会 
10月 30日 館長 三輪嘉六 

65 日本学術会議 
史学委員会博物館・美術館等の組織運営に関する分科

会（第２２期第４回） 
10月 31日～11月 1日 学芸部特任研究員 本田光子 

66 宮内庁 書陵部所蔵考古品分析調査の助言 11月 5日～6日 博物館科学課長 今津節生 

67 文化庁 
「民族共生の象徴となる空間」における博物館の整

備・運営に関する調査検討委員会 
11月 8日 副館長 森田稔 

68 
公益財団法人菊池美術財団菊

池寛実記念 智美術館 

「十三代・十四代今泉今右衛門－色鍋島の粋－」展関

連行事での講演 
11月 10日 館長 三輪嘉六 

69 
独立行政法人日本スポーツ振

興センター 

第３回秩父宮記念スポーツ博物館・図書館の在り方検

討委員会 
11月14日 館長 三輪嘉六 

70 
文化庁装飾古墳ワーキンググ

ループ 

古墳壁画の保存活用に関する検討会 装飾古墳ワー

キンググループ 
11月14日 博物館科学課長 今津節生 
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機 関 内 容 期 間 担当者 

71 文化庁 
古墳壁画の保存活用に関する検討会装飾古墳ワーキ

ンググループ（第２回） 
11月 14日～15日 博物館科学課長 今津節生 

72 福岡市美術館 福岡市美術館作品収集審査会 11月15日 
文化財課主任研究員 原田あ

ゆみ 

73 小郡市教育委員会 
小郡市三沢北中尾遺跡出土 銅斧片のⅩ線ＣＴ調査の

助言 
11月 19日 博物館科学課長 今津節生 

74 長崎県松浦市教育委員会 鷹島神社遺跡出土のⅩ線ＣＴ調査の助言 11月19日 博物館科学課長 今津節生 

75 
一般社団法人ミュージアム支

援者協会 

東北地域の博物館活動支援についての情報収集の援

助・助言 
11月21日～22日 学芸部特任研究員 本田光子 

76 北海道開拓記念館 

「文化財公開施設等における汎用的な高精度微生物

汚染評価システムの構築に関する研究」の調査、「木

の文化財を科学する－沈没船の保存から仏像の健康

診断まで－」研究会講師 

11月22日～25日 博物館科学課長 今津節生 

77 長崎県松浦市教育委員会 第２回鷹島神崎遺跡保存管理計画策定委員会 11月 26日 博物館科学課長 今津節生 

78 大韓民国国立公州博物館 
「日韓５０周年展」に係わる大韓民国における作品調

査の助言 
11月26日～12月9日 

博物館科学課アソシエイトフ

ェロー 渡部史之 

79 宮内庁書陵部 宮内庁管理陵墓の保存管理工法の現地検討会 11月 28日～11月 29日 館長 三輪嘉六 

80 文化財保存修復学会 文化財保存修復学会第３５回大会実行運営委員会 11月 29日～12月 1日 副館長 森田稔 

81 文化財保存修復学会 文化財保存修復学会第３５回大会実行運営委員会 11月 29日 学芸部特任研究員 本田光子 

82 
一般社団法人国宝修理装潢師

連盟 
修理技術者初級講習会講師 12月 7日 副館長 森田稔 

83 九州歴史資料館 
古野遺跡第4次調査出土 経筒内容物のⅩ線ＣＴ調査

の助言 
12月 10日 博物館科学課長 今津節生 

84 
弘前大学人文学部附属亀ヶ岡

文化研究センター 
土井Ⅰ号遺跡出土品のⅩ線ＣＴ調査の助言 12月 13日～14日 博物館科学課長 今津節生 

85 長崎県松浦市教育委員会 松浦市鷹島海底遺跡調査指導委員会保存部会 12月14日 博物館科学課長 今津節生 

86 長崎県松浦市教育委員会 第１回松浦市鷹島海底遺跡調査指導委員会合同会議 12月 14日～15日 博物館科学課長 今津節生 

87 南九州市 
第２回知覧特攻平和会館世界記憶遺産登録推進準備

会 
12月 18日 学芸部特任研究員 本田光子 

88 東京国立博物館 第１回塚廻古墳出土漆塗籠棺残片検討会 12月20日 
企画課特別展室主任研究員 

市元塁 

89 日本学術会議 
史学委員会博物館・美術館等の組織運営に関する分科

会、文化財の保護と活用に関する分科会 
12月 27日 学芸部特任研究員 本田光子 

90 
那覇市市民文化部博物館（歴史

博物館）  

国宝 琉球国王尚家関係資料 王冠 のⅩ線ＣＴ調査の

助言 
25年 1月 24日～1月 25日 博物館科学課長 今津節生 

91 長崎県松浦市教育委員会 
鷹島神崎遺跡国史跡指定シンポジウム事前打ち合わ

せ、シンポジウム出席・パネルディスカッション司会 
25年 1月 25日～1月 26日 博物館科学課長 今津節生 

92 文化財保存修復学会 文化財保存修復学会理事会 平成 25年 1月 21日 

副館長 森田稔 

博物館科学課長 今津節生 

学芸部特任研究員 本田光子 

93 島根県教育庁文化財課 石見銀山遺跡間歩調査検討会、現地視察 25年 1月 23日～1月 24日 
文化財課主任研究員 

鳥越俊行 

94 都城島津伝承館 平成２４年度都城島津伝承館審議会 25年 1月 26日 副館長 森田稔 

95 文化庁 
平成２４年度文化審議会文化財分科会第三専門調査

会埋蔵文化財委員会現地視察 
25年 1月 28日～1月 30日 学芸部特任研究員 本田光子 

96 
独立行政法人日本芸術文化振

興会 
第３０回芸術文化振興基金運営委員会 25年 1月 30日 館長 三輪嘉六 

97 太宰府市議会 福岡県中部十市議会議長会議員研修会 25年 1月 31日 館長 三輪嘉六 

98 
田川市世界記憶遺産活用活性

化推進委員会 

世界記憶遺産「山本作兵衛コレクション」シンポジウ

ム IN東京国立博物館 
25年 2月 9日 学芸部特任研究員 本田光子 

99 沖縄国際センター 
草の根技術協力事業（地域提案型）「沖縄・カンボジ

ア『平和文化』創造の博物館づくり協力」 
25年 2月 10日～2月 17日 

博物館科学課保存修復室長 

藤田励夫 

100 
公益財団法人文化財虫害研究

所 

公益財団法人文化財虫害研究所 平成 24 年度第 2 回

評議員会 
25年 2月 12日 館長 三輪嘉六 

101 文化庁 
「民族共生の象徴となる空間」における博物館の整

備・運営に関する調査検討委員会（第 6回） 
25年 2月 13日 副館長 森田稔 

102 長崎県松浦市教育委員会 第３回鷹島神崎遺跡保存管理計画策定委員会 25年 2月 13日 博物館科学課長 今津節生 

103 長崎県松浦市教育委員会 
平成２４年度第２回松浦市鷹島海底遺跡調査指導委

員会保存処理専門部会 
25年 2月 16日 博物館科学課長 今津節生 

104 文化庁文化財部 高松塚古墳壁画の修理現状確認 25年 2月 28日 学芸部特任研究員 本田光子 

105 
独立行政法人日本芸術文化振

興会 

平成２５年度芸術文化振興基金運営委員会第１回文

化財部会 
25年 3月 7日～3月 8日 館長 三輪嘉六 

106 佐賀県立有田窯業大学校 佐賀県立有田窯業大学校公開講座 25年 3月 11日 館長 三輪嘉六 

107 東京文化財研究所 
文化財の放射線対策に関する研究会、文化財の放射線

対策に関する調査研究ＰＴ会議 
25年 3月 11日～3月 12日 博物館科学課長 今津節生 

108 文化財保存修復学会 
文化財保存修復学会第 35 回大会プログラム作成委員

会 
25年 3月 14日 博物館科学課長 今津節生 

109 南九州市 第３回知覧特効平和会館世界記憶遺産登録準備会 25年 3月 15日 学芸部特任研究員 本田光子 
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4 文化財に関する調査及び研究の推進 

4-(1) 文化財に関する基礎的・体系的な調査・研究の推進 
 
4-(1)-① 調査研究テーマ一覧     （後述の資料に記載）◎共通資料c-② 
 
4-(1)-② 学会、研究会等発表実績一覧 （後述の資料に記載）◎共通資料c-③ 
 
4-(1)-③ 論文等発表実績一覧     （後述の資料に記載）◎共通資料c-⑤ 
 
4-(1)-④ 調査研究刊行物一覧     （後述の資料に記載）◎共通資料c-⑥ 
 
 
4-(2) 文化財の研究に関する調査手法の研究・開発の推進 
 
4-(2)-① 調査研究テーマ一覧     （後述の資料に記載）◎共通資料c-② 
 
4-(2)-② 学会、研究会等発表実績一覧 （後述の資料に記載）◎共通資料c-③ 
 
4-(2)-③ 論文等発表実績一覧     （後述の資料に記載）◎共通資料c-⑤ 
 
4-(2)-④ 調査研究刊行物一覧     （後述の資料に記載）◎共通資料c-⑥ 
 
 
4-(3) 科学技術の活用等による文化財の保存科学や修復技術に関する中核的な支援拠点として、

先端的調査研究等の推進 
 
4-(3)-① 調査研究テーマ一覧     （後述の資料に記載）◎共通資料c-② 
 
4-(3)-② 学会、研究会等発表実績一覧 （後述の資料に記載）◎共通資料c-③ 
 
4-(3)-③ 論文等発表実績一覧     （後述の資料に記載）◎共通資料c-⑤ 
 
4-(3)-④ 調査研究刊行物一覧     （後述の資料に記載）◎共通資料c-⑥ 
 
 
4-(4) 国・地方公共団体の要請に応じた保存措置等のために必要な実践的な調査・研究の実施 
 
4-(4)-① 調査研究テーマ一覧     （後述の資料に記載）◎共通資料c-② 
 
4-(4)-② 学会、研究会等発表実績一覧 （後述の資料に記載）◎共通資料c-③ 
 
4-(4)-③ 論文等発表実績一覧     （後述の資料に記載）◎共通資料c-⑤ 
 
4-(4)-④ 調査研究刊行物一覧     （後述の資料に記載）◎共通資料c-⑥ 
 
 
4-(5) 有形文化財の収集・保管・公衆への観覧にかかる調査・研究 
 
4-(5)-① 調査研究テーマ一覧     （後述の資料に記載）◎共通資料c-② 
 
4-(5)-② 学会、研究会等発表実績一覧 （後述の資料に記載）◎共通資料c-③ 
 
4-(5)-③ 論文等発表実績一覧     （後述の資料に記載）◎共通資料c-⑤ 
 
4-(5)-④ 調査研究刊行物一覧     （後述の資料に記載）◎共通資料c-⑥ 
 
4-(5)-⑤ 科学研究費補助金による調査研究 （後述の資料に記載）◎共通資料c-⑦ 
 
4-(5)-⑥ 客員研究員一覧         （後述の資料に記載）◎共通資料c-⑧ 
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5 文化財保護に関する国際協力の推進 

5-(1) 文化財の保護制度や施策の国際動向及び国際協力及び国際共同研究 
 

5-(1)-① 調査研究テーマ一覧 

（後述の資料に記載）◎共通資料c-② 
 

5-(1)-② 国際ワークショップ開催実績一覧 

【東京文化財研究所】 
 研修・ワークショップ 実施時期 回数 適用 

1 紙本絹本文化財の保存修復に関するワークショップ 
8月（日本）、 

10月（メキシコ） 
2  

2 漆工芸品の保存修復に関するワークショップ 
7月（ベルリン、2回）、 

ケルン（3回） 
5  

3 アルメニア・考古青銅遺物の保存修復に関する国際ワークショップ 
5月、11月 

（国内、国際各1回） 
3 一部受託 

4 
キルギス共和国科学アカデミーとの文化遺産保護の分野における協力；ワー

クショップ 
9月、2月 2 一部受託 

5 

中央アジア諸国におけるドキュメンテーションに関する人材育成： 

考古遺跡の地下探査（カザフスタン、9月）、ドキュメンテーション（キルギ

ス共和国、9月・タジキスタン、11月）に関するワークショップ 

9月、11月 3 受託 

6 

イラク国立博物館より保存修復家1名の保存修復に関する人材育成（アルメニ

ア共和国歴史博物館にて開催した「考古青銅遺物の保存修復に関する国際ワ

ークショップ」と連携 

12月11日、19日～30日 1  

7 
ブータン王国の伝統的建造物保存に関する拠点交流事業： 

ワークショップ 
11月21日～12月2日 1 受託 

8 
「タンロン・ハノイ文化遺産群の保存」ユネスコ日本信託基金事業： 

ワークショップ 

8月18日～23日 

9月9日～13日 

25年1月22日～27日 

5 受託 

9 バーミヤーン遺跡保存事業：考古学専門家の人材育成・技術移転 9月 1 一部受託 

10 
タジキスタン国立古代博物館所蔵壁画片の保存修復に関する人材育成ワーク

ショップ 
11月 1 一部受託 

11 カンボジア：遺跡の測量に関する研修ワークショップ 7月～8月、25年1月 2  

 

5-(1)-③ 学会、研究会等発表実績一覧 

（後述の資料に記載）◎共通資料c-③ 

 

5-(1)-④ 論文等発表実績一覧 

（後述の資料に記載）◎共通資料c-⑤ 
 

5-(2) 諸外国における文化財の保存・修復に関する技術移転の推進 

 
5-(2)-① 調査研究テーマ一覧 

 （後述の資料に記載）◎共通資料c-② 
 

5-(3) 研修、専門家の派遣を通じた諸外国における人材育成、技術移転 

 
5-(3)-① アジア諸国文化財保護担当者などの人材養成に関する研修等実施状況 

【東京文化財研究所】 

※5-(1)-② 国際ワークショップ開催実績一覧にまとめて記載 

【奈良文化財研究所】 2件 
 研修課程 研修期間 日数 研修対象 参加者数 

1 
ACCUの実施する文化遺産の保護に資する研修

2012（集団研修） 
9月4日～10月4日 31日 

アジア太平洋地域の政府機関、大学、研究所

などに勤務し、文化遺産の管理、保護、修復

に携わっているもの。 

16人 

2 
ACCUの実施する文化遺産の保護に資する研修

2012（個人研修・インドネシア） 
6月12日～7月12日 31日 インドネシア文化観光省歴史考古総局職員 3人 
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5-(4) アジア太平洋地域における無形文化遺産保護に関する基礎的な調査・研究 

5-(4)-① 研究交流実績一覧 （後述の資料に記載）◎共通資料c-① 

5-(4)-②  調査研究テーマ一覧  （後述の資料に記載）◎共通資料c-② 

5-(4)-③   学会、研究会等発表実績一覧  （後述の資料に記載）◎共通資料c-③ 

5-(4)-④   シンポジウム開催実績一覧   （後述の資料に記載）◎共通資料c-④ 

5-(4)-⑤ 論文等発表実績一覧 （後述の資料に記載）◎共通資料c-⑤ 

5-(4)-⑥ 調査研究刊行物一覧 （後述の資料に記載）◎共通資料c-⑥ 

5-(4)-⑦ ウェブサイトアクセス件数 （後述の資料に記載）◎共通資料d 
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6 情報発信機能の強化 
6-(1) ネットワークのセキュリティの強化及び情報基盤の整備充実 
 

6-(1)-① 文化財関係資料及び図書の受入件数 

 
東京文化財研究所 奈良文化財研究所 

24年度受入件数 総件数 24年度受入件数 総件数 

図   書 7,023冊 244,954冊 8,348冊 328,693冊 

 

 

6-(2) 研究所の調査・研究成果の発信 
 

6-(2)-① 公開講演会、現地説明会 

【東京文化財研究所】 
公開講演会 1件（2日） 

 ○公開講演会「第46回企画情報部 オープンレクチャー「モノ／イメージとの対話」 
  ・開 催 日：10月19日（金） 
  ・開催場所：東京文化財研究所セミナー室 
  ・主    催：上野の山文化ゾーン連絡協議会 
  ・参加人数：96人 
  ・事業内容：美術史研究の成果を一般に公表すること 

「徳川霊廟を描いた画家たち」 
「上野モダンから近代文化体験へ―陳澄波が出会った近代日本―」 
 

  ・開 催 日：10月20日（土） 
  ・開催場所：東京文化財研究所セミナー室 
  ・主    催：上野の山文化ゾーン連絡協議会 
  ・参加人数：80人 
  ・事業内容：美術史研究の成果を一般に公表すること 

「連想が結ぶ美術史の点と線―アーカイブズから見えるもの―」 
「1912年10月20日・上野・美術」 

 

【奈良文化財研究所】 
公開講演会 6件 
○公開講演会「飛鳥資料館春期特別展『比羅夫がゆく―飛鳥時代の武器・武具・いくさ―』記念講演会」 
・開 催 日：5月12日 
・開催場所：飛鳥資料館講堂 
・主    催：奈良文化財研究所飛鳥資料館 
・参加人数：98人 
・事業内容：文化財に関する調査・研究に基づく成果について、積極的に公開・提供する。 

「飛鳥の武器生産と東北」 
○公開講演会「第110回公開講演会」 
・開 催 日：6月30日 
・開催場所：平城宮跡資料館講堂 
・主    催：奈良文化財研究所 
・参加人数：250人 
・事業内容：文化財に関する調査・研究に基づく成果について、積極的に公開・提供する。 

「太安萬侶と硯」  
「古社寺修理技師たちの近代和風建築」 
「関西の風土と近代和風庭園」 

○公開講演会「特別講演会(東京会場)『遺跡をさぐり、しらべ、いかす―奈文研60年の軌跡と展望―』」 
・開 催 日：10月6日 
・開催場所：学術綜合センター（一橋記念講堂） 
・主    催：奈良文化財研究所 
・参加人数：400人 
・事業内容：文化財に関する調査・研究に基づく成果について、積極的に公開・提供する。 

「発掘が塗りかえる古代史－都城の発掘調査60年－」 
「古寺社の古文書が語りだす歴史－南都の古文書調査から－」 
「掘らずに土の中をみる－遺跡探査の応用と成果－」 
「文化遺産を守り伝える科学技術－伝統の技と科学の力－」 
「遺跡を現在に活かし、未来に伝える－平城宮跡の保存と整備－」 
「海外の遺跡をまもる－国際協力としての文化遺産保護－」 

○公開講演会「日中韓国際講演会『日中韓 古代都城文化の潮流―奈文研60年 都城の発掘と国際共同研究―』」 
・開 催 日：10月20日 
・開催場所：なら100年会館 
・主    催：奈良文化財研究所 
・参加人数：300人 
・事業内容：文化財に関する調査・研究に基づく成果について、積極的に公開・提供する。 

「飛鳥から藤原京そして平城京へ」 
「出土文字資料からみた平城京の役所と暮らし」 
「北魏洛陽宮城中枢南部の発掘調査」 
「新羅王京の都市構造と発展過程」 

○公開講演会「第111回公開講演会」 
・開 催 日：11月3日 
・開催場所：平城宮跡資料館講堂 
・主    催：奈良文化財研究所 
・参加人数：200人 
・事業内容：文化財に関する調査・研究に基づく成果について、積極的に公開・提供する。 

「和同開珎は『カイホウ』か『カイチン』か」 
「古代都城における動物利用」 
「水分移動解析による遺構の露出展示保存法の検討」 

○公開講演会「飛鳥資料館秋期特別展「花開く都城文化」記念講演会」 
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・開 催 日：11月17日 
・開催場所：飛鳥資料館講堂 
・主    催：奈良文化財研究所飛鳥資料館 
・参加人数：42人 
・事業内容：文化財に関する調査・研究に基づく成果について、積極的に公開・提供する。 

「古代東アジア世界の国際政治と日本古代国家の成立」 
 
 

現地説明会 5件 
○現地説明会「平城第491次（平城京右京三条一坊一坪）発掘調査」 
・開 催 日：6月23日 
・開催場所：奈良市二条大路南 
・主    催：奈良文化財研究所 
・参加人数：652人 
・事業内容：文化財に関する調査・研究に基づく成果について、積極的に公開・提供する。 

発掘調査 
○現地見学会「平城第495次（平城京左京三条一坊一・二坪）発掘調査」 
・開 催 日：9月15日 
・開催場所：奈良市二条大路南 
・主    催：奈良文化財研究所 
・参加人数：635人 
・事業内容：文化財に関する調査・研究に基づく成果について、積極的に公開・提供する。 

発掘調査 
○現地説明会「飛鳥藤原第174次(藤原宮朝堂院朝庭)」 
・開 催 日：11月23日 
・開催場所：橿原市高殿町  
・主    催：奈良文化財研究所 
・参加人数：460人 
・事業内容：文化財に関する調査・研究に基づく成果について、積極的に公開・提供する。 

発掘調査 
○現地見学会「平城500次（薬師寺食堂）発掘調査」 
・開 催 日：25年1月26日 
・開催場所：奈良市西ノ京町 
・主    催：奈良文化財研究所 
・参加人数：714人 
・事業内容：文化財に関する調査・研究に基づく成果について、積極的に公開・提供する。 

発掘調査 
○現地説明会「平城第503次（東院地区）発掘調査」 
・開 催 日：25年3月30日 
・開催場所：奈良市二条大路南 
・主    催：奈良文化財研究所 
・参加人数：820人 
・事業内容：文化財に関する調査・研究に基づく成果について、積極的に公開・提供する。 

発掘調査 

 

6-(2)-② シンポジウム開催実績一覧 

（後述の資料に記載）◎共通資料c-④ 

 

6-(2)-③ 調査研究刊行物一覧 

（後述の資料に記載）◎共通資料c-⑥ 

 

6-(2)-④ ウェブサイトアクセス件数 

（後述の資料に記載）◎共通資料d 
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6-(3) 研究所所管の展示公開施設の充実 
 
6-(3)-① 入館者数推移（入館料別） （過去５ヵ年） 
（後述の資料に記載）◎共通資料a-① 

  
6-(3)-② 入館者数推移（展覧会別） （過去５ヵ年） 
（後述の資料に記載）◎共通資料a-② 

 
6-(3)-③ 入場料収入 
（後述の資料に記載）◎共通資料a-③ 

 
6-(3)-④ 平常展・特別展・海外展 
（後述の資料に記載）◎共通資料a-④ 

 
 

6-(4) 文化庁が行う平城宮跡、飛鳥・藤原宮跡等の公開・活用への協力 
 
6-(4)-① ボランティア受入れ実績 
（後述の資料に記載）◎共通資料b 
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7 地方公共団体への協力等による文化財保護の質的向上 
7-① 国・地方公共団体等に対する専門的・技術的な協力・助言 

計 東京文化財研究所 奈良文化財研究所 

699件 345件 354件 

 

【東京文化財研究所】345件 
 プロジェクト名称 件数 
1 無形文化遺産に関する助言 25件 

2 文化財の修復及び整備に関する調査・助言 40件 

3 文化財レスキュー事業（被災文化財等救出作業支援）※文化庁受託経費からの件数 50件 

4 
所外経費による指導・助言 
（文化財のカビ被害予防と対策、文化財の保存環境、文化財の材質及び劣化に係る指導・助言） 

230件 

 

*参考：他施設における文化財レスキュー事業（被災文化財等救出作業支援）件数 ※文化庁受託経費以外も含む 
東京国立博物館 京都国立博物館 奈良国立博物館 九州国立博物館 奈良文化財研究所 

8件 2件 0件 3件 6件 

 

【奈良文化財研究所】354件 
 プロジェクト名称 件数 
1 地方公共団体等が行う史跡の整備、復原事業等に関する技術的助言 337件 
2 地方公共団体が行う平城京域発掘調査への援助・助言 10件 
3 地方公共団体が行う飛鳥・藤原地区の発掘調査への援助・助言 7件 

 

7-② 専門指導者層を対象とした研修等実施状況及び研究参加者等に対するアンケート結果 
計 東京文化財研究所 奈良文化財研究所 

15件 3件 12件 

 

【東京文化財研究所】 3件 
 研修課程 研修期間 日数 研修対象 研修内容 参加者数 満足度 

1 
博物館・美術館等の保存担当
学芸員研修 

7月9日～ 
7月20日 

9日 
博物館・美術館等の文化財
の保存担当者 

文化財の保存科学の基礎と実践上の諸
問題についての講義と実習 

30人 100% 

2 
保存担当学芸員フォローア
ップ研修 

6月25日 1日 
博物館・美術館等の保存担
当学芸員研修修了生 

研修修了生に対して最新の保存科学の
知識を講義する 

80人 99% 

3 資料保存地域研修 10月26日 1日 
博物館・美術館等の文化施
設に勤務する者 

文化財の保存環境に関する基礎的な知
識について、それぞれの地域に出向いて
講義を行う 

59人 98% 

 

【奈良文化財研究所】 12件 
 研修課程 研修期間 日数 研修対象 研修内容 参加者数 満足度 

1 
庭園・自然名勝等保存活用

基礎課程 

6月6日～ 

6月12日 
7日 

地域の中核となる地方公
共団体の文化財担当職員
若しくはこれに準ずる者 

歴史的庭園の保護をはじめとして、名勝

の調査及び保存管理・修理等について、

基本的な考え方から実務に至る基礎知

識を習得することを目的とする研修 

22人 100％ 

2 建築遺構調査課程 
6月18日～ 

6月22日 
5日 

地域の中核となる地方公
共団体の文化財担当職員
若しくはこれに準ずる者 

発掘調査にかかる建築遺構や出土建築

部材に関して必要な、上部構造の専門的

知識や発掘方法などについての研修 

12人 100％ 

3 
保存科学基礎Ⅰ(金属製 

遺物)課程 

10月2日～ 

10月11日 
10日 

地域の中核となる地方公
共団体の文化財担当職員
若しくはこれに準ずる者 

金属製遺物の材質及び劣化状態に応じ

た保存処理法の策定、仕様書の作成を行

うことができるよう、金属製遺物の材

質、劣化状態及び保存処理に関する基礎

知識を習得することを目的とする研修 

6人 100％ 

4 
保存科学基礎Ⅱ(木製遺物)

課程 

10月11日～ 

10月19日 
9日 

地域の中核となる地方公
共団体の文化財担当職員
若しくはこれに準ずる者 

木製遺物の樹種、木取り及び劣化状態に

応じた保存処理法の策定、仕様書の作成

を行うことができるよう、木製遺物の劣

化状態及び保存処理に関する基礎知識

を取得することを目的とする研修 

6人 100％ 

5 遺跡情報記録調査課程 
10月23日～ 

10月26日 
4日 

地域の中核となる地方公
共団体の文化財担当職員
若しくはこれに準ずる者 

遺跡・遺物の正確な記録とその保存手法

として、GISやデータベースの利用法・

情報発信に関する基礎的な知識の取得

を目指す研修 

9人 100％ 

6 土器・陶磁器調査課程 
11月12日～ 

11月16日 
5日 

地域の中核となる地方公
共団体の文化財担当職員
若しくはこれに準ずる者 

奈良文化財研究所所蔵資料を中心に、土

器等を実際に観察しながら、遺物調査方

法に関する専門的知識と技術の習得を

目指す研修 

17人 100％ 

7 文化財写真課程 
12月4日～ 

12月14日 
11日 

地域の中核となる地方公
共団体の文化財担当職員
若しくはこれに準ずる者 

文化財調査における写真業務全般に関

して、写真記録の重要性、撮影・保管活

用についての基礎知識を講義、実習を通

じて自家撮影処理/委託撮影処理・フィ

ルム撮影/デジタル撮影にかかわらず高

品質な写真資料を取得することを目的

とする研修 

15人 100％ 

8 報告書作成課程 
12月14日～ 

12月21日 
8日 

地域の中核となる地方公
共団体の文化財担当職員
若しくはこれに準ずる者 

見やすく読みやすい報告書の作り方と、

図録・学術誌編集の基礎に関する研修 
24人 100％ 

9 
古文書歴史資料調査管理 

基礎課程 

25年1月15日～ 

25年1月18日 
4日 

地域の中核となる地方公
共団体の文化財担当職員
若しくはこれに準ずる者 

古文書・歴史資料の調査・管理等を担当

する立場にあるが、当該分野に関する専

門的教育を受けたことのない地方公共

19人 100％ 
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 研修課程 研修期間 日数 研修対象 研修内容 参加者数 満足度 

団体等の文化財担当者を対象に、基礎的

知識の習得を目指す研修。古文書・歴史

資料は史跡等の指定にあたっても重要 

10 文化的景観調査計画課程 
25年1月21日～ 

25年1月25日 
5日 

地域の中核となる地方公
共団体の文化財担当職員
若しくはこれに準ずる者 

文化的景観調査にこれから取り組む自

治体担当者を対象に、文化的景観の概

念、保護制度、調査手法及び保存計画立

案についての基礎知識を習得すること

を目的とする研修 

11人 100％ 

11 生物環境調査課程 
25年2月13日～ 

25年2月21日 
9日 

地域の中核となる地方公
共団体の文化財担当職員
若しくはこれに準ずる者 

動物遺存体や植物遺存体など、環境考古

学の基幹を構成する生物環境分野の最

新の研究法とその成果に関する専門的

知識と技術の取得を目的とする研修 

5人 100％ 

12 
保存科学Ⅳ(遺構・ 

石造文化財)課程 

25年2月25日～ 

25年3月1日 
5日 

地域の中核となる地方公
共団体の文化財担当職員
若しくはこれに準ずる者 

史跡整備における遺構及び石造文化財

の保存において、劣化の現状に関する知

見、ならびに維持管理に要する整備後の

モニタリング調査と、その結果に基づく

劣化発生の予測を行うための劣化状態

調査法及び環境調査法に関する研修 

10人 100％ 
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Ⅱ　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

Ⅱ-1　一般管理費の削減

Ⅱ-1-① 施設の有効利用件数

○件数

計
東京国立
博物館

京都国立
博物館

奈良国立
博物館

九州国立
博物館

計
東京文化
財研究所

奈良文化
財研究所

総件数 2,604 1,081 637 59 139 246 1,523 195 1,328

　うち有償 605 513 342 46 39 86 92 24 68

　うち無償 1,999 568 295 13 100 160 1,431 171 1,260

総件数 204 204 115 43 10 36

　うち有償 97 97 41 40 7 9

　うち無償 107 107 74 3 3 27

講堂等 総件数 2,006 505 294 10 47 154 1,501 192 1,309

　うち有償 245 169 73 2 20 74 76 21 55

　うち無償 1,761 336 221 8 27 80 1,425 171 1,254

その他 総件数 144 122 5 0 67 50 22 3 19

　うち有償 35 19 5 0 12 2 16 3 13

　うち無償 109 103 0 0 55 48 6 0 6

総件数 250 250 223 6 15 6 0 0 0

　うち有償 228 228 223 4 0 1 0 0 0

　うち無償 22 22 0 2 15 5 0 0 0

○有償利用の利用金額 （単位：千円）

計
東京国立
博物館

京都国立
博物館

奈良国立
博物館

九州国立
博物館

計
東京文化
財研究所

奈良文化
財研究所

56,656 50,370 47,580 504 1,431 855 6,286 2,214 4,072

3,271 3,271 2,556 406 206 103

6,489 5,998 5,072 13 339 574 491 228 263

11,200 5,405 4,345 0 886 174 5,795 1,986 3,809

35,696 35,696 35,607 85 0 4 0 0 0

※アジア太平洋無形文化遺産研究センターは、堺市博物館の施設の一部を使用しているため、外部利用は行っていない。

国立文化
財機構

計

博物館 文化財研究所

合 計

茶室

撮影利用

国立文化
財機構

計

博物館

合 計

茶室

文化財研究所

撮影利用

講堂等
（講堂、会議室、研修室）

その他
（左記以外の建物、敷地）

（講堂、会議
室、研修室）

（左記以外の
建物、敷地）
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◎共通資料
a 展示

a-① 来館者数推移（入館料別） 平成25年3月31日現在
20 21 22 23 24
4,193,381 総来館者数 5,156,358 3,392,243 3,356,159 3,520,384

計 1,041,212 計 1,080,509 947,439 913,409 1,109,550
国 一般 461,649 国 一般 320,974 344,070 293,323 355,419

有 大学生 平 有 大学生 33,061 34,579 27,778 34,218
立 平 高校生 立 料 小・中・高生  ―  ―  ―  ―

常 料 小・中生  ― 常 友の会 73,872 67,151 53,383 86,938
文 展 友の会 78,718 文 無 一般(黒田含む) 49,813 212,611 96,561 74,968

一般 116,058 展 料 小・中・高生 163,663 156,236 173,323 173,386
化 無 高校生 16,192 化 439,126 132,792 269,041 384,621

料 小・中生 134,489 計 4,075,849 2,444,804 2,442,750 2,410,834
財 143,245 財 一般 2,885,476 1,459,486 1,585,799 1,535,741

計 3,152,169 特 有 高・大生 156,452 88,515 89,985 82,665
機 一般 2,003,625 機 別 料 小・中生 69,774 48,563 24,501 30,770

特 有 高・大生 116,329 展 友の会 53,074 47,012 40,845 47,758
構 別 料 小・中生 60,359 構 無料 小・中生・一般 56,155 198,991 95,130 88,927

展 友の会 51,276 854,918 602,237 606,490 624,973
無料 小・中生 52,769 総来館者数 2,416,281 1,082,269 1,756,590 1,555,694

867,811 330,536 373,068 324,597 416,430
2,171,942 東 一般 162,674 196,312 143,017 201,988

東 計 412,675 有 大学生 20,437 24,140 16,073 22,155
一般 210,423 京 平 料 小・中・高生  ―  ―  ― ―

京 平 有 大学生 27,225 常 友の会 64,816 58,496 44,388 76,333
常 料 小・中・高

生
― 国 展 無 高校生 13,499 17,570 13,861 14,773

国 展 友の会 65,232 料 小・中生 25,890 33,585 33,401 36,660
無 高校生 16,192 立 43,220 42,965 60,620 63,381

立 料 小・中生 35,261 13,237 1,140
58,342 博 計 2,085,745 709,201 1,431,993 1,139,264

博 計 1,759,267 一般 1,505,088 424,337 972,328 729,470
特 一般 1,162,200 物 特 有 高・大生 78,355 24,169 52,296 36,874

物 別 有 高・大生 64,854 別 料 小・中生  ―  ―  ― ―
展 料 小・中生  ― 館 展 友の会 16,680 9,867 12,072 11,448

館 友の会 12,988 無料 小・中生 42,065 15,301 31,888 20,368
無料 小・中生 38,903 443,557 235,527 363,409 341,104

480,322 総来館者数 452,920 331,131 239,767 234,540
416,001 計  ―  ―  ―  ―

京 計 141,965 京 一般  ―  ―  ―  ―
一般 54,043 平 有 大学生  ―  ―  ―  ―

都 平 有 高・大生 17,631 都 常 料 小・中・高生  ―  ―  ―  ―
常 料 小・中生  ― 展 友の会  ―  ―  ―  ―

国 展 友の会 3,915 国 無 高校生  ―  ―  ―  ―
無料 小・中生 13,674 料 小・中生  ―  ―  ―  ―

立 52,702 立  ―  ―  ―  ―
計 274,036 計 452,920 331,131 239,767 234,540

博 一般 157,900 博 一般 276,754 205,194 140,395 124,569
特 有 高・大生 16,264 特 有 高・大生 28,127 18,386 13,912 13,570

物 別 料 小・中生 2,858 物 別 料 小・中生 7,297 3,856 2,375 5,022
展 友の会 11,348 展 友の会 11,529 10,953 10,719 13,228

館 無料 小・中生  ― 館 無料 小・中生 1,103 862 3,007 386
85,666 128,110 91,880 69,359 77,765
647,854 総来館者数 560,293 649,878 469,463 450,235

奈 計 112,849 奈 計 136,672 71,566 130,839 145,914
一般 47,099 一般 53,033 36,436 56,747 56,997

良 平 有 高・大生 7,777 良 平 有 大学生 5,391 2,417 4,578 4,754
常 料 小・中生  ― 常 料 小・中・高生  ―  ―  ―  ―

国 展 友の会 2,708 国 展 友の会 3,168 2,891 3,765 3,843
無料 小・中生 35,209 無料 小・中・高生 38,825 15,293 40,864 48,183

立 20,056 立 36,255 14,529 24,885 32,137
計 535,005 計 423,621 578,312 338,624 304,321

博 特 一般 370,001 博 一般 315,128 428,121 243,704 227,929
別 有 高・大生 19,907 特 有 高・大生 15,411 24,411 12,508 12,304

物 展 料 小・中生 12,393 物 別 料 小・中生 13,824 19,106 9,380 8,143
友の会 14,544 展 友の会 11,131 15,358 9,417 10,291

館 無料 小・中生  ― 館 無料 小・中生  ― 6,107 ― ―
118,160 68,127 85,209 63,615 45,654

756,918 総来館者数 1,599,704 818,034 712,594 1,107,036

九 計 241,423 九 計 544,661 274,545 358,366 460,525
一般 142,538 一般 98,600 105,638 86,974 91,786

州 平 有 高・大生 36,858 州 平 有 大学生 6,737 7,560 6,561 6,831
常 料 小・中生  ― 常 料 小・中・高生  ―  ―  ―  ―

国 展 友の会 6,863 国 展 友の会 5,888 5,764 5,230 6,762
無料 小・中生 47,402 無 高校生 27,907 35,990 28,625 26,193

立 7,762 立 料 小・中生 52,658 50,295 51,740 43,351
計 515,495 352,871 69,298 179,236 285,602

博 特 一般 285,004 博 計 1,055,043 543,489 354,228 646,511
別 有 高・大生 12,103 特 一般 757,650 343,079 219,615 443,965

物 展 料 小・中生 45,108 物 別 有 高・大生 32,892 19,068 10,570 19,108
友の会 12,396 展 料 小・中生 48,653 25,601 12,746 17,605

館 160,884 館 友の会 13,734 10,834 8,637 12,791
黒  田 19,038 202,114 144,907 102,660 153,042
記念館 平常

展
計 19,038 黒  田 総来館者数 20,345 18,458

無料 一般 19,038 記念館 平常
展

計 20,345 18,458
平城宮跡 92,597 無料 一般 20,345 18,458
資料館 平常

展
計 92,597 平城宮跡 総来館者数 25,127 354,346 132,295 124,515

無料 一般 92,597 資料館 平常展 無料 一般 25,127 189,338 80,353 64,318
藤原宮跡 4,423 特別展 無料 一般  ― 165,008 51,942 60,197
資料室 平常

展
計 4,423 藤原宮跡 総来館者数 4,341 4,815 2,971 9,510

無料 一般 4,423 資料室 平常
展

計 4,341 4,815 2,971 9,510
84,608 無料 一般 4,341 4,815 2,971 9,510

  飛  計 16,242 総来館者数 77,347 133,312 42,479 38,854
平 有 一般 7,546   飛  計 18,827 15,649 16,283 12,853

鳥 常 料 高・大生 1,370 平 有 一般 6,667 5,684 6,585 4,648
展 無料 小・中生 2,943 鳥 常 料 大学生 496 462 566 478

資 4,383 展 無料 小・中・高生 4,884 3,503 4,832 4,226
計 68,366 資 6,780 6,000 4,300 3,501

料 特 有 一般 28,520 計 58,520 117,663 26,196 26,001
別 料 高・大生 3,201 料 特 有 一般 30,856 58,755 9,757 9,808

館 展 無料 小・中生 13,866 別 料 大学生 1,667 2,481 699 809

22,779 館 展 無料 小・中・高生 12,987 11,713 8,293 7,976
13,010 44,714 7,447 7,408

※21年度より、機構内全施設にて高校生以下平常展無料となった
※東京国立博物館パスポートによる特別展入場者数は、20年度より有料に含む
※21年度以降飛鳥資料館特別展有料大学生入場者数は、春期特別展のみ高校生を含む

90,861

（東京国立
博物館平常
展に含む）

計(23年度より黒田含む)

招待者等

招待者等

招待者等

招待者等

招待者等

招待者等

招待者等

招待者等

招待者等

総来館者数

総来館者数

総来館者数

総来館者数

招待者等

招待者等

招待者等

総来館者数
招待者等

招待者等

　年　　　　　度

招待者等

　年　　　　　度

招待者等

招待者等

総来館者数

招待者等

招待者等

（東京国立
博物館平常
展に含む）

総来館者数

招待者等

招待者等

総来館者数

招待者等

総来館者数

黒田記念館(無料)

招待者等

招待者等
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国

宝
　

阿
修

羅
展

」
1
2
,2
7
7

総
  
  
  
  
計

　
1
3
,2
3
7

総
  
  
  
  
計

1
,1
4
0

平
常

展
の

み
の

来
館

者
　

1
3
,2
3
7

平
常

展
の

み
の

来
館

者
1
,1
4
0

特
別

（
共

催
）
展

計
　

0
特

別
（
共

催
）
展

計
　

0

総
  
  
  
  
計

4
1
6
,0
0
1

総
  
  
  
  
計

4
5
2
,9
2
0

総
  
  
  
  
計

3
3
1
,1
3
1

総
  
  
  
  
計

　
2
3
9
,7
6
7

総
  
  
  
  
計

2
3
4
,5
4
0

平
常

展
の

み
の

来
館

者
1
4
1
,9
6
5

平
常

展
の

み
の

来
館

者
0

平
常

展
の

み
の

来
館

者
0

平
常

展
の

み
の

来
館

者
　

0
平

常
展

の
み

の
来

館
者

0
特

別
（
共

催
）
展

計
2
7
4
,0
3
6

特
別

（
共

催
）
展

計
4
5
2
,9
2
0

特
別

（
共

催
）
展

計
3
3
1
,1
3
1

特
別

（
共

催
）
展

計
　

2
3
9
,7
6
7

特
別

（
共

催
）
展

計
2
3
4
,5
4
0

特
別

展
「
絵

画
の

冒
険

者
　

暁
斎

 k
yo

sa
i」

7
6
,6
8
6

特
別

展
「開

山
無

相
大

師
65

0 
年

遠
諱

記
念

 妙
心

寺
」

9
2
,1
4
4

特
別

展
「
没

後
４

０
０

年
　

長
谷

川
等

伯
」

2
4
4
,3
4
7

特
別

展
「
法

然
－

生
涯

と
美

術
－

」
　

8
4
,6
8
2

特
別

展
「
王

朝
文

化
の

華
　

－
陽

明
文

庫
名

宝
展

－
」

1
0
1
,0
0
6

特
別

展
「ｊ

ａ
ｐ
ａ
ｎ
 蒔

絵
－

宮
殿

を
飾

る
 東

洋
の

燦
め

き
－

」
6
7
,0
5
0

特
別

展
「
シ

ル
ク

ロ
ー

ド
 文

字
を

辿
っ

て
」

2
5
,5
1
1

特
別

展
観

「
没

後
２

０
０

年
記

念
　

上
田

秋
成

」
2
1
,7
0
5

特
別

展
「
百

獣
の

楽
園

－
美

術
に

す
む

動
物

た
ち

－
」
　

3
5
,2
5
9

特
別

展
「
大

出
雲

展
」

7
9
,2
1
8

特
別

展
「
御

即
位

二
十

年
記

念
 京

都
御

所
ゆ

か
り

の
至

宝
」

1
1
6
,3
6
3

特
別

展
「
日

蓮
と

法
華

の
名

宝
－

華
ひ

ら
く

京
都

町
衆

文
化

－
」

8
8
,1
8
7

特
別

展
「
高

僧
と

袈
裟

-
こ

ろ
も

を
伝

え
 こ

こ
ろ

を
繋

ぐ
-
」

1
9
,2
9
7

特
別

展
「細

川
家

の
至

宝
～

珠
玉

の
永

青
文

庫
コ

レ
ク

シ
ョ

ン
」

1
0
6
,5
3
6

特
別

展
「
宸

翰
 天

皇
の

書
」

2
4
,6
9
9

特
別

展
「
妙

心
寺

」
1
3
,9
3
7

特
別

展
「
Ｔ

Ｈ
Ｅ

 ハ
プ

ス
ブ

ル
ク

」
2
4
7
,0
7
8

特
別

展
「
筆

墨
精

神
　

中
国

書
画

の
世

界
」

3
7
,5
3
5

特
別

展
「
中

国
近

代
絵

画
と

日
本

」
1
3
,2
9
0

特
別

展
「国

宝
 十

二
天

像
と

密
教

法
会

の
世

界
」　

特
集

陳
列

「成
立

８
０
０
年

記
念

　
方

丈
記

」
2
5
,2
1
6

特
別

展
「
法

然
-
生

涯
と

美
術

-
」

8
,2
4
7

特
別

展
「
狩

野
山

楽
・
山

雪
」

4
,4
0
1

総
  
  
  
  
計

6
4
7
,8
5
4

総
  
  
  
  
計

5
6
0
,2
9
3

総
  
  
  
  
計

6
4
9
,8
7
8

総
  
  
  
  
計

　
4
6
9
,4
6
3

総
  
  
  
  
計

4
5
0
,2
3
5

平
常

展
の

み
の

来
館

者
1
1
2
,8
4
9

平
常

展
の

み
の

来
館

者
1
3
6
,6
7
2

平
常

展
の

み
の

来
館

者
7
1
,5
6
6

平
常

展
の

み
の

来
館

者
　

1
3
0
,8
3
9

平
常

展
の

み
の

来
館

者
1
4
5
,9
1
4

特
別

（
共

催
）
展

計
5
3
5
,0
0
5

特
別

（
共

催
）
展

計
4
2
3
,6
2
1

特
別

（
共

催
）
展

計
5
7
8
,3
1
2

特
別

（
共

催
）
展

計
　

3
3
8
,6
2
4

特
別

（
共

催
）
展

計
3
0
4
,3
2
1

特
別

展
「
天

馬
 －

シ
ル

ク
ロ

ー
ド

を
翔

け
る

夢
の

馬
－

3
1
,9
1
0

特
別

展
「
国

宝
 鑑

真
和

上
展

」
9
3
,7
7
9

特
別

展
「
大

遣
唐

使
展

」
2
0
2
,1
6
6

特
別

展
「
誕

生
！

中
国

文
明

」
3
5
,6
7
9

特
別

展
「
解

脱
上

人
貞

慶
　

－
鎌

倉
仏

教
の

本
流

－
」

2
4
,3
1
7

特
別

展
「
国

宝
　

法
隆

寺
金

堂
展

」
1
3
2
,9
1
9

特
別

展
「
聖

地
寧

波
」

3
0
,5
4
8

特
別

展
「仏

像
修

理
１
０
０
年

」「
至

宝
の

仏
像

　
東

大
寺

法
華

堂
金

剛
力

士
像

特
別

公
開

」
8
1
,3
4
2

特
別

展
「
天

竺
へ

～
三

蔵
法

師
3
万

キ
ロ

の
旅

」
　

6
3
,3
6
4

特
別

展
「
頼

朝
と

重
源

」
4
1
,9
8
5

特
別

展
「
西

国
三

十
三

所
-
観

音
霊

場
の

祈
り

と
美

」
1
0
6
,4
1
1

特
別

展
「
第

６
１

回
正

倉
院

展
」

2
9
9
,2
9
4

特
別

展
「
第

６
２

回
正

倉
院

展
」

2
9
4
,8
0
4

特
別

展
「
第

6
3
回

正
倉

院
展

」
2
3
9
,5
8
1

特
別

展
「
第

6
4
回

正
倉

院
展

」
2
3
8
,0
1
9

特
別

展
「
第

6
0
回

正
倉

院
展

」
2
6
3
,7
6
5

総
  
  
  
  
計

7
5
6
,9
1
8

総
  
  
  
  
計

1
,5
9
9
,7
0
4

総
  
  
  
  
計

8
1
8
,0
3
4

総
  
  
  
  
計

　
7
1
2
,5
9
4

総
  
  
  
  
計

1
,1
0
7
,0
3
6

平
常

展
の

み
の

来
館

者
2
4
1
,4
2
3

平
常

展
の

み
の

来
館

者
5
4
4
,6
6
1

平
常

展
の

み
の

来
館

者
2
7
4
,5
4
5

平
常

展
の

み
の

来
館

者
　

3
5
8
,3
6
6

平
常

展
の

み
の

来
館

者
4
6
0
,5
2
5

特
別

（
共

催
）
展

計
5
1
5
,4
9
5

特
別

（
共

催
）
展

計
1
,0
5
5
,0
4
3

特
別

（
共

催
）
展

計
5
4
3
,4
8
9

特
別

（
共

催
）
展

計
　

3
5
4
,2
2
8

特
別

（
共

催
）
展

計
6
4
6
,5
1
1

特
別

展
「
国

宝
 大

絵
巻

展
 」

1
1
5
,7
4
0

特
別

展
「
聖

地
チ

ベ
ッ

ト
 ポ

タ
ラ

宮
と

天
空

の
至

宝
」

1
4
0
,9
1
7

特
別

展
「
パ

リ
に

咲
い

た
古

伊
万

里
の

華
」

8
4
,7
3
8

特
別

展
「
黄

檗
－

O
B

A
K

U
」

4
6
,5
3
0

特
別

展
「
平

山
郁

夫
　

シ
ル

ク
ロ

ー
ド

の
軌

跡
」

1
1
0
,0
4
7

特
別

展
「
島

津
の

国
宝

と
篤

姫
の

時
代

」
1
5
2
,4
2
0

特
別

展
「
国

宝
 阿

修
羅

展
」

7
1
1
,1
5
4

特
別

展
「
馬

　
ア

ジ
ア

を
駆

け
た

二
千

年
」

4
2
,0
2
2

特
別

展
「
よ

み
が

え
る

国
宝

―
守

り
伝

え
る

日
本

の
美

」
1
1
8
,5
2
8

特
別

展
「
美

の
ワ

ン
ダ

ー
ラ

ン
ド

　
十

五
人

の
京

絵
師

」
7
5
,4
1
5

特
別

展
「
国

宝
　

天
神

さ
ま

」
1
7
4
,6
9
8

特
別

展
「
古

代
九

州
の

国
宝

」
展

7
2
,7
4
1

特
別

展
「
誕

生
！

中
国

文
明

」
5
3
,4
0
9

特
別

展
「草

原
の

王
朝

　
契

丹
 －

 美
し

き
３

人
の

プ
リ
ン

セ
ス

」
7
5
,8
8
0

特
別

展
「
ベ

ル
リ

ン
国

立
美

術
館

展
」

2
2
4
,3
2
4

特
別

展
「
工

芸
の

い
ま

　
伝

統
と

創
造

」
7
2
,6
3
7

特
別

展
「京

都
妙

心
寺

－
禅

の
至

宝
と

九
州

・琉
球

」
1
3
0
,2
3
1

特
別

展
「
没

後
１

２
０

年
　

ゴ
ッ

ホ
展

」
3
5
4
,3
1
1

特
別

展
「細

川
家

の
至

宝
－

珠
玉

の
永

青
文

庫
コ

レ
ク

シ
ョ

ン
」

1
1
3
,2
9
0

特
別

展
「
ボ

ス
ト
ン

美
術

館
　

日
本

美
術

の
至

宝
」

2
3
6
,7
2
5

特
別

展
「
黄

檗
－

O
B

A
K

U
」

9
,0
0
9

奈
良

博

九
博

京
博

計

2
2
年

度

黒
田

記
念

館

合
計

東
博

2
3
年

度

2
3
年

度

こ
の

特
別

展
は

、
平

常
展

料
金

の
た

め
、

平
常

展
の

み
の

来
館

者
に

計
上

2
2
年

度

0
 

2
00

,0
00

 

40
0,

00
0
 

60
0,

00
0
 

80
0,

00
0
 

1,
00

0,
00

0 

1
,2

0
0
,0

0
0 

1
,4

0
0
,0

0
0 

1,
60

0,
00

0 

1,
80

0,
00

0 

2,
00

0,
00

0 

2,
20

0,
00

0 

2
,4

0
0
,0

0
0 

2
,6

0
0
,0

0
0 

2
0年

度
 

2
1年

度
 

22
年

度
 

23
年

度
 

2
4年

度
 

東
博

  
  
  
 

京
博

 

奈
良

博
 

九
博
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独
立

行
政

法
人

国
立

文
化

財
機

構
　

展
覧

会
別

来
館

者
数

（
2
0
～

2
4
年

度
）

2
) 

研
究

成
果

公
開

施
設

2
0
年

度
2
1
年

度
2
4
年

度
総

  
  

 合
  

  
 計

2
0
0
,6

6
6

総
  

  
 合

  
  

 計
1
2
7
,1

6
0

総
  

  
 合

  
  

 計
5
1
0
,9

3
1

総
  

  
 合

  
  

 計
1
7
7
,7

4
5

総
  

  
 合

  
  

 計
1
7
2
,8

7
9

平
常

展
の

み
の

来
館

者
1
3
2
,3

0
0

平
常

展
の

み
の

来
館

者
6
8
,6

4
0

平
常

展
の

み
の

来
館

者
2
2
8
,2

6
0

平
常

展
の

み
の

来
館

者
9
9
,6

0
7

平
常

展
の

み
の

来
館

者
8
6
,6

8
1

特
別

（
共

催
）
展

計
6
8
,3

6
6

特
別

（
共

催
）
展

計
5
8
,5

2
0

特
別

（
共

催
）
展

計
2
8
2
,6

7
1

特
別

（
共

催
）
展

計
7
8
,1

3
8

特
別

（
共

催
）
展

計
8
6
,1

9
8

総
  
  

  
  
計

1
9
,0
3
8

総
  
  

  
  
計

2
0
,3
4
5

総
  
  

  
  
計

1
8
,4
5
8

平
常

展
の

み
の

来
館

者
1
9
,0
3
8

平
常

展
の

み
の

来
館

者
2
0
,3
4
5

平
常

展
の

み
の

来
館

者
1
8
,4
5
8

特
別

（
共

催
）
展

計
特

別
（
共

催
）
展

計
特

別
（
共

催
）
展

計

総
  
  

  
  
計

9
2
,5
9
7

総
  
  

  
  
計

2
5
,1
2
7

総
  
  

  
  
計

3
5
4
,3
4
6

総
  
  

  
  
計

1
3
2
,2
9
5

総
  
  

  
  
計

1
2
4
,5
1
5

平
常

展
の

み
の

来
館

者
9
2
,5
9
7

平
常

展
の

み
の

来
館

者
2
5
,1
2
7

平
常

展
の

み
の

来
館

者
1
8
9
,3
3
8

平
常

展
の

み
の

来
館

者
8
0
,3
5
3

平
常

展
の

み
の

来
館

者
6
4
,3
1
8

特
別

（
共

催
）
展

計
特

別
（
共

催
）
展

計
特

別
（
共

催
）
展

計
1
6
5
,0
0
8

特
別

（
共

催
）
展

計
5
1
,9
4
2

特
別

（
共

催
）
展

計
6
0
,1
9
7

企
画

展
「
平

城
宮

跡
 今

・
昔

－
岡

田
庄

三
写

真
展

－
」

3
8
,4
4
3

企
画

展
「
発

掘
速

報
展

 平
城

 2
0
0
9
･2

0
1
0
」

2
4
,2
3
8

企
画

展
「
発

掘
速

報
展

　
平

城
2
0
1
1
/
文

化
財

レ
ス

キ
ュ

ー
展

」
3
4
,6
8
7

特
別

展
「
天

平
び

と
の

声
を

き
く

-
地

下
の

正
倉

院
･平

城
宮

木
簡

の
す

べ
て

-
」

9
2
,3
9
4

企
画

展
「
地

下
の

正
倉

院
展

－
コ

ト
バ

と
木

簡
」

2
0
,1
2
0

特
別

展
「
地

下
の

正
倉

院
・
第

一
次

大
極

殿
院

の
す

べ
て

」
2
0
,3
5
6

企
画

展
「
測

る
、
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a-③ 入場料収入                                 

 (単位：円) 

 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

国立文化財機構 計 1,159,630,962 1,323,819,776 891,598,757 808,397,161 814,309,524 

東京国立博物館 611,637,800 662,347,500 268,900,600 428,268,290 375,602,560 

京都国立博物館 126,305,930 111,512,790 93,829,670 71,429,440   67,028,455 

奈良国立博物館 265,576,036 267,397,290 355,735,620 213,777,640 207,961,850 

九州国立博物館 134,177,251 262,889,871 131,683,367 90,862,831 160,398,639 

飛鳥資料館 20,121,140 18,006,130 41,449,500 4,058,960 3,318,020 

東京文化財研究所 

黒田作品共催展 
1,812,805 1,666,195 0 0 0 
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a-④ 平常展・特別展・海外展 

 

【東京国立博物館】 
(1) 総合文化展（平常展） 
1)開館期間 4月 1日～25年 3月 31日(308日間)  平常展のみの開館日数 64日間 

2)会  場 

①本 館 1階、2階 

②東洋館 1階、2階、3階、4階、5階（25年1月2日より開館） 

③表慶館 休館中 

④法隆寺宝物館 1階、2階 

⑤平成館 1階 

⑥黒田記念館 2階（4月7日まで開館、耐震改修のため、4月8日以降休館） 

 

3)陳列品総件数             9,190件(うち国宝175件、重要文化財923件) 

①本館・平成館企画展示室 5,358件(うち国宝 91件、重要文化財491件) 

②東洋館    1,187件(うち国宝 12件、重要文化財 56件) 

③表慶館 0件(うち国宝  0件、重要文化財  0件) 

④法隆寺宝物館 430件(うち国宝 16件、重要文化財231件) 

⑤平成館考古展示室 2,157件(うち国宝 56件、重要文化財141件) 

⑥黒田記念館 58件(うち国宝  0件、重要文化財  4件) 

 

4)陳列替件数 6,989件 ・ 陳列替回数   延べ 314回 

 

5)入場料金  

黒田記念館以外  一般600円、大学生400円 

黒田記念館 無料 

  

6)特集陳列 全47件 

●国宝 ◎重要文化財 ○重要美術品 

場所 テーマ 開催期間 陳列件数(国宝・重文) 

本館1階 

18室 黒田清輝―作品に見る「憩い」の情景 24年2月21日(火)～4月1日(日) 27(0.2) 

  ＜主な作品＞◎舞妓、◎湖畔 

  

フランスでサロンの画家ラファエル・コランに師事し、アカデミックな絵画教育を受けた黒田は、当時のフランス画壇の価値観

を受け継ぎ、抽象的な概念を人物群像によって表現する大画面のコンポジションを画家の本業と位置づけていた。そうした作品

の主題として、黒田が画業の初期から晩年まで大切にしていたのが「労働」と「休息」の主題である。滞欧期の作品としては、

窓辺で読書をする女性を描いて、初めてのサロン入選作となった≪読書≫（1891年）、1892 年のサロン出品を目指して構想し、

水辺で遊ぶ女性群像を描いた≪夏図≫などがその例として挙げられる。帰国後も、ピュヴィス・ド・シャヴァンヌの≪休息≫図

の構図を意識した大作≪昔語り≫（1898年）（焼失）をはじめ、人々が語らう、遊ぶ、眠るといった憩いの情景を黒田は好んで

描いている。平成20年度の特集陳列「田園（農村）へのまなざし」は、黒田が田園とそこでの「労働」を描いた作品を鑑賞する

機会として企画したが、本展示では黒田にとってもうひとつの重要な主題であった「休息」を絵画化した作品を集め、絵画が醸

す憩いを鑑賞者に届ける空間とした。 

平成館 

企画展示室 東京国立博物館コレクションの保存と修理 24年2月21日(火)～4月1日(日) 15(0.0) 

  ＜主な作品＞○柳橋水車図屏風、小袖 白綸子地桐樹模様、埴輪 靫、ヴィシュヌ立像 

  

東京国立博物館が手がける保存と修理の成果を、よりわかりやすく紹介するため、平成22年度に修理が完了した作品を中心に展

示した。絵画、書跡、工芸、考古にわたるさまざまな分野、形態、技法の作品を取り上げ、修理工程および修理過程で得られた

情報をパネルにて詳細に紹介することにより、博物館が担う文化財修理の役割に広い理解を期待した。 

本館1階 

14室 酒宴のうつわ 24年3月6日(火)～5月13日(日) 33(0.0) 

  ＜主な作品＞色絵祥瑞文瓢形徳利、黄釉酒呑、古染付捻文杯 

  

古くから飲酒の習慣は日常の愉しみの一つであり、そのなかではさまざまな酒器が用いられてきた。酒器には、形のユニークな

もの、華やかなもの、侘びたものなど多様な趣があり、それらは酒宴の席に彩を加え、愛好家を楽しませてきた。本展示では、

当館が所蔵する陶磁の酒器を一堂に会した。酒器類のなかでも群を抜いて数が多い徳利を中心に、銚子、盃、猪口、酒呑と宴席

を彩るうつわを紹介しながら、多様性に富んだ意匠を目で「味わい」ながら鑑賞していただいた。 

本館1階 

16室 博物館の創始者・蜷川式胤の文化財保護 24年3月27日(火)～5月20日(日) 40(0.16) 

  ＜主な作品＞古今珎物集覧、◎旧江戸城写真帖、◎壬申検査社寺宝物図集;第12 

  

蜷川式胤は東寺の公人の家に生まれ、幕末は独自の文化財調査活動を行っていた。明治に入り、政府に雇われて上京、制度局に

つとめた後に博物館の創立に関わった。蜷川が寄贈・制作した作品の中には、重文「壬申検査社寺宝物図集」や重文「旧江戸城

写真帖」など、蜷川及び博物館の文化財保護活動を示す資料がたくさん含まれている。東京国立博物館140周年特集陳列として、

蜷川が収集した作品や資料から、文化財保護に関連するものを中心に展示することで、蜷川式胤の事蹟を顕彰するとともに、当

館が創立当時から文化財保護活動に深く関わってきたことを紹介した。 

本館2階 

特別1室 小袖・振袖図―明治四十四年特別展覧会の記録― 24年3月27日(火)～4月22日(日) 24(0.1) 

  ＜主な作品＞振袖模写図（前面） 黒紅綸子地梅樹模様、振袖模写図 白綸子地若竹模様、◎振袖 黒綸子地梅樹模様 

  東京国立博物館140周年特集陳列として、約100年前の帝室博物館における博物館活動の一面を紹介した。当館には、江戸時代の
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小袖や振袖、帯を実物大で描いた模写図、37件が保管される。これらは明治四十四年特別展覧会「徳川時代婦人風俗展」に際し、

出品作品を模写したものであることが、近年の調査により明らかとなった。またこの時、同様の経緯で撮影されたガラス乾板も

残されている。小袖や振袖の模写図、原品（振袖）、同じく同展覧会の際に模写された花下遊楽図屏風模写図、加えてガラス乾

板の写真パネルを展示し、明治四十四年特別展覧会の一部を再現し、当時の博物館活動の一面を紹介した。 

平成館1階 

企画展示室 幻の動物 麒麟 24年4月10日（火）～5月27日（日） 27(0.2) 

  ＜主な作品＞五彩麒麟図皿、麒麟図、麒麟牙彫根付、博物館写生図 

  

動物をテーマに国立科学博物館と恩賜上野動物園と当館をめぐるイベント「三館園動物めぐり」に関連した特集陳列。今回の「三

館園動物めぐり」のテーマは「キリン」であり、国立科学博物館と恩賜上野動物園は生物の「キリン」を扱い、当館では伝説の

動物「麒麟」を中心に展開した。幻の動物 麒麟がなぜ誕生したか、麒麟が人々の間でどのように息づいてきたかについて美術

品を通じて解説し、参考展示として、そのほかの幻の動物である龍、鳳凰、亀、獅子についても紹介した。 

本館2階 

特別1室・特別

2室 平成24年新指定国宝・重要文化財 24年4月28日（土）～5月13日（日） 44(2.42) 

  ＜主な作品＞●絹本著色阿弥陀三尊像、●土偶 

  平成24年に新たに国宝・重要文化財に指定された文化財を展示した。 

本館1階 

14室 東洋の青磁 24年5月15日（火）～7月29日（日） 28(1.5) 

  ＜主な作品＞●青磁下蕪瓶、◎青磁透彫唐草文箱、青磁牡丹文大皿 

  

東京国立博物館140周年特集陳列として、館蔵の青磁を展示した。青磁は東洋独特のやきものであり、中国、朝鮮、日本において

それぞれ独自の発展、色や光沢に生産地や時代の特徴があらわれるが、それらは同一の条件下で比較することによってより明ら

かになる。館蔵品・寄託品には青磁の優品が多く、それらを一堂に展示することにより、それぞれの特色を浮き彫りにした。 

本館1階 

16室 九鬼隆一と帝国博物館―臨時全国宝物調査の展開 24年5月22日（火）～7月16日（月） 37(0.0) 

  ＜主な作品＞扇面古写経(模本) 美術部列品編入方針案草稿 

  

東京国立博物館140周年特集陳列として、明治期における文化財保護行政と美術の振興に功績のあった九鬼隆一に焦点を当て、そ

の事跡を館史資料で跡付けた。同時に九鬼はまた帝国博物館総長を勤めており、その時代の博物館の情景の復元にもあわせてア

プローチした。九鬼の事跡としては特に明治30年に宮内省より帝国博物館に移管された臨時全国宝物調査が、館内においてどの

ように実施されたのかを残された館史資料と後年博物館に寄贈された列品とを照合させながら復元した。 

本館2階 

特別1室 写された書―伝統から創造へ― 24年5月22日（火）～6月24日（日） 17(1.1) 

  ＜主な作品＞●秋萩帖、◎壬申検査社寺宝物図集 第五 

  

古くより、能書の書を写すという作業は繰り返し行われてきた。それは、自身の書の修練を目的とする場合もあり、文化財保護

を目的とする場合もある。写された書によって、あらたな創造が行われてきた。この特集陳列では、臨書、双鉤填墨、拓本、板

本など、いろいろな手段を使って書を写した作品を、その目的も考察しながら紹介した。 

平成館1階 

企画展示室 女性画家 24年6月5日（火）～7月29日（日） 26(0.0) 

  ＜主な作品＞エロスとサイケ、花鳥図 

  

高名な画家の娘、または妻としてその影響を受けながら、あるいは自らの生きる道として絵筆を執った日本の女性画家たち。本

特集陳列では、当館の所蔵品から近世近代に活躍した女性画家の作品を展覧し、狩野派絵師、文人画家、浮世絵師、洋画家と多

様な彼女たちの作品を生涯とあわせて紹介した。本特集陳列に関連して、同時期に上村松園「焔」が本館18室（5月15日～6月24

日）に展示された。 

本館2階 

特別1室 美術解剖学―人のかたちの学び 24年7月3日（火）～29日（日） 27(0.0) 

  ＜主な作品＞人体の美術解剖学、藝用解剖學 骨論之部 （草稿）、裸体・女(半身)、裸婦立像(習作) 

  

明治期に西洋画・彫刻とともに日本にもたらされた＜芸用解剖学（美術解剖学）＞は、岡倉覚三（天心）から依頼された森林太

郎（鷗外）の東京美術学校における講義がその基礎となった。東京美術学校での美術解剖学教育は、ドイツに学んだ森鷗外以後、

フランスで学んだ久米桂一郎に引き継がれ、美術解剖学は人物や動物を描くための、アカデミックな西洋画技法の基本に据えら

れ、今日まで我が国の美術教育・美術解剖学として継承されている。本特集陳列では、まずドイツ・フランスの美術解剖学書の

資料（個人蔵等）を展示し、わが国初の美術解剖学書として知られる『芸用解剖学 骨論の部』の草稿（久米桂一郎・森鷗外）を

陳列した。合わせて久米とともにフランスで学んだ黒田清輝の滞仏時代の『芸用解剖学講義ノート』（東博所蔵資料）と関連資

料、および『写生帖４号』（解剖学講義・ 黒田記念館所蔵資料）を展示した。さらに久米・黒田の滞仏時代に、裸体をどのよう

に観察・表現したのかを、両者が同じモデル・同じポーズを描いた素描と、その学びから得られた油画作品を並べて展示し、体

表の奥にある構造への解剖学的な見方の取り組みを紹介した。 

平成館1階 

考古展示室 動物埴輪の世界 24年7月3日（火）～10月28日（日） 27(0.2) 

  ＜主な作品＞◎埴輪 猪、埴輪 水鳥 

  

古墳時代には馬、犬、猪、鹿、水鳥、鶏など様々な動物を象った埴輪がある。古墳にはこうした動物埴輪が組み合わされて配置

され、狩猟や馬列などの場面が表現されている。今回の特集陳列では様々な種類の動物埴輪を紹介するとともに、動物埴輪群と

同様の場面を表現した装飾付須恵器を合わせて展示することで、動物埴輪のもつ意味を示した。 

法隆寺宝物館

2階 

第6室 初公開の法隆寺裂―平成22・23年度修理完了作品― 24年7月10日（火）～8月5日（日） 42(0.0) 

  ＜主な作品＞茶紫地小花目結襷文錦、茶地双鳳連珠円文錦 

  

明治11年(1878)に皇室へ献納され、戦後国有となった法隆寺献納宝物は、献納時の目録の末尾には「塵芥 小切 十三櫃」と記載

されている。この小切(小裂)は後に整理されたようで、一部大きさと見栄えの良い作品はガラス挟み(65面)等にされ、染織室の
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列品として登録されている。それ以外の大形の作品と小さな残欠は、鳥の子紙の台紙等に貼られ、未決品(未整理)のまま保存さ

れている。ガラス挟みの作品であるが、その後、ガラスの内面に曇りが生じ劣悪な状況となり、展示は不可能であった。今回こ

のうち約半数(ガラス32面)の修理が完了したので、公開した。 

本館1階 

16室 生誕150年 帝室博物館総長 森鷗外 24年7月18日（水）～9月9日（日） 22(0.0) 

  ＜主な作品＞緒方洪庵追賁之碑拓本、鷗外遺稿博物館書目解題 

  

鷗外森林太郎は大正6年(1917)、帝室博物館総長兼図書頭に任命され、同11年に在職のまま死去している。在任中、誠実にその職

務を務め、創設から50年近くを経た博物館を時代の要請に応じた姿に改める役割を担った。東京国立博物館140周年特集陳列とし

て、日本を代表する文豪の、知られることの少ない博物館長としての一面を、資料を通じて明らかにした。 

本館2階 

特別2室 親と子のギャラリー 日本美術のつくり方Ⅲ 24年7月24日（火）～9月2日（日） 8(0.1) 

  ＜主な作品＞◎押出阿弥陀三尊および僧形像、紫裾濃威筋兜 

  

美術作品や制作技法に興味を持ってもらうことを目的とし、小学校高学年以上の学生から一般の来館者までを対象とする教育普

及的展示である。 

「技法」を知ることは、作品理解の重要な手がかりとなる。伝統的な日本美術の制作技法は、日常では目にする機会も少なく、

作品を一見したところでは想像すらつかないものが多い。そこで、仏像の鎚起（押出）、漆工（螺鈿）、甲冑、彫金（象嵌）の

に関して、専門家の制作した工程見本や技法サンプルを展示し、また画像やイラストを盛り込んだパネル類やバナーなどを掲示

した。こうした各種の伝統的技法、およびそれらを駆使して作られた実作品の鑑賞を通し、歴史のなかで培われてきた日本美術

の技術と美しさをわかりやすく伝えた。 

本館1階 

14室 運慶周辺と康円の仏像 24年7月31日（火）～9月17日（月） 12(0.11) 

  ＜主な作品＞◎大日如来坐像、○文殊菩薩騎獅像 

  

鎌倉時代初頭の彫刻界を牽引した仏師運慶の作とみられる大日如来坐像をはじめ、運慶風が顕著な像、運慶の孫康円が造った像

を展示し、慶派の作風の特色、運慶、康円の造形の個性を示した。 

本館2階 

特別1室 地震研究と歴史資料 24年7月31日（火）～9月9日（日） 33(0.0) 

  ＜主な作品＞○鎌倉大日記、日本三代実録 

  

地震や火山の噴火など自然現象とそれに伴う災害の研究に、歴史資料が大きな役割を果たすことは、意外に知られていない。こ

の特集では、古記録、古文書、絵図などの記述が、地震研究にどのように利用されているかを、具体的な資料とその理工学的な

分析の事例によって紹介し、自然のふるまいと防災に対する理解を深めることをめざした。 

平成館1階 

企画展示室 ジョサイア・コンドルの博物館 24年8月7日（火）～9月23日（日） 14(0.0) 

  ＜主な作品＞上野博物館図、上野博物館遠景之図 

  

明治10年(1877)に建築教師として来日した英国人ジョサイア・コンドルは、ただちに上野に新設される博物館本館の設計と施工

に携わった。上野博物館本館はコンドル初期を代表する大作であったが、関東大震災で被災し惜しまれながらも取り壊された。

当館には幸いにも設計及び施工時の図面が一括して伝来しており、往時の姿をしのぶことができる。東京国立博物館140周年特集

陳列として、これらの図面の一部と工事中及び竣工後の写真を紹介した。 

本館2階 

4室 広田不孤斎の茶道具 24年9月4日（火）～11月25日（日） 19(0.2) 

  ＜主な作品＞◎青磁琮形花入、黄瀬戸草花文平鉢 

  

古美術商として一家をなした不孤斎広田松繁氏のコレクションは、鑑賞陶器が有名であるが、茶道具にも優れた作品が多い。東

京国立博物館140周年特集陳列として、広田松繁氏の寄贈品のなかから、床に飾る掛軸、花入、また釜、水指、茶碗といった喫茶

に関わる具足、さらに茶の湯の食事に用いられる懐石具などを取り合わせて展示した。 

本館1階 

16室 徳川本の世界―多様性とその魅力 24年9月11日（火）～11月4日（日） 32(0.0) 

  ＜主な作品＞実助授良融伝法灌頂印信、武田流犬追物雛形、君台観左右帳記 

  

徳川宗敬氏寄贈より寄贈されたいわゆる徳川本には多種多様な資料があるが、列品情報調査を通して見えてきたのは近世におけ

る伝達手段の実態である。動画や写真で簡単に情報を伝えることができるようになる以前、伝達手段は主に書であった。小さな

文字でびっしりと書き込んだ和書や、丁寧に写生した動植物の絵、立体的に表現した雛形など、徳川本からは工夫をこらして知

識や技術を伝えようとする意志を感じ取れる。また、内容も宗教、武道、茶華道から工芸品の製作、農業、本草学、風俗など多

岐にわたる。東京国立博物館140周年特集陳列として、徳川本の中から優品を用いて資料の多様性と表現方法を紹介し、徳川本の

魅力に迫った。 

本館2階 

特別1室・特別

2室 

東京国立博物館140周年秋の特別公開 

贈られた名品 24年9月15日（土）～30日（日） 19(4.15) 

  

＜主な作品＞●太刀 三条宗近（名物 三日月宗近）、●古今和歌集（元永本）、●平治物語絵巻 六波羅行幸巻、●法語(流れ

圜悟) 

  

東京国立博物館のコレクションには、各時代の心ある方々からの寄贈品が多数含まれている。この特集で寄贈品の中から、国宝・

重要文化財の指定を受けた優品を選りすぐって公開し、多くの方々の当館へのご厚意に感謝するとともに、博物館の活動の中で

寄贈品が大きな役割を果たしている事実を、あらためて紹介した。 

本館1階 

14室 館蔵能面名品選 金春座伝来の面を中心に 24年9月19日（水）～10月28日（日） 27(0.17) 

  ＜主な作品＞◎能面 大天神、◎能面 若曲見 

  

当館は216面の能面を所蔵している。その中には旧米沢藩主上杉家伝来の32面、大和猿楽四座の一つ、金春座伝来の46面を含む貴

重なコレクションである。本特集陳列では、金春座伝来の面を中心に、世襲の面打ちが型を踏襲する以前の創意に満ちた作品を

展示し、能面の造形的な魅力を示した。 

本館1階 大正元年 帝室技芸員からの寄贈品 24年9月19日（水）～12月9日（日） 31(0.0) 
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18・19室 

  ＜主な作品＞瓶花、七宝古画貼込屏風、老樹水禽 

  

大正元年（1912）に当時の帝室技芸員からまとまった形での寄贈が行われた。現役の帝室技芸員22名と、寄贈の趣旨に賛同した2

名の帝室技芸員の遺族からのものであり、その件数は31件に及ぶ。東京国立博物館140周年特集陳列として、当館のコレクション

形成の中で重要な意味を持つ寄贈について顕彰するとともに、その多くが寄贈のために制作されたものであるところから、それ

ぞれの作者の基準資料となる作品の一括公開とした。この際の寄贈品の一括展示は大正2年（1913）4月に行われて以来である。 

本館1階 

11室 館蔵仏像名品選 24年9月25日（火）～12月2日（日） 17(0.12) 

  ＜主な作品＞◎日光菩薩坐像、◎毘沙門天立像、◎十二神将立像 申神、◎愛染明王坐像 

  

日本彫刻の大半を占める仏像は寺院にあるのが普通である。そのため国内で彫刻の展示が充実した博物館はきわめて限定される。

わずかな例外である奈良・京都の国立博物館、鎌倉国宝館などはおおむね寺院からの寄託品で展示を構成している。一方当館は、

寄託作品の数も少なくないが、収蔵品の数と質の高さは比類なく、展示に占める割合も低くない。東京国立博物館140周年特集陳

列として、当館所蔵の優品を特集し、その充実ぶりをご鑑賞いただくとともに、収集の歴史を辿った。 

平成館1階 

企画展示室 尚意競艶―宋時代の書― 24年10月2日（火）～11月25日（日） 34(1.3) 

  ＜主な作品＞◎草書四帖、◎行書李白仙詩巻、楷書謝賜御書詩表巻、王史二氏墓誌銘稿巻 

  

魏晋から唐時代までの貴族文化に代わって、宋時代には主として科挙の試験に及第した士大夫が学問芸術を担うようになり、書

の表現においても質的な変化がもたらされた。理知的な唐時代の書に対して、宋時代には、生命感あふれる個性的な書風が興る

ようになる。本特集陳列では、台東区立書道博物館との連携企画として、宋時代の四大家として知られる蔡襄、蘇軾、黄庭堅、

米芾をはじめとして、北宋から南宋時代にかけて活躍した人物をとりあげ、意を尚ぶ(尚意)と評される宋時代の書を紹介した。 

本館2階 

特別1室・特別

2室 平成23年度新収品 24年10月10日（水）～10月21日（日） 65(0.0) 

  ＜主な作品＞鶴草紙、褐釉劃花文壺 

  

平成23年度に新たに収蔵品に加わった寄贈品151件のうち、65件の文化財を展示し、これら新収品を通じて、文化財の収集という

当館の事業の一端を示した。 

本館1階 

14室 根付 郷コレクション 24年10月30日（火）～12月9日（日） 274(0.0) 

  ＜主な作品＞蛤牙彫根付 線刻銘「懐玉」、饅頭形唐美人牙彫根付 線刻銘「明鶏斎法実」、臼兎牙彫根付 線刻銘「蘭亭」 

  

実業家・郷誠之助氏（1865～1942）が収集し、帝室博物館へ一括寄贈した根付は「郷コレクション」と呼ばれ、内外の根付愛好

者の間で評価が高い。コレクションは郷氏亡き後、遺言によりその年の内に当館へ寄贈された。その体系的な内容と質の高さか

ら、国内の根付コレクションの最高峰に位置づけられている。また、江戸時代から明治期にかけての有名根付師の作品が満遍な

く含まれており、全点を一堂に陳列することにより、根付本来の魅力をあますところなく紹介することができる。東京国立博物

館140周年特集陳列として、根付が国の工芸美術標本となるよう系統立てて収集し、当館へ寄贈した、郷誠之助氏の遺志を顕彰し

た。 

本館2階 

特別2室 根付 高円宮コレクション 24年10月30日（火）～12月9日（日） 210(0.0) 

  ＜主な作品＞九尾之狐、達磨大師、どおり外のことも有るネ! 

  

高円宮コレクションは、憲仁親王殿下が久子妃殿下とのご婚約以来約18年にわたって収集された、現代根付を中心とするコレク

ションである。この内の260点が、平成22年度末より当館に出品・寄贈され、当館では高円宮コレクション室を開設して、常時50

個の現代根付を展示公開している。現代根付にはさまざまな素材が用いられており、一つ一つに斬新な創意と工夫が凝らされて

いる。殿下の蒐集は主だった作家や素材をほぼ網羅しており、現代根付の全貌を紹介するに相応しい。殿下の十年式年祭を記念

し、また東京国立博物館140周年特集陳列として、高円宮コレクション室の展示と合わせ、当館に出品・寄贈されたコレクション

の根付全てをご覧いただく機会とした。 

平成館1階 

考古展示室 北九州の青銅器文化 24年10月30日（火）～25年3月10日（日） 50(0.0) 

  ＜主な作品＞広形銅矛、銅鋤先、長宜子孫内行花文鏡 

  

平成24年度考古相互貸借事業として、北九州市立いのちのたび博物館・北九州市埋蔵文化財センターが保管(所蔵は北九州市)す

る北九州市内の遺跡から出土したさまざまな青銅器と当館が所蔵する青銅器を展示し、北九州地方の青銅器文化の実態に迫った。 

本館1階 

16室 昭和の博物館―戦争と復興― 24年11月6日（火）～25年1月6日（日） 20(0.0) 

  ＜主な作品＞くちなわ物語（正倉院御物展観絵巻）、美術品移送関係書類 昭和十六年 

  

関東大震災で大きな被害を受けた帝室博物館は、昭和13年（1938）に現本館が開館するが、第二次大戦によって大きな影響を受

け、その活動はしばらく途絶する。大戦後、国立博物館として再出発し、新たな歩みを始める。東京国立博物館140周年特集陳列

として、大戦をはさむ二つの時代を対比し、博物館の活動の連続と変化のありさまを、資料によって紹介した。 

本館2階 

特別1室 

グラスゴーから来た西洋画―博物館草創期の国際

交流1 24年11月13日（火）～12月24日（月） 30(0.0) 

  ＜主な作品＞唱歌図、シンデレラ、明治十二年 列品録 一、温知図録 第2輯 

  

草創期の当館において、外国の博物館との物品交換事業は、海外との交流を図り、また列品を収集するための重要な事業であっ

た。東京国立博物館140周年特集陳列として、このうち明治10年から12年にかけて行われたグラスゴー博物館との物品交換事業に

ついて、寄贈された油彩画および産業見本として寄贈された石版画とともに、関係資料を展示し、博物館草創期の国際交流事業

の一例として紹介した。 

本館2階 

4室 松永耳庵の茶道具 24年11月27日（火）～25年2月24日（日） 18(0.0) 

  ＜主な作品＞重要美術品 大井戸茶碗 有楽井戸、文琳茶入 銘 宇治 

  耳庵松永安左エ門は、戦前戦後を通じておもに電力分野の発展に寄与した財界の要人であり、一方で60歳から始めた茶の湯活動
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においても独自の茶の世界を創り上げ、近代を代表する茶人の一人としてあげられる。東京国立博物館140周年特集陳列として、

松永安左エ門氏の寄贈品のなかから、床に飾る掛軸、花入、また釜、茶碗、茶入といった喫茶に関わる茶道具、さらに茶の湯の

食事に用いられる懐石具などを取り合わせて展示した。 

平成館1階 

企画展示室 南九州の古墳文化 24年12月4日（火）～25年3月3日（日） 94(0.1) 

  ＜主な作品＞◎埴輪 船、横矧板革綴短甲、楕円形鏡板付轡、埴輪 衝角付冑 

  

平成24年度考古相互貸借事業として、宮崎県立西都原考古博物館が所蔵する宮崎県内の南九州独自の墓制である地下式横穴墓出

土品と、当館が所蔵する宮崎･鹿児島県出土品を展示し、南九州の独自性の高い古墳文化を紹介した。 

本館1階 

14室 狂言面 中世の笑い 24年12月11日（火）～25年1月27日（日） 27(0.0) 

  ＜主な作品＞狂言面 毘沙門、狂言面 祖父、狂言面 乙、狂言面 うそぶき 

  

狂言は猿楽、田楽という中世前期の芸能の、滑稽で庶民的な笑いという部分を受け継いで成立したもので、使用する仮面にも親

しみやすいものが多い。仮面がどのような役柄に用いられ、人々の笑いを誘ったかを解説することにより、近世の人々の明るく

大らかな雰囲気を想像できるよう展示した。 

本館1階 

18室 浅井忠の油彩画―高野コレクション 24年12月11日（火）～25年1月27日（日） 6(0.0) 

  ＜主な作品＞婦人像、読書 

  

実業家高野時次氏の蒐集による、明治の洋画家浅井忠の作品は、油彩画11点、水彩・デッサン56点、掛軸6点の計73点におよび、

浅井の円熟した画技を示す滞欧期の水彩画を多く含んでいる。高野コレクションは、この浅井作品全73点が、昭和60年(1985)に

氏のご遺志によりご遺族の方々から当館に一括寄贈されたものである。今回の特集陳列は、高野コレクションのうち浅井が渡欧

前に描いた日本の風景やグレー＝シュル＝ロワンで描いた油画6点を展示し、欧州留学をはさんだ浅井がどのように油画表現を展

開していったのかを探った。 

本館1階 

19室 

ライプツィヒから来た白磁彫像―博物館草創期の

国際交流2 24年12月11日（火）～25年3月3日（日） 36(0.0) 

  ＜主な作品＞エロスとプシュケ、ヒョウに乗ったアリアドネ、ベルヴェデーレのアポロン、農業のゲニウス 

  

東京国立博物館140周年特集陳列として、ドイツのライプツィヒ民族学博物館より寄贈された作品のうち白磁の彫像を展示し、博

物館草創期の国際交流に迫った。明治時代、ウィーン万博に出品した東博は、殖産興業のお手本となる西洋の工業製品を収集し

たが、設立間もなかったライプツィヒ民族学博物館も、万博の機会を利用してアジアの文化財を入手しようとしていた。若き両

館は、ともにハインリヒ・シーボルト（鳴滝塾で著名なシーボルトの次男）を代理人としていたこともあって、協力関係を結ん

だ。こうしてドイツの工業製品が大量に寄贈され、地方博覧会などで日本の庶民にも紹介された。今回紹介した白磁の彫像は、

主に、18世紀後半から19世紀にかけての新古典主義に基づく彫刻と、新古典主義において理想とされた古代彫刻を、市民階級が

室内で手軽に愛玩できるように置物や壁掛けとして、創業間もない A.W.Fr.キスター社（シャイベ＝アルスバッハ窯）が再現した

ものであり、ヨーロッパにおいて美術が聖職者や王侯貴族の保護から脱し、市民に広く普及していく時期の文化現象としても興

味深いものである。 

本館2階 

特別1室・特別

2室 博物館に初もうで―巳・蛇・ヘビ 25年1月2日（水）～27日（日） 45(0.1) 

  ＜主な作品＞◎十二神将立像 巳神、自在置物 蛇、二代目嵐三五郎の巳の字巻物持男、五百羅漢図 第三十幅 神通 

  

平成25年は干支でいえば癸巳（みずのとみ）、巳年にあたる。東京国立博物館140周年特集陳列として、当館が所蔵する「巳」、

すなわちヘビに関わる美術・工芸品を精選し展示する。とかく人間に嫌われがちなヘビ。しかし一方で、神秘的な生態にはしば

しば崇敬の念が寄せられ、転じて守護神的存在、あるいは吉祥や福徳をもたらす象徴とみなされてきた。こうした想いは、伸縮

自在に変化する形態への興味ともあいまち、多種多様で魅惑的なヘビの造形に反映されている。ヘビたちの造形世界を、Ⅰヘビ：

日本と異国の立体造形、Ⅱ描かれたヘビ、Ⅲ十二支の中のヘビ、Ⅳ芸能の中のヘビという４つの大きな切り口から紹介した。 

本館1階 

16室 資料館における情報の歴史 25年1月8日（火）～3月3日（日） 28(0.3) 

  ＜主な作品＞◎東海道分間延絵図 巻一、草木誌、博物館獣譜、江戸城本丸等障壁画下絵（西丸御対面所） 

  

資料館は、昭和59年に美術に関する学術資料を収集・整理・保管し、研究者に公開する施設をめざして誕生した。平成12年に資

料部が廃止され、その業務のうち図書と情報システム関連が、博物館情報課に引き継がれている。資料館の情報センターとして

の機能は、明治5年の東京国立博物館の開館時に設置された日本最初の官立図書館である書籍館に由来する。東京国立博物館140

周年特集陳列として、書籍館における図書目録、解題をはじめ、その旧蔵書や、旧資料部が行った『江戸城本丸等障壁画絵様』

などの調査研究に関係する列品などをとりあげた。また、各種データベース等に関連する資料などをとおして、学術的な情報発

信のあり方なども紹介した。 

本館1階 

14室 おひなさまと日本の人形 25年1月29日（火）～3月3日（日） 54(0.0) 

  ＜主な作品＞享保雛、嵯峨人形 裸嵯峨 

  

三月三日の桃の節供にちなみ、毎年恒例となった雛飾り。今年度は紙雛、室町雛、享保雛、といった町雛の歴史を紹介するほか、

大名家や公家に伝わった雛道具、京都の伝統工芸である嵯峨人形・御所人形を中心に紹介した。また、江戸時代に雛人形と共に

飾ったと考えられる、ミニチュアの食器類も初公開展示した。 

本館1階 

18室 黒田清輝―水辺をめぐって 25年1月29日（火）～3月3日（日） 34(0.2) 

  ＜主な作品＞◎舞妓、◎湖畔 

  

黒田清輝は留学中から水辺を描くことを好み、多くの作品を残している。実景を写す作品だけでなく、抽象的な概念を表そうと

する作品にも水が重要なモティーフとなっている。本展示では黒田が水を描いた作品に注目し、描かれた水の意味を探った。 

本館2階 

特別1室 

コプティック・テキスタイル―エジプトのコプト信

仰が綴った織文様― 25年2月5日（火）～3月31日（日） 40(0.0) 

  ＜主な作品＞人物鳥花文様チュニック、人物天使草花文様裂、聖人文様裂 

－ 130 －



   

  

紀元3世紀から13世紀にかけて、エジプトのキリスト教者、コプト教徒が発展させた染織は、特に地中海文化の影響を受けた綴織

による古拙な絵模様が特徴で、copticは綴織の代名詞ともなっている。当館には、遠山元一氏寄贈のコプト裂117点のほか、すべ

て寄贈品からなるコプト裂コレクションがある。東京国立博物館140周年特集陳列として、展示する機会の稀なコプト裂の優品を

展覧した。当館所蔵作品は全て断片からなるため、参考資料として完全な服飾の形態を持つ東京・女子美術大学所蔵コレクショ

ンの中から7点作品を借用し、また、シルクロードを経て伝えられたと考えられる法隆寺宝物館所蔵の綴織も参考として展示した。 

本館2階 

特別2室 天下人の実像 25年2月13日（火）～4月7日（日） 21(0.0) 

  ＜主な作品＞書状、○消息 

  

日本人に著名な天下人となった武将、織田信長・豊臣秀吉・徳川家康にかかわる肖像画模本や自筆書状、実際の戦いや政治に関

して出した古文書等や、所縁のある工芸品を展示し、とかくテレビ時代劇や小説などイメージ先行で語られることが多い三人の

実際の姿にアプローチした。肖像画模本はその原本が歴史の教科書に掲載される様なおなじみの作品を選び、自筆書状は家族に

宛てたものを中心に私生活の一端を垣間見れる様なものとしたい。古文書は歴史的な大事件に関わるや支配のあり方を示す内容

の物を中心に展示する。本展示を通じて来館者に三武将の具体的なイメージ形成を促すことを最終的な目的とする。本特集陳列

に関連して、同時期に本館5・6室「日本美術の流れ 武士の装い―平安～江戸」においても、豊臣秀吉所用の朱塗金蛭巻大小、榊

原康政が徳川家康より拝領した南蛮胴具足など安土桃山時代の武器・武具を展示した。 

平成館1階 

考古展示室 須恵器の展開 25年3月12日（火）～6月9日（日） 31(1.0) 

  ＜主な作品＞●蓋坏、装飾付脚付壺、子持装飾付脚付壺、角坏、革袋形提瓶 

  

5世紀に朝鮮半島から新しい窯業技術が伝えられ、日本列島で須恵器生産が始まった。5世紀から7世紀までの須恵器を展示するこ

とで須恵器生産の技術展開を示し、造形的要素の加わった装飾付須恵器や革袋形須恵器なども展示した。 

平成館1階 

企画展示室 東京国立博物館コレクションの保存と修理 25年3月12日（火）～4月21日（日） 15(0.4) 

  ＜主な作品＞阿弥陀如来像、◎小袖 白練緯地松皮菱竹模様、広寒宮螺鈿合子、◎片口付深鉢形土器 

  

東京国立博物館が手がける保存と修理の成果をより分かりやすく紹介するため、平成22年度から24年度までに修理が完了した作

品のうち、絵画、書跡、工芸、考古などさまざまな分野、形態、技法の作品を展示し、修理工程および修理過程で得られた情報

をパネルなどで掲示して、博物館が担う文化財修理の役割を広く理解していただくことを目指した。 

本館1階 

14室 花生 25年3月19日（火）～6月2日（日） 22(0.1) 

  ＜主な作品＞古銅象耳花生 銘 秋月、竹花生 銘一曲、◎青磁琮形花生、古染付高砂手花生 

  

陶磁器を中心に、中国・日本のさまざまの花生の器を紹介した。器の種類や形の変遷を追うだけでなく、パネルを用いて、実際

に床の間に掛けて花を生けた様子を紹介したり、それぞれの作品の由来や見どころを説明した。 

本館1階 

16室 

キリシタン関係の遺品 イエズス会の布教と禁制

下の信仰 25年3月19日（火）～5月6日（日） 72(0.43) 

  

＜主な作品＞◎聖母子像、◎キリスト像、◎天正遣欧使節記、◎聖母像（親指のマリア）、◎板踏絵 キリスト像〈ピエタ〉、

◎マリア観音像 

  

日本のキリシタン信仰は、天文18年(1549)イエズス会宣教師ザビエルの渡来に始まり、およそ50年ほどの間に西日本を中心に浸

透し、最盛期には40万人の信徒を得た。しかし、豊臣秀吉、次いで江戸幕府はその信仰を禁じたため、江戸時代には信徒のごく

一部が長崎に潜伏するのみとなった。しかし潜伏したキリシタンは厳しい監視を乗り越えて信仰を守り続けた。この展示では、

主に長崎奉行所が信徒から押収した遺品を通して、禁制以前のイエズス会を中心とした布教の状況、禁制下の信仰の一面と日本

と西洋の交渉の歴史を示した。 

 

 (2) 特別展・共催展等(海外展・巡回展を含む) 

展覧会名：Elegant Perfection: Masterpieces of Courtly and Religious Art from Tokyo National Museum 開館記念特別展「仏教美術と宮廷

の美 東京国立博物館コレクション」 

開会期間：平成24年2月19日（日） ～4月8日（日）（51日間） 

会  場：ヒューストン美術館（アメリカ、カロリン・ワイエス・ロー・ビルディング) 

主  催：東京国立博物館、ヒューストン美術館 

作品件数：26件（うち国宝：1件、重要文化財：2件、重要美術品：1件） 

来館者数：18,629人 

担当研究員数：2人 
 

展覧会の内容： 

ヒューストン美術館において日本美術の常設展示室開室を機に、東京国立博物館所蔵品の宮廷の美術および仏教美術の優品を紹介した。 
 

展覧会名：東京国立博物館140周年 特別展「ボストン美術館 日本美術の至宝」 

開会期間：平成24年3月20日（火） ～ 6月10日（日）（73日間） 

会  場：平成館2階 特別展示室第1室～第4室 

主  催：東京国立博物館、ボストン美術館、NHK、NHKプロモーション、朝日新聞社 

後  援：外務省、アメリカ大使館 

協  賛：損保ジャパン、大日本印刷、トヨタ自動車、みずほ銀行、三井物産 

協  力：日本航空、日本貨物航空 

作品件数：92件 

来館者数：540,382人（目標入場者数 310,000人・達成率 174.3％) 

入場料金：一般1,500円(1,300円／1,200円)、大学生1,200円(1,000円／900円)、高校生900円(700円／600円)中学生以下無料  

＊( )内は前売り及び20名以上の団体料金 

担当研究員数：3人 
 

展覧会の内容： 

ボストン美術館創立120周年を記念し、同館が収蔵する日本美術の名品を広く公開した。 
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講演会等：「継続する歴史：ボストンの日本美術」 講師：ボストン美術館日本美術課長 アン・ニシムラ・モース、平成館大講堂 3月20日（火） 

「奇才・曽我蕭白を語る」            講師：MIHO MUSEUM館長 辻惟雄、平成館大講堂  4月21日（土） 

「ボストン美術館の日本絵画」        講師：絵画・彫刻室長 田沢裕賀、平成館大講堂  5月12日（土） 

 

展覧会名：日中国交正常化40周年 東京国立博物館140周年 特別展「中国山水画の20世紀 中国美術館名品選」 

開会期間: 平成24年7月31日（火）～8月26日（日）（25日間） 

会  場：本館特別5室 

主  催：文化庁、中華人民共和国文化部、東京国立博物館、中国美術館 

後  援：日本国際貿易促進協会、日本中国文化交流協会、日中友好議員連盟、一般財団法人日中経済協会、社団法人日中協会、 

公益財団法人日中友好会館 

特別協力：毎日新聞社 

作品件数：50件 

来館者数：18,415人(目標入場者数 40,000人・達成率 46.0％) 

入場料金：一般600円（500円）、大学生400円（300円）＊( )内は20名以上の団体料金 

担当研究員数：2人 
 

展覧会の内容： 

中国国内最大級の規模である中国美術館（北京市）のコレクションから精選された近現代絵画を紹介した。 
 

講演会等：「対談 中国画の現代変革」 講師：中国美術館館長 范迪安・明治学院大学教授 山下裕二、平成館大講堂 8月5日（日） 

「社会・生活への“挑戦”」  講師：東洋室研究員 塚本麿充、本館20室 8月3日（金） 

「西洋画法への“挑戦”」     講師：絵画・彫刻室研究員 土屋貴裕、本館20室 8月10日（金） 

「伝統への“挑戦”」         講師：列品管理課長 富田淳、本館 20室 8月 17日（金） 

 

展覧会名：日中国交正常化40周年 東京国立博物館140周年 生誕100年記念 特別展「青山杉雨の眼と書」 

開会期間：平成24年7月18日（水） ～ 9月9日（日）（48日間） 

会  場：平成館特別展示室第1～4室 

主   催：東京国立博物館、読売新聞社 

企画協力：謙慎書道会 

作品件数：369件（うち参考資料11件） 

来館者数：51,327人(目標入場者数 80,000人・達成率 64.2％) 

入場料金：一般1,400円(1,200円／1,100円)、大学生1,100円(900円／800円)、高校生800円(600円／500円) 

中学生以下無料＊( )内は前売り／20名以上の団体料金 

担当研究員数：3人 
 

展覧会の内容： 

書家・青山杉雨の生誕100年を記念して、館の所蔵する杉雨寄贈の中国書画とともに杉雨の代表作を広く一般に公開した。 
 

講演会等：平成24年度連続講座 

「東洋美術をめぐる旅」第1講「東洋の書―青山コレクションを中心に」  

講師：列品管理課長 富田淳、平成館大講堂 8月24日（金） 

「青山杉雨の素顔」講師：書家 新井光風、書家 樽本樹邨、書家 一色白泉、書家 髙木聖雨、書家 西嶋慎一、副館長 島谷弘幸 

平成館大講堂 7月21日（土） 

「青山杉雨コレクション」講師 列品管理課長 富田淳、貸与特別観覧室主任研究員 猪熊兼樹、東洋室研究員 塚本麿充、 

平成館大講堂 8月11日（土） 

 

展覧会名：東京国立博物館140周年 古事記1300年・出雲大社大遷宮 特別展「出雲―聖地の至宝―」 

開会期間：平成24年10月10日（水） ～ 11月25日（日）(41日間） 

会   場：本館特別5・4室 

主   催：東京国立博物館、島根県、島根県立古代出雲歴史博物館、ＮＨＫ、ＮＨＫプロモーション、読売新聞社 

後   援：文化庁 

特別協力：出雲大社、島根県神社庁 

作品件数：38件 (うち、国宝3件、重要文化財16件、島根県指定文化財7件)その他、参考出品6件 

来館者数：137,646 人(目標入場者数 55,000人・達成率 250.2％) 

入場料金：一般800円(700円)、大学生600円(500円)、高校生400円(300円) 中学生以下無料 ＊( )内は前売り及び20名以上の団体料金 

担当研究員数：2人 
 

展覧会の内容： 

近年発見された考古資料をはじめ、寺社に伝わる名品を一堂に公開し、古代出雲の実像とともに日本文化の原像や特質に迫った。 
 

講演会等：「出雲の弥生青銅器 －大量埋納の謎－」講師：島根県立古代出雲歴史博物館学芸部長 足立克己、平成館大講堂、10月27日（土） 

 

展覧会名：日中国交正常化 40周年 東京国立博物館 140周年 特別展「中国 王朝の至宝」 

開会期間：平成 24年 10月 10日（水） ～ 12月 24日（月・休）（66日間） 

会  場：平成館特別展示室第1～4室 

主  催：東京国立博物館、中国文物交流中心、ＮＨＫ、ＮＨＫプロモーション、毎日新聞社、朝日新聞社 

後   援：外務省、中国国家文物局、中国大使館 

協  力：全日本空輸、東京中国文化センター 

作品件数：168件（うち、一級文物99件）その他、参考資料3件 

来館者数： 141,507人(目標入場者数 250,000人・達成率 56.6％) 

入場料金：一般1,500円(1,300円／1,200円)、大学生1,200円(1,000円／900円)、高校生700円(500円／400円) 中学生以下無料 
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 ＊( )内は前売り／20名以上の団体料金 

担当研究員数：3人 

＊日本政府による美術品補償制度の適用。 

展覧会の内容： 

日中国交回復40周年を記念し、中国歴代王朝の都に焦点を当て、各地域・時代で繁栄をみた中国文明の多様な姿を展観した。 

講演会等：「中国喫茶文化における北と南」講師：東京学芸大学教育学部教授 高橋忠彦、平成館大講堂 10月12日（金） 

 「中国文明の謎」講師：学芸企画部長 松本伸之、平成館大講堂  10月20日（土） 

展覧会名：海外展「天下第一 翡色靑磁」 

開会期間：平成24年10月16日(火) ～12月16日(日) (56日間) 

会  場：韓国国立中央博物館企画展示室 

主   催：韓国国立中央博物館 

特別協力：東京国立博物館 

作品件数：299件（国内作品20件、うち東京国立博物館所蔵品3件） 

入場者数：43,800人 

担当研究員数：1人 

展覧会の内容： 

天下一に数えられていた高麗青磁の美しさを紹介し、高麗時代の工芸文化におけるその芸術的価値と歴史的意義にスポットライトを当てた。 

展覧会名：東京国立博物館 140周年 特別展「飛騨の円空―千光寺とその周辺の足跡―」 

開会期間：平成 25年 1月 12日（土） ～ 4月 7日（日）（74日間） 

会   場：本館 特別5室 

主 催：東京国立博物館、千光寺、読売新聞社、ＮＨＫ、ＮＨＫプロモーション 

特別協力：高山市、高山市教育委員会 

後  援：岐阜県 

作品件数：46件 

来館者数 190,122人(目標来館者数 100,000人・達成率 190％)  （うち 24年度 169,578人、25年度 20,544人）) 

入場料金：一般900円(800円)、大学生700円(600円)、高校生400円(300円) 中学生以下無料 ＊( )内は前売り・20名以上の団体料金 

担当研究員数：1人 

展覧会の内容： 

飛騨千光寺の協力を得、門外不出の「両面宿儺像」など千光寺所蔵の円空仏を中心に、岐阜に伝わる代表的な円空仏を展示紹介した。 

講演会等：「円空と日本の風土」講師：東洋室長 浅見龍介、平成館大講堂 1月26日（土） 

 「飛騨人と円空の祈り」講師：飛騨千光寺住職 大下大圓、平成館大講堂 3月9日（土） 

展覧会名：日中国交正常化 40周年 東京国立博物館 140周年 特別展「書聖 王羲之」 

開会期間：平成 25年 1月 22日（火） ～3月 3日（日）（36日間） 

会  場：平成館特別展示室第1～4室 

主  催：東京国立博物館、毎日新聞社、ＮＨＫ、ＮＨＫプロモーション 

特別協力：朝日新聞社 

後  援：外務省 

特別協賛：大和ハウス工業 

協  賛：あいおいニッセイ同和損保、トヨタ自動車、日本写真印刷、ゆうちょ銀行 

協  力：内田洋行、全日本空輸、東京中国文化センター、二松学舎大学、毎日書道会 

作品件数：163件（うち、国宝7件、重要文化財9件、重要美術品1件） 

入場者数：152,523人(目標入場者数 185,000人・達成率 82,4％) 

入場料金：一般1,500円(1,300円／1,200円)、大学生1,200円(1,000円／900円)、高校生900円(700円／600円) 中学生以下無料 

＊( )内は前売り／20名以上の団体料金 

担当研究員数：2人（他ゲスト・キュレーター1人） 

展覧会の内容： 

王羲之の書が後世に与えた影響やわが国における受容にも注目しながら、後世から書聖と崇められる王羲之の書の実像に迫った。 

講演会等：「書聖 王羲之～書聖の実像と蘭亭文化の広がり～」講師：列品管理課長 富田淳、平成館大講堂 2月2日（土） 

「書聖 王羲之が日本に与えた影響」講師：五島美術館理事・学芸部長 名児耶明、平成館大講堂 2月10日（日） 

【京都国立博物館】 
(1)平常展 

平常展示館建て替え工事に伴い、平常展示休止中。 

(2)特別展等・共催展等 
展覧会名：特別展覧会「王朝文化の華 ―陽明文庫名宝展―」 

・会  期 平成24年4月17日～5月27日（37日間） 

・会  場 特別展示館（旧本館）全室 

・主  催 京都国立博物館、陽明文庫、ＮＨＫ京都放送局、ＮＨＫプラネット近畿、読売新聞社 

・作品件数（うち指定品数）  140件（75件）（うち国宝9件、重要文化財6件） 

・来館者数 101,006人（目標来館者数30,000人・達成率336.69%） 

・入場料金 一般1300円、大高生900円、中小生400円 
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・アンケート結果 満足度89% 

講 演 会：4回    参加者数合計 690人 

・関連記念講演会 

4月21日（土）「王朝文化の華 近衞家 陽明文庫の名宝」 

名和 修氏（陽明文庫 理事 文庫長） 

215人参加 

・関連土曜講座 

4月 28日 藤原道長と『御堂関白記』 

同志社女子大学名誉教授 朧谷 寿 氏 

188人参加 

5月 19日 『歌合』のおもしろさ ―王朝貴族の雅な闘い― 

大阪樟蔭女子大学学芸学部教授 中 周子 氏 

161人参加 

5月 26日 陽明文庫の近世、近代の日本画 

連携協力室長 山下善也 

126人参加 

広報媒体：ポスター、ちらし、情報誌、ホームページ、新聞、ラジオ、公共放送等 

展覧会名：特別展覧会「古事記 1300年 出雲大社大遷宮 大出雲展」 

・開催期間 平成24年7月28日～9月9日（38日間） 

・会  場 特別展示館（旧本館）全室 

・主  催 京都国立博物館、島根県立古代出雲歴史博物館、ＮＨＫ京都放送局、ＮＨＫプラネット近畿、読売新聞社 

・作品件数（うち指定品数） 202件（46件）（うち国宝17件、重要文化財41件、重要美術品1件） 

・来館者数 79,218人（目標来館者数50,000人・達成率158.44%） 

・入場料金 一般1300円、大高生900円、中小生400円 

・アンケート結果 満足度85％ 

講 演 会：6回  参加者数合計 2,037人 

・シンポジウム 

  7月29日（日）『ヤマト王権と出雲─検証・神々の国─』 会場：国立京都国際会館アネックスホール 

1,100人参加 

・関連土曜講座 

7月 28日 出雲神話のバリエーション─スサノヲを中心に─ 

古代出雲歴史博物館専門学芸員 森田喜久男氏 

213人参加 

8月 11日 出雲の埴輪について 

島根県文化財課調整監 椿 真治氏 

190人参加 

8月 18日 出雲における神社の成立と出雲大社 

古代出雲歴史博物館専門学芸員 平石 充氏 

199人参加 

8月 25日 出雲の神仏―神も仏も在る出雲― 

京都国立博物館保存修理指導室長 淺湫 毅 

180人参加 

9月 1日 古代・中世出雲の山寺と社 

元京都国立博物館企画室長 久保智康氏 

155人参加 

鑑 賞 会：2回  参加者数合計 85人 

・関連少年少女博物館くらぶ 

8月7日、10日 小学・中学生向け鑑賞会「神話の国、出雲のヒミツ！」 

関連イベント：4回  参加者数合計 1562人 

・京都の高校生による「石見の夜神楽・大蛇」 演者：京都光華高等学校 神楽和太鼓部 

8月 3日 110人参加 

8月 10日 100人参加 

・神々の国 しまねの神楽 会場：京都芸術劇場 

8月 26日『出雲神楽』 

660人参加 

9月 2日『隠岐神楽』、『石見神楽』 

692人参加 

広報媒体：ポスター、ちらし、情報誌、ホームページ、新聞、ラジオ、公共放送等 

展覧会名：特別展覧会「宸翰 天皇の書 ―御手が織りなす至高の美―」 

・会  期 平成24年10月13日（土）～11月25日（日）（38日間） 

・会  場 京都国立博物館特別展示館（旧本館）全室 

・主  催 京都国立博物館 

・共  催 毎日新聞社、ＮＨＫ京都放送局 

・協  力 日本香堂 

・作品件数（うち指定品数） 144件（94件）（うち国宝17件、重要文化財66件、重要美術品11件） 
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・来館者数 24,699人（目標来館者数20,000人・達成率123.5%） 

・入場料金 一般1,200円、大高生800円、中小生400円 

・アンケート結果 満足度 88％ 

講 演 会：5回    参加者数合計773人 

・国際シンポジウム 

11月18日 「天皇・皇帝の書をめぐって」 会場：京都市勧業館 みやこめっせ   

209人参加 

・関連土曜講座 

10月 13日 宸翰と古筆―桃山・江戸時代の天皇の手習い―  

奈良大学文学部教授 下坂 守氏 

159人参加 

10月 27日 中世の天皇と宗教―手印が捺された文書を中心に― 

京都府立大学文学部准教授 上島 享氏 

148人参加 

11月 10日 宸翰の薫りと三跡―筆致に宿るもの― 

九州国立博物館学芸部主任研究員 丸山 猶計氏 

138人参加 

11月 24日 宸翰―資料と美術のコンチェルト― 

学芸部研究員 羽田 聡 

119人参加 
 

広報媒体：ポスター、ちらし、情報誌、ホームページ、新聞、ラジオ、公共放送等 
 

 展覧会名：特別展観「国宝 十二天像と密教法会の世界」  

・会  期 平成25年1月8日(火)～2月11日(月・祝) ※特集陳列「成立800年記念『方丈記』」と同時開催(31日間) 

・会  場 京都国立博物館1～8室 

・主  催 京都国立博物館 

・作品件数  71件（うち国宝14件、重要文化財16件、重要美術品3件） 

・来館者数 25,216人（目標20,000人・達成率126.08％） 

・入場料金 一般1,000円、大高生700円、中小生無料 

・アンケート結果 満足度 88％ 

講 演 会：3回    参加者数合計人 

・関連土曜講座 

1月 26日 後七日御修法と東寺  

東寺文化財保護課長 新見 康子氏 
 

2月 2日 密教法具─修法をささえる神秘の道具─  

学芸部研究員 末兼 俊彦 
 

2月 9日 十二天屏風と山水屏風─灌頂の場の問題─  

学芸部研究員 大原 嘉豊 
 

広報媒体：ポスター、ちらし、情報誌、ホームページ、新聞、ラジオ、公共放送等 

 

 展覧会名：特集陳列「成立 800年記念『方丈記』」  

・アンケート結果 満足度 88% 

講 演 会：1回    参加者数合計  191人 

・関連土曜講座： 

1月12日 鴨長明京都を歩く 

成蹊大学文学部教授 浅見 和彦氏 

    191人参加 
 

広報媒体：ポスター、ちらし、情報誌、ホームページ、新聞、ラジオ、公共放送等 

 

【奈良国立博物館】 
(1)名品展（平常展） 

①開館日数：322日(名品展のみの開館日数：208日) 

②陳列件数：814件 

名品展 

珠玉の仏像（なら仏像館）   167件 

珠玉の仏教美術（西新館）    259件 

中国古代青銅器（青銅器館）  237件 

   特別陳列等 

 名称 会期 陳列件数（うち指定品件数） 

特別陳列 
古事記の歩んできた道-古事記撰録

1300年‐ 
6月16日～7月16日 30件(国宝2件、重要文化財9件) 

・会  期 平成25年1月8日(火)～2月11日(月・祝)(31日間) 

・会  場 京都国立博物館9～10室 

・主  催 京都国立博物館 

・作品件数  18件（うち国宝2件、重要文化財11件、重要美術品2件） 

・来館者数 25,216人（目標20,000人・達成率126.08％）(特別展観「国宝十二天像と密教法会の世界」と一体でカウント) 

・入場料金 一般1,000円、大高生700円、中小生無料 
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特別陳列 おん祭と春日信仰の美術 12月8日～25年1月20日 50件(重要文化財5件) 

特別陳列 お水取り 25年2月9日～3月17日 60件(重要文化財17件) 

特集展示 新たに修理された文化財 12月26日～25年1月20日 11件(国宝1件) 

特別公開 金剛寺 降三世明王坐像 23年10月4日～  1件(重要文化財1件) 

特別公開 定朝様の丈六阿弥陀像 6月26日～ 1件 

③陳列替件数：465件 

 

(2)特別展・共催展等 

 展覧会名：御遠忌800年記念特別展「解脱上人貞慶 ―鎌倉仏教の本流―」  

会    期：平成24年4月7日(土)～5月27日(日)(45日間) 

来館者数：24,317人(目標来館者数 30,000 人・達成率 81.1％) 

陳列件数(うち指定品数)：129件（国宝3件、重要文化財58件） 

主催：奈良国立博物館、神奈川県立金沢文庫、読売新聞社 

講演会：3回 参加者数合計 431人 

列品解説：2回 参加者数合計 199人 

フォーラム：1回 参加者数合計  252人 

 

公開講座 

期日     講座名 講師(所属) 参加者数 

4月14日  ｢興福寺と貞慶｣            永村 眞(日本女子大学教授)                    144人 
 

4月28日  ｢愚迷発心集を読む｣          多川俊映 (興福寺貫首)                        95人 
 

5月19日   ｢解脱上人貞慶の信仰と活動｣     西山 厚 (学芸部長)              192人 
 

列品解説 

期日     講座名 講師(所属) 参加者数 

4月21日   ｢海住山寺に伝来した浄土図」       北澤菜月 (学芸部研究員）            56人 
 

5月26日   ｢貞慶ゆかりの彫像について」       岩田茂樹 (学芸部長補佐）            143人 
 

フォーラム 

期日     内容               パネリスト                  参加者数 

5月 5日  「貞慶フォーラム」         西山 厚  (学芸部長)              252人 

大野玄妙 (法隆寺管長) 

北河原公敬 (東大寺別当) 

西山明彦 (唐招提寺律宗宗務長) 

多川俊映 (興福寺貫首) 

花山院弘匡 (春日大社宮司) 

山田法胤 (薬師寺管主) 

小林慶範 (笠置寺住職) 

佐腋貞憲 (海住山寺住職) 

 

広報媒体：ポスター、ちらし、博物館だより、新聞、テレビ特集番組等 

 

 展覧会名：特別展「頼朝と重源 ―東大寺再興を支えた鎌倉と奈良の絆―」  

会    期：平成24年7月21日(土)～9月17日(月・祝)(52日間) 

来館者数：41,985人(目標来館者数 50,000人・達成率 84.0％)      

陳列件数(うち指定品数)： 112件(国宝16件、重要文化財54件) 

主催：奈良国立博物館、東大寺、鶴岡八幡宮、朝日新聞社  

講演会：3回    参加者数合計  498人 

ワークショップ：1回 参加者数合計 59人 

 

公開講座 

期日     講座名                         講師(所属) 参加者数 

7月28日  「源頼朝と奈良・京都―政治と宗教―」            杉橋隆夫(立命館大学教授)            166人 
 

8月11日  「東大寺の鎌倉再興にみる伝統と革新」            山口隆介(学芸部研究員)             152人 
 

9月 8日  「源頼朝が東大寺再興にもたらしたもの」           塩澤寛樹(日本橋学館大学副学長)         180人 
 

広報媒体：ポスター、ちらし、博物館だより、新聞、テレビ等 

 

 展覧会名：特別展「第64回正倉院展」  

会    期：平成24年10月27日(土)～11月12日(月)(17日間) 

来館者数：238,019人(目標来館者数 180,000人・達成率132.2％)      

陳列件数：64件 

主催：奈良国立博物館 

講演会：4回    参加者数合計 526人 

シンポジウム：1回 参加者数合計 170人 

公開講座 

期日     講座名                         講師(所属) 参加者数 

10月27日 「正倉院のペルシア風錦について」             尾形充彦（宮内庁正倉院事務所保存課整理室長）  179人 
 

11月 3日 「古代ガラスから正倉院まで」              土屋良雄（日本ガラス工芸学会理事）        138人  

－ 136 －



11月10日 「聖語蔵経巻と正倉院文書  飯田剛彦（宮内庁正倉院事務所保存課調整室長）   96人 

―『神護景雲二年御願経』の実体をめぐって」 

11月11日 「八世紀以外の宝物について」 内藤 栄（学芸部長補佐）  113人 

シンポジウム 

期日  内容  パネリスト  参加者数 

11月 4日  正倉院学術シンポジウム2012  高橋隆博（関西大学文学部教授）   170人 

「正倉院宝物の近代～壬申検査から140年」  西川明彦（宮内庁正倉院事務所保存科学室長）  

恵美千鶴子（東京国立博物館学芸研究部研究員） 

原瑛莉子（学芸部研究員） 

広報媒体：ラジオ、ポスター、ちらし、博物館だより、新聞広告、駅構内看板、テレビ特集番組等 

【九州国立博物館】 
(1)文化交流展（平常展） 
①開館日数： 314日(うち平常展のみ開館日数 99日)

②陳列替件数：1,195件

③陳列総件数：2,416件(うち国宝 89件 重要文化財 194件)

④入場料金： 一般 420円、大学生 130円

⑤トピック展示・特別公開：全 12件

展示名称 

「－東京国立博物館所蔵－ 中国陶磁名品展 横河民輔コレクション」 

前期：「古代から唐・宋・元時代のやきもの」 

後期：「明・清時代のやきもの」 

開催期間 
前期:平成 24年 4月 24日(火)～6月 17日(日) 

後期：平成 24年 6月 20日（火）～9月 2日（日） 
開催場所 

文化交流展示室 

関連第 9・10室 

陳列件数（うち

指定品件数） 
106件（うち重文 2件） 

イベント等 

講演会等 参加者数 

4月 28日 アクロス・文化学び塾「中国陶磁名品展 − 横河民輔コレクション− 」について 40人 

展示課展示調整室研究員 

遠藤啓介 

5月 12日 特別講演会「横河民輔コレクションの中国磁器とその魅力」 東京国立博物館 今井敦 80人 

5月 19日 連続講座「南北朝から唐のやきもの」 企画課特別展室研究員 市元塁 30人 

5月 26日 連続講座「宋・元のやきもの」 展示課展示調整室研究員  

遠藤啓介 

43人 

7月 14日 連続講座「明のやきもの」 東京国立博物館 三笠景子 33人 

7月 28日 連続講座「清のやきもの」 東京国立博物館 今井敦 33人 

内容 
東京国立博物館所蔵の横河民輔コレクションを九州ではじめて公開し、中国陶磁の通史的な展開を紹介すると共に、連続講座で

関心を高めた。 

展示名称 「特別公開 国宝 琉球国王尚家関係資料修理完成記念展示」 

開催期間 
平成 24年 5月 8日(火)～ 

6月 17日(日) 
開催場所 

文化交流展示室 

第Ⅴテーマ 

陳列件数（うち指定

品件数） 

7件（うち国宝 7件） 

内容 毎年恒例の、琉球国王尚家関係資料の修理完成を記念して御披露目を行なった。 

展示名称 「日本医術のことはじめ －まじないから解体新書まで－」 

開催期間 
平成 24年 5月 9日(水)～ 

7月 1日(日) 
開催場所 

文化交流展示室 

関連展示室第 11室 

陳列件数（うち

指定品件数） 
33件（うち重文 2件） 

イベント等 

講演会等 参加者数 

5月 13日 講演会「日本医術学史のなかの東洋と西洋」 

「九州における漢方の受容と進展」 

100人 

大阪大学大学院医学史料室招聘教員 米田該典 

「日本における西洋医学の受容―レメリン解剖書と解体新書―」 

順天堂大学名誉教授・日本医史学会理事長 酒井シヅ 

内容 
博物館であまり取り上げらたことのない日本医学史の展開をテーマとして、解体新書等の漢方医術と蘭方医術との比較を行なっ

た。 

展示名称 「日朝交流の軌跡 －対馬宗家文書 8万点の調査を終えて－」 

開催期間 
平成 24年 7月 4日(水)～ 

9月 9日(日) 
開催場所 

文化交流展示室 

基本展示室第 11室 

陳列件数（うち指定

品件数） 

38件（うち重文 4件） 

イベント等 

講演会等 参加者数 

7月 8日 講演会『対馬宗家文書からみた日朝交流』 

「対馬宗家文書調査のあゆみ」 

「近世日朝交流と倭館」 

「新発見！日朝交流の証し「図書（としょ）」」 

＝パネルディスカッション＝ 

対馬歴史民俗資料館館長 阿比留德生 

慶應義塾大学名誉教授 田代和生 

対馬歴史民俗資料館学芸員 山口華代 

コーディネーター： 

九州大学大学院教授 中野等 

韓国・東北アジア歴史財団第一研究室室長 

李薫 

京都府立大准教授 東昇 

180人 

－ 137 －
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田代和生・山口華代 

7月14日～

16日 

「国境の島・対馬 歴史観光展」（対馬市観光ＰＲ）  860人 

8月 19日 ミュージアム講座「対馬宗家文書の世界」 文化財課資料登録室研究員 荒木和憲 63人 

内容 
対馬宗家文書の重要文化財新指定を記念して開催した。対馬を舞台に展開した日朝交流をさまざまな歴史資料を通じて光を当て

た。 

 

展示名称 「特別公開 大分県指定文化財 木造大応国師坐像 像内納入品」 

開催期間 
平成 24年 7月 31日(火)～ 

9月 9日(日) 
開催場所 

文化交流展示室 

関連展示第 6室 

陳列件数（うち指定

品件数） 

8件 

内容 
木造大応国師坐像の修理にともなうＸ線 CT 画像解析によって明らかになった、像内納入品を公開。併せて修理完成後の像もお

披露目した展示を行なった。 

 

展示名称 「茶の湯を楽しむ V －芦屋釜と館蔵茶道具－」 

開催期間 
平成 24年 9月 12日(水)～ 

12月 9日(日) 
開催場所 

文化交流展示室 

関連展示第 9室 

陳列件数（うち指定

品件数） 

26件（うち国宝 3件） 

イベント等 

講演会等   参加者数 

10月 20日 ミュージアム講座 

「茶の湯の名器 芦屋釜の名品とその歴史 

「館蔵茶道具の見どころ～やきものを中心に～」 

 

芦屋釜の里学芸員 新郷英弘 

展示課展示調整室研究員 遠藤啓介 

80人 

10月 6日・

13日 
茶会～茶の湯を楽しむ～ 表千家同門会 494人 

11月 10日 芦屋釜探訪バスツアー  32人 

内容 
九州の名釜である芦屋釜に光を当て、あわせて館蔵の茶道具と共に紹介した毎年、秋に開催している恒例企画。芦屋釜に触れる

展示もあじっぱで展開。 

 

展示名称 「古事記完成 1300年記念特別公開 古事記伝と九州の国学者」 

開催期間 
平成 24年 9月 25日(火)～ 

11月 18日(日) 
開催場所 

文化交流展示室 

基本展示室 

陳列件数（うち指定

品件数） 

5件（うち重文 2件） 

イベント等 

講演会等   参加者数 

10月 7日 ミュージアム講座 

考古 VS歴史バトルトーク「『古事記』の謎に迫る」 

企画課文化交流展室長 河野一隆 

展示課展示調整室主任研究員 酒井芳司 

70人 

10月 16日

～29日 
神話のふるさと みやざき展 

 76,560人 

内容 古事記完成 1300年を記念して、古事記伝を九州ではじめて公開すると共に、九州の国学者のはたらきについても光を当てた。 

 

展示名称 「江戸の粋、印籠 フィンランド・クレスコレクション」 

開催期間 
平成 24年 12月 19日(水)～ 

平成 25年 3月 10日(日) 
開催場所 

文化交流展示室 

関連展示第 9室 

陳列件数（うち指定

品件数） 

140件 

イベント等 

講演会等   参加者数 

12月 1日～ 

25年 3月 10日 

関連企画展 フィンランド・テキスタイルアート＜季節が織りなす光と影＞  

（場所：太宰府天満宮宝物殿第 2・3展示室および境内） 

― 

12月 19日 講演会「フィンランドのデザイン」 フィンランド大使館参事官 ミッコ・コイヴマー 40人 

12月 19日 
EVA ALKULA＆中井智弥 箏カンテレコンサート  

〜日本とフィンランドの文化の架け橋〜 

50人 

25年 1月 1日～1月

14日 

写真展 九産大発「フィンランド展」 71,210人 

25年 1月 12日 講演会「こんなに面白い 印籠と根付」 秋田・千秋美術館長 小松大秀 496人 

25年 1月 12日 ワークショップ 大人のための根付ワークショップ 10人 

25年 1月 13日 ワークショップ ヒンメリづくりワークショップ 58人 

25年 1月 27日 講演会「フィンランドのイクメン事情」 フィンランド大使館参事官 ミッコ・コイヴマー 15人 

内容 
世界的にも名高いクレスコレクションを日本ではじめて公開すると同時に、フィンランドの歴史や文化を多くのイベントを通じ

て紹介した。 

 

展示名称 「新春特別公開 徳川美術館所蔵 国宝 初音の調度」 

開催期間 
25年 1月 1日(火・祝)～ 

1月 27日(日) 
開催場所 

文化交流展示室 

基本展示室・アプローチ 

陳列件数（うち

指定品件数） 
3件（うち国宝 3件） 

内容 毎年、新春恒例企画である国宝初音の調度の公開。 

 

展示名称 「雪と火炎土器」 

開催期間 
25年 1月 22日(火)～ 

3月 17日(日) 
開催場所 

文化交流展示室 

関連展示第 3室・基本展示室 

陳列件数（うち

指定品件数） 

38件（うち重文 1件、重要有形

民俗文化財 17件） 

イベント等 

講演会等   参加者数 
25年1月27日、2月3

日、10日、11日、17

日、24日、3月3日、

10日、17日 

ハンズオン体験「ホンモノの火炎土器に触れてみよう」 

― 

25年2月13日～21

日 
写真展「津南 冬の生活と景色」 

47,389人 

－ 138 －



   

25年2月16日 

シンポジウム「雪と火炎土器」 

「雪国と火炎土器文化圏」 

「日本古代文化と火炎土器」 

 

「時空を超える文様芸術―ケル

トからユーロアジアを経て日本

へー」 

司会：展示課長 赤司善彦 

新潟県津南町教育委員会学芸員 佐藤雅一 

独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所

副所長 深沢芳樹 

多摩美術大学芸術人類学研究所所長 鶴岡真弓 

127人 

25年3月9日、16日 
トピック展示「雪と火炎土器」関連 

体験ワークショップ「アンギンの編み方をつかったコースターづくり」 

14人 

内容 
原始の美術の代表である縄文時代の火炎土器を、雪国の風土が育んださまざまな民俗資料と共に紹介した。また、ハンズオン展

示が話題を呼んだ。 

 

展示名称 特別公開 国宝「尚家王冠」 

開催期間 
25 年 2月 26 日（火)～3 月

10日(日) 
開催場所 

文化交流展示室  

アプローチ付近 

陳列件数（うち指定

品件数） 

1件（うち国宝 1件） 

内容 
国宝 琉球国王尚家関係資料の中でも最も華麗な王冠を、那覇市歴史資料館との共同研究に基づいた、最新の科学調査の成果も

あわせて、2週間の期間限定で公開した。 

 

展示名称 「江戸のモダニズム 古武雄〜まぼろしの九州のやきもの〜」 

開催期間 
25年 3月 19日(火)～ 

5月 6日(月・祝) 開催場所 
文化交流展示室 

関連展示 9・10室 

陳列件数（うち指定

品件数） 

65件 

内容 
佐賀県西部の武雄を中心として、江戸時代に独創的なデザインでその名を馳せた｢古武雄｣。本展では、今まで十分な評価が与え

られてこなかったこの陶器の魅力を広く伝え、九州陶磁史の中でも再検討を提言した。 

 

 (2)特別展・共催展等 

 展覧会名：特別展「平山郁夫 シルクロードの軌跡」  

・展覧会名 平山郁夫 シルクロードの軌跡 

・会  期 平成 24年 4月 3日(火)～5月 27日(日) (49日間) 

・会  場 九州国立博物館 特別展示室 

・主  催 九州国立博物館・福岡県、西日本新聞社、ＮＨＫ福岡放送局、ＮＨＫプラネット九州、朝日新聞社 

・作品件数 95件(重要文化財 2件) 

・来館者数 110,047人(目標来館者数 50,000人) 

・入場料金 一般 1,300円、高大生 1,000円、小中生 600円 

・アンケート結果 満足度88％ 

・講演会等：8回 参加者合計 1,123人 

 

期日 講演会名 所属・講師 参加者 

4月14日 記念対談「～平山郁夫の長い旅～」 平山郁夫シルクロード美術館長 平山美知子 

館長 三輪嘉六 

250人 

4月15日 地域講演会（会場：北九州市） 文化財課長 臺信祐爾 200人 

4月20日 解説講座 しっとこ九博 「平山郁夫 シルクロードの軌跡 

－人類の遺産にかけた画家の人生－」（会場：筑紫野市） 
文化財課長 臺信祐爾 

70人 

4月21日 連続講演会「～平山郁夫の足跡をたずねて～」 

 日本篇「法隆寺金堂壁画と文化財保護」 

 東南アジア篇「アンコールワットよみがえった大伽藍」 

 

企画課特別展室研究員 森實久美子 

文化財課資料管理室主任研究員 原田あゆみ 

125人 

4月28日 連続講演会「～平山郁夫の足跡をたずねて～」 

 インド、ガンダーラ篇「ガンダーラ 仏像誕生の聖地」 

 シルクロード篇「玄奘三蔵と共に歩んだ道」 

 

企画課長 小泉惠英 

文化財課長 臺信祐爾 

175人 

4月30日 地域講演会（会場：大野城市） 文化財課資料管理室主任研究員 原田あゆみ 90人 

5月6日 地域講演会（会場：朝倉市） 企画課長 小泉惠英 118人 

5月13日 講演会「中央アジアの美術の特徴」 国立民族学博物館名誉教授 加藤九祚 95人 

・イベント等 

期日 イベント名 参加者 

4月11日、18日、5月9日 番組上映会「ＮＨＫ特集 シルクロード 敦煌」 370人 

4月29日 ワークショップ「みんなのスケッチ体験教室」 24人 

5月6日 雅楽コンサート〜シルクロードを渡った悠久の響き〜 174人 

5月13日 「平山郁夫 シルクロードの軌跡」見どころガイド 273人 

5月22日～27日 ウズベキスタン展 4,000人 

 

 展覧会名：特別展「美のワンダーランド 十五人の京絵師」  

・展覧会名 美のワンダーランド 十五人の京絵師 

・会  期 平成 24年 7月 10日(火)～9月 2日(日) (49日間) 

・会  場 九州国立博物館 特別展示室 

・主  催 九州国立博物館・福岡県、西日本新聞社、ＴＮＣテレビ西日本 

・特別協力 京都国立博物館 

・作品件数 49件(国宝 1件、重要文化財 11件、重要美術品 4件) 

・来館者数 75,415人(目標来館者数 60,000人) 

・入場料金 一般 1,300円、高大生 1,000円、小中生 600円 

・アンケート結果 満足度 84％ 
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・講演会等： 4回 参加者合計 390人 

・記念講演会 

期日 講演会名 所属・講師 参加者 

7月21日 記念講演会「十八世紀の京画檀」 京都国立博物館館長 佐々木丞平 200人 

・講座等 

期日 講演会名 所属・講師 参加者 

7月14日 アクロス・文化学び塾 

若冲と蕭白の時代 

―特別展「美のワンダーランド」への招待― 

企画課特別展室研究員 鷲頭桂 70人 

7月27日 解説講座 しっとこ九博 「美のワンダーランド十五人の

京絵師」（会場：筑紫野市） 
企画課特別展室主任研究員 畑靖紀 60人 

7月29日 シンポジウム「京絵師の魅力にせまる」 群馬県立女子大学教授・岡崎市美術博物館館長  

榊原悟 

京都国立博物館連携協力室長 山下善也 

根津美術館学芸主任 野口剛 

静岡県立美術館学芸員 福士雄也 

京都国立博物館研究員 水谷亜希 

60人 

・イベント等 

期日 イベント名 参加者 

7月10日～9月2日 
アートをつなぐスタンプラリー 

（福岡市博物館、福岡市美術館と共同でスタンプラリーを実施（主催 西日本新聞社）） 
68人 

7月15日 山口晃トークショー「応挙こぼれ話」 218人 

8月4日 トークショー「華丸・大吉と学ぶ日本美術講座」 260人 

8月18日 夏休み子ども工作 「できるかな？ミニ屏風」（ワークショップ） 20人 

 

 展覧会名：特別展「ベルリン国立美術館展 - 学べるヨーロッパ美術の400年 -」  

・展覧会名 ベルリン国立美術館展 －学べるヨーロッパ美術の400年－ 

・会  期 平成24年10月9日(火)～12月2日(日) (51日間) 

・会  場 九州国立博物館 特別展示室 

・主  催 九州国立博物館・福岡県、西日本新聞社、ＲＫＢ毎日放送、ＮＢＣ長崎放送、ＲＫＫ熊本放送、ＯＢＳ大分放送、ＭＲＴ宮崎放送、 

ＭＢＣ南日本放送、ｔｙｓテレビ山口、ＴＢＳ 

・作品件数 108件 

・来館者数 224,324人 (目標来館者数100,000人) 

・入場料金 一般1,500円、高大生1,000円、小中生600円 

・アンケート結果 満足度 83％  

・講演会等：3回 参加者合計 390人 

・記念講演会等 

期日 講演会名 所属・講師 参加者 

10月21日 

講演会 

「ボッティチェッリの『神曲』素描をめぐって」 

「ベルリン、都市と美術館」 

 

九州大学准教授 京谷啓徳 

九州大学独文学専修博士課程 野村優子 

180人 

11月10日 
講演会 

「デューラーと北方美術」 

 

九州産業大学教授 下村耕史 
140人 

・講座等 

期日 講演会名 所属・講師 参加者 

10月26日 
解説講座 しっとこ九博！「ベルリン国立美術館展 学

べるヨーロッパ美術の４００年」（会場：筑紫野市） 
文化財課長 臺信祐爾 70人 

・イベント等 

期日 イベント名 参加者 

11月3日～4日 ドイツフェア 300人 

11月23日～12月2日 ドイツフェア第2弾 ドイツの食を楽しもう！ ― 

 

 展覧会名：特別展「ボストン美術館 日本美術の至宝」  

・展覧会名 ボストン美術館 日本美術の至宝 

・会  期 平成25年1月1日(火・祝)～3月17日(日) (66日間) 

・会  場 九州国立博物館 特別展示室 

・主  催 九州国立博物館・福岡県、ボストン美術館、ＮＨＫ福岡放送局、ＮＨＫプラネット九州、西日本新聞社 

・作品件数 46件 

・来館者数 236,725人(目標来館者数60,000人) 

・入場料金 一般1,500円、高大生1,000円、小中生600円 

・アンケート結果 満足度 89％ 

・講演会等：8回 参加者合計 1,996人 

・記念講演会 

期日 講演会名 所属・講師 参加者 

25年1月13日 
特別講演会「歴史の視覚化―ボストン美術館の「日本美

術史」コレクション―」 
東京藝術大学教授 佐藤道信 181人 

25年2月10日 
太宰府天満宮特別企画講演会「海を渡った名画―ボスト

ン美術館の桃山・江戸絵画―」 

秋田県立近代美術館館長、東京大学名誉教授 

河野元昭 
265人 

・講座等 
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期日 講演会名 所属・講師 参加者 

25年1月19日 

リレー講座 

「華麗なる仏画の世界」 

「海を渡った二大絵巻―吉備大臣入唐絵巻と平治物語絵巻―」 

企画課特別展室研究員 森實久美子 

企画課特別展室研究員 鷲頭桂 

211人 

25年1月26日 

リレー講座 

「雪舟から等伯までー水墨画の魅力に迫るー」 

「ボストンの蕭白―世界最大のコレクションの全貌―」 

企画課特別展室主任研究員 畑靖紀 

東京国立博物館主任研究員 田沢裕賀 

262人 

・地域講演会 

期日 講演会名 所属・講師 参加者 

25年1月11日 
解説講座 しっとこ九博！「ボストン美術館 日本美術の至

宝」展（会場：筑紫野市） 
企画課特別展室研究員 森實久美子 

155人 

25年1月12日 地域講演会（会場：筑後市） 企画課特別展室主任研究員 畑靖紀 496人 

25年2月9日 地域講演会（会場：北九州市） 企画課特別展室研究員 森實久美子 213人 

25年2月23日 地域講演会（会場：筑前町） 企画課特別展室研究員 鷲頭桂 213人 

・イベント等 

期日 イベント名 参加者 

25年2月3日 ＮＨＫ-ＦＭ夕べのひとときpresents「音」故「知」新＠九博 265人 

25年2月11日 こどもイベント 墨絵ワークショップ「くろのいろいろ」 98人 

25年2月17日 SUMI ART ～墨の魅力を体感するパフォーマンス～ 300人 

 

(参考) 

【平城宮跡資料館】 
(1)平常展  
 開館日数：301日（平常展のみの開館日数：199日） 陳列件数：656件 陳列替回数：1回 

ガイダンスコーナー開館日数：245日  

平常展のみの来館者数：64,318人 

入場料金：無料 

 

(2)特別展等・共催展等 

 展覧会名：春期企画展「発掘速報展 平城2011/文化財レスキュー展」 

会 期：24年3月10日(土)～5月27日(日) （68日間。うち24年度：49日間） 

会 場：平城宮跡資料館 企画展示室 

主 催：奈良文化財研究所 

陳列件数（うち指定品数）：104件（0件） 

来館者数：42,271人 （うち24年度：34,687人） 

入場料金：無料 

アンケート結果：満足度90%（無回答を除く） 

講演会等：ギャラリートーク11回・参加者数合計294人(うち24年度：7回・164人) 

 

 展覧会名：秋期企画展「地下の正倉院 平城宮第一次大極殿院のすべて」 

会 期：24年10月20日(土)～12月2日(日) （39日間） 

会 場：平城宮跡資料館 企画展示室 

主 催：奈良文化財研究所 

陳列件数（うち指定品数）：71件（21件） 

来館者数：20,356人 

入場料金：無料 

アンケート結果：満足度92%（無回答を除く） 

講演会等：ギャラリートーク6回・参加者数合計204人 

 

 展覧会名：春期企画展「発掘速報展 平城2012」 

会 期：25年3月16日(土)～6月2日(日) （68日間。うち24年度：14日間） 

来館者数：（24年度：5,154人） 

    ※25年度評価にて実績報告を行う。 

【藤原宮跡資料室】 
(1)平常展 
①開館日数：357日 陳列件数：99件 陳列替回数：4回 

②特集陳列等  7件 

名称 会期 陳列件数（うち指定品件数） 

【特集陳列】 

埋もれた大宮びとの横顔－藤原宮東面北門周辺の木簡 

 
 

藤原宮東面内濠ＳＤ2300の土器（『紀要2012』より研究報告） 
 

震災による文化財レスキュー報告 再展示 
 

【速報展】 

藤原宮東面中門・東面大垣の調査（飛鳥藤原168-2次） 

 

24年4月7日～5月6日 

 
 

24年5月7日～ 
 

24年5月7日～ 

 
 

24年5月15日～ 

 

木簡40件、土器6件、和同開珎銀

銭1件(0件) 
 

土器69件(0件) 
 

 

 
 

土器3件、瓦1件(0件) 

入場料金：無料 

来館者数：9,510人 
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ギャラリートーク：3回（埋もれた大宮びとの横顔－藤原宮東面北門周辺の木簡） 

 

【飛鳥資料館】 
(1)平常展 
開館日数：317日（平常展のみの開館日数：169日） 陳列件数：350件 陳列替回数：0回 

 改修工事のため、6月27日～10月31日・12月3日～2月1日 第一展示室閉鎖  7月18日～9月14日 ロビー閉鎖 

入場料金：一般260円（170円） 大学生130円(60円） 高校生及び18歳未満は無料 

 ※（ ）は20名以上の団体 

 平常展のみの来館者数：12,853人 

 

(2)特別展等・共催展等 

展覧会名：春期特別展「比羅夫がゆく―飛鳥時代の武器・武具・いくさ―」  

会 期：24年4月14日(土)～6月3日(日) （51日間） 

会 場：飛鳥資料館 特別展示室 

主 催：奈良文化財研究所 

陳列件数（うち指定品数）：186件（0件） 

来館者数：11,425人 

入場料金：一般260円（170円） 大学生130円(60円） 高校生及び18歳未満は無料 

 ※（ ）は20名以上の団体 

講演会：1回  参加者数合計 103人 

期日     講演会名           講師(所属)   

5月12日 「飛鳥の武器生産と東北」    豊島直博（文化庁文化財部美術学芸課文化財調査官） 

 

展覧会名：第2回写真コンテスト「遙かなる華の都」応募作品展  

会 期：24年8月4日(土)～9月17日(日)  （39日間） 

会 場：飛鳥資料館 ロビー 

主 催：奈良文化財研究所 

応募点数：179点 

来館者数：5,385人 

入場料金：一般260円（170円） 大学生130円(60円） 高校生及び18歳未満は無料 

 ※（ ）は20名以上の団体 

 

展覧会名：秋期特別展「花開く都城文化」  

会 期：24年11月1日(木)～12月2日(日)  （32日間） 

会 場：飛鳥資料館 特別展示室 

主 催：奈良文化財研究所、韓国国立文化財研究所 

陳列件数（うち指定品数）：313件（5件） 

来館者数：5,743人 

入場料金：一般260円（170円） 大学生130円(60円） 高校生及び18歳未満は無料 

 ※（ ）は20名以上の団体 

講演会：1回    参加者数合計 42人 

期日       講演会名                      講師(所属)   

       11月17日 「古代東アジア世界の国際政治と日本古代国家の成立」   井上和人（明治大学大学院特任教授） 

 

展覧会名：冬期企画展「飛鳥の考古学2012」  

会 期：25年2月2日(土)～3月3日(日) （26日間） 

会 場：飛鳥資料館 特別展示室 

主 催：奈良文化財研究所、奈良県立橿原考古学研究所、明日香村教育委員会 

陳列件数（うち指定品数）：185件（0件） 

来館者数：1,537人 

入場料金：一般260円（170円） 大学生130円(60円） 高校生及び18歳未満は無料 

 ※（ ）は20名以上の団体 

講演会：0回 

 

展覧会名：第3回写真コンテスト「神々の山-大和三山のある風景-」応募作品展  

会 期：25年3月9日(土)～4月14日(日)  （32日間。うち24年度：20日間） 

会 場：飛鳥資料館 特別展示室 

主 催：奈良文化財研究所 

応募点数：210点 

来館者数：（24年度：1,911人）※25年度評価にて実績報告を行う。 

入場料金：一般260円（170円） 大学生130円(60円） 高校生及び18歳未満は無料 

 ※（ ）は20名以上の団体 
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b ボランティア受入れ実績 
 

1 受入人数  
平成25年3月31日現在 

国立文化財機構計 東京国立博物館 京都国立博物館 奈良国立博物館 九州国立博物館 奈良文化財研究所 

799人 170人 45人 121人 308人 155人 

  

2 活動内容 

【東京国立博物館】 計 170人 

種別 (登録人数) 概  要 

生涯学習ボランティア 

（164人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)各種教育普及事業の補助活動の充実を図る 

【教育普及事業の補助】 

・みどりのライオン ハンズオン体験コーナー「日本のもようでデザインしよう！」実施 (平成

24年4月1日～12月23日) 

  ・学校向けワークショップ補助（通年） 

・ファミリー向けワークショップ補助（通年） 

・一般向けワークショップ補助（通年） 

・制作工程模型展示鑑賞補助 （通年） 

・列品解説、各種講演会、イベント事業の実施補助(通年) 

・教育普及事業の告知(「本日の博物館」シール貼替え・通年) 

・東洋館オアシス「アジアの占い体験」実施（平成25年1月16日～通年） 

【館内案内】 

・本館 (1階エントランス、2階、17室、20室・特別4室みどりのライオン紹介コーナー 通年実

施) 

・多言語案内・手話の告知バッジによる来館者の案内・誘導 

【資料印刷・作成】 

・パンフレット「日本美術の流れ」日本語版の印刷（通年） 

・点字パンフレットの印刷（通年） 

  ・ハンズオン体験コーナーリーフレットの印刷（平成24年4月1日～12月23日） 

 ・たんけんマップの作成・印刷（通年）  

【職場体験実施活動補助】 

受入数：26校 生徒数：86人 (中学、高校合計数)  

【障がい者対応】 

  ・バリアフリー対応班の発足（25人）   

・東京国立博物館紹介パンフレットの点訳版作成(28冊) 

・ボランティアによるガイドツアー「たてもの散歩」において手話通訳付ガイドツアー（隔月1

回、全7回実施)  

・ボランティアによるガイドツアー「本館ハイライトツアー」において手話通訳付ガイドツア

ー実施（4回)  

・博物館案内・各ガイドにおける聴覚障がい者対応のためのコミュニケーションボードの使用

(通年) 

・触知図を使用した館内案内（通年） 

・盲学校のためのスクールプログラムの実施補助（通年） 

【各種連携事業】 

・「留学生の日」(10月6日)内プログラム ボランティアによる茶会、たてもの散歩ツアー、樹

木ツアー、法隆寺宝物館ガイド、考古展示室ガイド、本館ハイライトツアー、英語ガイドの

実施、館内案内 

【ボランティアデー開催】 

  ・新規ボランティア募集説明会、ボランティアによる活動紹介コーナーおよび活動紹介ツア

ー、各ガイドツアー、お茶会、ワークショップの実施（12月1・2日） 

 

2)来館者参加型ガイドツアー等の実施 461回 13878人 

自主企画プログラム（予約ガイド、各種連携事業、留学生の日、ボランティアデーにおける対応

を含む。一日複数回実施の場合は、延べ回数） 

・樹木ツアー              39回  989人参加 

・浮世絵ガイド             52回 1,483人 

・本館ハイライトツアー         82回 3,250人 

・法隆寺宝物館ガイド          49回 1,639人 

・考古展示室ガイド           44回 1,010人 

・陶磁ガイド              24回   646人 

・庭園茶室ツアー            26回   596人 

・お茶会                 26回   692人 

・彫刻ガイド              24回    780人 

・英語ガイド              30回   998人(留学生の日の定点ガイド含む) 

・こどもたちのアートスタジオ       11回   208人 

・たてもの散歩ツアー           47回  1,361人 

・たんけんマップツアー          2回    58人 

・本館ハイライトツアー・庭園茶室ツアー  1回    61人 
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種別 (登録人数) 概  要 

  ・基本活動紹介ツアー           4回  107人 
東京芸術大学学生ボランティア 

(6人) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当館研究員と東京芸術大学大学院生が連携し準備、事業を行った。学生の貴重な経験や研究の一

助となり、かつ、来館者にとっても展示についての理解を深めるきっかけとなった。 

【ギャラリートーク班】5名 

総合文化展展示作品に関するギャラリートークを展示室で行った。【計 29回、1094人】 

「近世の仏教―松雲元慶『羅漢坐像』―」 6回、217人  

「下村観山『弱法師』―俊徳丸の静かな祈り―」6回、233人 

「伊万里―日本初の磁器生産、色絵磁器の誕生―」6回、261人 

「伝周文『四季山水図屏風』―山水画の世界を楽しむ―」5回、173人 

「黒田清輝『湖畔』―日本的な油彩画作品―」6回、210人 

 

【制作工程模型班】1名 

古典的制作技法に着目して制作した当館所蔵品「国宝『紅白芙蓉図』」の制作工程模型の展示及

び教育普及事業（ギャラリートーク、ワークショップ）を行った。 

展示期間：5月15日～平成25年1月14日 

ギャラリートーク「国宝『紅白芙蓉図』ができるまで―東洋絵画の絵具の秘密―」7回、185人 

ワークショップ「国宝『紅白芙蓉図』ができるまで―東洋絵画の絵具の秘密―」1回、27人 

【生涯学習ボランティアに対する研修の実施】 計52回 

・新規ボランティア研修 3回 

・バリアフリー班研修 6回  

・イベント班研修 1回 

・ワークショップ班研修  6回 

・防災訓練 1回 

・基本活動関連研修 26回 

・各種自主企画グループ研修 9回 

【生涯学習ボランティアに対する解説会の実施】(以下の展示等につき実施) 計10回 

・特別展「ボストン美術館 日本美術の至宝」1回 

・特別展「青山杉雨の眼と書」1回 

・東洋館プレオープン見学会 2回 

   ・特別展「中国 王朝の至宝」1回 

   ・特別展「出雲―聖地の至宝―」1回 

   ・東洋館解説会 1回 

   ・ミュージアムシアター解説会1回 

   ・特別展「飛騨の円空―千光寺とその周辺の足跡―」1回 

   ・特別展「書聖 王義之」1回 

 

【京都国立博物館】  計45人 
種 別 (登録人数) 概  要 

調査・研究支援ボランティア(21人) 各研究員の指導のもと、調査・研究支援ボランティアが収蔵品調査及び社寺調査の補助を行った。 

文化財ソムリエ(16人) 「文化財ソムリエ」として登録している大学生・大学院生のボランティアが、当館研究員によるス 

クーリングを受けたのち、京都市内の小中学校訪問授業において下記の通り講師をつとめた。 

6月29日  二条城北小学校、7月17日  南大内小学校、9月6日   嵯峨野小学校、10月10日 松ヶ

崎小学校、11月6日  竹田小学校、11月19日 第四錦林小学校、12月3日  安朱小学校、12月12日 

北野中学校 

京都・らくご博物館学生ボランティア 

(8人) 

年2回当館主催で開催する「京都・らくご博物館」において、京都女子大学落語研究会の有志が運営

に協力した。 
 

2 活動内容 

【奈良国立博物館】 計121人 
種 別 (登録人数) 概  要 

世界遺産グループ (42人) 【世界遺産学習】（奈良市教育委員会との連携で、奈良市の公立小学校5年生の受け入れ） 

・6月～7月、及び10月～12月にかけて （35校） 2,428名 

【学校団体案内】 

・小学生、中学生、高校生（外国人含む）（18校） 894名 

【自主企画】 

・夏休み「親子で学ぶ奈良世界遺産 東大寺の不思議、仏像の不思議をさぐる」の実施（1回）68名 

【世界遺産学習に関する合同ミーティング】 

・奈良市教育委員会、なら・観光ボランティアの会との合同ミーティング実施  1回 

解説グループ(43人) 【通年の活動】 

・なら仏像館と西新館名品展のデスクでの質問対応と解説  291日 

【ツアー解説】 

・特別陳列「古事記の歩んできた道－古事記撰録1300年－」（6月16日～7月16日） 27日 

・なら仏像館 （8月1日～8月19日） 18日 

・特別陳列「お水取り」（3月1日～3月14日） 14日 

【その他、予約による解説実施】 40件 

サポートグループ（36人） 【教育普及事業の補助】 

・公開講座の受付   13回 

・サンデートークの受付  12回 

・フォーラムの受付 1回 
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・列品解説の受付  2回 

・親子鑑賞会の受付 2回 

・展示会関連事業受付  1回 

・夏季講座の受付  3回 

【イベントの補助】 

・まほろば寄席の受付と補助 2回 

・親と子のワークショップ「仏さまのきり絵を作ろう！」受付と補助 3回 

・奈良トライアングルミュージアムズワークショップ「仏像の切り絵体験」受付と補助 1回 

・特別陳列「お水取り」関連企画「お水取り「講話」と「粥」の会 」受付と補助 1回 

・「文化財保存修理所特別公開」受付と補助 1回 

【館及びボランティア室の業務の補助】 

・夏季講座の配布資料袋詰め作業 1回 

・正倉院学術シンポジウムの配布資料袋詰め作業 1回 

・広報効果のアンケート調査 特別展「頼朝と重源」 7回 

              特別陳列「おん祭と春日信仰の美術」 4回 

・庭園の掃除 3回 

・ボランティア資料室の図書の整理 1回 

・ボランティア・スタッフルームの掃除 1回 

・ボランティア対象の各種研修等の受付 22回 

【交流チームの活動】 

・親睦会の立案と実施 2回 

・寺社の見学会の実施 3回 218名 

【企画チームの活動】 

・茶室庭園ツアーの立案と実施 2回 

【通信誌チームの活動】 

・ボランティア通信誌「ぶりっじ」発行 5回 

【ボランティアに対する研修の実施】 計30回 

・オリエンティーション 2回 

・名品展研修 20回 

・特別展、特別陳列、特集展示の研修 7回 

・茶室研修 1回  

【ボランティアに対する講演会の実施】（現地研修含む） 計6回 

・障がい者対応について 2回 

・接客マナーについて  2回 

・対話型鑑賞法について 1回 

・茶室と庭園について 1回 

【グループ別の勉強会の実施】計42回 

  ・世界遺産グループ 9回 

  ・解説グループ  22回 

  ・サポートグループ 11回 
 

【九州国立博物館】 計 308人 
種 別 (登録人数) 概  要 

展示解説ボランティア(77人) 
文化交流展示室での案内、及び？ボックスや展示室入口において来館者の質問や案内依頼等に対応。 

展示案内は予約団体(一般・学校)、当日受付(個人・グループ)に対応。 

教育普及ボランティア(41人) 

「あじっぱ」で来館者への対応。 

参加体験型のものづくり教室などを企画・実施。 

来館者と展示物を介して交流し、体験を通してアジアの文化を伝える。 

館内案内ボランティア(29人) 

館内の概要・施設案内(ガイド)およびバックヤードツアーの案内。 

館内案内は予約団体(一般・学生)、及び当日来館者に対応。 

バックヤードツアーも毎週火・金曜は予約団体のみ、日曜は当日受付で実施。 

外国語通訳ボランティア(69人) 
英語・韓国語・中国語で、館内のガイド、バックヤードツアーの案内、及び 

文化交流展示室での展示物解説を行う。 

環境ボランティア(35人) IPM(総合的有害生物管理)活動に関する支援。 

イベントボランティア(6人) お正月、昭和の日、七夕関連のボランティアイベントの企画・立案・実施。 

資料整理ボランティア(19人) 
郷土人形(土人形)の調書の作成・データ化。 

あじぎゃらでの郷土人形の企画展示。 

サポートボランティア(23人) 
ボランティア広報紙の作成や他部会のボランティアの活動のサポート。 

ボランティア同士の横のつながりや、他館ボランティアとの交流の構築。 

学生ボランティア(9人) 
他部会のボランティアの活動のサポート。 

各種イベントの企画・立案・実施。 

・この他、地域の手話ボランティアグループ31名が障がい者対応として、また博物館周辺の環境整備活動グループとして35名が活動。 

(研修)全体研修 3回、部会別研修 34回、グループ研修 31回 

(対応来館者数)展示解説(10,568人)、館内案内(6,854人)、バックヤードツアー(2,842人) 
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【奈良文化財研究所】 計155人 
種 別 （登録人数） 概  要 

解説ボランティア（155人）  平城京跡資料館、遺構展示館、復原建物等の案内・解説 

 ・各種ボランティアに対する学習会等 

平城宮跡資料館秋期企画展示研修  3回 

 〃     春期企画展示研修 1回 

講演形式専門研修        1回 

臨地ガイド研修         1回 

所内見学会           1回 
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ｃ 調査研究 

 
c-① 研究交流実績一覧 

1） 海外研究者招聘・受入実績（延べ人数） 
国立文化財機構合計 博物館計 東京国立博物館 京都国立博物館 奈良国立博物館 九州国立博物館 

232人 

24人 11人 3人 7人 3人 

文化財研究所計 東京文化財研究所 奈良文化財研究所 

151人 34人 117人 

アジア太平洋無形文化遺産研究センター 
   

57人 
   

 

【東京国立博物館】11人 
 氏名 国名 所属機関・職名 用務 期間 

1 フィリップ・メレディス アメリカ ボストン美術館 日本美術修復家 
博物館の文化遺産の保全と持続的公開を目指し

た包括的保存システムの研究への意見交換 
6月7日～8日 

2 金 眩希 韓国 
韓国国立中央博物館学芸研究室考古歴 

史部学芸研究員 

東京国立博物館・韓国国立中央博物館の学術交流

及び研究推進のため 
9月3日～15日 

3 柳 承珍 韓国 
韓国国立中央博物館学芸研究室アジア 

部日本美術担当学芸研究員 

東京国立博物館・韓国国立中央博物館の学術交流

及び研究推進のため 
9月14日～27日 

4 徐 方圓 中国 
上海博物館文物保護及び考古科学実験

室 館員 

東京国立博物館・上海博物館間の学術交流および

研究推進のため 
12月12日～21日 

5 徐 文娟 中国 
上海博物館文物保護及び考古科学実験

室 館員 

東京国立博物館・上海博物館間の学術交流および

研究推進のため 
12月12日～21日 

6 
クラース・ルイテンビー

ク 
ドイツ ベルリン国立アジア美術館長 

九州国立博物館及び沖縄県立美術館・博物館所蔵

作品の調査のため 
25年1月16～25日 

7 肖 璇 中国 荊州市博物館保管部主任 
 荊州博物館所蔵作品と当館所蔵作品の比較調査

のため 
25年1月23～24日 

8 銭 衛 中国 中国文物交流中心展覧交流処副処長 
今後の展示についての意見交換および会場視察

のため 
25年3月18～23日 

9 張 万高 中国 荊州博物館副館長 
今後の展示についての意見交換および会場視察

のため 
25年3月17～24日 

10 
クリスティン・スターク

マン 
アメリカ 

ヒューストン美術館東洋美術担当学芸

員 

ヒューストン美術館日本室および同館での日本

美術特別展についての意見交換のため  
25年3月23～30日 

11 マーガレット・ミムズ アメリカ ヒューストン美術館臨時教育部長 

ヒューストン美術館日本室での教育普及事業に

ついての意見交換及び日本の美術館における展

示及び普及プログラムの視察のため 

25年3月24～31日 

 

【京都国立博物館】 3人  
 氏名 国名 所属機関・職名 用務 期間 

1 川村やよい スペイン スペイン国立オビエド大学 准教授 南蛮漆器に関する調査研究 24年2月27日～4月10日 

2 
傅紅展 

Fu Hongzhan 

中国 
故宮博物院 古書画部主任研究館員 国際シンポジウム研究発表 11月15日～19日 

3 
何傳馨 

Ho Chuan-hsing 

台湾 
故宮博物院〈台北〉 副院長 同上 同上 

 

【奈良国立博物館】 延べ 7人 
 氏名 国名 所属機関・職名 用務 期間 

1 荊 書剣 中国 河南博物院 当館との学術交流 4月17日～5月16日 

2 信 木祥 中国 同上 同上 同上 

3 Lee Jungeun 韓国 慶州博物館 同上 7月30日～8月29日 
4 許 亨旭 韓国 慶州博物館 当館との学術交流 12月3日～26日 
5 周 亜 中国 上海博物館 同上 25年2月18日～27日 

6 馬 今洪 中国 同上 同上 同上 

7 黄 翔 中国 同上 同上 同上 

 

【九州国立博物館】 延べ 3人 
 氏名 国名 所属機関・役職 用務 期間 備考 

1 

ウィリアム・ア

ンドリュー・ヘ

ア 

アメリカ 

米国立スミソニアン研

究機構フリーア美術館

／アーサー・M・サック

ラー美術館 保存科学

部東洋絵画修理室長 

文化庁招聘事業 平成２４年度博物館・美術館相

互交流事業 
10月27日～11月7日 他機関負担 

2 兪惠仙 韓国 
国立公州博物館 

学芸研究室長 
学術文化交流協定に基づく研究者の交流 11月5日～18日 他機関負担 
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 氏名 国名 所属機関・役職 用務 期間 備考 

3 崔基殷 韓国 
国立公州博物館保存科

学室担当 
学術文化交流協定に基づく研究者の交流 11月5日～18日 他機関負担 

※上記には、他機関が招聘し、九州国立博物館を訪問（滞在）したものや、自己負担での外国人研究者の訪問実績は含んでいない。 

※上記には、日本国内の機関（大学、研究所等）に所属する外国人研究者の招聘は含んでいない。 

 

【東京文化財研究所】延べ 34人 
 氏名 国名 所属機関・職名 用務 期間 

1 Stephanie Marie Bogin ドイツ 壁画保存修復専門家 

タジキスタン国立古代博物館が所蔵する壁画の

保存修復事業にかかる修復材料の実験研究プロ

グラム参加および研究会講演 

5月30日～6月14日 

2 薛平 中国 敦煌研究院保護研究所・館員 中国壁画の保護に関する日中共同研究 6月11日～7月4日 

3 張化冰 中国 敦煌研究院保護研究所・館員 同上 同上 

4 
Marie Vander Meeren メキシコ 国立人類学歴史学研究所・保存修

復技術者 

ICCROM-LATAMプログラムのための打合せ、視察お

よび国際研修「紙の保存と修復」参加 
8月21日～9月15日 

5 
Lamia Mahmoud Metwaly 

Antar 

エジプト 新アレクサンドリア図書館・主任

修復技術者 

国際研修「紙の保存と修復」 
8月26日～9月15日 

6 
Andrea Carolina 

Gutierretz Chaves 

コロンビア コロンビア国立図書館・保存修復

技術者 
同上 同上 

7 Sopit Panyakhan タイ 
バンコク国立博物館・主任保存修

復技術者 
同上 同上 

8 Daria Smirnova ロシア 
エルミタージュ美術館・修復技術

者 
同上 同上 

9 Karine Bovagnet オーストリア 
アルベルティーナ美術館・紙保存

修復技術者 
同上 同上 

10 Barbara Cattaneo アメリカ 
フィレンツェ国立中央図書館・紙

保存修復技術者 
同上 同上 

11 Debra Ann Cuoco アメリカ 
ハーバード大学ワイスマン保存

センター・紙保存修復技術者 
同上 同上 

12 Pernille Hoejmark Jensen デンマーク 
コペンハーゲン大学・紙保存修復

技術者 
同上 同上 

13 
 Aleksandra 

Szalla-Kleemann 
ポーランド 

ヤギェウォ大学図書館・主任保存

修復技術者 
同上 同上 

14 Andrea Wise オーストラリア 
オーストラリア国立美術館・主任

紙保存修復技術者 
同上 8月27日～9月15日 

15 Corine Arann Wegener アメリカ 米国ブルーシールド委員会・代表 
文化遺産国際協力コンソーシアム研究会「ブルー

シールドと文化財緊急活動」での講演 
9月6日～9月15日 

16 Le Xuan Phuong ベトナム 
ベトナム林業大学森林製品試験

センター・センター長 

ユネスコ日本信託基金「タンロン・ハノイ文化遺

産群の保存」にかかる出土木材保存のための実験

研修 

9月10日～9月28日 

17 
白適名 台湾 

国立台湾師範大学・准教授 
近代美術に関する交流史的研究にかかる研究協

議会及び第46回オープンレクチャーでの講演 
10月15日～10月21日 

18 
黄俊銘 台湾 

中原大学・副教授 
共同研究打合せ及び第26回近代の文化遺産の保

存修復に関する研究会での講演 
11月26日～12月1日 

19 
Massimiliano 

Quagliarella 
イタリア 

国家治安警察隊・文化財権利保護

作戦班長 

コンソーシアムシンポジウム「さまよえる文化遺

産―文化財不法輸出入禁止等条約10周年」での講

演 

12月1日～12月2日 

20 Thomas J.K. Strang カナダ 
カナダ保存研究所・上級保存科学

者 

第36回文化財の保存と修復に関する国際研究集

会および共同研究打合せ 
12月1日～12月22日 

21 Piero Tiano イタリア 
イタリア文化遺産保存研究所・所

長 

第36回文化財の保存と修復に関する国際研究集

会での講演 
12月3日～12月10日 

22 Geneviéve Orial フランス 歴史記念物研究所・微生物部門長 同上 同上 

23 Faisl Bousta フランス 歴史記念物研究所・技術者 同上 同上 

24 Wibke Neugebauer ドイツ デルナー研究所・保存修復技術者 同上 同上 

25 Caroline Laffont フランス 

フランス国立図書館・災害準備計

画・微生物環境部門 コーディネ

ータ 

同上 同上 

26 Ji-Dong Gu 中国 香港大学・准教授 同上 12月3日～12月12日 

27 
Thein Lwin ミャンマー 文化省考古・国立博物館図書局・

副局長 

ミャンマーの文化遺産保護に関する研究会及び

協議 
12月10日～12月14日 

28 
Myint Soe Aung ミャンマー 文化省考古・国立博物館図書局・

次長 
同上 同上 

29 
Aye Nilar ミャンマー 文化省考古・国立博物館図書局・

課長補佐 
同上 同上 

30 Tin Aung Soe ミャンマー 文化省歴史研究局・課長 同上 同上 

31 Min Lwin ミャンマー 国立美術文化大学・講師 同上 同上 

32 Arev Samuelyan アルメニア アルメニア共和国文化省・副大臣 
文化庁「平成24年度外国人芸術家・文化財専門家

招へい事業」による招へい 
25年1月10日～1月18日 
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 氏名 国名 所属機関・職名 用務 期間 

33 Jennifer Casler Price アメリカ キンベル美術館・学芸員 
在外日本古美術品保存修復協力事業（絵画）の中

間視察および協議 
25年1月14日～1月18日 

34 Wee Mei -Yin Jean シンガポール 
シンガポール文化・社会・青年

省・記念物保護部長 

文化遺産国際協力コンソーシアム研究会「文化遺

産保護の国際動向」での講演 
25年3月12日～3月16日 

 

【奈良文化財研究所】延べ117人 
 氏名 国名 所属機関・職名 用務 期間 

1 姜友邦 大韓民国 柳韓国美術史研究院 視察 4月7日～4月14日 

2 コーベル・ギメ 
フランス共和

国 
ギメ美術館 視察 4月13日 

3 Edward Kamens  
アメリカ合衆

国 

イェール大学東アジア言語文

学部教授 
平城、藤原地区の木簡整理状況などの見学 5月24日～5月28日 

4 William Fleming 
アメリカ合衆

国 

イェール大学東アジア言語文

学部准教授 
平城、藤原地区の木簡整理状況などの見学 5月24日～5月28日 

5 Joshua Frydman 
アメリカ合衆

国 

イェール大学東アジア言語文

学部博士課程 
平城、藤原地区の木簡整理状況などの見学 5月24日～5月28日 

6 Ashton Lazaus 
アメリカ合衆

国 

イェール大学東アジア言語文

学部博士課程 
平城、藤原地区の木簡整理状況などの見学 5月24日～5月28日 

7 Yan Yang 
アメリカ合衆

国 

イェール大学美術史部博士課

程 
平城、藤原地区の木簡整理状況などの見学 5月24日～5月28日 

8 Stephen Poland 
アメリカ合衆

国 

イェール大学東アジア言語文

学部博士課程 
平城、藤原地区の木簡整理状況などの見学 5月24日～5月28日 

9 Samuel Malissa 
アメリカ合衆

国 

イェール大学東アジア言語文

学部博士課程 
平城、藤原地区の木簡整理状況などの見学 5月24日～5月28日 

10 Riley Soles  
アメリカ合衆

国 

イェール大学東アジア言語文

学部博士課程 
平城、藤原地区の木簡整理状況などの見学 5月24日～5月28日 

11 Megan Gilbert 
アメリカ合衆

国 

イェール大学東アジア言語文

学部 
平城、藤原地区の木簡整理状況などの見学 5月24日～5月28日 

12 金容民  大韓民国 
韓国国立羅州文化財研究所所

長 
韓国国立羅州文化財研究所より遺物見学 5月30日 

13 金恵貞 大韓民国 
韓国国立羅州文化財研究所学

芸研究士 
韓国国立羅州文化財研究所より遺物見学 5月30日 

14 姜貴蟿 大韓民国 
韓国国立羅州文化財研究所学

芸研究員 
韓国国立羅州文化財研究所より遺物見学 5月30日 

15 Aida Abdykanova 
キルギス共和

国 
アメリカン大学中央アジア校 研究・研修 6月1日～7月5日 

16 
MARES, Emmanuel, 

Bernard 

フランス共和

国 
極東文明研究センター 国際交流基金のフェローシップによる 6月1日～5月31日 

17 カール・ゲラート 
アメリカ合衆

国 

カルフォルニア大学バークレ

ー校 
研修 6月11日～6月13日 

18 Azahar Purwanto 
インドネシア

共和国 

教育文化省サマリンダ考古遺

産保存事務所 

ACCU個人研修2012「木造建造物の保存と修復」

参加 
6月12日～7月12日 

19 Prita Wikantyasnig 
インドネシア

共和国 
教育文化省文化遺産博物館局 

ACCU個人研修2012「木造建造物の保存と修復」

参加 
6月12日～7月12日 

20 Muhammad Tang 
インドネシア

共和国 

教育文化省マカッサル考古遺

産保存事務所 

ACCU個人研修2012「木造建造物の保存と修復」

参加 
6月12日～7月12日 

21 A.Purwanto 
インドネシア

共和国 

教育文化省マカッサル考古遺

産保存事務所 

ACCU個人研修2012「木造建造物の保存と修復」

参加 
6月12日～7月12日 

22 P. Wikantyasning 
インドネシア

共和国 

教育文化省マカッサル考古遺

産保存事務所 

ACCU個人研修2012「木造建造物の保存と修復」

参加 
6月12日～7月12日 

23 プラモノ 他３名 
インドネシア

共和国 
アンダラス大学文学部准教授 文字文化財専門家の来訪（国際交流基金） 6月18日 

24 Luke Edgington Brown イギリス University of East Anglia 
東アングリア大学による平城宮および奈良文

化財研究所見学と研究交流のため  
7月11日～7月12日 

25 Megan Nash Good イギリス University of East Anglia 
東アングリア大学による平城宮および奈良文

化財研究所見学と研究交流のため  
7月11日～7月12日 

26 Ioanneta Vergi イギリス University of East Anglia 
東アングリア大学による平城宮および奈良文

化財研究所見学と研究交流のため  
7月11日～7月12日 

27 松田 陽 イギリス University of East Anglia 
東アングリア大学による平城宮および奈良文

化財研究所見学と研究交流のため  
7月11日～7月12日 

28 Mohedano Florence 
フランス共和

国 
ルーアン大学生 日本考古学について研修 7月16日～8月10日 

29 
SANTOS Iury Valter De 

Sousa 

アンゴラ共和

国 

Tecnician/ Department of 

prevision and evaluation of 

environment, Ministry of 

Environment 

平成２４年度集団研修「ODAにおける環境影響

評価（持続可能な開発のための環境アセスメン

ト研修）」受講 

7月27日 

30 RAHMAN Sahbun Nur 
バングラディ

ッシュ共和国 

Deputy Manager/ System 

Planning, Power Grid Company 

of Bangladesh Ltd. 

平成２４年度集団研修「ODAにおける環境影響

評価（持続可能な開発のための環境アセスメン

ト研修）」受講 

7月27日 
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氏名 国名 所属機関・職名 用務 期間 

31 KRY Thong 
カンボジア王

国 

Director of Intervention Unit 

of Public Works/ Heavy 

Equipment Center/ 

Intervention Unit of Public 

Works, Ministry of Public 

Works and Transport  

平成２４年度集団研修「ODAにおける環境影響

評価（持続可能な開発のための環境アセスメン

ト研修）」受講 

7月27日 

32 MAULINA Weni 
インドネシア

共和国 
Engineer/ PT.MRT Jakarta 

平成２４年度集団研修「ODAにおける環境影響

評価（持続可能な開発のための環境アセスメン

ト研修）」受講 

7月27日 

33 KIMANI Humphrey Mbuti ケニア共和国 
Assistant Director/ City 

Council of Nairobi 

平成２４年度集団研修「ODAにおける環境影響

評価（持続可能な開発のための環境アセスメン

ト研修）」受講 

7月27日 

34 CHOGAWANA Davies 
マラウィ共和

国 

Environmental District of 

officer/ Environmental 

Affairs Department/ Ministry 

of Environment and Climate 

Change  

平成２４年度集団研修「ODAにおける環境影響

評価（持続可能な開発のための環境アセスメン

ト研修）」受講 

7月27日 

35 MBALE Tawonga Grace 
マラウィ共和

国 

Assistant Director/ 

Environmental Affairs 

Division/ Ministry of 

Environment and Climate 

Change 

平成２４年度集団研修「ODAにおける環境影響

評価（持続可能な開発のための環境アセスメン

ト研修）」受講 

7月27日 

36 LADULA Hassan Daure 
ナイジェリア

連邦共和国 

Chief Environmental Officer, 

Environmental Assesment 

Department, Federal Ministry 

of Environment 

平成２４年度集団研修「ODAにおける環境影響

評価（持続可能な開発のための環境アセスメン

ト研修）」受講 

7月27日 

37 ESAN Ayodeji Iviola 
ナイジェリア

連邦共和国 

Manager, Hydrology/ 

Operarion Department/JEBBA 

HYDRO-ELECTRIC POWER PLC 

平成２４年度集団研修「ODAにおける環境影響

評価（持続可能な開発のための環境アセスメン

ト研修）」受講 

7月27日 

38 MALIK Fasiah Mumtaz 
パキスタン・イ

スラム共和国 

Deputy Director Environment/ 

Environment Afforestation 

Land Social,NHA 

平成２４年度集団研修「ODAにおける環境影響

評価（持続可能な開発のための環境アセスメン

ト研修）」受講 

7月27日 

39 IRUM Geroge 
パプア・ニュー

ギニア独立国 

Reade Waste 

Officer-Environmental Health 

& Quality Control/ NCD Water 

& Sewerage Limited t/a EDA 

RANU  

平成２４年度集団研修「ODAにおける環境影響

評価（持続可能な開発のための環境アセスメン

ト研修）」受講 

7月27日 

40 
CORACHEA Marichelle 

Festejo 

フィリピン共

和国 

Bank Executive Officer Ⅰ

/Program development Ⅰ, 

Development Bank of the 

Philippines 

平成２４年度集団研修「ODAにおける環境影響

評価（持続可能な開発のための環境アセスメン

ト研修）」受講 

7月27日 

41 
MANGSAT Joyce Ann 

Almoite 

フィリピン共

和国 

Envirinmental Management 

Specialist Ⅱ/ Environmental 

Management Bureau/Office of 

the Regional Director, 

Department of Environment and 

Natural Resources 

平成２４年度集団研修「ODAにおける環境影響

評価（持続可能な開発のための環境アセスメン

ト研修）」受講 

7月27日 

42 
ABDELRAHIM MOHAMED 

KHEIR Salma Hassan 

スーダン共和

国 

 Environmental Inspector/ 

Department of Environmental 

Affair, Ministry of 

Environmental, Forestry and 

Physical Development 

平成２４年度集団研修「ODAにおける環境影響

評価（持続可能な開発のための環境アセスメン

ト研修）」受講 

7月27日 

43 
KAMANDA Isagara 

Patrick 

ウガンダ共和

国 

Environmental Specialist/ 

Uganda National Roards 

Authority 

平成２４年度集団研修「ODAにおける環境影響

評価（持続可能な開発のための環境アセスメン

ト研修）」受講 

7月27日 

44 DOAN Tham Thi Hong 
ベトナム社会

主義共和国 

Official/ Department of 

Environment, Ministry of 

Transport 

平成２４年度集団研修「ODAにおける環境影響

評価（持続可能な開発のための環境アセスメン

ト研修）」受講 

7月27日 

45 NGUYEN Hieu Trung 
ベトナム社会

主義共和国 

Official/ Department of EIA 

and Appraisal, Ministry of 

Natural Resources and 

Environment 

平成２４年度集団研修「ODAにおける環境影響

評価（持続可能な開発のための環境アセスメン

ト研修）」受講 

7月27日 

46 ケニス・アイチソン イギリス Landward Research 代表取締役 考古学マネジメントについての研究・見学 8月28日 

47 

アフガニスタ

ン・イスラム共

和国 

ACCU集団研修2012「遺跡の調査と保存」参加 9月4日～10月4日 

48 Md Amiruzzaman 
バングラディ

ッシュ共和国 

Deputy Director,Ethnological 

Museum Ministry of Cultural 

Affairs 

ACCU集団研修2012「遺跡の調査と保存」参加 9月4日～10月4日 

49 Karma Tenzin ブータン王国 

Architect, Department of 

Culture Ministry of Home & 

Cultural Affairs 

ACCU集団研修2012「遺跡の調査と保存」参加 9月4日～10月4日 
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50 Chan Vitharong 
カンボジア王

国 

Vice Chief, Department 

General of Cultural Heritage 

Ministry of Culture 

ACCU集団研修2012「遺跡の調査と保存」参加 9月4日～10月4日 

51 Zhang Yang 
中華人民共和

国 

Associate Professor, 

University of Science and 

Technology of China  

ACCU集団研修2012「遺跡の調査と保存」参加 9月4日～10月4日 

52 Dewi Puspito Rini 
インドネシア

共和国 

Staff, Heritage Conservation 

Office in Banten Ministry of 

Education and Culture  

ACCU集団研修2012「遺跡の調査と保存」参加 9月4日～10月4日 

53 Jaufar Shiura 
モルディブ共

和国 

Archaeologist,Department of 

Heritage, Ministry of 

Tourism, Arts and Culture 

ACCU集団研修2012「遺跡の調査と保存」参加 9月4日～10月4日 

54 Htoo Aung Choon 
ミャンマー連

邦共和国 

Staff Officer,Deprtment of 

Archaeology, National Museum 

and Library, Ministry of 

Culture 

ACCU集団研修2012「遺跡の調査と保存」参加 9月4日～10月4日 

55 Makere Rika=heke 
ニュージーラ

ンド 

Maori Heritage Advisor, New 

Zealand Historic Places Trust 
ACCU集団研修2012「遺跡の調査と保存」参加 9月4日～10月4日 

56 Syed Ali Adnan 
パキスタン・イ

スラム共和国 

Sub-division 

Officer(Archaeology), 

Directtoratic General of 

Archaeology Government of 

Punjab 

ACCU集団研修2012「遺跡の調査と保存」参加 9月4日～10月4日 

57 P.P.Saminda Kumara 

スリランカ民

主社会主義共

和国 

Regional Maintenane Manager, 

Department of Archaeology 

Ministry of National Heritage 

ACCU集団研修2012「遺跡の調査と保存」参加 9月4日～10月4日 

58 Farhod Razzoqov 
タジキスタン

共和国 

Researcher, Department of 

Cultural Heritage Ministry  

of Culture 

ACCU集団研修2012「遺跡の調査と保存」参加 9月4日～10月4日 

59 Rattiya Chaiwong タイ王国 

Archaeologist, Professional 

Level, The 6th Regional Fine 

Arts Department, Sukhothai, 

Ministry of Culture 

ACCU集団研修2012「遺跡の調査と保存」参加 9月4日～10月4日 

60 
Milika Sela Agape 

Pomana 
トンガ王国 

Curriculum Writer,Ministry 

of Education, Women's Affairs 

and Culture 

ACCU集団研修2012「遺跡の調査と保存」参加 9月4日～10月4日 

61 Muminkhon Saidov 
ウズベキスタ

ン共和国 

Research Assistant, 

Institute of Archaeology, 

Academy of Sciences 

ACCU集団研修2012「遺跡の調査と保存」参加 9月4日～10月4日 

62 Phan Thi Thuy Van 
ベトナム社会

主義共和国 

Researcher, Hue Monument 

Conservation Center 
ACCU集団研修2012「遺跡の調査と保存」参加 9月4日～10月4日 

63 徐天進 他9名 
中華人民共和

国 
北京大学 見学 9月7日 

64 リー・クワン・フォン 
ベトナム社会

主義共和国 
ベトナム林業大学 出土土木材保存のための研修 9月10日～9月28日 

65 ソフィー・ジャクソン イギリス ロンドン博物館 パブリック考古学の研究のため見学 9月19日 

66 ドン・ヘンソン イギリス イギリス考古学者 パブリック考古学の研究のため見学 9月19日 

67 Park Hyung Bin 大韓民国 韓国政府文化財庁学芸研究官 日本古代都城の調査研究 9月20日9月19日 

68 林鐘盆 大韓民国 
国立伽耶文化財研究所学芸研

究室長 
見学 11月6日～11月7日 

69 鄭修鈺 大韓民国 
国立伽耶文化財研究所学芸研

究士 
見学 11月6日～11月7日 

70 ホアン・ダン・マク 他 
ベトナム社会

主義共和国 
フートー省知事一行 見学 11月7日 

71 Carol Westrick オランダ 文化コンサルタント 景観研究のため来初・見学 11月9日 

72 Eny Prihantini 
インドネシア

共和国 
ジャカルタ歴史博物館館長 視察 11月14日 

73 Stefano De Caro 
イタリア共和

国 
ICCROM会長 表敬訪問 11月29日 

74 Thein Lwin 他5名 
ミャンマー連

邦共和国 
ミャンマー文化遺産担当者 所長表敬・薬師寺現場見学 12月13日 

75 丁垚 
中華人民共和

国 

天津大学歴史与論研究所副所

長 

中国における古代建築の調査・研究について情

報提供 
25年2月17日～2月23日 

76 孫立娜 
中華人民共和

国 
天津大学学生 

中国における古代建築の調査・研究について情

報提供 
25年2月17日～2月23日 

77 王頥真 
中華人民共和

国 
天津大学学生 

中国における古代建築の調査・研究について情

報提供 
25年2月17日～2月23日 

78 マウ・チャリア 
カンボジア王

国 

国立アンコール遺跡保存機構

シハーク・イオン博物館学芸員 
見学 25年3月5日 

79 Thanik Lertcharnrit タイ王国 シルコンパン大学 視察 25年3月22日 

80 戴仕炳 
中華人民共和

国 
同済大学建築与都市計画学院 共同研究打ち合わせ 5月7日～5月10日 

－ 151 －

附属資料　：24年度自己点検評価報告書　統計表



氏名 国名 所属機関・職名 用務 期間 

81 李恩碩 大韓民国 文化財庁 学芸研究官 日韓共同研究 5月27日～6月4日 

82 
ジャケン・タイ・マガン

ベトフ 

カザフスタン

共和国 

アル・ファラビ・カザフ国立大

学教授 
国立アル・ファラビ・カザフ大学との共同研究 6月19日～6月26日 

83 徐民錫 大韓民国 
韓国国立文化財研究所学芸研

究士 
日韓共同研究 9月3日～9月7日 

84 姜素英 大韓民国 
韓国国立文化財研究所学芸研

究士 
日韓共同研究 9月3日～9月7日 

85 李仁淑 大韓民国 国立慶州文化財研究所 発掘調査交流 9月3日～11月2日 

86 李仁淑 大韓民国 
国立慶州文化財研究所学芸研

究士 
発掘調査交流 9月3日～11月2日 

87 朴亨彬 大韓民国 文化財庁 学芸研究官 韓国国立文化財研究所による在外研究 9月24日～9月23日 

88 韓松伊 大韓民国 扶余文化財研究所学芸研究士 秋期特別展借用文化財の開梱、展示指導 10月14日～10月17日 

89 李京和 大韓民国 国立文化財研究所行政主事補 秋期特別展借用文化財の開梱、展示指導 10月14日～10月17日 

90 銭国祥 
中華人民共和

国 

中国社会科学院考古研究所研

究員 

60周年記念式典および日中韓国際講演会に出

席 
10月17日～10月21日 

91 黄仁鎬 大韓民国 
扶余文化財研究所学芸研究室

長 
60周年記念事業講演会で発表 10月18日～10月21日 

92 池炳穆 大韓民国 
韓国国立文化財研究所研究企

画課長 

60周年記念式典および日中韓国際講演会に出

席 
10月18日～10月21日 

93 金美成 大韓民国 国立文化財研究所林業主事 
60周年記念式典および日中韓国際講演会に出

席 
10月18日～10月21日 

94 李晟準 大韓民国 国立文化財研究所学芸研究士 
60周年記念式典および日中韓国際講演会に出

席 
10月18日～10月21日 

95 金庚洙 大韓民国 
国立慶州文化財研究所学芸研

究士 
秋期特別展借用文化財の開梱、展示指導 10月29日～11月1日 

96 韓志仙 大韓民国 国立文化財研究所学芸研究士 共同研究 11月4日～11月11日 

97 辛勇飛 大韓民国 国立慶州博物館学芸研究士 
秋期特別展借用文化財の返却時の状態確認、梱

包 
12月3日～12月6日 

98 卓京柏 大韓民国 国立文化財研究所学芸研究士 
秋期特別展借用文化財の返却時の状態確認、梱

包 
12月3日～12月6日 

99 金甫相 大韓民国 
国立慶州文化財研究所学芸研

究士 

秋期特別展借用文化財の返却時の状態確認、梱

包 
12月3日～12月6日 

100 朴允貞 大韓民国 
中原文化財研究所学芸研究室

長 
共同研究 12月18日～12月21日 

101 文玉賢 大韓民国 扶余文化財研究所研究員 共同研究 12月18日～12月21日 

102 金奎虎 大韓民国 国立公州大学 教授 日本学術振興会外国人招へい研究者(長期） 25年1月21日～11月20日 

103 徐民錫 大韓民国 国立文化財研究所学芸研究士 日韓共同研究 25年2月12日～2月21日 

104 姜素英 大韓民国 国立文化財研究所学芸研究士 日韓共同研究 25年2月12日～2月21日 

105 Soe Soe Win 
ミャンマー連

邦共和国 

文化省考古・博物館・図書館局

保存・修復課課長 
研究交流 25年2月17日～2月23日 

106 Min Min 
ミャンマー連

邦共和国 

文化省考古・博物館・図書館局

エンジニア 
研究交流 25年2月17日～2月23日 

107 Aung Kyaw Win 
ミャンマー連

邦共和国 

文化省考古・博物館・図書館局

バガン支部・所長補佐 
研究交流 25年2月17日～2月23日 

108 Heng Kamsan 
カンボジア王

国 

文化芸術省文化遺産局 研究

員 
研究交流 25年2月17日～2月23日 

109 Pen Phiwath 
カンボジア王

国 

文化芸術省文化遺産局 研究

員 
研究交流 25年2月17日～2月23日 

110 申淙宇 大韓民国 
韓国国立文化財研究所学芸研

究士 
日韓共同研究 25年3月4日～3月6日 

111 呉炫德 大韓民国 
国立扶余文化財研究所学芸研

究士 
日韓共同研究 25年3月4日～3月6日 

112 黄建秋 
中華人民共和

国 
南京大学歴史系教授 科学研究費基盤研究Cに関する研究 25年3月12日～3月17日 

113 束家平 
中華人民共和

国 
揚州市文物考古研究所所長 科学研究費基盤研究Cに関する研究 25年3月12日～3月17日 

114 劉勤 
中華人民共和

国 
儀征市博物館館長 科学研究費基盤研究Cに関する研究 25年3月12日～3月17日 

115 Vitou Phirom 
カンボジア王

国 

カンボジア王立芸術大学卒業

生 
研究交流 25年3月18日～3月23日 

116 Sin Sovanrattana 
カンボジア王

国 

カンボジア王立芸術大学卒業

生 
研究交流 25年3月18日～3月23日 

117 陳 偉 
中華人民共和

国 
武漢大学 視察 25年3月26日 
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 氏名 国名 所属機関・職名 用務 期間 

1 Ahmed Skounti モロッコ 
モロッコ国立考古学・文化財研

究所 

「無形文化遺産の保護に関する条約」研究者会

合への出席                            

用務先：フランス（パリ）          

フランス世界文化機関との共催、文化庁受託 

6月3日(6月3日開催) 

2 Wil van Zanten オランダ ライデン大学・客員研究員 

「無形文化遺産の保護に関する条約」研究者会

合への出席                             

用務先：フランス（パリ）          

フランス世界文化機関との共催、文化庁受託 

6月3日(6月3日開催) 

3 Chiara  Bortolotto ベルギー 
ブリュッセル自由大学人類

学・現代世界研究室 

「無形文化遺産の保護に関する条約」研究者会

合への出席                             

用務先：フランス（パリ）          

フランス世界文化機関との共催、文化庁受託 

6月3日(6月3日開催) 

4 Harret Jane Deacon 南アフリカ 
 

ケープタウン大学人類学科 

「無形文化遺産の保護に関する条約」研究者会

合への出席                             

用務先：フランス（パリ）          

フランス世界文化機関との共催、文化庁受託 

6月3日(6月3日開催) 

5 Kristin Kuutma エストニア 
タルトゥ大学文化・芸術研究所 

教授 

「無形文化遺産の保護に関する条約」研究者会

合への出席                             

用務先：フランス（パリ）          

フランス世界文化機関との共催、文化庁受託 

6月3日(6月3日開催) 

6 Marc Jacobs エストニア タルトゥ大学教授 

「無形文化遺産の保護に関する条約」研究者会

合への出席                             

用務先：フランス（パリ）          

フランス世界文化機関との共催、文化庁受託 

6月3日(6月3日開催) 

7 Öcal oğuz トルコ ガズィ大学教授 

「無形文化遺産の保護に関する条約」研究者会

合への出席                             

用務先：フランス（パリ）          

フランス世界文化機関との共催、文化庁受託 

6月3日(6月3日開催) 

8 Rieks Smeets オランダ 前ユネスコ無形文化遺産課長 

「無形文化遺産の保護に関する条約」研究者会

合への出席                             

用務先：フランス（パリ）          

フランス世界文化機関との共催、文化庁受託 

6月3日(6月3日開催) 

9 清水 純 日本 記録写真家・映像作家 

「無形文化遺産の保護に関する条約」研究者会

合への出席                             

用務先：フランス（パリ）          

フランス世界文化機関との共催、文化庁受託 

6月2日～5日(6月3日開

催) 

10  Peter  Stuart Davis イギリス 
ニューカッスル大学文化遺産

研究国際センター教授 

“International Field School Alumni Seminar 

Safeguarding Intangible Cultural Heritage 

in the Asia Pacific”への参加       

用務先：タイ（ランプーン） 

シリントーン大学人類学センターとの共催、文

部科学省受託 

8月3日～16日(8月6日～

10日開催) 

11 Sita Reddy アメリカ 
スミソニアン研究所民俗学・文

化遺産センター研究員 

“International Field School Alumni Seminar 

Safeguarding Intangible Cultural Heritage 

in the Asia Pacific”への参加       

用務先：タイ（ランプーン） 

シリントーン大学人類学センターとの共催、文

部科学省受託 

8月6日～10日(8月6日～

10日開催) 

12 Aphantri Settheetham タイ タイ国立電機・電算技術研究所 

“International Field School Alumni Seminar 

Safeguarding Intangible Cultural Heritage 

in the Asia Pacific”への参加       

用務先：タイ（ランプーン） 

シリントーン大学人類学センターとの共催、文

部科学省受託 

8月6日～10日(8月6日～

10日開催) 

13 Jaturong Pokharatsiri タイ 
タマサート大学建築・都市計画

学部講師 

“International Field School Alumni Seminar 

Safeguarding Intangible Cultural Heritage 

in the Asia Pacific”への参加       

用務先：タイ（ランプーン） 

シリントーン大学人類学センターとの共催、文

部科学省受託 

8月6日～10日(8月6日～

10日開催) 

14 Linina Phuttitarn タイ 
チュラロンコン大学文化経営

プログラム 

“International Field School Alumni Seminar 

Safeguarding Intangible Cultural Heritage 

in the Asia Pacific”への参加       

用務先：タイ（ランプーン） 

シリントーン大学人類学センターとの共催、文

部科学省受託 

8月6日～10日(8月6日～

10日開催) 

15 
Montri 

Thanaphatarapornchai 
タイ 

タイ文化省第12地域芸術事務

所 

“International Field School Alumni Seminar 

Safeguarding Intangible Cultural Heritage 

in the Asia Pacific”への参加       

用務先：タイ（ランプーン） 

シリントーン大学人類学センターとの共催、文

部科学省受託 

8月6日～10日(8月6日～

10日開催) 
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16 Santhipharp Khamsa-ard タイ チアンギアン博物館 

“International Field School Alumni Seminar 

Safeguarding Intangible Cultural Heritage 

in the Asia Pacific”への参加       

用務先：タイ（ランプーン） 

シリントーン大学人類学センターとの共催、文

部科学省受託 

8月6日-10日(8月6日～10

日開催) 

17 Nhan Lam ベトナム 
ホーチミン市文化大学ベトナ

ム少数民族学部 

“International Field School Alumni Seminar 

Safeguarding Intangible Cultural Heritage 

in the Asia Pacific”への参加       

用務先：タイ（ランプーン） 

シリントーン大学人類学センターとの共催、文

部科学省受託 

8月5日～12日(8月6日～

10日開催) 

18 Vu Phuong Nga ベトナム ベトナム民族学博物館 

“International Field School Alumni Seminar 

Safeguarding Intangible Cultural Heritage 

in the Asia Pacific”への参加       

用務先：タイ（ランプーン） 

シリントーン大学人類学センターとの共催、文

部科学省受託 

8月5日～11日(8月6日～

10日開催) 

19 Qiu Wei 中国 雲南省博物館 

“International Field School Alumni Seminar 

Safeguarding Intangible Cultural Heritage 

in the Asia Pacific”への参加       

用務先：タイ（ランプーン） 

シリントーン大学人類学センターとの共催、文

部科学省受託 

8月5日～19日(8月6日～

10日開催) 

20 Zhang Xiaoyan 中国 雲南大学人類学博物館 

“International Field School Alumni Seminar 

Safeguarding Intangible Cultural Heritage 

in the Asia Pacific”への参加       

用務先：タイ（ランプーン） 

シリントーン大学人類学センターとの共催、文

部科学省受託 

8月5日～19日(8月6日～

10日開催) 

21 Karma Rigzin ブータン 
王立ブータン大学言語・文化研

究所 

“International Field School Alumni Seminar 

Safeguarding Intangible Cultural Heritage 

in the Asia Pacific”への参加       

用務先：タイ（ランプーン） 

シリントーン大学人類学センターとの共催、文

部科学省受託 

8月4日～11日(8月6日～

10日開催) 

22 Ngawang ブータン 
王立ブータン大学言語・文化研

究所 

“International Field School Alumni Seminar 

Safeguarding Intangible Cultural Heritage 

in the Asia Pacific”への参加       

用務先：タイ（ランプーン） 

シリントーン大学人類学センターとの共催、文

部科学省受託 

8月4日～11日(8月6日～

10日開催) 

23 宮田繁幸 日本 
東京文化財研究所・無形文化遺

産部長 

“International Field School Alumni Seminar 

Safeguarding Intangible Cultural Heritage 

in the Asia Pacific”への講師として参加       

用務先：タイ（ランプーン） 

シリントーン大学人類学センターとの共催、文

部科学省受託 

8月5日～11日(8月6日-10

日開催) 

24 福岡正太 日本 国立民族学博物館・准教授 

“International Field School Alumni Seminar 

Safeguarding Intangible Cultural Heritage 

in the Asia Pacific”への講師として参加       

用務先：タイ（ランプーン） 

シリントーン大学人類学センターとの共催、文

部科学省受託 

8月5日～11日(8月6日～

10日開催) 

25 千田俊太郎 日本 熊本大学・准教授 

パプア・ニューギニア独立国における無形文化

遺産の現状についての研究調査 

用務先：パプア・ニューギニア（ポートモレズ

ビー、ウカルンパ、ゴロカ、グンディアワ） 

文部科学省受託 

9月10日～30日 

26 Paulius Jurčys リトアニア 九州大学大学院・講師 

ブータンにおける無形文化遺産保護の現状並

びに保護に関する法制度の調査 

用務先：ブータン（ティンプー、ワンデゥ、プ

ナカ・ゾン） 

文化庁受託 

9月29日～10月7日 

27 河野俊行 日本 九州大学大学院・教授 

ユネスコ無形遺産条約ワーキンググループ会

合での報告/討議 

用務先：フランス（パリ） 

文化庁受託 

10月20日～25日 

28 小笠原小枝 日本 日本女子大学・名誉教授 

インド南部における伝統模様染めの技法につ

いての調査研究 

用務先：インド（スリランカハスティ、マチュ

リパトナム） 

文部科学省受託 

11月19日～28日 
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 氏名 国名 所属機関・職名 用務 期間 

29 伊藤ふさ美 日本 バティック工房FUSAMI・代表 

インド南部における伝統模様染めの技法につ

いての調査研究 

用務先：インド（スリランカハスティ、マチュ

リパトナム） 

文部科学省受託 

11月19日～28日 

30 小山弓弦葉 日本 東京国立博物館・主任研究員 

インド南部における伝統模様染めの技法につ

いての調査研究 

用務先：インド（スリランカハスティ、マチュ

リパトナム） 

文部科学省受託 

11月19日～26日 

31  Mustak Khan インド 工芸博物館コンサルタント 

インド南部における伝統模様染めの技法につ

いての調査研究 

用務先：インド（スリカラハスティ、マチリパ

トナム） 

文部科学省受託 

11月19日～27日 

32 河野俊行 日本 九州大学大学院・教授 

ユネスコ第7回無形文化遺産条約政府間委員会

に出席及び事前の情報交換及び情報収集 

用務先：フランス（パリ） 

文化庁受託 

12月1日～13日 

33 岩崎まさみ 日本 北海学園大学・教授 

ユネスコ第7回無形文化遺産条約政府間委員会

に出席 

用務先：フランス（パリ） 

文化庁受託 

12月2日～9日 

34 井上さおり 日本 大阪大学・准教授 
ミャンマー連邦共和国における伝統音楽の現

状についての調査研究 
24年12月15日～30日 

35 Chiara  Bortolotto ベルギー 

ブリュッセル自由大学人類

学・現代世界研究室 

 

 

2013 IRCI Meeting on ICH – Evaluating the 

Inscription Criteria for the Two Lists of 

UNESCO ’ s Intangible Cultural Heritage 

Conventionへの参加  

25年1月4日～12日(25年1

月10日～11日開催) 

36 田村克己 日本 国立民族学博物館・教授 
ミャンマー連邦共和国における少数民族文化

の現状についての調査研究 
25年1月6日～16日 

37 
Cristina 

Amescua  Chavez 
メキシコ 

メキシコ国立大学学際的地域

センター教授 

2013 IRCI Meeting on ICH – Evaluating the 

Inscription Criteria for the Two Lists of 

UNESCO’s Intangible Cultural Heritage 

Conventionへの参加  

25年1月7日～14日(25年1

月10日～11日開催) 

38 Antonio Arantes ブラジル 
カンピナス州立大学教授 

 

2013 IRCI Meeting on ICH – Evaluating the 

Inscription Criteria for the Two Lists of 

UNESCO’s Intangible Cultural Heritage 

Conventionへの参加  

25年1月7日～15日(25年1

月10日～11日開催) 

39 
Apollinaire 

Anakesa  Kululuka 
仏領ギアナ 

アンティル諸島大学及びギア

ナ高等技術学校言語・文学・人

文科学学際研究センター所長 

2013 IRCI Meeting on ICH – Evaluating the 

Inscription Criteria for the Two Lists of 

UNESCO’s Intangible Cultural Heritage 

Conventionへの参加  

25年1月7日～16日(25年1

月10日～11日開催) 

40 
Panagiota 

Andrianopoulou 
ギリシャ 

人類学者、ギリシャ教育・宗

教・文化・スポーツ省 

2013 IRCI Meeting on ICH – Evaluating the 

Inscription Criteria for the Two Lists of 

UNESCO’s Intangible Cultural Heritage 

Conventionへの参加  

25年1月8日～12日(25年1

月10日～11日開催) 

41 Harret Jane Deacon 南アフリカ ケープタウン大学人類学科 

2013 IRCI Meeting on ICH – Evaluating the 

Inscription Criteria for the Two Lists of 

UNESCO ’ s Intangible Cultural Heritage 

Conventionへの参加  

25年1月8日～12日(25年1

月10日～11日開催) 

42 Marc Jacobs ベルギー ブリュッセル自由大学・教授 

2013 IRCI Meeting on ICH – Evaluating the 

Inscription Criteria for the Two Lists of 

UNESCO ’ s Intangible Cultural Heritage 

Conventionへの参加 

25年1月8日～12日(25年1

月10日～11日開催) 

43 Wim van Zanten オランダ 

ライデン大学文化人類学・社会

学科客員研究員 

 

2013 IRCI Meeting on ICH – Evaluating the 

Inscription Criteria for the Two Lists of 

UNESCO ’ s Intangible Cultural Heritage 

Conventionへの参加  

25年1月8日～12日(25年1

月10日～11日開催) 

44 Chérif Khaznadar フランス 

フランス世界文化機関所長・フ

ランス無形文化遺産センター

所長 

2013 IRCI Meeting on ICH – Evaluating the 

Inscription Criteria for the Two Lists of 

UNESCO’s Intangible Cultural Heritage 

Conventionへの参加 等 

25年1月8日～13日(25年1

月10日～12日開催) 

45 Rieks Smeets オランダ 前ユネスコ無形文化遺産課長 

2013 IRCI Meeting on ICH – Evaluating the 

Inscription Criteria for the Two Lists of 

UNESCO’s Intangible Cultural Heritage 

Conventionへの参加 等 

25年1月8日～13日(25年1

月10日～12日開催) 

46 Kristin  Kuutma エストニア 
タルトゥ大学文化・芸術研究所 

教授 

2013 IRCI Meeting on ICH – Evaluating the 

Inscription Criteria for the Two Lists of 

UNESCO ’ s Intangible Cultural Heritage 

Conventionへの参加  

25年1月8日～13日(25年1

月10日～11日開催) 

47 Ahmed Skounti モロッコ 
国立文化財・考古学研究所・教

授 

2013 IRCI Meeting on ICH – Evaluating the 

Inscription Criteria for the Two Lists of 

UNESCO ’ s Intangible Cultural Heritage 

Conventionへの参加 

25年1月8日～13日(25年1

月10日～11日開催) 
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 氏名 国名 所属機関・職名 用務 期間 

48 Laurajane Smith 
オーストラリ

ア 

オーストラリア国立大学考古

学・人類学学校 

2013 IRCI Meeting on ICH – Evaluating the 

Inscription Criteria for the Two Lists of 

UNESCO ’ s Intangible Cultural Heritage 

Conventionへの参加  

25年1月8日～13日(25年1

月10日～11日開催) 

49 Matthias Brenzinger 南アフリカ 
ケープタウン大学アフリカ言

語多様性センター長、 

2013 IRCI Meeting on ICH – Evaluating the 

Inscription Criteria for the Two Lists of 

UNESCO ’ s Intangible Cultural Heritage 

Conventionへの参加  

25年1月8日～15日(25年1

月10日～11日開催) 

50 Kapila Venu インド 
クーディヤッタム 

(kutiyattam)演者 

無形文化遺産の記録と活用に関するワークシ

ョップへの参加 
25年2月20日～26日(25年

2月22日～25日開催) 

51 Chindanai Jowalu タイ パケリャウ(pakeryaw)演者 
無形文化遺産の記録と活用に関するワークシ

ョップへの参加 
25年2月20日～26日(25年

2月22日～25日開催) 

52 Harriet Jane Deacon イギリス 
Archival Platform, 南アフリ

カ・コレスポンデント 

無形文化遺産の記録と活用に関するワークシ

ョップへの参加 
25年2月20日～26日(25年

2月22日～25日開催) 

53 Azalan Bin Hussain マレーシア 
Studio Anai-Anai at Rumah 

Pena・デザイナー 

無形文化遺産の記録と活用に関するワークシ

ョップへの参加 

25年2月20日～26日(25年

2月22日～25日開催) 

54 Pimmonwan Bunnag タイ 
シリンドン人類学センター・研

究員 

無形文化遺産の記録と活用に関するワークシ

ョップへの参加 
25年2月20日～26日(25年

2月22日～25日開催) 

55 
Anumitra Ghosh  

Dastidar 
インド デリー大学言語学科・写真家、 

無形文化遺産の記録と活用に関するワークシ

ョップへの参加 

25年2月20日～26日(25年

2月22日～25日開催) 

56 Metje Anna Postma ドイツ ライデン大学・講師 
無形文化遺産の記録と活用に関するワークシ

ョップへの参加 
25年2月20日～28日(25年

2月22日～25日開催) 

57 Jun Shimizu アメリカ 記録写真家・映像作家 
無形文化遺産の記録と活用に関するワークシ

ョップへの参加 
25年2月19日～26日(25年

2月22日～25日開催) 
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2）他機関の共同研究への参画実績 

科学研究費補助金の研究分担者等として参画（延べ人数） 
国立文化財機構合計 博物館計 東京国立博物館 京都国立博物館 奈良国立博物館 九州国立博物館 

84人 

43人 20人 11人 7人 5人 

文化財研究所計 東京文化財研究所 奈良文化財研究所 

40人 17人 23人 

アジア太平洋無形文化遺産研究センター 
   

１人 
   

 

【東京国立博物館】延べ 20 人 
 機関名 研究課題 研究代表者名 分担者名 

1 

法政大学国際日本学

研究センター・国際日

本学研究所 

欧州の博物館等保管の日本仏教美術資料の悉皆調査とそれによ

る日本及び日本観の研究 

法政大学教授 

クライナー ヨーゼフ 

副館長 島谷弘幸 

2 

法政大学国際日本学

研究センター・国際日

本学研究所 

欧州の博物館等保管の日本仏教美術資料の悉皆調査とそれによ

る日本及び日本観の研究 

法政大学教授 

クライナー ヨーゼフ 

博物館教育課教育普及室長  

伊藤信二 

3 
人間文化研究機構国

立民族学博物館 

有形文化資源の共同利用を推進するための資料管理基盤形成 教授 園田 直子 保存修復課長 神庭 信幸 

4 
人間文化研究機構国

立民族学博物館 

有形文化資源の共同利用を推進するための資料管理基盤形成 教授 園田 直子 保存修復課環境保存室主任研究

員 荒木 臣紀 

5 
人間文化研究機構国

立民族学博物館 

有形文化資源の共同利用を推進するための資料管理基盤形成 教授 園田 直子 保存修復課環境保存室主任研究

員 和田 浩 

6 京都大学総合博物館 マリア十五玄義図の探求 教授 岩崎奈緒子 保存修復課長 神庭 信幸 

7 
東京文化財研究所 諸先学の作品調書・画像資料類の保存と活用のための研究・開発

－美術史家の眼を引継ぐ 

田中淳 博物館情報課情報資料室長  

勝木言一郎 

8 
東京芸術大学 文化財管理における美術品用辞典の作成 河内晋平 博物館情報課情報管理室長  

村田良二（研究分担者） 

9 
人間文化研究機構国

立歴史民俗博物館 

デジタル化された歴史研究情報の高度利用に関する研究 鈴木卓治 博物館情報課情報管理室長  

村田良二 

10 
実践女子大学 描いた女性たちに関する研究 ‐桃山時代から明治・大正期まで

‐ 

仲町啓子 調査研究課絵画・彫刻室長 田沢

裕賀 

11 
岩手大学工学部 考古資料の三次元計測とそのデータを基にした展開図作成に関

する共同研究 

今野晃市教授 調査研究課考古室研究員 品川

欣也 

12 
島根大学法文学部 長野県諏訪市曽根採集黒曜石製石器の蛍光X線分析による産地同

定 

及川穣准教授 調査研究課考古室研究員 品川

欣也 

13 
京都橘大学 ゴーランドの古墳研究の総合的検証と古墳文化に対する国際的

理解への活用 

一瀬和夫 調査研究課考古室研究員 山田

俊輔（研究協力者） 

14 
九州国立博物館 タイにおける異文化の受容と変容 原田あゆみ 列品管理課貸与・特別観覧室主任

研究員 猪熊兼樹（研究協力者） 

15 

国立歴史民俗博物館 共同研究「歴史表象の形成と消費文化」 岩淵令治 列品管理課登録室アソシエイト

フェロー 鈴木希帆（研究協力

者） 

16 
九州国立博物館 ３次元デジタル計測技術を活用した中国古代青銅器の製作技法

の研究 

学芸部長 谷 豊信 保存修復課保存修復室研究員 

川村 佳男 

17 建長寺 建長寺開山堂地下遺構調査 宗務総長 高井正俊 保存修復課長 神庭 信幸 

18 建長寺 建長寺開山堂地下遺構調査 宗務総長 高井正俊 調査研究課東洋室長 浅見龍介 

19 
建長寺 建長寺開山堂地下遺構調査 宗務総長 高井正俊 保存修復課環境保存室主任研究

員 和田 浩 

20 
国立国会図書館 研究情報共有 主任司書、IFLA／PACアジア

地域センター長 小林直子 

保存修復課長 神庭 信幸 

 

【京都国立博物館】延べ11人 
 機関名 研究課題 研究代表者名 分担者名 

1 大阪大学 南アジアおよび東南アジアにおけるデーヴァラージャ信仰と

その造形に関する基礎的研究 

名誉教授 肥塚隆 学芸部保存修理指導室長 淺湫

毅 

2 成城大学 金剛寺所蔵典籍の集約的調査と研究－聖教の形成と伝播把握

を基軸として 

教授 後藤昭雄 学芸部上席研究員 赤尾栄慶 

3 北海道大学 漢字文化圏における典籍の集積、国際伝播及びその伝承に関す

る実証的研究 

名誉教授 石塚晴通 学芸部上席研究員 赤尾栄慶 

4 日本女子大学 蝋管を中心とした初期録音資料の音源保存・音声復元・内容分

析に関する横断的研究 

教授 清水康行 学芸部長 村上隆 

5 東京国立博物館 東アジアの書道史における料紙と書風に関する調査研究 副館長 島谷弘幸 学芸部上席研究員 赤尾栄慶 

 

6 東京国立博物館 東アジアの書道史における料紙と書風に関する調査研究 副館長 島谷弘幸 学芸部企画室研究員 羽田聡 

7 東京国立博物館 板谷家を中心とした江戸幕府御用絵師に関する総合的研究 学芸研究部調査研究課絵画彫

刻室長 田沢裕賀 

学芸部連携協力室長 山下善也 

8 大阪大谷大学 根来寺聖教の基礎的研究－智積院聖教を中心に－ 教授 宇都宮啓吾 学芸部上席研究員 赤尾栄慶 

 

9 大阪大谷大学 根来寺聖教の基礎的研究－智積院聖教を中心に－ 教授 宇都宮啓吾 学芸部企画室研究員 羽田聡 
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機関名 研究課題 研究代表者名 分担者名 

10 実践女子大学 描いた女性たちに関する研究－桃山時代から明治・大正期まで 教授 仲町啓子 学芸部連携協力室長 山下善也 

11 九州国立博物館 タイにおける異文化の受容と変容-１３世紀から１８世紀の対

外交易品を中心として- 

学芸部文化財課主任研究員 

原田あゆみ 

学芸部企画室研究員 末兼俊彦 

【奈良国立博物館】延べ7人 
機関名 研究課題 研究代表者名 分担者名 

1 福山市立大学 「ＥＳＤ」にアプローチする「地域・世界遺産教育」の創造 教授 田渕 五十生 学芸部長 西山 厚 

2 福山市立大学 「ＥＳＤ」にアプローチする「地域・世界遺産教育」の創造 教授 田渕 五十生 学芸部教育室長 吉澤 悟 

3 九州大学 南宋絵画史における仏画の位相－都と地域、中国と周縁－ 教授 井手 誠之輔 
学芸部保存修理指導室長 

谷口 耕生 

4 東京文化財研究所 
近江の古代中世彫像の基礎的調査・研究－基礎データと画像貯

蓄のために－ 
文化形成研究室長 津田徹英 学芸部美術室長 岩田 茂樹 

5 京都国立博物館 
多数尊より構成される仏教尊像に関する調査研究－図像的典

拠と分担製作の視点から－ 
保存修理指導室長 淺湫 毅 学芸部美術室長 岩田 茂樹 

6 京都国立博物館 
多数尊より構成される仏教尊像に関する調査研究－図像的典

拠と分担製作の視点から－ 
保存修理指導室長 淺湫 毅 

学芸部美術室研究員 

山口 隆介 

7 大阪市立大学 東大寺史の総合的再構成－『東大寺要録』を中心に－ 名誉教授 栄原永遠男 
学芸部美術室研究員 

山口 隆介 

【九州国立博物館】延べ 5人 
機関名 研究課題 研究代表者名 分担者名 

1 関西大学 
飛鳥・川原寺裏山遺跡の総合的研究-出土品から見た川原寺の特

質- 
文学部教授 米田 文孝 

企画課特別展室主任研究員 

市元塁 

2 岡山大学 副葬品の構造・材質・色彩から見た古墳葬送儀礼の研究 法文学部教授 松木 武彦 博物館科学課長 今津節生 

3 東京藝術大学 
絵画に発生する劣化生成物の研究-発生原因と修復処置につい

て- 

東京藝術大学大学院美術研究

科非常勤講師 鈴鴨富士子 

博物館科学課アソシエイトフェ

ロー 秋山純子（連携研究者） 

4 龍谷大学 ガンダーラ美術の資料集成とその統合的研究 文学部教授 宮治 昭 企画課長 小泉惠英 

5 昭和女子大学 近世日越交流史の再構築 文学部教授 菊池 誠一 
博物館科学課保存修復室長 

藤田励夫 

【東京文化財研究所】延べ17人 
機関名 研究課題 研究代表者名 分担者名 

1 筑波大学 西アジア文化遺産の材質と保存状態に関する自然科学的な研究 
筑波大学人文社会系 
助教 谷口 葉子 

文化遺産国際協力センター 
特別研究員 島津 美子 

2 筑波大学 
中近東・北アフリカにおけるビザンティン建築遺産の記録、保存、
公開に関する研究 

筑波大学芸術系 
教授 日高 健一郎 

東京文化財研究所 副所長 
石崎 武志 

3 弘前大学 中近世北方交易と蝦夷地の内国化に関する研究 
弘前大学人文学部 
教授 関根 達人 

保存修復科学センター 
伝統技術研究室長 北野 信彦 

4 東北大学 生身と霊験―宗教的意味を踏まえた仏像の基礎的調査研究 
東北大学文学研究科 
名誉教授 有賀 祥隆 

企画情報部 
文化形成研究室長 
津田 徹英 

5 東京藝術大学 
迎賓館赤坂離宮天井絵画修復事業に関わる損傷と劣化原因の解
明 

東京藝術大学大学院美術研究科 
教授 木島 隆康 

企画情報部 副部長 
山梨 絵美子 

6 名城大学 クメール帝国の空間構造と地方拠点都市遺跡に関する研究 
名城大学理工学部 
教授 溝口 明則 

文化遺産国際協力センター 
アソシエイトフェロー 
佐藤 桂 

7 広島市立大学 
ヒマラヤを越え河西回廊に伝わった密教的造形と表現、その表象
芸術に関する研究 

広島市立大学芸術学部 
教授 服部 等作 

客員研究員（名誉研究員） 
中野 照男 

8 東京大学 
観世文庫所蔵能楽関係資料のデジタル・アーカイブを活用した新
しい能楽史の構築 

東京大学大学院総合文化研究科 
教授 松岡 心平 

無形文化遺産部 
無形文化財研究室長 
高桑 いづみ 

9 明治大学 茨城県ひたちなか市虎塚古墳の保存に関する総合的研究 
明治大学文学部 
教授 矢島 國雄 

保存修復科学センター 
主任研究員 犬塚 将英 

10 大谷大学 
新出土仏教遺物と文献史料の統合による13～17世紀北アジアの
再構築 

大谷大学文学部 
教授 松川 節 

企画情報部 
情報システム研究室長 
二神 葉子 

11 東京国立博物館 中世聖徳太子絵伝の図様展開に関する調査研究 
東京国立博物館学芸企画部企画課 
主任研究員 沖松 健次郎 

企画情報部 
主任研究員 小林 達朗 

12 金沢文庫 中世都市鎌倉を中心とする宗教的ネットワークの研究 
金沢文庫学芸課 
課長 西岡 芳文 

企画情報部 
文化形成研究室長 
津田 徹英 

13 東京大学 
文化資産としてのマイクロフィルム保存に関する基礎研究：実態
調査からの実証的分析 

東京大学大学院経済学研究科 
講師 小島 浩之 

保存修復科学センター 
保存科学研究室長 佐野 千絵 

14 早稲田大学 
享保以降義太夫節浄瑠璃作品のデジタル・アーカイブ化に向けて
の研究 

早稲田大学演劇博物館 
名誉教授 鳥越 文蔵 

無形文化遺産部 
音声・映像記録研究室長 
飯島 満 

15 九州大学 未解読楽譜のデータベース化に関する総合的研究 
九州大学芸術工学研究院 
准教授 矢向 正人 

無形文化遺産部 
無形文化財研究室長 
高桑 いづみ 

16 鹿児島大学 
住吉派の事例にみる古典受容の在り方の解明―画像パターンの
分析を中心に― 

鹿児島大学教育学部 
教授 下原 美保 

文化遺産国際協力センター 
主任研究員 江村 知子 

17 茨城大学 微生物細胞内共生工学の基盤技術開発 
茨城大学農学部 
教授 太田 寛行 

保存修復科学センター 
研究員 佐藤 嘉則 
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【奈良文化財研究所】延べ23人 
○科学研究費補助金 延べ21人

機関名 研究課題 代表者名 分担者名 

1 東京大学 
日本目録学の確立と古典学研究支援ツールの拡充 ―天皇家・
公家文庫を中心に― 

教授 田島 公 
都城発掘調査部主任研究員 
馬場 基 

2 同志社大学 
東北アジアにおける古環境変動と旧石器編年に関する基礎的
研究 

教授 松藤 和人 
企画調整部主任研究員 
加藤 真二 

3 奈良大学 東アジア木簡学の確立 教授 角谷 常子 
都城発掘調査部史料研究室長 
渡邉 晃宏 

4 歴史民俗博物館 日本産樹木年輪による炭素14年代の高精度較正曲線の作成 准教授 坂本 稔 
埋蔵文化財センター客員研究員 
光谷 拓実 

5 東京大学 
ボーンデジタル画像管理システムの確立に基づく歴史史料情
報の高度化と構造転換の研究 

教授 山家 浩樹 
都城発掘調査部主任研究員 
馬場 基 

6 東京大学 正倉院文書の多元的解析支援と広領域研究資源化 准教授 山口 英男 
都城発掘調査部史料研究室長 
渡邉 晃宏 

7 名城大学 クメール帝國の空間構造と地方拠点都市遺跡に関する研究 教授 溝口 明則 
都城発掘調査部副部長 
杉山 洋 

8 立命館大学 古代中世東アジアの関所と交通政策 教授 鷹取 祐司 
都城発掘調査部主任研究員 
馬場 基 

9 
独立行政法人国立科
学博物館 

徳川将軍親族遺体のデジタル保存と考古学的・人類学的分析-
大奥の実態に迫る-  

部長 馬場 悠男 
埋蔵文化財センター長 
松井 章 

10 歴史民俗博物館 
考古学と人類学のコラボレーションによる縄文社会の総合的
研究 

教授 山田 康弘 
埋蔵文化財センター環境考古学
研究室研究員 山崎 健 

11 歴史民俗博物館 
考古学と人類学のコラボレーションによる縄文社会の総合的
研究 

教授 山田 康弘 
埋蔵文化財センター客員研究員 
茂原 信生 

12 山梨県立博物館 日韓内陸地域における雑穀農耕の起源に関する科学的研究 学芸課長 中山 誠二 
都城発掘調査部考古第一研究室
研究員 庄田 慎矢 

13 北陸学院大学 
形・作りとスス・コゲからみた縄文・弥生土器、土師器による
調理方法 

教授 小林 正史 
都城発掘調査部考古第一研究室
研究員 庄田 慎矢 

14 神戸女子大学 能・狂言面の創出と派生に関する学際的研究 教授 大谷 節子 
埋蔵文化財センター保存修復科
学研究室長 高妻 洋成 

15 京都大学 淀川流域における古墳群形成過程の再検討 教授 上原 真人 
都城発掘調査部考古第一研究室 
研究員 諫早 直人 

16 九州国立博物館 
三次元デジタル計測技術を活用した中国古代青銅器の製作技
法の研究 

学芸部長 谷 豊信 
企画調整部展示企画室 
研究員 丹羽 崇史 

17 大阪市立大学 東大寺史の再構成-『東大寺要録』を中心に- 特任教授 栄原 永遠男 
文化遺産部歴史研究室長 
吉川 聡 

18 新潟県立看護大学 韓国出土古人骨への自然人類学的総合アプローチ 准教授 藤田 尚 
都城発掘調査部考古第一研究室
研究員 庄田 慎矢 

19 東北大学 
長期標準年輪曲線の広域ネットワーク拡充とそれに基づく木
材産地推定法の検討 

助教 大山 幹成 
埋蔵文化財センター客員研究員 
藤井 裕之 

20 立命館大学 
異宗教の相剋により生じた社会現象の比較史的研究-古代仏教
説話に見る伝統と革新 

教授 本郷 真紹 
都城発掘調査部主任研究員 
山本 崇 

21 奈良産業大学 正倉院文書による日本語表記成立過程の解明 准教授 桑原 祐子 
都城発掘調査部歴史研究室長 
渡邉 晃宏 

○学術研究助成基金助成金 延べ2人
機関名 研究課題 代表者名 分担者名 

1 東京文化財研究所 
西スマトラ州パダン歴史地区における文化遺産復興に関する
総合的研究 

所長 亀井 伸雄 
企画調整部国際遺跡研究室特別
研究員（AF） 田代 亜紀子 

2 北海道大学 
ヘリテージツーリズムによる地域の文化遺産マネジメントに
関する研究 

特任助教 池ノ上 真一 
企画調整部国際遺跡研究室特別
研究員（AF） 田代 亜紀子 

【アジア太平洋無形文化遺産研究センター】延べ1人 
機関名 研究課題 研究代表者名 分担者名 

1 金沢大学 
ラーニングヒストリーから見たベトナム人日本語学習者の発

音習得ストラテジーの研究 
准教授 松田真喜子 

アソシエイトフェロー 児玉茂

昭 
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3）研究者海外派遣実績（延べ人数） 
国立文化財機構合計 博物館計 東京国立博物館 京都国立博物館 奈良国立博物館 九州国立博物館 

472人 

126人 34人 15人 17人 60人 

文化財研究所計 東京文化財研究所 奈良文化財研究所 

336人 146人 190人 

アジア太平洋無形文化遺産研究センター 
   

10人 
   

 

【東京国立博物館】延べ 34人（科学研究費補助金、その他助成金及び先方負担を除く） 
（参考：科学研究費補助金、その他助成金及び先方負担を含む合計人数は60人） 

○海外交流展経費・国際交流費 延べ30人 
 氏名 用務先 期間 用務 備考 

1 鬼頭 智美 アメリカ 4月17日～23日 国際展覧会オーガナイザー会議(ＬＡ)出席のため 国際交流費 

2 小山 弓弦葉 シンガポール 4月19日～22日 アジア文明美術館・インド染織展覧会および同展関連シンポジウム参加 海外交流展経費 

3 田良島 哲 アメリカ合衆国 4月7日～12日 
ヒューストン美術館日本室への作品貸与にかかる輸送立会い及び開室

記念展の撤収作業のため 
海外交流展経費 

4 浅見 龍介 アメリカ合衆国 4月7日～１2日 
ヒューストン美術館日本室への作品貸与にかかる輸送立会い及び開室

記念展の撤収作業のため 
海外交流展経費 

5 松本 伸之 台湾 5月16日～18日 台北故宮博物院との打ち合わせのため 海外交流展経費 

6 楊 鋭 台湾 5月16日～18日 台北故宮博物院との打ち合わせのため 海外交流展経費 

7 川村 佳男 中国 5月27日～6月6日 
「中国 王朝の至宝」展および今後の当館海外展にかかる作品調査のた

め 
海外交流展経費 

8 鬼頭 智美 中国 7月8日～10日 
中国国家博物館１００周年記念行事及び世界博物館館長会議出席のた

め  
海外交流展経費 

9 楊 鋭 中国 7月8日～10日 
中国国家博物館１００周年記念行事及び世界博物館館長会議出席のた

め  
海外交流展経費 

10 勝木 源一郎 韓国 8月1日～14日 韓国国立中央博物館との学術交流のため 国際交流費 

11 松本 伸之 台湾 8月20日～22日 台北故宮博物院との打ち合わせのため 海外交流展経費 

12 楊 鋭 台湾 8月20日～22日 台北故宮博物院との打ち合わせのため 海外交流展経費 

13 品川 欣也 韓国 8月21日～31日 日本・韓国間の学術情報交流ならびに研究推進のため 国際交流費 

14 鬼頭 智美 韓国 10月17日～19日 日中韓 国立博物館長会議出席のため 国際交流費 

15 伊藤 信二 韓国 10月17日～19日 日中韓 国立博物館長会議出席のため 国際交流費 

16 富田 淳 台湾 10月17日～20日 特別展「台北故宮博物院精華展(仮称)」作品交渉のため 海外交流展経費 

17 塚本 麿充 台湾 10月17日～20日 特別展「台北故宮博物院精華展(仮称)」作品交渉のため 海外交流展経費 

18 今井 敦 台湾 25年1月16日～19日 特別展「台北故宮博物院精華展(仮称)」作品調査、出陳交渉のため 海外交流展経費 

19 猪熊 兼樹 台湾 25年1月16日～19日 特別展「台北故宮博物院精華展(仮称)」作品調査、出陳交渉のため 海外交流展経費 

20 小山 弓弦葉 台湾 25年1月16日～19日 特別展「台北故宮博物院精華展(仮称)」作品調査、出陳交渉のため 海外交流展経費 

21 三笠 景子 台湾 25年1月16日～19日 特別展「台北故宮博物院精華展(仮称)」作品調査、出陳交渉のため 海外交流展経費 

22 川村 佳男 台湾 25年1月16日～19日 特別展「台北故宮博物院精華展(仮称)」作品調査、出陳交渉のため 海外交流展経費 

23 白井 克也 中国 25年1月9日～23日 日本・中国間の学術交流ならびに研究推進のため 国際交流費 

24 松嶋 雅人 フランス 25年2月26日～5日 
特別展開催のための事前交渉、並びに作品調査（特別展「黒田清輝」（仮

称）） 
海外交流展経費 

25 塚本 麿充 中国 25年2月27日～3月2日 2014年開催予定「宋元絵画展」事前協議及び調査のため 海外交流展経費 

26 富田 淳 中国 25年2月28日～3月2日 2014年開催予定「宋元絵画展」事前協議及び調査のため 海外交流展経費 

27 

デービッド・

ジェームス・

ミラー 

アメリカ 25年3月5日～15日 
全米美術教育協会総会出席及びヒューストン美術館との意見交換のた

め 
海外交流展経費 

28 村田 良二 中国 25年3月6日～11日 日本・中国間の学術交流ならびに研究推進のため 国際交流費 

29 品川 欣也 
フランス 

スイス 
25年3月20日～28日 海外交流展にかかる打ち合わせのため 海外交流展経費 

30 松本 伸之 
フランス 

スイス 
25年3月20日～28日 海外交流展にかかる打ち合わせのため 海外交流展経費 

 

○職員旅費等 延べ4人 
 氏名 用務先 期間 用務 備考 

31 島谷 弘幸 台湾 5月16日～18日 台北故宮博物院との打ち合わせ 総務課運営費 

32 島谷 弘幸 台湾 5月16日～18日 台北故宮博物院との打ち合わせ 総務課運営費 

33 小林 牧 フランス 4月1日～5日 Google Art Project発表会参加のため 広報室運営費 

34 伊藤  嘉章 韓国 10月17日～19日 日中韓 国立博物館長会議出席のため 管理保存共通事業費 

 
（参考：科学研究費補助金 延べ24人） 

 氏名 用務先 期間 用務 備考 

1 島谷 弘幸 
ドイツ 

ポーランド 
5月31日～6月9日 

東アジアの書道史における料紙と書風に関する総合的研究並びにシン

ポジウム「ヨーロッパ博物館名美術館保管の日本仏教美術コレクション

と日本観の形成」 

科学研究費補助金 

(代表者：島谷) 

2 島谷 弘幸 アメリカ合衆国 12月4日～11日 ホノルル・サンフランシスコ作品調査 
科学研究費補助金 

(代表者：島谷) 

3 富田 淳 中国 6月28日～7月1日 中国書画の表装に関する基礎的研究（基盤研究Ｃ）にかかる調査のため 
科学研究費補助金 

(代表者：富田) 

4 三田 覚之 韓国 6月9日～13日 百済の美術作品調査のため 
科学研究費補助金 

(代表者：三田) 

－ 160 －



 氏名 用務先 期間 用務 備考 

5 和田 浩 中国 8月17日～22日 仁寿舎利塔の信仰と荘厳に関する総合的調査研究の現地調査のため 

科学研究費補助金 

(代表者：大正大学教授

加島 勝) 

6 塚本 麿充 中国 8月18日～23日 宋代史研究大会での発表のため 
科学研究費補助金 

((代表者：塚本)) 

7 恵美 千鶴子 中国 8月2日～9日 
東アジアの書道史における料紙と書風に関する総合的研究にかかる調

査のため 

科学研究費補助金 

(代表者：島谷) 

8 富田 淳 中国 9月22日～24日 中国書画の表装に関する基礎的研究（基盤研究Ｃ）にかかる調査のため 
科学研究費補助金 

(代表者：富田) 

9 小山 弓弦葉 アメリカ合衆国 10月31日～11月4日 
近現代における古日本染織の移動とコレクション形成に関する基礎的

研究にかかる調査のため 

科学研究費補助金 

(代表者：小山) 

10 塚本 麿充 中国 11月2日～9日 上海博物館開催国際シンポジウムでの研究発表のため 
科学研究費補助金 

(代表者：塚本) 

11 小山 弓弦葉 アメリカ合衆国 25年1月6日～1月12日 
近現代における古日本染織の移動とコレクション形成に関する基礎的

研究にかかる古染織品調査のため 

科学研究費補助金 

(代表者：小山) 

12 佐々木 佳美 アメリカ合衆国 25年1月6日～1月11日 
近現代における古日本染織の移動とコレクション形成に関する基礎的

研究にかかる古染織品調査のため 

科学研究費補助金 

(代表者：小山) 

13 伊藤 信二 インド 25年1月21日～1月27日 
科学研究費補助金（基盤研究（Ｂ））光学的調査に基づく高雄曼荼羅の

発展的研究のため 

科学研究費補助金 

(代表者：松本) 

14 丸山 士郎 インド 25年1月21日～1月28日 
科学研究費補助金（基盤研究（Ｂ））光学的調査に基づく高雄曼荼羅の

発展的研究のため 

科学研究費補助金 

(代表者：松本) 

15 沖松 健次郎 インド 25年1月22日～1月27日 
科学研究費補助金（基盤研究（Ｂ））光学的調査に基づく高雄曼荼羅の

発展的研究のため 

科学研究費補助金 

(代表者：松本) 

16 安藤 香織 インド 25年1月21日～28日 
科学研究費補助金（基盤研究（Ｂ））光学的調査に基づく高雄曼荼羅の

発展的研究のため 

科学研究費補助金 

(代表者：松本) 

17 和田 浩 中国 25年1月24日～28日 
科学研究費補助金（基盤研究（Ｂ））光学的調査に基づく高雄曼荼羅の

発展的研究のため 

科学研究費補助金 

(代表者：松本) 

18 土屋 貴裕 イギリス 25年2月2日～9日 絵巻の<伝来>をめぐる総合的研究にかかる中世絵巻の調査のため 
科学研究費補助金 

(代表者：土屋 貴裕) 

19 島谷 弘幸 中国 25年2月19日～21日 
東アジアの書道史における料紙と書風に関する総合的研究にかかる資

料調査のため 

科学研究費補助金 

(代表者：島谷) 

20 高橋 裕次 中国 25年2月19日～21日 
東アジアの書道史における料紙と書風に関する総合的研究にかかる資

料調査のため 

科学研究費補助金 

(代表者：島谷) 

21 富田 淳 中国 25年2月19日～21日 
東アジアの書道史における料紙と書風に関する総合的研究にかかる資

料調査のため 

科学研究費補助金 

(代表者：島谷) 

22 恵美 千鶴子 中国 25年2月19日～21日 
東アジアの書道史における料紙と書風に関する総合的研究にかかる資

料調査のため 

科学研究費補助金 

(代表者：島谷) 

23 鈴木 希帆 フランス 25年3月9日～16日 
視覚表現とコレクションの形成に見る縄文土器の美術的受容に関する

研究にかかる調査のため 

科学研究費補助金 

(代表者：鈴木) 

24 川村 佳男 台湾 25年3月17日～21日 殷墟及び鄭国墓地出土青銅器に関する製作技術研究のため 

科学研究費補助金 

（代表者：九州国立博

物館学芸部長 谷 豊

信） 

 

（参考：その他助成金 延べ2人） 
 氏名 用務先 期間 用務 備考 

1 三笠 景子 アメリカ合衆国 10月25日～10月30日 
唐宋時代の越州窯青磁、碗類の器形の変遷についての研究にかかる調査

のため 
茶道文化学術助成金 

2 神庭 信幸 フランス 5月29日～6月4日 最新の研究動向を調査するため 
日本学術振興会学術動

向調査委託費 

 
（参考：先方負担 延べ33人） 

 氏名 用務先 期間 用務 備考 

1 ポーランド 丸山 士郎 6月3日～9日 国際シンポジウムへの参加のため 
法政大学国際日本学研

究所 

2 中国 高木 結美 6月11日～14日 
特別展「中国山 水画の20世紀―文人たちの近代―」（仮称）にかかる

作品調査 
中国美術館 

3 中国 土屋 貴裕 6月11日～14日 
特別展「中国山 水画の20世紀―文人たちの近代―」（仮称）にかかる

作品調査 
中国美術館 

4 中国 塚本 麿充 6月11日～14日 
特別展「中国山 水画の20世紀―文人たちの近代―」（仮称）にかかる

作品調査 
中国美術館 

5 
アメリカ合衆

国 
酒井 元樹 6月18日～24日 

特別展「ボストン美術館 日本美術の至宝」にかかるボストン美術館で

の刀剣作品の返却のため 

共催展主催者旅費

（NHK） 

6 中国 富田 淳 8月2日～9日 特別展｢書聖 王羲之｣開催に伴う実地踏査のため 
共催展主催者旅費（毎

日新聞） 

7 オマーン 竹内 奈美子 8月26日～30日 オマーン文化遺産省からの招聘のため オマーン文化遺産省 

8 中国 浅見 龍介 8月29日～9月4日 
東アジアにおける木彫像の樹種と用材観に関する調査研究の現地調査

のため 

科学研究費補助金（岩

佐科研） 

9 中国 和田 浩 8月31日～9月6日 
東アジアにおける木彫像の樹種と用材観に関する調査研究の現地調査

のため 

科学研究費補助金（岩

佐科研） 

10 中国 松本 伸之 9月9日～22日 特別展「中国 王朝の至宝」にかかる作品集荷のため 
共催展主催者旅費

（NHK） 

11 中国 今井 敦 9月9日～20日 特別展「中国 王朝の至宝」にかかる作品集荷のため 
共催展主催者旅費

（NHK） 

12 中国 川村 佳男 9月9日～21日 特別展「中国 王朝の至宝」にかかる作品集荷のため 
共催展主催者旅費

（NHK） 

－ 161 －
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 氏名 用務先 期間 用務 備考 

13 イタリア 井上 洋一 9月16日～20日 「ミケランジェロ展」の打ち合わせのため 
共催展主催者旅費

（NHK） 

14 中国 松本 伸之 9月23日～28日 特別展「中国 王朝の至宝」にかかる作品集荷のため 
共催展主催者旅費

（NHK） 

15 中国 川村 佳男 9月24日～27日 特別展「中国 王朝の至宝」にかかる作品集荷のため 
共催展主催者旅費

（NHK） 

16 
イギリスフラ

ンス 
竹内 奈美子 9月25日～10月3日 「在外日本古美術品保存修復協力事業」に係る調査 東京文化財研究所 

17 中国 和田 浩 9月26日～27日 特別展「中国 王朝の至宝」にかかる作品集荷のため 
共催展主催者旅費

（NHK） 

18 ベトナム 藤瀬 雄輔 9月29日～10月6日 九州国立博物館「日越交流４０周年展(仮称)」調査協力のため 九州国立博物館 

19 韓国 今井 敦 10月11日～15日 
海外展「天下第一 翡色靑磁」展の作品輸送立会いおよび陳列作業のた

め 
韓国国立中央博物館 

20 ドイツ 猪熊 兼樹 10月18日～30日 
「高麗・朝鮮時代の韓国螺鈿漆器展」展の作品輸送立会いおよび陳列作

業のため 

ミュンスター漆工芸博

物館 

21 インドネシア 藤瀬 雄輔 10月29日～11月3日 九州国立博物館開催「ベトナム物語(仮称)」撮影協力のため 九州国立博物館 

22 台湾 神庭 信幸 11月6日～9日 2012年文化遺産保存科学国際シンポジウムへの参加のため  
国立雲林科技大學文化

資産維護系 

23 
アメリカ合衆

国 
富田 淳 11月14日～18日 

特別展｢書聖 王羲之｣に出品されるプリンストン大学付属美術館所蔵

品の作品調査 

共催展主催者旅費（毎

日新聞） 

24 インド 小山 弓弦葉 11月19日～11月26日 インド南部における伝統模様染めの技法についての調査研究のため 
アジア太平洋無形文化

遺産研究センター 

25 タイ 猪熊 兼樹 11月20日～11月25日 タイ王国での文化財調査のため 

科学研究費補助金（九

州国立博物館：原田あ

ゆみ） 

26 韓国 今井 敦 12月15日～19日 
海外展「天下第一 翡色靑磁」展の作品輸送立会いおよび撤収作業のた

め 

先方負担(韓国国立中

央博物館) 

27 中国 富田 淳 12月5日～7日 特別展｢書聖 王羲之｣作品集荷のため 
共催展主催者旅費（毎

日新聞） 

28 中国 塚本 麿充 12月14日～18日 香港藝術館開催国際シンポジウムでの研究発表のため 香港藝術館 

29 中国 松本 伸之 25年1月6日～9日 中国文物交流中心主催博物館セミナーでの講演のため 中国文物交流中心 

30 
アメリカ合衆

国 
島谷 弘幸 25年1月7日～10日 日米教育文化交流会議（カルコン）美術部会出席のため 先方負担 

31 ドイツ 竹内 奈美子 25年1月31日～2月6日 
「高麗・朝鮮時代の韓国螺鈿漆器展」展の撤収作業および輸送立会いの

ため 

ミュンスター漆工芸博

物館 

32 中国 島谷 弘幸 25年3月1日～3日 上海博物館における「青山杉雨の眼と書」展開催にかかる協議 上海博物館 

33 中国 富田 淳 25年3月21日～23日 特別展｢書聖 王羲之｣作品返却のため 
共催展主催者旅費（毎

日新聞） 

 

【京都国立博物館】延べ15人 
 氏名 用務先 期間 用務 備考 

1 村上 隆 フランス 4月10日～19日 
「日本人の知恵Ⅰ展」展示品陳列指導と展示作業、オープニング出

席のため 
本願寺文化興隆財団 

2 山下 善也 
アメリカ合衆

国 
4月11日～16日 「The Artist in Edo」研究会およびシンポジウム出席 

フリア美術館＆サッ

クラーギャラリー 

3 山下 善也 

アメリカ合衆

国、アイルラン

ド 

6月12日～24日 特別展覧会「狩野山楽・山雪」（仮称）出品交渉・作品調査 毎日新聞社 

4 村上 隆 スリランカ 7月8日～16日 
「日本人の知慧Ⅰ展」展示品陳列と展示指導オープニング出席のた

め 
本願寺文化振興財団 

5 赤尾 栄慶 ドイツ 8月31日～9月9日 日本の古写経およびトルファン文献の書誌学的調査研究 科研費分担金 

6 呉 孟晋 香港・マカオ 10月5日～8日 香港芸術館およびマカオ芸術博物館での展覧会参観 インセンティブ 

7 永島 明子 
アメリカ合衆

国 
10月25日～11月4日 ボストン美術館収蔵の漆器を中心とした調査 科学研究費 

8 呉 孟晋 中国 10月30～11月7日 蘇州博物館「呉門画派之沈周大展」への作品搬入 招聘先負担 

9 末兼 俊彦 タイ 11月20日～28日 
科学研究費（基盤研究B）「タイにおける異文化の受容と変容―13

世紀から18世紀の対外交易品を中心として―」にかかる現地調査 
科学研究費 

10 呉 孟晋 中国 12月4日～8日 蘇州博物館「呉門画派之沈周大展」の展示替え 招聘先負担 

11 赤尾 栄慶 大韓民国 12月8日～10日 国際ワークショップ「高麗初雕大蔵経と東亜細亜の大蔵経」に参加 浙江省博物館 

12 呉 孟晋 中国 25年1月6日～9日 蘇州博物館「呉門画派之沈周大展」の作品撤収・搬出 招聘先負担 

13 永島 明子 フランス 25年1月21日～2月4日 ルーヴル美術館等で収蔵の漆器を中心とした調査 科学研究費 

14 赤尾 栄慶 大韓民国 25年2月21日～2月24日 国際ワークショップ「韓日古代の文字資料」に招待され参加 招聘先負担 

15 呉 孟晋 
アメリカ合衆

国 
25年3月18日～24日 「狩野山楽・山雪」出品作品の集荷・運搬 毎日新聞社 

 

【奈良国立博物館】延べ17人 
 氏名 用務先 期間 用務 備考 

1 野尻 忠 中国 8月1日～8月18日 中国河南博物院との協定に基づく学術交流 中国河南博物院 

2 吉澤 悟 同上 8月7日～8月24日 同上 同上 

3 西山 厚 同上 8月28日～9月6日 中国上海博物館との協定に基づく学術交流 中国上海博物館 

4 宮崎 幹子 同上 同上 同上 同上 

5 原 瑛莉子 同上 同上 同上 同上 

6 山口 隆介 韓国 12月17日～25年1月15日 韓国国立慶州博物館との協定に基づく学術交流 同上 

－ 162 －



 

・その他の調査等のための海外渡航実績 

 氏名 用務先 期間 用務 備考 

7 湯山 賢一 中国 5月7日～5月12日 古文書調査の研究発表等 他機関負担 

8 宮崎 幹子 フィンランド 6月9日～6月16日 国際博物館会議（ICOM）及びワークショップへの出席 科研費 

9 内藤 栄 中国 6月25日～6月30日 朝陽北塔文物展（仮称）準備 職員旅費 

10 吉澤 悟 同上 同上 同上 同上 

11 永井 洋之 同上 同上 同上 同上 

12 清水 功 同上 10月31日～11月5日 国際博物館館長フォーラム出席のため 中国上海博物館 

13 谷口 耕生 同上 12月10日～12月12日 科研に伴う現地調査 科研費 

14 北澤 菜月 同上 同上 同上 同上 

15 原 瑛莉子 同上 同上 同上 同上 

16 野尻 忠 韓国 25年1月12日～1月14日 国際ワークショップへの参加 韓国技術教育大学校 

17 岩田 茂樹 アメリカ 25年2月4日～2月10日 仏教美術調査（快慶展関連予備調査） 職員旅費 

 

【九州国立博物館】延べ 60人 
 氏名 用務先 期間 用務 備考 

1 原田あゆみ 
タイ、シンガポ

ール 
5月11日～15日 

科学研究費「タイにおける異文化の受容と変容－13世紀から18世紀の対

外交易品を中心として－」に係る調査 
科学研究費 

2 森田稔 中国 5月13日～18日 日中韓共同伝統的製紙技法に関する調査のため 職員旅費 

3 藤田励夫 中国 5月13日～18日 日中韓共同伝統的製紙技法に関する調査のため 科学研究費 

4 本田光子 中国 5月13日～18日 日中韓共同伝統的製紙技術に関する調査のため 職員旅費 

5 渡部史之 中国 5月13日～18日 日中韓共同伝統的製紙技法に関する調査のため 職員旅費 

6 小泉惠英 ベトナム 5月22日～27日 平成25年度特別展「ベトナム展」調査・借用交渉 職員旅費 

7 川畑憲子 ベトナム 5月22日～27日 平成25年度特別展「ベトナム展」調査・借用交渉 職員旅費 

8 市元塁 ベトナム 5月22日～27日 平成25年度特別展「ベトナム展」調査・借用交渉 職員旅費 

9 原田あゆみ ベトナム 5月22日～27日 平成25年度特別展「ベトナム展」調査・借用交渉 職員旅費 

10 望月規史 ベトナム 5月22日～27日 平成25年度特別展「ベトナム展」調査・借用交渉 職員旅費 

11 藤田励夫 ベトナム 5月22日～27日 平成25年度特別展「ベトナム展」調査・借用交渉 職員旅費 

12 谷豊信 韓国 6月3日～5日 特別展「百済展」開催協議・トピック展「新安沈船出土品」資料調査等 職員旅費 

13 赤司善彦 韓国 6月3日～5日 特別展「百済展」開催協議・トピック展「新安沈船出土品」資料調査等 県費 

14 小泉惠英 中国 6月17日～24日 平成25年度特別展「中国王朝の至宝展」事前調査 先方負担 

15 市元塁 中国 6月17日～24日 平成25年度特別展「中国王朝の至宝展」事前調査 先方負担 

16 市元塁 中国 7月8日～14日 平成25年度特別展「中国王朝の至宝展」事前調査 先方負担 

17 川畑憲子 中国 7月15日～20日 科研に関わる漆器調査 科学研究費 

18 藤田励夫 中国 8月8日～12日 「東アジアにおける天台仏教の展開」調査 科学研究費 

19 楠井隆志 中国 8月8日～12日 「東アジアにおける天台仏教の展開」調査 科学研究費 

20 森實久美子 中国 8月8日～12日 「東アジアにおける天台仏教の展開」調査 科学研究費 

21 谷豊信 ベトナム 8月14日～17日 
海外交流展「日越40周年」・平成25年度特別展「ベトナム展」調査・借

用交渉 
職員旅費 

22 藤田励夫 ベトナム 8月14日～17日 
海外交流展「日越40周年」・平成25年度特別展「ベトナム展」調査・借

用交渉 
職員旅費 

23 三輪嘉六 タイ 8月22日～26日 タイ王国文化省芸術局との学術交流に係る調印及び協議 職員旅費 

24 原田あゆみ タイ 8月22日～26日 タイ王国文化省芸術局との学術交流に係る調印及び協議 職員旅費 

25 川畑憲子 アメリカ 9月6日～17日 科研に関わる漆器調査 科学研究費 

26 藤田励夫 韓国 9月17日～18日 大般若経の研究 科学研究費 

27 荒木和憲 韓国 9月17日～18日 大般若経の研究 科学研究費 

28 渡部史之 韓国 9月17日～18日 朝鮮国王印章の研究 科学研究費 

29 市元塁 中国 9月26日～10月2日 「契丹展」作品返却・打合せ・調査・内蒙古博物院等の情報収集 職員旅費 

30 今津節生 中国 9月27日～10月2日 「契丹展」作品返却・打合せ・調査 職員旅費 

31 三輪嘉六 中国 9月28日～10月2日 内蒙古博物院等の情報収集 職員旅費 

32 藤田励夫 ベトナム 9月29日～10月6日 平成25年度特別展「ベトナム展」調査・撮影・図録打合せ 職員旅費 

33 小泉惠英 台湾 10月2日～7日 博物館運営に関するシンポジウム出席、故宮博物院調査 先方負担 

34 三輪嘉六 ベトナム 10月23日～27日 「ベトナム展」打ち合わせ、「ベトナム展」調印式出席、世界遺産調査 職員旅費 

35 藤田励夫 ベトナム 10月23日～27日 「ベトナム展」打ち合わせ、「ベトナム展」調印式出席、世界遺産調査 職員旅費 

36 藤田励夫 インドネシア 10月29日～11月3日 近世日越交流史調査 科学研究費 

37 遠藤啓介 インドネシア 10月29日～11月3日 近世日越交流史調査 科学研究費 

38 小泉惠英 タイ 11月20日～28日 
科学研究費「タイにおける異文化の受容と変容－13世紀から18世紀の対

外交易品を中心にして－」に係る調査 

科学研究費、先方

負担 

39 藤田励夫 タイ 11月20日～28日 
科学研究費「タイにおける異文化の受容と変容－13世紀から18世紀の対

外交易品を中心にして－」に係る調査 

科学研究費、先方

負担 

40 原田あゆみ タイ 11月20日～28日 
科学研究費「タイにおける異文化の受容と変容－13世紀から18世紀の対

外交易品を中心にして－」に係る調査 

科学研究費、先方

負担 

41 遠藤啓介 タイ 11月22日～28日 
科学研究費「タイにおける異文化の受容と変容－13世紀から18世紀の対

外交易品を中心にして－」に係る調査 

科学研究費、先方

負担 

42 川畑憲子 中国 11月21日～24日 科研に関わる漆器調査 科学研究費  

43 赤司善彦 韓国 11月26日～12月8日 学術文化交流協定に基づく研究者交流及び特別展借用協議 県費 

44 渡部史之 韓国 11月26日～12月8日 「日韓50周年展」に係わる大韓民国における作品調査 職員旅費、先方負
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 氏名 用務先 期間 用務 備考 

（学術文化交流協定に基づく研究者交流及び特別展借用協議） 担 

45 遠藤啓介 ベトナム 12月15日～22日 科研ベトナム出土の中国陶磁器及びベトナム陶磁焼成窯址の調査 科学研究費 

46 畑靖紀 
ポルトガル 

スペイン 
25年2月2日～9日 科学研究費に係る南蛮美術の調査研究のため 科学研究費 

47 鷲頭桂 
ポルトガル 

スペイン 
25年2月2日～9日 科学研究費に係る南蛮美術の調査研究のため 科学研究費 

48 川畑憲子 
ポルトガル 

スペイン 
25年2月2日～9日 科学研究費に係る南蛮美術の調査研究のため 科学研究費 

49 藤田励夫 カンボジア  25年2月10日～17日 
草の根技術協力事業（地域提案型）「沖縄・カンボジア『平和文化』創

造の博物館づくり協力」のため 
先方負担 

50 臺信祐爾 トルコ 25年2月27日～3月9日 
九州における対外交流文化財の保存と活用に向けた県有基盤の創設に係

る調査のため 
科学研究費 

51 赤司善彦 トルコ 25年2月27日～3月9日 
九州における対外交流文化財の保存と活用に向けた県有基盤の創設に係

る調査のため 
科学研究費 

52 池内一誠 カンボジア 25年3月3日～8日 
科研に関わるカンボジアの絣染織技法及び16世紀の日本人渡航事跡に関

する調査 
科学研究費 

53 今津節生 韓国 25年3月4日～7日 
「九州における対外交流文化財の保存と活用に向けた研究基盤の創設」

に係る鷹島水中遺産に関する調査のため 
科学研究費 

54 進村真之 韓国 25年3月4日～7日 
「九州における対外交流文化財の保存と活用に向けた研究基盤の創設」

に係る鷹島水中遺産に関する調査のため 
科学研究費 

55 志賀智史 ベトナム 25年3月12日～16日 保存修復調査用務 職員旅費 

56 藤田励夫 ベトナム 25年3月12日～23日 ベトナム展梱包借用輸送用務 職員旅費 

57 原田あゆみ ベトナム 25年3月12日～23日 ベトナム展梱包借用輸送用務 職員旅費 

58 川畑憲子 ベトナム 25年3月16日～23日 ベトナム展梱包借用輸送、購入候補に関する調査 職員旅費 

59 小泉惠英 インドネシア 25年3月26日～31日 ベトナム展梱包借用輸送用務 職員旅費 

60 望月規史 インドネシア 25年3月26日～31日 ベトナム展梱包借用輸送用務 職員旅費 

 

【東京文化財研究所】延べ146人 
 氏名 用務先 期間 用務 備考 

1 安倍雅史 キルギス 8月27日～9月27日 
第3回拠点交流事業（キルギス）およびユネスコ「シルクロード世界遺産登録支

援事業」にかかるワークショップ実施 
受託経費 

2 安倍雅史 キルギス 2月4日～2月18日 第4回拠点交流事業（キルギス）ワークショップ実施 受託経費 

3 安倍雅史 イラン 2月21日～2月28日 イラン新石器時代資料の分析 科学研究費 

4 石崎武志 ヨルダン 7月5日～7月12日 ジェラシュの歴史的建造物の劣化調査および保存状況調査 科学研究費 

5 石崎武志 ベトナム 8月6日～8月10日 タンロン遺跡に関する保存修復調査 受託経費 

6 石崎武志 
オーストリア、ト

ルコ 
9月9日～9月20日 

オーストリア：国際文化財保存学会大会参加 

トルコ：ハギア・ソフィアの環境調査 
科学研究費 

7 石崎武志 台湾 10月23日～10月26日 文化遺産の環境計測技術に関する国際シンポジウム参加 他機関負担 

8 石崎武志 韓国 1月29日～2月1日 石造文化財劣化調査法に関する研究打合せ 科学研究費 

9 石崎武志 ヨルダン、ドイツ 2月18日～3月1日 ジェラシュの歴史歴建造物の劣化調査および研究打合せ 科学研究費 

10 犬塚将英 中国 8月19日～8月30日 
陜西省墳墓壁画の保護に関する日中共同研究および敦煌壁画の保護に関する日

中共同研究 

運営費交付

金 

11 犬塚将英 中国 1月10日～1月20日 壁画の表面における水分量測定法の評価 他機関負担 

12 犬塚将英 中国 2月24日～2月28日 壁画墓内環境に関する調査研究 他機関負担 

13 今石みぎわ マレーシア 6月27日～7月4日 ボルネオ島における木製祭具調査 
運営費交付

金 

14 江村知子 アメリカ 4月11日～4月16日 シンポジウム「The Artist in Edo」での発表および江戸時代絵画作品調査 先方負担 

15 江村知子 フランス 5月24日～5月29日 共同研究に関する協議および作品調査 
運営費交付

金 

16 江村知子 ドイツ 7月5日～7月14日 
日本絵画作品の調査、関連資料収集および在外日本古美術品保存修復協力事業に

かかるワークショップ実施 

運営費交付

金 

17 江村知子 ハワイ 7月18日～7月23日 
第7回JAWS十周年記念公開研究会での発表、ホノルル美術館での日本美術作品調

査および研究資料収集 

運営費交付

金 

18 江村知子 
アルメニア、グル

ジア 
11月13日～11月23日 和紙を用いた文化財保存技術研修打合せおよび在外日本古美術品調査 

運営費交付

金 

19 江村知子 アメリカ 25年1月26日～2月3日 アメリカの文化財保護制度調査 
運営費交付

金 

20 江村知子 フランス 25年3月4日～3月8日 在外日本古美術品保存修復協力事業にかかる絵画調査 
運営費交付

金 

21 岡田健 中国 8月19日～9月3日 
陜西省墳墓壁画の保護に関する日中共同研究および敦煌壁画の保護に関する日

中共同研究 

運営費交付

金 

22 岡田健 中国 10月27日～11月10日 敦煌芸術の科学的復原研究に関する調査 科学研究費 

23 岡田健 中国 25年1月14日～1月20日 敦煌壁画の保護に関する日中共同研究 
運営費交付

金 

24 岡田健 中国 25年2月23日～2月28日 古代墳墓の発掘保護に関する日中共同研究 助成金 

25 加藤雅人 フランス 5月24日～5月28日 共同研究に関する協議および作品調査 
運営費交付

金 
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 氏名 用務先 期間 用務 備考 

26 加藤雅人 ドイツ 7月8日～7月25日 在外日本古美術品保存修復協力事業にかかるワークショップ実施 
運営費交付

金 

27 加藤雅人 メキシコ 10月14日～11月2日 
ICCROM-LATAMプログラム「ラテンアメリカにおける紙の保存に関する国際研修」

実施 

運営費交付

金 

28 加藤雅人 
アルメニア、グル

ジア 
11月13日～11月23日 和紙を用いた文化財保存技術研修打合せおよび在外日本古美術品調査 

運営費交付

金 

29 加藤雅人 フランス 25年3月4日～3月8日 在外日本古美術品保存修復協力事業にかかる絵画調査 
運営費交付

金 

30 亀井伸雄 
マレーシア、イン

ドネシア 
8月28日～9月4日 

マレーシア：建築類例調査 

インドネシア：建築類例調査および関係機関協議 
科学研究費 

31 亀井伸雄 メキシコ 10月15日～10月22日 
ICCROM-LATAMプログラム「ラテンアメリカにおける紙の保存に関する国際研修」

視察 

運営費交付

金 

32 亀井伸雄 ブータン 11月24日～11月30日 
「伝統的建造物保存に関する拠点交流事業」にかかる現地調査およびワークショ

ップ視察 
受託経費 

33 亀井伸雄 ミャンマー 25年1月26日～2月3日 ミャンマーの文化遺産保護に係る調査視察 受託経費 

34 川野邊渉 
フランス、アルメ

ニア 
5月24日～6月2日 

フランス：共同研究打合せ 

アルメニア：考古金属資料保存修復ワークショップ実施および事業打合せ 

運営費交付

金 

35 川野邊渉 タイ 8月22日～8月25日 
タイ芸術局共催遺跡保存研究会出席およびワット・ラジャプラディット寺院螺鈿

扉絵に関する調査 

運営費交付

金 

36 川野邊渉 
イギリス、フラン

ス 
9月25日～10月1日 在外日本古美術品保存修復協力事業にかかる漆芸品調査 

運営費交付

金 

37 川野邊渉 メキシコ 10月15日～10月22日 
ICCROM-LATAMプログラム「ラテンアメリカにおける紙の保存に関する国際研修」

実施 

運営費交付

金 

38 川野邊渉 イタリア 11月4日～11月10日 イクロム理事会出席 文化庁 

39 川野邊渉 
アルメニア、グル

ジア 
11月13日～11月23日 和紙を用いた文化財保存技術研修打合せおよび在外日本古美術品調査 

運営費交付

金 

40 川野邊渉 カンボジア 25年1月13日～1月16日 タネイ遺跡に関する石造建造物保存研究会実施 
運営費交付

金 

41 川野邊渉 ミャンマー 25年1月26日～2月1日 ミャンマーの文化遺産保護に係る調査 受託経費 

42 楠京子 ドイツ 7月8日～7月25日 在外日本古美術品保存修復協力事業にかかるワークショップ実施 
運営費交付

金 

43 楠京子 メキシコ 10月14日～11月2日 
ICCROM-LATAMプログラム「ラテンアメリカにおける紙の保存に関する国際研修」

実施 

運営費交付

金 

44 楠京子 ミャンマー 25年1月26日～2月1日 ミャンマーの文化遺産保護に係る調査 受託経費 

45 楠京子 フランス 25年3月4日～3月8日 在外日本古美術品保存修復協力事業にかかる絵画調査 
運営費交付

金 

46 朽津信明 タイ 8月22日～8月25日 
タイ芸術局共催遺跡保存研究会出席およびワット・ラジャプラディット寺院螺鈿

扉絵に関する調査 

運営費交付

金 

47 朽津信明 韓国 10月24日～10月26日 日韓共同研究報告会での発表および共同調査 
運営費交付

金 

48 久米正吾 ポーランド 4月29日～5月7日 第8回古代近東考古学国際会議参加および発表 他機関負担 

49 久米正吾 キルギス 7月22日～7月28日 キルギス国立民族大学との研究交流および遺跡実地調査 他機関負担 

50 久米正吾 
キルギス、カザフ

スタン 
8月27日～9月26日 

キルギス：第3回拠点交流事業（キルギス）およびユネスコ「シルクロード世界

遺産登録支援事業」にかかるワークショップ実施 

カザフスタン：ユネスコ「シルクロード世界遺産登録支援事業」にかかるワーク

ショップ実施 

受託経費 

51 久米正吾 タジキスタン 10月28日～11月13日 ユネスコ「シルクロード世界遺産登録支援事業」測量ワークショップ実施 受託経費 

52 久米正吾 キルギス 25年2月4日～2月18日 第4回拠点交流事業（キルギス）ワークショップ実施 受託経費 

53 小林公治 

シンガポール、マ

レーシア、カンボ

ジア、タイ 

9月1日～9月17日 螺鈿のアジア史に関する調査 科学研究費 

54 小林公治 
スペイン、ポルト

ガル 
25年3月2日～3月20日 桃山時代輸出螺鈿漆器調査 科学研究費 

55 境野飛鳥 ブータン 5月30日～6月8日 「伝統的建造物保存に関する拠点交流事業」にかかる調査 受託経費 

56 境野飛鳥 
ロシア、オースト

リア 
6月22日～7月10日 第36回世界遺産委員会審議調査研究事業実施にかかる調査 

運営費交付

金 

57 境野飛鳥 フィリピン 7月20日～7月23日 第1回ASEAN＋3文化協力ネットワーク会合参加 
運営費交付

金 

58 境野飛鳥 フランス 9月23日～10月4日 「文化財保護法の成立過程に関する研究」に関する資料調査 科学研究費 

59 境野飛鳥 アメリカ 25年1月26日～2月3日 アメリカの文化財保護制度調査 
運営費交付

金 

60 佐藤桂 カンボジア 6月4日～6月9日 GIS調査およびアンコール遺跡国際調整委員会出席 科学研究費 

61 佐藤桂 カンボジア 7月25日～8月12日 タネイ遺跡における建築測量研修実施 

運営費交付

金、科学研

究費 

－ 165 －

附属資料　：24年度自己点検評価報告書　統計表



 氏名 用務先 期間 用務 備考 

62 佐藤桂 タイ 8月22日～8月25日 タイ芸術局共催遺跡保存研究会実施 
運営費交付

金 

63 佐藤桂 
マレーシア、 

インドネシア 
8月28日～9月9日 

マレーシア：建築類例調査 

インドネシア：建築類例調査および関係機関協議 
科学研究費 

64 佐藤桂 ブータン 11月24日～12月2日 
「伝統的建造物保存に関する拠点交流事業」にかかる現地調査およびワークショ

ップ実施 
受託経費 

65 佐藤桂 カンボジア 12月4日～12月8日 アンコール遺跡国際調整委員会会議出席およびAPSARA機構との打合せ 科学研究費 

66 佐藤桂 ベトナム 12月26日～12月29日 タンロン遺跡に関するGIS導入研修実施 受託経費 

67 佐藤桂 カンボジア 25年1月8日～1月19日 タネイ遺跡における建築測量研修および石造建造物保存研究会実施 
運営費交付

金 

68 佐藤桂 ミャンマー 25年1月26日～2月3日 ミャンマーの文化遺産保護に係る調査 受託経費 

69 佐藤桂 ベトナム 25年3月3日～3月6日 タンロン遺跡に関する社会学ワークショップ実施 受託経費 

70 佐藤嘉則 インド 25年2月5日～2月16日 アジャンター壁画の調査研究および打合せ 科学研究費 

71 皿井舞 アメリカ 5月16日～5月22日 
国際研究集会「日本仏教研究の領域複合的解明の試み―汎宗的考察への回路―」

での発表および関連作品情報収集 

科学研究

費、他機関

負担 

72 皿井舞 ハワイ 7月18日～7月23日 
第7回JAWS十周年記念公開研究会での発表、ホノルル美術館での日本美術作品調

査および研究資料収集 

運営費交付

金 

73 皿井舞 中国 8月21日～9月3日 敦煌芸術の科学的復原研究に関する調査 科学研究費 

74 皿井舞 中国 10月27日～11月10日 敦煌壁画の保護に関する日中共同研究 
運営費交付

金 

75 皿井舞 アメリカ 12月2日～12月14日 アジア美術館所蔵の彫刻に関する共同研究 他機関負担 

76 皿井舞 中国 25年1月10日～1月20日 敦煌壁画の保護に関する日中共同研究 
運営費交付

金 

77 島津美子 イギリス 4月10日～4月15日 仏教フォーラムへの参加 
運営費交付

金 

78 島津美子 タジキスタン 11月4日～12月7日 タジキスタン壁画保存修復第14次ミッション実施 
運営費交付

金 

79 島津美子 インド 25年2月5日～2月16日 アジャンター壁画の調査研究および打合せ 科学研究費 

80 城野誠治 ミャンマー 25年1月26日～2月1日 ミャンマーの文化遺産保護に係る調査 受託経費 

81 城野誠治 中国 25年2月24日～2月28日 古代墳墓の発掘保護に関する日中共同研究 助成金 

82 鈴木環 

ブルガリア、ルー

マニア、アルメニ

ア 

5月14日～6月4日 
黒海周辺地域の中世組積造建築の調査および保存修復に向けたドキュメンテー

ションの実施 
科学研究費 

83 鈴木環 

ブルガリア、セル

ビア、ルーマニア、

トルコ 

11月9日～11月23日 中世組積造建築および歴史都市の保存に関する調査および資料収集 科学研究費 

84 鈴木環 ドイツ、フランス 12月9日～12月16日 
ドイツ：ユネスコ・バーミヤン会議出席 

フランス：バーミヤン遺跡関連の写真資料調査 
受託経費 

85 鈴木環 インド 25年2月5日～2月16日 アジャンター壁画の調査研究および打合せ 科学研究費 

86 高桑いづみ 韓国 5月18日～6月1日 韓国国立文化財研究所での研修参加 
運営費交付

金 

87 田中淳 ドイツ 11月19日～12月15日 日本近代美術史に関する集中講義 他機関負担 

88 津田徹英 アメリカ 12月2日～12月14日 アジア美術館所蔵の彫刻に関する共同研究 他機関負担 

89 友田正彦 
ブータン、カンボ

ジア 
5月27日～6月9日 

ブータン：「伝統的建造物保存に関する拠点交流事業」にかかる調査 

カンボジア：アンコール遺跡国際調整委員会技術会合参加および協議 

受託経費、

運営費交付

金 

90 友田正彦 
ベトナム、カンボ

ジア 
7月25日～8月10日 

ベトナム：タンロン遺跡に関するGIS関係協議および保存科学調査実施 

カンボジア：タネイ遺跡における建築測量研修実施 

受託経費、

運営費交付

金 

91 友田正彦 ベトナム、タイ 8月20日～8月25日 
ベトナム：タンロン遺跡に関する歴史学ワークショップ実施及び建築調査 

タイ：タイ芸術局共催遺跡保存研究会実施 

受託経費、

運営費交付

金 

92 友田正彦 

マレーシア、イン

ドネシア、ベトナ

ム 

8月28日～9月13日 

マレーシア：建築類例調査 

インドネシア：建築類例調査および関係機関協議 

ベトナム：タンロン遺跡に関する第１回考古学ワークショップ実施 

科学研究

費、受託経

費 

93 友田正彦 ブータン 11月21日～11月30日 
「伝統的建造物保存に関する拠点交流事業」にかかる現地調査およびワークショ

ップ実施 
受託経費 

94 友田正彦 カンボジア 12月4日～12月8日 アンコール遺跡国際調整委員会会議出席およびAPSARA機構との打合せ 
運営費交付

金 

95 友田正彦 カンボジア 25年1月13日～1月19日 タネイ遺跡における建築測量研修および石造建造物保存研究会開催 
運営費交付

金 

96 友田正彦 
ベトナム、ミャン

マー 
25年1月22日～2月3日 

ベトナム：タンロン遺跡に関する第２回考古ワークショップ実施 

ミャンマー：ミャンマーの文化遺産保護に係る調査 
受託経費 

97 友田正彦 モンゴル 25年3月3日～3月6日 モンゴル文化スポーツ観光省との打合せ 
運営費交付

金 

－ 166 －
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98 中山俊介 台湾 10月30日～11月8日 
台湾国内に残る日本関連の近代化遺産の現地調査および国際産業遺産保存委員

会（TICCIH）会議出席 

運営費交付

金 

99 早川典子 ドイツ 7月9日～7月13日 在外日本古美術品保存修復協力事業にかかるワークショップ実施 
運営費交付

金 

100 早川典子 ドイツ 11月12日～11月16日 在外日本古美術品保存修復協力事業にかかる漆芸品修復ワークショップ実施 
運営費交付

金 

101 早川泰弘 中国 4月10日～4月13日 「巻軸絵画保存修復国際検討会」での講演 他機関負担 

102 早川泰弘 ウズベキスタン 9月24日～9月29日 文化遺産保存修復技術実技講習での技術指導 他機関負担 

103 原田怜 フィリピン 7月20日～7月23日 第1回ASEAN＋3文化協力ネットワーク会合参加 文化庁 

104 原田怜 ミャンマー 25年1月26日～2月1日 ミャンマーの文化遺産保護に係る調査 受託経費 

105 原田怜 フィリピン 25年2月14日～2月25日 協力相手国調査 受託経費 

106 原本知実 
ロシア、オースト

リア 
6月22日～7月10日 第36回世界遺産委員会審議調査研究事業実施にかかる調査 受託経費 

107 原本知実 アメリカ 11月6日～11月14日 文化遺産保存法律専門家委員会(LCCHP)での研究報告および資料収集 科学研究費 

108 原本知実 ミクロネシア連邦 25年2月10日～2月18日 ミクロネシア事業支援に係る調査 受託経費 

109 原本知実 スリランカ 25年3月2日～3月12日 協力相手国調査 受託経費 

110 深井啓 ドイツ 10月30日～11月21日 在外日本古美術品保存修復協力事業にかかる漆芸品修復ワークショップ実施 
運営費交付

金 

111 深井啓 モンゴル 25年3月3日～3月6日 モンゴル文化スポーツ観光省との打合せ 
運営費交付

金 

112 二神葉子 カンボジア、タイ 6月3日～6月9日 

カンボジア：アンコール遺跡における現地調査およびアンコール遺跡の保護と発

展に関する国際調整委員会出席および発表 

タイ：共同研究成果発表のセミナー開催に関する打合せ 

運営費交付

金 

113 二神葉子 
ロシア、オースト

リア 
6月22日～7月10日 第36回世界遺産委員会審議調査研究事業実施にかかる調査 受託経費 

114 二神葉子 タイ 8月21日～8月25日 
タイ芸術局共催遺跡保存研究会出席およびワット・ラジャプラディット寺院螺鈿

扉絵に関する調査 

運営費交付

金 

115 二神葉子 モンゴル 9月9日～9月14日 カラコルム博物館所蔵出土遺物の現状調査 科学研究費 

116 二神葉子 
フランス、カンボ

ジア、タイ 
12月1日～12月12日 

フランス：無形文化遺産保護条約第7回政府間委員会出席 

カンボジア：APSARA機構との打合せ 

タイ：文化省芸術局との打合せ 

運営費交付

金 

117 二神葉子 カンボジア、タイ 25年1月13日～1月19日 
カンボジア：タネイ遺跡に関する石造建造物保存研究会開催および現地調査 

タイ：螺鈿扉絵に関する情報交換、打合せ 

運営費交付

金 

118 邊牟木尚美 アルメニア 5月24日～6月11日 考古金属資料保存修復ワークショップ実施 受託経費 

119 邊牟木尚美 
アルメニア、グル

ジア 
11月4日～12月4日 

アルメニア：考古金属資料保存修復ワークショップ実施 

グルジア：保存修復研究会実施 
受託経費 

120 邊牟木尚美 ミャンマー 25年1月26日～2月1日 ミャンマーの文化遺産保護に係る調査 受託経費 

121 宮田繁幸 タイ、フランス 5月30日～6月12日 
タイ：無形文化遺産保護関係調査 

フランス：無形文化遺産保護条約第４回締約国総会出席 

運営費交付

金 

122 宮田繁幸 タイ 8月5日～8月11日 タイ王国における無形文化遺産と博物館に関する国際研究会参加 

アジア太平

洋無形文化

遺産研究セ

ンター 

123 宮田繁幸 台湾 10月17日～10月22日 
国際フォーラム「無形文化遺産の再構築と再生―東アジアの視点と文化の多様

性」参加 
他機関負担 

124 宮田繁幸 タイ、フランス 11月28日～12月9日 
タイ：無形文化遺産保護関係調査 

フランス：無形文化遺産保護条約第７回政府間委員会出席 

運営費交付

金 

125 森井順之 中国 8月19日～8月25日 「周辺環境が文化財に及ぼす影響評価とその対策に関する研究」にかかる調査 
運営費交付

金 

126 森井順之 韓国 10月24日～10月26日 日韓共同研究報告会での発表および共同調査 
運営費交付

金 

127 森井順之 ドイツ 25年2月24日～3月2日 石造文化財の冬期凍結対策に関する調査 
運営費交付

金 

128 山内和也 アルメニア 6月4日～6月10日 考古金属資料保存修復ワークショップ実施および事業打合せ 
運営費交付

金 

129 山内和也 ヨルダン 8月24日～8月31日 ヨルダン・ペトラ博物館整備計画準備調査 他機関負担 

130 山内和也 
キルギス、カザフ

スタン 
9月4日～9月27日 

キルギス：第3回拠点交流事業（キルギス）およびユネスコ「シルクロード世界

遺産登録支援事業」にかかるワークショップ実施およびユネスコ会議出席 

カザフスタン：ユネスコ「シルクロード世界遺産登録支援事業」にかかるワーク

ショップ実施 

運営費交付

金 

131 山内和也 タジキスタン 10月31日～11月9日 ユネスコ「シルクロード世界遺産登録支援事業」測量ワークショップ実施 
運営費交付

金 

132 山内和也 アルメニア 11月20日～11月29日 考古金属資料保存修復ワークショップ実施 
運営費交付

金 

133 山内和也 ドイツ 12月8日～12月14日 ユネスコ・バーミヤン会議出席 
運営費交付

金 
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134 山内和也 エジプト 25年1月18日～1月22日 
大エジプト博物館保存修復センタープロジェクト運営指導調査および合同調整

委員会参加 
他機関負担 

135 山内和也 インド 25年2月5日～2月9日 アジャンター壁画の調査研究打合せ 科学研究費 

136 山内和也 
キルギス、タジキ

スタン 
25年2月12日～2月20日 

キルギス：第4回拠点交流事業（キルギス）ワークショップ実施 

タジキスタン：タジキスタン国立古代博物館所蔵の壁画資料保存修復事業次年度

打合せ 

運営費交付

金 

137 山下好彦 タイ 8月22日～8月25日 螺鈿扉絵に関する調査 
運営費交付

金 

138 山下好彦 
イギリス、フラン

ス 
9月25日～10月3日 在外日本古美術品保存修復協力事業にかかる漆芸品調査 

運営費交付

金 

139 山下好彦 ドイツ 10月30日～11月21日 在外日本古美術品保存修復協力事業にかかる漆芸品修復ワークショップ実施 
運営費交付

金 

140 山下好彦 ミャンマー 25年1月26日～2月1日 ミャンマーの文化遺産保護に係る調査 受託経費 

141 山下好彦 ベルギー 25年3月23日～3月30日 The Japan Towerに関する漆工部材の調査および修復助言 他機関負担 

142 山田祐子 フランス 25年3月4日～3月8日 在外日本古美術品保存修復協力事業にかかる絵画調査 
運営費交付

金 

143 山梨絵美子 台湾 5月4日～5月7日 
台北市立美術館および台湾創価学会至善文化会館開催の台湾近代洋画家陳澄波

展に関するシンポジウム「陳澄波と台湾近代美術」での発表および協議 
他機関負担 

144 山梨絵美子 フランス 25年2月26日～3月5日 2016年東京国立博物館開催予定の黒田清輝展にかかるフランス19世紀絵画調査 他機関負担 

145 吉田直人 中国 25年1月14日～1月20日 敦煌壁画の保護に関する日中共同研究 
運営費交付

金 

146 六川真五 フランス 25年3月4日～3月8日 在外日本古美術品保存修復協力事業にかかる絵画調査の確認 
運営費交付

金 

 

【奈良文化財研究所】延べ189人  
 氏名 用務先 期間 用務 備考 

1 高妻 洋成 フランス共和国 4月15日～4月20日 Advanced Electromatic Symposium 2012に出席 運営費交付金  

2 丹羽 崇史 中華人民共和国 4月19日～4月26日 湖北省における失蝋法関連遺物の資料調査 科研費 

3 佐藤 由似 カンボジア王国 4月19日～8月21日 アンコール文化遺産保護に関する研究協力 運営費交付金  

4 加藤 真二 中華人民共和国 4月23日～4月25日 秋期特別展の打ち合わせ 展示費 

5 庄田 慎矢 大韓民国 4月27日～5月3日 
科学研究費に関わる調査・由良大和古代文化研究協会補助金による調

査 
科研費・補助金 

6 石村 智 カンボジア王国 5月12日～5月16日 カンボジア西トップ遺跡の調査研究 運営費交付金  

7 松井 章 
ラオス人民民主

共和国 
5月18日～5月28日 ラオスにおける家畜、野禽の調査 科研費 

8 石田 由紀子 中華人民共和国 5月21日～5月27日 第一次大極殿院復元に関する瓦及び鴟尾の類例調査 運営費交付金  

9 川畑 純 中華人民共和国 5月21日～5月27日 第一次大極殿院復元に関する瓦及び鴟尾の類例調査 運営費交付金  

10 今井 晃樹 中華人民共和国 5月21日～5月27日 第一次大極殿院復元に関する瓦及び鴟尾の類例調査 運営費交付金  

11 石村 智 カンボジア王国 6月1日～6月13日 
カンボジア・西トップ遺跡の調査研究とアンコール遺跡群国際調整委

員会技術委員会出席 
運営費交付金  

12 石橋 茂登 カンボジア王国 6月2日～6月10日 西トップ遺跡の調査修復 運営費交付金  

13 金田 明大 中華人民共和国 6月5日～6月8日 GPR2012における研究発表及び参加、復興支援技術の活用打ち合わせ 運営費交付金  

14 森本 晋 カンボジア王国 6月5日～6月10日 アプサラ機構における調査・修復情報の共有に関する実態調査 運営費交付金  

15 小澤 毅 大韓民国 6月10日～6月14日 国際学術シンポジウム参加 先方負担 

16 箱崎 和久 大韓民国 6月10日～6月14日 国際学術シンポジウム参加 先方負担 

17 杉山 洋 カンボジア王国 6月10日～6月15日 西トップ遺跡の調査修復 運営費交付金  

18 脇谷 草一郎 カンボジア王国 6月11日～6月15日 アンコール文化遺産保護に関する研究協力 運営費交付金  

19 高妻 洋成 カンボジア王国 6月11日～6月15日 アンコール文化遺産保護に関する研究協力 運営費交付金  

20 田村 朋美 カンボジア王国 6月11日～6月15日 アンコール文化遺産保護に関する研究協力 運営費交付金  

21 庄田 慎矢 中華人民共和国 6月16日～6月21日 

韓国学中央研究院韓国文化深層研究共同研究課題「青銅器・鉄器時代

東北亜諸地域における複合社会の形成」と関連した研究打ち合わせ及

び調査のため 

科研費・先方負担 

22 松井 章 
ベトナム社会主

義共和国 
6月18日～6月23日 基盤研究Aによる少数民族調査 

運営費交付金         

科研費 

23 田代 亜紀子 ロシア連邦 6月22日～7月7日 第36回 世界遺産委員会出席 運営費交付金  

24 青木 達司 ロシア連邦 6月22日～7月9日 第36回 世界遺産委員会出席 運営費交付金  

25 松井 章 カンボジア王国 6月23日～6月24日 西トップ遺跡修復事業視察 
運営費交付金         

科研費 

26 井上 直夫 中華人民共和国 6月24日～6月29日 飛鳥資料館秋期特別展60周年記念展借用遺物撮影のため 運営費交付金  

27 成田 聖 中華人民共和国 6月24日～6月29日 飛鳥資料館秋期特別展60周年記念展借用遺物撮影及び状態確認 運営費交付金  

28 諫早 直人 中華人民共和国 6月24日～6月29日 飛鳥資料館秋期特別展60周年記念展借用遺物撮影及び状態確認 運営費交付金  

29 加藤 真二 中華人民共和国 6月25日～6月30日 遼寧省文物考古研究所との共同研究 運営費交付金  
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 氏名 用務先 期間 用務 備考 

30 栗山 雅夫 中華人民共和国 6月25日～6月30日 遼寧省文物考古研究所との共同研究 運営費交付金  

31 小池 伸彦 中華人民共和国 6月25日～6月30日 遼寧省文物考古研究所との共同研究 運営費交付金  

32 石村 智 
ミクロネシア連

邦 
6月30日～7月6日 ミクロネシア連邦ポンペイ州における戦争遺跡の調査 科研費 

33 加藤 真二 ロシア連邦 7月4日～7月15日 アジア旧石器協会シンポジウムへの出席、研究発表 科研費・先方負担 

34 小野 健吉 イタリア共和国 7月5日～7月16日 イタリア庭園の立地・構成・意匠に関する現地調査 京都大学 

35 中島 咲紀 中華人民共和国 7月6日～7月13日 第一次大極殿院の類例調査 運営費交付金  

36 鈴木 智大 中華人民共和国 7月6日～7月13日 第一次大極殿院の類例調査 運営費交付金  

37 高橋 知奈津 中華人民共和国 7月6日～7月13日 第一次大極殿院の類例調査 運営費交付金  

38 深澤 芳樹 大韓民国 7月14日～7月17日 大韓民国高麗大学所蔵寛倉里遺跡出土土器の調査 奈良女子大学経費 

39 諫早 直人 大韓民国 7月14日～7月21日 
松下幸之助記念財団研究助成「古墳・三国時代の金工品生産と身分表

象」に関わる調査・研究のため 
科研費 

40 杉山 洋 カンボジア王国 7月14日～7月22日 カンボジア西トップ遺跡の調査研究 運営費交付金  

41 海野 聡 大韓民国 7月16日～7月21日 第一次大極殿院の類例調査 運営費交付金  

42 高橋 知奈津 大韓民国 7月16日～7月21日 第一次大極殿院の類例調査 運営費交付金  

43 小田 裕樹 中華人民共和国 7月16日～7月23日 隋唐長安城周辺の墳墓関連遺跡の踏査・資料見学 科研費 

44 箱崎 和久 大韓民国 7月17日～7月21日 第一次大極殿院の類例調査 運営費交付金  

45 丹羽 崇史 中華人民共和国 7月19日～7月28日 
平成２４年度飛鳥資料館秋期特別展の展示遺物の写真撮影・事前資料

調査 
運営費交付金  

46 井上 直夫 中華人民共和国 7月19日～7月28日 
平成２４年度飛鳥資料館秋期特別展の展示遺物の写真撮影・事前資料

調査 
運営費交付金  

47 栗山 雅夫 中華人民共和国 7月19日～7月28日 
平成２４年度飛鳥資料館秋期特別展の展示遺物の写真撮影・事前資料

調査 
運営費交付金  

48 木村 理恵 中華人民共和国 7月19日～7月28日 
平成２４年度飛鳥資料館秋期特別展の展示遺物の写真撮影・事前資料

調査 
運営費交付金  

49 井上 幸 中華人民共和国 7月21日～7月27日 第六届中国文字学会国際学術検討会に出席 科研費 

50 松井 章 アメリカ合衆国 7月28日～8月7日 北米北西海岸先住民の動物利用文化の調査 京大経費 

51 脇谷 草一郎 
ベトナム社会主

義共和国 
8月6日～8月9日 タンロン皇城遺跡保存に係る現地調査に参加 東文研 

52 杉山 洋 中華人民共和国 8月6日～8月9日 河南省文物考古研究所60周年記念式典への参加 
運営費交付金・先方負

担  

53 丹羽 崇史 中華人民共和国 8月6日～8月11日 河南省文物考古研究所60周年記念式典への参加 運営費交付金  

54 松村 恵司 中華人民共和国 8月6日～8月11日 河南省文物考古研究所60周年記念式典への参加 運営費交付金  

55 玉田 芳英 中華人民共和国 8月6日～8月11日 河南省文物考古研究所60周年記念式典への参加 運営費交付金  

56 杉山 洋 カンボジア王国 8月10日～8月17日 ウドン・ロンヴェック遺跡における拠点交流事業 運営費交付金  

57 石村 智 カンボジア王国 8月11日～8月20日 
カンボジア・ウドン遺跡及びロンヴェック遺跡等の保存に関する拠点

交流事業調査 
運営費交付金  

58 田代 亜紀子 カンボジア王国 8月12日～8月20日 
カンボジア・ウドン遺跡及びロンヴェック遺跡等の保存に関する拠点

交流事業調査 
運営費交付金  

59 石田 由紀子 大韓民国 8月15日～8月21日 第一次大極殿院復元に関する瓦磚の類例調査 運営費交付金  

60 中川 二美 大韓民国 8月15日～8月21日 第一次大極殿院復元に関する瓦磚の類例調査 運営費交付金  

61 小澤 毅 大韓民国 8月15日～8月21日 第一次大極殿院復元に関する瓦磚の類例調査 運営費交付金  

62 清野 孝之 大韓民国 8月15日～8月21日 第一次大極殿院復元に関する瓦磚の類例調査 運営費交付金  

63 小田 裕樹 大韓民国 8月16日～8月24日 日韓共同研究に基づく扶余地域出土土器の調査 運営費交付金  

64 松井 章 
ベトナム社会主

義共和国 
8月17日～8月23日 少数民族の民族考古学調査 科研費 

65 加藤 真二 中華人民共和国 8月18日～9月1日 科研費による河北省文物研究所所蔵石器群の調査 科研費 

66 鈴木 智大 中華人民共和国 8月19日～8月26日 第一次大極殿院の類例調査 運営費交付金  

67 海野 聡 中華人民共和国 8月19日～8月26日 第一次大極殿院の類例調査 運営費交付金  

68 箱崎 和久 中華人民共和国 8月19日～8月26日 第一次大極殿院の類例調査 運営費交付金  

69 中島 咲紀 中華人民共和国 8月19日～8月26日 第一次大極殿院の類例調査 運営費交付金  

70 丹羽 崇史 中華人民共和国 8月30日～9月3日 
International Forum on Ancient Bronze Smelting and Casting 

Industries in East Asia への参加・発表 
科研費 

71 石村 智 
ミクロネシア連

邦 
9月2日～9月7日 

ミクロネシア連邦ナン・マドール遺跡保護に資する能力強化ワークシ

ョップ、ミクロネシア水中文化遺産の調査 
国際交流基金・科研費 

72 高妻 洋成 イタリア共和国 9月2日～9月8日 平成24年度日伊文化財協力事業に係るワークショップ 文化庁 

73 田代 亜紀子 
インドネシア共

和国 
9月2日～9月14日 

科研「西スマトラ州パダン歴史地区における文化遺産復興に関する総

合的研究」調査 
科研費 

74 森先 一貴 大韓民国 9月3日～11月2日 国立慶州文化財研究所との発掘調査交流への参加 
運営費交付金・先方負

担  

75 森本 晋 

キルギス共和

国・カザフスタ

ン共和国 

9月4日～9月26日 
キルギスでの拠点交流事業、カザフスタンでの探査ワークショップに

出席 
東文研 
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76 馬場 基 スエーデン王国 9月5日～9月11日 木簡調査 科研費 

77 杉山 洋 カンボジア王国 9月7日～9月8日 西トップ遺跡の調査研究  東文研 

78 箱崎 和久 
ベトナム社会主

義共和国 
9月7日～9月13日 

ベトナム国ティエンザン省カイベーの集落調査及びドンナイ省フー

ホイ村、クアンナム省オイアン集落整備活用状況の視察 
昭和女子大学 

79 林 良彦 
ベトナム社会主

義共和国 
9月7日～9月13日 

ベトナム国ティエンザン省カイベーの集落調査及びドンナイ省フー

ホイ村、クアンナム省オイアン集落整備活用状況の視察 
昭和女子大学 

80 佐藤 由似 
ベトナム社会主

義共和国 
9月9日～9月13日 タンロン皇城遺跡保存協力事業ワークショップ 東文研 

81 石村 智 
ベトナム社会主

義共和国 
9月9日～9月13日 タンロン皇城遺跡保存支援国際協力 東文研 

82 清野 孝之 
ベトナム社会主

義共和国 
9月9日～9月13日 タンロン考古ワークショップ ユネスコ 

83 杉山 洋 
ベトナム社会主

義共和国 
9月9日～9月13日 タンロン皇城の調査と保存 東文研 

84 諫早 直人 大韓民国 9月9日～9月15日 
日韓共同研究「日本列島における金工品生産と新羅」に基づく調査研

究 
運営費交付金  

85 佐藤 由似 
アイルランド共

和国 
9月15日～9月24日 第１４回東南アジア考古学ヨーロッパ学国際会議における報告 運営費交付金  

86 大林 潤 大韓民国 9月18日～9月21日 国際シンポジウム『古代庭園と寺刹』発表参加 先方負担 

87 金田 明大 
カザフスタン共

和国 
9月18日～9月26日 UNESCO国際ワークショップ講師 先方負担 

88 脇谷 草一郎 アメリカ合衆国 9月22日～9月28日 アメリカ合衆国コロンビア大学との共同研究・研究交流 運営費交付金  

89 青木 達司 アメリカ合衆国 9月22日～9月29日 アメリカ合衆国コロンビア大学との共同研究・研究交流 運営費交付金  

90 平澤 毅 アメリカ合衆国 9月22日～9月29日 アメリカ合衆国コロンビア大学との共同研究・研究交流 運営費交付金  

91 佐藤 由似 カンボジア王国 10月2日～11月8日 アンコール文化遺産保護に関する研究協力 運営費交付金  

92 成田 聖 大韓民国 10月8日～10月13日 平成24年度飛鳥資料館秋期特別展の展示品の借用 運営費交付金  

93 諫早 直人 大韓民国 10月8日～10月13日 平成24年度飛鳥資料館秋期特別展の展示品の借用 運営費交付金  

94 松井 章 ロシア連邦 10月23日～10月27日 ロシアのイヌ、オオカミの頭骨の形態的計測 科研費 

95 児島 大輔 中華人民共和国 10月23日～10月31日 第一次大極殿院の類例調査 運営費交付金  

96 海野 聡 中華人民共和国 10月23日～10月31日 第一次大極殿院の類例調査 運営費交付金  

97 中島 咲紀 中華人民共和国 10月23日～10月31日 第一次大極殿院の類例調査 運営費交付金  

98 庄田 慎矢 中華人民共和国 10月23日～10月31日 第一次大極殿院の類例調査 運営費交付金  

99 黒坂 貴裕 中華人民共和国 10月23日～12月31日 第一次大極殿院の類例調査 運営費交付金 

100 鈴木 智大 中華人民共和国 11月1日～11月4日 中国遼寧省の子建築の建築史的調査及び資料収集 科研費 

101 杉山 洋 カンボジア王国 11月3日～11月5日 西トップ遺跡の調査研究  運営交付金 

102 箱崎 和久 大韓民国 11月6日～11月10日 
韓国国立文化財研究所主催、韓中日建築文化遺産保存国際学術会議へ

の出席 

運営費交付金・先方負

担  

103 林 良彦 大韓民国 11月6日～11月10日 
韓国国立文化財研究所主催、韓中日建築文化遺産保存国際学術会議へ

の出席 

運営費交付金・先方負

担  

104 黒坂 貴裕 大韓民国 11月7日～11月10日 
韓国国立文化財研究所主催、韓中日建築文化遺産保存国際学術会議へ

の出席 

運営費交付金・先方負

担  

105 鈴木 智大 中華人民共和国 11月7日～11月12日 中国大工道具の調査 先方負担 

106 青木 敬 
ベトナム社会主

義共和国 
11月7日～11月13日 東アジア都城の比較研究のための調査 運営費交付金 

107 今井 晃樹 
ベトナム社会主

義共和国 
11月7日～11月13日 東アジア都城の比較研究のための調査 運営費交付金 

108 栗山 雅夫 
ベトナム社会主

義共和国 
11月7日～11月13日 東アジア都城の比較研究のための調査 運営費交付金 

109 庄田 慎矢 大韓民国 11月15日～11月18日 

韓国学中央研究院韓国文化深層研究共同研究課題「青銅器・鉄器時代

東北亜諸地域における複合社会の形成」と関連した研究打ち合わせ・

日韓共同研究「古代文化の形成と発展過程に関する共同研究｝と関連

した調査 

先方負担・運営費交付

金 

110 石橋 茂登 大韓民国 11月17日～11月18日 
日韓共同研究「古代文化の形成と発展過程に関する共同研究」に係る

資料調査 
運営交付金 

111 丹羽 崇史 アメリカ合衆国 11月17日～11月28日 
アメリカ合衆国東部における博物館・大学期間所蔵中国青銅器・失蝋

法関連資料の調査 
科研費 

112 佐藤 由似 カンボジア王国 11月19日～1月2日 

アンコール文化遺産保護に関する研究協力、文化庁委託業務「カンボ

ジア・ウドン遺跡及びロングヴェック遺跡等の保存に関する拠点交流

事業」 

運営交付金 

113 降幡 順子 大韓民国 11月22日～11月25日 「三国時代の国家の成長と物質文化」関連国際学術会議への出席 先方負担・科研費  

114 田代 亜紀子 イギリス 11月25日～11月29日 
科研「西スマトラ州パダン歴史地区における文化遺産復興に関する総

合的研究」調査 
科研費 

115 松井 章 タイ王国 11月26日～11月30日 アジア・大洋州畜産会議（AAP)出席 科研費 

116 石村 智 カンボジア王国 11月28日～12月8日 
カンボジア・ウドン遺跡及びロンヴェック遺跡等の保存に関する拠点

交流事業 
運営交付金 
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 氏名 用務先 期間 用務 備考 

117 庄田 慎矢 大韓民国 11月29日～11月30日 
慶州文化財研究所開催「慶州月城の保存整備政策研究学術大会」にお

ける研究発表と討議 
先方負担 

118 田代 亜紀子 オランダ 11月29日～12月9日 
科研「西スマトラ州パダン歴史地区における文化遺産復興に関する総

合的研究」調査 
科研費 

119 庄田 慎矢 モンゴル国  12月1日～12月5日 
基盤研究B『韓国出土古人骨の自然人類学的総合アプローチ』にかか

るモンゴル国立大学における資料調査及び研究打ち合わせ 
科研費 

120 森本 晋 カンボジア王国 12月3日～12月13日 アンコール国際調査委員会出席 運営費交付金 

121 森本 晋 
ドイツ連邦共和

国 
12月3日～12月13日 バーミヤン専門家会議出席 運営費交付金 

122 小澤 毅 台湾 12月8日～12月10日 中国出土文物に関する資料調査 京大経費 

123 松井 章 台湾 12月8日～12月10日 中央研究院歴史語言研究所訪問・研究打ち合わせ 京大経費 

124 田代 亜紀子 
ドイツ連邦共和

国 
12月9日～12月14日 

科研「西スマトラ州パダン歴史地区における文化遺産復興に関する総

合的研究」調査 
科研費 

125 渡邉 晃宏 大韓民国 12月10日～12月13日 大韓民国国立文化財研究所との共同研究による木簡などの調査 運営交付金・先方負担 

126 桑田 訓也 大韓民国 12月10日～12月13日 大韓民国国立文化財研究所との共同研究による木簡などの調査 運営交付金・先方負担 

127 成田 聖 大韓民国 12月10日～12月14日 平成24年度飛鳥資料館秋期特別展の展示品の借用 運営費交付金  

128 庄田 慎矢 大韓民国 12月10日～12月14日 

大韓民国国立文化財研究所、国立扶余博物館、国立慶州博物館、国立

慶州文化財研究所において、飛鳥資料館秋期特別展に関わる借用遺物

の返却 

運営交付金 

129 杉山 洋 カンボジア王国 12月10日～12月19日 カンボジア・西トップ遺跡の調査研究 運営交付金 

130 森先 一貴 ロシア連邦 12月17日～12月22日 
サハリン州立大学における新石器時代石器・土器の調査及び年代測定

資料サンプリング 
高梨学術奨励基金 

131 若杉 智宏 大韓民国 12月18日～12月21日 日韓共同研究に係る資料調査及び遺跡見学 運営交付金 

132 廣瀬 覚 大韓民国 12月18日～12月21日 日韓共同研究に係る資料調査及び遺跡見学 運営交付金 

133 青木 敬 大韓民国 12月18日～12月21日 日韓共同研究に係る資料調査及び遺跡見学 運営交付金 

134 井上 幸 中華人民共和国 12月22日～12月24日 資料収集 科研費 

135 田代 亜紀子 タイ王国 25年1月4日～1月8日 
科研「ヘリテージツーリズムによる地域の文化遺産マネジメントに関

する研究」調査復興に関する総合的研究」調査 
科研費 

136 田代 亜紀子 カンボジア王国 25年1月8日～1月14日 
科研「ヘリテージツーリズムによる地域の文化遺産マネジメントに関

する研究」調査復興に関する総合的研究」調査 
科研費 

137 佐藤 由似 カンボジア王国 25年1月8日～1月28日 アンコール文化遺産保護に関する研究協力 運営交付金 

138 杉山 洋 カンボジア王国 25年1月10日～1月15日 西トップ遺跡の調査研究  科研費 

139 庄田 慎矢 
ヨルダン国・ハ

シミテ王国 
25年1月10日～1月20日 第7回世界考古学会議での研究発表及び討議のため 科研費 

140 清野 孝之 ヨルダン国 25年1月10日～1月21日 第7回世界考古学会議への出席 運営交付金 

141 大林 潤 カンボジア王国 25年1月11日～1月5日 西トップ遺跡修復事業 建造物調査 運営交付金 

142 林 良彦 カンボジア王国 25年1月11日～1月5日 西トップ遺跡修復事業 建造物調査 運営交付金 

143 石村 智 ヨルダン国 25年1月11日～1月20日 第7回世界考古学会議への出席 科研費 

144 加藤 真二 フランス共和国 25年1月20日～1月27日 科学研究費による中国細石刃文化の基礎的研究のための調査 科研費 

145 田代 亜紀子 
ベトナム社会主

義共和国 
25年1月20日～1月23日 京都大学生存圏ミッション研究協議及び講義 先方負担（京都大学） 

146 高妻 洋成 
ベトナム社会主

義共和国 
25年1月20日～1月23日 京都大学生存圏ミッション研究協議及び講義 先方負担（京都大学） 

147 森先 一貴 ロシア連邦 25年1月21日～1月28日 ロシア極東ザリフニィムィス遺跡の資料調査 科研費 

148 田村 朋美 カンボジア王国 25年1月22日～1月29日 拠点交流事業講義・調査 運営交付金 

149 杉山 洋 
ベトナム社会主

義共和国 
25年1月22日～1月24日 タンロン遺跡における考古学ワークショップの開催 東文研 

150 石村 智 
ベトナム社会主

義共和国 
25年1月22日～1月25日 

ユネスコ日本信託基金によるベトナム・タンロン皇城遺跡保存にかか

るワークショップ 
東文研 

151 脇谷 草一郎 カンボジア王国 25年1月22日～1月26日 アンコール文化遺産保護に関する研究協力 運営交付金 

152 井上 直夫 カンボジア王国 25年1月22日～1月26日 アンコール文化遺産保護に関する研究協力 運営交付金 

153 清野 孝之 
ベトナム社会主

義共和国 
25年1月22日～1月27日 

ユネスコ日本信託基金によるベトナム・タンロン皇城遺跡保存にかか

るワークショップ 
東文研 

154 杉山 洋 カンボジア王国 25年1月25日～1月30日 ウドン・ロンヴェック遺跡の調査研究 運営交付金 

155 降幡 順子 
ミャンマー連邦

共和国 
25年1月26日～2月1日 

受託 平成24年度文化遺産保護国際貢献事業(専門家交流）「ミャン

マーの文化遺産保護に関する技術的調査」 
受託 

156 高妻 洋成 
ミャンマー連邦

共和国 
25年1月26日～2月1日 

受託 平成24年度文化遺産保護国際貢献事業（専門家交流）「ミャン

マーの文化遺産保護に関する技術的調査」 
受託 

157 小野 健吉 
スリランカ民主

社会主義共和国 
25年1月26日～2月2日 スリランカの庭園遺跡・文化遺産の現地調査 運営交付金 

158 難波 洋三 
ミャンマー連邦

共和国 
25年1月26日～2月3日 

受託 平成24年度文化遺産保護国際貢献事業(専門家交流）「ミャン

マーの文化遺産保護に関する技術的調査」 
受託 

159 庄田 慎矢 
ミャンマー連邦

共和国 
25年1月26日～2月3日 

受託 平成24年度文化遺産保護国際貢献事業(専門家交流）「ミャン

マーの文化遺産保護に関する技術的調査」 
受託 
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160 青木 敬 
ミャンマー連邦

共和国 
25年1月26日～2月3日 

受託 平成24年度文化遺産保護国際貢献事業(専門家交流）「ミャン

マーの文化遺産保護に関する技術的調査」 
受託 

161 森本 晋 
ミャンマー連邦

共和国 
25年1月26日～2月3日 

受託 平成24年度文化遺産保護国際貢献事業(専門家交流）「ミャン

マーの文化遺産保護に関する技術的調査」 
受託 

162 石村 智 
ミャンマー連邦

共和国 
25年1月26日～2月3日 

受託 平成24年度文化遺産保護国際貢献事業（専門家交流）「ミャン

マーの文化遺産保護に関する技術的調査」 
受託 

163 佐藤 由似 インド共和国 25年1月29日～2月3日 現地ワークショップと関連調査 運営交付金 

164 田代 亜紀子 インド共和国 25年1月29日～2月4日 海のシルクロードに関する観光研究調査 運営交付金 

165 田村 朋美 インド共和国 25年1月29日～2月4日 拠点交流事業講義・調査 運営交付金 

166 箱崎 和久 大韓民国 25年1月31日～2月2日 
東国大学主催シンポジウム：東アジア三大古代都市仏教文化「仏教と

建築」への出席 
先方負担 

167 佐藤 由似 カンボジア王国 25年2月4日～3月16日 アンコール文化遺産保護に関する研究協力 運営交付金 

168 杉山 洋 カンボジア王国 25年2月8日～2月16日 西トップ遺跡の調査修復 助成金 

169 石村 智 
ミクロネシア連

邦 
25年2月10日～2月18日 

ナン･マドール遺跡のドキュメンテーション作成にかかる水中地形調

査 
東文研 

170 加藤 真二 中華人民共和国 25年2月20日～2月26日 科学研究費による中国細石刃文化の基礎的研究のための調査 科研費 

171 庄田 慎矢 大韓民国 25年2月21日～2月26日 
日韓共同研究「三国時代の木器に関する総合的研究」に関する調査及

び研究打ち合わせ 
運営交付金 

172 石橋 茂登 大韓民国 25年2月23日～2月24日 
日韓共同研究「三国時代の木器に関する総合的研究」に関する調査及

び研究打ち合わせ 
運営交付金 

173 杉山 洋 カンボジア王国 25年2月24日～2月27日 クメール帝国の空間構造と地方拠点都市に関する研究 科研費 

174 加藤 真二 香港 25年2月27日～3月2日 科学研究費による中国細石刃文化の基礎的研究のための調査 科研費 

175 石村 智 
台湾・パラオ共

和国 
25年2月27日～3月7日 台湾・パラオにおける日本統治時代遺構の調査 科研費 

176 今井 晃樹 中華人民共和国 25年3月11日～3月15日 
中国社会科学院考古研究所との共同調査についての打ち合わせ及び

発掘調査智の現地視察 
運営費交付金 

177 杉山 洋 カンボジア王国 25年3月11日～3月17日 クメール帝国の空間構造と地方拠点都市に関する研究 科研費 

178 松井 章 中華人民共和国 25年3月15日～3月22日 出土動物遺存体の調査 科研費 

179 小野 健吉 イタリア共和国 25年3月16日～3月24日 イタリアの文化遺産及び庭園の立地・構成・意匠に関する現地調査 京都大学 

180 小池 伸彦 中華人民共和国 25年3月17日～3月21日 
遼寧省文物考古研究所との国際共同研究「遼西地域における都城の研

究」（平成25年度共同研究計画の協議、土製品・石材等保存方法の検

討） 

運営費交付金 

181 清野 孝之 中華人民共和国 25年3月17日～3月21日 
遼寧省文物考古研究所との国際共同研究「遼西地域における都城の研

究」（平成25年度共同研究計画の協議、土製品・石材等保存方法の検

討） 

運営費交付金 

182 栗山 雅夫 中華人民共和国 25年3月17日～3月21日 
遼寧省文物考古研究所との国際共同研究「遼西地域における都城の研

究」（平成25年度共同研究計画の協議、土製品・石材等保存方法の検

討） 

運営費交付金 

183 高妻 洋成 中華人民共和国 25年3月17日～3月21日 
遼寧省文物考古研究所との国際共同研究「遼西地域における都城の研

究」（平成25年度共同研究計画の協議、土製品・石材等保存方法の検

討） 

運営費交付金 

184 降幡 順子 ロシア連邦 25年3月17日～3月21日 渤海地域出土三彩陶器の実見及び分析試料サンプリング 運営費交付金 

185 庄田 慎矢 ロシア連邦 25年3月17日～3月21日 渤海地域出土三彩陶器の実見及び分析試料サンプリング 運営費交付金 

186 難波 洋三 
アメリカ合衆

国・カナダ 
25年3月18日～3月26日 アメリカ・カナダにおける唐三彩ならびに関連資料の調査 運営費交付金 

187 青木 敬 
アメリカ合衆

国・カナダ 
25年3月18日～3月26日 アメリカ・カナダにおける唐三彩ならびに関連資料の調査 運営費交付金 

188 森川 実 
アメリカ合衆

国・カナダ 
25年3月18日～3月26日 アメリカ・カナダにおける唐三彩ならびに関連資料の調査 運営費交付金 

189 玉田 芳英 
アメリカ合衆

国・カナダ 
25年3月18日～3月26日 アメリカ・カナダにおける唐三彩ならびに関連資料の調査 運営費交付金 

190 杉山 洋 カンボジア王国 25年3月25日～3月29日 西トップ遺跡の調査研究  助成金 

 

【アジア太平洋無形文化遺産研究センター】延べ10人  
 氏名 用務先 期間 用務 備考 

1 大貫美佐子 タイ（バンコク） 4月24日～28日 ユネスコ主催C2センター情報共有会議出席 文化庁受託経費 

2 大貫美佐子 
フランス（パリ）、

イギリス（ロンドン） 

6月1日～8日 フランス世界文化機関での打合せ及び会議出席、ユネスコ本部での

第4回無形文化条約締結国総会に出席及びロンドン大学東洋アフリ

カ研究学院(SOAS)での論文検索と収集 

文化庁受託経費 

3 大貫美佐子 
タイ（バンコク、ラ

ンプーン） 

7月30日～8月3日 シリントーン人類学センターとのMOU締結及び今度の協力について

の打ち合わせ 

文化庁受託経費 

4 児玉茂昭 パプアニューギニア 
9月10日～20日 パプアニューギニア独立国における無形文化遺産の現状について

の研究調査 

文部科学省受託経費 

5 大貫美佐子 フランス（パリ） 
10月20日～24日 ユネスコ主催政府間ワーキンググループ出席、文化庁委託事業によ

る国際専門家会合議長予定者と打合せ 

文化庁受託経費 

－ 172 －



氏名 用務先 期間 用務 備考 

6 大貫美佐子 
イギリス（ロンドン） 

フランス（パリ） 

12月3日～8日 ユネスコ無形遺産条約7COM出席、文化庁委託事業の外国人講師と打

合せ 

文化庁受託経費 

7 石部千沙 

オーストラリア（キ

ャンベラ、メルボル

ン） 

25年2月17日～25日 南太平洋地域の無形文化遺産研究調査の実態把握及び情報収集 文部科学省受託経費 

8 辻 修次 

マレーシア(クアラ

ルンプール) 

ベトナム(ハノイ) 

25年2月17日～26日 東南アジア地域の研究機関との連携及びベトナムにおける無形文

化遺産の現状調査 

文部科学省受託経費 

9 大貫美佐子 タイ(バンコク) 25年3月19日～23日 ユネスコバンコク事務所において、Tim Curtis氏との打合わせ会議 文化庁受託経費 

10 石部千沙 タイ(バンコク) 25年3月19日～23日 ユネスコバンコク事務所において、Tim Curtis氏との打合わせ会議 文化庁受託経費 
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c-② 調査研究テーマ一覧 
国立文化財機構合計 博物館計 東京国立博物館 京都国立博物館 奈良国立博物館 九州国立博物館 

155件 

105件 45件 20件 13件 27件 

文化財研究所計 東京文化財研究所 奈良文化財研究所 共同研究（東京・奈良文化財研究所） 

49件 23件 26件 0件 

アジア太平洋無形文化遺産研究センター 
   

1件 
   

 

【東京国立博物館】 計45件 
○有形文化財の収集・保存・管理・展示・教育活動等にかかる調査・研究 

 調査研究テーマ名 担当部課 事業責任者 (役職・名前) 

1 収蔵品・寄託品及び関連品に関する調査研究 学芸研究部 調査研究課長 田良島哲 

2 特別調査法隆寺献納宝物（第３４次)「聖徳太子絵伝」第８回 学芸研究部 調査研究課絵画・彫刻室長 田沢裕賀 

3 特別調査「書跡」第１０回 学芸研究部 調査研究課長 田良島哲 

4 特別調査「工芸」第４回 学芸研究部 調査研究課工芸室長 竹内奈美子 

5 特別調査「彫刻」第２回 学芸研究部 調査研究課東洋室長 浅見龍介 

6 特別調査「金地屏風の金箔地についての調査研究」―尾形光琳風神雷神屏風を中心に 学芸研究部 調査研究課絵画・彫刻室長 田沢裕賀 

7 油彩画の材料・技法に関する共同調査 学芸研究部 保存修復課長 神庭信幸 

8 名物裂を用いた表装裂の復元に関する共同研究 学芸研究部 保存修復課長 神庭信幸 

9 漆塗籠棺残片の保存に関する共同研究 学芸研究部 保存修復課長 神庭信幸 

10 板谷家を中心とした江戸幕府御用絵師に関する総合的研究（科学研究費補助金) 学芸研究部 調査研究課絵画・彫刻室長 田沢裕賀 

11 文化財保護の歴史に関する基礎的研究（科学研究費補助金） 学芸研究部 学芸企画部博物館情報課長 高橋裕次 

12 占領期の教育政策における国立博物館の役割に関する調査研究(科学研究費補助金) 学芸研究部 
学芸企画部博物館教育課教育講座室主任研究

員神辺知加 

13 宮廷工芸に関する物質文化的研究（科学研究費補助金） 学芸研究部 列品管理課 猪熊兼樹 

14 古筆切紙背の史料学的研究（科学研究費補助金） 学芸研究部 調査研究課長 田良島哲 

15 
家形埴輪の群構成と階層性からみた東アジアにおける古墳葬送儀礼に関する基礎的研究（学術研

究助成基金助成金） 
学芸研究部 列品管理課 古谷毅 

16 絵巻の＜伝来＞をめぐる総合的研究（科学研究費補助金） 学芸研究部 調査研究課 土屋貴裕 

17 近現代における古日本染織の移動とコレクション形成に関する基礎的研究（科学研究費補助金） 学芸研究部 調査研究課 小山弓弦葉 

18 狩野晴川院養信による寺社宝物摸本の基礎的研究（学術研究助成基金助成金） 学芸研究部 列品管理課 安藤香織 

19 創立150周年へ向けた館史編纂のための基礎的な資料整理と調査 学芸研究部 調査研究課長 田良島哲 

20 中世聖徳太子絵伝展開に関する調査研究（科学研究費補助金) 学芸研究部 企画課 沖松健次郎 

21 
寄贈品に見る草創期の博物館におけるコレクション形成と美術品の移動（学術研究助成基金助成

金） 
学芸研究部 列品管理課 三輪紫都香 

22 武家女性の衣生活に関する基礎的研究（学術研究助成基金助成金） 学芸研究部 列品管理課 佐々木佳美 

23 縄文時代における浅鉢形土器の研究（学術研究助成基金助成金） 学芸研究部 調査研究課 井出浩正 

24 
刀装具－派後藤家の鑑定 極帳（鑑定控）の整理に基づく鑑定の様相と価値付けの考察（科学研

究費補助金・学術研究助成基金助成金) 
学芸研究部 列品管理課 酒井元樹 

25 視覚表現とコレクションの形成に見る縄文土器の美術的受容に関する研究（科学研究費補助金） 学芸研究部 列品管理課 鈴木希帆 

26 諸先学の作品調書・画像資料類の保存と活用のための研究・開発（科学研究費補助金） 学芸研究部 

学芸企画部博物館教育課情報資料室長 勝木

源一郎 

調査研究課 土屋貴裕 

27 
絵巻に描かれた「場」と「もの」に見る中世日本の重層的世界観に関する研究（科学研究費補助

金） 
学芸研究部 調査研究課 土屋貴裕 

28 描いた女性たちに関する研究－桃山時代から明治・大正期まで（科学研究費補助金） 学芸研究部 調査研究課絵画・彫刻室長 田沢裕賀 

29 日本とドイツの美術解剖学教育の発展と展開（科学研究費補助金） 学芸研究部 企画課デザイン室長 木下史青 

30 館蔵の漢籍・洋書に関する基礎的研究 学芸研究部 学芸企画部博物館情報課長 高橋裕次 

31 東洋民族資料に関する調査研究 学芸研究部 保存修復課 川村佳男 

32 東アジアの書道史における料紙と書風に関する総合的研究（科学研究費補助金） 学芸研究部 
副館長 島谷弘幸 

調査研究課 恵美千鶴子 

33 中国書画の表装に関する基礎的研究（科学研究費補助金） 学芸研究部 列品管理課長 富田淳 

34 光学的調査に基づく高雄曼荼羅の発展的研究（科学研究費補助金） 学芸研究部 
学芸企画部長 松本伸之 

博物館教育課教育講座室長 丸山士郎 

35 仁寿舎利塔の信仰と荘厳に関する総合的調査研究(科学研究費補助金） 学芸研究部 
学芸企画部長 松本伸之 

保存修復課 和田浩 

36 南宋絵画史における仏画の位相―都と地域、中国と周縁― 学芸研究部 調査研究課 塚本麿充 

37 東アジアにおける木彫像の樹種と用材観に関する調査研究（科学研究費補助金） 学芸研究部 

調査研究課東洋室長 浅見龍介 

博物館教育課教育講座室長 丸山士郎 

保存修復課 和田浩 

38 唐宋時代の越州窯青磁、碗類の器形の変遷について（茶道文化学術助成金） 学芸研究部 保存修復課 三笠景子 

39 博物館の環境保存に関する研究 学芸研究部 保存修復課長 神庭信幸 

40 
博物館における文化遺産の保全と持続的公開を目指した包括的保存システムの研究(科学研究費

補助金） 
学芸研究部 保存修復課長 神庭信幸 

41 博物館環境デザインに関する調査研究 学芸企画部 企画課デザイン室長 木下史青 

42 博物館美術教育に関する調査研究 学芸企画部 博物館教育課長 今井敦 

43 博物館資料・業務の情報処理に関する調査研究 学芸企画部 博物館情報課情報管理室長 村田良二 

44 凸版印刷と協同で、ミュージアム・シアターでの公開に向けた研究 学芸企画部 
企画課長 井上洋一 

学芸研究部調査研究課長 田良島哲 

45 文化財管理における美術品用語辞典の作成（科学研究費補助金） 学芸企画部 博物館情報課情報管理室長 村田良二 
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【京都国立博物館】 計20件 
○有形文化財の収集・保存・管理・展示・教育活動等にかかる調査・研究 
 調査研究テーマ名 担当部課 事業責任者 (役職・名前) 

1 訓点資料としての典籍に関する調査研究 学芸部 上席研究員 赤尾栄慶 

2 彫刻に関する調査研究 学芸部 主任研究員 淺湫 毅 

3 出土・伝世古陶磁に関する調査研究 学芸部 工芸室長 尾野善裕 

4 特別展覧会「古事記1300年 出雲大社大遷宮 大出雲展」に関する調査 学芸部 保存修理指導室長 淺湫 毅 

5 特別展覧会「宸翰 天皇の書-御手が織りなす至高の美-」に関する調査研究 学芸部 企画室研究員 羽田 聡 

6 特別展観「国宝十二天像と密教法会の世界」に関する調査研究 学芸部 保存修理指導室研究員 大原嘉豊 

7 特集陳列「成立800年記念 方丈記」に関する調査研究 学芸部 上席研究員 赤尾栄慶 

8 特別展覧会「狩野山楽･山雪」に関する調査研究 学芸部 連携協力室長 山下善也 

9 特別展覧会「魅惑の清朝陶磁」に関する調査 学芸部 工芸室長 尾野善裕 

10 
特別展示「【時空を超えた運命の出会い】古代青銅鏡とフェラーリＦ１美の競演」に関する調査

研究 
学芸部 学芸部長 村上 隆 

11 漆工芸に関する調査研究 学芸部 連携協力室主任研究員 永島明子 

12 近畿地区（特に京都）社寺文化財の調査研究 学芸部 企画室長 宮川禎一 

13 近世絵画に関する調査研究 学芸部 連携協力室長 山下 善也 

14 近畿旧家伝世文化財総合調査 学芸部 工芸室長 尾野善裕 

15 鎌倉仏教とその造形に関する調査研究 学芸部 上席研究員 赤尾栄慶 

16 修復文化財に関する資料収集及び調査研究 学芸部 保存修理指導室長 淺湫 毅 

17 文化財の保存・修復に関する調査研究 学芸部 学芸部長 村上 隆 

18 文化財の保存・修復に関する調査研究（立命館大学G-COE受託研究） 学芸部 学芸部長 村上 隆 

19 文化財情報に関する調査研究 学芸部 上席研究員 赤尾栄慶 

20 博物館教育に関する調査研究 学芸部 教育室長 山川暁 

 

【奈良国立博物館】  計13件 
○有形文化財の収集・保存・管理・展示・教育活動等にかかる調査・研究 
 調査研究テーマ名 担当部課 事業責任者 (役職・名前) 

1 
館蔵品・寄託品等の基礎的・総合的調査を進め、作品の適切な収集及び魅力的な展示に反映させ

る。 
学芸部 部長 西山 厚 

2 
歴史学・考古学・美術史学などの人文諸学の見地から館蔵品・寄託品等の調査研究を行い、その

成果を積極的に公表する。 
学芸部 部長 西山 厚 

3 
中国・韓国などアジア諸国の文化財に関する調査研究を積極的に進め、日本の文化財との比較検

討や相互理解に資する。 
学芸部 部長 西山 厚 

4 
日本とアジア諸国の文化交流に関する調査研究を進め、その成果を展示や公刊物等に反映させ

る。 
学芸部 部長 西山 厚 

5 
平成２５年度特別展「当麻寺展（仮称）」「遼寧省遼代仏教文化展（仮称）」、２６年度特別展

「内山永久寺展（仮称）」「百済展（仮称）」など、将来の特別展実施に向けた調査研究を行う。 
学芸部 部長 西山 厚 

6 

南都諸社寺等における文化財調査を積極的に実施して宗教文化に関する調査研究の成果を蓄積

し、毎年恒例の特別陳列「お水取り」「おん祭と春日信仰の美術」、２４年度御遠忌800年記念

特別展「解脱上人貞慶 －鎌倉仏教の本流－」、２４年度特別展「頼朝と重源―東大寺再興を支

えた鎌倉と奈良の絆―」、２４年度特別陳列「古事記の歩んできた道－古事記撰録1300年」、２

５年度特別展「当麻寺展（仮称）」等に反映させる。 

学芸部 部長 西山 厚 

7 
正倉院宝物や奈良の出土遺物・伝世品・伝統工芸・芸能など、当該地域に密着した文化財に関す

る調査研究を実施し、展覧会等に反映させる。 
学芸部 部長 西山 厚 

8 
東京文化財研究所と共同で行う天台高僧像（一乗寺蔵）、信貴山縁起絵巻（朝護孫子寺蔵）の調

査など、仏教美術の光学的調査研究を実施し、作品の材料・技術等の解明に寄与する。 
学芸部 部長 西山 厚 

9 
収蔵庫・展示室・ケース内部等における環境の、文化財に与える影響などに関する調査研究を持

続的に実施し、収蔵品の保存環境の向上を図る。 
学芸部 保存修理指導室長 谷口耕生 

10 
館蔵品・寄託品等の調査研究を文化財修理の観点から実施し、文化財の活用及び後世への継承に

資する。 
学芸部 保存修理指導室長 谷口耕生 

11 
館蔵品・寄託品等の調査研究を保存科学の観点から実施し、貴重な文化財の後世への継承に資す

る。 
学芸部 保存修理指導室長 谷口耕生 

12 
歴史、伝統文化の教育普及に資するための調査研究を行い、その成果を児童・生徒を対象として

行う「世界遺産学習」等に反映させる。 
学芸部 教育室長 岩井共二 

13 
文化財アーカイブズの形成に関する理論的・実践的研究を行い、その成果をデジタル画像の作

成・各種データベースの構築（収蔵品・画像・図書）・各種情報資源の公開推進に反映させる。 
学芸部 資料室長 宮崎幹子 

 

【九州国立博物館】  計27件 
○有形文化財の収集・保存・管理・展示・教育活動等にかかる調査・研究 
 調査研究テーマ名 担当部課 事業責任者 (役職・名前) 

1 
Ｘ線ＣＴスキャナによる青銅器・彫刻・漆工などの構造技法解析（科学研究補助金・学術研究助

成基金助成金） 
博物館科学課 博物館科学課長 今津節生 

2 
平成20年度特別展「工芸のいま 伝統と創造」に関連した九州・沖縄の伝統工芸作家への継続的

かつ発展的な調査研究 
学芸部 学芸部長 谷豊信 

3 日本中世の工芸、特に茶道具に関する調査研究 展示課 展示調整室研究員 遠藤啓介 

4 印籠に関する調査研究 企画課 文化交流展室主任研究員 川畑憲子 

5 対馬宗家文書に関する調査研究 博物館科学課 保存修復室長 藤田励夫 

6 中世大般若経の史料学構築に向けての基礎的研究（学術研究助成基金助成金） 博物館科学課 保存修復室長 藤田励夫 

7 中国南京博物院所蔵絵画、鎮江焦山碑刻博物館所蔵拓本に関する調査研究 企画課 特別展室主任研究員 畑靖紀 

8 ベトナムにおける16～17世紀の海外交易に関する調査研究 博物館科学課 保存修復室長 藤田励夫 

9 朝鮮半島、三国時代の考古・美術に関する調査研究 展示課 展示課長 赤司善彦 

10 九州における対外交流文化財の保存と活用に向けた研究基盤の創設（科学研究費補助金） 博物館科学課 博物館科学課長 今津節生 

11 
タイにおける異文化の受容と変容－13世紀から18世紀の対外交易品を中心として－（科学研究費

補助金・学術研究助成基金助成金） 
文化財課 資料管理室主任研究員 原田あゆみ 
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 調査研究テーマ名 担当部課 事業責任者 (役職・名前) 

12 日本とアジア諸国との文化交流に関する調査研究 企画課 企画課長 小泉惠英 

13 文化財の材質・構造等に関する共同研究 博物館科学課 博物館科学課長 今津節生 

14 博物館における文化財保存修復に関する研究 博物館科学課 保存修復室主任研究員 志賀智史 

15 博物館危機管理としての市民協同型IPMシステム構築に向けての基礎研究 学芸部 特任研究員 本田光子 

16 東アジアの文化財修復用手漉き和紙の調査研究（UNESCOとの共同） 博物館科学課 保存修復室長 藤田励夫 

17 デジタル計測技術を使用した文化財の予防保存に関する調査研究（学術研究助成基金助成金） 博物館科学課 博物館科学課長 今津節生 

18 
三次元データに基づく文化財研究と新展示手法の開発 ―興福寺 国宝阿修羅像を中心に―（科

学研究費補助金・学術研究助成基金助成金） 
博物館科学課 博物館科学課長 今津節生 

19 高精細大型スキャナによる日本刀の保存状態に関する調査研究 文化財課 アソシエイトフェロー 望月規史 

20 NHKと協同で高精細画像を活用したシアター4000での映像公開に向けた研究 展示課 展示課長 赤司善彦 

21 
特別展のテーマに則した、解説パネル、冊子、ワークショップ等、観覧者の理解促進のための教

育普及プログラムの調査研究 
企画課 企画課長 小泉惠英 

22 学校教育との連携を図りながら、学校貸出キット「きゅうぱっく」の研究・開発 交流課 教育普及室主任研究員 佐藤茂史 

23 
平成27年度に迎える開館10周年における一定程度のリニューアルを見据えた、現在の展示施設、

展示環境や展示方法の課題や展望についての検討 
展示課 展示課長 赤司善彦 

24 高等学校所蔵考古資料の調査研究 企画課 特別展室主任研究員 市元塁 

25 平山郁夫が関与した文化財保護活動に関する調査研究 文化財課 文化財課長 臺信祐爾 

26 ヨーロッパ美術にみる文化交流に関する調査研究 文化財課 文化財課長 臺信祐爾 

27 芦屋釜の制作と復元に関する調査研究 文化財課 アソシエイトフェロー 望月規史 

 

【東京文化財研究所】計23件 
○文化財に関する基礎的・体系的な調査・研究の推進（7件） 
 調査研究テーマ名 担当部課 事業責任者 (役職・名前) 

1 文化財の研究情報の公開・活用のための総合的研究 企画情報部 文化財アーカイブズ研究室長 津田徹英 

2 文化財の資料学的研究 企画情報部 文化形成研究室長 塩谷 純 

3 近現代美術に関する交流史的研究 企画情報部 近現代視覚芸術研究室長 山梨絵美子 

4 美術の表現・技法・材料に関する多角的研究 企画情報部 広領域研究室長 綿田 稔 

5 無形文化財の保存・活用に関する調査研究 無形文化遺産部 無形文化遺産部長 宮田繁幸 

6 無形民俗文化財の保存・活用に関する調査研究 無形文化遺産部 無形文化遺産部長 宮田繁幸 

7 無形文化遺産分野の国際研究交流事業 無形文化遺産部 無形文化遺産部長 宮田繁幸 

 
○文化財の研究に関する調査手法の研究・開発の推進（1件） 
 調査研究テーマ名 担当部課 事業責任者 (役職・名前) 

1 文化財デジタル画像形成に関する調査研究 企画情報部 文化財アーカイブズ研究室長 津田徹英 

 
○科学技術の活用等による文化財の保存科学や修復技術に関する中核的な支援拠点として、先端的調査研究等の推進（8件） 
 調査研究テーマ名 担当部課 事業責任者 (役職・名前) 

1 文化財のカビ被害予防と対策のシステム化についての研究 保存修復科学センター 保存修復科学センター長 石﨑武志 

2 文化財の保存環境の研究 保存修復科学センター 保存修復科学センター長 石﨑武志 

3 文化財の材質及び劣化調査法に関する研究 保存修復科学センター 保存修復科学センター長 石﨑武志  

4 周辺環境が文化財に及ぼす影響評価とその対策に関する研究 保存修復科学センター 修復材料研究室長 朽津信明 

5 文化財の防災計画に関する研究 保存修復科学センター 修復材料研究室長 朽津信明 

6 伝統的修復材料及び合成樹脂に関する調査研究 保存修復科学センター 伝統技術研究室長 北野信彦 

7 近代の文化遺産の保存修復に関する研究 保存修復科学センター 近代文化遺産研究室長 中山俊介 

8 
文化庁が行う高松塚古墳・キトラ古墳の壁画の調査及び保存・活用に関する技

術的協力 
保存修復科学センター 保存修復科学センター長 石﨑武志 

 
○保存・修復事業を実施するために必要な研究基盤の整備（1件） 
 調査研究テーマ名 担当部課 事業責任者 (役職・名前) 

1 文化財保護に関する国際情報の収集・研究・発信 文化遺産国際協力センター 保存計画研究室長 友田正彦 

 
○諸外国における文化財の保存・修復に関する技術移転の推進（5件） 
 調査研究テーマ名 担当部課 事業責任者 (役職・名前) 

1 中国壁画の保護に関する日中共同研究 保存修復科学センター 保存修復科学センター長 岡田 健 

2 東南アジア諸国文化遺産保存修復協力 文化遺産国際協力センター 保存計画研究室長 友田正彦 

3 西アジア諸国等文化遺産保存修復協力事業 文化遺産国際協力センター 地域環境研究室長 山内和也 

4 国際研修「紙の保存と修復」 文化遺産国際協力センター 文化遺産国際協力センター長 川野邊 渉 

5 在外日本古美術保存修復協力事業 文化遺産国際協力センター 文化遺産国際協力センター長 川野邊 渉 

 
○研修、専門家の派遣を通じた諸外国における人材育成、技術移転（1件） 
 調査研究テーマ名 担当部課 事業責任者 (役職・名前) 

1 諸外国の文化財保護に係る人材育成 文化遺産国際協力センター 保存計画研究室長 友田正彦 

 

【奈良文化財研究所】計26件 
○文化財に関する基礎的・体系的な調査・研究の推進（16件） 
 調査研究テーマ名 担当部課 事業責任者 (役職・名前) 

1 近畿を中心とする古寺社等所蔵の歴史資料等に関する調査研究 文化遺産部 歴史研究室長 吉川聡 

2 我が国の建造物及び伝統的建造物群に関する調査・研究 文化遺産部 建造物研究室長 林良彦 

3 我が国の記念物に関する調査・研究（遺跡等整備） 文化遺産部 文化遺産部長 小野健吉 

4 我が国の記念物に関する調査・研究（庭園及び国際研究交流） 文化遺産部 文化遺産部長 小野健吉 
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 調査研究テーマ名 担当部課 事業責任者 (役職・名前) 

5 平城宮跡東院の発掘調査   都城発掘調査部 平城地区 副所長 深澤芳樹 

6 古代官衙、集落遺跡等に関する研究集会の実施、報告書の刊行 都城発掘調査部 平城地区 副所長 深澤芳樹 

7 藤原宮跡の発掘調査 都城発掘調査部 飛鳥・藤原地区 都城発掘調査副部長 杉山洋 

8 飛鳥地域発掘調査(Ⅰ4(4)②と一体で実施) 都城発掘調査部 飛鳥・藤原地区 都城発掘調査副部長 杉山洋 

9 平城京跡出土遺物・遺構の調査研究等 都城発掘調査部 平城地区 副所長 深澤芳樹 

10 飛鳥・藤原京跡出土遺物・遺構に関する調査研究等 都城発掘調査部 飛鳥・藤原地区 都城発掘調査副部長 杉山洋 

11 東アジアにおける工芸技術及び飛鳥時代の建築遺物等の研究 飛鳥資料館 飛鳥資料館学芸室長 加藤真二 

12 
アジアにおける古代都城遺跡、生産遺跡、墓制及び陶磁器に関する中国、韓

国との共同研究及びカザフスタンへの研究協力 
都城発掘調査部 平城地区 副所長 深澤芳樹 

13 文化的景観及びその保存・活用に関する調査研究 文化遺産部 景観研究室長 平澤毅 

14 遺跡データベースの作成と公開 埋蔵文化財センター 遺跡・調査技術研究室長 小澤毅 

15 出土遺物の材質構造調査、鉄製品及び木製品の埋蔵環境調査 埋蔵文化財センター 保存修復科学研究室長 高妻洋成 

16 遺構の安定化方法を検討するための基礎データを収集 埋蔵文化財センター 保存修復科学研究室長 高妻洋成 

 
○文化財に関する新たな調査手法の研究・開発の推進（3件） 
 調査研究テーマ名 担当部課 事業責任者 (役職・名前) 

1 文化財の測量･探査等に関する研究 埋蔵文化財センター 遺跡・調査技術研究室長 小澤毅 

2 年輪年代学研究 埋蔵文化財センター 年代学研究室長 大河内隆之 

3 動植物遺存体による環境考古学的研究 埋蔵文化財センター 埋蔵文化財センター長 松井章 

 
○文化財の保存科学や修復技術に関する中心的な支援拠点として先端的調査研究等の推進（1件） 
 調査研究テーマ名 担当部課 事業責任者 (役職・名前) 

1 ミリ波イメージングにかかる基礎実験及び装置の改良等 埋蔵文化財センター 保存修復科学研究室長 高妻洋成 

 
○国・地方公共団体の要請に応じた保存措置等のために必要な実践的な調査・研究の実施（5件） 
 調査研究テーマ名 担当部課 事業責任者 (役職・名前) 

1 
文化庁が行う高松塚古墳・キトラ古墳の壁画の調査及び保存・活用に関する

技術的協力 
都城発掘調査部 飛鳥・藤原地区 都城発掘調査副部長 杉山洋 

2 
農林水産省が行う大和紀伊平野土地改良事業大和平野県営飛鳥工区２号幹線

の調査及び保存活用に関する技術的協力 
都城発掘調査部 飛鳥・藤原地区 都城発掘調査副部長 杉山洋 

3 
国土交通省が行う国営飛鳥歴史公園キトラ古墳周辺地区公園予定地内の体験

学習館の建設への協力 
飛鳥資料館 飛鳥資料館学芸室長 加藤真二 

4 国土交通省が行う平城宮跡展示館（仮称）の建設への協力 企画調整部 企画調整部長 難波洋三 

5 文化庁・国土交通省が行う平城宮跡の復原・整備への協力 都城発掘調査部 平城地区 副所長 深澤芳樹 

 
○諸外国における文化財の保存・修復に関する技術移転の推進（1件） 
 調査研究テーマ名 担当部課 事業責任者 (役職・名前) 

1 
カンボジア・アンコールワット遺跡群の西トップ寺院遺跡、ベトナム・タン

ロン皇城遺跡の建築史的、考古学的、保存科学的調査 
企画調整部 都城発掘調査副部長 杉山洋 

 

【東京文化財研究所と奈良文化財研究所との共同研究】計0件  

 

【アジア太平洋無形文化遺産研究センター】計1件 
○アジア太平洋地域における無形文化遺産保護に関する基礎的な調査・研究（1件） 
 調査研究テーマ名 担当部課 事業責任者 (役職・名前) 

1 アジア太平洋地域における無形文化遺産保護に関する基礎的な調査・研究の推進 アジア太平洋無形文化遺産研究センター 副所長 大貫美佐子 

 

 

（参考）受託研究一覧 
合計 東京文化財研究所 奈良文化財研究所 アジア太平洋無形文化遺産研究センター 

62件 17件 43件 2件 
 

【東京文化財研究所】計17件 
 調査研究テーマ名 担当部課 

1 水浸した日本画の修復方法に関する調査研究（受託） 保存修復科学センター 

2 絵金屏風の保存修理に関する調査研究（受託） 保存修復科学センター 

3 霧島神宮における彩色剥落止めの手法開発及び施工監理（受託） 保存修復科学センター 

4 国宝高松塚古墳壁画恒久保存対策に関する調査等業務（受託） 保存修復科学センター 

5 近代木製家具の修復技法及び材料に関する調査研究(受託) 保存修復科学センター 

6 特別史跡キトラ古墳保存対策等調査（受託） 保存修復科学センター 

7 文化遺産国際協力コンソーシアム事業（受託） 文化遺産国際協力センター 

8 第36回世界遺産委員会審議調査研究事業（受託） 文化遺産国際協力センター 

9 文化遺産国際協力拠点交流事業（ブータン）（受託） 文化遺産国際協力センター 

10 「タンロン・ハノイ文化遺産群の保存」ユネスコ日本信託基金事業（受託） 文化遺産国際協力センター 

11 文化遺産保護国際貢献事業（専門家交流）（ミャンマー）（受託） 文化遺産国際協力センター 

12 ユネスコ・日本文化遺産保存信託基金 シルクロード世界遺産登録に向けた支援事業（受託） 文化遺産国際協力センター 

13 ユネスコ・日本文化遺産保存信託基金 バーミヤン遺跡保存事業（受託） 文化遺産国際協力センター 

14 文化遺産国際協力拠点交流事業（アルメニ及びコーカサス諸国等）（受託） 文化遺産国際協力センター 

15 文化遺産国際協力拠点交流事業（キルギス及び中央アジア諸国等）（受託） 文化遺産国際協力センター 

－ 177 －

附属資料　：24年度自己点検評価報告書　統計表



   

 調査研究テーマ名 担当部課 

16 エジプト国大エジプト博物館保存修復センタープロジェクト（フェーズⅡ）に係る国内支援業務(受託) 文化遺産国際協力センター 

17 関西大学博物館所蔵登録有形文化財埼玉県熊谷市上中条出土人物埴輪頭部2点の復元修理(受託) 保存修復科学センター 

 

【奈良文化財研究所】計43件 
 調査研究テーマ名 担当部課 

1 海のシルクロードに関する観光研究（受託） 企画調整部 

2 平成24年度文化遺産保護国際貢献事業（専門家交流） ミャンマーの文化遺産保護に関する技術的調査（受託） 企画調整部 

3 文化遺産国際協力拠点交流事業 カンボジア・ウドン遺跡及びロンヴェック遺跡等の保存に関する拠点交流事業（受託） 企画調整部 

4 平城宮跡展示館建設にかかる展示可能な出土品の一覧整理業務委託(受託) 企画調整部 

5 平成24年度土井ヶ浜遺跡出土品写真撮影業務(受託) 企画調整部 

6 高知県竹林寺客殿調査（受託） 文化遺産部 

7 兵庫県近代和風建築総合調査（受託） 文化遺産部 

8 比叡山延暦寺建築調査（受託） 文化遺産部 

9 平成24年度旧高梁尋常高等小学校本館建造物調査（受託） 文化遺産部 

10 平成24年度平出地区伝統的建造物群保存対策調査（受託） 文化遺産部 

11 長谷川家建造物・屋敷内現況調査業務委託（受託） 文化遺産部 

12 京都岡崎の文化的景観保存計画策定調査(受託) 文化遺産部 

13 相川地区文化的景観 景観変遷・景観構造調査 業務委託(受託) 文化遺産部 

14 平成24年度長良川流域の文化的景観における伝統的家屋等総合調査業務委託(受託) 文化遺産部 

15 薬師寺休ヶ岡八幡宮境内の発掘調査(受託) 都城発掘調査部 平城地区 

16 薬師寺食堂跡発掘調査（受託） 都城発掘調査部 平城地区 

17 第一次大極殿院建造物復原整備にかかる調査委託（受託） 都城発掘調査部 平城地区 

18 平城宮跡歴史公園朱雀大路緑地遺跡発掘調査(受託) 都城発掘調査部 平城地区 

19 平城京跡左京二条二坊十五坪の発掘調査(受託) 都城発掘調査部 平城地区 

20 国宝高松塚古墳壁画恒久保存対策に関する研究等業務（受託） 都城発掘調査部 飛鳥・藤原地区 

21 特別史跡キトラ古墳保存・活用等調査業務（受託） 都城発掘調査部 飛鳥・藤原地区 

22 キトラ古墳周辺地区檜隈寺跡周辺遺跡発掘調査業務（受託） 都城発掘調査部 飛鳥・藤原地区 

23 大和紀伊平野農業水利事業に係る埋蔵文化財発掘調査（受託） 都城発掘調査部 飛鳥・藤原地区 

24 甘樫丘地区遺跡発掘調査業務（受託） 都城発掘調査部 飛鳥・藤原地区 

25 鳥取県西伯郡伯耆町坂長第７遺跡出土木簡の保存処理等の総合的研究（受託） 都城発掘調査部 飛鳥・藤原地区 

26 鳥取県鳥取市高住平田遺跡出土木簡の保存処理等の総合的研究（受託） 都城発掘調査部 飛鳥・藤原地区 

27 鳥取県鳥取市良田平田遺跡出土木簡の保存処理等の総合的研究（受託） 都城発掘調査部 飛鳥・藤原地区 

28 藤原宮跡（法花寺水路改修）発掘調査（受託） 都城発掘調査部 飛鳥・藤原地区 

29 「発掘調査のてびき」作成に係る業務（受託） 埋蔵文化財センター 

30 大阪府安満宮山古墳出土品保存修理事業(受託) 埋蔵文化財センター 

31 史跡大分元町石仏における劣化部分養生和紙への塩類の移動に関する研究(受託) 埋蔵文化財センター 

32 被災文化財（水損資料）応急処置業務(受託) 埋蔵文化財センター 

33 被爆十字架の保存修理(受託)  埋蔵文化財センター 

34 陸前高田市立博物館所蔵骨角器抜本修復業務(受託) 埋蔵文化財センター 

35 史跡ガランドヤ古墳１号墳における熱・水分同時移動解析に関する研究（受託） 埋蔵文化財センター 

36 ネットワーク型遺跡調査システムの開発（受託） 埋蔵文化財センター 

37 周防国庁における総合的探査（受託） 埋蔵文化財センター 

38 地中レーダー探査（受託） 埋蔵文化財センター 

39 天良七堂遺跡の総合的探査（受託） 埋蔵文化財センター 

40 史跡備前国分寺における総合的探査（受託） 埋蔵文化財センター 

41 三軒屋遺跡総合的探査（受託） 埋蔵文化財センター 

42 国史跡田熊石畑遺跡墓域整備に伴う環境調査業務委託(受託) 埋蔵文化財センター 

43 平成24年度小竹貝塚出土動物遺存体同定調査業務（受託） 埋蔵文化財センター 

 

【アジア太平洋無形文化遺産研究センター】計2件 
 調査研究テーマ名 担当部課 

1 日本／ユネスコ パートナーシップ事業（受託） アジア太平洋無形文化遺産研究センター 

2 平成２４年度 無形文化遺産保護パートナーシッププログラム（受託） アジア太平洋無形文化遺産研究センター 
 

 

※文化庁委託「特別史跡平城宮跡及び特別史跡藤原宮跡地内における歴史的環境維持・整備業務」については調査・研究ではない

ため、本項目では計上していない。 
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c-③ 学会、研究会等発表実績一覧  
国立文化財機構合計 博物館計 東京国立博物館 京都国立博物館 奈良国立博物館 九州国立博物館 

351件 

205件 65件 32件 32件 76件 

文化財研究所計 東京文化財研究所 奈良文化財研究所 共同研究（東京・奈良文化財研究所） 

140件 48件 92件 0件 

アジア太平洋無形文化遺産研究センター 
   

6件 
   

 

【東京国立博物館】65件 

○有形文化財の収集・保存・管理・展示・教育活動等にかかる調査・研究 
 研究テーマ 発表テーマ 発表者（職名・名前） 実施日 学会等名 

1 

収蔵品・寄託品及

び関連品に関す

る調査研究 

「中国文明の謎」 学芸企画部長 松本伸之 10月13日 あきる野市教育委員会 

2 

収蔵品・寄託品及

び関連品に関す

る調査研究 

「初公開の法隆寺裂―平成22・23年度修理完了

作品―」特集陳列用のリーフレット 

特任研究員 澤田むつ代 7月10日～8

月5日 

東京国立博物館・法隆寺宝物館第６室 

3 

収蔵品・寄託品及

び関連品に関す

る調査研究   

「原始古代の織物から見た金鈴塚古墳出土の

織物」 

特任研究員 澤田むつ代 12月8日 千葉県木更津市郷土博物館金のすず 

4 

収蔵品・寄託品及

び関連作品に関

する調査研究 

「古墳から奈良時代の金糸の仕様と作例」 特任研究員 澤田むつ代 25年１月17

日 

保存科学研究集会 

5 
湾岸考古学の研

究 

古代メソポタミア文明とアラビア湾岸の海上

交易文明 

特任研究員 後藤 健 5月22日 「千葉市民文化大学」（千葉市主催） 

6 
湾岸考古学の研

究 

アラビア湾岸の海上交易文明マガンとディル

ムン  

特任研究員 後藤 健 6月23日 東海大学史学会大会 公開講演  

 

7 

収蔵品・寄託品及

び関連品に関す

る調査研究 

試論元青花的成立 博物館教育課長 今井 敦 10月19日 2012・上海元代青花瓷器国際学術研討

会(上海博物館) 

8 

収蔵品・寄託品及

び関連品に関す

る調査研究 

近年、日本にもたらされたキジル石窟壁画断片

2点について 

博物館情報課情報資料室

長 勝木言一郎 

8月3日 学術発表会（於韓国国立中央博物館） 

9 

収蔵品・寄託品及

び関連品に関す

る調査研究 

石窟芸術の調査研究 -中央アジア、中国、そし

て韓国における石窟寺院の比較を中心に- 

博物館情報課情報資料室

長 勝木言一郎 

11月21日 学術交流報告会（於東京国立博物館） 

10 

収蔵品・寄託品及

び関連品に関す

る調査研究 

喜多川歌麿の美人画 調査研究課絵画・彫刻室長

田沢裕賀 

10月27日 服飾文化学会・平成24年度研究例会 

11 

収蔵品・寄託品及

び関連品に関す

る調査研究 

東京国立博物館収蔵品にみる清朝末期の撮影

された中国写真について 

アソシエイトフェロー 

関紀子 

6月10日 アート・ドキュメンテーション学会 

2012年度年次大会 

12 

収蔵品・寄託品及

び関連品に関す

る調査研究 

錫縁香合の形状と蒔絵について 学芸研究部調査研究課工

芸室長 竹内奈美子 

4月14日 茶の湯文化学会東京例会 

13 

収蔵品・寄託品及

び関連品に関す

る調査研究 

志段味大塚古墳と雄略朝期の東国 調査研究課考古室研究員 

山田俊輔 

5月19日 志段味大塚古墳と五世紀の倭国（名古

屋市博物館） 

14 

収蔵品・寄託品及

び関連品に関す

る調査研究 

中国宮廷コレクションと目録 調査研究課東洋室研究員 

塚本麿充 

7月29日 美術と宝物の相関性についての比較美

術史的研究 コレクション、宝物から

美術へ―東アジアの視点から（東京大

学） 

15 

収蔵品・寄託品及

び関連品に関す

る調査研究 

北宋初期宮廷收藏與目錄―《舍利感應記》到《龍

圖閣瑞物目》―（中文） 

調査研究課東洋室研究員 

塚本麿充 

8月21日 宋都開封與十至十三世紀中國史”國際

學術研討會暨中國宋史研究會第十五屆

年會（河南大学） 

16 

収蔵品・寄託品及

び関連品に関す

る調査研究 

二十世紀歐美與日本對中國繪畫收藏品味的比

較：以矢代幸雄與席克門為例（中文） 

調査研究課東洋室研究員 

塚本麿充 

11月4日 翰墨薈萃-圖像與藝術史國際研討會（上

海博物館） 

17 

収蔵品・寄託品及

び関連品に関す

る調査研究 

開創文化・建設帝都―北宋初期開封的改造過程

與文物―（中文） 

調査研究課東洋室研究員 

塚本麿充 

12月16日 大阪市立美術館藏宋、元、明中國書畫

珍品展 專題講座（香港藝術館） 

18 

博物館資料・業務

の情報処理に関

する調査研究 

「東京国立博物館の画像情報活用」 調査研究課長 田良島 哲 5月12日 国際日本文化研究センター 共同研究

「デジタル環境が創成する古典画像資

料研究の新時代」研究会 

19 

博物館資料・業務

の情報処理に関

する調査研究 

「博物館活動の多様化に活かす文化財デジタ

ル・コンテンツ」 

調査研究課長 田良島 哲 11月29日 慶應義塾大学デジタルメディア・コン

テンツ統合研究センターシンポジウム 

－第2回 デジタル知の文化的普及と

深化に向けて－移り変わる文化財コン

テクストのデジタル表象 

20 

収蔵品・寄託品及

び関連品に関す

る調査研究 

日本の美術品国家補償制度について（Japanese 

Government Indemnity Program） 

企画課国際交流室長 鬼

頭智美 

4月18日 国際展覧会オーガナイザー会議

（International Exhibition 

Organizers） 

21 

収蔵品・寄託品及

び関連品に関す

る調査研究 

「能絵鑑に見る能装束の様式 ―諸本との比

較から導き出されるデザインの変遷―」 

調査研究課工芸室主任研

究員 小山弓弦葉 

5月13日 能楽学会第11回大会 

22 収蔵品・寄託品及 島内地下式横穴墓群出土武器武具の資料的意 列品管理課 主任研究員 8月5日 シンポジウム 島内地下式横穴墓群の
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研究テーマ 発表テーマ 発表者（職名・名前） 実施日 学会等名 
び関連品に関す

る調査研究 

義 －保存状態と武具の性格－ 古谷 毅 出土品の評価と被葬者像（えびの市教

育委員会）[えびの市教育委員会 派遣

依頼] 

23 

収蔵品・寄託品及

び関連品に関す

る調査研究 

古墳文化の特質と展開および地域性 列品管理課 主任研究員 

古谷 毅 

25年2月23日 日本考古学会 第74回例会(シンポジ

ウム 南九州の古墳文化) [博物館教育

課 共催] 

24 

収蔵品・寄託品及

び関連品に関す

る調査研究 

利根川中流域両岸の古墳時代前半の様相－下

総北西部の方形周溝墓と古墳群－ 

列品管理課 主任研究員 

古谷 毅 

25年3月2日 流山市立博物館 企画展「前方後方墳

と方墳」関連講座第3回 

[流山市立博物館 派遣依頼] 

25 

博物館資料・業務

の情報処理に関

する調査研究 

「東京国立博物館の画像情報活用」 調査研究課長 田良島 哲 5月12日 国際日本文化研究センター 共同研究

「デジタル環境が創成する古典画像資

料研究の新時代」研究会 

26 

博物館資料・業務

の情報処理に関

する調査研究 

「博物館活動の多様化に活かす文化財デジタ

ル・コンテンツ」 

調査研究課長 田良島 哲 11月29日 慶應義塾大学デジタルメディア・コン

テンツ統合研究センターシンポジウム 

－第2回 デジタル知の文化的普及と

深化に向けて－移り変わる文化財コン

テクストのデジタル表象 

27 

博物館資料・業務

の情報処理に関

する調査研究 

東京国立博物館の資料情報管理 博物館情報課情報管理室

長 村田良二 

5月12日 日文研共同研究会「デジタル環境が創

成する古典画像資料研究の新時代」 

28 

博物館環境デザ

インに関する調

査研究 

東京国立博物館 特集陳列 

『美術解剖学 －人のかたちの学び』 

企画課デザイン室長 木

下史青 

7月14日 美術解剖学会 

29 

博物館環境デザ

インに関する調

査研究 

トーク・セッション「照明デザインの地平に向

けた秘話・博物館の照明デザイン」 

企画課デザイン室長 木

下史青 9月8日 

照明学会 照明デザイン分科会 

30 

博物館環境デザ

インに関する調

査研究 

対談「文化財をリスペクトする気持ちとは！」 成安造形大学客員教授 

小沢剛×東京国立博物館

デザイン室長 木下史青 

11月25日 成安造形大学附属芸術文化研究所 

31 

博物館環境デザ

インに関する調

査研究 

「魅力ある展示について：東京国立博物館の展

示デザイン」 

企画課デザイン室長 木

下史青 

12月11日 長崎県博物館協会 

32 

博物館環境デザ

インに関する調

査研究 

「生まれ変わった東洋館 光のコンセプト」 企画課デザイン室長 木

下史青 

25年1月12日 照明学会 照明デザイン分科会 

33 

博物館美術教育

に関する調査研

究 

博物館利用？・学校連携？―よりよい利用形態

にむけてー 

博物館教育課ボランティ

ア室長  鈴木みどり 

9月27日 第二回ミュージアム・エデュケーター

研修（文化庁主催） 

34 

博物館美術教育

に関する調査研

究 

人文系と自然系博物館の教育連携 博物館教育課ボランティ

ア室長  鈴木みどり 

10月31日 国際シンポジウム「人文系と自然系博

物館の教育連携」 

35 

油彩画の材料・技

法に関する共同

調査 

マリア十五玄義図が教えてくれたこと 保存修復課長 神庭信幸 25年1月26日 講演会「マリア十五玄義図」は語 

る（京都） 

36 

文化財レスキュ

ー 

東北地方太平洋沖地震文化財等救援事業にお

ける東京国立博物館の活動報告-1- 

保存修復課環境保存室主

任研究員 和田浩、保存修

復課長 神庭信幸、保存修

復課保存修復室アソシエ

イトフェロー 鈴木晴彦、

保存修復課保存修復室主

任研究員 土屋裕子、保存

修復課環境保存室主任研

究員 荒木臣紀、保存修復

課保存修復室アソシエイ

トフェロー 米倉乙世、国

宝修理装こう師連盟 沖

本明子、漆工品修復技術者 

北川美穂 

6月30日 文化財保存修復学会第34回大会 

（東京） 

37 

文化財レスキュ

ー 

東北地方太平洋沖地震文化財等救援事業にお

ける東京国立博物館の活動報告-2- 

保存修復課長 神庭信

幸、保存修復課環境保存室

主任研究員 和田浩、保存

修復課保存修復室アソシ

エイトフェロー 鈴木晴

彦、保存修復課保存修復室

主任研究員 土屋裕子、保

存修復課環境保存室主任

研究員 荒木臣紀、保存修

復課保存修復室アソシエ

イトフェロー 米倉乙世、

国宝修理装こう師連盟 

沖本明子、漆工品修復技術

者 北川美穂 

6月30日 文化財保存修復学会第34回大会 

（東京） 

38 

文化財レスキュ

ー 

東北地方太平洋沖地震文化財等救援事業にお

ける東京国立博物館の活動報告-3- 

保存修復課保存修復室ア

ソシエイトフェロー 鈴

木晴彦、保存修復課長 神

庭信幸、保存修復課環境保

存室主任研究員 和田

浩、保存修復課保存修復室

6月30日 文化財保存修復学会第34回大会 

（東京） 
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 研究テーマ 発表テーマ 発表者（職名・名前） 実施日 学会等名 
主任研究員 土屋裕子、保

存修復課環境保存室主任

研究員 荒木臣紀、保存修

復課保存修復室アソシエ

イトフェロー 米倉乙

世、国宝修理装こう師連盟 

沖本明子 

39 
文化財レスキュ

ー 

被災資料のレスキューから本格修理へ‐陸前

高田市の取組み‐ 

保存修復課長 神庭信幸 10月14日 漆サミット2012 in 浄法寺（岩手） 

40 
文化財レスキュ

ー 

東日本大震災における文化財レスキューと博

物館の役割 

保存修復課長 神庭信幸 10月21日 JHK第6回研究会（東京） 

41 
文化財レスキュ

ー 

博物館のリスクマネージメントを見直す 保存修復課長 神庭信幸 10月26日 第60回全国博物館大会（秋田） 

42 
文化財レスキュ

ー 

津波被害を受けた文化遺産に対する安定化処

理について 

保存修復課長 神庭信幸 11月7日 文化資產保存科學國際研討會（台 

湾） 

43 
文化財レスキュ

ー 

博物館活動に必要な保存修復専門家を育成す

るための教育プログラムの開発と実践 

保存修復課長 神庭信幸 12月1日 ICOM-CECAアジア太平洋地区研究 

集会（千葉） 

44 

文化財レスキュ

ー 

被災文化財の再生と博物館施設の復旧～震災2

年後の状況～ 

保存修復課長 神庭信幸 25年2月11日 2011.3.11平成の大津波被害と博 

物館―被災資料の再生を目指して 

―シンポジウム（岩手） 

45 

東アジアの書道

史における料紙

と書風に関する

総合的研究 

「伝統から創造へ」 副館長 島谷弘幸 4月29日 陵雲社 

46 

東アジアの書道

史における料紙

と書風に関する

総合的研究 

「日本仏教美術の特質－書を中心に」 副館長 島谷弘幸 6月4日 法政大学主催ワルシャワ国際シンポジ

ウム 

47 

東アジアの書道

史における料紙

と書風に関する

総合的研究 

「熊谷恒子の世界」 副館長 島谷弘幸 7月22日 毎日書道会 

48 

東アジアの書道

史における料紙

と書風に関する

総合的研究 

「平安朝のみやびと平家納経」 副館長 島谷弘幸 9月23日 筆の里工房・特別展「よみがえる王朝

のみやび」記念フォーラム 

49 

東アジアの書道

史における料紙

と書風に関する

総合的研究 

「ヨーロッパにおける仏教書跡」 副館長 島谷弘幸 11月17日 法政大学国際日本学研究センター・国

際日本学研究所主催国際シンポジウム

「ヨーロッパの博物館・美術館保管の

日本仏教美術コレクションと日本観の

形成」 

50 

東アジアの書道

史における料紙

と書風に関する

総合的研究 

「残された書」 副館長 島谷弘幸 11月28日 全日本書道連盟・書道講演会 

51 

東アジアの書道

史における料紙

と書風に関する

総合的研究 

「日本人の書－日本人の美意識の変遷―」 副館長 島谷弘幸 25年2月23日 岡山市書道連盟主催講演会 

52 

東アジアの書道

史における料紙

と書風に関する

総合的研究 

「東京国立博物館所蔵の蜷川式胤関係資料に

ついて」 

調査研究課書跡・歴史室ア

ソシエイトフェロー 恵

美千鶴子 

11月4日 正倉院学術シンポジウム 

53 

文化財の保護の

歴史に関する基

礎的研究 

「東京国立博物館における近代美術の収集と

展示について」 

博物館情報課長 高橋裕

次 

12月1日 東京国立近代美術館60周年記念シンポ

ジウム「近代美術館の誕生―前史から

未来へ」講師・パネリスト 

54 

博物館における

文化遺産の保全

と持続的公開を

目指した包括的

保存システムの

研究（科学研究費

補助金） 

博物館における包括的保存システムの構築に

関する研究（その４） 

保存修復課長 神庭信

幸、保存修復課環境保存室

主任研究員 和田浩、保存

修復課保存修復室アソシ

エイトフェロー 鈴木晴

彦、保存修復課保存修復室

主任研究員 土屋裕子、保

存修復課環境保存室主任

研究員 荒木臣紀、保存修

復課保存修復室アソシエ

イトフェロー 米倉乙世、

国宝修理装こう師連盟 

沖本明子、保存修復課環境

保存室研究支援者 佐藤

香子 

7月1日 文化財保存修復学会第34回大会 

（東京） 

 

55 

博物館における

文化遺産の保全

と持続的公開を

目指した包括的

保存システムの

研究（科学研究費

補助金） 

展示ケース用合板からの放散ガスを遮蔽する

アルミシートの性能と効果 

保存修復課環境保存室主

任研究員 荒木臣紀、保存

修復室主任研究員 土屋

裕子、保存修復課長 神庭

信幸、東京文化財研究所 

古田嶋智子、東京文化財研

究所 呂俊民、東京文化財

研究所 佐野千絵 

7月1日 文化財保存修復学会第34回大会（東京） 
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研究テーマ 発表テーマ 発表者（職名・名前） 実施日 学会等名 

56 

博物館における

文化遺産の保全

と持続的公開を

目指した包括的

保存システムの

研究（科学研究費

補助金） 

フラットパネルディテクター（F.P.D.）デジタ

ルエックス線撮影システムの現状について③ 

保存修復課環境保存室主

任研究員 荒木臣紀、保存

修復課環境保存室主任研

究員 和田浩、保存修復課

保存修復室主任研究員 

土屋裕子、保存修復課長 

神庭信幸、エクスロンイン

ターナショナル株式会社 

相田健二 

6月30日 文化財保存修復学会第34回大会（東京） 

57 

博物館における

文化遺産の保全

と持続的公開を

目指した包括的

保存システムの

研究（科学研究費

補助金） 

東京国立博物館の保存修復関連展示―文化財

保存の教育普及活動― 

保存修復課保存修復室主

任研究員 土屋裕子、保存

修復課長 神庭信幸、保存

修復課保存修復室主任研

究員 荒木臣紀、保存修復

課環境保存室主任研究員 

和田浩 

7月1日 文化財保存修復学会第34回大会（東京） 

58 

博物館における

文化遺産の保全

と持続的公開を

目指した包括的

保存システムの

研究（科学研究費

補助金） 

大型の掛軸装における新たな展示補助器具 保存修復課保存修復室ア

ソシエイトフェロー 鈴

木晴彦、保存修復課保存修

復室アソシエイトフェロ

ー 米倉乙世、保存修復課

長 神庭信幸、保存修復課

保存修復室主任研究員 

土屋裕子、国宝修理装こう

師連盟 沖本明子 

7月1日 文化財保存修復学会第34回大会（東京） 

59 

博物館における

文化遺産の保全

と持続的公開を

目指した包括的

保存システムの

研究（科学研究費

補助金） 

博物館における中性紙製保存箱の活用 保存修復課保存修復室ア

ソシエイトフェロー 米

倉 乙世、東京芸術大学 

貴田 啓子、保存修復課環

境保存室主任研究員 和

田 浩、保存修復課環境保

存室主任研究員 荒木 臣

紀、保存修復課保存修復室

アソシエイトフェロー 

鈴木 晴彦、保存修復課保

存修復室主任研究員 土

屋 裕子、保存修復課長 

神庭 信幸、東京芸術大学 

杉崎 佐保恵、東京芸術大

学 李壃、東京芸術大学 

稲葉 政満 

7月1日 文化財保存修復学会第34回大会（東京） 

60 

博物館における

文化遺産の保全

と持続的公開を

目指した包括的

保存システムの

研究（科学研究費

補助金） 

東京国立博物館所蔵 法隆寺裂ガラス挟みの修

理方法 

上席研究員 沢田むつ代、

保存修復課保存修復室ア

ソシエイトフェロー 鈴

木晴彦、保存修復課保存修

復室アソシエイトフェロ

ー 米倉乙世、国宝修理装

こう師連盟 沖本明子、保

存修復課長 神庭信幸 

6月30日 文化財保存修復学会第34回大会（東京） 

61 

博物館における

文化遺産の保全

と持続的公開を

目指した包括的

保存システムの

研究（科学研究費

補助金） 

包括的保存システムの構築について 保存修復課環境保存室主

任研究員 和田浩、保存修

復課環境保存室主任研究

員 荒木臣紀、保存修復課

長 神庭信幸 

11月12日 人間文化研究機構連携研究会（東京） 

62 

博物館における

文化遺産の保全

と持続的公開を

目指した包括的

保存システムの

研究（科学研究費

補助金） 

柳橋水車図屏風(東京国立博物館蔵)の修理事

例 — テラヘルツ波を用いた事前調査を踏ま

えて—  

保存修復課保存修復室ア

ソシエイトフェロー 鈴

木晴彦、保存修復課保存修

復室アソシエイトフェロ

ー 米倉乙世、保存修復課

長 神庭信幸、保存修復課

保存修復室主任研究員 

土屋裕子、保存修復課環境

保存室主任研究員 荒木

臣紀、保存修復課環境保存

室主任研究員 和田浩、情

報通信研究機構 福永 

香、（有）スペクトルデザ

イン 碇 智文、国宝修理

装こう師連盟 山本紀子、

国宝修理装こう師連盟 

竹上幸宏、国宝修理装こう

師連盟 沖本明子 

6月30日 文化財保存修復学会第34回大会（東京） 

63 

博物館における

文化遺産の保全

と持続的公開を

目指した包括的

保存システムの

作品に安全な展示方法の新案① 

— ミニアチュール展示の工夫を例として—

保存修復課保存修復室ア

ソシエイトフェロー 米

倉乙世、保存修復課保存修

復室アソシエイトフェロ

ー 鈴木晴彦、国宝修理装

7月1日 文化財保存修復学会第34回大会（東京） 
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 研究テーマ 発表テーマ 発表者（職名・名前） 実施日 学会等名 
研究（科学研究費

補助金） 

こう師連盟 沖本明子、保

存修復課保存修復室主任

研究員 土屋裕子、保存修

復課長 神庭信幸、東洋画

修復技術者 バレリー・

リー、京都造形芸術大学 

大林賢太郎、株式会社資料

保存器材 平野はな子、株

式会社資料保存器材 中

村春佳 

64 

視覚表現とコレ

クションの形成

に見る縄文土器

の美術的受容に

関する研究（科学

研究費補助金研

究支援スタート） 

共同研究「歴史表象の形成と消費文化」第9回

研究会 発表「集古会周辺における縄文受容」 

列品管理課登録室アソシ

エイトフェロー 鈴木希

帆 

6月24日 国立歴史民俗博物館 

65 

視覚表現とコレ

クションの形成

に見る縄文土器

の美術的受容に

関する研究（科学

研究費補助金研

究支援スタート） 

平成24年度かながわの遺跡展「勝坂縄文展」記

念対談 講演「縄文土器を美術史と考古学から

語る」 

列品管理課登録室アソシ

エイトフェロー 鈴木希

帆 

25年2月2日 神奈川県立歴史博物館（神奈川県教育

委員会） 

 

【京都国立博物館】32件 

○有形文化財の収集・保存・管理・展示・教育活動等にかかる調査・研究 
 研究テーマ 発表テーマ 発表者（職名・名前） 実施日 学会等名 

1 彫刻に関する調査研究 仏像の様々な見方 
学芸部保存修理指導室長 

淺湫 毅 
6月29日 

『高槻市社会人講座』高槻市五領公民

館 

2 

特別展覧会「古事記1300

年 出雲大社大遷宮 大出

雲展」に関する調査 

大出雲展について 
学芸部保存修理指導室長 

淺湫 毅 
7月30日 『清風会鑑賞会』清風会 

3 

特別展覧会「古事記1300

年 出雲大社大遷宮 大出

雲展」に関する調査 

神話になる神、神像になる神 
学芸部保存修理指導室長 

淺湫 毅 
8月3日 『夏期講座』京都国立博物館 

4 

特別展覧会「古事記1300

年 出雲大社大遷宮 大出

雲展」に関する調査 

出雲の神仏 ―神も仏も在る出雲― 
学芸部保存修理指導室長 

淺湫 毅 
8月25日 『土曜講座』京都国立博物館 

5 
訓点資料としての典籍に

関する調査研究 
坂東本『教行信証』の書誌について 

学芸部上席研究員 

赤尾栄慶 
6月13日 龍谷教学会議 

6 
訓点資料としての典籍に

関する調査研究 
坂東本『教行信証』のかたち 

学芸部上席研究員 

赤尾栄慶 
10月20日 大谷大学博物館 

7 
訓点資料としての典籍に

関する調査研究 
訓点からみた坂東本『教行信証』 

客員研究員 

宇都宮啓吾 
10月20日  

8 
訓点資料としての典籍に

関する調査研究 
奈良時代の一切経―中国から日本へ― 

学芸部上席研究員 

赤尾栄慶 
12月9日 

韓国学中央研究院 国際ワークショッ

プ「高麗 初雕大蔵経と東亜細亜の大

蔵経」 

9 
訓点資料としての典籍に

関する調査研究 

文化財的観点からみた金剛寺本宝篋印

陀羅尼経 

学芸部上席研究員 

赤尾栄慶 
7月21日 

国際仏教学大学院大学 文部科学省私

立大学戦略的研究基盤形成支援事業

「東アジア仏教写本研究拠点の形成」

（研究代表者 落合俊典 教授）・科

学研究費補助金 基盤研究（B）「金剛

寺所蔵典籍の集約的調査と研究―聖教

の形成と伝播把握を基軸として」（研

究代表者 後藤昭雄 成城大学教授） 

10 
文化財の保存・修復に関

する調査研究 

透過電子顕微鏡観察・分析による古代ベ

ンガラの材料科学的研究…熊本県下扇

原遺跡出土ベンガラ… 

学芸部長 

村上 隆 
6月 日本文化財科学会 

11 
文化財の保存・修復に関

する調査研究 

銅鐸の色と音に関する考察…長野県柳

沢遺跡出土青銅器の材質分析が教えて

くれること… 

学芸部長 

村上 隆 
6月 日本文化財科学会 

12 
文化財の保存・修復に関

する調査研究 
長野県柳沢遺跡出土青銅器の保存修復 

学芸部長 

村上 隆 
6月 日本文化財科学会 

13 
文化財の保存・修復に関

する調査研究 

長野県柳沢遺跡出土青銅器の埋蔵環境 

第２報 

学芸部長 

村上 隆 
6月 日本文化財科学会 

14 
文化財の保存・修復に関

する調査研究 

冷泉家における文化財継承保存に関す

る研究―土蔵環境の観点から― 

学芸部長 

村上 隆 
7月 文化財保存修復学会 

15 
文化財の保存・修復に関

する調査研究 

古代のハイテクに学ぶ ･･･「温故知新」

の科学・・・ 

学芸部長 

村上 隆 
6月 新無機膜研究会 

16 
文化財の保存・修復に関

する調査研究 

石見銀山遺跡 ―日本初の産業遺産登録

― 

学芸部長 

村上 隆 
9月 藤井寺市市民講座 

17 
出土・伝世古陶磁に関す

る調査研究 

乾山はいかに語られてきたか―近代の

乾山評価変容― 

工芸室長 

尾野善裕 
8月25日 第8回法蔵寺「乾山セミナー」 

18 
出土・伝世古陶磁に関す

る調査研究 

日本人の〈やきもの〉賞玩―唐物と桃山

茶陶― 

工芸室長 

尾野善裕 
10月27日 

和泉市久保惣記念美術館開館30周年記

念特別展「美の宴」講演会 
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 研究テーマ 発表テーマ 発表者（職名・名前） 実施日 学会等名 

19 
出土・伝世古陶磁に関す

る調査研究 

三条せと物や町出土の茶陶―〈茶陶〉は

何故大量に捨てられたのか？― 

工芸室長 

尾野善裕 
11月10日 

平成24年度京都市埋蔵文化財研究所文

化財講演会 

20 
出土・伝世古陶磁に関す

る調査研究 
幕末のやきもの 

工芸室長 

尾野善裕 
11月11日 

彦根城博物館テーマ展「茶人・井伊直

弼と幕末のやきもの」講演会 

21 
出土・伝世古陶磁に関す

る調査研究 

最先端！なごやのやきもの―古代の緑

釉・灰釉陶器― 

工芸室長 

尾野善裕 
25年1月20日 

名古屋市見晴台考古資料館特別展「名

古屋ものづくりの考古学」講演会 

22 
出土・伝世古陶磁に関す

る調査研究 
茶人・古田織部と桃山茶陶 

工芸室長 

尾野善裕 
25年1月26日 

平成24年度「大阪の歴史再発見」講演

会 

23 
近世絵画に関する調査研

究 陽明文庫の近世、近代の日本画 
連携協力室長 

山下善也 
5月26日 京都国立博物館 

24 
近世絵画に関する調査研

究 養源院にある俵屋宗達の絵 
連携協力室長 

山下善也 
5月27日 清風会 

25 

近世絵画に関する調査研

究 
「ニューモードとしての南画－大雅と

蕪村－」とパネリスト「シンポジウム 

京絵師の魅力にせまる」 

連携協力室長 

山下善也 7月29日 九州国立博物館 

26 
近世絵画に関する調査研

究 

「日本人外交官が収集した中国近代絵

画―京都国立博物館須磨コレクション

について」 

列品管理室研究員 

呉 孟晋 
6月2日 

2012年度神奈川大学非文字資料研究セ

ンター第1回公開研究会「図像資料が語

る近代中国のイメージ」 

27 
近世絵画に関する調査研

究 

「呉昌碩の山水図について―日本人コ

レクターの視点から」 

列品管理室研究員 

呉 孟晋 
7月28日 

特別陳列「橋本コレクション中国書画」

記念シンポジウム「橋本末吉が拓いた

地平」 

28 
近世絵画に関する調査研

究 

応挙と円山四条派  

―写生と個性の画家たち― 

教育室研究員 

水谷亜希 
7月29日 

九州国立博物館シンポジウム「京絵師

の魅力にせまる」パネリスト 

29 

特別展覧会「宸翰 天皇の

書-御手が織りなす至高

の美-」に関する調査研究 

宸翰（天皇の書）の資料論 
企画室研究員 

羽田 聡 
8月12日 毎日新聞書道会 

30 
鎌倉仏教とその造形に関

する調査研究 
禅林寺所蔵九条袈裟をめぐって 山川 曉（教育室長） 6月30日 禅林寺教師補研修会 

31 染織品に関する調査研究 牛伏寺の染織品調査を終えて 山川 曉（教育室長） 7月14日 牛伏寺誌調査報告会 

32 染織品に関する調査研究 打敷―現世と来世をつなぐキモノ― 山川 曉（教育室長） 25年2月9日 徳島城博物館 美術史アカデミー 

 

【奈良国立博物館】 32件 

○有形文化財の収集・保存・管理・展示・教育活動等にかかる調査・研究 
 研究テーマ 発表テーマ 発表者（職名・名前） 実施日 学会等名 

1 

正倉院宝物や奈良の出土遺物・伝世品・伝

統工芸・芸能など、当該地域に密着した文

化財に関する調査研究を実施し、展覧会等

に反映させる。 

貞慶ゆかりの彫像につい

て 

岩田茂樹（学芸部長補

佐） 

5月26日 奈良国立博物館列品解説 

2 同上 
五劫思惟像、かたちのひみ

つをさぐる 
同上 

10月5日 祈りの回廊・現地特別講話（於：五劫

院） 

3 同上 

仏像調査からわかること

（その２）－東大寺・僧形

八幡神像の場合－ 

同上 

12月26日 奈良国立博物館サンデートーク 

4 

歴史学・考古学・美術史学などの人文諸学

の見地から館蔵品・寄託品等の調査研究を

行い、その成果を積極的に公表する。 

金亀舍利塔の話 内藤 栄（学芸部長補

佐） 

4月15日 奈良国立博物館サンデートーク 

5 同上 舎利と聖徳太子信仰 同上 7月21日 仏教文化講演会（大阪・四天王寺） 

6 

正倉院宝物や奈良の出土遺物・伝世品・伝

統工芸・芸能など、当該地域に密着した文

化財に関する調査研究を実施し、展覧会等

に反映させる。 

楽屋裏から見た正倉院展 

同上 

9月8日 奈良女子大学社会連携センター地域公

開講座 

7 同上 正倉院展の楽しみ方 同上 10月6日 まほろばの集いIN名古屋 

8 同上 
八世紀以外の宝物につい

て 
同上 

11月11日 奈良国立博物館公開講座 

9 

歴史学・考古学・美術史学などの人文諸学

の見地から館蔵品・寄託品等の調査研究を

行い、その成果を積極的に公表する。 

中宮寺の天寿国繍帳をめ

ぐって 同上 

11月25日 奈良学セミナー「飛鳥と奈良」（奈良

市中部公民館）  

10 同上 

シルクロードと日本―ま

なぶ・つたえる・ささげる

の先年― 

吉澤悟（情報サービス

室長） 

7月23日 円覚寺夏期講座 

11 

歴史学・考古学・美術史学などの人文諸学

の見地から展覧会出陳品の調査研究を行

い、その成果を積極的に公表する。 

太安萬侶墓と奈良時代の

墓制 同上 

10月7日 橿原考古学研究所附属博物館・研究講

座 

12 

正倉院宝物や奈良の出土遺物・伝世品・伝

統工芸・芸能など、当該地域に密着した文

化財に関する調査研究を実施し、展覧会等

に反映させる 

 

古地図を読みとく、再び。 野尻忠（企画室長） 9月16日 奈良国立博物館サンデートーク 

 

13 

研究テーマ（内容）：歴史学・考古学・美

術史学などの人文諸学の見地から館蔵品・

寄託品等の調査研究を行い、その成果を積

極的に公表する 

九世紀の日本における『大

般若経』書写―安倍小水麻

呂願経を中心に― 
同上 

25年1月12日 国際ワークショップ「古写経の書写と

その伝来」（新羅写経プロジェクトチ

ーム主催） 
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 研究テーマ 発表テーマ 発表者（職名・名前） 実施日 学会等名 

14 

南都諸社寺等における文化財調査を積極的

に実施して宗教文化に関する調査研究成果

を蓄積し、毎年恒例の特別陳列「お水取り」

「おん祭と春日信仰の美術」、２４年度御

遠忌800年記念特別展「解脱上人貞慶―鎌倉

仏教の本流―」、２４年度特別展「頼朝と

重源―東大寺再興を支えた鎌倉と奈良の絆

―」、２４年度特別陳列「古事記の歩んで

きた道―古事記撰録1300年―」、２５年度

特別展「當麻寺」、２５年度特別展「仏教

美術入門（仮）」等に反映させる 

はじめて触れる古事記 

同上 

25年1月31日 大人のための教養講座（奈良市平城東

公民館） 

15 

正倉院宝物や奈良の出土遺物・伝世品・伝

統工芸・芸能など、当該地域に密着した文

化財に関する調査研究を実施し、展覧会等

に反映させる。 

南都仏画と天平復古 谷口耕生（修理指導室

長） 

8月20日 奈良国立博物館 夏季講座「鎌倉時代の

南都仏教」 

16 同上 

倶舎曼荼羅と倶舎三十講 

同上 

12月8日 第11回 ザ・グレイトブッダ・シンポジ

ウム「平安時代の東大寺 — 密教興隆と

末法到来のなかで— 」 

17 同上 玄奘三蔵像と五天竺図 同上 25年2月17日 奈良国立博物館サンデートーク 

18 

歴史学・考古学・美術史学などの人文諸学

の見地から館蔵品・寄託品等の調査研究を

行い、その成果を積極的に公表する。 

春日大社をめぐる神仏と

造形 

清水健（研究員、主任

研究員） 7月14日 

県立機関活用講座《奈良ゆかりの仏

像・仏画》 神奈川県立金沢文庫大会

議室 

19 

正倉院宝物や奈良の出土遺物・伝世品・伝

統工芸・芸能など、当該地域に密着した文

化財に関する調査研究を実施し、展覧会等

に反映させる。 

読売新聞・正倉院展出前授

業 
同上 10月4日 

京都教育大学附属桃山中学校 

20 

歴史学・考古学・美術史学などの人文諸学

の見地から館蔵品・寄託品等の調査研究を

行い、その成果を積極的に公表する。 

洲浜形の話――作り物閑

話之参 同上 1月20日 

奈良国立博物館サンデートーク 

21 

日本とアジア諸国との文化交流に関する調

査研究を進め、その成果を展示や公刊物等

に反映させる。 

古代から中世へ―仏教的

天皇像の変容 

斎木涼子（研究員） 

6月2日 

名古屋歴史科学研究会大会 

22 

正倉院宝物や奈良の出土遺物・伝世品・伝

統工芸・芸能など、当該地域に密着した文

化財に関する調査研究を実施し、展覧会等

に反映させる。 

雨を祈る―祈雨修法と奉

幣― 
同上 8月19日 

奈良国立博物館サンデートーク 

23 同上 

東大寺の鎌倉再興にみる

伝統と革新 ―南大門金剛

力士像を中心に― 

山口隆介（研究員） 

5月10日 

はびきの市民大学 日本仏像史の最前

線(第二回) 於LICはびきの 

24 同上 

東大寺の鎌倉再興をめぐ

る信仰と美術 同上 8月4日 

奈良トライアングルミュージアムズ 

東京セミナー(第１回) 於奈良まほろ

ば館 

25 同上 
東大寺の鎌倉再興にみる

伝統と革新 
同上 8月11日 

奈良国立博物館公開講座 

26 同上 

頼朝と重源―東大寺再興

を支えた鎌倉と奈良の絆

― 

同上 8月23日 

奈良国立博物館第四十一回夏季講座

「鎌倉時代の南都仏教」 於奈良県新公

会堂 能楽ホール 

27 

歴史学・考古学・美術史学などの人文諸学

の見地から館蔵品・寄託品等の調査研究を

行い、その成果を積極的に公表する。 

図像から彫像へ―十二神

将像にみる仏師の創造性

― 

同上 11月18日 

奈良国立博物館サンデートーク 

28 

正倉院宝物や奈良の出土遺物・伝世品・伝

統工芸・芸能など、当該地域に密着した文

化財に関する調査研究を実施し、展覧会等

に反映させる。 

「奈良官遊地取」―芳崖の

古美研 

原瑛莉子（アソシエー

トフェロー） 
6月17日 

奈良国立博物館サンデートーク 

29 同上 

東京美術学校収集・製作の

正倉院宝物模本について 

 

同上 11月4日 

正倉院学術シンポジウム２０１２ 

30 同上 

The Daitokuji 500 

luohans and Buddhist 

Painting of the southern 

Song 

北澤菜月（研究員） 

25年2月18日 

Harvard 500 Luohan Workshop at 

Harvard University,USA 

31 同上 
海住山寺に伝来した浄土

図 
同上 4月21日 

奈良国立博物館列品解説 

32 同上 
解脱上人貞慶と浄土の美

術（上）（下） 
同上 

4月14日、 

5月21日 

興福寺佛教文化講座 

 

【九州国立博物館】 76件 

○有形文化財の収集・保存・管理・展示・教育活動等にかかる調査・研究 
 研究テーマ 発表テーマ 発表者（職名・名前） 実施日 学会等名 

1 
平山郁夫 画業と文化財保護に

関する調査研究 

「平山郁夫 シルクロードの軌跡 

－人類の遺産にかけた画家の人生ー」 
文化財課長 臺信祐爾 4月15日 

「平山郁夫」展地域講演会 

（会場：北九州市） 

2 
平山郁夫 画業と文化財保護に

関する調査研究 

「平山郁夫 シルクロードの軌跡 

－人類の遺産にかけた画家の人生ー」 
文化財課長 臺信祐爾 4月20日 

解説講座 しっとこ九博  

（会場：筑紫野市） 

3 
平山郁夫 画業と文化財保護に

関する調査研究 
「法隆寺金堂壁画と文化財保護」 

企画課特別展室研究員 

森實久美子 
4月21日 

「平山郁夫」展連続講座 

「～平山郁夫の足跡をたず

ねて～」日本篇 
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 研究テーマ 発表テーマ 発表者（職名・名前） 実施日 学会等名 

4 
平山郁夫 画業と文化財保護に

関する調査研究 

「アンコールワットよみがえった大

伽藍」 

文化財課資料管理室主任研究員 

原田あゆみ 
4月21日 

「平山郁夫」展連続講座 

「～平山郁夫の足跡をたず

ねて～」東南アジア篇 

5 
日本とアジア諸国との文化交流

に関する調査研究 
九州の歴史と美 文化財課長 臺信祐爾 4月21日 日本皮膚科臨床医学会 

6 
日本とアジア諸国との文化交流

に関する調査研究 
「筑紫君磐井の乱と那津官家の修造」 

展示課展示調整室主任研究員 

酒井芳司 
4月21日 

太宰府文化懇話会 

（会場：太宰府市） 

7 大宰府研究 大宰府政庁と周辺建物 展示課長赤司善彦 4月27日 福岡国際大学公開講座 

8 
平山郁夫 画業と文化財保護に

関する調査研究 
「ガンダーラ 仏像誕生の聖地」 企画課長 小泉惠英 4月28日 

「平山郁夫」展連続講座 

「～平山郁夫の足跡をたず

ねて～」インド、ガンダー

ラ篇 

9 
平山郁夫 画業と文化財保護に

関する調査研究 
「玄奘三蔵と共に歩んだ道」 文化財課長 臺信祐爾 4月28日 

「平山郁夫」展連続講座 

「～平山郁夫の足跡をたず

ねて～」シルクロード篇 

10 中国陶磁史の研究 
「中国陶磁名品展 − 横河民輔コレ

クション− 」について 

展示課展示調整室研究員  

遠藤啓介 
4月28日 

アクロス・文化学び塾 

（会場：福岡市） 

11 
平山郁夫 画業と文化財保護に

関する調査研究 

「平山郁夫 その画業と文化財赤十

字」 

文化財課資料管理室主任研究員 

原田あゆみ 
4月30日 

「平山郁夫」展地域講演会 

（会場：大野城市） 

12 
平山郁夫 画業と文化財保護に

関する調査研究 
「平山郁夫の足跡をたどる」 企画課長 小泉惠英 5月6日 

「平山郁夫」展地域講演会 

（会場：朝倉市） 

13 手漉き紙の研究 「韓日古経典の形態と料紙」 
博物館科学課保存修復室長  

藤田励夫 
5月17日 東アジア伝統紙保護検討会 

14 
中近世の対馬に関する歴史的研

究 
「中世対馬・松浦地域の海民の比較」 

文化財課資料登録室研究員  

荒木和憲 
5月18日 

韓日国際学術大会（韓国・

江原大学校） 

15 魏晋南北朝時代の東アジア世界 「南北朝から唐のやきもの」 
企画課特別展室主任研究員  

市元塁 
5月19日 

「中国陶磁名品展 横河民

輔コレクション 」連続講座 

16 中国陶磁史の研究 「宋・元のやきもの」 
展示課展示調整室研究員  

遠藤啓介 
5月26日 

「中国陶磁名品展 横河民

輔コレクション 」連続講座 

17 魏晋南北朝時代の東アジア世界 

Pottery figurines production and 

social organization of the Wei, Jin, 

and the Northern and Southern 

Dynasties. 

企画課特別展室主任研究員  

市元塁 
6月10日 

Society for East Asian 

Archaeology 5th World 

Conference, Fukuoka, 

Japan 

18 博物館資料保存の研究 「博物館と文化財保存」 
博物館科学課保存修復室長  

藤田励夫 
6月10日 

沖縄県立博物館・美術館第

４２１回博物館文化講座 

19 
文化財の材質・構造に関する共

同研究 

「前方後円墳発生期における朱の交

易―イオウ同位体比分析による産地

推定をとおして―」 

博物館科学課長 今津節生 6月23日 
日本文化財科学会 第29回

大会（会場：京都大学） 

20 

三次元データに基づく文化財研

究と新展示手法の開発（科学研

究費補助金） 

「Ｘ線ＣＴを利用した殷周時代青銅

鼎の内部構造解析」 
博物館科学課長 今津節生 6月23日 

日本文化財科学会 第29回

大会（会場：京都大学） 

21 

副葬品の構造・材質・色彩から

見た古墳葬送儀礼の研究（科学

研究費） 

「勝負砂古墳におけるX線CTスキャナ

を活用した出土遺物の調査」 
博物館科学課長 今津節生 6月23日 

日本文化財科学会 第29回

大会（会場：京都大学） 

22 
博物館における文化財保存修復

に関する研究 

「鷹島沖海底遺物出土木製品へのト

レハロース含浸法の適応」 
博物館科学課長 今津節生 6月23日 

日本文化財科学会 第29回

大会（会場：京都大学） 

23 中国陶磁史の研究 
「白磁経筒に関する一考察 

～九州国立博物館蔵品をめぐって～」 

展示課展示調整室研究員  

遠藤啓介 
6月24日 

東アジア考古学会第100回

例会 

24 
文化財の材質・構造に関する研

究 

墳墓における二種類の朱の使い分け 

ー福岡県北九州市城野遺跡出土の赤

色顔料ー 

博物館科学課保存修復室主任研

究員 志賀智史 

谷口俊治（北九州市芸術文化振興

財団埋蔵文化財調査室） 

6月24日 

日本文化財科学会第29回大

会（会場：京都大学） 

 

25 

デジタル計測技術を活用した文

化財の予防保存（科学研究費補

助金） 

「Ｘ線ＣＴ（3D-CT）による文化財健

康診断システムの構築―劣化痕跡・修

復履歴からみた文化財の状態把握―」 

博物館科学課長 今津節生 6月30日 
文化財保存修復学会 第34

回大会（会場：日本大学） 

26 
文化財の材質・構造に関する共

同研究 
漆工品修復におけるX線CT模型の利用 

博物館科学課環境保全室アソシ

エイトフェロー 輪田慧 

博物館科学課保存修復室主任研

究員 志賀智史 

文化財課資料登録室主任研究員 

鳥越俊行 

博物館科学課長 今津節生 

目白漆芸文化財研究所 大西智

洋 

6月30日 

文化財保存修復学会第34回

大会（会場：日本大学） 

 

27 
文化財の材質・構造に関する共

同研究 

漆工品の修復における、X線CTスキャ

ナの活用 

目白漆芸文化財研究所 大西智

洋・室瀬和美 

文化財課資料登録室主任研究員 

鳥越俊行 

博物館科学課環境保全室アソシ

エイトフェロー 輪田慧 

企画課文化交流展室主任研究員 

川畑憲子 

博物館科学課保存修復室主任研

究員 志賀智史 

博物館科学課保存修復室長  

藤田励夫 

博物館科学課長 今津節生 

学芸部特任研究員 本田光子 

6月30日 

文化財保存修復学会第34回

大会（会場：日本大学） 
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 研究テーマ 発表テーマ 発表者（職名・名前） 実施日 学会等名 

28 
中国陶磁史（貿易陶磁器）の研

究 

「白磁経筒に関する一考察 

～九州国立博物館蔵品をめぐって～」 

展示課展示調整室研究員  

遠藤啓介 
6月30日 

東洋陶磁学会研究会 西日

本例会 

29 
文化財の材質・構造に関する共

同研究 

油彩画に生じた劣化生成物に関する

考察－絵具層の下層からの発生事例

－ 

東京藝術大学大学院 鈴鴨富士

子、蔵品真理 

博物館科学課環境保全室アソシ

エイトフェロー 秋山純子 

6月30日 

文化財保存修復学会第34回

大会（会場：日本大学） 

 

30 博物館の環境に関する共同研究 博物館危機管理としてのIPM 

学芸部特任研究員 本田光子 

副館長 森田稔 

館長 三輪嘉六 

7月1日 

文化財保存修復学会第34回

大会（会場：日本大学） 

 

31 博物館の環境に関する共同研究 

博物館における環境ボランティアの

取り組み その７－九州国立博物館

のIPM活動 14－ 

学芸部特任研究員 本田光子 

交流課主任研究員 上野知彦 

博物館科学課環境保全室アソシ

エイトフェロー 秋山純子 

博物館科学課環境保全室研究補

佐員 山崎久美子 

九州国立博物館ボランティア 

坂本正晴・内田祥乃 

7月1日 

文化財保存修復学会第34回

大会（会場：日本大学） 

 

32 博物館の環境に関する共同研究 
ある収蔵庫のIPM－導入に向けた3年

間の取り組み－ 

株式会社タクト 江口みどり・小

島理美・下川可容子・松浦顕子 

NPO法人文化財保存活用支援セン

ター 森田レイ子 

学芸部特任研究員 本田光子 

7月1日 

文化財保存修復学会第34回

大会（会場：日本大学） 

 

33 
文化財修復施設についての共同

研究 

九州国立博物館文化財保存修復施設

の設置について（2） 

博物館科学課保存修復室主任研

究員 志賀智史 

博物館科学課保存修復室長  

藤田励夫 

学芸部特任研究員 本田光子 

副館長 森田稔 

館長 三輪嘉六 

（財）美術院 藤本靑一 

（株）芸匠 長瀬賢 

目白漆芸文化財研究所 室瀬和

美・大西智洋 

7月1日 

文化財保存修復学会第34回

大会（会場：日本大学） 

 

34 
18世紀の京都画壇に関する調査

研究 

若冲と蕭白の時代―特別展「美のワン

ダーランド」への招待― 
企画課特別展室研究員 鷲頭桂 7月14日 

アクロス・文化学び塾 

（会場：福岡市） 

35 

中国内蒙古自治区出土の契丹文

化に属する考古遺物に関する調

査研究 

契丹展記念講演会 

契丹！ 草原王朝はこんなに凄かった 

企画課特別展室主任研究員 

市元塁 
7月21日 東京藝術大学 

36 
18世紀の京都画壇に関する調査

研究 

「美のワンダーランド十五人の京絵

師」 

企画課特別展室主任研究員  

畑靖紀 
7月27日 

解説講座 しっとこ九博  

（会場：筑紫野市） 

37 古代山城研究 古代山城 国防の最前線 展示課長 赤司善彦 7月29日 対馬学セミナー 

38 

「南アジアおよび東南アジアに

おけるデーヴァラージャ信仰と

その造形に関する基礎的研究」 

「バンコク国立博物館特別展 

Dharmarajadhiraja(「法王中の王」)」 

 

文化財課資料管理室主任研究員 

原田あゆみ 
8月18日 

第63回東南アジア彫刻史研

究会 

39 
中近世の対馬に関する歴史的研

究 
「対馬宗家文書の世界」 

文化財課資料登録室研究員  

荒木和憲 
8月19日 

ミュージアム講座（「日朝

交流の軌跡」） 

40 古代山城研究 鞠智城の築城時期と貯水池 展示課長 赤司善彦 8月26日 鞠智城シンポジウム 

41 古代山城研究 古代山城 地方支配の拠点 展示課長 赤司善彦 9月9日 対馬学セミナー 

42 
文化財の材質・構造に関する共

同研究 

「遺跡出土朱の産地推定のための同

位体分析」 
博物館科学課長 今津節生 9月11日 

日本地球科学会第59回年会 

（会場：九州大学） 

43 
文化財の材質・構造に関する共

同研究 

「前方後円墳発生期における朱の交

易―イオウ同位体比分析の産地推定

を通して」 

博物館科学課長 今津節生 9月11日 
日本地球科学会第59回年会 

（会場：九州大学） 

44 「博物館マネージメント」 
「日本の国立博物館の独立行政法人

化」 
企画課長 小泉惠英 10月4日 

「博物館治理国際学術研討

会」 

45 
トピック展示に基づく調査研究

と教育普及活動 

考古VS歴史バトルトーク『古事記』の

謎に迫る～考古学の立場から～ 

企画課文化交流展室長  

河野一隆 
10月7日 

ミュージアム講座（考古VS

歴史バトルトーク『古事記』

の謎に迫る） 

46 
日本とアジア諸国との文化交流

に関する調査研究 

考古VS歴史バトルトーク『古事記』の

謎に迫る 

展示課展示調整室主任研究員 

酒井芳司 
10月7日 

ミュージアム講座（考古VS

歴史バトルトーク『古事記』

の謎に迫る） 

47 

文化財を活用した効果的な展示

や、教育活動等に関する調査・

研究 

芦屋釜の制作と復元に関する調査研

究 

文化財課アソシエイトフェロー 

望月規史 
10月12日 

福岡金属遺物談話会第83回

例会 

48 手漉き紙の研究 
「古文書料紙の物理的手法による調

査研究」 

博物館科学課保存修復室長  

藤田励夫 

 

10月13日 

 

東京大学史料編纂所共同利

用・共同研究拠点研究集会 

日本史史料共同研究の新た

な展開 

49 茶の湯における陶磁器の研究 
「館蔵茶道具の見どころ～やきもの

を中心に～」 

展示課展示調整室研究員  

遠藤啓介 
10月20日 

ミュージアム講座（「茶の

湯を楽しむV」） 

50 古代山城研究 
白村江から怡土城へ－７・８世紀の国

際緊張関係とその遺跡 
展示課長 赤司善彦 10月21日 日本考古学協会 

51 古代山城研究 古代山城とＧＩＳ 展示課長 赤司善彦 10月21日 日本考古学協会 

52 
中近世の対馬に関する歴史的研

究 

中世日朝通交貿易の基本構造をめぐ

って 

文化財課資料登録室研究員 荒

木和憲 
10月21日 朝鮮史研究会第49回大会 
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 研究テーマ 発表テーマ 発表者（職名・名前） 実施日 学会等名 

53 
400年にわたるヨーロッパ美術

に関する調査研究 

「ベルリン国立美術館展 学べるヨ

ーロッパ美術の４００年」 
文化財課長 臺信祐爾 10月26日 

解説講座 しっとこ九博  

（会場：筑紫野市） 

54 
日本とアジア諸国との文化交流

に関する調査研究 
「『古事記』からみた日本神話」 

展示課展示調整室主任研究員 

酒井芳司 
10月26日 

原看護専門学校講義「文化

人類学」 

（会場：福岡市） 

55 博物館資料保存の研究 

「書聖・中林梧竹没後100年記念事業 

書などの取扱い方、これからの文化財

の保護、保存、修復について」 

博物館科学課保存修復室長  

藤田励夫 
10月28日 『曝涼展』講演会 

56 日本書道史における三跡の研究 

 

「宸翰の薫りと三蹟―筆致に宿るも

の―」 

文化財課主任研究員 丸山猶計 11月10日 

京都国立博物館特別展覧会

「宸翰 天皇の書」にかか

る土曜講座 

57 
美術工芸品にみる文化交流の諸

相 
「彫刻」 企画課長 小泉惠英 11月10日 放送大学 

58 「比較文化論」 「特別展ができるまで」 企画課長 小泉惠英 11月13日 龍谷大学 

59 博物館資料保存の研究 「古文書資料の整理と保管」 
博物館科学課保存修復室長  

藤田励夫 
11月14日 佐賀県博物館協会研修会 

60 
博物館における文化財保存修復

に関する研究 

鵜殿石仏群の保存対策 ―温湿度環

境調査の結果からー 
博物館科学課長 今津節生 11月18日 

唐津市教育委員会講演会

『鵜殿石仏群からのメッセ

ージ』（佐賀県唐津市） 

61 
日本とアジア諸国との文化交流

に関する調査研究 

「本居宣長『古事記伝』からみた『古

事記』」 

展示課展示調整室主任研究員 

酒井芳司 
11月24日 

太宰府文化懇話会 

（会場：太宰府市） 

62 
博物館における文化財保存修復

に関する研究 

木の文化財を科学する ―沈没船の

保存から仏像の健康診断までー 
博物館科学課長 今津節生 11月25日 

北海道開拓記念館テーマ展

（札幌市） 

63 日本書道史における墨蹟の研究 「東嶺円慈墨蹟に流れるもの」 文化財課主任研究員 丸山猶計 12月6日 

花園大学歴史博物館特別展

「東嶺円慈」にかかる記念

講演会 

64 九州の対外交流 
黄海をめぐる日本の対外交流－鴻臚

館と博多にみる交易拠点について－ 
展示課長 赤司善彦 12月7日 

韓国漢陽大学校国際シンポ

ジウム 

65 

三次元デジタル計測技術を活用

した中国古代青銅器の製作技法

の研究（科学研究費補助金） 

「X線CTスキャナ・３Dデジタイザを応

用した文化財の調査研究と三次元デ

ータの活用」 

博物館科学課長 今津節生 12月15日 
中国考古学会  

（会場：九州国立博物館） 

66 
日本とアジア諸国との文化交流

に関する調査研究 
「律令時代の中央と地方」 

展示課展示調整室主任研究員 

酒井芳司 
12月15日 

甘木歴史資料館学習講座

「ひみこ」 

（会場：朝倉市） 

67 
「ガンダーラ美術の資料集成と

その統合的研究」 

「ガンダーラ美術にみるカーシャパ

三兄弟の帰仏」 
企画課長 小泉惠英 12月16日 

「ガンダーラ美術の資料集

成とその統合的研究」第4

回研究会 

68 
日本とアジア諸国との文化交流

に関する調査研究 
「大宰府の起源」 

展示課展示調整室主任研究員 

酒井芳司 
12月23日 

西日本新聞TNC文化サーク

ル 一日天神大学「大宰府

を学ぶ」 

（会場：福岡市） 

69 
ボストン美術館所蔵作品に関す

る調査研究 

「ボストン美術館 日本美術の至宝」

展 

企画課特別展室研究員  

森實久美子 
25年1月11日 

解説講座 しっとこ九博  

（会場：筑紫野市） 

70 
ボストン美術館所蔵作品に関す

る調査研究 

東洋美術の殿堂へようこそ！ － 

特別展「ボストン美術館」への招待 

企画課特別展室主任研究員  

畑靖紀 
25年1月12日 

「ボストン美術館」展地域

講演会（会場：筑後市） 

71 
ボストン美術館所蔵作品に関す

る調査研究 
「華麗なる仏画の世界」 

企画課特別展室研究員  

森實久美子 
25年1月19日 

リレー講座（「ボストン美

術館」展） 

72 
ボストン美術館所蔵作品に関す

る調査研究 

「海を渡った二大絵巻―吉備大臣入

唐絵巻と平治物語絵巻―」 
企画課特別展室研究員 鷲頭桂 25年1月19日 

リレー講座（「ボストン美

術館」展） 

73 
ボストン美術館所蔵作品に関す

る調査研究 

「雪舟から等伯までー水墨画の魅力

に迫るー」 

企画課特別展室主任研究員  

畑靖紀 
25年1月26日 

リレー講座（「ボストン美

術館」展） 

74 
ボストン美術館所蔵作品に関す

る調査研究 

東洋美術の殿堂へようこそ！―特別

展「ボストン美術館」への招待― 

企画課特別展室研究員  

森實久美子 
25年2月9日 

「ボストン美術館」展地域

講演会（会場：北九州市） 

75 トピック展示｢雪と火炎土器｣ 
トピック展示｢雪と火炎土器｣見どこ

ろ解説 

企画課文化交流展室長 河野一

隆 
25年2月22日 

九州国立博物館を愛する会

ふるさとセミナー（筑紫野

市） 

76 
ボストン美術館所蔵作品に関す

る調査研究 

「ボストン美術館 日本美術の至宝

展」をもっと楽しむために 
企画課特別展室研究員 鷲頭桂 25年2月23日 

「ボストン美術館」展地域

講演会（会場：筑前町） 

 

【東京文化財研究所】計48件 

○文化財に関する基礎的・体系的な調査・研究の推進（22件） 
 研究テーマ 発表テーマ 発表者（職名・名前） 実施日 学会等名 

1 文化財の資料学的研究 石山寺縁起絵巻の絵師再考 企画情報部客員研究員 相澤正彦 11月15日 企画情報部研究会 

2 同上 マンガを学生にどう伝えるか 企画情報部客員研究員 三上豊 12月25日 同上 

3 同上 研究資料 滋賀・十輪院地蔵菩薩立像 
企画情報部文化形成研究室長 津

田徹英 
25年1月29日 同上 

4 
近現代美術に関する交流史的

研究 

川村清雄の油絵―江戸絵画と西洋画

の融合 
企画情報部副部長 山梨絵美子 10月19日 

川村清雄展特別レクチャ

ー 江戸東京博物館 

5 同上 徳川霊廟を描いた画家たち 企画情報部副部長 山梨絵美子 10月19日 
第46回企画情報部オープ

ンレクチャー 

6 同上 
連想が結ぶ美術史の点と線―アーカ

イブズから見えるもの 
企画情報部客員研究員 10月20日 

第46回企画情報部オープ

ンレクチャー 

7 同上 1912年10月20日・上野・美術 企画情報部長 田中淳 10月20日 
第46回企画情報部オープ

ンレクチャー 
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 研究テーマ 発表テーマ 発表者（職名・名前） 実施日 学会等名 

8 同上 Futurism day―木村荘八の1912年 企画情報部長 田中淳 11月17日 

日本における未来派100

年記念シンポジウム 東

京都現代美術館 

9 同上 
大正期の日本画―再興日本美術院を

中心に 

企画情報部近・現代視覚芸術研究室

長 塩谷 純 
25年2月2日 

江東区森下文化センター

平成24年度後期講座 

10 
美術の表現・技法・材料に関

する多角的研究 

Classicism, Subject Matter, and 

Artistic Status--In the Work of 

Ogata K・rin, Symposium The Artist 

in Edo, at CASVA-Center for Advanced 

Study in the Visual Arts  

文化遺産国際協力センター主任研

究員 江村知子 
4月13日 

National Gallery of 

Art, Washington DC, USA 

11 同上 
光学的調査及び蛍光X線分析による壁

画ドルナ像の検証 
企画情報部客員研究員 中野照男 8月20日 

『敦煌絲■（糸＋周）之

路国際検討会』神戸大学 

12 同上 
南蛮漆器成立・製作の経緯と年代再考

―中間報告― 

企画情報部広領域研究室長 小林 

公治 
25年2月5日 

2012年度第5回総合研究

会 

13 同上 ギメ本大政威徳天縁起絵巻について 
企画情報部文化財アーカイブズ研

究室長 綿田 稔 
25年3月19日 企画情報部研究会 

14 
無形文化財の保存・活用に関

する調査研究 
大連で鳴り響いた鼓 

無形文化遺産部無形文化財研究室

長 高桑いづみ 
9月17日 

公開シンポジウム「海外

で鳴り響いた邦楽」 

15 同上 
X線調査から判明した能管・龍笛の製

作方法 
同上 11月11日 山内家資料修理説明会 

16 同上 
無形文化遺産部所蔵記録『山口鷺流狂

言の小舞謡』の意義 
同上 12月8日 第7回公開学術講座 

17 同上 
東京文化財研究所所蔵アナログ音声

資料 そのメディア転換をめぐって 

無形文化遺産部音声・映像記録研究

室長 飯島 満 
11月9日 

平成24年度第3回総合研

究会 

18 同上 無形民俗文化財の復興支援について 
無形文化遺産部研究員 今石みぎ

わ 
7月6日 

災害・復興アーカイブシ

ンポジウムin宮城 石巻

市河北総合センター 

19 同上 連続講座 イナウとは何か 同上 9月21日 アイヌ文化交流センター 

20 同上 
菅江真澄と旅―旅する巨人・宮本常一

の視点から 
同上 9月15日 

全国菅江真澄研究集会男

鹿大会 

21 同上 

リスク社会のイノベーション2013―

情報共有に基づく公民協働型防災の

実現を目指して― 

同上 25年3月1日 

「無形文化遺産の復興支

援」シンポジウム 東京

国際フォーラム 

22 
無形文化遺産分野の国際研究

交流事業 

無形文化遺産の再構築と再生－東ア

ジアの視点と文化の多様性 
無形文化遺産部長 宮田繁幸 10月18日 

「日本における無形文化

遺産保護とユネスコ無形

文化遺産保護条約」国際

フォーラム 台湾台北市  

 

○文化財の研究に関する調査手法の研究・開発の推進（1件） 
 研究テーマ 発表テーマ 発表者（職名・名前） 実施日 学会等名 

1 
文化財デジタル画像形成に関

する調査研究 

宮内庁三の丸尚蔵館所蔵春日権現験

記絵共同調査の中間報告 

企画情報部主任研究員 小林達朗 

企画情報部専門職員 城野誠治 
9月25日 

2012年度第6回企画情報

部研究会  

 

○科学技術の活用等による文化財の保存科学や修復技術に関する中核的な支援拠点として、先端的調査研究等の推

進（17件） 
 研究テーマ 発表テーマ 発表者（職名・名前） 実施日 学会等名 

1 
文化財のカビ被害予防と対策

のシステム化についての研究 

津波で被災した文化財の微生物被害

と殺菌燻蒸処理上の問題点 

保存修復科学センター生物科学研

究室長 木川りか 
12月5日 

第36回文化財の保存及び

修復に関する国際研究集

会 

2 同上 
津波で被災した紙質文化財の生物劣

化に関わる微生物群の調査 

保存修復科学センター研究員 佐

藤嘉則 
同上 同上 

3 文化財の保存環境の研究 

文化財展示収蔵施設に用いられる内

装材量の空気質への影響―展示ケー

ス内装材料の選定― 

保存修復科学センター保存科学研

究室長 佐野千絵、客員研究員 呂 

俊民、研究補佐員 古田嶋智子  

6月30日～7月1

日 

文化財保存修復学会第34

回大会 

4 同上 

文化財展示収蔵施設に用いられる内

装材料の空気質への影響その1 ―内装

材料の放散ガス試験法― 

同上 同上 同上 

5 同上 

文化財展示収蔵施設に用いられる内

装材料の空気質への影響その2 ―放

散ガスのデータベース構築― 

同上 同上 同上 

6 
文化財の材質及び劣化調査法

に関する研究 
泰西王侯騎馬図屏風の彩色材料調査 

保存修復科学センター分析科学研

究室長 早川泰弘、企画情報部専門

職員 城野誠治 

6月23日～24日 
日本文化財科学会第29回

大会 

7 同上 
元禄及び天保国絵図の彩色材料と色

表現について 

保存修復科学センター主任研究員 

吉田直人、保存修復科学センター分

析科学研究室長 早川泰弘 

同上 同上 

8 

周辺環境が文化財に及ぼす影

響評価とその対策に関する研

究 

埋蔵環境と屋外環境での石造文化財

の風化速度の違い 

保存修復科学センター修復材料研

究室長 朽津信明 
11月1日～2日 

日本応用地質学会平成24

年度研究発表会 朱鷺メ

ッセ 

9 同上 
石造文化財の着生生物による劣化と

環境 
同上 12月6日 

第36回文化財の保存及び

修復に関する国際研究集

会 

10 同上 
臨海環境における建造物修理材料の

耐候性評価 

保存修復科学センター主任研究員 

早川典子、保存修復科学センター主

任研究員 森井順之 

6月23日～24日 
日本文化財科学会第29回

大会 
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11 同上 

臼杵磨崖仏における凍結破砕防止策

の検討（４）－覆屋閉鎖時における隙

間風対策 

保存修復科学センター主任研究員 

森井順之 
同上 同上 

12 同上 
石造文化財着生生物のクリーニング

について 
同上 12月6日 

第36回文化財の保存及び

修復に関する国際研究集

会 

13 
文化財の防災計画に関する研

究 

彫刻作品の地震時転倒確率の簡易予

測に関する研究 
同上 6月23日～24日 

日本文化財科学会第29回

大会 

14 
伝統的修復材料及び合成樹脂

に関する調査研究 

出土資料からみた中世首里城におけ

るベンガラ顔料の調達と使用 

保存修復科学センター伝統技術研

究室長 北野信彦 
6月23日 

第29回日本文化財科学

会、京都大学 

15 同上 
近世出土漆器の研究に関する一知見、

江戸遺跡研究会 
同上 25年2月3日 

第26回大会「江戸と木の

文化」、江戸東京博物館 

16 
近代の文化遺産に関する調査

研究 
御料車の保存と修復及び活用 

保存修復科学センター近代文化遺

産研究室長 中山俊介 
11月30日 

御料車の保存と修復及び活

用に関しての研究会 

17 同上 金属製航空部品の保存手法に関する研究 
保存修復科学センター近代文化遺

産研究室長 中山俊介 
7月1日 

文化財保存修復学会第34回

大会 

 

○保存・修復事業を実施するために必要な研究基盤の整備（1件） 
 研究テーマ 発表テーマ 発表者（職名・名前） 実施日 学会等名 

1 
文化遺産保護に関する国際情

報の収集・研究・発信 
第36回世界遺産委員会報告 

企画情報部情報システム研究室長 

二神葉子 
9月4日 総合研究会 

 

○諸外国における文化財の保存・修復に関する技術移転の推進（7件） 
 研究テーマ 発表テーマ 発表者（職名・名前） 実施日 学会等名 

1 
中国壁画の保護に関する日中

共同研究 

敦煌莫高窟壁画第285窟壁画の劣化要

因の検討～模擬壁画を用いた劣化実

験～ 

保存修復科学センター長 岡田 

健、客員研究員 鉾井修一、客員研

究員 小椋大輔、客員研究員 高林

弘実、客員研究員 渡辺真樹子 

6月30日～7月1

日 

文化財保存修復学会第34

回大会 

2 同上 
敦煌莫高窟第285窟壁画の保存状態Ⅱ

―天井壁画の保存状態― 

保存修復科学センター長 岡田 

健、企画情報部主任研究員 皿井

舞、客員研究員 渡辺真樹子 

同上 同上 

3 同上 

敦煌莫高窟内の壁画の劣化に関する

研究－塩析出による壁画の劣化の評

価 

保存修復科学センター長 岡田 

健、客員研究員 鉾井修一、客員研

究員 小椋大輔 

7月    建築学会大会 

4 
在外日本古美術品保存修復協

力事業 

デンプン分解酵素の除去確認方法に

ついて-ケルン東洋美術館蔵「霊照女

図」を事例として 

文化遺産国際協力センター長 川

野邊渉、文化遺産国際協力センター

主任研究員 加藤雅人、文化遺産国

際協力センターアソシエイトフェ

ロー楠京子、文化遺産国際協力セン

ターアソシエイトフェロー山田祐

子 

6月30日～7月1

日 

文化財保存修復学会第34

回大会 

5 同上 

ケルン東洋美術館蔵「霊照女図」修復

事例報告―肌上げ時における酵素使

用の検討及び表具乾燥方法の新しい

試み― 

同上 同上 同上 

6 同上 光琳の作画における伝統と創造 
文化遺産国際協力センター主任研

究員 江村知子 
7月19日 

第７回JAWS 10周年記念

公開研究会（ハワイ大学

マノア校） 

7 同上 平安彫刻における伝統と創造 企画情報部主任研究員 皿井 舞 同上 同上 

 

【奈良文化財研究所】計92件 

○文化財に関する基礎的・体系的な調査・研究の推進（36件） 
 研№ 研究テーマ 発表テーマ 発表者（職名・名前） 実施日 学会等名 

1 5 

近畿を中心とする

古寺社等所蔵の歴

史資料等に関する

調査研究 

古寺社の古文書が語りだす歴史―南都の

古文書調査から― 
歴史研究室長 吉川聡 10月6日 

奈良文化財研究所創立

60周年記念特別講演会 

2 同上 同上 「特別史跡 平城宮跡」の保存 同上 10月13日 

文化財をもっと知る講

座2012｢近代奈良の文

化財｣、奈良市 

3 6 

我が国の建造物及

び伝統的建造物群

に関する調査・研究 

日本における建築遺跡の調査と研究 遺構研究室長 箱崎和久 11月8日 
日中韓建築遺産保存学

術会議 

4 同上 同上 
日本における建築遺跡の保護と整備の技

術 

都城発掘調査部研究員 高橋千奈津 

（代理発表）遺構研究室長 箱崎和

久 

同上 同上 

5 同上 同上 日本における建築遺跡の整備活用 
都城発掘調査部主任研究員 黒坂貴

裕 
11月9日 同上 

6 10 

我が国の記念物に

関する調査・研究

（遺跡等整備） 

文化的資産としての名勝地の研究（日本

造園学会賞受賞者講演） 

景観研究室長（前遺跡整備研究室長） 

平澤毅 
5月19日 

平成24年度日本造園学

会全国大会 

7 同上 同上 世界遺産の保存管理 
景観研究室長（前遺跡整備研究室長） 

平澤毅 
10月3日 

福岡県「文化遺産のマ

ネジメントと世界遺

産」研修会 

－ 190 －



 

 研№ 研究テーマ 発表テーマ 発表者（職名・名前） 実施日 学会等名 

8 同上 同上 
遺跡を現在に活かし、未来に伝える－平

城宮跡の保存と整備－ 

景観研究室長（前遺跡整備研究室長） 

平澤毅 
10月6日 

奈良文化財研究所 創

立60周年 特別講演会

［東京会場］「遺跡を

さぐり、しらべ、いか

す―奈文研６０年の軌

跡と展望」 

9 同上 同上 
遺跡を現在に活かし、未来に伝える－平

城宮跡の保存と整備－ 

景観研究室長（前遺跡整備研究室長） 

平澤毅 
10月29日 

平城宮跡解説ボランテ

ィア研修会 

10 11 

我が国の記念物に

関する調査・研究

（庭園及び国際研

究交流） 

近代東北三大地主の名勝庭園と齋藤氏庭

園の価値 

景観研究室長（前遺跡整備研究室長） 

平澤毅 
6月24日 

第９回文化財庭園フォ

ーラム 

11 同上 同上 庭園史の中の北畠氏館跡庭園 文化遺産部主任研究員 青木達司 9月1日 北畠神社歴史講演会 

12 同上 同上 
Protection of Places of Scenic Beauty 

in Japan 

景観研究室長（前遺跡整備研究室長） 

平澤毅 
9月25日 

＊研究交流協定に基づ

くコロンビア大学にお

ける講演 

13 同上 同上 

Study on Heat and Moisture Movement in 

Openly Exhibited Soil Structure 

Remains 

埋蔵文化財センター研究員 脇谷草

一郎 
9月25日 

＊研究交流協定に基づ

くコロンビア大学にお

ける講演 

14 同上 同上 禅宗伽藍がもたらした「背面庭」 文化遺産部長 小野健吉 10月24日 

奈良文化財研究所 庭

園の歴史に関する研究

会―禅宗寺院と庭園 

15 同上 同上 
庭園と浄土―『法然上人行状絵図』に見

る九条兼実の月輪殿について 
文化遺産部長 小野健吉 11月10日 

国際日本文化研究セン

ター共同研究会 日本

庭園あの世とこの世―

自然・宗教・芸術 

16 同上 同上 庭園の保存と活用 文化遺産部主任研究員 青木達司 11月10日 

（足利市庭園文化研究

会）シンポジウム 足

利の歴史文化と庭園 

17 同上 同上 近代の名勝庭園 文化遺産部長 小野健吉 11月18日 

奈良市・文化財をもっ

と知る口座2012「近代

奈良の文化財」 

18 同上 同上 大乗院庭園と発掘された庭園 都城発掘調査部研究員 高橋知奈津 25年2月16日 
文化講演会「大乗院庭

園文化サロン」 

19 19 

アジアにおける古

代都城遺跡、生産遺

跡、墓制及び陶磁器

に関する中国、韓国

との共同研究及び

カザフスタンへの

研究協力 

The Diffusion of Northern Microblade 

Industries in East Asia 
展示企画室長 加藤真二 7月8日 

アジア旧石器協会年次

シンポジウム 

20 同上 同上 
泥河湾盆地における小型剥片石器群と細

石刃石器群 
同上 11月24日 

国際シンポジウム「東

北アジアにおける古環

境変動と旧石器編年に

関する基礎的研究」 

21 同上 同上 華北西部の細石刃石器群 同上 25年2月9日 
第14回北アジア調査研

究報告会 

22 同上 同上 河南省靈井遺址的細石葉技術 同上 25年2月28日 
香港中文大学学術交流

プロジェクト 

23 20 

文化的景観及びそ

の保存・活用に関す

る調査研究 

学としての文化的景観と保護行政 文化遺産部研究員 惠谷浩子 11月17日 
人文地理学会歴史地理

研究部会 

24 同上 同上 
ふるさとの景観、その価値とこれからを

見つめて 
文化遺産部研究員 惠谷浩子 25年3月6日 

宮島集落景観保全協議

会講演会 

25 同上 同上 日本における文化的景観の取組 景観研究室長 平澤毅 25年3月20日 

筑波大学世界遺産専攻

世界遺産セミナー（ラ

ウンドテーブル）「文

化的景観及び関連する

施策の現在 ―カテゴ

リーからアプローチ

へ」 

26 21 
遺跡データベース

の作成と公開 
平城京と興福寺の発掘 遺跡・調査技術研究室長 小澤毅 6月12日 

定林寺復元国際学術シ

ンポジウム 

27 同上 同上 飛鳥から藤原京そして平城京へ 同上 10月20日 

奈良文化財研究所創立

60周年記念日中韓国際

講演会 

28 同上 同上 日本古代律令国家による稲の徴税と収納 客員研究員 山中敏史 10月27日 

飯田市歴史研究所 

飯田アカデミア 

第66講座 

29 同上 同上 郡衙正倉院の構造と機能 同上 10月28日 同上 

30 同上 同上 発掘された文字を読む 同上 25年2月11日 ぐんが古代史講座 

31 同上 同上 古代の郡役所をえがく 同上 25年3月10日 同上 

32 22 

出土遺物の材質構

造調査、鉄製品及び

木製品の埋蔵環境

調査 

弥生・古墳時代のナトロンガラス製玉類

の考古科学的研究 

埋蔵文化財センター研究員 田村朋

美、保存修復科学研究室長 髙妻洋

成 

6月23日 日本文化財科学会 

33 同上 同上 
海水環境が鉄製遺物の腐食過程に及ぼす

影響 

埋蔵文化財センター研究員 脇谷草

一郎、保存修復科学研究室長 髙妻

洋成 

同上 同上 
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 研№ 研究テーマ 発表テーマ 発表者（職名・名前） 実施日 学会等名 

34 同上 同上 文化財建造物塗装材料の分析(3) 

埋蔵文化財センター特別研究員 赤

田昌倫、保存修復科学研究室長 髙

妻洋成、都城発掘調査部主任研究員 

降幡順子、埋蔵文化財センター研究

員 脇谷草一郎・田村朋美 

6月30日 文化財保存修復学会 

35 23 

遺構の安定化方法

を検討するための

基礎データを収集 

An Investigation of preserving the 

carvedstigation of preserving the 

carved stone in burial mound using 

numerical analysis of heat and 

moisture simultaneous transfer 

埋蔵文化財センター研究員 脇谷草

一郎、保存修復科学研究室長 髙妻

洋成 

5月28～31日 

International 

Building Physics 

Conference 

36 同上 同上 
土質遺構露出展示状態の宮畑遺跡におけ

る水分移動解析 

埋蔵文化財センター研究員 脇谷草

一郎、保存修復科学研究室長 髙妻

洋成 

6月23日 日本文化財科学会 

 

○文化財の研究に関する調査手法の研究・開発の推進（49件） 
 研№ 研究テーマ 発表テーマ 発表者（職名・名前） 実施日 学会等名 

1 25 
文化財の測量･探査

等に関する研究 

遺跡調査におけるデジタル写真計測

の利用 

埋蔵文化財センター主任研究員 

金田明大 
4月11日 

DPユーザー会 

応用事例発表会  

2 同上 同上 To find post holes 
埋蔵文化財センター主任研究員 

金田明大、客員研究員 西村康、西

口和彦 

6月4～8日 

The14th 

International 

Conference on Ground 

Penetrating Radar 

3 同上 同上 
被災文化遺産支援コンソーシアムの

活動―防災遺産学の提起― 

埋蔵文化財センター主任研究員 

金田明大 
6月23～24日 

日本文化財科学会 

第29回大会研究発表 

4 同上 同上 
神郡の役所を探る  

―常陸国鹿島郡衙のGPR探査― 

埋蔵文化財センター主任研究員 

金田明大、客員研究員 西村康 
同上 同上 

5 同上 同上 
現場ですべきこと、整理室でできるこ

と―迅速な発掘調査にむけた試行― 

埋蔵文化財センター主任研究員 

金田明大 
同上 同上 

6 同上 同上 
測る、掘る、考える―高田２号墳の総

合的調査― 
同上 同上 同上 

7 同上 同上 
掘らずに土の中をみる 

―遺跡探査の応用と成果― 
同上 10月6日 

奈良文化財研究所創

立60周年記念特別講

演会 

8 同上 同上 

土の中の文化財を測る 

―日本の遺跡調査と測量・計測技術の

これから― 

同上 11月6日 
第30回地理空間情報 

イブニング・セミナー 

9 同上 同上 
地下の情報を知る、まとめる 

―遺跡調査を中心に― 
同上 12月3日 

関西G空間フォーラム 

in 奈良 

10 26 年輪年代学研究 

Seasonal distribution of Callose 

distribution in sieve cells of some 

conifers 

Li Yile, Pan Biao, 客員研究員 

Takao Itoh 
4月26～28日 

中国木材科学分会第

13次研討会 

11 同上 同上 
Structural changes of nonconducting 

phloem to rhytidome in some conifers 
同上 同上 同上 

12 同上 同上 Wang Zhiyin, Luo Jiayan, Takao Itoh 
Wang Zhiyin, Luo Jiayan, 客員研

究員 Takao Itoh 
同上 同上 

13 同上 同上 

Comparative study on the durability 

of archaeological wood, Cinnamomum 

camphora and Phoebe sp. 

客員研究員 Takao ITOH 同上 同上 

14 同上 同上 

Chemical Induction of traumatic gum 

ducts by methyl jasmonate and 

ethephon in Liquidamber formosana 

Yawen Zheng, Biao Pan, 客員研究

員 Takao Itoh 
同上 同上 

15 同上 同上 
How does pollen analysis detect poor 

rice harvest?  

Junko Kitagawa, Yasuharu Hoshino, 

Kazuyoshi Yamada, 研究員 

Hitoshi Yonenobu: 

6月6日 

53rd Annual Meeting 

of the Society for 

Economic Botany 

16 同上 同上 

玉龍寺木造女神坐像の調査研究―非

破壊による年輪年代学および美術史

学的視点から― 

年代学研究室長 大河内隆之、埋蔵

文化財センター特別研究員 児島

大輔、山下立 

6月23～24日 
日本文化財科学会第

29回大会 

17 同上 同上 
東北北部におけるアスナロの長期標

準年輪曲線構築 

箱崎真隆、大山幹成、埋蔵文化財セ

ンター研究員 星野安治、吉田明

弘、鈴木三男 

同上 同上 

18 同上 同上 

新宿区崇源寺跡から出土した木棺材

の樹種と年輪幅からみた江戸の木材

利用の変遷 

鈴木伸哉、大山幹成、埋蔵文化財セ

ンター研究員 星野安治、能城修一 
同上 同上 

19 同上 同上 

日本産ツガ属の年輪年代測定（その

５）－當麻奥院方丈の改造履歴につい

て－ 

客員研究員 藤井裕之、山下秀樹、

中田宏和 
同上 同上 

20 同上 同上 談山神社権殿の年輪年代調査 
客員研究員 藤井裕之、客員研究員 

光谷拓実、吉田恭純、舘俊秀 
同上 同上 

21 同上 同上 

縄文時代におけるコナラ節の利用と

その技術－北白川追分町遺跡出土大

木の検討から－ 

村上由美子、メヒティルメルツ、客

員研究員 藤井裕之、坂本稔、遠藤

利恵、中川正人、冨井眞 

6月24日 
日本文化財科学会第

29回大会 

22 同上 同上 Present Status of YU-AMS System. 

Tokanai, F., Kato, K., Anshita, 

M., Sakurai, H., Toyoguchi, T., 

Kobayashi, T., Miyahara, H., 

Ohyama, M., 埋蔵文化財センター研

究員 Hoshino, Y. 

7月9～13日 

21st International 

Radiocarbon 

Conference 
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 研№ 研究テーマ 発表テーマ 発表者（職名・名前） 実施日 学会等名 

23 同上 同上 

榛名二ツ岳，伊香保テフラ（Hr-FP）

のウイグルマッチング年代‐ShCal04

適用の可能性 

八塚槙也、奥野充、及川輝樹、下司

信夫、埋蔵文化財センター研究員 

星野安治、中村俊夫 

7月20日 

第25回タンデム加速

器及びその周辺技術

の研究会 

24 同上 同上 火山活動履歴と樹木年輪 
埋蔵文化財センター研究員 星野

安治、大山幹成、米延仁志 
8月20日 

日本第四紀学会2012

年大会 

25 同上 同上 

樹木年輪中の酸素同位体比を用いた

マウンダー極小期の東アジア地域の

気候変動復元と太陽活動 

坂下渉、横山祐典、宮原ひろ子、阿

瀬貴博、米延仁志、大山幹成、埋蔵

文化財センター研究員 星野安治、

中塚武 

8月21日 同上 

26 同上 同上 

榛名二ツ岳，伊香保テフラ（Hr-FP）

のSHCal04 を適用した14C ウイグルマ

ッチング年代 

奥野充、八塚槙也、及川輝樹、下司

信夫、埋蔵文化財センター研究員 

星野安治、中村俊夫 

10月14日 
日本火山学会2012年

度秋季大会 

27 同上 同上 

漢代遺跡出土木材の樹種と西域の木

質文化 ー特に木郭・木棺用材につい

てー 

客員研究員 Takao ITOH, Biao Pan, 

and Shengcheng Zhai 
10月16日 

漢代西域考古・漢文化

国際学術検討会 

28 同上 同上 
東北北部の埋没林・遺跡から出土した

アスナロの長期標準年輪曲線構築 

箱崎真隆、大山幹成、埋蔵文化財セ

ンター研究員 星野安治、吉田明

弘、鈴木三男 

11月24日 
第27回日本植生史学

会大会 

29 同上 同上 

墨田区弘前藩津軽家上屋敷跡から出

土した遺構構築材の樹種と年輪幅か

らみた近世の木材利用 

鈴木伸哉、大山幹成、埋蔵文化財セ

ンター研究員 星野安治、能城修一 
同上 同上 

30 同上 同上 
我が国における長期標準年輪曲線の

構築と古気候復元 

大山幹成、米延仁志、埋蔵文化財セ

ンター研究員 星野安治 

25年1月12-13

日 

汽水域研究会2013年

大会 

31 同上 同上 
年輪年代学から見た江戸遺跡出土木

質遺物 

大山幹成、埋蔵文化財センター研究

員 星野安治 
25年2月2日 

江戸遺跡研究会第26

回大会 

32 同上 同上 

秋田県森吉家ノ前A遺跡出土材を用い

たスギ標準年輪曲線の構築と推定さ

れる遺構間の年代関係 

埋蔵文化財センター研究員 星野

安治、大山幹成、米延仁志 
25年3月29日 

第63回日本木材学会

大会 

33 27 

動植物遺存体によ

る環境考古学的研

究 

海と山の考古学 埋蔵文化財センター長 松井章 4月22日 長野県立歴史館 

34 同上 同上 保美貝塚の動物遺存体 
埋蔵文化財センター研究員 山崎

健 
5月27日 

日本考古学協会第78

回総会 

35 同上 同上 
環境考古学が明らかにする動物と日

本人の１万年 
埋蔵文化財センター長 松井章 6月17日 静岡県獣医師学会 

36 同上 同上 
藤原宮造営期の馬に認められた骨病

変 

埋蔵文化財センター研究員 山崎

健 
6月23～24日 

日本文化財科学会 

第29回大会 

37 同上 同上 
東海地方における縄文時代後晩期の

生業研究の方向性 
同上 7月21日 

東海縄文研究会 第3

回例会 

38 同上 同上 遺跡出土のカツオ遺存体 埋蔵文化財センター長 松井章 9月8日 
海洋考古学会  

黒潮の考古学 

39 同上 同上 
焼骨の基礎的研究―新潟県を事例と

して― 

埋蔵文化財センター研究員 山崎

健 
9月22日 

第227回近江貝塚研究

会 

40 同上 同上 琵琶湖湖底遺跡について 埋蔵文化財センター長 松井章 9月29日 成安造形大学 

41 同上 同上 

考古学からみた食文化研究の現状と

課題『東海地方の海里山の食文化研究

集』 

同上 10月13日 
愛知大学総合郷土研

究所シンポジウム 

42 同上 同上 

環境考古学(古代人の食と住) 〜「ゴ

ミ溜め、便所跡」の遺跡の発掘より古

代人の生活を考える〜 環境考古学

にとって「ゴミ溜め」 

同上 10月20日 
ＮＰＯ法人りんくう

メディカルプラザ 

43 同上 同上 
先史時代 琉球列島へのイノシシ・家

畜 
同上 11月3日 日本人類学会 

44 同上 同上 古代都城における動物利用 
埋蔵文化財センター研究員 山崎

健 
同上 

第111回公開講演会

「奈文研における自

然科学の役割」 

45 同上 同上 考古学と狩猟採集民 埋蔵文化財センター長 松井章 11月4日 
国立民族博物館共同

研究会 

46 同上 同上 
ニホンジカの骨端癒合時期に関する

基礎的研究 

埋蔵文化財センター研究員 山崎

健 
11月10～11日 

第16回動物考古学研

究集会 

47 同上 同上 
文化財レスキューの取り組みと復興

関連調査への支援体制の確立 

埋蔵文化財センター研究員 山崎

健、埋蔵文化財センター長 松井章 
同上 同上 

48 同上 同上 
文化財レスキューの取り組みと復興

関連調査への支援体制の確立 
同上 11月24日 

第27回日本植生史学

会大会 

49 同上 同上 
Pig Domestication in 

Japan-Zooarchaeological Approach  
埋蔵文化財センター長 松井章 11月27日 

アジア・大洋州畜産会

議（ＡＡＡＰ） 

 

○科学技術の活用等による文化財の保存科学や修復技術に関する中核的な支援拠点として、先端的調査研究等の推

進（2件） 
 研№ 研究テーマ 発表テーマ 発表者（職名・名前） 実施日 学会等名 

1 31 

ミリ波イメージン

グにかかる基礎実

験及び装置の改良

等 

Application of electromagnetic 

waves for the degradation 

mechanisms of painted wooden 

cultural properties 

保存修復科学研究室長 髙妻洋成 4月19日 

Advanced 

Electromagnetic 

Symposium 2012 

2 同上 同上 
キトラ古墳壁画の材料調査1―白虎と

青龍の調査― 

保存修復科学研究室長 髙妻洋成、 

都城発掘調査部主任研究員 降幡

順子、埋蔵文化財センター研究員 

6月23日 日本文化財科学会 

－ 193 －

附属資料　：24年度自己点検評価報告書　統計表



 

 研№ 研究テーマ 発表テーマ 発表者（職名・名前） 実施日 学会等名 

脇谷草一郎・田村朋美、埋蔵文化財

センター特別研究員 赤田昌倫・辻

本與志一 

 

○国・地方公共団体の要請に応じた保存措置等のために必要な実践的な調査・研究の実施（2件） 
 研№ 研究テーマ 発表テーマ 発表者（職名・名前） 実施日 学会等名 

1 37 

文化庁が行う高松

塚古墳・キトラ古

墳の壁画の調査及

び保存・活用に関

する技術的協力 

キトラ古墳璧画の材料調査Ⅰ－白虎

と青龍－ 
保存修復科学研究室長 高妻洋成 6月23日 

日本文化財科学会第29

回大会 

2 同上 同上 

高松塚古墳壁画の材料調査－蛍光X線

分析法による下地漆喰に関する調査

(4)－ 

都城発掘調査部主任研究員 降幡

順子 
同上 同上 

 

○諸外国における文化財の保存・修復に関する技術移転の推進（2件） 
 研№ 研究テーマ 発表テーマ 発表者（職名・名前） 実施日 学会等名 

1 43 

カンボジア・アン

コールワット遺跡

群の西トップ寺院

遺跡、ベトナム・

タンロン皇城遺跡

の建築史的、考古

学的、保存科学的

調査 

Activity report of the conservation 

for Prasat Top West (Monument 486), 

Angkor (2011-2012) 

企画調整部研究員 石村智 6月6日 

アンコール遺跡群国際

調整会議（ICC-Angkor）

第21回技術委員会 

2 同上 同上 

Progress report of the conservation 

for Prasat Top West (Monument 486), 

Angkor (2012) 

都城発掘調査部副部長 杉山洋、企

画調整部研究員 石村智 
12月5日 

アンコール遺跡群国際

調整会議（ICC-Angkor）

第19回本会議 

 

○情報資料の収集・整備及び調査研究成果の発信（1件） 
 研№ 研究テーマ 発表テーマ 発表者（職名・名前） 実施日 学会等名 

1 52 
文化財に関するデ

ータベースの充実 

地理情報標準に準拠した遺構情報シ

ステムのRDBへの実装 
国際遺跡研究室長 森本晋 他 10月13日 

日本地理情報システム

学会第21回研究発表大

会 

 

【アジア太平洋無形文化遺産研究センター】計6件 

○アジア太平洋地域における無形文化遺産保護に関する基礎的な調査・研究（6件） 
 研究テーマ 発表テーマ 発表者（職名・名前） 実施日 学会等名 

1 

アジア太平洋地域の無形文化

財保護に関する基礎的な調

査･研究 

Documentation as a tool 

 for safeguarding a community’s 

intangible heritage on the verge of 

disappearing 

大貫美佐子（副所長） 6月3日  
The first  

ICH- Researchers Forum  

2 同上 
ミャンマーにおける無形文化遺産に

関する調査について 
児玉茂昭（アソシエイトフェロー） 11月15日 

文化遺産国際協力コンソ

ーシアム第一回ミャンマ

ーワーキンググループ 

3 同上 ことばと無形文化遺産 児玉茂昭（アソシエイトフェロー） 11月23日 
堺市第三回無形文化遺産

理解セミナー 

4 同上 
Sustainable Development and  

Safeguarding of ICH 
大貫美佐子（副所長） 25年1月10日   

IRCI meeting on 

ICH-Evaluating the 

inscription criteria 

for the two lists of 

UNESCO’s intangible 

cultural heritage  

convention 

5 同上 パプア・ニューギニア調査について 児玉茂昭（アソシエイトフェロー 25年2月17日 
無形文化遺産シンポジウ

ム 

6 同上 

Documentation of ICH and 

Development of Methodologies for 

Community’s Safeguarding 

Activities  

大貫美佐子（副所長） 25年2月22日 

Workshop for 

Community’s Young Film 

Makers 
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c-④ シンポジウム開催実績一覧 
平成25年3月31日現在 

国立文化財機構合計 博物館計 東京国立博物館 京都国立博物館 奈良国立博物館 九州国立博物館 

10件 

8件 0件 2件 2件 4件 

文化財研究所計 東京文化財研究所 奈良文化財研究所 

1件 1件 0件 

アジア太平洋無形文化遺産研究センター 
   

1件 
   

 

【東京国立博物館】 
該当なし 

 

【京都国立博物館】 
○シンポジウム『ヤマト王権と出雲―検証・神々の国―』 
開 催 日 7月29日 
開催場所 国立京都国際会館 アネックスホール 
主  催 京都国立博物館、島根県古代文化センター、島根県立古代出雲歴史博物館、NHK京都放送局、NHKプラネット近畿、読売新聞社 
参加人数 1,100人 
事業内容 「大出雲展」の開催を記念し、「古事記」や「日本書紀」の出雲系神話と「出雲国風土記」の神話あるいは考古学的資料から出雲大社の成立を中心

に出雲とヤマト王権の関係に焦点をあて、上田正昭氏による基調講演とパネルディスカッションを行った。 

 
○国際シンポジウム『天皇・皇帝の書をめぐって』 
開 催 日 11月18日 
開催場所 京都市勧業館みやこめっせ 
主  催 京都国立博物館 
参加人数 209人 
事業内容 「宸翰様」とよばれる天皇独特の重厚な書風の展開には、中国・唐よりもたらされた書、あるいは宋・元よりもたらされた禅宗が少なからず影響し

ており、北京、台北、日本国内から気鋭の研究者３名を招き、天皇の書のみならず、皇帝の書についても考察し、異なる視点から明らかになる、最
新の研究成果について研究発表、パネルディスカッションを行った。 

 

 

【奈良国立博物館】 
○御遠忌800年記念特別展「解脱上人貞慶 ―鎌倉仏教の本流―」関連イベント 「貞慶フォーラム」 
開 催 日 5月5日 
開催場所 東大寺総合文化センター 金鐘ホール 
主  催 奈良国立博物館、読売新聞社 
参加人数 252名 
事業内容 御遠忌800年記念特別展「解脱上人貞慶 ―鎌倉仏教の本流―」の開催を記念し、法隆寺管長 大野玄妙氏、東大寺別当 北河原公敬氏、唐招提寺律宗

宗務長 西山明彦氏、興福寺貫首 多川俊映氏、春日大社宮司 花山院弘匡氏、薬師寺管主 山田法胤氏、笠置寺住職 小林慶範氏、海住山寺住職 佐腋
貞憲氏を迎え、当館学芸部長とともにパネルディスカッションを行い、貞慶の業績を顕彰し、その魅力と人物像について議論を深めた。 

 
○正倉院学術シンポジウム2012「正倉院宝物の近代～壬申検査から140年」 
開 催 日 11月4日 
開催場所 奈良県新公会堂  レセプションホール 
主  催 奈良国立博物館 
後  援 読売新聞社 
参加人数 170名 
事業内容    近代的な文化財保護行政の走りとも言える明治5年の壬申検査から140年を迎えたことを記念して、当時検査の対象となった正倉院宝物の調査内容や、

壬申検査そのものの歴史的意義等について理解を深めることを目的とし、４名の講師による講演と、パネルディスカッションをおこなった。 
 

 

【九州国立博物館】 
○公開シンポジウム 『市民と共にミュージアムIPM』 
開 催 日  10月7日 
開催場所  一橋大学 一橋講堂 
主  催     市民と共に ミュージアムIPM実行委員会（九州公立博物館、九州・山口ミュージアム連携事業実行委員会、福岡県教育委員会、大野城市教育

委員会、春日市教育委員会、太宰府市教育委員会、筑紫野市教育委員会、那珂川町教育委員会）、九州国立博物館 
連携協力機関   財団法人太宰府顕彰会、愛知県美術館、大分県立歴史博物館、九州歴史資料館、熊本市現代美術館、高知県立美術館、長崎歴史文化博物館、福

岡県立美術館、福岡市美術館、太宰府市文化ふれあい館、筑紫野市歴史博物館、奴国の丘歴史資料館、九州産業大学美術館、九州大学総合研究
博物館、久留米大学比較文化研究所、西南学院大学博物館、NPO法人文化財保存活用支援センター、NPO法人ミュージアムIPMサポートセンター 

後  援          九州文化財国際交流基金、公益財団法人文化財虫害研究所、一般社団法人文化財保存修復学会、一般社団法人国宝修理装こう師連盟、一般社団 
法人ミュージアム支援者協会、NPO法人文化財保存支援機構 

参加者数  145人 
事業内容  化学薬剤だけに頼らない「モノ・ヒト・環境にやさしい」IPM（Integrated Pest Management：総合的有害生物管理）を市民と共にすす

めることが文化施設のIPM導入を助けるということを伝えた。        
 

○国際シンポジウム 第5回東アジア紙文化財保存修理シンポジウム 
開 催 日  11月3日  
開催場所 ミュージアムホール 
主  催     九州国立博物館、一般社団法人 国宝修理装潢師連盟 
特別協力     独立行政法人 国際交流基金、公益財団法人 文化財保護・芸術研究助成財団、ユネスコ北京事務所、韓国粧潢研究会、 

東アジア文化遺産保存学会        
参加者数  170人 
事業内容 東アジアの紙文化財修理をとりまく人材育成、品質・伝統材料の確保に関する諸問題について、日本・中国・韓国の文化財修理関係者によ

る情報共有・意見交換を図り、東アジアにおける紙文化財保護に関する共通認識を確認した。 
 

○国際シンポジウム 「あじわい尽くすベトナム」 
開 催 日  11月18日 
開催場所  ミュージアムホール 
主  催     九州国立博物館 
後  援         在福岡ベトナム社会主義共和国総領事館、（財）九州国立博物館振興財団、福岡県教育委員会、太宰府市、太宰府市教育委員会 

九州文化財国際交流基金、九州ベトナム友好協会 
参加者数  280人 
事業内容 日本とベトナムの外交関係樹立40周年を記念して、九州国立博物館では2013年4月から特別展「大ベトナム展」を開催する。今回のシンポジ

ウムでは、本特別展に先行して、ベトナムの歴史と文化を幅広く紹介した。 
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○シンポジウム   「雪と火炎土器」 
開 催 日  平成25年2月16日 
開催場所  ミュージアムホール 
主  催  九州国立博物館 
参加者数  127人 
事業内容 縄文土器を代表する火炎土器。新潟県の信濃川流域を中心とした狭い範囲に分布するのが特徴で、厳しい自然条件の豪雪地帯で生み出され

た。このシンポジウムでは、あえて遠く離れた九州から、火炎土器の魅力に迫る。 
 

 

【東京文化財研究所】 
○国際シンポジウム 第36回 文化財の保存と修復に関する国際研究集会「文化財の微生物劣化とその対策：屋外・屋内環境、及び被災文化財の微生物劣化とその調

査・対策に関する最近のトピック」 
  ・開 催 日：12月5～7日 
  ・開催場所：東京国立博物館平成館大講堂 
  ・主    催：東京文化財研究所 
  ・参加人数：232人 
  ・事業内容：生物被害をテーマとした本国際研究集会において、被災文化財の微生物被害の特徴や微生物種の調査結果、被災文化財の処理法などについての最

新の調査結果を公表した。また、石造文化財の保存と修復に関するセッションでも、研究所で取り組んできた研究成果を発表し、イタリア、カナ
ダ、ドイツ、フランス、韓国、中国など、海外の研究者と積極的な研究交流を行った。 

 

【奈良文化財研究所】 
該当なし 
 
 

【アジア太平洋無形文化遺産研究センター】 
○無形文化遺産シンポジウム「アジア太平洋地域における無形文化遺産の現状と課題」 
  ・開 催 日：25年2月17日 
  ・開催場所：堺市博物館 地階視聴覚室 
  ・主    催：アジア太平洋無形文化遺産研究センター、堺市 
  ・参加人数：60人 
  ・事業内容：当センターの調査研究活動を広く周知するとともに、無形文化遺産保護に対する理解を促進することを目的に平成24年度当センター調査報告会及 

びパネルディスカッションを行う。 
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c-⑤ 論文等発表実績一覧 
平成 25年 3月 31日現在 

国立文化財機構合計 博物館計 東京国立博物館 京都国立博物館 奈良国立博物館 九州国立博物館 

356件 

218件 92件 60件 31件 35件 

文化財研究所計 東京文化財研究所 奈良文化財研究所 共同研究（東京・奈良文化財研究所） 

137件 27件 110件 0件 

アジア太平洋無形文化遺産研究センター 
  

 

1件 
  

 

 

【東京国立博物館】92件 
○有形文化財の収集・保存・管理・展示・教育活動等にかかる調査・研究 

  研究テーマ 
発表者 

（職名・名前） 
論文テーマ 掲載誌名 発行元 

掲載 

年月日 

レフェ 

リー 

有無 

1 

収蔵品・寄託品及

び関連品に関す

る調査研究 

学芸企画部長 松本伸之 「東京国立博物館学芸企画部の過去・現

在・未来」 

『月刊文化財』  第一法規出版

社 

8 月 無 

2 同上 
学芸企画部長 松本伸之 「謎と不思議の世界-中国文化の多様な

姿」 

『新美術新聞』 美術年鑑社 11 月 無 

3 同上 

上席研究員 池田 宏 甲冑 『博物館資料取扱いガイ

ドブック 文化財、美術

品等梱包・輸送の手引き』 

ぎょうせい 5 月 25 日 無 

4 同上 上席研究員 池田 宏 赤糸威鎧(梅鶯金物)の修理について 『春日』第 88 号 春日大社 8 月 1 日 無 

5 同上 
上席研究員 池田 宏 古の工芸技術の精華を伝える厳島神社の

宝物 

『日本の世界遺産 17 厳

島神社』 

朝日新聞社出

版 

8 月 5 日 無 

6 同上 

上席研究員 池田 宏 出雲の社寺と宝物 『出雲―聖地の至宝―』 島根県立出雲

古代歴史博物

館 

10 月 無 

7 同上 
特任研究員 澤田むつ代 法隆寺・正倉院裂の作品解説 16 点 『平山郁夫シルクロード

の軌跡』 

九州国立博物

館 

4 月 3 日 無 

8 同上 

特任研究員 澤田むつ代 「島内地下式横穴墓より出土した遺物に

付着する繊維製品について」 

『島内地下式横穴墓群

Ⅳ』 

宮崎県えびの

市教育委員会 

5 月 30 日 無 

9 同上 
特任研究員 澤田むつ代 「東京国立博物館所蔵 法隆寺裂ガラス

挟みの修理方法」 

『文化財保存修復学会研

究発表要旨集』 

保存修復学会 6 月 30 日 有 

10 同上 
特任研究員 澤田むつ代 「繊維製品」 『古墳時代研究の現状と

課題・下』 

同成社 9 月 30 日 無 

11 同上 

特任研究員 澤田むつ代 「古墳から奈良時代の金糸の仕様と作

例」 

『古代の繊維―古代繊織

り技術研究の最近の動向

―』 

奈良国立文化

財研究所 

25 年１月

17 日 

有 

12 同上 

特任研究員 澤田むつ代 「松平忠雄墓所出土の遺物等に付着する

染織品」 

『瑞雲山本光寺 松平忠

雄墓所発掘調査報告 遺

物篇』 

愛知県額田郡

幸田町教育委

員会 

25 年３月

29 日 

無 

13 同上 

特任研究員 後藤 健 アラビア湾岸の海上交易文明マガンとデ

ィルムン  

東海史学 第 47 号 東海大学史学

会 

25 年 3 月

31 日 

無 

14 同上 

企画課長 井上洋一 「博物館資料の活用」 『博物館学 Ⅰ 博物館学

概論＊博物館資料論 (新

博物館学教科書)』 

学文社 4 月 無 

15 同上 

企画課長 井上洋一 「考古資料」 『博物館資料取扱いガイ

ドブック 文化財、美術

品等梱包・輸送の手引き』 

ぎょうせい 5 月 無 

16 同上 

企画課長 井上洋一 「出雲における青銅器の大量埋納につい

て」 

特別展『出雲―聖地の至

宝―』 

島根県立古代

出雲歴史博物

館 

10 月 無 

17 同上 

博物館教育課長 今井敦 曾被認定為修内司窯作品的青瓷瓶 故宮博物院八十五華誕宋

代官窯及官窯制度国際学

術研討会論文集 

故宮博物院

(中華人民共

和国) 

8 月 無 

18 同上 
博物館教育課長 今井敦 ｢古九谷｣と中国陶磁―日本における色絵

磁器の模倣と創造― 

聚美 第 5 号 青月社 10 月 1 日 無 

19 同上 
博物館教育課長 今井敦 試論元青花的成立 2012・上海元代青花瓷器

国際学術研討会論文稿 

上海博物館 10 月 19 日 無 

20 同上 

博物館教育課長 今井敦 モデルとコピーの視点からみた中国陶磁

と古瀬戸 

高麗青磁と中世アジア陶

磁 

国立中央博物

館(大韓民国) 

11 月 2 日 無 

21 同上 

博物館教育課長 今井敦 「古九谷」概念の形成と変遷について―

「古九谷様式」の再検討― 

東洋陶磁 第 42 号 東洋陶磁学会 25 年 3 月

31 日 

有 

22 同上 
博物館情報課長 高橋裕

次 

｢白氏詩巻｣ 『日本歴史』７７６号、

日本歴史学会 

吉川弘文館 25 年 1 月 無 
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  研究テーマ 
発表者 

（職名・名前） 
論文テーマ 掲載誌名 発行元 

掲載 

年月日 

レフェ 

リー 

有無 

23 同上 

博物館情報課長 高橋裕

次 

｢白氏詩巻｣ 『日本歴史』７７６号、

日本歴史学会 

吉川弘文館 25 年 1 月 無 

24 同上 
列品管理課長 富田淳

(共著) 

｢青山杉雨の眼と書、そして素顔｣ 『生誕百年記念 特別展 

青山杉雨の眼と書』図録 

東京国立博物

館 

7 月 18 日 無 

25 同上 

列品管理課長 富田淳 ｢蔡襄と万安橋碑｣ 『尚意競艶―宋時代の書

―』図録 

公益財団法

人・台東区芸

術文化財団 

10 月 2 日 無 

 

26 同上 
列品管理課長 富田淳 ｢王羲之の功罪 書聖の実像と後世への

影響｣ 

『聚美』6 号 青月社 25年 1 月 3

日 

無 

27 同上 
列品管理課長 富田淳 ｢王羲之の生涯｣ 『書聖 王羲之』図録 東京国立博物

館 

25 年 1 月

22 日 

無 

28 同上 
調査研究課長 田良島 

哲 

『帝室博物館総長 森鷗外』 東京国立博物館特集陳列

リーフレット 

東京国立博物

館 

7 月 19 日 無 

29 同上 
調査研究課長 田良島 

哲 

「東京帝室博物館学芸課日誌」 東京国立博物館紀要 48 東京国立博物

館 

25 年 3 月 無 

30 同上 

企画課特別展室研究員 

横山梓 

 

東洋陶磁研究史における近代数寄者の影

響 

―『大正名器鑑』発刊の事例からの考察

― 

「東洋陶磁」第 42 号 東洋陶磁学会 25 年 3 月 有 

31 同上 

企画課出版企画室主任研

究員 立道惠子 

東京国立博物館所蔵『諸家名剣集』につ

いて 

『MUSEUM』642 号 東京国立博物

館・中央公論

事業出版 

25 年 2 月

15 日 

有 

32 同上 

企画課出版企画室主任研

究員 小野真由美 

伝狩野孝信筆「酒天童子絵巻」の特色 『MUSEUM』641 東京国立博物

館・中央公論

事業出版 

12 月 有 

33 同上 

企画課出版企画室主任研

究員・小野真由美 

江戸初期鷙鳥図における「鷹と鶴」につ

いての考察―塩鶴屏風をてがかりに― 

『MUSEUM』638 東京国立博物

館・中央公論

事業出版 

6 月 有 

34 同上 
企画課出版企画室主任研

究員 小野真由美 

狩野長信の一側面―釈迦四面像厨子扉絵

をめぐって― 

『国華』1399 国華社・朝日

新聞社 

5 月 無 

35 同上 

企画課国際交流室 遠藤

楽子 

《資料紹介》ウィリアム・マルリディ素

描複製画―東京国立博物館所蔵〈石版画〉

より 

『MUSEUM』637 東京国立博物

館・中央公論

事業出版 

4 月 有 

36 同上 

博物館教育課教育普及室

長 伊藤信二 

金工 博物館資料取扱いガイド

ブック 文化財、美術品

等梱包・輸送の手引き 

ぎょうせい 5 月 無 

37 同上 

博物館教育課教育普及室

長 伊藤信二 

中世繍仏の「荘厳様式」について 仏教美術論集Ⅰ 様式 竹林舎 9 月 無 

38 同上 

調査研究課考古室研究員 

品川欣也 

「東京大学所蔵の 2 点の弥生土器」 

 

『平成 24年度ふくしま里

帰り展「ふくしま考古学

研究の春暁‐棚倉式土器

の発見・新地貝塚の発掘

‐」』 

福島県文化財

センター白河

館まほろん 

10 月 6 日 無 

39 同上 

調査研究課考古室研究員 

品川欣也 

「土製品」「石製品」 『江蓋沢Ⅰ』 江豚沢遺跡調

査グループ

（北海道大学

大学院文学研

究科・文学部

歴史地域文化

学専攻北方文

化論講座） 

7 月 31 日 無 

40 同上 

調査研究課考古室研究員  

井出浩正 

長野県内における阿玉台式土器の様相 長野県考古学会誌 

（第 143・144 号） 

長野県考古学

会 

11 月 無 

41 同上 
調査研究課考古室研究員  

井出浩正 

栃原岩陰遺跡出土土器の再整理を通じて

―これまでの経緯と今後の展望― 

佐久考古通信（№111） 佐久考古学会  

10 月 

無 

42 同上 

調査研究課東洋室研究員

塚本麿充 

北宋的色彩の成立とその伝承─「搗練

図」、「韓煕載夜宴図巻」、およびその

仇英派の受容について─ 

論集・東洋日本美術史と

現場 見つめる・守る・伝

える 

竹林舎  無 

43 同上 

調査研究課東洋室研究員 

塚本麿充、調査研究課絵 

画・彫刻室研究員 土屋 

貴裕 

在東博親近中國山水 20 世紀中國山水

畫展（中文） 

典藏 古美術 No.239 典蔵出版社  無 

44 同上 

調査研究課東洋室研究員 

塚本麿充 

北宋初期宮廷收藏與目錄―《舍利感應記》

到《龍圖閣瑞物目》― 

宋都開封與十至十三世紀

中國史”國際學術研討會

暨中國宋史研究會第十五

屆年會論文集（文化史組） 

河南大学  無 
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  研究テーマ 
発表者 

（職名・名前） 
論文テーマ 掲載誌名 発行元 

掲載 

年月日 

レフェ 

リー 

有無 

45 同上 

保存修復課保存修復室長 

富坂賢 

江戸・東京、江戸城・皇城-「旧江戸城写

真帖」の基礎的研究 

東京国立博物館紀要 48号 東京国立博物

館 

25 年 3 月

31 日 

無 

46 同上 

保存修復課保存修復室主

任研究員 土屋裕子 

Development of Oil Painting in Japan 

and Its Conservation 

FRENCH-JAPANESE 

WORKSHOP Science for 

Conservation of 

Cultural Heritage 

Editions 

Hermann 

 無 

47 同上 

保存修復課保存修復室主

任研究員 土屋裕子 

東京美術学校西洋画科卒業制作品・自画

像の技法材料、保存修復に関する基礎的

研究 IX、69 長谷川昇 

東京藝術大学美術学部紀

要、第 50 号 

東京藝術大学 12 月 有 

48 同上 

保存修復課保存修復室ア

ソシエイトフェロー 鈴

木晴彦、保存修復課保存

修復室アソシエイトフェ

ロー 米倉乙世、、保存修

復課長 神庭信幸、保存

修復課保存修復室主任研

究員 土屋裕子、保存修

復課環境保存室主任研究

員 荒木臣紀、保存修復

課環境保存室主任研究員 

和田浩、国宝修理装こう

師連盟 沖本明子、 

柳橋水車図屏風（東京国立博物館所蔵）

の修理事例ーテラヘルツ波「を用いた事

前調査を踏まえてー 

文化財保存修復学会第 34

回大会研究発表要旨集 

文化財保存修

復学会 

6 月 30 日、

7 月 1 日 

有 

49 同上 

保存修復課保存修復室ア

ソシエイトフェロー 鈴

木晴彦、保存修復課保存

修復室アソシエイトフェ

ロー 米倉乙世、保存修

復課長 神庭信幸、保存

修復課保存修復室主任研

究員 土屋裕子、国宝修

理装こう師連盟 沖本明

子、 

大型の掛軸装における新たな展示補助器

具 

文化財保存修復学会第 34

回大会研究発表要旨集 

文化財保存修

復学会 

6 月 30 日、

7 月 1 日 

有 

50 同上 

調査研究課工芸室主任研

究員 小山弓弦葉 

「室町時代の舞楽装束にみる染織技術―

織物にみる糸質・織組織を中心に―」 

『染織技術の伝統と継承

―研究と保存修復の現状

―』 

独立行政法人

国立文化財機

構 東京文化

財研究所 

11 月 30 日 無 

51 同上 
調査研究課工芸室主任研

究員 小山弓弦葉 

「『辻が花』の過去、現在、未来」 『UP』9 月号 東京大学出版

会 

9 月 10 日 無 

52 同上 

調査研究課工芸室主任研

究員 小山弓弦葉 

「能絵鑑に見る能装束の様式―諸本との

比較から導き出されるデザインの変遷

―」 

『能と狂言』11 号（能楽

学会誌） 

ペリカン社 25 年 3 月

31 日 

無 

53 同上 

保存修復課保存修復室研

究員 川村佳男 

 

斉と楚の青銅器を比べる－器種構成を中

心にして－ 

特別展『中国 王朝の至

宝』 

東京国立博物

館特別展 

10 月 10 日 無 

54 同上 

調査研究課絵画・彫刻室 

アソシエイトフェロー 

関紀子 

東京国立博物館が所蔵する早崎稉吉の写

真資料について―茨城県天心記念五浦美

術館が所蔵する早崎稉吉日記との照合か

ら― 

『アート・ドキュメンテ

ーション研究』第 20 号 

アート・ドキ

ュメンテーシ

ョン学会 

25 年 3 月

31 日 

有 

55 同上 
博物館情報課情報資料室

専門職員 住広昭子 

 平成 24 年度全国研究集会に参加して：

第５分科会を中心に 

専門図書館 第 255 号 専門図書館協

議会 

9 月 25 日 無 

56 同上 

企画課国際交流室アソシ

エイトフェロー・楊鋭 

「博物館における展示」 『人文系 博物館展示

論』 

雄山閣 25 年 3 月

25 日 

無 

57 同上 
博物館教育課教育講座室 

任期付研究員小島有紀子 

「展示空間の構成」 『人文系 博物館展示

論』 

雄山閣 25 年 3 月

25 日 

無 

58 同上 
博物館教育課教育講座室 

任期付研究員小島有紀子 

「展示評価」 『人文系 博物館展示

論』 

雄山閣 25 年 3 月

25 日 

無 

59 

展示に関する調

査研究 

デザイン室主任研究員 

矢野賀一 

《報告》東京国立博物館本館漆工展示室

の改修プロセス ―展示ケースの設計・

監理を中心に― 

『MUSEUM』637 東京国立博物

館・中央公論

事業出版 

4 月 有 

60 

博物館美術教育

に関する調査研

究 

博物館教育課ボランティ

ア室長 鈴木みどり 

ミュージアム・エデュケーターってどん

な仕事？ 

汲泉 跡見学園校友

会 

9 月 1 日 無 

61 

文化財レスキュ

ー 

保存修復課長 神庭信幸 博物館が文化財レスキュー活動に果たす

役割と展望 

歴 史 都 市 防 災 論 文 集 

Vol. 6 

立命館大学グ

ローバル COE

プログラム 

7 月 有 

－ 199 －
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  研究テーマ 
発表者 

（職名・名前） 
論文テーマ 掲載誌名 発行元 

掲載 

年月日 

レフェ 

リー 

有無 

歴史都市を守

る「文化遺産

防災学」推進

拠点 立命館

大学歴史都市

防災研究セン

ター 

62 同上 

保存修復課保存修復室ア

ソシエイトフェロー 鈴

木晴彦、保存修復課長 

神庭信幸、保存修復課環

境保存室主任研究員 和

田浩、保存修復課保存修

復室主任研究員 土屋裕

子、保存修復課環境保存

室主任研究員  荒木臣

紀、保存修復課保存修復

室アソシエイトフェロー 

米倉乙世、保存修復室ア

ソシエイトフェロー 沖

本明子、保存修復課保存

修復室研究員 北川美穂 

東北地方太平洋沖地震文化財等救援事業

における東京国立博物館の活動報告（３）

ー被災紙資料の脱塩処置ー 

文化財保存修復学会第 34

回大会研究発表要旨集 

文化財保存修

復学会 

6 月 30 日、

7 月 1 日 

有 

63 同上 

保存修復課長 神庭信幸 津波被害を受けた文化遺産に対する安定

化処理について 

文化資產保存科學國際研

討會会議手冊 

国立雲林科技

大学 

11 月 7 日 有 

64 

創立 150 周年へ

向けた館史編纂

のための基礎的

な資料整理と調

査 

学芸研究部長 伊藤嘉章 東京国立博物館学芸研究部の過去･現在･

未来 

月刊文化財平成 24年 8月

号（No.587） 

株式会社ぎょ

うせい 

8 月 1 日 無 

65 

東アジアの書道

史における料紙

と書風に関する

総合的研究 

副館長 島谷弘幸 「私が選ぶ代表作品」 『杉岡華邨追悼 私が選

ぶ代表作品展』 

奈良市杉岡華

邨書道美術館 

7 月 3 日 無 

66 同上 
副館長 島谷弘幸 「熊谷恒子の書」 島谷弘幸監修『熊谷恒子

の世界』 

毎日新聞社・

毎日書道会 

7 月 11 日 無 

67 同上 

副館長 島谷弘幸 「中国文化への憧れと青山杉雨の書‐中

国書法の受容と展開」 

『生誕百年記念 特別展 

青山杉雨の眼と書』図録 

読売新聞社 7 月 18 日 無 

68 同上 

副館長 島谷弘幸 「巻子本古今和歌集の魅力と価値」 『国宝 古今和歌集（巻

子本）』 

公益財団法人

大倉文化財

団・大倉集古

館 

8 月 4 日 無 

69 同上 
副館長 島谷弘幸 「模本制作の意義と田中親美」 『よみがえる王朝のみや

び』展図録 

筆の里工房 9 月 23 日 無 

70 同上 
副館長 島谷弘幸 「『熊谷恒子の世界』展によせて」 『書道芸術』679 号 財団法人日本

書道美術院 

12 月 20 日 無 

71 同上 
副館長 島谷弘幸 「王羲之の書と日本での受容」 『聚美』6 号 青月社 25年 1 月 3

日 

無 

72 同上 
副館長 島谷弘幸 「書を味わうとはどういうことか」 『もっと知りたい書聖王

羲之の世界』 

東京美術 25 年 1 月

25 日 

無 

73 同上 
副館長 島谷弘幸 「杉岡華邨 その人と芸術」 『追悼 生誕 100 年 杉

岡華邨展』図録 

朝日新聞社 25 年 2 月

28 日 

無 

74 同上 

調査研究課書跡・歴史室

アソシエイトフェロー 

恵美千鶴子 

「平家納経に魅せられた人々 小松茂美

『平家納経の研究』」 

『ＢＩＯ ＣＩＴＹ』51

号 

ブックエンド 6 月 29 日 無 

75 同上 

調査研究課書跡・歴史室

アソシエイトフェロー 

恵美千鶴子 

「＜資料紹介＞田中親美『平家納経模本』

－益田鈍翁・高橋箒庵・松永耳庵の眼－」 

『ＭＵＳＥＵＭ』639 号 東京国立博物

館 

8 月 15 日 有 

76 同上 

調査研究課書跡・歴史室

アソシエイトフェロー 

恵美千鶴子 

「書聖・王羲之と日本人 1 国宝『秋萩

帖』」 

『ＢＩＯ ＣＩＴＹ』52

号 

ブックエンド 9 月 29 日 無 

77 同上 
調査研究課書跡・歴史室

アソシエイトフェロー 

「書聖・王羲之と日本人 2 『蘭亭序』」 『ＢＩＯ ＣＩＴＹ』53

号 

ブックエンド 12 月 29 日 無 

－ 200 －



  研究テーマ 
発表者 

（職名・名前） 
論文テーマ 掲載誌名 発行元 

掲載 

年月日 

レフェ 

リー 

有無 

恵美千鶴子 

78 同上 

調査研究課書跡・歴史室

アソシエイトフェロー 

恵美千鶴子 

「和様の書 1 藤原行成『白氏詩巻』」 『ＢＩＯ ＣＩＴＹ』54

号 

ブックエンド 25 年 3 月

29 日 

無 

79 

中国書画の表装

に関する基礎的

研究 

列品管理課長 富田淳

(共著) 

『もっと知りたい書聖王羲之の世界』 『もっと知りたい書聖王

羲之の世界』 

東京美術 25 年 1 月

25 日 

無 

80 

博物館の環境保

存に関する研究 

保存修復課長 神庭信幸 The Art of Packaging to Protect 

Cultural Assets 

Concept to Reality an Altair 

Publication 

summer/fa

ll 2012 

無 

81 

同上 保存修復課長 神庭信幸 美術品の取扱いの基礎知識 博物館資料取扱いガイド

ブック－文化財、美術品

等梱包・輸送の手引き 

ぎょうせい 5 月 無 

82 

同上 保存修復課長 神庭信幸 素材別の留意事項 博物館資料取扱いガイド

ブック－文化財、美術品

等梱包・輸送の手引き 

ぎょうせい 5 月 無 

83 

博物館における

文化遺産の保全

と持続的公開を

目指した包括的

保存システムの

研究 

保存修復課長  神庭信

幸、保存修復課環境保存

室主任研究員 和田浩、

保存修復課保存修復室ア

ソシエイトフェロー 鈴

木晴彦、保存修復課保存

修復室主任研究員 土屋

裕子、保存修復課環境保

存室主任研究員 荒木臣

紀、保存修復課保存修復

室アソシエイトフェロー 

米倉乙世、国宝修理装こ

う師連盟 沖本明子、保

存修復課環境保存室研究

支援者 佐藤香子 

博物館における包括的保存システムの構

築に関する研究（その４） 

文化財保存修復学会第 34

回大会研究発表要旨集 

文化財保存修

復学会 

6 月 30 日、

7 月 1 日 

有 

84 同上 

保存修復課長 神庭信幸 Science and Art between Japan and 

France 

Franch-Japanese 

workshop Science for 

Conservation of 

Cultural Heritage 

Hermann 10 月 有 

85 同上 

保存修復課長 神庭信幸 Primary Care and clinical conservation Franch-Japanese 

workshop Science for 

Conservation of 

Cultural Heritage 

Hermann 10 月 有 

86 

諸先学の作品調

書・画像資料類の

保存と活用のた

めの研究・開発－

美術史家の眼を

引継ぐ 

博物館情報課情報資料室

長 勝木言一郎 

日の当たらなかった処に光を照らしたア

ジアの考古学・美術史研究 

アジア遊学 勉誠出版 5 月 18 日 無 

87 

博物館環境デザ

インに関する調

査研究 

企画課デザイン室長 木

下史青 

随想『美術解剖学 －人のかたちの学び』 美術解剖学雑誌   無 

88 

博物館資料・業務

の情報処理に関

する調査研究 

博物館情報課情報管理室

長 村田良二（共著） 

転写資料記述のための概念モデルの特徴

と課題 

国立歴史民俗博物館研究

報告 第 176 集 

国立歴史民俗

博物館 

12 月 有 

89 

縄文時代におけ

る浅鉢形土器の

研究 

調査研究課考古室研究員 

井出浩正 

縄文時代中期の浅鉢形土器の様相 ―阿

玉台式土器に伴う浅鉢の検討― 

史観（第 168 冊） 早稲田大学史

学会 

25年 3月予

定 

有 

90 

刀装具－派後藤

家の鑑定 極帳

（鑑定控）の整理

に基づく鑑定の

様相と価値付け

の考察 

列品管理課平常展調整室

研究員 酒井元樹 

後藤家文書 極帳について 「後藤家文書 刀装金工

の鑑定と記録」展図録 

東京藝術大学

附属図書館 

10 月 無 

91 

バハレーン王国

の文化財調査 

特任研究員 後藤 健・

他 3 名 

平成 23 年度協力相手国調査：バハレーン

王国調査報告書 

単行 文化遺産国際

協力コンソー

シアム 

12 月 無 

92 

バハレーン王国

の文化財調査 

特任研究員 後藤 健・

他 3 名 

Survey Report on the Protection of 

Cultural Heritage in Bahrain.   

2011 Survey Report on International 

Cooperation. 

単行 文化遺産国際

協力コンソー

シアム 

12 月 無 

【京都国立博物館】60件 

○有形文化財の収集・保存・管理・展示・教育活動等にかかる調査・研究 

  研究テーマ 
発表者 

（職名・名前） 
論文テーマ 掲載誌名 発行元 

掲載 

年月日 

レフ

ェ 

リー 

有無 

1 
彫刻に関する調査研

究 

淺湫 毅(保存修理

指導室長) 

新出の清水隆慶作品 ―近世彫

刻の諸相４― 
『学叢』第３４号 京都国立博物館 5 月 無 

－ 201 －
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  研究テーマ 
発表者 

（職名・名前） 
論文テーマ 掲載誌名 発行元 

掲載 

年月日 

レフ

ェ 

リー 

有無 

2 
彫刻に関する調査研

究 

淺湫 毅(保存修理

指導室長) 

バンコク国立博物館所蔵の如来

坐像〈グラヒ仏〉の製作年代に

関する覚書 

『学叢』第３４号 京都国立博物館 5 月 無 

3 

特別展覧会「古事記

1300年 出雲大社大遷

宮 大出雲展」に関す

る調査 

淺湫 毅(保存修理

指導室長) 

岩屋寺旧蔵の十一面観音坐像を

めぐって 

『大出雲展』 

（特別展覧会目録） 

京都国立博物館・

島根県立古代出雲

歴史博物館ほか 

7 月 無 

4 

特別展覧会「古事記

1300年 出雲大社大遷

宮 大出雲展」に関す

る調査 

淺湫 毅(保存修理

指導室長) 
作品解説（１３点） 『大出雲展』 

京都国立博物館・

島根県立古代出雲

歴史博物館ほか 

7 月 無 

5 

特別展覧会「古事記

1300年 出雲大社大遷

宮 大出雲展」に関す

る調査 

淺湫 毅(保存修理

指導室長) 
作品解説（２点） 『出雲 聖地の至宝』 

東京国立博物館・

島根県立古代出雲

歴史博物館ほか 

10 月 無 

6 
彫刻に関する調査研

究 

淺湫 毅(保存修理

指導室長) 

東京国立博物館所蔵のクメール

彫刻（フランス極東学院交換品）

について 

『科学研究費補助金基盤研究（Ａ）

報告書 環タイ湾地域におけるイ

ンド系文化の変容に関する基礎的

研究』 

大阪人間科学大学

（研究代表者：肥

塚隆） 

11 月 無 

7 

特別展観「国宝十二天

像と密教法会の世界」

に関する調査研究 

淺湫 毅(保存修理

指導室長) 
十二天面（作品解説） 

『国宝十二天像と密教法会の世

界』 
京都国立博物館 

25 年 1

月 
無 

8 
彫刻に関する調査研

究 

淺湫 毅(保存修理

指導室長) 

アンコール期のカンボジアにお

ける石造彫刻の編年にめぐって 

『科学研究費補助金基盤研究（Ａ）

報告書 南アジアおよび東南アジ

アにおけるデーヴァラージャ信仰

とその造形に関する基礎的研究』 

大阪大学 
25 年 3

月 
無 

9 
彫刻に関する調査研

究 

淺湫 毅(保存修理

指導室長) 
夢違観音の伝来について 『大橋一章先生古希記念論文集』 中央公論美術出版 

25 年 3

月 
無 

10 
訓点資料としての典

籍に関する調査研究 

赤尾栄慶(上席研究

員) 
章解説、作品解説 

「王朝文化の華 陽明文庫名宝展 

宮廷貴族近衞家の一千年」特別展

覧会目録 

京都国立博物館 4 月 無 

11 
訓点資料としての典

籍に関する調査研究 
赤尾栄慶(上席研究

員) 
「漢書楊雄傳第五十七」 『國華』第千四百四號 國華社 10 月 無 

12 
訓点資料としての典

籍に関する調査研究 
赤尾栄慶(上席研究

員) 
「王勃集第二十八」 『國華』第千四百四號 國華社 10 月 無 

13 

訓点資料としての典

籍に関する調査研究 赤尾栄慶(上席研究

員) 

「王羲之 集王書大唐三藏聖教

序（宋拓）」 
『國華』第千四百四號 國華社 10 月 無 

14 
訓点資料としての典

籍に関する調査研究 
赤尾栄慶(上席研究

員) 

「法華經冊子」（佐野みどり共

著） 
『國華』第千四百四號 國華社 10 月 無 

15 

訓点資料としての典

籍に関する調査研究 赤尾栄慶(上席研究

員) 

「古写経の歴史―書誌学と字す

がた―」 
『漢字字體史研究』 勉誠出版 11 月 無 

16 

修復文化財に関する

資料収集及び調査研

究 

村上 隆(学芸部長) 
平常時における減災対策の重要

性 

動産文化財救出マニュアル 思い

出の品から美術工芸品まで 

動産文化財救出マ

ニュアル編集委員

会編（クバプロ） 

7 月 無 

17 

修復文化財に関する

資料収集及び調査研

究 

村上 隆(学芸部長) 
大規模激甚災害における被災文

化財救出の流れ 

動産文化財救出マニュアル 思い

出の品から美術工芸品まで 

動産文化財救出マ

ニュアル編集委員

会編（クバプロ） 

7 月 無 

18 
特別展覧会『魅惑の清

朝陶磁』に関する調査 
尾野善裕(工芸室長) 

御室仁清窯跡出土陶片の基礎的

研究－茶入－ 
『學叢』第３４号 京都国立博物館 

5 月 25

日 
無 

19 
特別展覧会『魅惑の清

朝陶磁』に関する調査 
尾野善裕(工芸室長) 『金琺瑯』と呼ばれた器 

『王朝文化の華 陽明文庫名宝展 

宮廷貴族近衛家の一千年』図録 

ＮＨＫ京都放送

局・ＮＨＫプラネ

ット近畿・読売新

聞社 

4 月 17

日 
有 

20 
出土・伝世古陶磁に関

する調査研究 
尾野善裕(工芸室長) 仁清の初期基準作 三島写水指 

『（仮）京都国立博物館名品展』

図録 

香川県立ミュージ

アム 

25 年 

4月刊行

予定 

無 

21 
近世絵画に関する調

査研究 

山下善也(連携協力

室長) 
作品解説 『王朝文化の華』特別展覧会目録 

ＮＨＫ・ＮＨＫプ

ラネット近畿・読

売新聞社 

4 月 無 

22 
近世絵画に関する調

査研究 

山下善也(連携協力

室長) 

「狩野山雪筆聖賢図押絵貼屏風

について」 
『学叢』第３４号 京都国立博物館 5 月 無 

23 
近世絵画に関する調

査研究 

山下善也(連携協力

室長) 

「京都・十八世紀後半という時

空ー若冲・大雅・応挙ら躍動す

る京絵師たちー」 

『美のワンダーランド 十五人の

京絵師』 
青幻舎 7 月 無 

24 
近世絵画に関する調

査研究 

山下善也(連携協力

室長) 
作品解説 『大出雲展』特別展覧会目録 

島根県立古代出雲

歴史博物館 
7 月 無 

25 
近世絵画に関する調

査研究 

山下善也(連携協力

室長) 
「与謝蕪村筆 竹溪訪隠図」 

国華 1404 号（特輯  上野コレクシ

ョン） 
国華社 11 月 無 

26 
近世絵画に関する調

査研究 

山下善也(連携協力

室長) 
作品解説 

『狩野山楽・山雪』特別展覧会目

録 
毎日新聞社 

25 年 

3 月 
無 

27 
近世絵画に関する調

査研究 

山下善也(連携協力

室長) 
「狩野山楽・山雪概論」 

『狩野山楽・山雪』特別展覧会目

録  
毎日新聞社 

25 年 

3 月 
無 
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  研究テーマ 
発表者 

（職名・名前） 
論文テーマ 掲載誌名 発行元 

掲載 

年月日 

レフ

ェ 

リー 

有無 

28 
訓点資料としての典

籍に関する調査研究 

呉 孟晋 

(列品管理室研究員) 

「幽篁枯木図 郭畀筆」「倣元

四大家山水図 王原祁筆」 
國華 1404 号 國華社 

10 月 20

日 
無 

29 
訓点資料としての典

籍に関する調査研究 

呉 孟晋 

(列品管理室研究員) 

「辛亥革命と京都国立博物館の

中国絵画―上野コレクションと

須磨コレクションについて」 

美術フォーラム 21 26 号 醍醐書房 
11 月 30

日 
無 

30 
近世絵画に関する調

査研究 

水谷亜希 

（教育室研究員） 
作品解説 

『王朝文化の華 陽明文庫名宝展 

宮廷貴族近近衞家の一千年』特別

展観目録 

京都国立博物館 4 月 無 

31 
近世絵画に関する調

査研究 

水谷亜希 

（教育室研究員） 
陽明文庫所蔵の近世・近代絵画 

『王朝文化の華 陽明文庫名宝展 

宮廷貴族近近衞家の一千年』特別

展観目録 

京都国立博物館 4 月 無 

32 
近世絵画に関する調

査研究 

水谷亜希 

（教育室研究員） 
円山応挙筆 龍門図 『國華』第 1399 号 朝日新聞出版 5 月 無 

33 
近世絵画に関する調

査研究 

水谷亜希 

（教育室研究員） 

円山応挙筆 芙蓉飛雁・寒菊水

禽図 
『学叢』第３４号 京都国立博物館 5 月 無 

34 
近世絵画に関する調

査研究 

水谷亜希 

（教育室研究員） 

写生の画家、応挙が生み出す虚

構 

特別展『美のワンダーランド 十

五人の京絵師』公式ガイドブック 
九州国立博物館 7 月 無 

35 
近世絵画に関する調

査研究 

水谷亜希 

（教育室研究員） 

円山応挙はどう語られたか―逸

話に見る「写生の絵師」の理想

像― 

『文化学年報』第 62 号 
同志社大学文化学

会 

25 年 

3 月 
無 

36 
博物館教育に関する

調査研究 

水谷亜希 

（教育室研究員） 

文化財ソムリエによる「文化財

に親しむ授業」について―京都

国立博物館の教育普及活動― 

『博物館研究』第 48 巻 第 3 号 日本博物館協会 
25 年 

3 月 
有 

37 
近世絵画に関する調

査研究 

永島明子 

(連携協力室主任研

究員) 

作品解説 

『王朝文化の華 陽明文庫名宝展 

宮廷貴族近近衞家の一千年』特別

展覧会図録 

京都国立博物館 

陽明文庫 

NHK 京都放送局 

NHK プラネット近

畿 

読売新聞社 

4 月 無 

38 
漆工芸に関する調査

研究 

永島明子 

(連携協力室主任研

究員) 

「作品運ぶトラックの旅」 京博のいい話 23 毎日新聞 
6 月 28

日 
無 

39 

特別展覧会「古事記

1300年 出雲大社大遷

宮 大出雲展」に関す

る調査 

永島明子 

(連携協力室主任研

究員) 

作品解説 
『古事記一三○○年・出雲大社大

遷宮大出雲展』特別展覧会図録 

京都国立博物館 

島根県 

島根県立古代出雲

歴史博物館 

NHK 京都放送局 

NHK プラネット近

畿 

読売新聞社 

7 月 無 

40 
漆工芸に関する調査

研究 

永島明子 

(連携協力室主任研

究員) 

「色彩放つ中世の至宝国宝秋野

鹿蒔絵手箱(出雲大社) 
読売新聞 

 
8月 7日 無 

41 

特別展覧会「古事記

1300年 出雲大社大遷

宮 大出雲展」に関す

る調査 

永島明子 

(連携協力室主任研

究員) 

作品解説 
『古事記 1300 年・出雲大社大遷宮

出雲－聖地の至宝－』特別展図録 

東京国立博物館 

島根県立古代出雲

歴史博物館 

10 月 無 

42 
漆工芸に関する調査

研究 

永島明子 

(連携協力室主任研

究員) 

「作品と向き合う喜びと苦悩」 京博のいい話 36 毎日新聞 
10 月 11

日 
無 

43 
漆工芸に関する調査

研究 

永島明子 

(連携協力室主任研

究員) 

分担執筆 漆工史学会編｢漆工辞典｣ 角川学芸出版 11 月 無 

44 

特別展覧会「王朝文化

の華 陽明文庫名宝

展 宮廷貴族近衛家

の一千年」に関する調

査 

鬼原俊枝 

(列品管理室長) 
作品解説 京都国立博物館展覧会図録 

ＮＨＫ，ＮＨＫプ

ラネット近畿.読

売新聞社 

4 月 17

日 
無 

45 
近世絵画に関する調

査研究 

鬼原俊枝 

(列品管理室長) 

On the Screen Painting, 

Tartars Playing Polo and 

Hunting Attributed to Kano 

Soshu(the Asian Art Museum of 

San Francisco) 

Studia Artium Orientalis et 

Occidentalis Vol.2 

LITHON Publishing 

House, Tokyo 
10 月 無 

46 
近世絵画に関する調

査研究 

鬼原俊枝 

(列品管理室長) 

彭城百川筆 草花図腰障子絵

（旧慈門院障壁画のうち） 
国華 1409 号 国華社 

25 年 

3 月 
無 

47 

特別展覧会「王朝文化

の華 陽明文庫名宝

展 宮廷貴族近衛家

の一千年」に関する調

査 

羽田 聡 

(企画室研究員) 

「近衞家の一千年」の一齣─陽

明文庫の古記録─ 

『王朝文化の華 陽明文庫名宝展 

宮廷貴族近衞家の一千年』特別展

覧会図録 

NHK・NHK プロモー

ション・京都新聞

社 

4 月 無 

48 

特別展覧会「王朝文化

の華 陽明文庫名宝

展 宮廷貴族近衛家

の一千年」に関する調

査 

羽田 聡 

(企画室研究員) 
作品解説（55 点） 

『王朝文化の華 陽明文庫名宝展 

宮廷貴族近衞家の一千年』特別展

覧会図録 

NHK・NHK プロモー

ション・京都新聞

社 

4 月 無 

49 

特別展覧会「古事記

1300年 出雲大社大遷

宮 大出雲展」に関す

羽田 聡 

(企画室研究員) 
作品解説（8 点） 

『古事記 1300 年 出雲大社大遷宮 

大出雲展』特別展覧会図録 

島根県立古代出雲

歴史博物館 
7 月 無 
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  研究テーマ 
発表者 

（職名・名前） 
論文テーマ 掲載誌名 発行元 

掲載 

年月日 

レフ

ェ 

リー 

有無 

る調査 

50 

特別展覧会「宸翰 天

皇の書-御手が織りな

す至高の美-」に関す

る調査研究 

羽田 聡 

(企画室研究員) 

宸翰 天皇の書─過去から未来

へ─ 

『宸翰 天皇の書─御手が織りな

す至高の美─』特別展覧会図録 
京都国立博物館 10 月 無 

51 

特別展覧会「宸翰 天

皇の書-御手が織りな

す至高の美-」に関す

る調査研究 

羽田 聡 

(企画室研究員) 
扉解説・作品解説（144 点） 

『宸翰 天皇の書─御手が織りな

す至高の美─』特別展覧会図録 
京都国立博物館 10 月 無 

52 
訓点資料としての典

籍に関する調査研究 

羽田 聡 

(企画室研究員) 
「古今和歌集巻下（寂恵本）」 『國華』1404 号 國華社 10 月 無 

53 

収蔵品・寄附品及び関

連品に関する調査研

究 

山川 曉（教育室長） 

作品調書・ 

「四天王寺伝来装束の調査を終

えて」 

『重要文化財 四天王寺舞楽所用

具―染織品編―』 
宗教法人四天王寺 4 月 無 

54 

収蔵品・寄附品及び関

連品に関する調査研

究 

山川 曉（教育室長） 作品解説 

『王朝文化の華 陽明文庫名宝展 

宮廷貴族近衞家の一千年』特別展

覧会目録 

京都国立博物館・

陽明文庫・NHK 京都

放送局・NHK プラネ

ット近畿・読売新

聞社 

4 月 無 

55 

収蔵品・寄附品及び関

連品に関する調査研

究 
山川 曉（教育室長） 

「江戸時代の服飾品に使用され

る金属糸に関する自然科学的・

服飾史的研究（共著）」 

『学叢』３４号 京都国立博物館 5 月 無 

56 

収蔵品・寄附品及び関

連品に関する調査研

究 
山川 曉（教育室長） 「曼荼羅本尊とその表装」・作品

解説 

『【図説】日蓮聖人と法華の至宝１ 

曼荼羅本尊』 

同朋舎メディアプ

ラン 
6 月 無 

57 
鎌倉仏教とその造形

に関する調査研究 
山川 曉（教育室長） 作品解説 

『古事記一三〇〇年・出雲大社大

遷宮 大出雲展』特別展覧会目録 

京都国立博物館・

島根県・島根県立

古代出雲歴史博物

館・NHK 京都放送

局・NHK プラネット

近畿・読売新聞社 

7 月 無 

58 
鎌倉仏教とその造形

に関する調査研究 
山川 曉（教育室長） 

「道元の袈裟」 
『別冊太陽 日本のこころ１９７ 

道元』 
平凡社 7 月 無 

59 
鎌倉仏教とその造形

に関する調査研究 
山川 曉（教育室長） 

「威信財としての袈裟―南浦紹

明所用袈裟をめぐって」 

『美術史歴参 百橋明帆先生退職

記念献呈論文集』 
中央公論美術出版 

25 年 3

月 
無 

60 

収蔵品・寄附品及び関

連品に関する調査研

究 

山川 曉（教育室長） 「京都国立博物館所蔵 人形類 

入江波光コレクション」 

『人形玩具研究―かたち・あそび

―』第 23 号 
日本人形玩具学会 

25 年 3

月 
有 
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  研究テーマ 
発表者 

（職名・名前） 
論文テーマ 掲載誌名 発行元 

掲載 

年月日 

レフ

ェ 

リー 

有無 

1 

正倉院宝物や奈良の出土遺

物・伝世品・伝統工芸・芸能

など、当該地域に密着した文

化財に関する調査研究を実施

し、展覧会等に反映させる。 

湯山賢一（館長） 解説 『シルクロード紀行』 ミネルヴァ書房 6 月 無 

2 

南都諸社寺等における文化財

調査を積極的に実施して宗教

文化に関する調査研究の成果

を蓄積し、平成度特別展「天

竺へ－三蔵法師三万キロの

旅」及び特別陳列「初瀬にま

すは与喜の神垣－與喜天満神

社の秘宝と神像」、毎年恒例

の特別陳列「お水取り」「お

ん祭と春日信仰の美術」、24

年度特別展「貞慶（仮称）」、

25 年度特別展「当麻寺（仮称）」

等に反映させる。 

同上 奈良国立博物館特別展「頼朝と重源

―東大寺再興を支えた鎌倉と奈良

の絆―」に寄せて 

鶴岡八幡宮社報『鶴岡』

第 115 号 

鶴岡八幡宮 6 月 無 

3 

館蔵品・寄託品等の調査研究

を文化財修理の観点から実施

し、文化財の活用及び後世へ

の継承に資する。 

同上 関白の二条師嗣に充てた将軍・足利

義満書状案 

『歴史読本』歴読古文書

講座④２０１２年６月号 

新人物往来社 6 月 無 

4 

正倉院宝物や奈良の出土遺

物・伝世品・伝統工芸・芸能

など、当該地域に密着した文

化財に関する調査研究を実施

し、展覧会等に反映させる。 

同上 未来に受け継ぐ正倉院宝物 『鴨東通信』秋 2012.9 

No.87 

思文閣出版 9 月 無 

5 

館蔵品・寄託品等の調査研究

を文化財修理の観点から実施

し、文化財の活用及び後世へ

岩田茂樹（学芸部長

補佐） 

金剛寺降三世明王坐像 『なら仏像館  名品図

録』 

奈良国立博物館 1 月 31 日 無 
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  研究テーマ 
発表者 

（職名・名前） 
論文テーマ 掲載誌名 発行元 

掲載 

年月日 

レフ

ェ 

リー 

有無 

の継承に資する。 

6 
同上 同上 弥勒寺弥勒仏坐像 『なら仏像館  名品図

録』 

奈良国立博物館 1 月 31 日 無 

7 

正倉院宝物や奈良の出土遺

物・伝世品・伝統工芸・芸能

など、当該地域に密着した文

化財に関する調査研究を実施

し、展覧会等に反映させる。 

同上 甲賀衆の中世（分担執筆） 『甲賀市史』第２巻 通

史編  

甲賀市史編さん

委員会 

2 月 無 

8 
同上 同上 海住山寺の彫刻 『解脱上人貞慶－鎌倉仏

教の本流－』 

奈良国立博物館 4 月 8 日 無 

9 

同上 同上  『博物館資料取扱いガイ

ドブック－文化財、美術

品等 梱包・輸送の手引

き－』（分担執筆） 

財団法人日本博

物館協会 ぎょ

うせい  

5 月 25 日  

10 
同上 同上  『日本の世界遺産』１０

号 法隆寺 （分担執筆） 

朝日新聞出版社 6 月 7 日  

11 

館蔵品・寄託品等の調査研究

を文化財修理の観点から実施

し、文化財の活用及び後世へ

の継承に資する。 

同上 信楽・来迎寺の院快・院静・院禅作

阿弥陀三尊像について 

『MUSEUM』六四〇号 東京国立博物館 10月 15日  

12 

正倉院宝物や奈良の出土遺

物・伝世品・伝統工芸・芸能

など、当該地域に密着した文

化財に関する調査研究を実施

し、展覧会等に反映させる。 

内藤 栄（学芸部長

補佐） 

金工から見た瑠璃坏 第６４回正倉院展目録 奈良国立博物館 10月 26日 無 

13 

館蔵品・寄託品等の調査研究

を文化財修理の観点から実施

し、文化財の活用及び後世へ

の継承に資する。 

同上 仏教工芸の様式分析 『様式論―スタイルとモ

ードの分析』〈仏教美術論

集１〉 

竹林舎 10月 15日  

14 
同上 同上 鶴林寺の工芸―鼉太鼓縁と銅梵鐘 

 

鶴林寺叢書４『鶴林寺 

信仰の諸相』 

法蔵館 10月 30日  

15 

正倉院宝物や奈良の出土遺

物・伝世品・伝統工芸・芸能

など、当該地域に密着した文

化財に関する調査研究を実施

し、展覧会等に反映させる 

同上 工芸技法から見た国産宝物 

 

『正倉院宝物に学ぶ２』 奈 良国 立 博物

館、思文閣出版 

10月 25日 無 

16 
同上 野尻忠（企画室長） 孝謙天皇と正倉院宝物 『正倉院宝物に学ぶ２』 奈 良国 立 博物

館、思文閣出版 

10月 25日 無 

17 

同上 同上 古事記編纂とその時代 『古事記の歩んできた道

―古事記撰録 1300 年―』

（特別陳列図録） 

奈良国立博物館 6 月 16 日 無 

18 
同上 谷口耕生 貞慶をめぐる二つの聖地図像 特別展図録『解脱上人貞

慶』 

奈良国立博物館 4 月 7 日 無 

19 

館蔵品・寄託品等の調査研究

を文化財修理の観点から実施

し、文化財の活用及び後世へ

の継承に資する。 

同上 南市町自治会所蔵春日宮曼荼羅試

論 

『論宗・東洋日本美術史

と現場―見つめる・守

る・伝える』 

竹林舎 5 月 15 日 無 

20 

同上 同上 倶舎曼荼羅と天平復古 林温編『仏教美術論集 

第 1 巻 様式論―スタイ

ルとモードの分析』 

竹林舎 10月 15日 無 

21 

 宮崎幹子（資料室

長） 

博物館収蔵品情報の連携とメタデ

ータ―アメリカの動向と日本にお

ける可能性― 

『アート・ドキュメンテ

ーション研究』十九号 

アート・ドキュ

メンテーション

学会 

3 月 31 日 有 

22 

 同上 文化財の時間性・重層性とアーカイ

ブズ―奈良国立博物館における「内

なる連携」の試み― 

『アート・ドキュメンテ

ーション通信』九三号 

同上 4 月 25 日 無 

23 

館蔵品・寄託品等の調査研究

を文化財修理の観点から実施

し、文化財の活用及び後世へ

の継承に資する。 

清水健（主任研究

員） 

奈良国立博物館蔵春日龍珠箱雑攷

――内箱蓋表・蓋裏の図様をめぐっ

て―― 

『論集・東洋日本美術史

と現場――見つめる・守

る・伝える――』 

竹林舎 5 月 15 日 無 

24 

同上 同上 仏画・垂迹画に見るやまと絵 『別冊太陽 日本のここ

ろ２０１ やまと絵――

日本絵画の原点――』 

平凡社 10月 20日 無 

25 
同上 同上 奈良朝の宮廷生活 奈良国立博物館編『正倉

院宝物に学ぶ』２ 

思文閣出版 10月 25日 無 

26 

同上 同上 おん祭と春日信仰の美術 『特別陳列 おん祭と春

日信仰の美術』 

奈良国立博物館

特別陳列図録、

財団法人仏教美

術協会 

12 月 7 日 無 

27 同上 同上 描かれた春日若宮祭礼 同上 同上 同上 無 

28 

同上 同上 法隆寺戯画・落書考 『日本美術全集２  飛

鳥・奈良時代Ⅰ 法隆寺

と奈良の寺院』 

小学館 12月 10日 無 
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  研究テーマ 
発表者 

（職名・名前） 
論文テーマ 掲載誌名 発行元 

掲載 

年月日 

レフ

ェ 

リー 

有無 

29 
同上 斎木涼子（研究員） 東大寺僧の伊勢神宮参詣と中世的

神仏習合 

特別展『頼朝と重源』図

録 

奈良国立博物館 7 月 21 日 無 

30 
同上 北澤菜月（研究員） 海住山寺に伝来した二つの浄土図

―貞慶の浄土観に関わる新発見― 

特別展『解脱上人貞慶―

鎌倉仏教の本流―』図録 

奈良国立博物館 4 月 無 

31 
同上 同上 陸仲淵筆羅漢図の画風について―

寧波仏画の表現様式に関する覚書 

『仏教美術論集２  様

式』 

竹林舎 10 月 無 

 

 

【九州国立博物館】 35件 
○有形文化財の収集・保存・管理・展示・教育活動等にかかる調査・研究 

  研究テーマ 
発表者 

（職名・名前） 
論文テーマ 掲載誌名 発行元 

掲載 

年月日 

レフェ 

リー 

有無 

1 

平山郁夫 画業

と文化財保護活

動に関する調査

研究 

文化財課長 臺信祐爾 
平山郁夫 シルクロードの軌跡 －文

化財にかけた画家の生涯ー 

『平山郁夫 シルクロー

ドの軌跡』図録 

西日本新聞社 

NHK 福岡放送

局 

NHK プラネッ

ト九州 

4 月 3 日 無 

2 

平山郁夫 画業

と文化財保護活

動に関する調査

研究 

文化財課長 臺信祐爾 
九州国立博物館 特別展 「平山郁夫 

シルクロードの軌跡」 

『電気と九州』2012 年 4

月号 

社団法人日本

電気協会九州

支部会 

4 月 無 

3 

ベトナムにおけ

る 16～17 世紀の

海外交易に関す

る調査研究 

博物館科学課保存修復室

長 藤田励夫 
口絵紹介「朱印船交趾渡航図巻」 『日本歴史』768 号 

株式会社吉川

弘文館 

 

5 月 1 日 無 

4 

日本とアジア諸

国との文化交流

に関する調査研

究 

企画課特別展室主任研究

員 畑靖紀 
雪舟の観音変相図をめぐって 

『論集・東洋日本美術史

と現場―見つめる・守

る・伝える』 

竹林舎 5 月 15 日 無 

5 

日本とアジア諸

国との文化交流

に関する調査研

究 

企画課特別展室主任研究

員 畑靖紀 
셋슈의 중국회화 인식에 대하여 『美術史論壇』第 34 号 

韓国美術研究

所 
6 月 30 日 無 

6 
シアター4000 に

関する調査研究 
展示課長 赤司善彦 

デジタルアーカイブの新しい試み ―

超高精細スーパーハイビジョン技術の

応用― 

月刊文化財 586 
第一法規株式

会社 
7 月 1 日 無 

7 

九州を中心とし

た対外交流に関

する博物館活動

の紹介 

企画課文化交流展室長 

河野一隆 

国堺の島へようこそ！ 

トピック展示「日朝交流の軌跡」で対馬

へミニ・トリップ 

飛翔 vol.253 

株式会社 NCB

リサーチ&コ

ンサルティン

グ 

7 月 15 日 無 

8 

日本に所在する

インド仏像の研

究 

企画課長 小泉惠英 
永青文庫の印度佛 

 
『季刊永青文庫』79 永青文庫 7 月 15 日 無 

9 

18 世紀の京都画

壇に関する調査

研究 

企画課特別展室主任研究

員 畑靖紀 

絵師たちの京都―美の宝庫の十八世紀

― 

『美のワンダーランド 

十五人の京絵師』図録 

株式会社青幻

舎 
7 月 23 日 無 

10 

18 世紀の京都画

壇に関する調査

研究 

企画課特別展室研究員 

鷲頭桂 

中国からやってきた十六人目の絵師・沈

南蘋 

『美のワンダーランド 

十五人の京絵師』図録 

株式会社青幻

舎 
7 月 23 日 無 

11 

18 世紀の京都画

壇に関する調査

研究 

企画課特別展室研究員 

森實久美子 

死してもなお、師とともにー蕪村と呉春

ー 

『美のワンダーランド 

十五人の京絵師』図録 

株式会社青幻

舎 
7 月 23 日 無 

12 

18 世紀の京都画

壇に関する調査

研究 

企画課特別展室主任研究

員 畑靖紀 
多彩なテクニックの水墨画 

『美のワンダーランド 

十五人の京絵師』図録 

株式会社青幻

舎 
7 月 23 日 無 

13 

18 世紀の京都画

壇に関する調査

研究 

企画課特別展室主任研究

員 畑靖紀 
うわさの京絵師 

『美のワンダーランド 

十五人の京絵師』図録 

株式会社青幻

舎 
7 月 23 日 無 

14 

400 年にわたる

ヨーロッパ美術

に関する調査研

究 

文化財課長 臺信祐爾 

「九州国立博物館 特別展 フェルメ

ール「真珠の首飾りの少女」 in ベル

リン国立美術館展 ―学べるヨーロッ

パ美術の 400 年―」 

「文化庁月報 No.528」 
Web コンテン

ト 
9 月 無 

15 

日本の国立博物

館の独立行政法

人化に関する研

究 

企画課長 小泉惠英 日本の国立博物館の独立行政法人化 
『博物館治理国際学術研

討会論文集』 

博物館治理国

際学術研討会 
10 月 4 日 無 

16 
魏晋南北朝時代

の東アジア世界 

企画課特別展室主任研究

員 市元塁 

平城と建康 みえてきた南北朝時代の二

大都市 
『中国王朝の至宝』図録 

ＮＨＫ、ＮＨ

Ｋプロモーシ

ョン、毎日新

聞社 

10 月 10 日 無 

17 
古代山城の調査

研究 
展示課長 赤司善彦 

白村江から怡土城まで－７・８世紀の国

際緊張関係とその遺跡 

日本考古学協会 2012年度

福岡大会 研究発表資料

集 

日本考古学協

会 
10 月 20 日 無 
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  研究テーマ 
発表者 

（職名・名前） 
論文テーマ 掲載誌名 発行元 

掲載 

年月日 

レフェ 

リー 

有無 

18 
古代山城の調査

研究 
展示課長 赤司善彦 古代山城とＧＩＳ 

日本考古学協会 2012年度

福岡大会 研究発表資料

集 

日本考古学協

会 
10 月 20 日 無 

19 

博物館における

文化財保存修復

に関する研究 

博物館科学課長 今津節

生 

「遺跡から発見された木製遺物の保存

におけるトレハロースの効果」 

『TREHALOSE SYMPOSIUM』

第 16回トレハロースシン

ポジウム記録集 

(株)林原・日

本応用糖質科

学会 

10 月 25 日 無 

20 
九州の対外交流

史 
展示課長 赤司善彦 

黄海をめぐる日本の対外交流－鴻臚館

と博多にみる交易拠点について－ 
黄海の文化交流と唐城 

漢陽大学校文

化財研究所 
12 月 6 日 無 

21 

飛鳥・川原寺裏山

遺跡の総合的研

究-出土品から見

た川原寺の特質- 

企画課特別展室主任研究

員 市元塁 

博物館科学課 輪田慧 

Ｘ線ＣＴスキャナによる川原寺裏山遺

跡出土塑像の基礎調査 

国際シンポジウム「飛

鳥・川原寺裏山遺跡と東

アジア」資料集 

関西大学 12 月 15 日 無 

22 

Ｘ線ＣＴスキャ

ナ に よ る 青 銅

器・彫刻・漆工な

どの構造技法解

析 

博物館科学課長 今津節

生 

「Ｘ線ＣＴスキャナ・３Ｄデジタイザを

応用した文化財の調査研究と三次元デ

ータの活用」 

日本中国考古学会発表要

旨集 

日本中国考古

学会 
12 月 15 日 無 

23 

中国内蒙古自治

区出土の契丹文

化に属する考古

遺物に関する調

査研究 

企画課特別展室主任研究

員 市元塁 

契丹の遺宝は何を伝えるか 草原の王

朝契展丹の現場から 
『アジア遊学』160 勉誠舎 

25 年１月

10 日 
無 

24 

三次元データに

基づく文化財研

究と新展示手法

の開発（科学研究

費補助金） 

博物館科学課長 今津節

生 

「X線 CTを用いた国宝阿修羅像の健康状

態調査と製作技術の解明」 
『科研費ニュース』 

日本学術振興

会 
25 年 1 月 無 

25 
古文書料紙の調

査研究 
保存修復室長 藤田励夫 「近江の中世文書料紙について」 

コレクション展『上杉家

文書国宝への道ー修復と

紙の世界ー』 

米沢市上杉博

物館 
25 年 2 月 無 

26 

文化財の材質・構

造等に関する共

同研究 

博物館科学課長 今津節

生 

「硫黄同位体比法から見た津堂城山古

墳出土朱の産地推定 
津堂城山古墳報告書 

藤井寺教育委

員会 
25 年 3 月 無 

27 
館蔵品に関する

調査研究 

企画課文化交流展室長 

河野一隆 
新羅古墳資料の馬具 

「東風西声」九州国立博

物館紀要 第 8 号 

九州国立博物

館 
25 年 3 月 無 

28 

前近代貴族社会

における「家」意

識形成過程の研

究 

博物館科学課アソシエイ

トフェロー 渡部史之 
摂関家累代御物の成立 

「東風西声」九州国立博

物館紀要 第 8 号 

九州国立博物

館 
25 年 3 月 無 

29 
館蔵品に関する

調査研究 

文化庁文化財部記念物課

文化財調査官 水ノ江和

同 

博物館科学課保存修復室

主任研究員 志賀智文 

展示課情報サービス室主

任研究員 池内一誠 

阿蘇 4 火砕流埋没樹木の展示について 
「東風西声」九州国立博

物館紀要 第 8 号 

九州国立博物

館 
25 年 3 月 無 

30 

博物館における

IPM 活動に関す

る調査研究 

博物館科学課アソシエイ

トフェロー 秋山純子 

博物館科学課環境保全室

研究補佐員 山崎久美子 

学芸部特任研究員 本田

光子 

九州国立博物館におけるＩＰＭ活動の

取り組み―博物館における文化財害虫

の出現とその対応― 

「東風西声」九州国立博

物館紀要 第 8 号 

九州国立博物

館 
25 年 3 月 無 

31 

博物館における

IPM 活動に関す

る調査研究 

博物館科学課環境保全室

研究補佐員 山崎久美子 

博物館科学課アソシエイ

トフェロー 秋山純子 

博物館科学課長 今津節

生 

学芸部特任研究員 本田

光子 

九州国立博物館エントランスホールで

の「博多祇園山笠」公開に伴う IPM 活動 

「東風西声」九州国立博

物館紀要 第 8 号 

九州国立博物

館 
25 年 3 月 無 

32 

日本の中世金属

工芸と文化交流

に関する研究 

文化財課アソシエイトフ

ェロー 望月規史 
善光寺（対馬市峰町）の金鼓について 

「東風西声」九州国立博

物館紀要 第 8 号 

九州国立博物

館 
25 年 3 月 無 

33 

博物館における

体験プログラム

の開発 

交流課教育普及室研究補

佐員 村田真知子 

展示物の魅力を伝える伝える伝えるも

のづくり体験プログラム 

「東風西声」九州国立博

物館紀要 第 8 号 

九州国立博物

館 
25 年 3 月 無 

34 

体験型展示室「あ

じっぱ」の来館者

調査 

交流課教育普及室研究補

佐員 土屋和美 

交流課教育普及室研究補

佐員 村田真知子 

展示課情報サービス室主

任研究員 池内一誠 

あじっぱを楽しむお客様さま 
「東風西声」九州国立博

物館紀要 第 8 号 

九州国立博物

館 
25 年 3 月 無 

35 

平山郁夫 画業

と文化財保護活

動に関する調査

研究 

文化財課長 臺信祐爾 

特別展「平山郁夫 シルクロードの軌跡 

－人類の遺産にかけた画家の人生－」 

企画者の意図 

「東風西声」九州国立博

物館紀要 第 8 号 

九州国立博物

館 
25 年 3 月 無 
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【東京文化財研究所】27件 
○文化財に関する基礎的・体系的な調査・研究の推進（13件） 

  研究テーマ 
発表者 

（職名・名前） 
論文テーマ 掲載誌名 発行元 

掲載 

年月日 

レフェ 

リー 

有無 

1 
文化財の資料学

的研究 

企画情報部近・現代視覚

芸術研究室長 塩谷 純 
秋元洒汀と明治の日本画（２） 『美術研究』407 

東京文化財研

究所 
8 月 有 

2 同上 
企画情報部近・現代視覚

芸術研究室長 塩谷 純 

《山路》のあゆみ―画家の手から蒐集家

の手へ至るまで 

『美術研究作品資料第

6・横山大観《山路》』 
同上 25 年 3 月 無 

3 

近現代美術に関

する交流史的研

究 

企画情報部副部長 山梨

絵美子 
陳澄波の画業に見る東アジア美術交流 『美術フォーラム２１』  12 月 無 

4 同上 
企画情報部副部長 山梨

絵美子 

陳澄波の裸体画の一特色―日本のアカ

デミズム絵画との比較から 

『阿里山之春 陳澄波

與台湾美術史研究新論』 
刊行会 25 年 1 月 無 

5 同上 
企画情報部副部長 山梨

絵美子 

東アジアの油彩画の中で高橋由一を考

える 
『視る』462 

台湾国際創価

学会 
25 年 2 月 無 

6 同上 企画情報部長 田中 淳 
木村荘八―わたしは東京を呼吸してゐ

ます 

『生誕 120周年記念 木

村荘八展』図録 

東京ステーシ

ョンギャラリ

ー等 

25 年 3 月  

7 同上 
企画情報部副部長 山梨

絵美子 

台北市で開催されたふたつの陳澄波展

―台北市立美術館「行過江南―陳澄波芸

術探索歴程」展と至善芸文センター「豔

陽下的陳澄波」展―  

『美術研究』第 409 号 
東京文化財研

究所 
25 年 3 月 有 

8 

美術の表現・技

法・材料に関する

多角的研究 

企画情報部文化財アーカ

イブズ研究室長  綿田 

稔 

永享七年の竹庵大縁をめぐる画事より

―松岡美術館の周文画とケルン東洋美

術館の霊照女図― 

『美術研究』第 407 号 同上 25 年 1 月 有 

9 同上 

企画情報部文化財アーカ

イブズ研究室長 綿田 

稔 

研究資料 御絵鑑―元禄十三年板の画

法書― 
『美術研究』第 408 号 同上 25 年 1 月 有 

10 

無形文化財の保

存・活用に関する

調査研究 

無形文化遺産部無形文化

財研究室長 高桑いづみ 
下ゲゴマ試論 『能と狂言』10 号 能楽学会 4 月 有 

11 同上 
無形文化遺産部無形文化

財研究室長 高桑いづみ 

山口鷺流狂言の小舞謡―無形文化遺産

部所蔵「山口鷺流小舞謡」の記録をめぐ

って― 

『無形文化遺産研究報

告』第 7 号 

東京文化財研

究所 
25 年 3 月 無 

12 同上 
無形文化遺産部無形文化

財研究室 菊池理予 

日本における染織技術保護の現状と課

題 

第 35 回文化財の保存と

修復に関する国際集会

『染織技術の伝承と継

承』報告書 

東京文化財研

究所 
11 月 無 

13 同上 
無形文化遺産部研究員 

今石みぎわ 

ボルネオ島サラワク州における削りか

け状木製具について 

『無形文化遺産研究報

告』第 7 号 東京文化財

研究所無形文化遺産部 

東京文化財研

究所 
25 年 3 月 無 

 

○文化財の研究に関する調査手法の研究・開発の推進（0件） 

 

○科学技術の活用等による文化財の保存科学や修復技術に関する中核的な支援拠点として、先端的調査研究等の推進（１４件） 

  研究テーマ 
発表者 

（職名・名前） 
論文テーマ 掲載誌名 発行元 

掲載 

年月日 

レフェ 

リー 

有無 

1 

文化財のカビ被

害予防と対策の

システム化につ

いての研究 

保存修復科学センター研

究員 佐藤嘉則、保存修

復科学センター生物科学

研究室長 木川りか 

奈良文化財研究所における被災文書の

保管・クリーニング作業場所の微生物環

境調査 

保存科学 52 
東京文化財研究

所 
25 年 3 月 有 

2 同上 

保存修復科学センター生

物科学研究室長 木川り

か 

日光山輪王寺の虫損部材を用いて行っ

た木材保存剤の浸透試験 
同上 同上 同上 有 

3 
文化財の保存環

境の研究 

保存修復科学センター保

存科学研究室長 佐野千

絵、客員研究員 呂 俊

民 、研究補佐員 古田

嶋智子 

展示収蔵施設に用いられる木質材料の

放散ガス試験 
同上 同上 同上 有 

4 同上 

保存修復科学センター保

存科学研究室長 佐野千

絵、客員研究員 呂 俊

民 、研究補佐員 古田

嶋智子 

展示空間に用いるクロス材の放散ガス

の測定と評価 
同上 同上 同上 有 

5 

文化財の材質及

び劣化調査法に

関する研究 

保存修復科学センター分

析科学研究室長 早川泰

弘 

ハンドヘルド蛍光Ｘ線分析装置による

ウズベキスタン国立歴史博物館所蔵資

料の材料調査 

同上 同上 同上 有 

6 同上 
保存修復科学センター主

任研究員 吉田直人 

モノクローム資料写真からの色材推定

に関する基礎的検討 
同上 同上 同上 有 

7 

周辺環境が文化

財に及ぼす影響

評価とその対策

に関する研究 

保存修復科学センター修

復材料研究室長 朽津信

明、保存修復科学センタ

ー主任研究員 森井順

之、客員研究員津村宏臣 

凝灰岩製石造文化財における劣化現象

認識のための注意点―京都市個人所蔵

石殿の一事例を通して― 

同上 同上 同上 有 

8 同上 

保存修復科学センター修

復材料研究室長 朽津信

明 

波打ち際にある花崗岩製磨崖仏とその

保存 

日韓共同研究成果報告

会報告書 2012 

東京文化財研究

所 
10 月 無 

9 同上 
保存修復科学センター主

任研究員 森井順之 
磨崖和霊石地蔵の修復 

日韓共同研究成果報告

会報告書 2012 

東京文化財研究

所 
10 月 無 
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  研究テーマ 
発表者 

（職名・名前） 
論文テーマ 掲載誌名 発行元 

掲載 

年月日 

レフェ 

リー 

有無 

10 同上 
保存修復科学センター主

任研究員 森井順之 

Research of Anti-freezing for the 

Buddhist image carved on tuff cliff by 

closing shelter  

Anti-Cultural 

Translations through 

the Silk Road 2nd Int’ 

lConference, 

Proceedings, 

武庫川女子大学 9 月 有 

11 

文化財の防災計

画に関する調査

研究 

保存修復科学センター主

任研究員 森井順之 

特集 東日本大震災から１年を経過し

て ●美術学芸課の取り組み、事例５ 

東北地方太平洋沖地震被災文化財等救

援委員会による文化財レスキュー活動

の取り組み 

月刊文化財平成 24 年 4

月号（No.583） 
文化庁 4 月 有 

12 

伝統的修復材料

及び合成樹脂に

関する調査研究 

保存修復科学センター伝

統技術研究室長 北野信

彦 

民家建造物における伝統的な塗装材料

の調査と修理 -重要文化財小野家住宅

における塗装修理の施工例- 

保存科学 52 
東京文化財研究

所 
25 年 3 月 有 

13 同上 同上 
平安京右京三条一坊六町出土資料に付

着した赤色顔料に関する分析 

平安京右京三条一坊六

町跡 

京都市埋蔵文化

財研究所 
25 年 3 月 無 

14 同上 同上 
平等院鳳凰堂建造物の塗装材料に関す

る現状調査報告 
平等院紀要 2012 平等院 25 年 1 月 無 

 

○保存・修復事業を実施するために必要な研究基盤の整備（0件） 

 

○諸外国における文化財の保存・修復に関する技術移転の推進（0件） 

 

【奈良文化財研究所】110件 
○文化財に関する基礎的・体系的な調査・研究の推進（73件） 

  
研 

№ 
研究テーマ 

発表者 

（職名・名前） 
論文テーマ 掲載誌名 発行元 掲載年月日 

レフェ

リー 

有無 

1 5 

近畿を中心とする古

寺社等所蔵の歴史資

料等に関する調査研

究 

歴史研究室長 吉川聡 
平城宮跡保存運動のはじまり―石崎

勝蔵関係資料から― 

奈良文化財研究所

紀要 2012 

奈良文化財研

究所 
6 月 29 日 無 

2 
同

上 
同上 同上 

大日寺瓦経の研究―三佛寺所在分を

中心に― 

奈良文化財研究所

創立 60 周年記念

論文集 文化財論

叢Ⅳ 

同上 10 月 18 日 無 

3 6 

我が国の建造物及び

伝統的建造物群に関

する調査・研究 

遺構研究室長 箱崎和久 日本における建築遺跡の調査と研究 

第 4 回韓日中建築

遺産保存国際学術

会議論文集 

韓国国立文化

財研究所 
11 月 7 日 無 

4 
同

上 
同上 

都城発掘調査部研究員 

高橋千奈津 

日本における建築遺跡の保護と整備

の技術 
同上 同上 同上 無 

5 
同

上 
同上 

都城発掘調査部主任研究

員 黒坂貴裕 
日本における建築遺跡の整備活用 同上 同上 同上 無 

6 
同

上 
同上 

都城発掘調査部研究員 

海野聡 

比叡山延暦寺建造物にみる古材利用

と先進的意匠 

奈良文化財研究所

紀要 2012 

奈良文化財研

究所 
6 月 29 日 無 

7 
同

上 
同上 

都城発掘調査部研究員 

鈴木智大 
兵庫県近代和風建築の特質 同上 同上 同上 無 

8 
同

上 
同上 

都城発掘調査部研究員 

番光 
春日座大工の大工道具 同上 同上 同上 無 

9 
同

上 
同上 

都城発掘調査部主任研究

員 黒坂貴裕 

ベトナム・メコンデルタ民家の特質

と現在 
同上 同上 同上 無 

10 
同

上 
同上 

都城発掘調査部研究員 

高橋千奈津 

ベトナム・メコンデルタ伝統的集落

の特質と現在 
同上 同上 同上 無 

11 10 

我が国の記念物に関

する調査・研究（遺

跡等整備） 

文化遺産部長 小野健吉 
アンコール遺跡群の水の景観 

奈良文化財研究所

紀要 2012 

奈良文化財研

究所 
6 月 29 日 無 

12 
同

上 
同上 

景観研究室長（前遺跡整

備研究室長） 平澤毅 
自然的文化財のマネジメント 同上 同上 同上 無 

13 
同

上 
同上 同上 

平成 23年度日本造園学会賞受賞者業

績要旨「文化的資産としての名勝地

の研究」 

ランドスケープ研

究 第 76巻第 2号 

公益社団法人

日本造園学会 
7 月 31 日 無 

14 
同

上 
同上 同上 

遺跡を現在に活かし、未来に伝える

－平城宮跡の保存と整備－ 

奈良文化財研究所 

創立 60 周年記念 

特別講演会［東京

会場］「遺跡をさぐ

り、しらべ、いか

す－奈文研 60 年

の軌跡と展望」資

料集 

奈良文化財研

究所 
10 月 6 日 無 
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研 

№ 
研究テーマ 

発表者 

（職名・名前） 
論文テーマ 掲載誌名 発行元 掲載年月日 

レフェ

リー 

有無 

15 
同

上 
同上 同上 

記念物の保存管理計画 －特に名勝

について－ 

奈良文化財研究所

創立 60 周年記念

論文集 文化財論

叢Ⅳ 

同上 10 月 18 日 無 

16 11 

我が国の記念物に関

する調査・研究（庭

園及び国際研究交

流） 

文化遺産部長 小野健吉 
歴史とデザインで読み解く禅宗寺院

の名庭 

日本の世界遺産 

第 8 号 
朝日新聞出版 5 月 24 日 無 

17 
同

上 
同上 同上 平安京の風土に育まれた京都の庭園 同上 同上 同上 無 

18 
同

上 
同上 同上 噴水の演出が際立つヴィラ・デステ 同上 同上 同上 無 

19 
同

上 
同上 

文化遺産部主任研究員 

青木達司 
金閣より古い鹿苑寺庭園 同上 同上 同上 無 

20 
同

上 
同上 

文化遺産部長 小野健吉 桃山時代を代表する醍醐寺三宝院庭

園 

日本の世界遺産 

第 14 号 
同上 7 月 5 日 無 

21 
同

上 
同上 同上 

平城宮東院庭園にみる奈良時代の造

園法 

日本の世界遺産 

第 21 号 
同上 8 月 23 日 無 

22 
同

上 
同上 

文化遺産部主任研究員 

青木達司 
鎌倉時代庭園の研究 

奈良文化財研究所

紀要 2012 

奈良文化財研

究所 
6 月 29 日 無 

23 
同

上 
同上 

文化遺産部長 小野健吉 
三玲の庭を考察する 

なごみ 2012 年 9

月号 
淡交社 9 月 1 日 無 

24 
同

上 
同上 

景観研究室長（前遺跡整

備研究室長） 平澤毅 

近代東北三代地主の名勝庭園と齋藤

氏庭園の価値 

「次代の文化を創

造する新進芸術家

育成事業」文化財

庭園保存技術 研

修報告書 

文化財庭園保

存技術者協議

会 

8 月 無 

25 
同

上 
同上 

都城発掘調査部研究員 

高橋知奈津 
東アジアの都城と苑 

図録『花開く都城

文化』 

奈良文化財研

究所 
11 月１日 無 

26 
同

上 
同上 文化遺産部長 小野健吉 ヴィラ・アドリアーナ 

遺跡学研究 第 9

号 
日本遺跡学会 11 月 20 日 無 

27 
同

上 
同上 同上 発掘庭園の保存・整備・活用 同上 同上 同上 無 

28 
同

上 
同上 

景観研究室長（前遺跡整

備研究室長） 平澤毅 
桑名の諸戸徳成邸 同上 同上 同上 無 

29 
同

上 
同上 文化遺産部長 小野健吉 枯山水の成立と展開 VENUS vol.24 

国際文化と香

の会 
12 月 21 日 無 

30 
同

上 
同上 同上 

コンドル著『日本の風景造園術・補

遺』の翻訳と二、三の考察 

奈良文化財研究所

創立 60 周年記念

論文集 文化財論

叢Ⅳ 

奈良文化財研

究所 
10 月 18 日 無 

31 
同

上 
同上 

文化遺産部主任研究員 

青木達司 
万葉集にみるタケ・ササ類と庭園 同上 同上 同上 無 

32 
同

上 
同上 文化遺産部長 小野健吉 禅宗伽藍がもたらした「背面庭」 禅宗寺院と庭園 同上 3 月 30 日 無 

33 
同

上 
同上 

都城発掘調査部研究員 

高橋知奈津 
飛鳥・奈良時代の池護岸手法の類型 

奈良文化財研究所

創立 60 周年記念

論文集 文化財論

叢Ⅳ 

同上 10 月 18 日 無 

34 12 
平城宮東院地区の発

掘調査 

都城発掘調査部研究員 

小田裕樹 他 
東院の発掘調査 ―第 503 次 

奈良文化財研究所

紀要 2013 

奈良文化財研

究所 
25 年 6 月 無 

35 14 藤原宮跡の発掘調査 
都城発掘調査部研究員 

廣瀬覚 

藤原宮朝堂院朝庭の調査（飛鳥藤原

第 174 次） 

奈文研ニュース№

46 

奈良文化財研

究所 
9 月 無 

36 
同

上 
同上 

都城発掘調査部研究員 

森先一貴 

東方官衙北地区の調査（飛鳥藤原第

175 次） 
同上 同上 同上 無 

37 
同

上 
同上 

都城発掘調査部主任研究

員 今井晃樹 

藤原宮朝堂院朝庭の調査（飛鳥藤原

第 174 次） 

奈文研ニュース

No.47 
同上 12 月 無 

38 
同

上 
同上 

都城発掘調査部主任研究

員 森川実 

藤原宮朝堂院朝庭の調査（飛鳥藤原

第 174 次） 

奈文研ニュース

No.48 
同上 25 年 3 月 無 

39 
同

上 
同上 

都城発掘調査部主任研究

員 森川実 他 

藤原宮朝堂院朝庭の調査（飛鳥藤原

第 174 次） 

奈良文化財研究紀

要 2013 
同上 25 年 6 月 無 

40 
同

上 
同上 

都城発掘調査部研究員 

森先一貴 他 

東方官衙北地区の調査（飛鳥藤原第

175 次） 
同上 同上 同上 無 

41 15 飛鳥地域発掘調査 
都城発掘調査部主任研究

員 黒坂貴裕 
檜隈寺の調査（飛鳥藤原第 176 次） 

奈文研ニュース

No.47 

奈良文化財研

究所 
12 月 無 

－ 210 －



  
研 

№ 
研究テーマ 

発表者 

（職名・名前） 
論文テーマ 掲載誌名 発行元 掲載年月日 

レフェ

リー 

有無 

42 
同

上 
同上 

都城発掘調査部主任研究

員 黒坂貴裕 他 
檜隈寺の調査－飛鳥藤原第 176 次 

奈良文化財研究紀

要 2013 
同上 25 年 6 月 無 

43 17 

飛鳥・藤原京跡出土

遺物・遺構に関する

調査研究等 

都城発掘調査部研究員 

廣瀬覚、埋蔵文化財セン

ター研究員 山崎健、金

原正子、金原美奈子 

藤原宮朝堂院朝庭の自然科学分析 

第 169 次調査から 
同上 同上 同上 無 

44 
同

上 
同上 

都城発掘調査部研究員 

廣瀬覚 

飛鳥藤原地域出土基壇外装石の三次

元計測 
同上 同上 同上 無 

45 
同

上 
同上 

都城発掘調査部主任研究

員 石橋茂登 
石神遺跡出土の銅製人形 同上 同上 同上 無 

46 
同

上 
同上 

都城発掘調査部研究員 

森先一貴 
藤原宮出土のヘラ描き瓦 同上 同上 同上 無 

47 
同

上 
同上 同上 第 136 次調査出土瓦報告 同上 同上 同上 無 

48 18 

東アジアにおける工

芸技術及び飛鳥時代

の建築遺物等の研究 

飛鳥資料館学芸室長 加

藤真二 
唐・新羅・日本の墳墓 花開く都城文化 飛鳥資料館 11 月 1 日 無 

49 
同

上 
同上 同上 キトラ古墳壁画小考 

奈良文化財研究所

創立 60 周年記念

論文集 文化財論

叢Ⅳ 

奈良文化財研

究所 
10 月 18 日 無 

50 19 

アジアにおける古代

都城遺跡、生産遺跡、

墓制及び陶磁器に関

する中国、韓国との

共同研究及びカザフ

スタンへの研究協力 

考古第二研究室長 玉田

芳英 
中国河南省との共同研究 

奈良文化財研究所

概要 2013 
同上 25 年 6 月 有 

51 21 
遺跡データベースの

作成と公開 

遺跡・調査技術研究室長 

小澤毅 
平城京と興福寺の発掘 

定林寺復元国際学

術シンポジウム 

扶餘郡文化財

保存センター 
6 月 12 日 無 

52 
同

上 
同上 

遺跡・調査技術研究室長 

小澤毅 
飛鳥から藤原京そして平城京へ 

日中韓古代都城文

化の潮流 

奈良文化財研

究所 
10 月 20 日 無 

53 
同

上 
同上 客員研究員 山中敏史 古代概観 図説藤枝市史 藤枝市 

25 年 3 月 

31 日 
無 

54 
同

上 
同上 同上 国郡里制の成立と志太・益頭郡 同上 同上 

25 年 3 月 

31 日 
無 

55 
同

上 
同上 同上 

日本坂峠越えの道と宇津ノ谷峠越え

の道 
同上 同上 

25 年 3 月 

31 日 
無 

56 20 

文化的景観及びその

保存・活用に関する

調査研究 

元景観研究室長 清水重

敦 

文化的景観の６年 －文化的景観研

究集会（第４回）の議論から－ 

奈良文化財研究所

紀要 2012 

奈良文化財研

究所 
6 月 29 日 無 

57 
同

上 
同上 

文化遺産部研究員 惠谷

浩子 

アメリカ合衆国における文化的景観

保全の輪郭 
同上 同上 同上 無 

58 
同

上 
同上 

前文化遺産部特別研究員 

松本将一郎 

水利用からみる京都岡崎の文化的景

観の構造 
同上 同上 同上 無 

59 
同

上 
同上 

文化遺産部特別研究員 

菊地淑人 

「世界遺産」の棚田をめぐる国際

的・国内的保護の変遷 : フィリピ

ン・イフガオの棚田と伝統的文化空

間の保護に関する研究(その 1) 

日本建築学会計画

系論文集 77(679)  
日本建築学会 9 月 30 日 有 

60 
同

上 
同上 同上 

世界遺産「フィリピン・コルディリ

ェーラの棚田群」と持続可能な生活 

遺跡学研究 第９

号 
日本遺跡学会 11 月 20 日 無 

61 
同

上 
同上 同上 

祭礼を支える「組」組織とそれをと

りまく社会変化 : 岐阜県高山市旧

城下町地域における伝統的祭礼を事

例として 

日本建築学会計画

系論文集 77(681)  
日本建築学会 11 月 30 日 有 

62 
同

上 
同上 同上 

考古学者の書棚『場所の力―パブリ

ック・ヒストリーとしての都市景観』 

ア ル カ 通 信   

(111) 
㈱アルカ 12 月 1 日 無 

63 
同

上 
同上 

文化遺産部研究員 惠谷

浩子 

農村計画・造園学における文化的景

観 

奈良文化財研究所

研究報告第 10 冊 

文化的景観研究集

会（第４回）報告

書 

奈良文化財研

究所 
12 月 11 日 無 

64 
同

上 
同上 同上 

農山村における文化的景観のとらえ

方－宇治の茶業を事例として－ 

奈良文化財研究所

創立 60 周年記念
同上 10 月 18 日 無 
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研 

№ 
研究テーマ 

発表者 

（職名・名前） 
論文テーマ 掲載誌名 発行元 掲載年月日 

レフェ

リー 

有無 

論文集 文化財論

叢Ⅳ 

65 22 

出土遺物の材質構造

調査、鉄製品及び木

製品の埋蔵環境調査 

埋蔵文化財センター研究

員 田村朋美、保存修復

科学研究室長 髙妻洋成 

弥生・古墳時代のナトロンガラス製

玉類の考古科学的研究 

日本文化財科学会

第 29 回大会研究

発表要旨集 

日本文化財科

学会 
6 月 23 日 無 

66 
同

上 
同上 

埋蔵文化財センター研究

員 脇谷草一郎、保存修

復科学研究室長 髙妻洋

成 

海水環境が鉄製遺物の腐食過程に及

ぼす影響 
同上 同上 同上 無 

67 
同

上 
同上 

埋蔵文化財センター特別

研究員 赤田昌倫、保存

修復科学研究室長 髙妻

洋成、都城発掘調査部主

任研究員 降幡順子、埋

蔵文化財センター研究員 

脇谷草一郎・田村朋美 

文化財建造物塗装材料の分析(3) 

文化財保存修復学

会第 34 回大会研

究発表要旨集 

文化財保存修

復学会 
6 月 30 日 無 

68 
同

上 
同上 

保存修復科学研究室長 

髙妻洋成、埋蔵文化財セ

ンター研究員 脇谷草一

郎・田村朋美、埋蔵文化

財センター特別研究員 

辻本與志一 

宗像市田熊石畑遺跡出土武器型青銅

器の保存処理 

奈良文化財研究所

紀要 2012 

奈良文化財研

究所 
6 月 29 日 無 

69 
同

上 
同上 

埋蔵文化財センター特別

研究員 赤田昌倫、保存

修復科学研究室長 髙妻

洋成、文化遺産部研究員 

大林潤 

談山神社の外装塗装に使用された塗

装材料の研究 
同上 同上 同上 無 

70 
同

上 
同上 

埋蔵文化財センター研究

員 田村朋美 

カンボジア王国クラン・コー遺跡出

土のガラス小玉の自然科学的調査 
同上 同上 同上 無 

71 23 

遺構の安定化方法を

検討するための基礎

データを収集 

埋蔵文化財センター研究

員 脇谷草一郎、保存修

復科学研究室長 髙妻洋

成 

An Investigation of preserving the 

carvedstigation of preserving the 

carved stone in burial mound using 

numerical analysis of heat and 

moisture simultaneous transfer 

International 

Building Physics 

Conference 2012 

International 

Building 

Physics 

Conference 

5 月 28 日 有 

72 
同

上 
同上 

埋蔵文化財センター研究

員 脇谷草一郎、保存修

復科学研究室長 髙妻洋

成 

土質遺構露出展示状態の宮畑遺跡に

おける水分移動解析 

日本文化財科学会

第 29 回大会研究

発表要旨集 

日本文化財科

学会 
6 月 23 日 無 

73 
同

上 
同上 

埋蔵文化財センター研究

員 脇谷草一郎、保存修

復科学研究室長 髙妻洋

成 

史跡ガランドヤ古墳における水の挙

動に関する調査研究３ 

奈良文化財研究所

紀要 2012 

奈良文化財研

究所 
6 月 29 日 無 

 

○文化財の研究に関する調査手法の研究・開発の推進（24件） 

  
研 

№ 
研究テーマ 発表者（職名・名前） 論文テーマ 掲載誌名 発行元 掲載年月日 

レフェ

リー 

有無 

1 25 
文化財の測量･探査等

に関する研究 

埋蔵文化財センター主任

研究員 金田明大、客員

研究員 西村康、西口和

彦 

To find post holes 

Proceedings of 

The 14th 

International 

Conference on 

Ground 

Penetrating 

Radar 

GPR2012 6 月 4 日 有 

2 
同

上 
同上 

埋蔵文化財センター主任

研究員 金田明大 
iGPS システムによる遺構の計測 

日本文化財科学会

第 29 回大会 研

究発表要旨集 

日本文化財

科学会 
6 月 23 日 有 

3 
同

上 
同上 同上 

被災文化遺産支援コンソーシアムの

活動―防災遺産学の提起― 
同上 同上 同上 有 

4 
同

上 
同上 

埋蔵文化財センター主任

研究員 金田明大、客員

研究員 西村康 

神郡の役所を探る―常陸国鹿島郡衛

の GPR 探査― 
同上 同上 同上 有 

5 
同

上 
同上 

埋蔵文化財センター主任

研究員 金田明大 

現場ですべきこと、整理室でできる

こと―迅速な発掘調査にむけた試行

― 

同上 同上 同上 有 

6 
同

上 
同上 同上 

測る、掘る、考える―高田２号墳の

総合的調査― 
同上 同上 同上 有 

7 
同

上 
同上 同上 総論 遺跡探査の方法と利用 

考古学ジャーナル 

629 

ニューサイ

エンス社 
6 月 30 日 無 

8 
同

上 
同上 同上 寺院・官衙の探査  同上 同上 同上 無 

9 26 年輪年代学研究 

村上由美子、メヒティル

メルツ、客員研究員 藤

井裕之、坂本稔、遠藤利

恵、中川正人、冨井眞 

縄文時代におけるコナラ節の利用と

その技術－北白川追分町遺跡出土大

木の検討から－ 

日本文化財科学会

第 29 回大会研究

発表要旨集 

日本文化財

科学会 
6 月 23 日 有 

10 
同

上 
同上 

客員研究員 藤井裕之、

山下秀樹、中田宏和 

日本産ツガ属の年輪年代測定（その

５）－當麻奥院方丈の改造履歴につ

いて－ 

同上 同上 同上 有 
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研 

№ 
研究テーマ 発表者（職名・名前） 論文テーマ 掲載誌名 発行元 掲載年月日 

レフェ

リー 

有無 

11 
同

上 
同上 

客員研究員 藤井裕之、

客員研究員 光谷拓実、

吉田恭純、舘俊秀 

談山神社権殿の年輪年代調査 同上 同上 同上 有 

12 
同

上 
同上 

年代学研究室長 大河内

隆之、埋蔵文化財センタ

ー特別研究員 児島大輔 

奈良文化財研究所保管木造男神・女

神像の非破壊年輪年代調査 

奈良文化財研究所

紀要 2012 

奈良文化財

研究所 
6 月 29 日 無 

13 
同

上 
同上 

山本崇、客員研究員 藤

井裕之 
藤原宮木簡の樹種 同上 同上 同上 無 

14 
同

上 
同上 

年代学研究室長 大河内

隆之 

年輪年代法と放射性炭素年代測定法

の比較―個人蔵男神像の事例を通し

て― 

奈良文化財研究所

創立 60 周年記念

論文集 文化財論

叢Ⅳ 

同上 10 月 18 日 無 

15 
同

上 
同上 

客員研究員 光谷拓実、

年代学研究室長 大河内

隆之 

法隆寺金堂木製天蓋（西の間・中の

間・東の間）の年輪年代調査 
『仏教芸術』326 毎日新聞社 

25年 1月 30

日 
有 

16 27 
動植物遺存体による

環境考古学的研究 

埋蔵文化財センター研究

員 山崎健 

Estimation of age at death of sika 

deer (Cervus nippon) from an 

archaeological site based on 

radiographs of mandibular 

molariform tooth development 

International 

Journal of 

Osteoarchaeology 

22-2 

John Wiley & 

Sons, Ltd. 
4 月 

有 

 

17 
同

上 
同上 同上 

動物遺存体の形成過程をめぐる民族

考古学と実験考古学―モンゴルにお

ける動物資源利用を事例として― 

動物考古学 第 29

号 

動物考古学

研究会 
5 月 1 日 有 

18 
同

上 
同上 

埋蔵文化財センター長 

松井章 

東日本大震災で被災した文化財とそ

の救出活動 
BIOSTORY vol.17 

生き物文化

誌学会 
5 月 無 

19 
同

上 
同上 

埋蔵文化財センター研究

員 山崎健、都城発掘調

査部研究員 若杉智宏・

番光 他 

朝堂院朝庭、右京六条二・三坊の自

然科学分析―第 163・167 次調査から 

奈良文化財研究所

紀要 2012 

奈良文化財

研究所 
6 月 29 日 無 

20 
同

上 
同上 

埋蔵文化財センター長 

松井章 

アメリカ・マカー族博物館と「みな

しご元禄津波」 
博物館研究 47 

日本博物館

協会 
9 月 無 

21 
同

上 
同上 同上 

三陸大震災の現場から-東日本大震

災で被災した文化財とその救出活

動」 

天恵と天災の文化

誌 森誠一編 

東北出版企

画  
9 月 無 

22 
同

上 
同上 同上 歴史学からの発信 BIOSTORY vol.18 

生き物文化

誌学会 
12 月 無 

23 
同

上 
同上 研究員 山崎健 町上遺跡から出土した動物遺存体 町上遺跡 

新潟県埋蔵

文化財調査

事業団 

25 年 3 月 無 

24 
同

上 
同上 同上 山崎津跡から出土した動物遺存体 山崎津 

京都府埋蔵

文化財調査

研究センタ

ー 

25 年 3 月 無 

 

○科学技術の活用等による文化財の保存科学や修復技術に関する中核的な支援拠点として、先端的調査研究等の推進（2件） 

  
研 

№ 
研究テーマ 発表者（職名・名前） 論文テーマ 掲載誌名 発行元 

掲載年月

日 

レフェ

リー 

有無 

1 31 

ミリ波イメージング

にかかる基礎実験及

び装置の改良等 

保存修復科学研究室長 

髙妻洋成 

Application of electromagnetic 

waves for the degradation 

mechanisms of painted wooden 

cultural properties 

Proceedings of 

Advanced 

Electromagnetic 

Symposium 2012 

Advanced 

Electromagnetic 

Symposium 2012 

4 月 19 日 無 

2 
同

上 
同上 

保存修復科学研究室長 

髙妻洋成、都城発掘調査

部主任研究員 降幡順

子、埋蔵文化財センター

研究員 脇谷草一郎・田

村朋美、埋蔵文化財セン

ター特別研究員 赤田

昌倫・辻本與志一 

キトラ古墳壁画の材料調査 1―白虎

と青龍の調査― 

日本文化財科学会

第 29 回大会研究

発表要旨集 

日本文化財科学

会 
6 月 23 日 無 

 

○国・地方公共団体の要請に応じた保存措置等のために必要な実践的な調査・研究の実施（4件） 

  
研 

№ 
研究テーマ 発表者（職名・名前） 論文テーマ 掲載誌名 発行元 掲載年月日 

レフェ

リー 

有無 

1 37 

文化庁が行う高松塚

古墳・キトラ古墳の壁

画の調査及び保存・活

用に関する技術的協

力 

都城発掘調査部主任研究

員 降幡順子、都城発掘

調査部研究員 青木敬、

都城発掘調査部研究員 

廣瀬覚 

特別史跡高松塚古墳版築の剥ぎ取り

資料による粒度測定 

奈良文化財研究所

紀要 2012 

奈良文化財

研究所 
6 月 29 日 無 
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研 

№ 
研究テーマ 発表者（職名・名前） 論文テーマ 掲載誌名 発行元 掲載年月日 

レフェ

リー 

有無 

2 
同

上 
同上 

都城発掘調査部研究員 

廣瀬覚 

構築技術からみた高松塚古墳の横口

式石槨 

奈良文化財研究所

創立 60 周年記念

論文集 文化財論

叢Ⅳ 

同上 10 月 18 日 無 

3 
同

上 
同上 

都城発掘調査部研究員 

若杉智宏 
キトラ古墳の墳丘形状 同上 同上 同上 無 

4 
同

上 
同上 

保存修復科学研究室長 

高妻洋成 

テラヘルツ分光・イメージングによ

る文化財の調査 

光アライアンス第

23 号第 5 巻 

日本工業出

版 
5 月 無 

 

○諸外国における文化財の保存・修復に関する技術移転の推進（2件） 

  
研 

№ 
研究テーマ 発表者（職名・名前） 論文テーマ 掲載誌名 発行元 掲載年月日 

レフェ

リー 

有無 

1 43 

カンボジア・アンコー

ルワット遺跡群の西

トップ寺院遺跡、ベト

ナム・タンロン皇城遺

跡の建築史的、考古学

的、保存科学的調査 

都城発掘調査部副部長 

杉山洋 
西トップ遺跡の調査と修復 

奈良文化財研究所

紀要 2012 

奈良文化財

研究所 
6 月 29 日 無 

2 
同

上 
同上 

文化遺産部部長 小野健

吉 
アンコール遺跡群の水の景観 同上 同上 同上 無 

 

○地方公共団体への協力等による文化財保護の質的向上（5件） 

  
研 

№ 
研究テーマ 発表者（職名・名前） 論文テーマ 掲載誌名 発行元 掲載年月日 

レフェ

リー 

有無 

1 78 

地方公共団体等の要

請による発掘調査等

への協力・援助 

都城発掘調査部研究員 

神野恵 他 
左京二条二坊十四坪の調査-第 497次 

奈良文化財研究所

紀要 2013 

奈良文化財

研究所 
25 年 6 月 無 

2 
同

上 
同上 同上 西大寺旧境内の調査-第 498 次 同上 同上 同上 無 

3 
同

上 
同上 

都城発掘調査部研究員 

芝康次郎 他 

左京二条二坊十五・十六坪の調査-第

504 次 
同上 同上 同上 無 

4 79 

地方公共団体が行う

飛鳥・藤原地区の発掘

調査への援助・助言 

都城発掘調査部特別研究

員 木村理恵 

左京二条三坊・三条三坊の調査-第

173-1 次 

奈文研ニュース 

No.48 
同上 25 年 3 月 無 

5 
同

上 
同上 

都城発掘調査部特別研究

員 木村理恵 

左京二条三坊・三条三坊の調査-第

173-1 次 

奈良文化財研究紀

要 2013 
同上 25 年 6 月 無 

 

 

 

【東京文化財研究所と奈良文化財研究所との共同研究】0 件 
 

【アジア太平洋無形文化遺産研究センター】 1件 
 

  研究テーマ 
発表者 

（職名・名前） 
論文テーマ 掲載誌名 発行元 

掲載 

年月日 

レフェ 

リー 

有無 

1  アジア太平洋地

域における無形

文化遺産保護に

関する基礎的な

調査・研究 

副所長兼研究室長 

大貫美佐子 

Documentation as a tool for 

safeguarding a community’s  

intangible cultural heritage on the 

verge of disappearing 

The First 

ICH-Researchers forum – 

The implementation of 

UNESCO’s 2003 

convention  

アジア太平洋

無形文化遺産

センター 

24 年 9 月 無 
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c-⑥ 調査研究刊行物一覧 

 

【東京国立博物館】 
○調査研究刊行物 

刊  行  物  名 発行部数 配     布     先 

「ＭＵＳＥＵＭ」６３７～６４２号 各1,900 美術館・博物館・大学・研究所等 2,760件 

(各460件×6) 

「東京国立博物館紀要」４８号 700 美術館・博物館・大学・研究所等  340件 

「東京国立博物館文化財修理報告」ⅩⅢ 800 美術館・博物館・大学・研究所等   91件 

「法隆寺献納宝物特別調査概報」ⅩⅩⅩⅢ 聖徳太子絵伝(四幅本)１ 600 美術館・博物館・大学・研究所等  180件 

「東京国立博物館図版目録 インド・インドネシア染織篇」 600 美術館・博物館・大学・研究所等 164件 

「東京国立博物館所蔵骨角器集成２ 鹿角製刀剣装具篇」 600 美術館・博物館・大学・研究所・地方公共団体の教

育委員会等 400件 

「東京国立博物館ハンドブック 和文」改訂3版 3,000  

○展覧会図録 
刊  行  物  名 発行部数 配     布     先 

特別展 「青山杉雨の眼と書」 ― 美術館・博物館・大学等 111件 

「出雲―聖地の至宝―」 ― 美術館・博物館・大学等 111件 

「中国 王朝の至宝」 ― 美術館・博物館・大学等 111件 

「飛騨の円空―千光寺とその周辺の足跡―」 ― 美術館・博物館・大学等  111件 

「書聖 王羲之」 ― 美術館・博物館・大学等  111件 

「中国山水画の20世紀－中国美術館名品選－」 18,000  

特集陳列 「東洋の青磁」 6,000  

「動物埴輪の世界」 5,000  

「帝室博物館総長 森鴎外」 7,000  

「東京国立博物館コレクションの保存と修理」 7,000  

その他 「根付 高円宮コレクション」3版 2,000  

 

【京都国立博物館】 
○調査研究刊行物  

刊  行  物  名 発行部数 配     布     先 

研究紀要「学叢」第34号 780 美術館・博物館・大学等  

文化財保存修理所 修理報告書9 450 大学・図書館・研究機関等 

社寺調査報告書 26 500 大学・図書館・研究機関等 

○展覧会図録 
刊  行  物  名 発行部数 配     布     先 

特別展覧会「王朝文化の華 ―陽明文庫名宝展―」 ― 美術館・博物館・大学等  

特別展覧会「古事記1300年 出雲大社大遷宮 大出雲展」 ― 美術館・博物館・大学等 

特別展覧会「宸翰 天皇の書 ―御手が織りなす至高の美―」 5,000 美術館・博物館・大学等 

特別展観「国宝 十二天像と密教法会の世界」 3,000 美術館・博物館・大学等 

特別展覧会「狩野山楽・山雪」 ― 美術館・博物館・大学等 

 

【奈良国立博物館】 
○調査研究刊行物 

刊  行  物  名 発行部数 配     布     先 

奈良国立博物館研究紀要「鹿園雑集」 第13号 700 美術館・博物館・大学・研究機関等 

○展覧会図録 
刊  行  物  名 発行部数 配     布     先 

御遠忌800年記念特別展「解脱上人 貞慶 ―鎌倉仏教の本流―」 7,500 美術館・博物館・大学・研究機関等 

特別展「頼朝と重源 ―東大寺再興を支えた鎌倉と奈良の絆―」 8,000 美術館・博物館・大学・研究機関等 
第64回正倉院展 36,000 美術館・博物館・大学・研究機関等 
The 64rd Annual Exhibiton of Shoso-in Treasures 4,000 美術館・博物館・大学・研究機関等 
特別陳列「古事記の歩んできた道  ―古事記撰録1300年―」 3,500 美術館・博物館・大学・研究機関等 

特別陳列「おん祭と春日信仰の美術」 1,800 美術館・博物館・大学・研究機関等 

 

【九州国立博物館】 
○調査研究刊行物 

刊  行  物  名 発行部数 配     布     先 

九州国立博物館紀要「東風西声」 第8号 1,000部 美術館・博物館・大学・研究機関等 

博物館科学の設備パンフレット 2,000部 美術館・博物館・大学・研究機関等 

「市民と共に ミュージアムIPM」事業報告書（総集編）2011[増刷] 1,000部 美術館・博物館・大学・研究機関等 

「市民と共に ミュージアムIPM」事業報告書（研修編）2011[増刷] 1,000部 美術館・博物館・大学・研究機関等 

「市民と共に ミュージアムIPM」事業報告書（報告会・シンポジウム編）2011[増刷] 1,000部 美術館・博物館・大学・研究機関等 

「市民と共に ミュージアムIPM」事業報告書（研修編）2012 300部 美術館・博物館・大学・研究機関等 

「市民と共に ミュージアムIPM」事業報告書（報告会・施設見学調査編）2012 300部 美術館・博物館・大学・研究機関等 

「市民と共に ミュージアムIPM」事業報告書（シンポジウム編）2012 1,000部 美術館・博物館・大学・研究機関等 

大分県豊後高田市・円福寺所蔵 木造大応国師坐像 修理報告書 1,500部 美術館・博物館・大学・研究機関等 
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○展覧会図録 
 

 

発行部数 配     布     先 

特別展 「平山郁夫 シルクロードの軌跡」 ― 美術館・博物館・大学・研究機関等 

「美のワンダーランド 十五人の京絵師」 ― 美術館・博物館・大学・研究機関等 

「ベルリン美術館- 学べるヨーロッパ美術の４００年 -」 ― 美術館・博物館・大学・研究機関等 

「ボストン美術館 日本美術の至宝」 ― 美術館・博物館・大学・研究機関等 

トピック展示 「－東京国立博物館所蔵－ 横河民輔コレクション中国陶磁名品選」 1,400部 美術館・博物館・大学・研究機関等 

「日本医術のことはじめ まじないから解体新書まで」 1,800部 美術館・博物館・大学・研究機関等 

「日朝交流の軌跡 対馬宗家文書8万点の調査を終えて」 1,500部 美術館・博物館・大学・研究機関等 

「江戸の粋、印籠 フィンランド・クレスコレクション」 2,000部 美術館・博物館・大学・研究機関等 

「江戸のモダニズム 古武雄 まぼろしの九州のやきもの」 2,000部 美術館・博物館・大学・研究機関等 

 

【東京文化財研究所】 
○調査研究刊行物 

刊 行 物 名 発行部数 配布先 

『東京文化財研究所年報』2011年度版 900 博物館・美術館・大学・研究機関等 

『東京文化財研究所概要』2012年度版 5,000 博物館・美術館・大学・研究機関等 

『東文研ニュース』第 49号 3,500 博物館・美術館・大学・研究機関等 

『東文研ニュース』50号～52号 各1,000 博物館・美術館・大学・研究機関等 

『東文研ニュースダイジェスト』（英語版）第 12号・第 13号 各3,500 博物館・美術館・大学・研究機関等 

『平成 23年版 日本美術年鑑』 600 博物館・美術館・大学・研究機関等 

『美術研究』407号～409号 各400 博物館・美術館・大学・研究機関等 

『無形文化遺産研究報告』第 7号 600 博物館・美術館・大学・研究機関等 

第７回無形民俗文化財研究協議会報告書 700 博物館・美術館・大学・研究機関等 

保存科学 52号 650 博物館・美術館・大学・研究機関等 

『美術研究作品資料第 6・横山大観《山路》』 600 博物館・美術館・大学・研究機関等 

伊藤若冲『動植綵絵』蛍光 X線分析結果 200 関係機関等 

伝統的修復材料及び合成樹脂に関する調査研究報告 2012年度 300 研究集会参加者、関係各所 

敦煌中国壁画の保護に関する日中共同研究2012 100 関係機関等 

パダン歴史地区文化遺産復興支援報告書 200 関係機関等 

東南アジア諸国等文化遺産保存修復協力 平成 24年度成果報告書 70 関係機関等 

Conservation of Monuments in Thailand [Ⅴ] Proceedings of the Fifth Seminar on 

Thai-Japanese Cooperation in Conservation of Monuments in Thailand 
200 関係機関等 

Recent Cultural Heritage Issues in Afghanistan Volume 4  

Geophysical Survey of the Buried Cultural Heritage in Bamiyan  

Final Reports of 1st and 2nd Missions 

250 関係機関等 

Indo-Japanese Project for the Conservation of Ajanta Paintings 

Digital Documentation of the Paintings of Ajanta Caves 2 and 9 
400 関係機関等 

平成 23年度在外日本古美術品保存修復協力事業  800 関係機関等 

『第35回文化財の保存及び修復に関する国際研究集会 染織技術の伝統と継承―研究と保

存修復の現状―』 
650 参加者、大学、研究機関、博物館・美術館等 

『Conservation and Restoration of Audio-Visual Recording Media』11 英語版  500 関係機関等 

『近代建築に使用されている油性塗料』12日本語版 500 関係機関等 

『日本画・書跡の損傷－見方・調べ方』 1,000 関係機関等 

平成 24年度文化庁委託 第 36回世界遺産委員会 審議調査研究事業 報告書 100 関係機関等 

世界遺産の動向と課題-第 36回世界遺産委員会 300 関係機関等 

『平成 23年度協力相手国調査 バーレーン王国調査報告書 日本語』 500 関係機関等 

『平成 23年度協力相手国調査 バーレーン王国調査調査報告書 英語』 500 関係機関等 

『平成 23年度協力相手国調査 ミャンマー調査報告書 日本語』 500 関係機関等 

『平成 23年度協力相手国調査 ミャンマー調査報告書 英語』 30 関係機関等 

「文化遺産国際協力事業紹介 2012年度」(英文） 2,500 関係機関等 

「文化遺産国際協力事業紹介 2012年度」(和文） 2,500 関係機関等 

文化遺産国際協力拠点交流事業「ｷﾙｷﾞｽ共和国及び中央ｱｼﾞｱ諸国における文化遺産保護に関

する拠点交流事業」平成 24年度業務報告書 
30 関係機関等 

アルメニア歴史博物館所蔵の考古金属資料の保存修復・調査研究事業及びそれに係わる人

材育成・技術移転のための協力（第 3次、4次ミッション）平成 24年度業務報告書 
50 関係機関等 

アルメニア歴史博物館における考古金属資料保存修復ワークショップ平成 24年度資料集 50 関係機関等 

バーミヤーン遺跡資料集第 2巻 ﾊﾞｰﾐﾔﾝ谷中心部の地形測量 200 関係機関等 

ミャンマー文化遺産保護に関する技術的調査報告書 200 関係機関等 

韓国法/各国の文化財保護法令シリーズ 300 関係機関等 

フィリピン法/各国の文化財保護法令シリーズ 300 関係機関等 

ミャンマー法/各国の文化財保護法令シリーズ 300 関係機関等 

国際資料室蔵書目録 100 関係機関等 

文化遺産国際協力ｺﾝｿｰｼｱﾑ ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ(和文) 1,500 関係機関等 

文化遺産国際協力ｺﾝｿｰｼｱﾑ ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ(英文) 1,500 関係機関等 

文化遺産国際協力ｺﾝｿｰｼｱﾑ第 11回研究会 ﾁﾗｼ 1,000 関係機関等 

文化遺産国際協力ｺﾝｿｰｼｱﾑ第 11回研究会予稿集 250 関係機関等 

文化遺産国際協力ｺﾝｿｰｼｱﾑｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ ﾁﾗｼ 1,000 関係機関等 

文化遺産国際協力ｺﾝｿｰｼｱﾑｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ配布資料(予稿集) 130 関係機関等 

文化遺産国際協力ｺﾝｿｰｼｱﾑ第 12回研究会ﾁﾗｼ 600 関係機関等 
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【奈良文化財研究所】 
○調査研究刊行物 

刊  行  物  名 発行部数 配     布     先 

奈良文化財研究所概要2012 3,000 大学、研究機関、図書館等 

奈良文化財研究所紀要2012 3,000 大学、研究機関、図書館等 

奈良文化財研究所創立60周年記念論文集 文化財論叢Ⅳ 500 大学、図書館等 

奈文研ニュース№45～48 各3,000 大学、研究機関等 

埋蔵文化財ニュース№150～153 

150：2,500 

151：2,500 

152：2,500  

153：2,000 

教育委員会、図書館、博物館等 

『比羅夫がゆく－飛鳥時代の武器・武具・いくさ－』飛鳥資料館図録第56冊 1,800 関係機関、協力機関等 

『花開く都城文化』飛鳥資料館図録第57冊 1,800 関係機関、協力機関等 

『飛鳥の考古学2012』飛鳥資料館カタログ第27冊 1,600 関係機関、協力機関等 

『京都大学総合博物館所蔵 秋田市小阿地遺跡出土金銅装大刀の調査研究』飛鳥資料館研

究図録第16冊 
500 大学、研究機関等 

カンボジア王国アンコール遺跡群・西トップ遺跡 遺跡保全プロジェクト ニューズレタ

ー6号、7号 
各1,000 関係機関等 

遺跡情報交換標準の研究 第三版 2,500 教育委員会、図書館、博物館等 

『地下の正倉院・平城宮第一次大極殿院のすべて』 7,000 館内観覧者 

『発掘速報展 平城2012』 10,000 館内観覧者 

『仁和寺史料 古文書編一』奈良文化財研究所史料第89冊 600 大学、研究機関等 

『自然的文化財のマネジメント』平成23年度遺跡等マネジメント研究集会（第1回）報告書 1,000 大学、研究機関、教育委員会、図書館等 

『遺構露出展示に関する調査研究報告書』 1,000 大学、研究機関等 

『禅宗寺院と庭園』平成24年度庭園の歴史に関する研究会報告書 300 大学、研究機関等 

『文化的景観研究集会（第4回）報告書 文化的景観の現在— 保護行政・学術研究の中間総

括— 』 
1,000 大学、研究機関等 

重要文化財建造物現状変更説明1950～1952（本文編） 500 大学、研究機関、教育委員会、図書館等 

重要文化財建造物現状変更説明1950～1952（図版編） 500 大学、研究機関、教育委員会、図書館等 

ベトナム社会主義共和国ドンナイ省フーホイ村集落調査報告書 700 大学、研究機関、図書館等 

『塩の生産・流通と官衙・集落』第16回古代官衙・集落研究会研究報告資料 600 大学、研究機関等 

『四面廂建物を考える』本文編・資料編 奈良文化財研究所研究報告第9冊 各600 大学、研究機関等 

遼寧省朝陽地区隋唐墓の整理と研究 600 大学、研究機関等 

薬師寺旧境内保存整備計画にともなう発掘調査概報Ⅰ 600 大学、研究機関等 

平城宮発掘調査出土木簡概報（四十二） 1,000 大学、研究機関等 

河南省鞏義市白河窯跡の発掘調査概報 800 大学、研究機関等 

 

【アジア太平洋無形文化遺産研究センター】 
○調査研究刊行物 

刊  行  物  名 発行部数 配     布     先 

アジア太平洋無形文化遺産研究センター案内パンフレット（英語） 5,000 来訪者用 

FINAL REPORT  The First Intensive Researchers Meeting on Communities and the 2003 

Convention : “Documentation of Intangible Cultural Heritage as a Tool for 

Community’s Safeguarding Activities” 

300 ユネスコ関係、会合出席者、研究協力依頼機関等 

FINAL REPORT  The First ICH-Researchers Forum  The Implementation of UNESCO’s 2003 

Convention 
300 ユネスコ関係、会合出席者、研究協力依頼機関等 

2012 International Field School Alumni Seminar on Safeguarding Intangible Cultural 

Heritage in the Asia Pacific: Report 
300 

ユネスコ関係、研究者集会参加者、研究協力依頼機

関等 

2013 IRCI Meeting on ICH – Evaluating the Insdription Criteria for the Two Lists of 

UNESCO’s Intangible Cultural Heritage Coonvention : FINAL REPORT 
300 

ユネスコ関係、研究者集会参加者、研究協力依頼機

関等 
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c-⑦ 科学研究費助成事業による調査研究 
 

件数 
国立文化財 

機構計 

博物館 文化財研究所 アジア太平洋 

無形文化遺産 

研究センター 計 
東京国立

博物館 

京都国立

博物館 

奈良国立

博物館 

九州国立

博物館 
計 

東京文化

財研究所 

奈良文化

財研究所 

合計 88 33 19 5 1 8 55 22 33 0 

科学研究費 

補助金のみ 
43 15 12 2 0 1 28 7 21 0 

学術研究助成基金 

助成金のみ 
37 13 6 2 1 4 24 13 11 0 

科学研究費補助金と

学術研究助成基金助

成金の両方からの交

付を受けた調査研究 

8 5 1 1 0 3 3 2 1 0 

※平成 22年度までの科学研究費補助金事業は、平成 23年度より「科学研究費補助金」と「学術研究助成基金助成金」による科学研究

費助成事業として取り扱うこととなった。 

※各施設に所属する研究員が研究代表者として交付された研究課題のみ記載している。（特別研究員奨励費、奨励研究を除く） 

 

【東京国立博物館】 

1）科学研究費補助金のみ 12件 
  研究テーマ 名前 役職 研究種目 交付決定額 (千円) 

1 
博物館における文化遺産の保全と持続的公開を目指した包括的

保存システムの研究 
神庭 信幸 学芸研究部保存修復課長 基盤研究（Ｓ） 7,280 

2 東アジアの書道史における料紙と書風に関する総合的研究 島谷 弘幸 副館長 基盤研究（Ａ） 7,020 

3 板谷家を中心とした江戸幕府御用絵師に関する総合的研究 田沢 裕賀 
学芸研究部調査研究課絵

画・彫刻室長 
基盤研究（Ａ） 3,770 

4 中世聖徳太子絵伝の図様展開に関する調査研究 沖松 健次郎 
学芸企画部企画課特別展室

主任研究員 
基盤研究（Ａ） 7,540 

5 文化財保護の歴史に関する基礎的研究 高橋 裕次 学芸企画部博物館情報課長 基盤研究（Ｂ） 4,420 

6 光学的調査に基づく高雄曼荼羅の発展的研究 松本 伸之 学芸企画部長 基盤研究（Ｂ） 2,340 

7 中国書画の表装に関する基礎的研究 富田 淳 学芸研究部列品管理課長 基盤研究（Ｃ） 1,300 

8 占領期の教育政策における国立博物館の役割に関する調査研究 神辺 知加 
学芸企画部博物館教育課教

育講座室主任研究員 
基盤研究（Ｃ） 

0        
（育休による中断） 

9 
宮廷工芸に関する物質文化的研究―生活感のある工芸史の構築

をめざして― 
猪熊 兼樹 

学芸研究部列品管理課貸与

特別観覧室主任研究員 
基盤研究（Ｃ） 260 

10 
近現代における古日本染織の移動とコレクション形成に関する

基礎的研究 
小山 弓弦葉 

学芸研究部調査研究課工芸

室主任研究員 
若手研究（Ａ） 2,860 

11 絵巻の〈伝来〉をめぐる総合的研究 土屋 貴裕 
学芸研究部調査研究課絵

画・彫刻室研究員 
若手研究（Ａ） 4,420 

12 
視覚表現とコレクションの形成に見る縄文土器の美術的受容に

関する研究 
鈴木 希帆 

学芸研究部列品管理課登録

室アソシエイトフェロー 

研究活動スタ

ート支援 
1,560 

 

2）学術研究助成基金助成金のみ 6件 

  研究テーマ 名前 役職 研究種目 
当年度の交付決定額 

(採択時) (千円) 

全研究期間での 

交付決定額 (千円) 

〈研究期間〉 

1 古筆切紙背の史料学的研究 田良島 哲 学芸研究部調査研究課長 基盤研究（Ｃ） 1,820 
5,070 

〈平成23～25年度〉 

2 

家形埴輪の群構成と階層性からみた東

アジアにおける古墳葬送儀礼に関する

基礎的研究 

古谷 毅 
学芸研究部列品管理課主任

研究員 
基盤研究（Ｃ） 1,690 

4,680 

〈平成23～25年度〉 

3 
狩野晴川院養信による寺社宝物摸本の

基礎的研究 
安藤 香織 

学芸研究部列品管理課登録

室アソシエイトフェロー 
若手研究（Ｂ） 910 

3,250 

〈平成23～24年度〉 

4 
寄贈品に見る草創期の博物館における

コレクション形成と美術品の移動 
三輪紫都香 

（ 河 上 紫 都 香） 

学芸研究部列品管理課登録

室アソシエイトフェロー 
若手研究（Ｂ） 650 

          1,170 

〈平成24～25年度〉 

5 

武家女性の衣生活に関する基礎的研究

―染織史研究に資する歴史資料の開拓

を基に― 

佐々木佳美 
学芸研究部列品管理課登録

室アソシエイトフェロー 
若手研究（Ｂ） 1,300 

       3,120 

〈平成24～26年度〉 

6 
浅鉢形土器の型式学的検討を通じた縄

文社会構造の研究 
井出 浩正 

学芸研究部調査研究課考古

室研究員 
若手研究（Ｂ） 1,690 

            2,340 

〈平成24～25年度〉 

 

3）科学研究費補助金と学術研究助成基金助成金の両方からの交付を受けた調査研究１件 

  研究テーマ 名前 役職 研究種目 

科学研究費補助金 学術研究助成基金助成金 

交付決定額 (千円) 
当年度の交付決定額 

(採択時) (千円) 

全研究期間での 

交付決定額 (千円) 

〈研究期間〉 

1 

刀装具一派後藤家の鑑

定 極帳（鑑定控）の整

理に基づく鑑定の様相

と価値付けの考察 

酒井 元樹 

学芸研究部列品管

理課平常展調整室

研究員 

若手研究（Ａ） 4,680 2,210 
          6,500 

〈平成24～27年度〉 
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【京都国立博物館】 

1）科学研究費補助金のみ 2件 
  研究テーマ 名前 役職 研究種目 交付決定額(千円) 

1 南山城地域の仏教文化と歴史に関する総合的研究 佐々木 丞平 館長 基盤研究（Ｂ） 5,330 

2 内外伝世品の調査ならびに比較に基づく京都製蒔絵の歴史的研究 永島 明子 学芸部企画室主任研究員 若手研究（Ａ） 1,560 

 

2）学術研究助成基金助成金のみ 2件 

  研究テーマ 名前 役職 研究種目 
当年度の交付決定額 

(採択時) (千円) 

全研究期間での 

交付決定額 (千円) 

〈研究期間〉 

1 
「鎖国」下の日本における清朝陶磁の受容とそ

の影響に関する調査研究 
尾野 善裕 学芸部工芸室長 基盤研究（Ｃ） 1,040 

4,160 

〈平成23～26年度〉 

2 
足利尊氏願経の原本調査を中心とした中世一切

経の資料的研究 
羽田 聡 

学芸部企画室研

究員 
若手研究（Ｂ） 650 

1,300  

〈平成23～24年度〉 

 

3）科学研究費補助金と学術研究助成基金助成金の両方からの交付を受けた調査研究 1件 

  研究テーマ 名前 役職 研究種目 

科学研究費補助金 学術研究助成基金助成金 

交付決定額 (千円) 
当年度の交付決定額 

(採択時) (千円) 

全研究期間での 

交付決定額 (千円) 

〈研究期間〉 

1 

多数尊より構成される

仏教尊像に関する調査

研究－図像的典拠と分

担製作の視点から－ 

淺湫 毅 
学芸部保存修理指

導室長 
基盤研究（Ｂ）     2,470 2,080 

6,500 

〈平成24～27年度〉 

 

【奈良国立博物館】 

1）科学研究費補助金のみ 0件 

 

2）学術研究助成基金助成金のみ 1件 

  研究テーマ 名前 役職 研究種目 
当年度の交付決定額 

(採択時) (千円) 

全研究期間での 

交付決定額 (千円) 

〈研究期間〉 

1 
文化財アーカイブズの形成に関する研究－近代

文化財修理記録のメタデータ分析を中心に 
宮崎 幹子 学芸部資料室長 若手研究（Ｂ） 1,430 

4,160 

〈平成23～25年度〉 

 

3）科学研究費補助金と学術研究助成基金助成金の両方からの交付を受けた調査研究 0件 

 

【九州国立博物館】 

1）科学研究費補助金のみ 1件 
  研究テーマ 名前 役職 研究種目 交付決定額(千円) 

1 
九州における対外交流文化財の保存と活用に向けた研究基盤

の創設 
伊藤 嘉章 学芸部付 基盤研究（Ａ） 17,030 

 

2）学術研究助成基金助成金のみ 4件 

  研究テーマ 名前 役職 研究種目 

当年度の交付

決定額 

(採択時) 

(千円) 

全研究期間での 

交付決定額 (千円) 

〈研究期間〉 

1 
中性大般若経の史料学構築に向けての基礎

的研究 
藤田 励夫 

学芸部博物館科学課 

保存修復室長 
基盤研究（Ｃ） 1,820 

5,200 

〈平成23～25年度〉 

2 
デジタル計測技術を使用した文化財の予防

保存 
今津 節生 学芸部博物館科学課長 

挑戦的萌芽研

究 
1,300 

3,770 

〈平成23～24年度〉 

3 
赤外線撮影法による彩色材料調査の有効性

に関する研究 
秋山 純子 

学芸部博物館科学課 

アソシエイトフェロー 
基盤研究（Ｃ） 3,250 

5,200 

〈平成24～26年度〉 

4 
中国・山東省荷澤出土の螺鈿箱（高麗経箱）

に関する調査研究 
川畑 憲子 

学芸部企画課文化交流展室主

任研究員 
若手研究（Ｂ） 1,950 

4,550 

〈平成24～26年度〉 
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3）科学研究費補助金と学術研究助成基金助成金の両方からの交付を受けた調査研究 3件 

  研究テーマ 名前 役職 研究種目 

科学研究費補助金 学術研究助成基金助成金 

交付決定額 (千円) 
当年度の交付決定額 

(採択時) (千円) 

全研究期間での 

交付決定額 (千円) 

〈研究期間〉 

1 

三次元デジタル計測技

術を活用した中国古代

青銅器の製作技法の研

究 

谷 豊信 学芸部長 基盤研究（Ｂ） 2,600 2,210 
6,500 

〈平成24～26年度〉 

2 

三次元データに基づく

文化財研究と新展示手

法の開発－興福寺 国

宝阿修羅像を中心に－ 

今津 節生 学芸部博物館科学課長 基盤研究（Ｂ） 4,940 4,160 
6,500 

〈平成24～26年度〉 

3 

タイにおける異文化の

受容と変容－13世紀か

ら18世紀の対外交易品

を中心として－ 

原田 あゆみ 
学芸部文化財課資料管

理室主任研究員 

基盤研究（Ｂ） 

海外学術調査 
3,510 3,120 

6,500 

〈平成24～26年度〉 

 

【東京文化財研究所】 

1）科学研究費補助金のみ 7件 
  研究テーマ 名前 役職 研究種目 交付決定額(千円) 

1 
諸先学の作品調書・画像資料類の保存と活用のための研究・開発

－美術史家の眼を引継ぐ 
田中  淳 企画情報部長 基盤研究（Ｂ） 3,120 

2 文化財修復材料の劣化と文化財に及ぼす影響に関する基礎的研究 早川 典子 
保存修復科学センター 

主任研究員 
基盤研究（Ｂ） 1,430 

3 
敦煌芸術の科学的復原研究―壁画材料の劣化メカニズムの解明に

よるアプローチ 
岡田  健 

保存修復科学センター 

センター長 
基盤研究（Ｂ） 1,820 

4 
文化財展示収蔵施設の実状に即したカビ調査技術と制御に関する

研究 
木川 りか 

保存修復科学センター 

生物科学研究室長 
基盤研究（Ｂ） 4,420 

5 
戦災を受けた歴史的建造物の復旧過程が文化財保護制度に与えた

影響に関する研究 

秋枝 ユミ

イザベル 

文化遺産国際協力センター 

客員研究員 
基盤研究（Ｃ） 1,560 

6 寺院造営組織からみた平安前期彫刻の研究 皿井 舞 
企画情報部 

研究員 
若手研究（Ｂ） 1,040 

7 ベンガラ塗装史の研究 北野 信彦 
保存修復科学センター 

伝統技術研究室長 

研究成果公開

促進費 

（学術図書） 

500 

 

2）学術研究助成基金助成金のみ 13件 

  研究テーマ 名前 役職 研究種目 
当年度の交付決定額 

(採択時) (千円) 

全研究期間での 

交付決定額 (千円) 

〈研究期間〉 

1 
建築文化財における伝統的な塗装彩色

材料の再評価と劣化防止に関する研究 
北野 信彦 

保存修復科学センター 

伝統技術研究室長 
基盤研究（Ｃ） 1,040 

5,330 

〈平成23～26年度〉 

2 

政治的危機に瀕する『越境文化遺産』

の保護と平和活用－国際政治・公共政

策研究の貢献 

原本 知実 
文化遺産国際協力センター 

アソシエイトフェロー 
基盤研究（Ｃ） 2,080 

5,330 

〈平成23～25年度〉 

3 

インド・アジャンター石窟壁画消失メ

カニズムの解明に向けた微生物生態学

的調査 

佐藤 嘉則 
保存修復科学センター 

研究員 
基盤研究（Ｃ） 2,470 

5,200 

〈平成24～26年度〉 

4 
中世・近世日本絵画における白色顔料

の利用に関する科学的調査研究 
早川 泰弘 

保存修復科学センター 

分析科学研究室長 
基盤研究（Ｃ） 2,080 

5,070 

〈平成24～26年度〉 

5 
螺鈿のアジア史―技術史と交流史を中

心に― 
小林 公治 

企画情報部 

広領域研究室長 
基盤研究（Ｃ） 2,210 

5,070 

〈平成24～26年度〉 

6 
科学的原理に基づいたモノクローム資

料写真からの色材分析 
吉田 直人 

保存修復科学センター 

主任研究員 
挑戦的萌芽研究 780 

2,990 

〈平成23～24年度〉 

7 
古墳壁画表面における含水量の非接触

測定システムの開発 
犬塚 将英 

保存修復科学センター 

主任研究員 
挑戦的萌芽研究 2,210 

3,510 

〈平成24～25年度〉 

8 
イラン、マルヴ・ダシュト盆地におけ

る新石器化の考古学的研究 
安倍 雅史 

文化遺産国際協力センター 

アソシエイトフェロー 
若手研究（Ｂ） 780 

1,690 

〈平成23～24年度〉 

9 
自然共生型博物館における野外由来微

生物の浮遊真菌濃度予測に関する研究 
間渕 創 

保存修復科学センター 

客員研究員 
若手研究（Ｂ） 1,690 

4,420 

〈平成24～26年度〉 

10 

文化財保護法の成立過程に関する研究

―日本における文化財概念と史跡名勝

天然記念物― 

境野 飛鳥 
文化遺産国際協力センター 

アソシエイトフェロー 
若手研究（Ｂ） 1,560 

4,160 

〈平成24～26年度〉 

11 
絵画修復と絵画制作に使用される膠の

物性に関する基礎的研究 
楠 京子 

文化遺産国際協力センター 

アソシエイトフェロー 
若手研究（Ｂ） 1,170 

2,210 

〈平成24～26年度〉 

12 
黒海周辺地域における中世組積造建築

遺産の系譜と保存継承に関する研究 
鈴木 環 

文化遺産国際協力センター 

特別研究員 
若手研究（Ｂ） 1,170 

3,510 

〈平成24～26年度〉 

13 
GISを用いた古代クメール都市発展史

の復原的研究 
佐藤 桂 

文化遺産国際協力センター 

アソシエイトフェロー 
若手研究（Ｂ） 1,560 

4,550 

〈平成24～26年度〉 
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3）科学研究費補助金と学術研究助成基金助成金の両方からの交付を受けた調査研究 2件 

  研究テーマ 名前 役職 研究種目 

科学研究費補助金 学術研究助成基金助成金 

交付決定額 (千円) 
当年度の交付決定額 

(採択時) (千円) 

全研究期間での 

交付決定額 (千円) 

〈研究期間〉 

1 

近江の古代中世彫像の

基礎的調査・研究―基礎

データと画像蓄積のた

めに― 

津田 徹英 
企画情報部 

文化形成研究室長 
基盤研究（Ｂ） 3,120 2,730 

6,500 

〈平成24～26年度〉 

2 

西スマトラ州パダン歴

史地区における文化遺

産復興に関する総合的

研究 

亀井 伸雄 
東京文化財研究所 

所長 

基盤研究（Ｂ） 

海外学術調査 
3,250 2,860 

6,500 

〈平成24～26年度〉 

 

【奈良文化財研究所】 

1）科学研究費補助金のみ 21件 
  研究テーマ 名前 役職 研究種目 交付決定額(千円) 

1 
木簡など出土文字資料釈読支援システムの高次化と綜合的研究拠

点データベースの構築 
渡邉 晃宏 

都城発掘調査部史料研究

室長 
基盤研究（Ｓ）       31,200 

2 
東アジアにおける家畜の伝播とその展開に関する動物考古学的研

究 
松井 章 埋蔵文化財センター長 基盤研究（Ａ）        9,490 

3 マルチチャンネル機器を利用した高速遺跡探査技術の開発 金田 明大 
埋蔵文化財センター主任

研究員 
基盤研究（Ａ）        10,400 

4 南都における廃仏毀釈後の資料動態に関する調査研究 吉川 聡 文化遺産部歴史研究室長 基盤研究（Ｂ）        3,770 

5 文化財および美術工芸材料のナノ構造・物性の解明 北田 正弘 
埋蔵文化財センター客員

研究員 
基盤研究（Ｂ）        3,770 

6 
中国細石刃文化の基礎的研究-河南省霊井遺跡石器群の分析を中

心として- 
加藤 真二 企画調整部展示企画室長 

基盤研究（Ｂ）

海外学術調査 
       3,380 

7 青銅製祭器の生産と流通からみた弥生時代の社会変化の研究 難波 洋三 企画調整部長 基盤研究（Ｃ）          780 

8 古代の鉛調整加工技術に関する考古学的研究 小池 伸彦 
都城発掘調査部考古第一

研究室長 
基盤研究（Ｃ）          650 

9 古代律令国家の官衙と寺院の占地に関する比較研究 小澤 毅 
埋蔵文化財センター遺

跡・調査技術研究室長 
基盤研究（Ｃ）          650 

10 古代ガラス・釉薬の物性から探る製作技術に関する科学的研究 降幡 順子 
都城発掘調査部主任研究

員 
基盤研究（Ｃ）        1,300 

11 近世建築に使われた木曽ヒノキの流通に関する年輪年代学的研究 光谷 拓実 
埋蔵文化財センター客員

研究員 
基盤研究（Ｃ）        1,170 

12 
東北アジアにおける金属器の拡散と在地社会の変化に関する考古

学的研究 
庄田 慎矢 

都城発掘調査部考古第一

研究室研究員 
若手研究（Ａ)        2,340 

13 東アジアにおける失蝋法の出現と展開に関する考古学的研究 丹羽 崇史 
企画調整部展示企画室研

究員 
若手研究（Ｂ)        1,040 

14 古代東アジアにおける都城と葬送地に関する考古学的研究 小田 裕樹 
都城発掘調査部考古第二

研究室研究員 
若手研究（Ｂ)           780 

15 絹文化財の簡易的な劣化指標の作成 赤田 昌倫 

埋蔵文化財センター保存

修復科学研究室特別研究

員（AF) 

若手研究（Ｂ)         910 

16 
土質遺構保存のための基礎的研究-動水勾配を利用した塩類析出

抑制法の開発- 
脇谷 草一郎 

埋蔵文化財センター保存

修復科学研究室研究員 
若手研究（Ｂ)           650 

17 
東アジアにおけるインド・パシフィックビーズの材質と流通に関

する科学的研究 
田村 朋美 

埋蔵文化財センター保存

修復科学研究室研究員 
若手研究（Ｂ)          780 

18 
令前木簡と古代文書の機能論的検討による日本における古代文書

行政成立史の研究 
山本 崇 

都城発掘調査部主任研究

員 
若手研究（Ｂ)          1,040 

19 
九州における更新世末の移動・居住システムの変遷過程に関する

研究 
芝 康次郎 

都城発掘調査部考古第一

研究室研究員 
若手研究（Ｂ)          1,170 

20 奈良時代の中央と地方における建築技術の研究 海野 聡 
都城発掘調査部遺構研究

室研究員 
若手研究（Ｂ)          650 

21 
近世建造物の年代測定を目指したツガ年輪パターンの拡充と産地

推定 
藤井 裕之 

埋蔵文化財センター客員

研究員 
若手研究（Ｂ)          650 

 

2）学術研究助成基金助成金のみ 11件 

  研究テーマ 名前 役職 研究種目 
当年度の交付決定額 

(採択時) (千円) 

全研究期間での 

交付決定額 (千円) 

〈研究期間〉 

1 中国における木質文化財の用材観 伊東 隆夫 
埋蔵文化財センター客員

研究員 
基盤研究（Ｃ） 1,430 

5,200 

〈平成23～25年度〉 

2 
木彫仏像を中心とした日本彫刻史研究

における年代決定法の調査・研究 
児島 大輔 

埋蔵文化財センター年代

学研究室特別研究員（AF) 
若手研究（Ｂ)        1,430 

4,420 

〈平成23～26年度〉 

3 

GT-Map等時空間解析システムを利用し

た木簡等出土文字資料分析の基礎的研

究 

馬場 基 
都城発掘調査部主任研究

員 
若手研究（Ｂ)        650 

2,340 

〈平成23～25年度〉 

4 
三次元計測による飛鳥時代の石工技術

の復元的研究 
廣瀬 覚 

都城発掘調査部考古第一

研究室研究員 
若手研究（Ｂ)      1,040 

3,770 

〈平成23～26年度〉 

5 
古代における骨角製品の動物考古学的

研究 
丸山 真史 

埋蔵文化財センター客員

研究員 
若手研究（Ｂ)       1,950 

4,290 

〈平成23～25年度〉  
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  研究テーマ 名前 役職 研究種目 
当年度の交付決定額 

(採択時) (千円) 

全研究期間での 

交付決定額 (千円) 

〈研究期間〉 

6 
古代東アジアにおける土木技術系譜の

復元的研究 
青木 敬 

都城発掘調査部考古第二

研究室研究員 
基盤研究（Ｃ） 1,560 

5,200 

〈平成24～27年度〉 

7 
中世日本と東アジアの木造建築におけ

る架構システムに関する比較研究 
鈴木 智大 

都城発掘調査部遺構研究

室研究員 
基盤研究（Ｃ） 1,690 

5,460 

〈平成24～27年度〉 

8 
南洋群島の戦争遺跡の保存と活用：特

に水中文化遺産に重点をおいて 
石村 智 

企画調整部国際遺跡研究

室研究員 
若手研究（Ｂ) 1,820 

4,550 

〈平成24～26年度〉 

9 弥生時代の地域間関係と青銅器の受容 石橋 茂登 
都城発掘調査部主任研究

員 
若手研究（Ｂ) 1,170 

2,730 

〈平成24～26年度〉 

10 
甲冑編年の再構築に基づくモノの履歴

と扱いの研究 
川畑 純 

都城発掘調査部考古第三

研究室研究員 
若手研究（Ｂ) 910 

2,600 

〈平成24～27年度〉 

11 
茅葺屋根の多様性とその成立過程に関

する研究 
黒坂 貴裕 

都城発掘調査部主任研究

員 
若手研究（Ｂ) 1,170 

3,510 

〈平成24～26年度〉 

 

3）科学研究費補助金と学術研究助成基金助成金の両方からの交付を受けた調査研究 １件 

  研究テーマ 名前 役職 研究種目 

科学研究費補助金 学術研究助成基金助成金 

交付決定額 (千円) 
当年度の交付決定額 

(採択時) (千円) 

全研究期間での 

交付決定額 (千円) 

〈研究期間〉 

1 
和同開珎の生産と流通

をめぐる総合的研究 
松村 恵司 所長 基盤研究（Ｂ）       1,950 1,690 6,500 

 

【アジア太平洋無形文化遺産研究センター】 0件 

－ 222 －



c-⑧ 客員研究員一覧 
国立文化財機構合計 博物館計 東京国立博物館 京都国立博物館 奈良国立博物館 九州国立博物館 

118人 

35 人 25人 5人 5人 0人 

文化財研究所計 東京文化財研究所 奈良文化財研究所 

83 人 56人 27人 

アジア太平洋無形文化遺産研究センター 
   

0 人 
   

 

【東京国立博物館】 25人 
 氏 名（所 属） 研 究 課 題 

1 松原 茂（財団法人根津美術館学芸部長） 当館所蔵の絵画に関する研究 

2 岩崎 均史（たばこと塩の博物館主席学芸員） 当館所蔵の大小絵暦に関する研究 

3 松田 清（京都外国語大学専任教員） 当館所蔵の江戸幕府旧蔵の洋書、シーボルト献納本などの古洋書に関する研究 

4 宮永 美知代（東京藝術大学美術学部助教） 解剖学・美術解剖学および医学関係の館史資料に関する調査研究 

5 東野 治之（奈良大学文学部教授） 法隆寺献納宝物の資料の研究 

6 田辺 龍太（財団法人切手の博物館研究員） 当館所蔵の切手に関する調査研究 

7 水上 嘉代子（財団法人遠山記念館学芸員） 当館に所蔵される小袖形を中心とする日本近世染織の調査・研究 

8 小笠原 小枝 当館所蔵のインド更紗に関する研究 

9 大脇  潔（近畿大学文芸学部教授） 
当館所蔵古瓦の整理および、当館所蔵の藤原宮および藤原京内寺院出土瓦に

関する研究 

10 金子 浩昌（日本考古学協会会員） 当館所蔵原始・古代骨角製品に関する研究 

11 宮下 佐江子（古代オリエント博物館学芸課長） 西アジア古代ガラスの研究 

12 丸山 清志（城西国際大学物質文化研究センター研究員・助手） 東洋民族オセアニア採集品の調査研究 

13 湊 信幸（元副館長） 当館所蔵の絵画に関する研究 

14 鍋島 稲子（台東区立書道博物館主任研究員） 中国書跡の調査研究 

15 西岡 康宏（元副館長） 当館所蔵の東洋漆工に関する研究 

16 小野 博（美術刀剣研磨技師） 刀剣コレクションに関する保存状態の評価と保存修理の対策 

17 大橋 美織（静嘉堂文庫美術館学芸員） 当館所蔵の近世絵画に関する研究 

18 若杉 準治（前京都国立博物館） 法隆寺献納宝物を中心とした館蔵中世絵画の研究 

19 保坂 裕興（学習院大学大学院人文科学研究科教授） 館史資料アーカイブズ学的研究 

20 田中 淑江（共立女子大学家政学部准教授） 当館所蔵の江戸時代を中心とする小袖に関する研究 

21 
佐々木 利和（北海道大学アイヌ・先住民研究センター特任教

授） 
アイヌ・琉球民族資料に関する調査研究 

22 望月 幹夫（元東京国立博物館） 当館所蔵の考古資料（原史・有史）に関する調査研究 

23 歌田 眞介（東京藝術大学名誉教授） 東京国立博物館所蔵油彩画の材料・技法および保存状態についての調査・研究 

24 松井 敏也（筑波大学大学院人間総合科学研究科准教授） 考古出土遺物に関する保存科学的研究 

25 稲本 泰生（京都大学人文科学研究所准教授） 東洋彫刻及び大谷探検隊将来西域美術の調査研究 
 

【京都国立博物館】 5人 
 氏 名（所 属） 研 究 課 題 

1 井上 一稔（同志社大学文学部教授） 南山城の彫刻に関する調査研究 

2 宇都宮 啓吾（大阪大谷大学文学部教授） 訓点資料としての典籍に関する調査研究 

3 奥平 俊六（大阪大学大学院文学研究科教授） 京狩野に関する調査研究 

4 狩野 博幸（同志社大学文化情報学部教授） 近世絵画に関する調査研究 

5 後藤 真（花園大学文学部講師） 文化財情報に関する調査研究 
 

【奈良国立博物館】 5人 
 氏 名（所 属） 研 究 課 題 

1 井出誠之輔（九州大学大学院人文科学研究院教授） 仏教絵画の調査及び整理 

2 木村法光（元宮内庁正倉院事務所保存課長） 漆工品の調査及び研究 

3 清水 昭博（帝塚山大学人文学部准教授） 飛鳥・奈良時代の仏教考古、斑鳩地区出土瓦の調査及び整理 

4 根立研介（京都大学大学院文学研究科教授） 仏教彫刻の調査と整理 

5 板倉聖哲（東京大学東洋文化研究所准教授） 中国・朝鮮絵画の調査及び整理 
 

【九州国立博物館】 0人 
 

【東京文化財研究所】 56人 
 氏 名（所 属） 研 究 課 題 

1 吉田千鶴子（東京藝術大学非常勤講師） 近代美術資料群の調査・研究 

2 相澤正彦（成城大学文芸学部芸術学科教授） 
研究プロジェクト「東アジアの美術に関する資料学的研究」の調査研究と研究

助言 

3 
森下正昭（立命館アジア太平洋大学学長室IR AACSBプロジェク

トコーディネーター） 

研究プロジェクト「東アジアの美術に関する資料学的研究」の調査研究と研究

助言 

4 三上 豊（和光大学表現学部教授） 近・現代美術の調査研究および関連資料の整理・収集・公開に関する調査研究  

5 中村佳史（国立情報学研究所研究員） デジタル資料学の調査研究 

6 丸川雄三（国立情報学研究所特任准教授） 近・現代美術の調査研究および関連資料の整理・収集・公開に関する調査研究  

7 中野照男（大東文化大学非常勤講師） 美術の表現・技法・材料に関する多角的研究 

8 永井美和子（早稲田大学非常勤嘱託（演劇博物館）） 無形文化財の記録作成 

9 今岡謙太郎（武蔵野美術大学造形学部教授） 無形文化財の記録作成 

10 齋藤裕嗣 無形民俗文化財の調査研究 

11 原田一敏（東京藝術大学大学美術館教授） 無形文化財工芸技術（金工分野）の調査研究 

12 荒川正明（学習院大学文学部哲学科（美術史専攻）教授） 無形文化財工芸技術（陶芸分野）の調査研究 

13 山崎 剛（金沢美術工芸大学准教授） 無形文化財工芸技術（漆工分野）の調査研究 
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 氏 名（所 属） 研 究 課 題 

14 俵木 悟（成城大学文学部准教授） 無形民俗文化財の調査研究 

15 
松山直子（アジア太平洋無形文化遺産研究センターアソシエイ

トフェロー） 
無形文化遺産分野における国際研究交流 

16 三浦定俊（公益財団法人文化財虫害研究所理事長） 文化財の材質及び劣化調査法の研究 

17 藤井義久（京都大学農学部准教授） 文化財の生物劣化調査法の研究 

18 呂 俊民 文化財公開施設の室内空気汚染の研究 

19 三村 衛（京都大学大学院工学研究科准教授） 古墳の保存に関わる地盤工学的研究 

20 
白石靖幸（北九州市立大学国際環境工学部環境空間デザイン学

科准教授） 
文化財展示収蔵施設内の環境解析 

21 小椋大輔（京都大学大学院工学研究科准教授） 文化財展示収蔵施設内の環境解析 

22 小峰幸夫（公益財団法人文化財虫害研究所研究員） 文化財害虫の生態と駆除方法の研究 

23 北原博幸（トータルシステム研究所代表） 文化財の保存環境の研究 

24 高見雅三（北海道立総合研究機構） 文化財展示収蔵施内の環境解析 

25 間渕 創（三重県立博物館） 文化財蔵施設の黴の調査法の研究 

26 板垣義郎（(株)ＡＣＭ） 修復材料に関する調査・研究 

27 舘川 修 伝統材料に関する調査研究 

28 横山晋太郎 近代文化遺産の保存修復に関する調査・研究 

29 長島宏行（(財)日本航空協会） 近代の文化遺産の保存修復、特に航空機保存に関する調査・研究 

30 小堀信幸（(財)船の科学館） 近代文化遺産の保存修復に関する調査・研究 

31 安部倫子（ＳＤラボラトリー） キトラ古墳及び高松塚古墳壁画修復に関する調査研究 

32 本多貴之（明治大学理工学部専任講師） 文化財の伝統的修復に関する調査研究 

33 中條利一郎（帝京科学大学名誉教授） 修復材料に関する調査研究 

34 津村（高林）弘実（京都市立芸術大学） 壁画の分析研究 

35 津村宏臣（同志社大学文化情報学部文化情報学科准教授） 文化財データベース研究 

36 渡邉真樹子 壁画の分析研究 

37 酒井清文 伝統修復に関する調査研究 

38 堤 一郎（中央大学理工学部非常勤講師） 近代の文化遺産に関する調査研究 

39 今井健一郎 国内外の文化財保護法を中心とした文化財保護法についての調査研究 

40 鋒井修一（京都大学大学院工学研究科建築学専攻教授） 
タイ・スコータイ遺跡スリチュム寺院において、大仏の表面に生物を発生しに

くくさせる環境条件に関する研究 

41 柏谷博之（国立科学博物館名誉研究員） 石造文化財の劣化と保存に対する植物の関与についての調査研究 

42 前田耕作（和光大学名誉教授） 西アジア諸国等文化遺産保存修復協力事業に関する調査研究 

43 谷口陽子（筑波大学大学院人文社会学研究科歴史・人類助教） 西アジア諸国等文化遺産保存修復協力事業に関する調査研究 

44 松田泰典（JICA大エジプト博物館保存修復センター専門家） 
「エジプト国大エジプト博物館保存修復センタープロジェクト」人材育成と技

術移転事業 

45 藤澤 明 アルメニアでの金属遺物保存修復に関する調査研究 

46 山藤正敏（金沢大学国際文化資源学研究センター客員研究員） 西アジア諸国等文化遺産保存修復協力事業に関する調査研究 

47 渡抜由季 西アジア諸国等文化遺産保存修復協力事業に関する調査研究 

48 大河原典子 古墳壁画の修復に関する調査研究 

49 田畔徳一（修復家） キトラ古墳及び高松塚古墳壁画修復に関する調査研究 

50 秋枝（内藤）ユミイザベル 東南アジアでの人材育成のための調査研究 

51 後藤多聞（公益財団法人平山郁夫シルクロード美術館理事） 文化財国際コンソーシアム事業に伴う調査研究 

52 岡村知明 海外での人材育成のための調査・研究 

53 有村 誠 西アジア諸国等文化遺産保存修復協力事業に関する調査研究 

54 石井 美恵 在外日本文化財保存修復協力事業に関する調査研究 

55 前川 佳文（文化財保存修復士） 古墳壁画の修復に関する調査研究 

56 杉原 朱美 西アジア諸国等文化遺産保存修復協力事業に関する調査研究 
 

【奈良文化財研究所】 27人 
 氏 名（所 属） 研 究 課 題 

1 小原 嘉記（中京大学国際教養学部准教授） 日本古代・中世の地方支配制度及び中性寺院の研究 

2 小浦 久子(大阪大学大学院工学研究科准教授) 都市計画、環境デザインの研究 

3 EDWARDS Walter Drew(元天理大学国際文化学部教授) 考古学、文化人類学の研究 

4 巽 淳一郎（京都橘大学文学部教授） 歴史考古学の研究 

5 
西口 壽生（元奈良文化財研究所都城発掘調査部考古第二研究

室長） 
歴史時代土器及び古代都城遺跡、寺院の研究 

6 肥塚 隆保（元奈良文化財研究所副所長） 文化財科学、保存修復科学の研究 

7 山中 敏史（元奈良文化財研究所文化遺産部長） 遺跡及びその調査技術の研究 

8 丸山 真史 動物考古学の研究 

9 千田 剛道（元奈良文化財研究所企画調整部上席研究員） 遺物及びその調査技術、文化財情報の研究 

10 
小林 謙一（財団法人ユネスコ・アジア文化センター文化遺産

保護協力事務所研修事業部長） 
遺物及びその調査技術、文化財情報に関する研究 

11 登谷 伸宏（京都橘大学文学部助教） 日本建築・都市史の研究 

12 MARES Emmanuel Bernard（学術振興会外国人特別研究員） 日本文学・日本庭園・日本建築とその文化に関する研究 

13 佐藤 昌憲（元京都工芸繊維大学名誉教授） 文化財科学、分析化学の研究 

14 北田 正弘（元（独）物質・材料研究機構特別研究員） 金属材料工学、文化財科学の研究 

15 芹原 信生（元京都大学霊長類研究所教授） 自然人類学、動物考古学の研究 

16 渡辺 伸行（神戸市立上野児童館長） 日本考古学（弥生時代～古代）及び自然災害と考古学の研究 

17 大江 文雄（愛知県環境審議会専門調査委員） 古生物学（魚類系統進化）の研究 

18 菊地 大樹（元奈良文化財研究所任期付研究員） 中国考古学、動物考古学の研究 

19 
光谷 拓実（大学共同利用機関法人人間文化研究機構総合地球

環境学研究所研究推進戦略センター特別客員教授） 
年輪年代学及び木材解剖学の研究 

20 伊東 隆夫（南京林業大学（中国）特別招聘教授） 木材組織学の研究 
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 氏 名（所 属） 研 究 課 題 

21 藤井 裕之 年輪年代学の研究 

22 
西村 康（財団法人ユネスコ・アジア文化センター文化遺産保

護協力事務所長） 
遺跡探査及び測量の研究 

23 安田 龍太郎（元奈良文化財研究所埋蔵文化財センター長） 遺跡・遺物とその調査技術の研究 

24 西口 和彦（元兵庫県立考古博物館調査専門員） 遺跡探査の研究 

25 狭川 真一（財団法人元興寺文化財研究所研究部長） 遺跡及びその調査技術の研究 

26 百橋 明穂（神戸大学大学院人文学研究科教授） 日本美術史の研究 

27 豊島 直博（文化庁文化財部美術学芸課文化財調査官） 太刀の研究 
 

【アジア太平洋無形文化遺産研究センター】 0人  
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d ウェブサイトアクセス件数
平成25年3月31日現在

H20 H21 H22 H23 H24

国立博物館計 － － 9,202,862 6,480,930 7,743,323

　東京国立博物館 5,211,261 5,687,673 4,971,306 2,772,633 2,982,729

　京都国立博物館 － － 2,077,562 1,835,640 1,837,113

(参考:1,409,634) (参考:848,486) (参考:805,935)

　奈良国立博物館 － 639,030 769,293 722,249 845,202

(参考:1,230,774) (参考:2,630,035) (参考:3,121,270)

　九州国立博物館 1,480,341 1,956,287 1,384,701 1,150,408 2,078,279

文化財研究所計 － 1,988,486 2,130,786 1,771,695 1,655,762

　東京文化財研究所 1,405,278 1,417,203 1,489,091 1,314,541 (*1)1,230,718

　奈良文化財研究所 － 571,283 641,695 457,154 425,044

(参考:701,711) (参考:1,030,905) (参考:4,977,076)

1,838 5,289

(H23.12.16サイ
ト開設)

機構本部 228,029 293,317 270,913 208,982 260,558

e国宝 383,864 630,399 659,056 1,139,318 1,420,662

※アクセス件数の単位は、ユーザーセッション数である。
※過去の実績においてユーザーセッション数未集計の場合、”－”を記している。その際の括弧
内の参考値は、当時の実績評価で使用していた単位でのアクセス件数（京都国立博物館：トップ
ページビュー数、奈良国立博物館・奈良文化財研究所：ページビュー数）である。
　

アジア太平洋無形文化遺
産研究センター

＊1 参考値。サーバの入替の際にアクセスログ保存期間の設定に誤りがあり、24年10月～25年2
月のアクセスログが消失したことから、年間アクセス件数は不明である。ログが保存されている
7ヵ月間のアクセス件数717,919件の月平均を12倍した値を、参考値として記載している。
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e 平成 24年度平常展・特別展アンケート結果 
 

＜平常展＞ 

東京国立博物館総合文化展・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 228 

奈良国立博物館名品展・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 229 

九州国立博物館文化交流展・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 230 

 

＜特別展＞ 

東京国立博物館・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 231 

特別展「ボストン美術館 日本美術の至宝」  

特別展「中国山水画の 20世紀 中国美術館名品選」  

特別展「青山杉雨の眼と書」  

特別展「出雲－聖地の至宝－」 

特別展「中国 王朝の至宝」 

特別展「飛騨の円空－千光寺とその周辺の足跡－」  

特別展「書聖 王羲之」 

 

京都国立博物館・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 238 

特別展覧会「王朝文化の華 －陽明文庫名宝展－」 

特別展覧会「古事記 1300年 出雲大神社大遷宮 大出雲展」 

特別展覧会「宸翰 天皇の書 －御手が織りなす至高の美－ 

特別展観「国宝 十二天像と密教法会の世界」 

同時開催 特集陳列「成立８００年記念 方丈記」 

 

奈良国立博物館・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 242 

特別展「解説上人貞慶 －鎌倉仏教の本流－」 

特別展「頼朝と重源－東大寺再興を支えた鎌倉と奈良の絆－」 

特別展「第 64回正倉院展」  

 

九州国立博物館・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 245 

特別展「平山郁夫 シルクロードの軌跡」 

特別展「美のワンダーランド 十五人の絵師」 

特別展「ベルリン国立美術館－学べるヨーロッパ美術の 400年－」 

特別展「ボストン美術館 日本美術の至宝」 
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東京国立博物館

①アンケート回答年齢層 ②認知経路　（複数回答）

③展示に関する満足度 ④再来館率

⑤主な意見・感想


 

開催期間： 平成２４年４月１日（日)～平成２５年３月３１日（日）  開館日数：３０８日間  

回答者数： ２,４８３人 （うちタッチパネルアンケート２,００１人＜80.6％＞）   

来館者数： ４１５,２９０人  

アンケート回収率： ０．６０％  

平常展（総合文化展） 

アンケート集計結果 

    
 

0～9歳 

7.5% 

10代, 

28.2% 

20代, 

11.7% 
30代 

 10.2% 

40代, 

13.2% 

50代, 

11.0% 

60代 

 9.9% 

70代 

4.4% 

80代以上 

4.0% 

514人 

27.4% 

798人 

42.5% 

383人 

20.4% 

51人 

2.7% 

132人 

7.0% 

とても良かった 

良かった 

ふつう 

あまり良くなかった 

良くなかった 

684人 

39.4% 

700人 

40.3% 

117人 

6.7% 237人 

13.6% 是非来たい 

来たい 

来たくない 

分からない 

・良かった、楽しかった、面白かった、素晴らしかった。 

・～の展示が良かった（仏像、日本刀、着物等多岐にわたる）。 

・建物に重厚さや歴史を感じた。 

・トーハクナビが良かった。 

・国宝や重要文化財の作品をもっと展示してほしい。 

・説明文の文字が小さくて読みづらい。 

・写真撮影を禁止してほしい。 

・金曜日以外も夜間開館をしてほしい。 

18.3% 

15.0% 

9.9% 

5.8% 

5.0% 

12.3% 

28.9% 

4.9% 

0 200 400 600 800 

東京国立博物館ニュース 

インターネット 

ポスター・看板・チラシ 

新聞 

雑誌 

テレビ・ラジオ 

家族・知人・友人に聞いた 

その他 

人 
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奈良国立博物館

①年齢層 ②認知経路　（複数回答）

③展示に関する満足度 ④再来館率

④主な意見・感想


・国宝・重文級の仏像を一堂に見られるのがすばらしい。展示品の質や量に感動した。
・教科書でしか見たことのないようなものを間近で見ることができた。
・青銅器コレクションはこれだけで博物館が成り立つほど素晴らしかった。
・分類ごとに分けられていて理解しやすく観覧しやすかった。
・展示物の説明が非常に読みやすく分かりやすく書かれていた。
・展示ケースのガラスがないのかと思うほど透過性がよくとても見やすかった。
・前から観覧したかったが閉館に間に合わず見られなかった。金曜に遅くまで開いていて良かった。

0 50 100 150 200 

無回答 

その他 

現地（博物館） 

宿泊場所 

展覧会ポスター 

その他 

知人・友人からの口コミ 

学校の関係(遠足・修学旅行等) 

旅行案内・雑誌 

新聞記事 

テレビ 

展覧会ポスター（駅・車内吊等） 

メールマガジン 

奈良国立博物館のＨＰ 

博物館刊行の発行物（博物館だ… 

平常展（名品展） 

アンケート集計結果 

   開催期間：平成２４年４月１日（日)～平成２５年３月３１日（日） 開館日数：３２２日間 

      回答者数：７８６人（来館者数：１４５，９１４ アンケート回収率：  ０．５４％）  

 

 

10代以下 

49.2% 

20代 

10.3% 30代 

6.3% 

40代 

7.1% 

50代 

7.3% 

60代 

11.8% 

70代,  

6.3% 

80代以上 

1.5% 
無回答 

0.3% 

来館予定有 

来館予定無 

共通 

とても良

かった, 

45.6% 

良かった

, 33.2% 

普通, 

10.9% 

あまり良

くなかっ

た, 2.9% 

良くな

かった, 

2.5% 

無回答, 

4.9% 

初めて

（first 

time), 
66.3% 

2回以上 

5回以下, 

15.9% 

6回以上 9

回以下, 

2.2% 

10回以上, 

12.6% 

second 
times or 

more, 1.8% 

無回答, 

1.2% 
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九州国立博物館

④主な意見・感想

・一度来てみたかったけど、とてもよく分かったので勉強になりました。・ミュージアムトークが良かった。
・休憩用の椅子を増やしてほしい。・空調がよくない。
・音声ガイドは外国語もあるべき。
・スタッフの態度、注意の仕方などがよくなかった。・マナーの悪い観覧者を注意してほしい。
・展示品が少ない。

文化交流展 アンケート集計結果 
 

開催期間：平成24年4月1日(日)～平成25年3月31日(日)  開館日数：314日間 

  総回答者数：268人（総来館者数：460,525人 アンケート回収率：0.06％）  

9歳以下 
4% 

10代 
19% 

20代 
5% 

30代 
9% 

40代 
10% 

50代 
12% 

60代 
19% 

70歳以上 
19% 

無回答 
3% 

①年齢層 

とてもよ

かった 

39% 

よかった 

31% 

ふつう 
10% 

あまりよくな

かった 
2% 

よくなかった 
5% 無回答 

13% 

③展示に関する満足度 

22 

78 

44 

36 

56 

9 

0 

20 

16 

43 

0 20 40 60 80 100 

ＴＶ・ラジオ 

新聞 

チラシ・ポスター 

人に聞いて 

ホームページ 

雑誌 

季刊誌「アジア―ジュ」 

学校 

その他 

無回答 

②認知経路（複数回答） 

初めて 
30% 

2回～3回 

23% 

4回以上 

39% 

無回答 

8% 

④再来館率 
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東京国立博物館

0-9歳  

2.5% 

10代 

10.6% 
20代 

8.6% 

30代 

12.1% 

40代 

16.6% 

50代 

17.8% 

60代 

15.9% 

70代 

5.4% 

80歳 

以上 

1.2% 無回答 

9.5% 

①年齢層 

115 (2.0%) 

 356 (6.1%) 

793 (13.6%) 

872 (15.0%) 

166 (2.9%) 

 871 (15.0%) 

1,435 (24.7%) 

721 (12.4%) 

311 (5.3%) 

175 (3.0%) 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 

無回答 

その他 

知人・友人に聞いた 

テレビ･ラジオ 

雑誌 

新聞 

ﾎﾟｽﾀｰ･看板・ﾁﾗｼ 

インターネット 

博物館ニュース 

本日ここで知った 

②認知経路（複数回答） 

③展示に関する満足度 

特別展「ボストン美術館 日本美術の至宝」 

アンケート集計結果 

   開催期間：平成２４年３月２０日（火・祝)～平成２４年６月１０日（日）(７３日間) 

      回答者数：４,８５０人（総入館者数：５４０,３８２人 アンケート回収率：０.９０％）  

④主な意見・感想 

・ とても良かった。素晴らしかった。面白かった。感動した。  

・ 雲龍図、蕭白シリーズがとても素晴らしかった。 

・ 展示の仕方が良く、観やすかった。 

・ 絵巻展示が混雑していた。 

・ 日本の名品が海外所蔵で残念に思う。 

  本展覧会は、”東洋美術の殿堂”と称されるアメリカのボストン美術館より厳選された仏像・仏画、絵巻、水

墨画から絵画を含む約９０点を紹介し、約５４万人のお客様にご来場いただきました。 

  展覧会については、73.5％の方々から「とても良かった」「良かった」と好意的な評価をいただいた他、展示

作品全般に関しても多くの好評意見が寄せられました。一方で、混雑改善に関する要望・ご意見もいただきまし

た。今後も、お寄せいただいたご意見・ご感想を参考に観覧環境の改善に努めてまいります。 

  たくさんのご意見・ご感想をいただき、誠にありがとうございました。 

46.6 

26.7 

16.5 

36 

31.5  

36.2 

36.1 

37.5 

6.4 

16.6 

27.2 

10.2 

1.2 

5.1 

4.7 

1.6 2.6

2.7 

3.8 

3.6 

11.5 

11.6 

11.9 

12.1 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

展示作品につい

て 

展示方法につい

て 

説明文について 

展覧会について 

とても良かった 良かった ふつう あまり良くなかった 良くなかった 無回答 

 

人 
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東京国立博物館

特別展「 中国山水画の20世紀 中国美術館名品選  」 

アンケート集計結果 

   開催期間：平成２４年７月３１日（火)～平成２４年８月２６日（日）(２５日間) 

      回答者数：３０８人（総入館者数：１８,４１５人 アンケート回収率：１・６７％）  

0-9歳  

1.6% 

10代 

17.2% 

20代 

10.4% 

30代 

11% 
40代 

16.6% 

50代 

18.2% 

60代 

15.9% 

70代 

6.8% 

80歳 

以上 

1% 

無回答 

1.3% 

①年齢層 

16 (4.3%) 

 10 (2.7%) 

22 (5.9%) 

5 (1.3%) 

10 (2.7%) 

 24 (6.4%) 

44 (11.7%) 

72 (19.1%) 

63 (16.8%) 

110 (29.3%) 

0 20 40 60 80 100 120 

無回答 

その他 

知人・友人に聞いた 

テレビ･ラジオ 

雑誌 

新聞 

ﾎﾟｽﾀｰ･看板・ﾁﾗｼ 

インターネット 

博物館ニュース 

本日ここで知った 

②認知経路（複数回答） 

③展示に関する満足度 

61.4 

51.3 

35.4 

57.8 

30.8  

40.3 

47.4 

33.8 

3.6
 

3.2
 

9.7 

2.9
 

1.6
 

2.3
  

3.9 

1.9 
 

2.6
 

  2.9 

3.6 

3.6
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

展示作品について 

展示方法について 

説明文について 

展覧会について 

とても良かった 良かった あまり良くなかった 良くなかった 無回答 

④主な意見・感想 

・ とても良かった。素晴らしかった。面白かった。感動した。  

・ 理解が深まった。 勉強になった。 

・ またこのような展示をしてほしい。 

・ リーフレットが素晴らしい。 

・ 英文解説があった方が良い 。 

  本展覧会は、日中国交正常化40周年及び東京国立博物館140周年を記念して開催されたもので、中国美術館の

コレクションから選りすぐりの名品を紹介し、約1万8千人のお客様にご来場いただきました。 

  展覧会については、約91.6％の方々から「とても良かった」「良かった」と好意的な評価をいただいた他、展

示作品全般に関しても多くの好評意見が寄せられました。一方で、キャプション等に関する要望・ご意見もいた

だきました。今後も、お寄せいただいたご意見・ご感想を参考に観覧環境の改善に努めてまいります。 

  たくさんのご意見・ご感想をいただき、誠にありがとうございました。 
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東京国立博物館

特別展「 青山杉雨の眼と書 」 

アンケート集計結果 

   開催期間：平成２４年７月１８日（水）～ 平成２４年９月９日（日）(４８日間) 

      回答者数：９０３人（総入館者数：５１,３２７人 アンケート回収率：１.７６％）  

9歳 

以下  

3.2% 

10代 

18.9% 

20代 

9.6% 

30代 

9.4% 
40代 

12.4% 

50代 

14.2% 

60代 

13.8% 

70代 

5.6% 

80歳 

以上 

2.2% 
無回答 

10.5% 

①年齢層 ②認知経路（複数回答） 

24(4.3%) 

21(3.8%) 

69(12.4%) 

11(2.0%) 

19(3.4%) 

117(21.0%) 

143(25.6%) 

81(14.5%) 

57(10.2%) 

16(2.9%) 

0 50 100 150 200 

無回答 

その他 

知人・友人に聞… 

テレビ･ラジオ 

雑誌 

新聞 

ﾎﾟｽﾀｰ･看板・ﾁﾗｼ 

インターネット 

博物館ニュース 

本日ここで知った 

③展示に関する満足度 

40.5 

33.1 

21 

34.4 

26.2 

31.8 

29 

29.6 

12 

14 

24.6 

12.7 

2 

2.7 

5.2 

3.1 

5.2 

3.8 

5.4 

5 

14.1 

14.7 

14.7 

15.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

展示作品について 

展示方法について 

説明文について 

展覧会について 

とても良かった 良かった ふつう あまり良くなかった 良くなかった 無回答 

④主な意見・感想 

・ とても良かった。素晴らしかった。面白かった。感動した。  

・ 書斎の展示が良かった。再現が面白かった。 

・ 見応えがあった。 

・ またこういう書道展をやってほしい。 

・ （書は）難しく、よく分からなかった。 

 本展覧会は、日中国交正常化４０周年及び東京国立博物館１４０周年ならびに青山杉雨氏の生誕１００年を記

念して開催されたもので、わが国を代表する書家の業績を紹介し約５万１千人のお客様にご来場いただきました。 

 展覧会については、６４％の方々から「とても良かった」「良かった」と好意的な評価をいただいた他、展示

作品全般に関しても多くの好評意見が寄せられました。一方で「難しかった」といった感想や展示方法等に関す

る要望・ご意見もいただきました。 

 今後も、お客様からお寄せいただきましたご意見・ご感想を参考に観覧環境のより一層の充実に努めてまいり

ます。 
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東京国立博物館

特別展「 出雲―聖地の至宝― 」 

アンケート集計結果 

   開催期間：平成２４年１０月１０日（水）～ １１月２５日（日）(４１日間) 

      回答者数：２，８００人（総入館者数：１３７,６４６人 アンケート回収率：２.０３％）  

0-9歳 

2.5% 

10代 

13.8% 

20代 

12.5% 

30代 

16.2% 40代 

17.2% 

50代 

13.3% 

60代 

11.8% 

70代   
4.4% 

80歳 

以上 

1.8% 

無回答 

6.4% 

①年齢層 ②認知経路（複数回答） 

84（2.7％） 

267（8.6％） 

537（17.5％） 

184（5.0％） 

68（2.1％） 

401（10.9％） 

926（29.3％） 451（13.6％） 

169（4.8％） 

173（5.5％） 

0 200 400 600 800 1000 

無回答 

その他 

知人・友人に聞いた 

テレビ･ラジオ 

雑誌 

新聞 

ﾎﾟｽﾀｰ･看板・ﾁﾗｼ 

インターネット 

博物館ニュース 

本日ここで知った 

人 

③展示に関する満足度 

33.8 

22.2 

18.3 

27.2 

38.4 

36.2 

34.1 

40.7 

12.3 

22.4 

29.7 

14.7 

3.4 

6 

5.1 

4.9 

3.3 

4.2 

3.7 

3.1 

8.9 

9 

9.1 

9.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

展示作品について 

展示方法について 

説明文について 

展覧会について 

とても良かった 良かった ふつう あまり良くなかった 良くなかった 無回答 

④主な意見・感想 

・ とても良かった。素晴らしかった。面白かった。感動した。  

・ 出雲大社の再現、宇豆柱が凄かった。 

・ 展示の仕方が良かった。 

・ 会場が狭い。 

・ 展示作品数が少ない。 

 本展覧会は、東京国立博物館１４０周年ならびに『古事記』編纂１３００年と出雲大社大遷宮を記念して開催

されたもので、貴重な文化財を通して聖地・出雲を紹介し約１３万７千人のお客様にご来場いただきました。 

 展覧会については、６７．９％の方々から「とても良かった」「良かった」と好意的な評価をいただいた他、

展示作品全般に関しても多くの好評意見が寄せられました。一方で「展示作品数が少ない」「会場が狭い」といっ

た感想や展示方法等に関する要望・ご意見もいただきました。 

 今後も、お客様からお寄せいただきましたご意見・ご感想を参考に観覧環境のより一層の充実に努めてまいり

ます。 
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東京国立博物館

特別展「 中国 王朝の至宝 」 

アンケート集計結果 

          開催期間：平成２４年１０月１０日（水）～ １２月２４日（月・祝）(６６日間) 

                  回答者数：１，４１６人（総入館者数：１４１,５０７人  アンケート回収率：１.０％  

                            アンケート内訳 ： タッチパネルアンケート回答１，２３５人・アンケート用紙１８１人）                                                

0-9歳 

5.1% 

10代 

10.4% 

20代 

8.7% 

30代 

12.3% 

40代 

15.7% 

50代 

13.0% 

60代 

15.0% 

70代 

6.6% 

80歳 

以上 

2.6% 

無回答 

10.7% 

①年齢層 ②認知経路（複数回答） 

69（4.2％） 

102（6.2％） 

228（13.8％） 

148（9.0％） 

22（1.3％） 

287（17.4％） 

362（22.0％） 
223（13.5％） 

139（8.4％） 

69（4.2％） 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 

無回答 

その他 

知人・友人に聞いた 

テレビ･ラジオ 

雑誌 

新聞 

ﾎﾟｽﾀｰ･看板・ﾁﾗｼ 

インターネット 

博物館ニュース 

本日ここで知った 

人 

③展示に関する満足度 

34.3 

25.2 

17.8 

27.7 

34.3 

35.7 

32.8 

37.9 

11.5 

16.1 

24.9 

13 

1.3 

4.2 

4.8 

2.1 

3.8 

4 

4.4 

2.6 

14.7 

14.9 

15.3 

16.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

展示作品について 

展示方法について 

説明文について 

展覧会について 

とても良かった 良かった ふつう あまり良くなかった 良くなかった 無回答 

④主な意見・感想 

・ とても良かった。素晴らしかった。面白かった。感動した。  

・ 阿育王塔が見事だった。 

・ 展示の仕方が良かった。 

・ 会場が暑い。 

・ 説明文・キャプションの位置が悪い（高過ぎる・低過ぎる）。 

 本展覧会は、東京国立博物館１４０周年ならびに日中国交正常化４０周年を記念して開催されたもので、国宝

級の「一級文物」約６０％というスケールで貴重な文物を紹介し、１４万人を超えるお客様にご来場いただきま

した。 

 展覧会については、６５．６％の方々から「とても良かった」「良かった」と好意的な評価をいただいた他、

展示作品全般に関しても多くの好評意見が寄せられました。一方で「展示作品数が少ない」「説明が不十分だっ

た」といった感想や展示方法等に関する要望・ご意見もいただきました。 
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東京国立博物館

④主な意見・感想
・ とても良かった。素晴らしかった。面白かった。感動した。 
・ 大報帖が良かった。
・ 説明文が詳しく、理解の助けになった。
・ 混雑していて鑑賞しにくかった。
・ 書道の勉強になった。

特別展「 書聖 王羲之 」 

アンケート集計結果 

   開催期間：平成２５年１月２２日（火）～ ３月３日（日）(３６日間) 

      回答者数：５９９人（総入館者数：１５２,５２３人 アンケート回収率：０．３９％）  

0-9歳 

2.8% 

10代 

7.0% 20代 

7.7% 

30代 

10.4% 

40代 

15.7% 
50代 

16.0% 

60代 

15.2% 

70代 

6.5% 

80歳 

以上 

2.8% 
無回答 

15.9% 

①アンケート回答年齢層 ②認知経路（複数回答） 

21（2.8％） 

40（5.3％） 

106（14.2％） 

74（9.9％） 

15（2.0％） 181（24.2％） 

158（21.1％） 
83（11.1％） 

59（7.9％） 

11（1.5％） 

0 50 100 150 200 

無回答 

その他 

知人・友人に聞いた 

テレビ･ラジオ 

雑誌 

新聞 

ﾎﾟｽﾀｰ･看板・ﾁﾗｼ 

インターネット 

博物館ニュース 

本日ここで知った 

人 

③展示に関する満足度 

37.2 

21.7 

21.5 

30.6 

36.2 

28.7 

35.7 

37.4 

11 

25.4 

21.9 

11.5 

3 

8 

5.3 

4.5 

4.2 

6.7 

5.5 

4.7 

8.3 

9.5 

10 

11.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

展示作品について 

展示方法について 

説明文について 

展覧会について 

とても良かった 良かった ふつう あまり良くなかった 良くなかった 無回答 

 本展覧会は、東京国立博物館１４０周年ならびに日中国交正常化４０周年を記念して開催されました。唐の太

宗皇帝に愛され、また従来の書法を飛躍的に高めた王羲之の、４０年ぶりに発見された新資料『王羲之尺牘 大報

帖』が当館にて世界初公開され、１５万人を超えるお客様にご来場いただきました。 

 展覧会については、６８％の方々から「とても良かった」「良かった」と好意的な評価をいただいた他、展示

作品全般に関しても多くの好評意見が寄せられました。一方で「展示作方法・順路に工夫が必要」「説明が不十

分だった」といった感想や展示方法等に関する要望・ご意見もいただきました。 

 今後も、お客様からお寄せいただきましたご意見・ご感想を参考に観覧環境のより一層の充実に努めてまいり

ます。 
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東京国立博物館

①アンケート回答年齢層 ②認知経路（複数回答可）

③展示に関する満足度

注：上記数値は次のとおり。

あまり
良くなかった 良くなかった 無回答

展覧会 1.5 0.8 5.1

説明文 2.9 1.4 5.0  
展示方法 5.4 1.7 4.4

展示作品 0.8 0.7 3.9

（％）

特別展「 飛驒の円空―千光寺とその周辺の足跡―」 

アンケート集計結果 

   開催期間：平成２５年１月１２日（土）～ 平成２５年４月７日（日）(７４日間) 

      回答者数： ４,０１５人（総入館者数：１９０,１２２人 アンケート回収率：２.１１％） 

0-9歳 

1.0% 
10代 

3.9% 

20代 

8.1% 

30代 

14.5% 

40代 

19.4% 50代 

15.3% 

60代 

14.7% 

70代 

6.5% 

80歳 

以上 

1.0% 無回答 

15.6% 

198 

377 

733 1275 

851 

195 
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690 

195 

51 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 

本日ここで知った 

東京国立博物館ニュース 

インターネット 

ポスター・看板・チラシ 

新聞 

雑誌 

テレビ・ラジオ 

家族・知人・友人に聞いた 

その他 

無回答 

人 

 

63.3 

41.5 

26.3 

52.6 

27.6 

35.9 

40.9 

33 

3.7 

11 

23.4 

6.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

展示作品について 

展示方法について 

説明文について 

展覧会について 

とても良かった 良かった ふつう あまり良くなかった 良くなかった 無回答 

④主な意見・感想 

・ とても良かった。素晴らしかった。面白かった。感動した。  

・ 裏や横に回れるのが良かった。 

・ 音声ガイドの声が聞き取りやすかった。 

・ 展示作品が少なく、物足りない。 

・ 会場が狭い。 

 本展覧会は、東京国立博物館１４０周年を記念して開催されました。江戸時代後半、諸国を巡った円空によっ

て彫られた仏像は、出生地である岐阜県と隣の愛知県に集中しており、今回は飛騨・千光寺所蔵の円空仏を中心

に岐阜県高山市所在の１００体を展示し、期間中は約１９万人のお客様にご来場いただきました。 

 展覧会については、８５．６％の方々から「とても良かった」「良かった」と好意的な評価をいただいた他、

展示作品全般に関しても多くの好評意見が寄せられました。一方で「展示作品が少なく、物足りなかった」と

いった感想や展示方法等に関する要望・ご意見もいただきました。 

 今後も、お寄せいただいたご意見・ご感想を参考に観覧環境の改善に努めてまいります。 
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京都国立博物館

③展示に関する満足度 

特別展覧会「王朝文化の華 ―陽明文庫名宝展―」 
 

アンケート集計結果 
 

開催期間：平成24年4月17日（火）～ 5月27日（日）（37日間） 
   回答者数：1,087人（総来館者数 101,006人 アンケート回収率1.1％） 

④主な意見・感想 
 

 ・良かった、面白かった、素晴らしかった、感動した。（同様７３件） 
 ・普段見る機会のない貴重な作品をみることができた（同様７１件） 

 ・日本の歴史の一幕にふれ、勉強になった（同様４３件） 
 ・書、かな文字がすばらしかった（同様４０件） 

 ・多くの作品を見ることができ満足だ、充実した内容だった（同様３７件） 

②認知経路（複数回答） 
①年齢層 

20未満 

6% 
20代 

5% 
30代 

5% 

40代 

10% 

50代 

13% 

60代 

28% 

70以上 

30% 

無回答 

3% 
413  

260  

198  

104  

344  

37  

22  

11  

109  

32  

34  

0  50  100  150  200  250  300  350  400  450  

ポスター 

ちらし 

新聞 

ＨＰ 

テレビ 

ラジオ 

博物館だより 

雑誌 

人から誘われた・紹介された 

そのほか 

無回答 

良い 

66% 

まあまあ良

い 

23% 

どちらともい

えない 

4% 

あまり良くな

い 

2% 

良くない 

1% 
無回答 

4% 
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京都国立博物館

特別展覧会「大出雲展」 
 

アンケート集計結果 
 

開催期間：平成24年7月28日（土）～ 9月9日（日）（38日間） 
    回答者数：1,456人（総来館者数 79,218人 アンケート回収率 1.8％） 

②認知経路（複数回答） 

③展示に関する満足度 

④主な意見・感想 
 
 ・良かった、面白かった、素晴らしかった、感動した。（同様６０件） 
 ・出雲のことについて知ることができた、勉強になった。（同様６０件） 
 ・普段見る機会のない貴重な作品をみることができた。（同様４９件） 
 ・多くの作品を見ることができた、充実していた（同様２２件） 
  

①年齢層 

20未満 

12% 

20代 

9% 

30代 

8% 

40代 

12% 

50代 

15% 

60代 

23% 

70以上 

19% 

無回答 

2% 

良い 

53% まあまあ良い 

32% 

どちらともいえな

い 

8% 

あまり良くない 

4% 

良くない 

1% 無回答 

2% 

580  

350  

202  

145  

210  

7  

21  

9  

220  

25  

35  

0  100  200  300  400  500  600  700  

ポスター 

ちらし 
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テレビ 

ラジオ 

博物館だより 

雑誌 

人から誘われた・紹介された 

そのほか 

無回答 
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京都国立博物館

②認知経路（複数回答） 

③展示に関する満足度 

特別展覧会「宸翰 天皇の書 ―御手が織りなす至高の美―」 
 

アンケート集計結果 
 

開催期間：平成24年10月13日（土）～ 11月25日（日）（38日間） 
    回答者数：285人（総来館者数 24,699人 アンケート回収率 1.2％） 

④主な意見・感想 
 

 ・良かった、素晴らしかった、感動した、面白かった（同様４４件） 
 ・歴代天皇の貴重な作品を見ることができ、よかった（同様２７件） 

 ・日本の文化・歴史を感じることができた（同様１５件） 
 ・勉強になった（同様１２件） 
 

①年齢層 

20未満 

7% 

20代 

8% 

30代 

9% 

40代 

19% 

50代 

13% 

60代 

24% 

70以上 

19% 

無回答 

1% 

128  

87  

63  

39  

16  

1  

8  

2  

34  

7  

11  

0  50  100  150  

ポスター 

ちらし 

新聞 
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テレビ 

ラジオ 

博物館だより 

雑誌 

人から誘われた・紹介さ… 

そのほか 

無回答 

良い 

67% 

まあまあ良い 

21% 

どちらともいえな

い 

7% 

あまり良くない 

2% 

良くない 

1% 
無回答 

2% 
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京都国立博物館

②認知経路（複数回答） 

③展示に関する満足度 

特別展観「国宝 十二天像と密教法会の世界」 
同時開催 特集陳列「成立800年記念 方丈記」 

 

アンケート集計結果 
 

開催期間：平成25年1月8日（土）～2月11日（月・祝）（31日間） 
    回答者数：315人（総来館者数 25,183人 アンケート回収率 1.3％） 

④主な意見・感想 
 
・密教について知ることができた、勉強になった（同様２８件） 
・良かった、素晴らしかった、感動した、面白かった（同様２７件） 
・新しい常設展示が楽しみだ（同様１５件） 
・普段みる機会のない貴重な作品をみることができた（同様１４件） 

・多くの作品をみることができて良かった（同様１４件） 

①年齢層 

20未満 

3% 

20代 

7% 

30代 

6% 

40代 

17% 

50代 

17% 

60代 

23% 

70以上 

23% 

無回答 

4% 
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奈良国立博物館

②認知経路(複数回答)

③展示に関する満足度

　④主な意見・感想
 　・貞慶上人のことは初めて知った。埋もれている功績、功労を残した、あまり知られていない重要人物にスポットライトを当てた
　 　企画を今後も行ってほしい。
 　・後代への仏教の貢献度が大きい割には知名度の低かった貞慶さんをもっと知ることができた。学ぶことが多く感激した。
 　・個人では見ることができなかったり展示期間の限られている仏像を見ることができた。四方から見れたのもよかった！
 　・写真もあって、解説文が丁寧で素人の自分にもわかりやすかった。
 　・音声ガイドを初めて利用したが、ガイダンスの時間もちょうど良く、展示が分かりやすくなり、とても楽しめた。
 　・展示物の入っているガラスケースのガラスがまったく反射せず、まるで無いように見えたので、煩わしさがなかった。

特別展「解脱上人貞慶－鎌倉仏教の本流－」

アンケート集計結果

開催期間：平成24年4月7日～5月27日(45日間)
回答者数：119人　 入場者数24,317人　 回収率 0.49％
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奈良国立博物館

②認知経路(複数回答)

③展示に関する満足度

　④主な意見・感想
 　・重源と頼朝および鎌倉初期の大仏再興に関連する文化財を一堂に展示できており秀逸！
 　・重源、頼朝の二人から拡大していく形で周辺の信仰の形がよく紹介されていた。東大寺再建への道のり、それにかかわった
　　人物等がよく解った。
 　・透明の台座に展示し、その下に鏡を置いて両面見ることのできるやり方には驚いた。
 　・写真の多用やケースなしの360度から見られる展示など、非常に観覧しやすい展示方法だった。
 　・仏像への光の当て方が素晴らしく良いと思いました。
 　・ガラスケースがまるで存在しないかのごとく透明度を保っており、光の反射など資料観察を妨げる要素が排除されていた。

アンケート集計結果

開催期間：平成24年7月21日～9月17日(52日間)
回答者数：516人　 入場者数41,985人　 回収率 1.23％

①年齢層
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奈良国立博物館

②認知経路(複数回答)

③展示に関する満足度

　④主な意見・感想
　・ 宝物の美しさ、古人の智慧や技巧の素晴らしさ、保存状態の良さに感激した。
　・ 細工物や細かい文様の拡大写真展示や独立ケース、ゆったりした配置により見やすく人の流れが良かった。
　・ 解説が年々丁寧で解りやすくなっている。
　・ 見学前にボランティアのわかりやすい解説を聞くことができるのが良かった。
　・ 無料の託児所がありがたかった。ゆっくりと見学ができた。

開催期間：平成24年10月27日～11月12日(17日間)
回答者数：1,245人　 入場者数238,019人 　回収率 0.52％

①年齢層

特別展「第64回正倉院展」

アンケート集計結果
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九州国立博物館

④主な意見・感想

・平山郁夫さんの人生についてよくわかりました、良かったです。・スケッチの目線等、解かりやすくてよかった。
・内容･配置が大変良い、仏教・シルクロードなど世界文化歴史について、平山先生の仏教文化に対する思いに感動した。
・平山氏の絵がもう少し多いと思ってきました。・テレビ解説は、字幕を付けてください。・順路が解かりにくかった。
・文字を大きくしてほしい。・説明に振り仮名がほしい。・もっと詳しい説明があった方がよい。
・照明が暗く、説明文が見難かった。・空調がよくなかった。・休憩する場所を増やしてほしい、休憩用の椅子が少ない。
・音声ガイドを聴きながら観ました、とても流れが良くて見やすかった、実際に大きな作品を観る事が出来て感動です。

特別展「平山郁夫 シルクロードの軌跡」 

アンケート集計結果 
開催期間：平成24年4月3日(火)～5月27日(日)（49日間） 

  総回答者数： 815人（総来館者数：110,047人 アンケート回収率：0.74％）  
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九州国立博物館

④主な意見・感想

・今まで知らなかった日本画の魅力を知る事が出来た。・分かりやすいパネルが所々あり、作品数も多すぎず、楽しめた。
・講演を聴いてから展覧会を見たので、見方がしぼれて面白く興味深く作品を注視することができた。
・展示数が少ないのが残念。・ビデオを最初に観る事ができたら良いと思う。・出口のTVは、もっと高くして下さい。
・字が小さくて読みにくい。・いつも子ども向けに分かりやすいパネルがあり、年寄りも楽しんでいたが、今回はおもしろくなかった。
・展示期間が短い作品がいくつかありましたが、チラシ等に詳しく書いてあるともっと良かったです。
・照明が暗く感じました。・椅子をもう少し増やして欲しい。・もう少し涼しくしてほしい。
・前期後期セット券はすごくいいと思う。・京の１５人の絵師を一堂に見れて非常に良かった

特別展「美のワンダーランド 十五人の京絵師」 

アンケート集計結果 

 開催期間：平成24年7月10日(火)～9月2日(日)（49日間） 

    総回答者数：811人（総来館者数：75,415人 アンケート回収率：1.1％）  
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九州国立博物館

④主な意見・感想

・フェルメールに感動しました、他の作品も観たかったです。・展示内容もレイアウトも見やすく良かったです。
・作品を近くで観れて良かった。・本物が観れて良かった。・ビデオがよかった。
・人が多くてあまり観れなかった。・もう少し人の流れを誘導して欲しい。立ち止まりが多い。
・フェルメールの絵がもう少しあると思った。・人気の展示物は、場所や間隔に一工夫欲しい。・ビデオは最初か途中でも見たい。
・光の具合で作品が観難い。・展示室が暗い。・会場が狭い。
・説明が小さく立ち止まる人が多いので、左右に説明書をおく工夫をしてほしい。・振り仮名がほしい。
・音声ガイドがわかりやすかった。・人が多かったが、思ったより混雑せずゆっくり観れました。

特別展「ベルリン国立美術館展」 

アンケート集計結果 

 開催期間：平成24年10月9日(火)～12月2日(日)（51日間） 

総回答者数：842人（総来館者数：224,324人 アンケート回収率：0.4％）  
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九州国立博物館

④主な意見・感想

・見やすくてよかったと思います。・雲龍図の展示が良かったです。・吉備大臣絵巻が素晴らしい。・イベント、講演会等が良かった。
・日本美術の良さとフェノロサ・ビゲロ－・岡倉天心のことがわかって良かった。
・説明文が遠すぎて読みにくい。・説明文の字が小さい。・解説パネルは、左右にあるべき。・もう少し詳しい説明がほしい。
・もう少し多くの作品を鑑賞したい。・順路がよくない。・ビデオは最初に見たい。・ビデオに字幕を付けてください。
・暗すぎてよく見えない、もう少し明るくして欲しい。・暗すぎて説明文が読みにくい。・照明が暗い、ガラスに反射してよく見えない。
・極端に人が混むところ（絵巻物等）があって、配置を考えてほしい。・入場人数の制限をしてほしい。・解説パネルが見にくくて混雑している。
・パネルがとてもよかったです！わかりやすく親しみがもてました！・音声ガイドがあり、とてもよかったです。

特別展「没後120年 ゴッホ展」 アンケート集計結果 

 開催期間：23年1月1日～2月13日 

総回答者数： 人（総入館者数： 人 アンケート回収率： ％）  

特別展「ボストン美術館 日本美術の至宝」 

アンケート集計結果 

 開催期間：平成25年1月1日(火・祝)～3月17日(日)（66日間） 

総回答者数：1,509人（総来館者数：236,725人 アンケート回収率：0.6％）  
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