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平成２７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 27年度新収品一覧表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 

  1-(1)-③ 平成 27年度新収品一覧  

   【東京国立博物館】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 

   【京都国立博物館】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23 

   【奈良国立博物館】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30 

   【九州国立博物館】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30 

  1-(1)-④ 寄託品一覧表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33 

  1-(1)-⑤ 寄託品増減表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33 

  1-(1)-⑥ 登録美術品一覧表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33 

 1-(2) 収蔵品の管理・保存  

  1-(2)-① 保存カルテ作成件数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34 

  1-(2)-② 各収蔵庫、展示場の温湿度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35 

 1-(3) 収蔵品の修理  

  1-(3)-① 本格修理件数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36 

  1-(3)-② 修理概況  

   【東京国立博物館】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37 

   【京都国立博物館】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48 

   【奈良国立博物館】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50 

   【九州国立博物館】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 52 

  1-(3)-③ 文化財修理データのデータベース化件数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57 

     

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.133◎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.134◎共通資料 a-②)   

  2-(1)-③                    入場料収入 (P.136◎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 ・・・・・・・・・・・・・ 58 

  2-(1)-⑤ 平常展・特別展・海外展                                  (P.137◎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) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 59 

  2-(2)-② キャンパスメンバーズ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 60 

  2-(2)-③ 講座・講演会等の開催実績 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 63 

  2-(2)-④ 児童生徒を対象とした教育普及事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 74 

  2-(2)-⑤ 大学生・大学院生を対象とした教育事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 83 

  2-(2)-⑥                           ボランティア受入れ実績  (P.152◎共通資料 b)  

  2-(2)-⑦ 友の会・パスポート等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 85 

  2-(2)-⑧ 賛助会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 86 
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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 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 100 

  2-(3)-② 音声ガイド実施状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 100 

 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 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 101 

  2-(4)-② 収集した情報資料数（総数） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 101 

  2-(4)-③ 特別観覧件数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 102 

  2-(4)-④ 画像利用件数（フィルムを含む）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 102 

  2-(4)-⑤ 広報実績一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 103 

  2-(4)-⑥ 広報刊行物一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 111 

  2-(4)-⑦ ウェブサイトアクセス件数 (P.241◎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.190◎共通資料 c-③)  

  3-(1)-②                                       シンポジウム開催実績一覧    (P.208◎共通資料 c-④)  

  3-(1)-③                                      論文等発表実績一覧    (P.210◎共通資料 c-⑤)  

  3-(1)-④                                      調査研究刊行物一覧    (P.228◎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.156◎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  
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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 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 116 

     

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.184◎共通資料 c-②)  

  4-(1)-② 学会、研究会等発表実績一覧                              (P.190◎共通資料 c-③)  

  4-(1)-③ 論文等発表実績一覧                                            (P.210◎共通資料 c-⑤)  

  4-(1)-④ 調査研究刊行物一覧                                         (P.228◎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                                           (P.184◎共通資料 c-②)  

  4-(2)-② 学会、研究会等発表実績一覧                              (P.190◎共通資料 c-③)  

  4-(2)-③ 論文等発表実績一覧                                            (P.210◎共通資料 c-⑤)  

  4-(2)-④ 調査研究刊行物一覧                                         (P.228◎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 
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  4-(3)-③ 論文等発表実績一覧                                            (P.210◎共通資料 c-⑤)  

  4-(3)-④ 調査研究刊行物一覧                                         (P.228◎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                                           (P.184◎共通資料 c-②)  
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  4-(4)-③ 論文等発表実績一覧                                            (P.210◎共通資料 c-⑤)  

  4-(4)-④ 調査研究刊行物一覧                                         (P.228◎共通資料 c-⑥)  

 4-(5) 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  
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  4-(5)-⑥ 客員研究員一覧                                            (P.238◎共通資料 c-⑧)  

     

5．文化財保護に関する国際協力の推進  

 5-(1) 保存・修復事業を実施するために必要な研究基盤の整備  

  5-(1)-①                     調査研究テーマ一覧  (P.184◎共通資料 c-②)  

  5-(1)-② 国際ワークショップ開催実績一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 125 

  5-(1)-③                     学会、研究会等発表実績一覧   (P.190◎共通資料 c-③)  

  5-(1)-④                                 論文等発表実績一覧 (P.210◎共通資料 c-⑤)  
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  6-(1)-① 文化財関係資料及び図書の受入件数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 127 

 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 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 127 

  6-(2)-②                                       シンポジウム開催実績一覧    (P.208◎共通資料 c-④)  
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 6-(3) 研究所所管の展示公開施設の充実 
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