










 

 

 

 

平成２９年度 年報 目次 
 

 

 

 

平成29年度新収品図版  

  

Ⅰ 29年度自己点検評価報告書 評定状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 

  

Ⅱ 29年度自己点検評価報告書 個別表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13 

 ⅰ 国民に対して提供するサービスその他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. 有形文化財の保存と継承並びに有形文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信  

  （１）有形文化財の収集・保管、次代への継承  

   ①博物館の施設設備の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18 

   ②有形文化財の収集等  

   1)有形文化財の収集・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22 

   2)寄贈・寄託品の受入れ等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26 

   ③有形文化財の管理・保存・修理等  

   1)有形文化財の管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30 

   2)有形文化財の保存・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38 

   3)有形文化財の修理  

   3)-1計画的な修理及びデータの蓄積・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42 

   3)-2科学的な技術を取り入れた修理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46 

   4)文化財修理施設等の運営・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51 

  （２）展覧事業  

   ①平常展・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54 

   ②特別展等  

   1)特別展・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 60 

   2)海外展・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 78 

   ③観覧環境の向上等  

   1)快適な観覧環境の提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 80 

   2)来館者の満足度調査等の実施、サービスの改善等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 85 

  （３）教育・普及活動  

   ①教育活動の充実等  

   1)学習機会の提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 89 

   2)ボランティア活動の支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 99 

   3)大学との連携事業等の実施・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 103 

   4)国内外の有形文化財の保存・修理に関する人材育成への寄与・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 107 

   5)博物館支援者増加への取組・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 111 

   ②有形文化財に関する情報の発信と広報の充実  

   1)有形文化財に関する情報の発信・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 115 

   2)資料の収集と公開・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 119 

   3)広報活動の充実  

   3)-1広報計画の策定と情報提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 123 

   3)-2マスメディアや近隣施設との連携強化等による広報活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 128 

   3)-3広報印刷物、ウェブサイト等の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 132 

  （４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究  

   ①有形文化財の展覧事業・教育普及活動等に関連する調査研究・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 136 

   ②その他有形文化財に関連する調査研究・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 247 

   ③国内外の博物館等との学術交流等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 270 

   ④調査研究成果の公表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 274 

  （５）国内外の博物館活動への寄与  

   ①国内外の博物館等への有形文化財の貸与・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 278 

   ②国内外の博物館等への援助・助言等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 282 



  ２．文化財及び海外の文化遺産の保護に貢献する調査研究、協力事業等の実施  

   調査研究の評価軸及び評価指標等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 286 

  （１）新たな知見の開拓につながる基礎的・探求的な調査研究  

   ①有形文化財、伝統的建造物群に関する調査研究  

   1)我が国の美術を中心とする有形文化財等に関する調査研究・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 289 

   2)建造物及び伝統的建造物群に関する調査研究・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 293 

   3)歴史資料・書跡資料に関する調査研究・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 294 

   ②無形文化財、無形民俗文化財等に関する調査及び研究  

   1)重要無形文化財の保存・活用に関する調査研究等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 295 

   2)重要無形民俗文化財の保存・活用に関する調査研究等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 296 

   3)無形文化遺産保護に関する研究交流・情報収集等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 297 

   ③記念物、文化的景観、埋蔵文化財に関する調査研究  

   1)史跡・名勝の保存・活用に関する調査研究・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 298 

   2)古代日本の都城遺跡に関する調査研究・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 300 

   3)重要文化的景観等の保存・活用に関する調査研究・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 310 

   4)全国の埋蔵文化財に関する基盤的な調査研究・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 311 

   5)水中文化遺産に関する調査研究・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 208 

  （２）科学技術を応用した研究開発の進展等に向けた基盤的な研究  

   ①文化財の調査手法に関する研究開発の推進  

   1)デジタル画像の形成方法等の研究開発・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 314 

   2)埋蔵文化財の探査・計測方法の研究開発・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 315 

   3)年輪年代学を応用した文化財の科学的分析方法の研究開発・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 316 

   4)動植物遺存体の分析方法の研究開発・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 317 

   ②文化財の保存修復及び保存技術等に関する調査研究  

   1)生物被害の予防と対策に関する調査研究・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 318 

   2)文化財の保存環境と維持管理に関する調査研究・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 319 

   3)可搬型分析機器を用いた文化財の材質・構造、及び保存状態に関する調査研究・・・・・・・・・・・・・・・・ 320 

   4)屋外文化財の劣化対策に関する調査研究・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 321 

   5)文化財の修復技法及び修復材料に関する調査研究・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 322 

   6)考古遺物の保存処理法に関する調査研究・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 323 

   7)遺構の安定した保存のための維持管理方法に関する調査研究・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 324 

   8)建造物の彩色に関する調査研究・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 325 

   9)近代文化遺産の保存・修復に関する調査研究・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 326 

   10)高松塚古墳・キトラ古墳の恒久的保存に関する調査研究・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 327 

  （３）文化遺産保護に関する国際協働  

   ①文化遺産保護に関する国際協働の総合的な推進  

   1)文化遺産保護に関する国際情報の収集・研究・発信・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 330 

   2)文化遺産保護協力事業の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 332 

   3)文化遺産の保存・修復に関する人材育成等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 335 

   ②アジア太平洋地域の無形文化遺産保護に関する調査研究・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 338 

  （４）文化財に関する情報資料の収集・整備及び調査研究成果の公開・活用  

   ①文化財情報基盤の整備・充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 339 

   ②調査研究成果の発信・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 342 

   ③展示公開施設の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 346 

  （５）地方公共団体等を対象とする文化財に関する研修及び協力等  

   ①文化財に関する研修の実施・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 348 

   ②文化財に関する協力・助言等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 350 

   ③平城宮跡、飛鳥・藤原宮跡等の公開・活用事業への協力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 362 

   ④連携大学院教育の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 367 

   ⑤文化財等の防災・救援等への寄与  

    1)体制づくり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 369 

    2)調査研究等の実施  

    ア 文化財等の防災・救援に関する調査研究と、情報の収集・発信・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 371 

    イ 保存科学等に基づく被災文化財等の劣化診断、保存環境、安定化処置及び修理等に関する研究・・ 372 

    ウ 無形文化遺産の防災と被災後の継承等に関する研究・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 372 

   3)人材育成等の実施・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 373 

  【受託研究】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 374 

     



 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  

 １．業務改善の取組  

  （１）組織体制の見直し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 419 

  （２）人件費管理の適正化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 420 

  （３）契約・調達方法の適正化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 421 

  （４）共同調達等の取組の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 422 

  （５）一般管理費等の削減  

   ①機構内の共通的な事務の一元化による業務の効率化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 423 

   ②計画的なアウトソーシング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 424 

   ③使用資源の減少・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 425 

 ２．業務の電子化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 426 

 ３．予算執行の効率化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 427 

   

 ⅲ 財務内容に関する目標を達成するためにとるべき措置  

  １．自己収入拡大への取組・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 428 

  ２．固定的経費の節減 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  （p.423～425と同じ）） 

  ３．決算情報・セグメント情報の充実等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 436 

      

 ⅳ 予算（人件費の見積もりを含む）、収支計画及び資金計画  

  １．予算（中期計画の予算）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 437 

  ２．収支計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 437 

  ３．資金計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 437 

    

 ⅴ その他業務運営に関する目標を達成するためにとるべき措置  

  １．内部統制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 438 

  ２．その他  

  （１）自己評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 439 

  （２）情報セキュリティ対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 440 

  ３．施設設備に関する計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 441 

  ４．人事に関する計画  

  （１）中長期的な人事計画の策定と、理事長裁量による職員配置の検討・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 442 

  （２）評価制度の導入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 442 

  （３）能力や適性に応じた採用・人事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 443 

  （４）女性の活躍の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 443 

  （５）職員のキャリアパスの形成のための研修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 444 

  

Ⅲ 施設概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 445 

  

Ⅳ 財務諸表  

  1.平成２９年度財務諸表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 449 

  2.平成２９年度決算報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 477 

  3.平成２９年度事業報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 479 

    

Ⅴ 評価  

  1．独立行政法人国立文化財機構の平成２９年度における業務の実績に関する評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 501 

  2.独立行政法人国立文化財機構外部評価委員会評価  

   1.外部評価委員会報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 551 

   2.外部評価委員評価書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 576 

    

Ⅵ 日誌  

  1．法人全体及び７施設共通事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 619 

  2.東京国立博物館・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 620 

  3.京都国立博物館・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 623 

  4.奈良国立博物館・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 626 

  5.九州国立博物館・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 629 

  6.東京文化財研究所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 635 

  7.奈良文化財研究所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 638 



  8.アジア太平洋無形文化遺産研究センター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 640 

    

Ⅶ 運営委員・評議員・外部評価委員名簿及び組織図・役職員名簿  

  運営委員・評議員・外部評価委員名簿・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 641 

  独立行政法人国立文化財機構組織図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 648 

  独立行政法人国立文化財機構役職員名簿・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 654 

    

附属資料 ：２９年度自己点検評価報告書 統計表  

 



 

平成２９年度 自己点検評価報告書評定状況 
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自己点検評価報告書 評定状況 補足説明 

 
○年度計画の評定及び中期計画の評定について、定性的観点、定量的観点に留意しつつ

以下の基準で総合的に評価している。 

 

Ｓ：所期の目標を量的及び質的に上回る顕著な成果が得られている 

Ａ：所期の目標を上回る成果が得られている 

Ｂ：所期の目標を達成している 

Ｃ：所期の目標を下回っており、改善を要する 

Ｄ：所期の目標を下回っており、業務の廃止を含めた抜本的な改善を要する 

※Ｂ評定が標準となる 
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平成２９年度 自己点検評価報告書個別表 
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自己点検評価報告書「書式Ａ（事業系）」 様式補足説明 

 

 

○【定量的評価】 

目標値は、中期計画・年度計画で目標値を定めた項目のみ記載している。 

 

○【定量的評価】 

評価は、以下の評定区分を使用している。 

 

Ｓ：達成率 120％以上かつ質的に顕著な成果 

Ａ：達成率 120％以上 

Ｂ：達成率 100％以上 120％未満 

Ｃ：達成率 80％以上 100％未満 

Ｄ：達成率 80％未満 

※Ｂ評価が標準となる 

 

 

○【年度計画に対する総合評価】及び【中期計画に対する総合評価】 

評価は、以下の評定区分を使用している。 

 

Ｓ：所期の目標を量的及び質的に上回る顕著な成果が得られている 

Ａ：所期の目標を上回る成果が得られている 

Ｂ：所期の目標を達成している 

Ｃ：所期の目標を下回っており、改善を要する 

Ｄ：所期の目標を下回っており、業務の廃止を含めた抜本的な改善を要する 

※Ｂ評定が標準となる 

 

 

○【判定根拠、課題と対応】 

「判定根拠」は記載を必須とし、「課題と対応」は必要に応じて適宜記載している。  
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自己点検評価報告書「書式Ａ（特別展）」 様式補足説明 

 

 

○【定量的評価】、【年度計画に対する総合評価】、【判定根拠、課題と対応】 

「書式Ａ（事業系）」と同様 

 

○【成果】 

各項目については次のような観点・論点を踏まえて記載している。 

 

企画構成・展示作品 

・企画構成（コンセプト、展示配列・組合せ等）の意図について 

・展示品の概要（質、分野、初出品、規模等）について 

・企画構成や展示方法の独創性や新規性、工夫について 

・地域連携（巡回・地方の文化財や文化の紹介）や国際交流等の側面について 

・時機、社会的関心、話題性等の観点について 

 

学術的意義 

・学問的重要度の高さについて 

・新知見や新たな観点の提供、新発見の紹介等について 

・図録での論文・解説等について（内容が充実している、本数が多い等） 

・今後の研究への発展性や新規寄託の獲得等について  

※研究の詳しい内容は「書式Ｂ（博物館研究系プロジェクト）」で記載 

 

教育普及 

・来館者の興味を喚起する取組や理解を助ける取組（解説の工夫・パネル設置・リーフレット作成・

ハンズオン等）の実施について 

・講演会、シンポジウム、ギャラリートーク等の開催について 

・教育的イベント（子供向け等）の実施について 

 

その他（運営・広報・サービス等） 

・動線の工夫や待ち列対応等の混雑対策について 

・関連する平常展示の実施について 

・音声ガイドについて 

・広報活動の展開（交通広告・ネット・SNS）について 

・特別内覧会等の関連事業の実施について 

・関連映像上映について  
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自己点検評価報告書「書式Ｂ（博物館研究系プロジェクト）」 様式補足説明 

 

 
○【年度計画に対する総合的評価】の評定及び【中期計画の実施状況の確認】の評定について、 

定性的観点、定量的観点に留意しつつ以下の基準で総合的に評価している。 

 

Ｓ：所期の目標を量的及び質的に上回る顕著な成果が得られている 

Ａ：所期の目標を上回る成果が得られている 

Ｂ：所期の目標を達成している 

Ｃ：所期の目標を下回っており、改善を要する 

Ｄ：所期の目標を下回っており、業務の廃止を含めた抜本的な改善を要する 

※Ｂ評定が標準となる 
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自己点検評価報告書「書式Ｃ」 様式補足説明 

 
 

１ 「年度計画評価」＞「定性評価」について 

下記の５つの観点から、当該研究プロジェクト等に応じた観点を４つ以上選択の上記載し、それぞ

れ評定（Ｓ～Ｄ）を付している。 

 【観点の考え方】 

・適時性：需要・必要性、公共性、国際性、緊急性、公開性 

・独創性：オリジナリティ、発想・着想、新規性、卓越性 

・発展性：応用性・汎用性、影響性、多様性 

・効率性：時間、人員、設備等 

・継続性：期間、質・内容、量、基礎性 

 

【観点の判定基準】 

Ｓ：所期の目標を量的及び質的に上回る顕著な成果が得られている 

Ａ：所期の目標を上回る成果が得られている 

Ｂ：所期の目標を達成している（標準） 

Ｃ：所期の目標を下回っており、改善を要する 

Ｄ：所期の目標を下回っており、業務の廃止を含めた抜本的な改善を要する 

 

２ 「年度計画評価」＞「定量評価」について 

当該事業の実績データのうち、中期目標・計画上の評価指標となっているものは、「実績値」とし

て以下の基準で定量評価を行っている。なお、その他の実績データについては、「参考値」として掲

載している（定量評価対象とはしていない）。 

（評価指標の対象となるもの：文化財に関するデータベースの公開件数、定期刊行物等の刊行件

数、公開施設における特別展・企画展の開催件数 等） 

Ｓ：達成率 120％以上かつ質的に顕著な成果 

Ａ：達成率 120％以上 

Ｂ：達成率 100％以上 120％未満（標準） 

Ｃ：達成率 80％以上 100％未満 

Ｄ：達成率 80％未満 

 

 ３ 「年度計画評価」＞「評定理由」について 

定性評価の判定理由を記述している。また、定量評価がある場合は、その判定状況を併せて記述し

ている。 

 

 ４ 「年度計画評価」について 

２の定性評価及び３の定量評価の各観点の評定(Ｓ～Ｄ)を下記にて数値化(５～１点)し、平均値を

四捨五入して評定を算出している。 

Ｓ＝５点、Ａ＝４点、Ｂ＝３点（標準）、Ｃ＝２点、Ｄ＝１点 

（例１）Ａが３つ、Ｂが２つの場合 

（４点×３＋３点×２）÷５＝ ３.６ ≒ ４ →評価 Ａ 

（例２）Ａが２つ、Ｂが３つの場合 

（４点×２＋３点×３）÷５＝ ３.４≒ ３ →評価 Ｂ 

  

 ５ 「中期計画評価」について 

  １の【観点の判定基準】と同様の基準で評価している。 
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【書式Ａ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1110A 

大項目 Ⅰ 国民に対して提供するサービスその他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． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）有形文化財の収集・保管、次代への継承①博物館の施設設備の整備 

【年度計画】 

（4館共通） 

1)収蔵・展示施設及びこれらに関連する設備に関するメンテナンスサイクルの確立に向けた検討を引き続き行う。 

（東京国立博物館） 

1) 本館については収蔵・展示施設の改修と拡充に関する基本計画を引き続き策定する。 

担当部課 総務部環境整備課 事業責任者 課長 若林賢一 

【実績・成果】 

（４館共通） 

1)建物の長寿命化を見据えて館内設備機器(建物附属)の現状の調査、検証を平成29年9月に完了し、メンテナンスサイ

クルを始動するに必要な更新費用の予算要求を随時行う一方で、より緊急度の高い機器更新として送風機等空調機

器、発電機用蓄電池や変電設備の保護継電器等を館内予算により実施した。 

 

（東京国立博物館） 

2)本館収蔵環境改善準備のための管理棟(仮称)建設を着工し、本館改修整備は本館保存活用計画策定の準備作業を進

めながら予算規模に応じて実施する本館リニューアル計画について、環境整備委員会の審議を経て新規にワーキン

ググループを発足することとした。また、今後将来に渡っての予算措置状況とメンテナンスサイクルの進捗に合致

した設備機器の整備計画を策定した。 

 

【補足事項】 

 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 経年

変化 

25 26 27 28 

- - - - - - - - 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

設備機器のメンテナンスサイクル確立に向け、計画的な予算要求と、一部先行し

て設備機器の更新を行うことができた。課題は、予算規模が膨大なため、予算の確

保ができなければメンテナンスサイクルは成立しないリスクがある。 

本館については、最終目的の収蔵庫環境の改善を見込んだ改修に向けて収蔵品を

仮に収めるための、管理棟(仮称)建設を着工することができた。 

【中期計画記載事項】 

施設設備の点検・診断を実施し、その結果に基づき、収蔵・展示施設の老朽化、耐震対策及びセキュリティの強化に

計画的に取り組む。これらの取組を通じて得られた施設の状態や対策履歴等の情報を記録し、次期点検・診断等に活用

するという「メンテナンスサイクル」を平成32年度までに構築し、継続的に発展させる。 

（東京国立博物館） 

開館後約 80年が経過した本館の空調設備、収蔵・展示施設について、建物が重要文化財に指定されていることに配

慮し、2019年 ICOM京都大会及び 2020年東京オリンピック･パラリンピック競技大会も視野に入れつつ、改修等計画を

推進する。 
【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

 本館の収蔵･展示施設の老朽化、耐震対策及びセキュリティの強化に際して、管理

棟(仮称)建設を着工することにより、収蔵環境について改善準備を進めることがで

きた。 
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【書式Ａ】   施設名 京都国立博物館 処理番号 1110B 

大項目 Ⅰ 国民に対して提供するサービスその他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． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）有形文化財の収集・保管、次代への継承 ①博物館の施設設備の整備 

【年度計画】 

（４館共通） 

1)収蔵・展示施設及びこれらに関連する設備に関するメンテナンスサイクルの確立に向けた検討を引き続き行う。 

（京都国立博物館） 

1)仮設収蔵庫（東収蔵庫）の減築工事を引き続き行う。 

2)明治古都館（本館）の免震補強ほかの改修に向けた準備として、引き続き基本計画の策定を行う。 

担当部課 総務課 事業責任者 課長 數馬厚人 

【実績・成果】 

（４館共通） 

1)収蔵・展示施設及びこれらに関連する設備に関するメンテナンスサイクルの確立に向け、送水ポンプの設備点検

に関する調査打合せ、構内 LAN・電気経路に関する調査打合せ等を行った。 

（京都国立博物館） 

1)仮設収蔵庫（東収蔵庫）の改修工事として、28年度の内部収棚移設工事などの準備工事の施行に引き続き、29年

度は本体建物（東収蔵庫）の減築工事等を開始した。 

2)明治古都館の埋蔵文化財の工事前発掘範囲を確定した。 

【補足事項】 

 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 経年

変化 

25 26 27 28 

- - - - - - - - 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

東収蔵庫改修工事（減築、軸部補強等工事）を実施した。内外装改修等工事を

継続して30年度に行う。 

本館改修基本計画の工事内容に基づき京都市との協議の結果、埋蔵文化財の発

掘範囲を確定させた。 

【中期計画記載事項】 

施設設備の点検・診断を実施し、その結果に基づき、収蔵・展示施設の老朽化、耐震対策及びセキュリティの強

化に計画的に取り組む。これらの取組を通じて得られた施設の状態や対策履歴等の情報を記録し、次期点検・診断

等に活用するという「メンテナンスサイクル」を平成32年度までに構築し、継続的に発展させる。 

（京都国立博物館） 

京都国立博物館本館（明治古都館)の改修に当たっては、重要文化財に指定された建造物としての保存とともに展

示施設としての活用に配慮した改修計画及び観覧環境の再整備計画を進める。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

メンテナンスサイクルについては、28年度に引き続き32年度に向けて検討を続

けている。 

京都国立博物館本館（明治古都館)の改修については、建造物の保存と活用に

配慮した基本計画の工事内容に基づき、前段となる埋蔵文化財調査を実施するた

めの範囲を確定させた。 

東収蔵庫改修工事 
埋蔵文化財発掘調査予定範囲 
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【書式Ａ】   施設名 奈良国立博物館 処理番号 1110C 

大項目 Ⅰ 国民に対して提供するサービスその他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． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）有形文化財の収集・保管、次代への継承①博物館の施設設備の整備 

【年度計画】 

（４館共通） 

1)収蔵・展示施設及びこれらに関連する設備に関するメンテナンスサイクルの確立に向けた検討を引き続き行う。 

（奈良国立博物館） 

1)構内バリアフリー及びエントランス拡張整備に向けた検討を引き続き行う。 

担当部課 総務課 事業責任者 課長 室溪浩 

【実績・成果】 

（４館共通） 

1) 

・各種設備に関するメンテナンスサイクル更新計画表を作成した。 

・熱源設備の更新を実施した。 

 

（奈良国立博物館） 

1)構内バリアフリー及びエントランス拡張整備計画の検討を行った。 

【補足事項】 

（4館共通) 

1) 

・各種設備の状況調査及び各資料に基づきメンテナンスサイクルの更新計画表を

作成した。 

・展示室等の適正な温度管理のため、東新館熱源の一つである吸収式冷温水器の

分解整備（一部更新）を行った。 

 

（奈良国立博物館） 

1)エントランス拡張整備計画の図面上の見直しをおこなった。 

構内舗装のピンコロ石の凸凹解消方法の再確認及び構内側溝蓋改修等バリア

フリー対策について検討を行った。 

 

                                     

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 経年

変化 

25 26 27 28 

- - - - - - - - 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

当初の予定通り、28年度に行った現状調査並びにメーカーへのヒアリング資料

に基づきメンテナンスサイクル更新計画を策定した。 

【中期計画記載事項】 

施設設備の点検・診断を実施し、その結果に基づき、収蔵・展示施設の老朽化、耐震対策及びセキュリティの強

化に計画的に取り組む。これらの取組を通じて得られた施設の状態や対策履歴等の情報を記録し、次期点検・診断

等に活用するという「メンテナンスサイクル」を平成32年度までに構築し、継続的に発展させる。 

（奈良国立博物館） 

構内のバリアフリー化やエントランスの拡張等観覧環境等の改善及び展示施設の改修等を図るとともに、奈良に

おける文化財の調査研究等の拠点として必要な研究設備を整備する。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

29年度は当初の予定通りメンテナンスサイクル更新計画を策定した。今後は、

メンテナンスサイクル更新計画に基づき老朽化した設備機器の計画的な更新を

進めるとともに継続的に更新計画表の見直しを行う必要がある。 

一部更新した吸収式冷温水器 
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【書式Ａ】   施設名 九州国立博物館 処理番号 1110D 

大項目 Ⅰ 国民に対して提供するサービスその他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． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）有形文化財の収集・保管、次代への継承 ①博物館の施設設備の整備 

【年度計画】 

（４館共通） 

1)収蔵・展示施設及びこれらに関連する設備に関するメンテナンスサイクルの確立に向けた検討を引き続き行う。 

（九州国立博物館） 

1)開館から11年が経過し、施設設備備品に老朽化がみられるため展示施設の維持管理を目的とした改修及び拡充を

行う。また、平成30年度の特別展示室メンテナンスを見据えて、10年整備計画に則った準備を進める。 

担当部課 学芸部文化財課 

学芸部企画課 

総務課 

広報課 

事業責任者 課長 河野一隆 

課長（兼学芸部長） 小泉惠英 

課長 菅原秀倫 

課長 田中正一 

【実績・成果】 

（４館共通） 

1)収蔵・展示施設及びこれらに関連する設備に関するメンテナンスサイクルの確立に向けた検討を行った。 

 

（九州国立博物館） 

1) 

・特別展示室第3室に設置されている展示ケースのパッキンの交換を行った。 

・老朽化が著しく、緊急度・重要度の高い空調設備（自動制御装置、インバータ、冷水温水送水ポンプ）の一部改

修工事を行った。 

・施設の10年整備計画について、より精度を向上させるため、計画作成の見直しの検討を行った。 

【補足事項】 

展示ケース開口部のパッキンは経年劣化により隙間が生じていた。また壁とガラ

スの境にあるコーキングは経年劣化により柔軟性が失われていた。今回の交換作業

により見栄えだけでなく、温湿度管理上も改善が図られた。交換作業により既存の

ガラス飛散防止フィルム除去・クリーニングを行った。改めて飛散防止効果を有す

る低反射フィルムを施工し、これによりガラス面への映り込みがわずかとなり、展

示効果が大きく高められた。特別展示室第1室、第2室については、30年度に計画的

に実施する予定である。 

 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 経年

変化 

25 26 27 28 

- - - - - - - - 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ  

【判定根拠、課題と対応】 

空調設備の一部改修工事や、3階特別展示室第3室の展示ケースの改修計画を行

うなど、施設の維持管理を目的とした改修及び拡充を行った。 

【中期計画記載事項】  

施設設備の点検・診断を実施し、その結果に基づき、収蔵・展示施設の老朽化、耐震対策及びセキュリティの強

化に計画的に取り組む。これらの取組を通じて得られた施設の状態や対策履歴等の情報を記録し、次期点検・診断

等に活用するという「メンテナンスサイクル」を32年度までに構築し、継続的に発展させる。 

（九州国立博物館） 

開館から10年が経過しており、監視カメラ・空調システム等の施設設備備品に老朽化がみられる。よって展示施

設の維持管理を目的とした改修等計画を推進する。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ  

【判定根拠、課題と対応】 

展示施設の維持管理を目的とした改修等計画を推進するため、計画策定の検討

を行った。30年度の特別展示室メンテナンスに先がけて一部で施工を進めること

ができた。また、10年整備計画に則り、各所の準備を進めていきたい。 

一部改修した空調設備 
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【書式Ａ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1121A 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）有形文化財の収集・保管、次代への継承 ②有形文化財の収集等 1)有形文化財の収集 

【年度計画】 

（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収集及び展示を目指し、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 救仁郷秀明 

【実績・成果】 

（東京国立博物館） 

・購入件数 12件 内訳：絵画 2件、書跡 2件、彫刻2件、漆工2件、染織1件、考古1件、東洋陶磁2件 

・決算額 252,720,000円 

 

29年度は、絵画2件 「正月飾り物図」、「日課観音図」、書跡2件 「書状」、「仮名消息(延喜式紙背)」、彫刻2件 重

要文化財「能面 三番叟（黒色尉）」、重要文化財「能面 伝山姥」、漆工2件「須磨浦蒔絵沈箱」、「色紙短冊蒔絵歌

書箱」、染織1件「小袖 白綸子地梅樹竹垣模様」、考古1件「変形五獣鏡」、東洋陶磁2件「三彩刻花文鉢」、「青花人

物文長方合子」の計12件を購入した。 

【補足事項】 

・書跡購入品の「仮名消息(延喜式紙背)」は、当館所蔵の国宝「延喜式」のつれで

あり、当館が所蔵するにふさわしいものである。 

・彫刻購入品の重要文化財「能面 三番叟（黒色尉）」及び重要文化財「能面 伝山

姥」は、制作が南北朝時代に遡ると見られ、能楽初期の遺品として大変貴重であ

る。特に、「能面 伝山姥」は、能面を代表する存在として能楽関係者、研究者か

ら高く評価されている面であり、展示活用や研究のより一層の充実が強く期待さ

れる。 

・東洋陶磁購入品の「青花人物文長方合子」は、中国・明時代の、わずか6年間の隆

慶年間に制作された景徳鎮官窯器として極めて貴重であり、同時期に焼造された

青花の確かな作例として重要な作品である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 

経

年

変

化 

25 26 27 28 

収蔵品件数 117,460件 - - 115,653 116,268 116,932 117,190 

うち国宝 89件 - - 87 87 87 88 

うち重要文化財 643件 - - 633 634 634 636 

収集件数 268件 - - 1,291 615 664 199 

うち購入件数 12件 - - 5 9 16 11 

うち寄贈件数 84件 - - 471 100 148 44 

うち編入件数 172件 - - 815 5,069 500 144 

文化財購入費 252,720千円 - - 123,950 139,686 225,880 662,350 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

能楽の宗家に伝来する重要文化財「能面 三番叟（黒色尉）」及び重要文化財 

「能面 伝山姥」をはじめ、収蔵する機会が稀である貴重な作品を多く購入す

ることができた。また、年度計画に挙げた分野から、アジア地域で制作された

作品を含め、バランスよく購入することができた。 

【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、次に掲げる各博物館の収集方針に沿って、調

査研究及び情報収集の成果、並びに外部有識者の意見等を踏まえ、適時適切な収集を行う。 

（東京国立博物館） 

日本を中心として広くアジア諸地域等にわたる美術、考古資料及び歴史資料等を収集する。 
【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

 重要文化財の能面2面や「青花人物文長方合子」など日本を中心に広くアジ

ア諸地域等にわたる作品を収集し、中期計画の成果を上げることができた。次

年度も引き続き情報収集に努め、適時適切な収集を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［購入品］重要文化財  

能面 伝山姥 
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【書式Ａ】   施設名 京都国立博物館 処理番号 1121B 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）有形文化財の収集・保管、次代への継承 ②有形文化財の収集等 1)有形文化財の収集 

【年度計画】 

（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 事業責任者 列品管理室長 宮川禎一 

【実績・成果】 

（京都国立博物館） 

・購入件数12件 内訳：絵画3件、陶磁9件 

・決算額 291,808,000円 

 

29年度は、絵画3件 重要文化財「洞庭赤壁図巻 池大雅筆」「花鳥図 如寄筆」「花鳥図 小島亮仙筆」、陶磁9件「鼠

志野草文鉢」「色絵獅子山水文八角水指 奥田頴川作」「灰釉瓶子 美濃須衛窯」「有来新兵衛屋敷跡出土茶陶」「灰釉壺 渥

美窯」「須恵器長頸壺 猿投窯」「黄釉楽舞人俑」「青磁貼花龍文盤 龍泉窯」「須恵器甕 猿投窯」を購入した。 

 

【補足事項】 

29年度購入品の 重要文化財「洞庭赤壁図巻 池大雅筆」は、30年春の特別展「池大雅」にて公開予定である。 

 

 

 

 

 

 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 

経

年

変

化 

25 26 27 28 

収蔵品件数 7,977件 - - 6,721 7,109 7,532 7,794 

うち国宝 29件 - - 27 27 28 28 

うち重要文化財 202件 - - 179 180 183 198 

収集件数 184件 - - 13 388 423 265 

うち購入件数 12件 - - 0 9 18 14 

うち寄贈件数 172件 - - 13 379 405 251 

うち編入件数 0件 - - 0 0 0 0 

文化財購入費 291,808千円 - - 0 227,452 797,790 130,088 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

30年度特別展で公開予定の重要文化財1件を含む、当館の展示・研究に寄与する作

品12件を購入することができた。直ちに活用が見込まれる作品を購入できたことは、

適時性の面でも評価できる。 

【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、次に掲げる各博物館の収集方針に沿って、調査研究

及び情報収集の成果、並びに外部有識者の意見等を踏まえ、適時適切な収集を行う。 

（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。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

29年度も、展示・研究に役立てることが出来る、京都文化を中心とした美術、考

古資料及び歴史資料等について順調に購入することができた。 

今後も展示・研究に寄与する作品の購入を順次行っていく予定である。 

重要文化財「洞庭赤壁図巻 池大雅筆」（部分） 
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【書式Ａ】   施設名 奈良国立博物館 処理番号 1121C 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）有形文化財の収集・保管、次代への継承 ②有形文化財の収集等 1)有形文化財の収集 

【年度計画】 

（奈良国立博物館） 

仏教美術及び奈良を中心とした絵画、彫刻、書跡、工芸品、考古資料、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 部長 内藤栄 

【実績・成果】 

（奈良国立博物館） 

29年度に購入した文化財は以下の6件である。 

・絹本著色阿弥陀聖衆来迎図 1幅 

・木造地蔵菩薩立像   1軀 

・木造毘沙門天立像   1軀 

・木造役行者倚像    1軀 

・絹本著色両界曼荼羅  2幅 

・絹本著色聖徳太子絵伝 2幅 

 

 

【補足事項】 

 購入文化財のうち木造地蔵菩薩立像は、13世紀前半の慶派または奈良を拠点に活躍した善派

の力量ある仏師の作であり、像高81.1cm、髪際高で約二尺五寸を測る地蔵菩薩像の優品。腰を

左方に強く捻る姿の地蔵菩薩は類品が極めて少なく貴重であり、また制作当初の鮮やかな表面

仕上げを各所に残す点でも価値が高い。 

 

 

 

 

 

 

木造地蔵菩薩立像 

 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 

経

年

変

化 

25 26 27 28 

収蔵品件数 1,893件 - - 1,862 1,877 1,883 1,886 

うち国宝 13件 - - 13 13 13 13 

うち重要文化財 113件 - - 111 111 112 112 

収集件数 7件 - - 28 15 6 3 

うち購入件数 6件 - - 3 15 4 2 

 うち寄贈件数 1件 - - 25 0 2 1 

 うち編入件数 0件 - - 0 0 0 0 

文化財購入費 550,000 千円 - - 40,350 261,960 140,400 5,040 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ａ 

【判定根拠、課題と対応】 

本年度も仏教美術に重点をおいた適切な収集を実施した。購入は絵画3件と彫刻

3件で、特別措置された予算により、学術的価値が高く展示効果もある文化財を数

多く館蔵品に加えることができた。件数は少ないが、貴重かつ質の高い作品を購入

できているため、Ａ評価とする。 

 

【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、次に掲げる各博物館の収集方針に沿って、調査

研究及び情報収集の成果、並びに外部有識者の意見等を踏まえ、適時適切な収集を行う。 

（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。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

仏教美術を中心とした文化財を収集することができている。28年度は書跡、29年

度は彫刻・絵画と、分野のバランスのとれた体系的な収蔵品の蓄積ができている。

30年度以降、さらに多分野の文化財収集に取り組む。 
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【書式Ａ】   施設名 九州国立博物館 処理番号 1121D 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）有形文化財の収集・保管、次代への継承 ②有形文化財の収集等 1)有形文化財の収集 

【年度計画】 

（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 課長 河野一隆 

【実績・成果】 

（九州国立博物館） 

・購入件数34件。 内訳：絵画10件、書跡6件、金工3件、陶磁1件、考古10件、歴史資料4件。 

・決算額 640,636,000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した。作品として、重要美術品の｢輪宝｣

や｢五鈷杵｣、同じく重要美術品である｢朝鮮国告身関係文書｣などの優れた文化財を、あわせて34件購入した。 

【補足事項】 
・絵画分野では10件を購入した。曾我蕭白筆｢許由巣父図屏風｣、呉春筆｢桃李園夜宴・西園題石図屏風｣は、関西を中心
に活躍した画家の優品で、当館では収蔵していなかった作家の作品であり、多彩な江戸絵画の展示に活用できる。｢南
蛮屏風｣も、開館以来収集を続けている作品で、コレクションの充実をはかることができた。 

・書跡分野では6件を購入した。｢道号偈 松山｣は、北条氏が招聘し、鎌倉・建長寺や建仁寺、南禅寺の住持をつとめ
た、元時代の禅僧・清拙正澄（1274-1339）の基準となる墨蹟であり、中世の日中交流を示す作品として活用できる。 

・金工分野では「輪宝」「五鈷杵」（いずれも重要美術品）等の3件を購入した。これらは、鎌倉時代に遡る密教法具の
希少な作例である。特に、「五鈷杵」は空海請来法具の姿をよく伝える屈指の名品である。いずれも中世の密教工芸
の魅力を存分に発するもので展示効果も高い。 

・考古分野では10件を購入した。｢車輪石｣は奄美・琉球諸島の弥生時代貝輪を石で写した古墳時代の腕輪型石製品で
ある。｢銅製瓔珞付経筒｣は平安時代の天永元年（1110）の年記を持ち、銘にある僧観尊は観世音寺と密接な関係があ
り、この作品は大宰府における信仰の広がりを示すものとしての活用が見込まれる。 

・歴史資料分野では4件を購入した。重要美術品｢朝鮮国告身関係文書｣は、16世紀に朝鮮王朝が日本人に宛てて発給し
た公文書であり、非常に希少性が高い。また文禄・慶長の役の研究史上でも重要で、『朝鮮王朝実録』の記述を裏付
ける史料としても大変重要である。 

・いずれも日本と大陸の文化交流を物語る作例、あるいは時代の美意識や工芸技術の高さを示す優品である。 
 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 

経

年

変

化 

25 26 27 28 

収蔵品件数 878件 - - 493 512 525 583 

うち国宝 3件 - - 3 3 3 3 

うち重要文化財 39件 - - 29 29 34 37 

収集件数 295件 - - 19 19 13 58 

うち購入件数 34件 - - 15 14 5 36 

うち寄贈件数 261件 - - 4 5 8 22 

うち編入件数 0件 - - 0 0 0 0 

文化財購入費 640,636千円 - - 727,528 727,228 609,288 640,412 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

重要美術品｢朝鮮国告身関係文書｣など当館として収集すべき作品と、曾我蕭白

筆｢許由巣父図屏風｣、重要美術品｢輪宝｣など時代の美意識を示す作品とを、バラン

スよく収集した。所蔵者との信頼関係に支えられ、例年同様の購入件数を達成でき

た。 

【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、次に掲げる各博物館の収集方針に沿って、調査

研究及び情報収集の成果、並びに外部有識者の意見等を踏まえ、適時適切な収集を行う。 

（九州国立博物館） 

日本とアジア諸地域等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。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

中期計画2年目の29年度も重要美術品｢朝鮮国告身関係文書｣など文化交流を端

的に示す作品を、バランスよく収集することができた。 

銅製瓔珞付経筒 重要美術品 朝鮮国告身関係文書 重要美術品 五鈷杵 
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【書式Ａ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1122A 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）有形文化財の収集・保管、次代への継承 ②有形文化財の収集等 2)寄贈・寄託品の受入れ等 

【年度計画】 

（４館共通） 

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

担当部課 学芸研究部列品管理課 事業責任者 課長 救仁郷秀明 

【実績・成果】 

（４館共通） 

寄贈 

・新規寄贈品件数 84件 

   内訳：絵画 4件、書跡 25件、陶磁 1件、染織 1件、考古 15件、歴史資料 1件、東洋絵画 1件、東洋書跡 2件、 

東洋陶磁 2件、東洋考古 11件、東洋民族 21件 

寄託 

・新規寄託品件数 71件 

内訳：絵画 2件、陶磁 1件、考古 1件、東洋絵画 15件、東洋金工 1件、東洋陶磁 31件、東洋染織 3件、 

東洋考古 4件、黒田記念館収蔵品 13件 

・寄託品は新規に71件を受け入れ、返却37件のうち10件の寄贈を受理し、3件を登録美術品として受け入れた。 

【補足事項】 

寄贈 

・作品の寄贈については22名の所蔵者から、84件の文化財を受け入れた。 

・「渡唐天神図」は、中世の禅僧の間に流行した渡唐天神図の作例であるが、いずれも

賛や年記から制作年代がほぼ明らかであり貴重である。 

・北海道出土の石器は、北海道における後期旧石器時代から縄文時代における石器の

典型例であり、石器の製作工程を示す好例である。また、旧石器時代の資料が少な

い収蔵品の不足部分を補う作品であり、展示活用が期待される。 

・重要文化財「五彩金襴手瓢形大瓶」は、文様の精緻さの点において国内の金襴手の

優品のなかでも群を抜いた秀作である。 

寄託 

・作品の寄託については1機関9個人から、71件の文化財を新規に受け入れた。 

・寄託品のうち、重要文化財は「送海東上人帰国図軸」など、絵画2件、考古1件、東洋

絵画3件である。 

 

 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 経

年

変

化 

25 26 27 28 

新規寄贈品件数 84件 - - 471 100 148 44 

寄託品件数 3,109件 - - 2,519 3,064 3,072 3,075 

うち新規寄託品件数 71件 - - 20 604 31 37 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

重要文化財の寄贈2件や新規寄託6件を含め、寄贈、寄託ともに、展示を充実させ

ることができる作品を収集することができた。寄託品件数も順調に推移している。

また、登録美術品についても、寄託品から3件を受け入れた。 

【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。 
【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

中期計画に基づき寄贈・寄託品の受け入れをバランスよく行い、今後の展示や

研究に活用できる内容となった。次年度も、既存の寄託品件数を維持するなど、寄

託者との信頼関係を維持し、継続的な寄託の推進に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［寄贈品］重要文化財 

五彩金襴手瓢形大瓶 
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【書式Ａ】   施設名 京都国立博物館 処理番号 1122B 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）有形文化財の収集・保管、次代への継承 ②有形文化財の収集等 2)寄贈・寄託品の受入れ等 

【年度計画】 

（４館共通） 

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

担当部課 学芸部 事業責任者 列品管理室長 宮川禎一 

【実績・成果】 

（４館共通） 

・寄贈 

 新規寄贈品件数172件 

  内訳：絵画6件、陶磁101件、金工51件、染織6件、漆工8件 

・寄託 

 新規寄託品件数79件 

  内訳：「山水図屏風 池大雅筆」等 

【補足事項】 

・寄贈は172件で、寄贈者は9名である。 

・寄贈のうち、165件については、大阪府貝塚市で江戸時代から続いた商家の廣海家から、28年度に引き続き寄贈され

たものである。30年2月3日～3月18日において、これまでの寄贈作品を披露する特別企画「貝塚廣海家コレクション

受贈記念 豪商の蔵-美しい暮らしの遺産-」を平成知新館において開催した。 

 

           

 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 経

年

変

化 

25 26 27 28 

新規寄贈品件数 172件 - - 13 379 405 251 

寄託品件数 6,235件 - - 5,892 6,001 6,112 6,189 

うち新規寄託品件数 79件 - - 70 162 232 227 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｓ 

【判定根拠、課題と対応】 

当館の平常展示に寄与する作品、寄贈172件を受け入れることが出来た。特に廣

海家からの寄贈は長年の調査研究成果【処理番号1411B5参照】と所蔵者との信頼関

係に基づくものであり、通算で1,000件を超える大型寄贈となった。商家の江戸か

ら昭和にかけての一大コレクションのほとんどを散逸させることなく受入れるこ

とが出来たことは著しい成果であった。また、これを29年度中に特別企画「廣海家

コレクション受贈記念 豪商の蔵」を開催し、一般に公開することも出来た。本展

の閉幕を見届けるように寄贈者がなくなられたことも考え合わせると、適時性の

面でも今しかない大型寄贈であったと言える。 

【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。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

中期計画に沿って、寄贈、寄託の受入を積極的に行い、収蔵品を順調に充実させ

ることができた。展示計画において有用な作品を受け入れることができ、今後の展

示の充実が一層期待できる。 

既存の寄託品についても積極的に展示し活用することができた。 

特別企画「貝塚廣海家コレクション受贈記念 豪商の蔵-美しい暮らしの遺産-」展示品一例 
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【書式Ａ】   施設名 奈良国立博物館 処理番号 1122C 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）有形文化財の収集・保管、次代への継承 ②有形文化財の収集等 2)寄贈・寄託品の受入れ等 

【年度計画】 

（４館共通） 

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

担当部課 学芸部 事業責任者 部長 内藤栄 

【実績・成果】 

（４館共通） 

・寄贈 

   銅造如来坐像 1軀 個人 

・寄託 

新規に寄託を受け入れた文化財は12件であった。主な寄託品は以下の通り。 

  重要文化財 鼉太鼓縁 1基 唐招提寺 

  重要文化財 十無尽院舎利講式 1巻 高山寺 

  木造不動明王立像 1軀  正智院 

  木造阿弥陀如来坐像 1軀 伏見自治会 

【補足事項】 

寄贈を受けた銅造如来坐像は、中国に仏教が伝来した初期の仏像としてきわ

めて貴重な作品である。当館の現在の所蔵品・寄託品には、本像のような中国・

五胡十六国の時代に遡る仏像はなく、今回の寄贈により、収蔵品の充実及び当

館仏像館等での展示活用が期待される。 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

                                              

                                         銅造如来坐像 

 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 

経年

変化 

25 26 27 28 

新規寄贈品件数 1件 - - 25 0 2 1 

寄託品件数 1,962件 - - 1,994 1,984 1,956 1,958 

うち新規寄託品件数 12件 - - 49 7 7 37 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

29年度はきわめて貴重な作品の寄贈があり、また、新規寄託品の件数について

は、数が特別多かった28年度に比べれば数量的には減少しているものの、一定量の

寄託品を確保しており、いずれも質が高くすぐに展示活用可能な作品を集めるこ

とができた。 

 

【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。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ  

【判定根拠、課題と対応】 

質の高い寄託品および寄贈品を受け入れることができ、中期計画の推進は順調

である。今後も社寺や個人コレクターとの信頼関係、及び行政機関と連携をはかり

ながら、寄贈・寄託作品の増加、並びに継続的寄託に努めることにしたい。 
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【書式Ａ】   施設名 九州国立博物館 処理番号 1122D 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）有形文化財の収集・保管、次代への継承 ②有形文化財の収集等 2)寄贈・寄託品の受入れ等 

【年度計画】 

（４館共通） 

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

担当部課 学芸部文化財課 事業責任者 課長 河野一隆 

【実績・成果】 

（４館共通） 

寄贈 

・故坂本五郎氏のコレクション250件の大型寄贈があった。内訳:絵画7件、書跡12件、彫刻1件、金工202件、漆工4件、

陶磁21件、考古3件。重要文化財である「日新除魔図 葛飾北斎筆」及び｢色鍋島松竹梅文瓶子｣各1件や｢古今和歌集 

伝藤原公任筆｣などが特筆される。「日新除魔図」は葛飾北斎の晩年を代表する重要作品であり、鍋島瓶子は将軍家

等への献上品として最高水準の磁器を生産した鍋島窯の優品で、類例の少ない作品である。また芦屋釜を含む茶の

湯釜関連資料202件は、我が国の代表的な釜の製作地の作品をほぼ網羅しており、技法や器形、意匠の特徴を通観す

ることのできる貴重な作品群である。 

・坂本五郎コレクション以外では11件の新規寄贈があった。内訳：書跡10件、歴史資料1件。重要美術品「和漢朗詠集

断簡 戊辰切」「故宮附故宅 藤原定信筆」は仮名の書風が個性的かつ多彩に展開する時期の重要な作例の一つで、

筆者の明らかな古筆切の1つとしても貴重である。 

 

寄託 

・45件の新規寄託があった。内訳：絵画1件、刀剣4件、陶磁19件、漆工7件、考古13件、歴史資料1件。刀剣では｢太刀 

銘真忠｣は千手院派に属する刀工で、貴重な作例であると同時に、旧蔵者は国際連盟に首席全権として出席して脱退

を宣言した松岡洋右であることが注目される。陶磁は唐津・伊万里などの九州陶磁に加え、乾山窯（京焼）や中国

陶磁などを含み、バリエーションに富む。考古は奈良県山村廃寺出土軒丸瓦や、後漢時代の｢加彩鎮墓獣｣である。

歴史資料は法華経版木で、印刷文化の広がりを示すものとして、文化交流展示での活用が期待される。 

 

【補足事項】 

30年度に坂本五郎コレクションの受贈を記念した特集展示を文化交流展示室で開催予定。その後は文化交流展示室

第１室において、陶磁を中心とした同コレクションを常設で紹介し、寄贈者を顕彰する。 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 経

年

変 

化 

25 26 27 28 

新規寄贈品件数 261件 - - 4 5 8 22 

寄託品件数 934件 - - 1,081 795 885 893 

うち新規寄託品件数 45件 - - 15 12 97 44 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｓ 

【判定根拠、課題と対応】 

文化交流を基軸に据えた寄託品・寄贈品の受入を、分野のバランスよく行うこと

ができた。とくに坂本五郎コレクションは、寄贈者である坂本家と当館との繋がり

の中で、信頼関係を築き上げてきた賜物であり、その実績が今回の大型寄贈につな

がったものである。開館以来、質量共に最も充実した内容を誇る優品揃いであり、

当館の収蔵品の中でも今後の柱となるべき画期的なものと位置付けられる。 

【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。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｓ 

【判定根拠、課題と対応】 

文化交流を基軸に据えた寄託品・寄贈品の受入を、分野のバランスよく行うこと

ができた。収蔵品の増加は、寄託者・寄贈者との信頼関係に基づくものであるが、

とくに坂本五郎コレクションについては、30年度に特集展示を企画しており、積極

的な活用を明確に打ち出す姿勢が体現できている。このように当館への信頼関係の

高さを今後も維持しつつ、中期計画に則ったプレゼンスの向上を今後も図っていき

たい。 

太刀 銘真忠 
重要文化財「日新除魔図 葛飾北斎筆」 

卯正月七・八・九日 
重要美術品「和漢朗詠集断簡 

戊辰切」 
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【書式Ａ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1131A1 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）有形文化財の収集・保管、次代への継承 ③有形文化財の管理・保存・修理等  

1)有形文化財の管理 1/2 

【年度計画】 

（4館共通） 

ア 収蔵等に必要な施設設備の充実、改善に向けた検討を行う。 

イ 定期的に寄託品の所在確認作業を行う。 

（東京国立博物館） 

ア 収蔵品及び一時預品の情報調査を継続して行う。 

イ 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 事業責任者 課長 救仁郷 秀明 

【実績・成果】 

（4館共通） 

ア 収蔵等に必要な施設設備の充実、改善に向けた検討を行った。 

イ 定期的に寄託品の所在確認作業を行った。 

 

（東京国立博物館） 

ア 収蔵品及び一時預品の情報調査を継続して行った。 

イ 新規収蔵庫棟の建設に伴う資料館工事のため、約100,000点のガラス乾板、約2,500点の写真資料、約7,000点の

館史資料、約2,200件の印譜、約1,000件の漢籍について新規に収蔵棚を設置し、作品の移動を行った。 

【補足事項】 

（4館共通） 

ア 本館改修工事に伴って列品を新規収蔵庫へ移動・収納するための基本仕様を検討した。 

 

（東京国立博物館） 

ア 宮内省削除品170件について作品調査を行い、列品として編入した。 

 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 経年

変化 

25 26 27 28 

収蔵施設の収容率 180％ - - - - - 180％ 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

 

【判定根拠、課題と対応】 

年度計画に基づき、順調に成果をあげている。本館の改修にともなって必要とな

る新規収蔵庫棟の建設のため、資料館の資料を移動した。また、宮内省削除品の列

品への編入を行った。 

【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代へ伝えるため、収蔵品等の管理を徹底し、特に収蔵品等の増加に伴

い収蔵に必要な施設設備の充実、改善を図る。また、収蔵品等の現状を確認の上、（中略）展示・調査研究等の業務に

活かし、博物館活動を充実させる。（略） 
【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

中期計画に基づき順調に成果をあげている。特に、収蔵等に必要な施設設備の充

実、改善に向けた検討を滞りなく進めることができた。 
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【書式Ａ】   施設名 東京国立博物館 処理番号 1131A2 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）有形文化財の収集・保管、次代への継承 ③有形文化財の管理・保存・修理等  

1)有形文化財の管理 2／2 

【年度計画】 
（４館共通） 
ウ 収蔵品・寄託品等に関し、新規にデジタル撮影した画像等を蓄積し、それら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。 
（東京国立博物館・京都国立博物館・奈良国立博物館） 
ア 文化財情報システム（業務システム）の運用を継続し、収蔵品データを更新する。 

（東京国立博物館） 
ウ 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。 
エ 列品にかかる統計業務の精度を高め、効率化をはかるべく、列品台帳のデジタル・アーカイブ化と情報の利活用

向上に向けたシステム導入に向けて取り組みを開始する。 
オ 収蔵品の和古書・洋古書のデジタル化を前中期目標の期間の実績の年度平均以上実施し、公開を推進する。 
カ ガラス乾板・未整理のブローニー・スライド・写真カード等のデジタル化について引き続き検討する。 

担当部課 学芸企画部博物館情報課 

学芸研究部列品管理課 

事業責任者 課長 田良島哲 

課長 救仁郷秀明 

【実績・成果】 

（４館共通） 

ウ 収蔵品・寄託品に関し、新規にデジタル撮影した画像は画像管理システムに随時登録し、データ整備を推進した。 

（東京国立博物館・京都国立博物館・奈良国立博物館） 

ア 「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）の運用を継続し、収蔵品データを更新した。 

（東京国立博物館） 

ウ 「列品管理プロトタイプデータベース」について、Ｘ線ＣＴスキャン、3次元計測等の画像以外のデジタルデータ

の有無を登録する機能を実装した。また収蔵品データの外部への公開に向けた機能改善を行った。 

エ 収蔵する美術品台帳について103,690件、松方コレクション台帳について4,139件のスキャニングを行った。また、

美術品台帳のスキャニング画像から89,436件分のテキストデータ化を行った。25件の収蔵品データベースを統合し、

収蔵品データ管理システムを導入した。 

オ 収蔵する和古書・漢籍について19,002件、洋古書について7,970件のデジタル撮影を行った。 

カ 未整理のブローニーフィルムのデジタル化に向けて、データ整備を実施した。 

【補足事項】 

 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 
経

年

変

化 

25 26 27 28 

収蔵品等に関する資料等

のデジタル化件数 
26,972件 24,471件 Ｂ 22,095 36,811 30,013 25,334 

和古書・漢籍 19,002件 - - 18,357 25,911 13,924 20,224 

洋古書 7,970件 - - 3,738 10,820 16,089 5,110 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

順調に成果をあげている。デジタル撮影した画像の登録、及び「列品管理プロト

タイプデータベース」におけるデータの更新により、収蔵品に関するデータ整備を

推進することができた。また、美術品台帳のスキャニング画像からテキストデータ

化を行うなど、年度計画どおりに事業を実施することができた。 

【中期計画記載事項】 

（略）収蔵品等の現状を確認の上、管理に必要なデータ（画像データ、テキストデータ等）を整備して、展示・調査

研究等の業務に活かし、博物館活動を充実させる。なお、収蔵品等に関する資料等のデジタル化件数については、前

中期目標の期間の実績以上を目指す。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

中期計画に基づき順調に成果をあげている。収蔵品データ管理システムを導入

し、美術品台帳のテキストデータ化も進んでいる。また、収蔵品に関する画像及び

データベース上のデータ整備の推進により、展示・調査研究等の業務に活かすこと

ができた。和古書・洋古書・漢籍についても前中期目標の期間の実績以上とするこ

とができた。今後もデータ整備を推進して博物館における情報公開を充実させた

い。 
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【書式Ａ】 施設名 京都国立博物館 処理番号 1131B1 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）有形文化財の収集・保管、次代への継承 ③有形文化財の管理・保存・修理等  

1)有形文化財の管理 1/2 

【年度計画】 

（４館共通） 

ア 収蔵等に必要な施設設備の充実、改善に向けた検討を行う。 

イ 定期的に寄託品の所在確認作業を行う。 

担当部課 学芸部 事業責任者 列品管理室長 宮川禎一 

【実績・成果】 

（４館共通） 

ア 29年度は、28 年度に作成した試作棚を考古収蔵庫に設置し、収蔵スペースの確保の効果検証を開始した。検証

の結果、考古収蔵庫には有効ではあるものの、材質・形状等の異なる他分野に同様の棚の設置をすることは必ず

しも効果的ではないことが判明した。そのため、各分野に応じた適切な収蔵環境構築の検討を続け、29年度は彫

刻収蔵庫の改善を実施し、彫刻作品移動用のパレットを 13枚作成した。これにより、移動が困難な彫刻作品を収

蔵庫内で効率よく収蔵することが出来るようになり、収蔵スペースの確保に繋げた。 

イ 毎年度 2 回行う寄託品の期間継続手続きにあわせて、寄託品の所在確認作業を行った。また、収蔵品・寄託品

に関し、必要に応じて文化財情報システムを適宜修正した。 

【補足事項】    

    
作成した彫刻作品移動用パレット 

 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 経年

変化 

25 26 27 28 

収蔵施設の収容率 100％ - - - - - - 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

28年度に作成した試作棚を考古収蔵庫に設置し、効果を検証するとともに、他分

野収蔵庫の棚設置の検討を行った。 

29年度は彫刻収蔵庫において、作品移動用のパレットを製作することで、収蔵ス

ペースの確保を達成し、順調に施設設備の充実と改善を実施している。 

寄託品の所在確認作業も予定通り2回実施することが出来た。 

【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代へ伝えるため、収蔵品等の管理を徹底し、特に収蔵品等の増加に

伴い収蔵に必要な施設設備の充実、改善を図る。また、収蔵品等の現状を確認の上、（中略）展示・調査研究等の業

務に活かし、博物館活動を充実させる。（略） 
【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

29年度も環境モニタリング等のデータを活用し、展示・調査研究等の業務に活か

すことができた。また、収蔵スペース確保のために、外注で彫刻作品移動用パレッ

トを製作し、収蔵庫内に効率よく収蔵出来るようにした。今後も、各分野の収蔵状

況に合わせた収蔵庫スペースの確保を検討していく。 
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【書式Ａ】   施設名 京都国立博物館 処理番号 1131B2 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）有形文化財の収集・保管、次代への継承 ③有形文化財の管理・保存・修理等  

1)有形文化財の管理 2/2 

【年度計画】 
（４館共通） 

ウ 収蔵品・寄託品等に関し、新規にデジタル撮影した画像等を蓄積し、それら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。 

（東京国立博物館・京都国立博物館・奈良国立博物館） 

ア 文化財情報システム（業務システム）の運用を継続し、収蔵品データを更新する。 
（京都国立博物館） 
ア 収蔵品写真等の既存フィルムのデジタル化を前中期目標の期間の実績の年度平均以上実施する。 

担当部課 学芸部 事業責任者 列品管理室長 宮川禎一 

【実績・成果】 
（４館共通） 

ウ 収蔵品・展覧会出品作品等の新規撮影は、デジタル撮影を8,246件（カット）行った。 

（東京国立博物館・京都国立博物館・奈良国立博物館） 

ア 収蔵品のデジタルデータを作成し、文化財情報システムへ登録した。（29年度登録件数：21,291件） 

（京都国立博物館） 

ア 

・収蔵品写真等の既存フィルムのデジタル化を継続し、4,444件実施した。以下、内訳を記す。 

＊フィルム用スキャナを運用しつつ、外部委託による既存フィルムのデジタル化を進め、29年度は3,882枚デジタル化を行った。 

＊継続してマイクロフィルムのデジタル化を進めており、29年度は154リール（53,579コマ）のデジタル化を行った。 

＊継続してガラス乾板のデジタル化を行っており、29年度は408枚デジタル化を行った。 

・購入、寄贈、寄託等に伴い、文化財情報システムの収蔵品データを適宜更新し展示・調査研究の業務に役立てた 

【補足事項】 
（４館共通） 

ウ 

・当館の展覧会出品作品の撮影は、特別展覧会 「開館120周年記念特別展覧会 国宝」(10

月3日〜11月26日)、特別展「池大雅」(30年4月7日〜5月20日)、特別展「京のかたな」（30

年9月29日～11月25日）を対象として進めた。 

・特集展示について、ポスター・チラシ・リーフレット・図録作成のため、作品の撮影を  

行った。 

・松井宏次氏寄贈作品（松井コレクション）・貝塚廣海惣太郎家コレクション等を含めた

収蔵品の撮影を継続して行った。 

・調査研究事業「近畿地区（特に京都）社寺文化財の調査研究 河内地域の仏教文化と歴

史に関する総合的研究」について、28年度に引き続いて金剛寺、及び 29年度より観心寺を調査し、作品の撮影を行った。（処理番

号 1411B4参照） 

（東京国立博物館・京都国立博物館・奈良国立博物館） 

ア 28年度に引き続き、文化財情報システムの改修を行い、登録業務の改善を図った。 

（京都国立博物館） 

ア 

・外部委託とともに当館職員によるスキャニング作業を積極的に行い、費用削減を図りながら、フィルムのデジタル化を促進した。 

・ガラス乾板は、京都造形芸術大学の協力の下、保存整理作業も続けて行っており、29年度は半紙から全紙の大判サイズを中心に状

態調査を行い、スキャニング作業は28年度から引き続き四切サイズを行った。当館所有スキャナの読み取り範囲を超える大判サイ

ズのガラス乾板については、デジタルカメラを用いて、撮影を行った。 

・フィルムの保存状態改善のため、保存に適した収納箱への移し替えを継続して行った。 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 

経年

変化 

25 26 27 28 

収蔵品等に関する資料

等のデジタル化件数

（既存フィルム） 

4,444件 3,816件 Ｂ 2,682 5,536 5,966 5,820 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 
ガラス乾板の大型化によりスキャニングの手段を変更し、取り扱いに注意が必要となった

ことから28年度の件数は下回ったが、目標値を超えることができた。30年度も安全を確保し
つつ、デジタル化に取り組む。新規撮影及び文化財システムへの登録は滞りなく実施するこ
とができ、文化財情報システムの改修についても継続して行い、データ整備を効率よく行う

ことができたことから、総合的にはとしては年度計画を達成できた。 

【中期計画記載事項】 
（略）収蔵品等の現状を確認の上、管理に必要なデータ（画像データ、テキストデータ等）を整備して、展示・調査研究等の業務

に活かし、博物館活動を充実させる。なお、収蔵品等に関する資料等のデジタル化件数については、前中期目標の期間の実績以上を
目指す。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 
28年度より継続して、外注による8×10、5×7フィルムのデジタル化を進めており、フィル

ムのデジタル化を積極的に行うことで、管理に必要なデータを整備し、今中期計画期間の事

業を順調に実施できた。今後も8×10、5×7フィルムを中心にデジタル化を進めていきたい。 

撮影風景 
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【書式Ａ】   施設名 奈良国立博物館 処理番号 1131C1 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）有形文化財の収集・保管、次代への継承 ③有形文化財の管理・保存・修理等  

1)有形文化財の管理 1/2 

【年度計画】 

（４館共通） 

ア 収蔵等に必要な施設設備の充実、改善に向けた検討を行う。 

イ 定期的に寄託品の所在確認作業を行う。 

担当部課 学芸部 事業責任者 部長 内藤栄 

【実績・成果】 

（４館共通） 

ア 

・収蔵庫（資料庫 C）の収蔵品環境改善のため床（スノコ）及び扉の気密化の改修を行った。 

・施設設備の充実、改善に向けた検討を行う、環境整備委員会保存環境に関するワーキンググループを毎月 1 回（計

12回）開催した。 

イ 寄託者の異動（宗教法人代表役員の交代、名義人の死亡・相続など）への対応を優先しつつ、寄託品の所在と活

用状況等の実態把握を行った。 

【補足事項】 

（４館共通） 

ア 学芸部の書跡・絵画・彫刻・工芸・考古の各部門と施設担当部署で構成するワーキンググループを開催し、展示

室、収蔵庫等施設の維持管理、充実・改善に向けた検討を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 経年

変化 

25 26 27 28 

収蔵施設の収容率 99％ - - - - - - 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

毎月1回、環境整備委員会保存環境に関するワーキンググループを開催し、施設

の維持管理、充実・改善に向けた検討を行った。ワーキングにより問題等を確認

し、改善に向けた検討を行うことで、施設設備の充実、改善ほか収蔵品保存環境の

改善が図られた。 

【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代へ伝えるため、収蔵品等の管理を徹底し、特に収蔵品等の増加に伴

い収蔵に必要な施設設備の充実、改善を図る。また、収蔵品等の現状を確認の上、（中略）展示・調査研究等の業務に

活かし、博物館活動を充実させる。（略） 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

寄託品の所在確認は順当に進められた。明治以来の寄託品の中には未だに登録

情報の古いものがあるので、30年度以降も確認と現状対応の徹底を図るよう努め

たい。 

収蔵品環境改善のため床（スノコ） 

－　　－34



 

 

【書式Ａ】   施設名 奈良国立博物館 処理番号 1131C2 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）有形文化財の収集・保管、次代への継承 ③有形文化財の管理・保存・修理等  

1)有形文化財の管理 2／2 

【年度計画】 
（４館共通） 

ウ 収蔵品・寄託品等に関し、新規にデジタル撮影した画像等を蓄積し、それら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。 

（東京国立博物館・京都国立博物館・奈良国立博物館） 

ア 文化財情報システム（業務システム）の運用を継続し、収蔵品データを更新する。 
（奈良国立博物館） 
ア 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。 

イ 画像データベースの個別データを追加更新する。 
ウ 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、運用方法について引き続き検討する。 
エ 収蔵品写真等の既存のカラーフィルムのデジタル化が 28年度でほぼ完了したため、白黒フィルムのデジタル化を進める。 

担当部課 学芸部 事業責任者 資料室長 宮崎幹子 

【実績・成果】 
（４館共通） 

ウ 収蔵品・寄託品等に関し、新規にデジタル撮影した画像等を蓄積し、それら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した。 

（東京国立博物館・京都国立博物館・奈良国立博物館） 

ア 文化財情報システム（業務システム）の運用を継続し、収蔵品データを更新した。 

（奈良国立博物館） 

ア 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った。 
イ 画像データベースの個別データを追加更新した（4,683件）。 
ウ 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した（ガラス乾板のデジ
タル化件数は、13,698件）。 

エ 収蔵品写真等の既存フィルムのデジタル化を実施した（3,017件）。 

【補足事項】 

28年度で館蔵のカラー原板のデジタル化が終了したことを受

け、29年度はモノクロ原板とガラス乾板のデジタル化を実施し

た。中でも26年度より続けているガラス乾板のデジタル化と整備

（クリーニング並び保存箱への封入作業）に現在は注力してい

る。ガラス乾板は博物館黎明期からの歴史資料として、また初期

の文化財写真の実例として大変貴重なもので、昨今大きな注目を

集めている。文書史料と付き合わせることにより、これまで不明

であった被写体（文化財、人物）についても少しずつ明らかにな

りつつある。今後とも、保存環境に配慮した整備と情報公開を見

据えたデジタル化に向けて尽力していきたい。なお、ガラス乾板

のデジタル化と整理の作業総数は、13,698件である。 

 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 経

年

変

化 

25 26 27 28 

収蔵品等に関する資料等

のデジタル化件数（既存

フィルム） 

3,017件 5,373件 Ｄ 7,615 5,154 3,875 3,081 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

収蔵品等に関する資料等のデジタル化件数については、例年既存カラーフィル

ムのデジタル化を数値としていたが、28年度で終了したため、29年度よりモノクロ

フィルムの実績を数値としてあげている。29年度のモノクロフィルムのデジタル

化件数は例年以下に留まったが、作業の急がれたガラス乾版のデジタル化に注力

し、13,698件もの成果を上げることができており、事業は順調に推進できている。 

【中期計画記載事項】 

（略）収蔵品等の現状を確認の上、管理に必要なデータ（画像データ、テキストデータ等）を整備して、展示・調査

研究等の業務に活かし、博物館活動を充実させる。なお、収蔵品等に関する資料等のデジタル化件数については、前

中期目標の期間の実績以上を目指す。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

収蔵品等に関する資料等のデジタル化については、カラーフィルムのデジタル

化を数値としてあげていたが、これは28年度で完了しており、当初の目標は達成さ

れている。現在はモノクロフィルムのデジタル化を進めており、実績としている。

今後の指標としては、フィルムだけでなく、ガラス乾板のデジタル化やデジタル撮

影の件数についても判定に加えていくことが相応しいと思われる。 

ガラス乾板（愛新覚羅溥儀の視察 昭和 10年(1935)） 
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【書式Ａ】   施設名 九州国立博物館 処理番号 1131D1 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）有形文化財の収集・保管、次代への継承 ③有形文化財の管理・保存・修理等 

1)有形文化財の管理 1/2 

【年度計画】 

（４館共通） 

ア 収蔵等に必要な施設設備の充実、改善に向けた検討を行う。 

イ 定期的に寄託品の所在確認作業を行う。 

担当部課 学芸部文化財課 事業責任者 課長 河野一隆 

【実績・成果】 

ア 29年度当初に当館へ搬入された坂本五郎コレクションは、250件と大規模な事案である。このような大型寄贈案件

を一括で管理するため、3～5月中に列品の棚卸しをしつつ収納スペースを確保した。さらに、2度に分けて専門分野

の研究員による点検を進め、新規に増設した収蔵棚に分野別に収納を進めた。 

イ 今後、予測される大型寄贈案件に円滑に対応するため、収蔵庫内で最も広い面積を占める考古分野の収蔵品（列

品、寄託品、借用品等）全件を対象として棚卸し作業を行い、再配置のための検討を行った。 

年2回行う寄託品の継続手続きに合わせ、所在確認作業を、例年通り計画的に実施した。 

 

【補足事項】 

 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 経年

変化 

25 26 27 28 

収蔵施設の収容率 85％ - - - - - - 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

坂本五郎コレクションという大型コレクションを保管・管理するため、新規に

収蔵スペースの環境整備を行い、文化財の活用面でも適切に運用できるような、必

要措置を行った。さらに今後も、このような大型寄贈などの、収蔵品の飛躍的な増

加に速やかに対応すべく、収蔵品の所在確認作業を計画的に実施し、列品の活用推

進をはかるための収蔵環境の整備のための検討を行った。30年度以降は、開館以来

の列品の整理を進め、活用を推進するための基盤づくりを進めたい。 

【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代へ伝えるため、収蔵品等の管理を徹底し、特に収蔵品等の増加に伴

い収蔵に必要な施設設備の充実、改善を図る。また、収蔵品等の現状を確認の上、（中略）展示・調査研究等の業務に

活かし、博物館活動を充実させる。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

新収品について、寄贈者・寄託者の条件に柔軟に対応できるような形で保管・管

理を行うために、必要な収蔵環境の整備を行った。今後も新収品は増加が見込まれ

るが、設備の充実・改善を図るための基盤を整備することができた。 

坂本五郎コレクション収納状況 
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【書式Ａ】   施設名 九州国立博物館 処理番号 1131D2 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）有形文化財の収集・保管、次代への継承 ③有形文化財の管理・保存・修理等  

1)有形文化財の管理  2/2 

【年度計画】 
（４館共通） 
ウ 収蔵品・寄託品等に関し、新規にデジタル撮影した画像等を蓄積し、それら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。 
（九州国立博物館） 
ア 文化財情報（収蔵品データベース、寄託品・借用品データベース、画像データベース）の一元的管理が可能な業務

システム構築を進める。 

担当部課 学芸部文化財課 事業責任者 課長 河野一隆 

【実績・成果】 

（４館共通） 

ウ 専任撮影技師による 4,873件（カット）の収蔵品・出品作品等の新規デジタル撮影及び関連データを整備した。 

 

（九州国立博物館） 

ア 列品・寄託品・借用品・画像などの各データベースを一元管理するシステムを継続的に運用し、より効率的な管

理のためのシステムの改修・整備を進めた。 

【補足事項】 

（４館共通） 

 

（九州国立博物館） 

ア 29年度は業務システムを継続的に改善しつつ、基盤を整備し、これまで個々で管理されていたデジタルデータを

統合し、業務システムで参照可能な状態にするための整備・登録作業を継続した。これによって、有形文化財に関

する情報へのアクセシビリティを飛躍的に向上させることができた。引き続き、基盤強化と情報統合の両面の作業

を進め、博物館活動を支援する体制の構築を目指す。 

 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 

経年

変化 

25 26 27 28 

収蔵品等に関する資料

等のデジタル化件数

（既存フィルム） 

（完了） 5,373件 - - - - - 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

新規のデジタル撮影を例年と同等に達成した。また「九州国立博物館文化財情

報システム」の充実をはかり、基盤整備を拡充した。さらに、画像データベースの

整備を進め、内外へ公開することで利便性を向上した。 

【中期計画記載事項】 

（略）収蔵品等の現状を確認の上、管理に必要なデータ（画像データ、テキストデータ等）を整備して、展示・調査

研究等の業務に活かし、博物館活動を充実させる。（略） 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

収蔵品等の情報を集中的に管理するシステムの基盤整備を達成し、今後、展示

や調査研究に活用していくための核となるシステムを拡充した。また、外部に文化

財情報を発信し、博物館活動の活性化に供した。 

刀剣撮影風景 仏像撮影風景 29年度納入ストロボ 
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【書式Ａ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1132A 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）有形文化財の収集・保管、次代への継承 ③有形文化財の管理・保存・修理等 2)有形文化財の保存 

【年度計画】 

（４館共通） 

ア 収蔵品等の生物被害等を防止するため、ＩＰＭ（総合的有害生物管理）の徹底を図る。 

イ 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） 

ア 本館収蔵庫の整備計画の根拠となる環境情報の収集、解析、評価を行なう。 

イ 収蔵品等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。 

ウ 収蔵・展示施設における地震対策に関わる調査研究を行なう。 

エ 収蔵・展示施設の温湿度、空気汚染物質など保存環境に関する年次報告を整備する。 

オ 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。 

担当部課 学芸研究部保存修復課 事業責任者 課長 冨坂賢 

【実績・成果】 

（４館共通） 

 

3次元免振装置の加振実験 

ア 夏季に収蔵庫等68ヵ所を対象に生物生息調査および害虫防除のための防

虫薬剤設置を実施した。新規収蔵品に対して燻蒸を1回実施した。改修した

収蔵庫2ヵ所の除塵防黴処置を実施した。 

イ 本格修理のための列品調査時、対症修理の実施時、列品貸与時の点検時に、

合計1,146件の保存カルテを作成した。更にカルテ庫の改修とカルテの整備

を実施した。 

（東京国立博物館） 

ア 本館収蔵庫の温湿度環境情報を収集し、それらの解析と評価から、収蔵環

境の特性把握を行なった。 

イ 収蔵庫及び展示室309ヵ所の温湿度を計測し、11ヵ所の空気汚染物質の濃

度について計測を行い、データを蓄積した。 

ウ 3次元免振装置の加振実験（6種の地震波を入力した際の応答の観察）を企業と共同で企画し、免震機能の性能評価

を行なった。 

エ 収蔵庫及び展示室251ヵ所の温湿度、11ヵ所の空気汚染物質に関する年次報告を整備した。 

オ 文化財の貸借に伴う輸送中に生じた振動及び衝撃の計測を実施し、40の計測データを収集した。 

【補足事項】 

 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 経年

変化 

25 26 27 28 

- - - - - - - - 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

 

【判定根拠、課題と対応】 

生物生息、温湿度、地震対策、空気環境、輸送中の振動に関する調査、情報収集、

解析を実施することができた。また、その情報を蓄積することで、館内保存環境の

現状把握と整備に役立てた。 

【中期計画記載事項】 

適切な展示・保存環境の保持のため、収蔵・展示施設の温湿度、生物生息、空気汚染及び地震等への対策、並びに保

存等に関する調査研究とそのデータの解析・蓄積を引き続き実施する。 
【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

 

【判定根拠、課題と対応】 

適切な展示・保存環境の保持のため、収蔵・展示施設の温湿度、生物生息、空気

汚染及び地震等への対策、並びに保存等に関する調査研究とそのデータの解析・蓄

積をするなど、28年度に引き続き順調に事業を実施できた。今後も、環境計測に用

いる機器を増強しつつ、より高次元の成果が得られるよう、事業を継続していきた

い。 
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【書式Ａ】   施設名 京都国立博物館 処理番号 1132B 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）有形文化財の収集・保管、次代への継承 ③有形文化財の管理・保存・修理等 2)有形文化財の保存 

【年度計画】 

（４館共通） 

ア 収蔵品等の生物被害等を防止するため、ＩＰＭ（総合的有害生物管理）の徹底を図る。 

イ 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） 

ア 平成知新館の長期的な保存環境の維持管理に関わる調査研究を行う。 

イ 明治古都館・東収蔵庫の改修計画に役立てるため、各種環境データの収集などを行う。 

ウ フィルム保管庫、資料棟、文化財修理所、外部収蔵庫（KICK）も含めた、包括的な環境管理体制の構築を目指し、各

種環境データの計測を継続する。 

担当部課 学芸部 事業責任者 列品管理室長 宮川禎一 

保存科学室長 降幡順子 

【実績・成果】 

（４館共通） 

ア 館内外の保存科学担当者をはじめとする関係者との連携を強化し、ＩＰＭの徹底を図った。 

イ 収蔵品の保存カルテを190件作成した。 

（京都国立博物館） 

ア 平成知新館では専用LAN経由環境モニタリングシステムを構築し継続的な温湿度調査を実施している。また定期的に

全館を網羅した昆虫類の生息調査、検知管による吸気環境調査を実施している。 

イ 明治古都館では収蔵庫及び限定的な使用となっている展示室について温湿度調査（通年）、昆虫類生息調査を継続し

た。また東収蔵庫は改修工事に着手したことから、一時的にモニタリングを中止しているが、工事の進捗状況により、

温湿度調査、精密清掃、昆虫類生息調査の再開を予定している。 

ウ 各施設の空調性能に応じ、季節に合わせた環境管理を実施した。外部収蔵庫（KICK）では現地管理者との報告体制を

整え、毎月打ち合わせを実施するなど連携強化を図ることができた。またKICKの緊急対応として京都建仁寺塔頭両足院

収蔵品について、京博で燻蒸した作品群の一時避難場所として活用している。 

【補足事項】 

 

 

 

 

 

 

 

KICKの緊急対応の京都建仁寺塔頭両足院所蔵品の収納状態 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 経年

変化 

25 26 27 28 

- - - - - - - - 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

貸与に伴う点検時を主体として行っている収蔵品の保存カルテを継続して行い、

190件作成した。 

平成知新館・明治古都館等の展示・収蔵施設の温湿度環境モニタリングの実施と

その調査結果から、施設整備関連部署との連携強化を図ることができ、包括的な環

境管理体制の構築に繋げることができた。外部収蔵庫（KICK）では、年間を通して

温湿度のモニタリング・昆虫類生息調査等を実施し、受け入れ文化財の適切な保管

管理を実施した。今後は解析結果の迅速なフィードバックを目指し、そのための体

制作りが必要であると考える。 

【中期計画記載事項】 

適切な展示・保存環境の保持のため、収蔵・展示施設の温湿度、生物生息、空気汚染及び地震等への対策、並びに保存

等に関する調査研究とそのデータの解析・蓄積を引き続き実施する。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

適切な展示・保存環境の保持のための地震等への対策として、外部収蔵庫（KICK）

では、棚内収蔵品の落下防止対策に一部着手することができた。展示・収蔵施設の

温湿度管理は、所管7ヵ所の建物内について通年モニタリングを実施しデータの蓄積

を図るとともに、それらの解析結果を受けて、より適切な展示・保存環境の保持に

向けて建物毎の対応策を検討することができた。今後も継続してモニタリング活動

を進めるとともに、他館との情報交換などを実施し、より適切な環境保持に対する

調査研究に繋げていきたい。 
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【書式Ａ】   施設名 奈良国立博物館 処理番号 1132C 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）有形文化財の収集・保管、次代への継承 ③有形文化財の管理・保存・修理等 2)有形文化財の保存 

【年度計画】 

（４館共通） 

ア 収蔵品等の生物被害等を防止するため、ＩＰＭ（総合的有害生物管理）の徹底を図る。 

イ 収蔵品を中心とした保存カルテを作成する。 

（奈良国立博物館） 

ア 展示施設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。 

イ 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。 

ウ 収蔵・展示施設の適正な温湿度管理の徹底を図る。 

担当部課 学芸部 事業責任者 保存修理指導室長 鳥越俊行 

【実績・成果】 

（４館共通） 

ア 文化財害虫の生息状況を把握するため、館内における文化財の保管および展示に関わる箇所を中心に昆虫調査用

トラップを設置し約2ヵ月に1度交換しデータの蓄積を図った。データの分析をふまえ、29年度末に一部の展示室に

ついて燻蒸を実施しＩＰＭを推進した。また、展示施設の周囲へ害虫忌避剤を散布し、防塵マット交換と清掃を定

期的に実施し、文化財害虫の生息が危惧される古い展示ケースに防虫シートを設置するなど、展示･収蔵環境の衛生

保持に努めている。 

イ 保存修理指導で作製した文化財の写真添付が可能な作製フォームを用いて、112件の保存カルテを作成・保管した。 

（奈良国立博物館） 

ア 無線ＬＡＮによるリアルタイム温湿度管理システムを運用し、正倉院展のような多数の観覧者がもたらす展示環

境の変化について、監視並びに即時の対応を実施した。無線式温湿度センサーは展覧会の都度設置し、展示終了後

にはデータの分析を行うことで今後の参考資料としている。展示室や壁ケースの温湿度測定を蓄積し、館内環境の

改善に役立てた。 

イ 継続的に実施している展示ケース内の粉塵調査を正倉院展終了後の11月14日に実施した。また古い独立展示ケー

スのシール部分を交換・修理し、気密性の向上を図った。 

ウ 東西新館のエアカーテンを適切に運用し、館内の温湿度負荷の低減を図った。無線ＬＡＮ温湿度管理システムに

よる展示室温湿度の24時間リアルタイムモニタリングを進め、年間を通じて安定した温湿度環境を維持した。 

【補足事項】 

（４館共通） 

ア 館内の展示室、収蔵庫や文化財保存修理所等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で2ヵ月に1回

設置・回収を行った。回収したトラップに捕獲された害虫の同定は外

部業者に委託し、種類や捕獲数に関する情報の蓄積を行うとともに、

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

た。併せて害虫発生を防ぐための清掃等による衛生環境の改善・保持

などＩＰＭの実践につなげた。 

（奈良国立博物館） 

ア 機械式自動調湿装置を内蔵した展示ケースを使用することで、多数

の観覧者によるケース内の急激な温湿度変化を緩和し安定した展示

環境を保つことができた。 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 経年

変化 

25 26 27 28 

- - - - - - - - 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

28年度に引き続き、当初の予定通りに温湿度の管理、文化財害虫への対策等が実

施でき、文化財の管理・保存が図られた。展示ケースの気密性向上のため展示ケー

スの継続した修理やシール部分の交換等を進め、展示環境の向上を図った。 

【中期計画記載事項】 

適切な展示・保存環境の保持のため、収蔵・展示施設の温湿度、生物生息、空気汚染及び地震等への対策、並びに保

存等に関する調査研究とそのデータの解析・蓄積を引き続き実施する。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

管理・保存のために、温湿度・生物生息等に対する計画的な対策を実施でき、中

期計画は順調に進んでいる。文化財害虫の生息状況から、29年度は一部の展示室

で燻蒸を実施した。30年度以降も展示・保存環境の把握に努め適宜の対応により

文化財の維持・管理に努める。 

  文化財害虫調査用トラップの設置の様子 
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【書式Ａ】   施設名 九州国立博物館 処理番号 1132D 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）有形文化財の収集・保管、次代への継承 ③有形文化財の管理・保存・修理等 2)有形文化財の保存 

【年度計画】 

（４館共通） 

ア 収蔵品等の生物被害等を防止するため、ＩＰＭ（総合的有害生物管理）の徹底を図る。 

イ 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） 

ア 館内の温湿度・空気質・生物生息など保存環境に関するデータを蓄積する。 

イ 全館的視野に立った収蔵品等の展示・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（兼環境保全室長） 木川りか 

【実績・成果】 

（４館共通） 

ア 昆虫トラップ調査結果をもとに、徹底清掃などの方策を講じた。 

イ 収蔵品及び修理完了資料を中心に保存カルテを 102件作成した。 

（九州国立博物館） 

ア 温度・湿度モニタリング機器を活用して展示室・収蔵庫の温度・湿度データを蓄積した。文化財害虫の発生を速

やかに把握するため、粘着シートによる昆虫トラップを収蔵庫、展示室、諸室等約440ヵ所に設置し、2週間ごとに交

換・観察した。この調査により、文化財害虫の進入経路等を速やかに把握でき、文化財害虫対策をより徹底して行う

ことができた。 

イ 夜間開館を実施するのに伴い、外構にライトを増やしたことによる文化財害虫の侵入増加が懸念されたため、夜

間開館時と閉館時で捕虫トラップを設置・回収し、虫の侵入調査を行った。 

【補足事項】 

ア 

・個別に展示ケース内に温度・湿度のデータロガーを配置することで、文

化財に合わせた適切な温度・湿度管理をすることができた。数多くの展

示換えにおいてもデータの管理、解析によって、安全に展示することが

できた。 

・館内収蔵庫、展示室、諸室等に約440個の粘着トラップを設置・回収し、

月ごとのモニタリング結果をもとに、速やかな防虫対策を講じること

ができた。またこれまで行ってきた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することができた。 

・これまで荷解材保管庫として使用していた部屋の空調を工事し、「一時

保管・生物処理室」として使用できるようになった。このため、生物処

理が必要な作品を一度に大量に処理することが可能となった。 

・地元のNPO法人（ミュージアムIPMサポートセンター）や市民ボランテ

ィアとの連携を進めた。市民ボランティアには、展示室等一般来館者

エリアでのトラップ交換、ミュージアムIPMサポートセンターには、文化財が移動する導線の周辺エリアの清浄、館

内のトラップの観察など、環境保全に両者の協力を得ることができた。 

イ 

・金・土曜日における夜間開館の実施に伴い、文化財害虫の侵入状況を把握するため、館内外に捕虫トラップを7ヵ所

設置してデータを蓄積している。 

 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 
経年

変化 

25 26 27 28 

殺虫殺黴処置 35件 - - 10 9 12 58 

保存カルテ作成件数 102件 - - 94 75 91 81 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

館内の温度・湿度データを常にしっかりと計測し、年間300件以上の展示換えに

合わせて、文化財の材質・状態に対し適切な展示環境を整備できた。また、荷解き

材保管庫の改修工事によって、大型作品の生物処理が実施可能となり、害虫被害を

未然に防ぐことができた。 

【中期計画記載事項】 

適切な展示・保存環境の保持のため、収蔵・展示施設の温湿度、生物生息、空気汚染及び地震等への対策、並びに

保存等に関する調査研究とそのデータの解析・蓄積を引き続き実施する。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

展示ケース・展示室・収蔵庫の温度・湿度をモニタリングし、適切な温度・湿度

で展示・保管することができた。新たに生物処理ができる場所を確保したことによ

り、当館へ持ち込まれる作品を必要に応じて処理した。環境保全を進め、中期計画

を順調に実施した。 

夜間開館に伴う捕虫トラップ調査の様子 

－　　－41



 
 

【書式Ａ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1133-1A 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）有形文化財の収集・保管、次代への継承 ③有形文化財の管理・保存・修理等  

3)有形文化財の修理 3)-1計画的な修理及びデータの蓄積 

【年度計画】 

（東京国立博物館） 

ア 文化財の応急修理に積極的に取り組み、劣化の予防に努めるとともに、劣化の著しい絵画、書跡、染織、考古の収

蔵品を中心に緊急性の高いものから本格修理を実施する。特に 27年度より実施している国宝「医心方」および平成

28年度より実施している国宝「埴輪 挂甲武人」の修理に継続して取り組み、 

イ 引き続き国宝・重要文化財の中長期的修理計画を策定する。 

ウ 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。 

担当部課 学芸研究部保存修復課 事業責任者 保存修復課長 冨坂賢 

【実績・成果】 

(東京国立博物館) 

ア 保存修復課に彫刻や工芸品など立体の修理技術者として1名の修理技術アソシエイトフェローを配置し、館内で

実施する館蔵品の応急(対症)修理を行なった。作品の劣化予防のために380件の応急修理を実施し、緊急性の高い

ものから69件の本格修理を行った。 

イ 修理計画立案に向け、国宝・重要文化財を含む305件の作品に関して修理仕様の検討を行ない、中長期修理計画

策定を進めた。 

ウ データベース構築のために、28年度に修理が完了した47件の修理内容についてデジタル化を実施し、その成果を

もとに『東京国立博物館文化財修理報告書XVIII』を刊行した。 

【補足事項】 

・国宝「医心方」（平安～江戸時代）は独立行政法人国立文化財機構文化財保存活用基金により、修理を継続した。 

・国宝「埴輪 挂甲の武人」（土製 古墳時代・6世紀 群馬県太田市飯塚町出土)はバンク・オブ・アメリカからの寄

附金により修理を継続した（29年3月着工、工期28カ月）。  

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 経

年

変

化 

25 26 27 28 

修理件数（本格修理） 69件 - - 93 77 86 68 

修理のデータベース化件数 47件 - - 84 86 90 61 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ａ 

【判定根拠、課題と対応】 

 緊急性の高い本格修理及び対症修理、計画立案のための事前調査を計画的に実施

し、厳しい経済的事情の中で、寄附金の活用等により、国宝3件、重要文化財3件を

含む修理を実施し、当初の予定を上回る内容の成果をあげた。また、関係資料のデ

ータベース化も進めた。 

【中期計画記載事項】 

修理を要する収蔵品等は、機構の保存科学研究員と機構内外の修復技術担当者の連携のもと、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。また、

修理に必要な調査研究のための基本設備の充実を図る。 
【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

 中期計画に従い、事前調査、対症修理、本格修理の各段階で保存科学と修理技術

が連携して保存修理事業にあたり、博物館活動に対して最適な作品修理を行うこと

ができた。今後の希望としては、常駐する修理技術者を増員し、文化財の安全な活

用を担保できる環境を整えたい。 
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中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）有形文化財の収集・保管、次代への継承 ③有形文化財の管理・保存・修理等  

3)有形文化財の修理 3)-1計画的な修理及びデータの蓄積 

【年度計画】 

（京都国立博物館） 

ア 文化財の応急修理に積極的に取り組み、劣化の予防に努めるとともに、緊急性の高いものから本格修理を実施する。

特に重要文化財「大手鑑（八十葉）」の修理に継続して取り組む。 

イ 引き続き収蔵品の中長期的修理計画の策定を検討する。 

ウ 収蔵品修理資料のデータベース化を図る。 

担当部課 学芸部 事業責任者 列品管理室長 宮川禎一 

保存修理指導室長 大原嘉豊 

【実績・成果】 

（京都国立博物館） 

ア 

・重要文化財「熊野懐紙」の附属品の応急修理を行い、劣化の予防に努めた。 

・28年度より4ヵ年計画の2年目となる重要文化財「大手鑑（八十葉）」の修理を継続して行った。 

・重要文化財「維摩居士像」、「仏涅槃図」の修理を完了し、その修理工程を4K映像で撮影した。 

イ 収蔵品の中長期的修理計画の策定の検討を行った。 

ウ 

・29年度は180件の新規修理文化財搬入がありデータベース化を行うとともに、過去のデータに関して1,870回追加、更新

を行った。 

・保存修理所創設以来の非電子化修理報告のPDF化に着手し、29年度は325件の修理記録のPDF化を行った。 

【補足事項】 

ア 緊急性の高い作品を優先に、11件の本格修理を行った。(絵画7件、書跡1件、漆工1件、染織2件) 

  

 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 
経年

変化 

25 26 27 28 

修理件数（本格修理） 11件 - - 15 11 12 14 

修理のデータベース化件数 180件 - - 101 113 113 151 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

29年度も多分野にわたり、緊急性の高い収蔵品等から計画的に修理を行うことが

できた。また、重要文化財「大手鑑（八十葉）」の修理についても順調に継続修理が

なされている。 

データベース化件数は29件増と、前年度を上回る成果を上げた。 

【中期計画記載事項】 

修理を要する収蔵品等は、機構の保存科学研究員と機構内外の修復技術担当者の連携のもと、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。また、修理に

必要な調査研究のための基本設備の充実を図る。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

29年度も多分野にわたり、緊急度の高い作品から順に修理を行い、順調に成果を

上げることができた。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、28年度から継続して修理記録に映像を含めた対策を講じている。 

29年度は文化財保護基金での修理が決定され、1件修理に着手したが、今後につい

ても修理対象の拡充、ならびに修理件数の増加に努めたい。 

 

【書式Ａ】   施設名 京都国立博物館 処理番号 1133-1B 

重要文化財「大手鑑（八十葉）」修理風景 
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【書式Ａ】   施設名 奈良国立博物館 処理番号 1133-1C 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）有形文化財の収集・保管、次代への継承 ③有形文化財の管理・保存・修理等  

3)有形文化財の修理 3)-1計画的な修理及びデータの蓄積 

【年度計画】 

（奈良国立博物館） 

ア 文化財の応急修理に積極的に取り組み、劣化の予防に努めるとともに、劣化の著しい彫刻、絵画・書跡、漆工や考

古の収蔵品を中心に緊急性の高いものから本格修理を実施する。特に重要文化財「絹本著色親鸞聖人像」等の修理

に取り組む。 

イ 引き続き収蔵品の中長期的修理計画を策定する。 

ウ 修理資料のデータベース化を図る。  

エ 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 事業責任者 保存修理指導室長 鳥越俊行 

【実績・成果】 

（奈良国立博物館） 

ア  

・館蔵品本格修理6件のうち、新規3件、27年度からの継続事業1件、28年度からの継続事業2件を実施した。 

内訳 絵画3件（うち重要文化財 絹本著色親鸞聖人像は2ヵ年継続事業の初年度） 

書跡1件（うち重要文化財 法華経（色紙経）は3ヵ年継続事業の最終年度で修理完了） 

工芸1件 

考古1件 

・年度内に4件が完了。 

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

ウ 新たに『文化財保存修理所修理報告』の刊行を進め、「文化財保存修理所 修理一覧」掲載のため、修理報告資料

の整理を進めデータベース化に努めた。 

エ 寄託所蔵者と協議を行い、寄託品2件について当館の推薦による財団からの助成を受けて修理を実施した。  

【補足事項】 

（奈良国立博物館） 

ア  

・収蔵品の修理を目的とした募金箱について、従来の設置場所以外に、特集

展示「新たに修理された文化財」の期間中、展示会場に新規で設置した。 

・寄託品修理は、朝日新聞文化財団の助成による京都・現光寺所蔵 絹本著

色最勝曼荼羅の1件について新規着工した。住友財団の助成による京都・

聖護院所蔵 絹本著色役行者八大童子像は28年度から2ヵ年継続で修理を

行っている。上記の京都・現光寺所蔵 絹本著色最勝曼荼羅は29年度末に

修理が完了した。京都・聖護院所蔵 絹本著色役行者八大童子像は30年度

末に修理完了の予定。 

 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 
経年

変化 

25 26 27 28 

修理件数（本格修理） 6件 － － 8 9 11 7 

修理のデータベース化件数 69件 － － 73 77 66 62 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

27年度から継続事業による法華経は当初計画通り修理が完了し、新規事業によ

る修理にも着工でき、計画的に修理が実施できている。また、本格修理及びデータ

ベース化の件数は、概ね予定通り進行した。 

【中期計画記載事項】 

修理を要する収蔵品等は、機構の保存科学研究員と機構内外の修復技術担当者の連携のもと、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。また、

修理に必要な調査研究のための基本設備の充実を図る。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

財団助成や募金等を活用し、継続的に国指定品や緊急性の高いものから順次修

理を実施することができた。また、当館保存担当研究員と文化財保存修理所の修理

技術者が連携し、Ｘ線ＣＴやＸ線透過撮影、蛍光Ｘ線分析などを実施することで、

適切な修理の基礎資料とした。中期計画は順調に進んでいる。 

募金箱の設置 
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【書式Ａ】   施設名 九州国立博物館 処理番号 1133-1D 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）有形文化財の収集・保管、次代への継承 ③有形文化財の管理・保存・修理等  

3)有形文化財の修理 3)-1計画的な修理及びデータの蓄積 

【年度計画】 

（九州国立博物館) 

ア 文化財の応急修理に積極的に取り組み、劣化の予防に努めるとともに、緊急性の高いものから本格修理を実施す

る。特に重要文化財「東大寺等関係文書」等の修理に継続して取り組む。 

担当部課 学芸部博物館科学課 事業責任者 課長（兼環境保全室長） 木川りか 

【実績・成果】 

（九州国立博物館)  

ア 

・館蔵品を中心に、損傷状況や展示計画等を勘案し、緊急性の高い文化財42件(本格19件,応急23件)の修理を実施した。 

・当館文化財保存修復施設使用者等の協力を得て、館蔵品、寄託品、九州所在の地方公共団体・社寺等所蔵品の保存

状態調査を行うことができたため、効率的な調査の実施と現実的な修理計画の策定、適切な処置へと繋げることが

できた。 

【補足事項】 

・館費による修理件数42件(本格19件,応急23件)の内訳： 

絵画9件(本格3件,応急6件)、書跡4件(本格3件,応急1件)、彫刻15件(本格

1件,応急14件)、染織7件(本格7件)、考古4件(本格2件,応急2件)、歴史資

料3件(本格3件) 

・除去が大変難しい豆糊（28年度に科学調査で確認）の使用が推定されて

いる重要文化財「東大寺等関係文書」(平安時代、当館所蔵)について、当

館文化財保存修復施設で修理が実施されたことにより、進行状況の頻繁

な確認と協議を行うことができ、2ヵ年の修理事業も無事完了した。 

・修復施設で修理中である豆糊が使用された書跡作品の「大方広仏華厳経

巻第十五」(平安時代、当館所蔵)と「重要文化財 高麗版大般若経」(朝

鮮・高麗時代、長松寺所蔵)の分析調査を行った。 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 
経年

変化 

25 26 27 28 

修理件数（本格修理） 19件 - - 17 23 22 18 

修理のデータベース化件数 - - - - - - - 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

当館文化財保存修復施設使用者等の協力を得て保存状態調査を行い、重要文化

財「東大寺等関係文書」を含む19件の本格修理を計画的に実施することができた。

また修理中の豆糊使用文化財の分析調査を行った。今後はアジア各地での類例の

調査研究が必要と考えている。 

【中期計画記載事項】 

修理を要する収蔵品等は、機構の保存科学研究員と機構内外の修復技術担当者の連携のもと、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。また、

修理に必要な調査研究のための基本設備の充実を図る。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

中期計画に沿って、機構内外の研究員や修復技術者と連携し、伝統技術に科学

技術を取り入れながら計画的に修理を実施できた。調査研究設備については、保

守を行い、正確で安定したデータを取得できるよう備えることができた。 

重要文化財「東大寺等関係文書」

の修理後 
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【書式Ａ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1133-2A1 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）有形文化財の収集・保管、次代への継承 ③有形文化財の管理・保存・修理等  

3)有形文化財の修理 3)-2科学的な技術を取り入れた修理 

【年度計画】 

 (4館共通) 

ア 紙本文化財について、繊維同定を行い、文化財の材料・技術の解明及び修理指針の検討に役立てる。 

イ 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、文化財の材料・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 冨坂賢 

【実績・成果】 

（4館共通） 

ア 修理前作品 TB-1171国宝「与虎丘紹隆印可状」からの検体（本紙、補紙）など 13件の紙質検査を行って修理方

針を決めた。 

イ 

・TC-485「天部像頭部」、J-36697国宝「埴輪 挂甲の武人」、A-9880「アイヌ風俗図」など 885件（2,257 箇所）の蛍光

Ｘ線分析による材質の調査を行い材質調査、修理方針の決定などに寄与した。A-1 国宝「普賢菩薩像」、国宝「千手

観音坐像」（葛井寺）など 14作品 107回のＸ線撮影を行い技法の調査、鉛入り下軸の確認調査などを行った。また、

J-21428,21429「埴輪 踊る人々」はＸ線画像を用いて国内輸送前に輸送方法の検討を行い安全な輸送方法を選択し

た。三次元蛍光分光分析は A-8602-18「大小暦類聚」など 3 作品 24 回の測定を行い画材の分析を行った。また、可

視光分光分析は A-10569-2864「瀬川菊之丞の正宗娘おれん」の 8 ヵ所を測定し、彩色材料の発色データ取得と調査

を行った。 

・文化庁が進める国宝・重要文化財新指定調査において書跡 2作品（14か所 30回測定）の蛍光Ｘ線分析を行い材質

の調査を行った。 

 
「埴輪 踊る人々」のX線撮影 

【補足事項】 

イ 特別展「運慶」では瀧山寺所蔵「聖観音立像」などのＸ線撮影を行い調査、

展示活動に寄与した。所蔵品以外のＸ線撮影は3作品113回の撮影を行った。ま

た、高野山金剛峰寺八大童子などでは表面彩色部（12か所、26回測定）の蛍光

Ｘ線分析を実施し材質調査をした。 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 経年

変化 

25 26 27 28 

- - - - - - - - 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ａ 

【判定根拠、課題と対応】 

館内の作品の研究調査や修理前調査だけではなく、国内外様々な文化財に対する

研究にも寄与し、成果を上げている。当館の装置ではＸ線の出力や撮影範囲で対応

できない文化財もあり、今後は装置の改良を行いより多くの作品の撮影に寄与でき

るようにする。 

【中期計画記載事項】 

修理を要する収蔵品等は、機構の保存科学研究員と機構内外の修復技術担当者の連携のもと、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。また、

修理に必要な調査研究のための基本設備の充実を図る。 
【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

現在保有している機器による撮影や調査分析、機構の保存科学研究員と共同した

調査研究、機構内外の修復技術担当者と連携した修理は目標水準を達しているもの

と考える。今後は、捉え切れていない「材質特定」を行える測定機器を計画的に導入

し、機構内外の他分野の職員と連携して解析精度を上げていくことが必要である。 
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【書式Ａ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1133-2A2 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）有形文化財の収集・保管、次代への継承 ③有形文化財の管理・保存・修理等  

3)有形文化財の修理 3)-2科学的な技術を取り入れた修理 

【年度計画】 

（東京国立博物館） 

ア Ｘ線ＣＴスキャナを運用し、研究の進展を図り、より適切な修理方法を引き続き検討する。 

担当部課 学芸研究部保存修復課 事業責任者 課長 冨坂賢 

【実績・成果】 

（東京国立博物館） 

ア 

・大型垂直Ｘ線ＣＴスキャナではC-15「十二神将辰神」など72件（列品12件、特別展関連37件、外部依頼23件、116回

撮影）。大型水平Ｘ線ＣＴスキャナではJ-8035「単鳳環頭大刀」など8件（列品3件、特別展関連3件、外部依頼2件、

8回撮影）。微小部Ｘ線ＣＴスキャナではJ-38304重要文化財「遮光器土偶」など39件（列品10件、寄託品2件、特別展

関連1件、外部依頼17件、陸前高田市博9件、97回撮影）の撮影を行い、修理前、修理中の状態調査ほか、製作技法な

どの調査研究を行った。 

・特別展関連では安全な移動梱包作業に向けて輸送業者とＣＴ画像を見ながら固定する場所の確認を行った後に輸送

梱包を行い、無事に作品を返却した。 

・東京文化財研究所無形遺産部と連携して、製作者が高齢で後継者がいない三味線部品の形状を次世代に伝えるため

の調査をＸ線ＣＴスキャナと光学3次元計測を行い、次世代へつなぐデータの収集を行った。 

【補足事項】 

ア 

・外部からの依頼は国立歴史民俗博物館、陸前高田市博物館、相模原市立博物館などの博物館に加え、国際基督教大学

や興福寺など寺社の所蔵品や研究サンプルのＸ線ＣＴ調査を行った。Ｘ線ＣＴ撮影データは共有サーバー、ハード

ディスク、LTOに保管し、活用と長期保存に備えた。 

・特別展「運慶」の展示パネル、東京文化財研究所発行のドレスデン国立美術館陶磁器資料館所蔵の日本美術共同研究

事業報告書、岩手県住田町 光勝寺 阿弥陀如来像 修理報告書、国際基督教大学所蔵の国産初ジェットエンジン調査

報告書などに調査画像の提供を行った。 

・特別展「運慶」において興福寺南円堂四天王像はＸ線ＣＴ画像を用いて返却輸送前に輸送方法の再検討を行った。 

・文化庁が進める国宝・重要文化財新指定調査において彫刻分野4作品のＸ線ＣＴを行い画像の提供と調査に協力した。 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 経年

変化 

25 26 27 28 

- - - - - - - - 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

調査件数と国内様々の他機関との連携にも多く活用できたことは大いに評価でき

ると考える。今年度は特別展関連のＸ線ＣＴ撮影調査に割く時間が多くなった分、

所蔵品の修理事業や調査研究としての活用は比率として低くなった。 

【中期計画記載事項】 

修理を要する収蔵品等は、機構の保存科学研究員と機構内外の修復技術担当者の連携のもと、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。また、

修理に必要な調査研究のための基本設備の充実を図る。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

撮影調査件数は作品の安全を第一に考えた運用から考えると順調である。しかし、

今年度は特別展関連の撮影調査に多くの時間を割かれたため、収蔵品の調査や中長

期的な修理計画に向けた撮影件数の伸びは鈍った。今後は特別展、通常業務での調

査をバランスよく行っていく必要がある。 

－　　－47



 

 

【書式Ａ】   施設名 京都国立博物館 処理番号 1133-2B 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）有形文化財の収集・保管、次代への継承 ③有形文化財の管理・保存・修理等  

3)有形文化財の修理 3)-2科学的な技術を取り入れた修理 

【年度計画】 

（４館共通） 

ア 紙本文化財について、繊維同定を行い、文化財の材料・技術の解明及び修理指針の検討に役立てる。 

イ 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、文化財の材料・技術の解明及

び修理指針の検討に役立てる。 

（京都国立博物館） 

ア 電子顕微鏡、蛍光Ｘ線分析装置、Ｘ線ＣＴスキャナー等を用いて作品の調査研究や修理に活用する。 

担当部課 学芸部 事業責任者 列品管理室長 宮川禎一 

保存科学室長 降幡順子 

【実績・成果】 

（４館共通） 

ア 29年度修理開始の館蔵品の紙本文化財について、材料の分析を行った。具体的には、「湖西図 池大雅筆」の材質

を分析した結果、竹紙であることが判明し、材質が判明したことで修理方針の決定に役立てることが出来た。 

イ 寄託品の修理に際し、Ｘ線調査を行い、文化財の材質が判明したことで修理指針に役立てることが出来た。 

（京都国立博物館） 

ア 

・研究職員の研究活動の一環として、展示前状態調査や文化財修理所各工房からの修理前・後調査依頼を受け入れ、

透過Ｘ線撮影、Ｘ線ＣＴ撮影、顕微鏡観察、蛍光Ｘ線分析等の共同調査を実施した。 

・開館 120周年記念特別展覧会「国宝」において借用・展示をした四天王寺所蔵「懸守（木製絹貼）」4点についてＸ

線ＣＴ撮影を実施した結果、華麗な錦に覆われた懸守内部の構造を明らかにすることができた。特に金具文様が桜

折枝である懸守は、桜花形に削った木材部分の木取りや接合箇所、納入品に関する多くの知見を得ることができた。

また納入品についてはＣＴデータを用いて 3Dプリンタで造形するなど情報公開にも役立てることができた。 

・共同調査、保存修理に係る調査等による蛍光Ｘ線分析では、金属組成、顔料調査、胎土分析調査が主としたもので

あった。特に外部からの依頼で実施した滋賀県美術工芸品調査や京都御所床材塗装調査ではモバイル型分析装置（蛍

光Ｘ線装置・フーリエ変換分光分析装置等）による非破壊分析を実施することができ、文化財の科学調査に貢献す

ることができた。 

【補足事項】 

（京都国立博物館） 

ア 

・文化財保存修理及び展示に関わる調査：Ｘ線ＣＴ撮影5件（15点）、蛍光Ｘ線分析調査10

件（30点）、高倍率顕微鏡観察2件（2点）、透過X線撮影7件（7点）、可視赤外分光分析2件

（28点） 

・共同調査に係る調査等：Ｘ線ＣＴ撮影2件（6点）、蛍光Ｘ線分析（携帯型装置含む）10

件（207点）、フーリエ変換赤外分光分析（ATR)1件（13点） 

・国宝「懸守」（四天王寺蔵）の新発見については、記者発表を行い、新聞やニュースにも

取り上げられた。 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 経年

変化 

25 26 27 28 

- - - - - - - - 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

29年度は従来から実施している展示前状態調査や文化財修理所各工房からの修

理前・後調査依頼を受け入れ、透過X線撮影、Ｘ線ＣＴ撮像、顕微鏡観察、蛍光Ｘ

線分析等の共同調査をおこなった。修理前調査では、文化財の構造調査、材料調査

を実施し多くの情報を修復技術担当者と共有することができた。30年度は、非破壊

分析法ではあるが、装置の特性を生かし、より詳細な情報を得ることができるよう

各装置の最適な測定法の確立を目指したい。 

【中期計画記載事項】 

修理を要する収蔵品等は、機構の保存科学研究員と機構内外の修復技術担当者の連携のもと、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。また、

修理に必要な調査研究のための基本設備の充実を図る。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

中期計画における、「有形文化財の修理」、「科学的な技術を取り入れた修理」に

関連する調査研究として順調に実施することができた。29年度は、修理に際しての

調査では修復技術担当者等と連携を図り調査分析を実施することができた。調査

研究については展示活用に生かす機会が少なかったことから、30年度調査では、よ

り迅速な情報公開として展示活用も実施していきたいと考えている。 

共同調査の様子 
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【書式Ａ】   施設名 奈良国立博物館 処理番号 1133-2C 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）有形文化財の収集・保管、次代への継承 ③有形文化財の管理・保存・修理等  

3)有形文化財の修理 3)-2科学的な技術を取り入れた修理 

【年度計画】 

（４館共通） 

ア 紙本文化財について、繊維同定を行い、文化財の材料・技術の解明及び修理指針の検討に役立てる。 

イ 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、文化財の材料・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） 

ア 木造文化財について、木材樹種同定の調査を行い、文化財の材料の解明及び修理指針の検討に役立てる。 

イ 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 事業責任者 保存修理指導室長 鳥越俊行 

【実績・成果】 

（４館共通） 

ア 当館文化財保存修理所内で紙文化財の修理を行っている文化財保存と共同で修理文化財の調査を行い、修理方針

の検討資料とした。 

イ 館蔵品や寄託品の修理の際に、当館が保有する光学機器を用い、当館研究員と工房職員が共同で赤外線撮影や蛍

光Ｘ線分析、Ｘ線ＣＴ等を実施した。 

・絵画作品の修理の際に、詳細な観察を行うため赤外線撮影を実施した。(実施計10回) 

・修理方針に反映させるため、書跡や工芸作品の蛍光Ｘ線分析を実施した。 (実施計2回) 

・工芸や彫刻作品の修理について、内部構造を調査するためＸ線ＣＴを実施した。(実施計3回) 

（奈良国立博物館） 

ア 文化財保存修理所で修理を行った木造彫刻作品について、28年度に引き続き京都大学生存圏研究所と連携し樹種

同定調査を行った。同定結果は修理に活用している。(実施計3件) 

イ 古墳出土の鉄器を中心とする館蔵考古資料の修理に際し、Ｘ線撮影等による構造調査などを行い、製作技術の解

明や修理方針の検討資料とした。(実施計2回) 

【補足事項】 

（４館共通） 

イ 当館の館蔵品や寄託品の修理に際して、文化財保存修理所の各工房と当館研

究員が共同で文化財調査を実施し、データの収集・共有化に努めた。これらの

調査を円滑に実行するため、当館に設置されている光学機器(高精細デジタル

カメラ、近赤外線カメラ、蛍光Ｘ線分析装置、Ｘ線透過撮影装置、Ｘ線ＣＴ装

置など)を積極的に利用し活用を図った。 

 

 

 

  

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 経年

変化 

25 26 27 28 

- - - - - - - - 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

彫刻作品の修理中にＸ線透過撮影やＸ線ＣＴを実施し、適切な修理に役立てる

とともに、修理の基礎資料とした。このほか28年度に引き続き京都大学と連携して

樹種同定調査を行うなど、15を超える回数を随時実施し、修理所との連携を進めて

いる。今後も必要に応じ調査を実施することで、よりよい修理のためのデータ取得

と活用を図る。 

【中期計画記載事項】 

修理を要する収蔵品等は、機構の保存科学研究員と機構内外の修復技術担当者の連携のもと、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。また、

修理に必要な調査研究のための基本設備の充実を図る。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

継続的に京都大学生存圏研究所とも連携しながら、保存科学担当者と修理技術

者が、修理前や修理中の文化財に対して繊維同定や樹種同定などの科学分析を行

うことで、適切な修理のための基礎資料とするとともに、その成果をふまえ計画的

な修理を実施した。29年度に新たに導入したＸ線ＣＴ装置を構造調査や修理に活

用することにより、文化財の修理指針の検討に役立てた。 
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【書式Ａ】   施設名 九州国立博物館 処理番号 1133-2D 

 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）有形文化財の収集・保管、次代への継承 ③有形文化財の管理・保存・修理等  

3)有形文化財の修理 3)-2科学的な技術を取り入れた修理 

【年度計画】 

（４館共通） 

ア 紙本文化財について、繊維同定を行い、文化財の材料・技術の解明及び修理指針の検討に役立てる。 

イ 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、文化財の材料・技術の解明及

び修理指針の検討に役立てる。 

（九州国立博物館) 

ア 修理作品の状態を、実体顕微鏡観察を基本として各種光学的調査も駆使して正確に判定し、修理指針の策定に資

する。 

担当部課 学芸部博物館科学課 事業責任者 課長（兼環境保全室長） 木川りか 

【実績・成果】 

（４館共通） 

ア 28年度に引き続き、重要文化財「対馬宗家関係資料」(当館所蔵)等の紙本文化財の繊維同定を行い、文化財ごと

に適切な補修紙を作成した。 

イ 「大方広仏華厳経巻第十五」(当館所蔵)と重要文化財「高麗版大般若経」(長松寺所蔵)の紙継に用いられた黄褐

色の糊の実体顕微鏡観察を行い、豆糊が使用されている可能性を指摘した。 

（九州国立博物館)  

ア 

・「安南国副都堂福義侯阮粛書」(当館所蔵)の紙に漉き込まれた白色粒子について、各種顕微鏡観察、蛍光Ｘ線分析、

ラマン分光分析を行い、貝殻胡粉（鉱物としては方解石）が使用されていることが判明した。 

・国宝「婚礼調度類〈徳川光友夫人千代姫所用〉のうち書棚」（徳川美術館所蔵）のＸ線ＣＴ及びＸ線透過撮影による

構造調査を行い、柱に特異な構造があることが判明した。 

【補足事項】 

・修復施設1・2・4では、国宝修理装潢師連盟が館費修理品7件のほか、重要文化

財「細川家舟屋形天井画」（永青文庫所蔵）など、合計10件の修理を実施した。 

・修復施設3では、修理工房宰匠が館費修理品14件のほか、国宝「琉球国王尚家

関係資料」文書記録類（那覇市所蔵）など、合計35件の修理を実施した。 

・修復施設4では、美術院が館費修理品15件(現地修理も含む)のほか、福岡県指

定文化財「如意輪観音坐像」（福岡・大興善寺所蔵）など、合計23件の修理を

実施した。 

・修復施設5では、芸匠が館費修理品3件のほか、重要文化財「吉野ヶ里遺跡出土 

ガラス玉」（文化庁所蔵）など 合計5件の修理を実施した。 

・修復施設6では、大西漆芸修復スタジオが国宝「婚礼調度類〈徳川光友夫人千

代姫所用〉のうち書棚」（徳川美術館所蔵）など、合計2件の修理を実施した。 

・当館所蔵の「山水図」を奈良国立博物館文化財保存修理所で株式会社文化財保存が修理した。また、当館所蔵の「前

田家伝来名物裂帖」を京都国立博物館文化財保存修理所で株式会社岡墨光堂が修理した。 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 経年

変化 

25 26 27 28 

- - - -         

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

当館修復施設を九州等所在文化財61件の修理に活用した他、伝統的な紙や接着

剤の分析調査を行い、修理方針を検討するなど、伝統的な修理技術に科学的な保存

技術を取り入れた修理を実施することができた。 

【中期計画記載事項】 

修理を要する収蔵品等は、機構の保存科学研究員と機構内外の修復技術担当者の連携のもと、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。また、

修理に必要な調査研究のための基本設備の充実を図る。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

修復施設を使用する5社と当館研究員が連携して当館所蔵品の状態調査を行い、

適切な修理計画を策定した。当館以外の九州所在文化財については、所蔵者や所蔵

者の属する教育委員会等とも連携しながら修理計画を策定した。 

修理中には紙繊維の同定や混和物、接着剤の分析等科学調査も随時行い、伝統

技術に科学技術を取り入れながら計画的に修理を実施できた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「賦何路連歌」（当館所蔵）の 

修理監督の様子 
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【書式Ａ】   施設名 京都国立博物館 処理番号 1134B 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）有形文化財の収集・保管、次代への継承 ③有形文化財の管理・保存・修理等  

4)文化財修理施設等の運営 

【年度計画】 

（京都国立博物館・奈良国立博物館・九州国立博物館） 

ア 文化財保存修理所等の整備・充実に向けた検討を行う。 

（京都国立博物館） 

ア 文化財保存修理所の設備等の改修について引き続き国と協力して検討を行う。 

イ 文化財保存修理所及び仮工房等の施設を計画的に運用し、文化財の積極的な保存修理を図る。 

担当部課 総務課 

学芸部 

事業責任者 課長 數馬厚人 

保存修理指導室長 大原嘉豊 

【実績・成果】 

（京都国立博物館・奈良国立博物館・九州国立博物館） 

ア 文化財保存修理所の整備・充実のため、定期的に工房との修理者協議会を開催した。 

（京都国立博物館） 

ア 文化財保存修理所運営委員会を開催し、燻蒸庫の改修計画及び仮工房の運用について審議した。 

イ 28年度に実施した文化財保存修理所燻蒸庫の老朽破損した缶体撤去に続いて、新設工事の設計及び施工が完了し

た。 

【補足事項】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       新設された燻蒸庫筐体               新設された燻蒸設備機器  

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 経年

変化 

25 26 27 28 

- - - - - - - - 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

文化財保存修理所運営委員会及び修理者協議会を予定通り開催した。 

文化財保存修理所において、文化財の適切な保存修理環境を維持するための燻

蒸設備の設計と更新工事が完了した。 

【中期計画記載事項】 

文化財保存修理所等については、文化財防災も視野に入れながら、国と協力して整備充実を図る。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

国や工房と協力しながら、文化財保存修理所の整備を進めており、28年度から引

き続き実施していた燻蒸設備更新工事が完了した。 

今後も中期計画の達成に向けて引き続き、整備・充実を進めていく。 
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【書式Ａ】   施設名 奈良国立博物館 処理番号 1134C 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）有形文化財の収集・保管、次代への継承 ③有形文化財の管理・保存・修理等  

4)文化財修理施設等の運営 

【年度計画】 

（京都国立博物館・奈良国立博物館・九州国立博物館） 

ア 文化財保存修理所等の整備・充実に向けた検討を行う。 

（奈良国立博物館） 

ア 文化財保存修理所を円滑に運用して、文化財の積極的な保存修理を図る。 

担当部課 学芸部 事業責任者 保存修理指導室長 鳥越俊行 

【実績・成果】 

（京都国立博物館・奈良国立博物館・九州国立博物館） 

ア 文化財保存修理所のブラインドが故障し局所的に結露等が生じていたため、点検と部品交換を実施した。 

（奈良国立博物館） 

ア 

・文化財保存修理所運営委員会を5月18日に開催し、修理所の円滑な運用に努めた。修理に従事する公益財団法人美術

院、株式会社文化財保存、北村工房の3工房代表者と当館学芸部で文化財保存修理所協議会を開催（1回目は8月31日

に、2回目は30年2月27日に開催）。各工房における修理事業の実施状況、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の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 3回実施した。 

 

【補足事項】 

・12月26日から30年1月14日まで、当館西新館北第1室において特集

陳列「新たに修理された文化財」を開催し、28年度に文化財保存

修理所各工房などで修理が完了した当館収蔵品・寄託品を修理解

説パネルとともに展示(7件)することで、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。 

・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

トを、修理所公開や国内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。 

・30年1月25日に文化財保存修理所一般公開を開催し、修理の取り組

みや修理所各工房の活動を広く知ってもらう機会とした。 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 経年

変化 

25 26 27 28 

- - - - - - - - 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

29年度も継続的に文化財保存修理所運営委員会及び修理所内3工房代表者との

文化財保存修理所協議会を開催し、修理の実施状況を確認するとともに施設の保

存環境改善について協議した。関係者間で連携し情報の共有に努め、文化財保存修

理所を円滑に運営することができた。30年度も継続して円滑運用に努める。また、

修理文化財に関する特別陳列や、文化財保存修理所の一般公開を実施し、同所での

取り組みについて理解促進を図ることができた。 

【中期計画記載事項】 

文化財保存修理所等については、文化財防災も視野に入れながら、国と協力して整備充実を図る。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

文化財保存修理所を円滑に運用するとともに、Ｘ線ＣＴによる修理への応用や

文化財被災時に修理技術者と連携できるように意見交換を行った。その成果を踏

まえた文化財に対する積極的な保存修理を実施することができ、中期計画は順調

に進んでいる。 

修理展の様子 
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【書式Ａ】   施設名 九州国立博物館 処理番号 1134D 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）有形文化財の収集・保管、次代への継承 ③有形文化財の管理・保存・修理等  

4)文化財修理施設等の運営 

【年度計画】 

（京都国立博物館・奈良国立博物館・九州国立博物館） 

ア 文化財保存修理所等の整備・充実に向けた検討を行う。 

（九州国立博物館） 

ア 文化財保存修復施設及び調査分析室を運営し、文化財の保存修理に積極的に活用する。 

担当部課 学芸部博物館科学課 事業責任者 課長（兼環境保全室長） 木川りか 

【実績・成果】 

（京都国立博物館・奈良国立博物館・九州国立博物館） 

ア  

・文化財保存修復施設1の紙干棚について、修復技術者の使いやすさやバックヤードツアー見学者の視界を妨げること

がないよう、天井を利用した可動式のものを計画し、設計した。工事は30年度早期に実施したい。 

 

（九州国立博物館） 

ア 

・保存修復施設にて当館経費による修理42件及び所有者負担による修理36件、合計78件の修理事業を実施することが

できた。 

・保存修復諸室を活用し当館所蔵品及び寄託・借用品等39件の構造調査を行い、その結果を保存管理に役立てた。 

 

【補足事項】 

文化財保存修復施設1の紙干棚については、近年、大量の書跡や歴史資料の修

理案件が増加しており、それに伴い使用する補修紙や修理に用いる吸取紙の乾燥

場所の確保が大きな課題となっていた。29年度、設置場所を検討したところ、文

化財保存修復施設1の天井から紙干棚を吊り下げる方式であれば、作業時は人の

背の高さまで降ろし、乾燥中は天井の高さまで上げることにより、修復技術者と

見学者の双方にとって利便性が高まると判断した。予算や工期を勘案し、30年度

以降に施工を実施する予定である。 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 経年

変化 

25 26 27 28 

- - - - - - - - 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

修復技術者と見学者の利便性を考えた施設内の機器配置を検討することができ

た。 

修理事業や分析調査事業については、当館所蔵品だけでなく、九州所在の教育委

員会・社寺等所蔵品に対しても実施しており、九州の文化財修理・調査の拠点とし

て活動することができた。 

【中期計画記載事項】 

文化財保存修理所等については、文化財防災も視野に入れながら、 国と協力して整備充実を図る。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

中期計画に対し順調に成果をあげることができた。日常的に温湿度や文化財害

虫等の管理を行い、安全な施設、環境で修理や調査を実施することができた。 

文化財保存修復施設 2での修理風景 
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【書式Ａ】   施設名 東京国立博物館 処理番号 1210A 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）展覧事業 ①平常展 

【年度計画】 

①平常展 

（4館共通） 

1)平常展来館者数・展示替件数について、各施設の工事等による影響を勘案し、前中期目標の期間の実績の年度平均

以上を目指す。 

（東京国立博物館） 

1)「日本美術の流れ」を中心とする本館の日本美術、平成館の日本考古、東洋館の東洋美術、黒田記念館の近代洋画な

ど、各種展示の更なる充実を図る。 

2)特集 

 テーマ性を持った展示を各種実施し、調査研究成果を公開するとともに、平常展の更なる充実を図る。 

・上野動物園・国立科学博物館との連携企画「親と子のギャラリー トーハクでバードウォッチング ―キジやクジャ

ク、鳳凰が勢ぞろい―」（4月25日～6月4日） 

・「平成28年度新収品展」（6月27日～7月17日） 

・「親と子のギャラリー びょうぶとあそぶ」（7月4日～9月3日） 

・「チベットの仏教と密教の世界」（9月5日～10月15日） 

・「キリシタンの美術」（12月5日～12月25日） 

・正月恒例の「博物館に初もうで」（30年1月2日～1月28日） 

・「東京国立博物館コレクションの保存と修理」（30年3月13日～4月8日）等 

3)文化庁関係企画 

 「平成29年 新指定 国宝・重要文化財」（4月18日～5月7日）にて、29年新たに国宝・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 課長 救仁郷秀明 

【実績・成果】 

（4館共通） 

1)平常展来館者数は1,030,180人、展示替件数は6,616件と、目標値を上回った。 

（東京国立博物館） 

1)定期的な展示替を実施し、6,616件の展示替を行った。展示総件数は10,223件であった。 

2)28件の特集を実施した。 

3)「平成29年 新指定 国宝・重要文化財」を実施し、新指定の重要文化財となった彫刻の一部を、本館11室において

も展示した。 

【補足事項】 

 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 経

年

変

化 

25 26 27 28 

平常展の来館者数 1,030,180人 512,186人 Ｓ 484,429 587,528 747,944 761,709 

平常展の展示替件数 6,616件 6,009件 Ｂ 5,708 5,506 6,930 8,538 

平常展の展示総件数 10,223件 - - 8,824 8,161 8,911 10,918 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ａ 

【判定根拠、課題と対応】 

目標値 512,186 人に対し 1,030,180 人と、予想より数年早く 100 万人超を達成

したことは、日本全体の海外からの渡航者増加を考慮しても評価できる。 

各種企画・特集展示が連続して開催されていることが、リピーター及び新規来館

者の獲得につながっている。 

平常展の来館者人数は、特別展の来館者数増加に影響され、想定することが難し

いが、29 年度については「茶の湯」、特別展「運慶」、特別展「仁和寺と御室派の

みほとけ」等の来館者数が伸びたことによる相乗効果がみられる。 

【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等の歴史・伝統文化の理解の促進に寄与する展示を行い、展示に関す

る説明の充実、多言語化に取り組み、国内外からの来館者の増加を図る。 

なお、平常展の来館者数、展示替件数及び来館者アンケートの満足度については、各施設の工事等による影響を勘

案し、前中期目標の期間の実績以上を目指す。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ａ 

【判定根拠、課題と対応】 

最新の研究成果を基づいた、展示に関わる情報提供の充実・拡大を図っている。 
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【書式Ａ】   施設名 京都国立博物館 処理番号 1210B 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）展覧事業 ①平常展 

【年度計画】 
（４館共通） 

1)平常展来館者数・展示替件数について、各施設の工事等による影響を勘案し、前中期目標の期間の実績の年度平均以上を目指す。 
（京都国立博物館） 
1)明治古都館改修に伴い、平常展示館として計画された平成知新館において特別展覧会も開催するための平常展展示計画を策定し、

平常展を行う。 
2)平成知新館において、部門を超えた特別企画、特集展示を行う。 
特別企画 

・貝塚廣海家コレクション受贈記念「豪商の蔵―美しい暮らしの遺産―」（30年 2月 3日～3月 18日） 
特集展示 

・「名刀聚英―永藤一の愛刀―」(6月 13日～7月 17日) 

・「古書画へのまなざし―伴實コレクション―」（6月 13日～7月 23日） 
・大政奉還 150年記念「鳥羽伏見の戦い」(7月 25日～9月 3日) 
・京都水族館連携企画「京博すいぞくかん―どんなおさかないるのかな？」(7月 25日～9月 3日) 

・「いぬづくし―干支を愛でる―」(12月 19日～30年 1月 21日) 
・「御所文化を受け継ぐ―近世・近代の有職研究―」(12月 19日～30年 1月 28日) 
・「雛まつりと人形」(30年2月20日～3月18日) 

担当部課 学芸部 事業責任者 企画室長 伊藤信二 

【実績・成果】 
(４館共通) 

1)平常展来館者数については136,862人と目標値を上回った。展示替件数は973件であり目標値を上回った。 

(京都国立博物館) 

1)特別展覧会前後の準備・撤収のため名品ギャラリー閉室期間を設けるための展示計画を策定した。 

2)年度計画に基づき、1件の特別企画、7件の特集展示を実施した。 

【補足事項】 
(京都国立博物館) 

2) 

・「鳥羽伏見の戦い」においては12件の作品借用を行い、館蔵品・寄託品以外の京都市下

に所在する文化財を来館者に紹介することができた。 

・「京博すいぞくかん－どんなおさかないるのかな？」においては、子供向けに平易なキ

ャプションを設け、京都水族館長によるギャラリートークを実施するなど、新たな取り

組みを行った。 

・「御所文化を受け継ぐ―近世・近代の有職研究―」については、館蔵品の宮廷装束及び

調度の悉皆調査を行い、その成果として特集展示を行った。 

・「豪商の蔵―美しい暮らしの遺産―」については、大阪府貝塚市で江戸時代から続いてい

る商家から26年度より29年度までで約1,000件の文化財寄贈を受入れたことに伴い行った。 

・4月11日～5月21日、6月13日～9月3日に展示した重要文化財「千手観音立像 湛慶作 京都・妙法院」（当館寄託）は30年3月9日に国

宝「木造千手観音立像（蓮華王院本堂安置） 一千一躯」の一部として指定することを答申された。 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 経

年

変

化 

25 26 27 28 

平常展の来館者数 136,862人 136,309人 Ｂ - 265,719 205,526 186,162 

平常展の展示替件数 973件 919件 Ｂ - 693 1,145 943 

平常展の展示総件数 978件 - - - 980 1,438 1,068 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 
平常展来館者数及び展示替件数は目標値を上回った。28年度と比べて平常展の来館者数が

少なかったのは、国宝展準備のため平常展の開館日を28年度より減らしたことや、充分な広

報活動ができず、平常展への誘客が弱かったことが要因として考えられる。しかしながら、

大政奉還関連や近隣の京都水族館と連携した特集展示を行うなど、京都の立地を充分に生か

すことができた。また、研究成果を展示につなげるなど、年度計画を充分に達成することが

できた。 

【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等の歴史・伝統文化の理解の促進に寄与する展示を行い、展示に関す
る説明の充実、多言語化に取り組み、国内外からの来館者の増加を図る。 
なお、平常展の来館者数、展示替件数及び来館者アンケートの満足度については、各施設の工事等による影響を勘

案し、前中期目標の期間の実績以上を目指す。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 
29 年度は平常展来館者数が目標値を達成するとともに、「鳥羽伏見の戦い」や「御所文化

を受け継ぐ」など、研究成果を元に日本及び京都の文化の理解促進に寄与する展示を充分に

行うことや、展示に関する説明の多言語化に取り組むなど、中期計画 2年目として順調に進

捗している。 

中期計画3年目も引続き平常展来館者数を達成することや、平常展の活性化に取り組んで

いきたい。 

「御所文化を受け継ぐ」展示風景 
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【書式Ａ】   施設名 奈良国立博物館 処理番号 1210C 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）展覧事業 ①平常展 

【年度計画】 
（４館共通） 

1)平常展来館者数・展示替件数について、各施設の工事等による影響を勘案し、前中期目標の期間の実績の年度平均以上を目指す。 
（奈良国立博物館） 
1)下記のとおり各展示施設において、最新の研究成果を取り入れた名品展（平常展）を実施する。また、収蔵品の中からテーマを選

んで特集展示を適宜実施する。 
・西新館 絵画・書跡・工芸・考古  ・なら仏像館 彫刻  ・青銅器館 中国古代青銅器 
2)分野の枠を超えた特別陳列を実施する。 

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 
・「お水取り」（30年2月6日～3月14日）など 

担当部課 学芸部 事業責任者 部長 内藤 栄 

【実績・成果】 

（４館共通） 

1) 
・来館者数については、目標値を達成した。 
・展示替件数については、目標値（前中期計画期間の平均値）の 64％にとどまった。 
（奈良国立博物館） 
1)下記の通り名品展を実施し、また特集展示を 2件開催した。 

・西新館 名品展「珠玉の仏教美術」  開催期間：12月9日（土）～30年3月14日（水） 

・なら仏像館 名品展「珠玉の仏たち」 開催期間：4月1日（土）～30年1月8日（日）、1月13日（土）～3月31日（土） 

・青銅器館 名品展「中国古代青銅器」 開催期間：4月1日（土）～7月30日（日）、8月10日（木）～30年3月31日（土） 

・特集展示「新たに修理された文化財」 開催期間：12月26日（火）～30年1月14日（日） 会場：西新館  

・特集展示「名もなき知識、発願者たち（写経編）」 開催期間：30年2月6日（火）～ 3月14日（水） 会場：西新館 

2)下記の通り特別陳列を開催した。 

・特別陳列「おん祭と春日信仰の美術 ―特集 社家史料と若宮―」 会場：東新館 

 開催期間：12月9日（土）～30年1月14日（日） 
・修理完成記念特別陳列「薬師寺の名画―板絵神像と長沢芦雪筆旧福寿院障壁画―」 会場：西新館 
   開催期間：30年 2月 6日（火）～3月 14日（日） 
・特別陳列「お水取り」 会場：東新館 開催期間：同上 

【補足事項】 

・名品展の展示替件数については、前中期計画期間の平均値には達し

ていないが、これは特別展の開催場所・時期の関係で、名品展「珠玉

の仏教美術」の開催日数が少ないためであり、限られた展示期間・面

積の中では最大限の数値を上げている。 

 

 

 

30年1月の大規模な展示替え後のなら仏像館第8室 

 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 経

年

変

化 

25 26 27 28 

平常展の来館者数 135,776 人 118,173人 Ｂ 122,075 92,147 95,208 145,676 

平常展の展示替件数 210 件 314件 Ｄ 130 208 286 427 

平常展の展示総件数  548 件 - - 632 675 620 664 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

来館者数は前中期計画期間の平均値を上回り、目標を達成した。展示替件数は前

中期計画期間の平均値の64％にとどまっているが、およそ同件数の26年度と比較

しても来館者数は多く、魅力ある展示を行うことができていると評価する。今後

も、展示内容を充実させ、来館者の増加と満足度向上に努める。 

【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等の歴史・伝統文化の理解の促進に寄与する展示を行い、展示に関する説明の充実、多言語化に取り

組み、国内外からの来館者の増加を図る。 
なお、平常展の来館者数、展示替件数及び来館者アンケートの満足度については、各施設の工事等による影響を勘案し、前中期目

標の期間の実績以上を目指す。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

今年度も、特別展や特別陳列との展示会場の棲み分けをしながら、着実に名品展

を開催することができた。また、展示解説を充実させる一環として、なら仏像館で

の名品展「珠玉の仏たち」における日本語版の音声ガイドを新たに導入した。今後

も利用者の意見を収集し、ガイド内容の改善に努める。 
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【書式Ａ】   施設名 九州国立博物館 処理番号 1210D 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）展覧事業 ①平常展 
【年度計画】 

（４館共通） 

1)平常展来館者数・展示替件数について、各施設の工事等による影響を勘案し、前中期目標の期間の実績の年度平均以上を目指す。 
（九州国立博物館） 
1)特別展示によって、独創的なテーマ及び地域に密着したテーマで研究成果を公開する。 

・｢水の中からよみがえる歴史―水中考古学最前線｣（7月 15日～9月 10日） 
・｢対馬―遺宝にみる交流の足跡｣（8月 8日～9月 18日） 
・｢神と仏と鬼の郷―国東宇佐六郷満山―｣（9月 13日～11月 5日） 

・｢白隠さんと仙厓さん｣（30年 1月 1日～2月 12日） 
・徳川美術館所蔵「国宝 初音の調度｣（30年 1月 1日～1月 28日） 
・｢災害に学ぶ・備える～熊本地震と文化財レスキュー～｣（30年3月13日～5月6日） 

担当部課 学芸部企画課 事業責任者 課長（兼学芸部長） 小泉惠英 
【実績・成果】 

（４館共通） 

1)前中期目標の期間の実績の年度平均以上を目指して、平常展は展示替を1,594件行い、来館者は350,848人であった。 

（九州国立博物館）1) 
・特別展示｢水の中からよみがえる歴史―水中考古学最前線｣ 

近年さまざまな発見が相次ぎ、注目を集める水中考古学について、日本各地の水中遺跡からの出土品や最新の調査・探査に使用
される水中ロボット等の探査機材などを展示した。水中ロボットを中心に据え、海を意識させる展示室は来館者の目を引き、夏休
み期間中ということもあって多くの小中学生が水中考古学に親しんだ。 

・特別展示｢対馬―遺宝にみる交流の足跡｣ 
朝鮮半島と日本の間に位置し、古来、両地域の交流の要でありつづけた長崎県の対馬。この地で育まれてきた歴史と文化につい

て、対馬島内外に所在するゆかりの文化財を通じて紹介した。 

・特別展示｢大分県国東宇佐六郷満山展～神と仏と鬼の郷～｣（｢神と仏と鬼の郷―国東宇佐六郷満山―｣から名称を変更。） 
  30年に開山 1300年を迎える大分県国東半島は、宇佐神宮を中心に発展した八幡信仰と山岳信仰が融合し、独自の仏教文化が花
開いた。この地にのこる彫刻の優品を中心に、歴史を物語る考古遺物などを展示し、好評を博した。西日本新聞社と広報の連携を

図ったことで、遠方からの来館者も多く、図録も完売するなど大きな反響を呼んだ。 
・特別展示｢白隠さんと仙厓さん｣ 
  白隠禅師の 250年遠忌を記念して開催した本展は、白隠とともに親しみやすい禅画で知られる福岡ゆかりの仙厓を取り上げ、江

戸時代を代表する 2人の禅僧の作品を紹介した。お正月らしい広報印刷物と西日本新聞社との連携による強力な広報体制により、
通常よりも多くの来館者を得た。 

・新春特別公開 徳川美術館所蔵「国宝 初音の調度｣ 

  徳川三代将軍家光の長女の婚礼調度である「初音の調度」から、国宝 3点（「初音蒔絵旅眉作箱」「初音蒔絵耳盥・輪台」「初音蒔
絵渡金箱」）を展示した。また、これらの作品に取り入れられている手法の葦手についてパネルで解説した。その他、同美術館が所
蔵する鏡台、櫛台などの名品や、盛岡藩南部家ゆかりの婚礼調度も合わせて紹介した。 

・特集展示｢災害に学ぶ・備える～熊本地震と文化財レスキュー～｣ 
28年4月に起こった熊本地震から2年目を迎えるにあたり、熊本における地震の歴史を振り返るとともに、熊本地震における文化

財等の被害の実態や被災文化財のレスキューの取り組みを紹介した。 

【補足事項】 

従来の呼称「トピック展示」を「特別展示」と改め、その認知に努めた。 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 経

年

変

化 

25 26 27 28 

平常展の来館者数 350,848人 387,744人 Ｃ 349,848 357,362 412,621 393,590 

平常展の展示替件数 1,594件 1,253件 Ａ 1,157 1,027 1,513 1,654 

平常展の展示総件数 1,894件 - - 2,750 1,904 2,628 2,208 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 
7月の九州北部豪雨の影響もあって来館者数は前半期やや落ち込んだ。九州（大

分・福岡）を主たるテーマとした当館らしい多彩な特別展示5本を開催した。新聞
社の共催を得た特別展示2本は、新聞やテレビなどの手厚い広報により特に話題を
呼び、多くの来館者があったが、来館者目標数には届かなかった。30年度は広報の
強化に努め、来館者の増加を図りたい。 

【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等の歴史・伝統文化の理解の促進に寄与する展示を行い、展示に関する説明の充実、多言語化に取り
組み、国内外からの来館者の増加を図る。 

なお、平常展の来館者数、展示替件数及び来館者アンケートの満足度については、各施設の工事等による影響を勘案し、前中期目
標の期間の実績以上を目指す。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 
中期計画の達成に向けて、順調に推移している。多言語化の充実により、外国人

の来館者の更なる増加を目指している。今まで以上に関係各部署との一層緊密な
連携を図りながら、円滑な展示室運営を図っていきたい。 

特別展示｢水の中からよみがえる歴史 
―水中考古学最前線｣展示の様子 
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【書式Ａ】 施設名 ４館 処理番号 1212ABCD 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）展覧事業 ①平常展 

【年度計画】 
（４館共通） 
2)作品キャプション、展示に関する説明パネルの多言語化に取り組む。 

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 

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 救仁郷秀明 

企画室長 伊藤信二 

情報サービス室長 岩井共二 

課長（兼学芸部長） 小泉惠英 

【実績・成果】  

（東京国立博物館） 

・展示説明において作品キャプション全てに英語・中国語・韓国語を付した。 
・展示テーマ数137件(100％)について引き続き外国語パネルの設置を実施している。英語・中国語・韓国語での解説整
備がすでに進捗しているところであるが、29年度も一部パネルの中国語、韓国語の解説を新たに付した。 

（京都国立博物館） 
・平常展の展示作品の作品解説について、一部英訳を併記した。なお、作品名称については全て英訳を併記した。ま
た、展示テーマ紹介パネル51件全てに英訳を併記した。 

・中国語(簡体字)、韓国語については、英訳されている情報を出品一覧として配布した。なお、30年1月より中国語(繁
体字)の出品一覧を追加した。 

（奈良国立博物館） 
・名品展「珠玉の仏たち」では、テーマ解説、題箋のタイトル／所蔵／材質技法／制作年に、英語・中国語・韓国語を
付け、大型作品には、英文解説を付けた。 

・名品展「中国古代青銅器」では、挨拶文・テーマ解説に、英語・中国語・韓国語の併記を実施した。 
・名品展「珠玉の仏教美術」では、全ての作品キャプションを英語化した。パネル類は、全て英語を併記した。 
・なら仏像館においては挨拶文の英語・中国語・韓国語・仏語の併記を実施した。 
（九州国立博物館） 
・平常展では、全作品のキャプションを日英中韓の4ヵ国語表記とし、主要な作品については解説についても4ヵ国語
とした。音声ガイドの内容及び機器の刷新を行い、30年度から新しい音声ガイドシステムを導入する。 

・韓国語及び中国語の翻訳を専門とするアソシエイトフェロー2名の採用により、迅速かつきめ細やかな多言語化を実
現することができた。 

【補足事項】 
（奈良国立博物館） 

・中国語・韓国語のキャプション等に対応するためネイティブのアソシエイトフェロー（各1名）を新規配置した。 
・青銅器館において、作品名・基本データ・解説テキストの多言語化を実施した。 
（九州国立博物館） 

・外国人からのニーズも高いスーパーハイビジョンシアターについて、多言語化を具体的に検討した。映像と同期させた英中韓3ヶ
国語のナレーションを準備し、個別のヘッドホンで聞く方法を採用し、30年度から運用する。 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 

経
年
変
化 

25 26 27 28 
外国語パネル等の設置        

  東京国立博物館 100％ - - 100 100 100 100 
  京都国立博物館 100％ - - - 100 100 100 
  奈良国立博物館 100％ - - 91 100 100 100 
  九州国立博物館 100％ - - 85 92 92 100 
【年度計画に対する総合評価】 
評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 
年度計画に掲げる多言語化を着実に実施した。作品キャプション・展示に関する

パネルの多言語化に加え、必要に応じてテーマ解説や挨拶文の多言語化にも取り組
んだ。 

【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等の歴史・伝統文化の理解の促進に寄与する展示を行い、展示に関する説

明の充実、多言語化に取り組み、国内外からの来館者の増加を図る。（略） 

【中期計画に対する評価】 
評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

28 年度に引き続き、展示に関する説明パネルの充実、作品キャプション等の多

言語化に取り組み、国内外からの来館者の増加に的確に対応している。中期目標の

達成に向けて、30 年度は作品キャプション等の多言語化を引き続き進め、より分

かりやすい内容としていけるよう取り組む予定である。 
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【博物館】 施設名 ４館 処理番号 1213ABCD 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）展覧事業 ①平常展 

【年度計画】 
（４館共通）3)満足度調査等を実施し、その結果を展示内容等の改善に活かす。 

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 

奈良国立博物館総務課 

九州国立博物館学芸部企画課 

事業責任者 課長 救仁郷秀明 

企画室長 伊藤信二 

課長 室溪 浩 

課長（兼学芸部長） 小泉惠英 
【実績・成果】 
（東京国立博物館） 
・タッチパネルアンケートまたは記述式アンケートにより、総合文化展のアンケートを実施し、集計結果を基に観覧
環境改善に努めた。また、記述式要望書やホームページの意見欄によって、当館への質問や意見を収集し、外部委託
業者を含めて館内全体で共有、改善に努めた。 

（京都国立博物館） 
・多言語化対応の充実のため、中国語、韓国語のアンケートを導入した。 
・28年度に引続き、動線等を分かりやすくするために章パネル等にフロアマップを併記した。 
（奈良国立博物館） 
・28年度に名品展「珠玉の仏たち」において英語・中国語・韓国語の音声ガイドを導入したが、日本語版音声ガイドへ
の要望が多かったため、29年10月にサービスを開始した。 

（九州国立博物館） 
・来館者からの意見等については、文化交流展で実施しているアンケート等を館内全職員で共有し、展示内容等の改
善に活用した。 

・キャプションについては、従来の日英に中韓を加えて4ヵ国語とし、増加の一途をたどる外国人の満足度が高まるよ
う努めた。 

・文化交流展の展示が分かりやすいよう、展示作品の写真と場所を示したフロアマップを展示室内外に掲出した。 
【補足事項】 
（東京国立博物館） 

・定期的にアンケートの項目を見直し、要望が多いキャプション等への指摘に対して改

善を行った。 

・来館者からの質問・意見については、担当部署へ照会するとともに館内で情報共有を図

り、対応を要するものについては迅速に対応した。 
（京都国立博物館） 
・中国語、韓国語の出品一覧の配布場所がわかりづらいという意見に対応するため、案内
看板を増設した。 

・章パネルへのフロアマップ併記に加え、特別展覧会で用いた案内看板を平常展でも活
用し、動線をわかりやすくした。 

（九州国立博物館） 
・アンケートや職員に対する意見等、展示に対して寄せられた声を一覧できるようにし、

館長以下、研究員や館内職員全体で問題点の共有を図り、結果を元に環境改善に努め
た。とくに迅速な対応が求められる指摘については、担当部署に個別に回送し、改善に
取り組む体制を整えた。 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 

経

年

変

化 

25 26 27 28 

平常展の来館者アンケート満足度        

東京国立博物館 87.3％ 74％ Ｂ 78 77 82 71.0 

京都国立博物館 84.4％ 79％ Ｂ -   74 83 75.0 

奈良国立博物館 90.1％ 79％ Ｂ 84 81 78 88.9 

九州国立博物館 77.8％ 67％ Ｂ 65 62 72 73.8 

【年度計画に対する総合評価】 
評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 
 来館者アンケートでは目標を上回る満足度を達成することができた。指摘事項
や回答内容をもとに展示内容や解説の改善を行うことでアンケートの結果を活
用することができた。 

【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等の歴史・伝統文化の理解の促進に寄与する展示を行い、展示に関する説明の充実、多言語化に取り

組み、国内外からの来館者の増加を図る。 

なお、平常展の来館者数、展示替件数及び来館者アンケートの満足度については、各施設の工事等による影響を勘案し、前中期目

標の期間の実績以上を目指す。 

【中期計画に対する評価】 
評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 
28年度に引き続き、来館者アンケート満足度は前中期目標の実績以上を達成す

ることができた。30年度は、各館共通のアンケート項目に対する回答を参考に、
展示内容等の改善について他館でも活用できるよう努めていく。 

特集陳列「京博すいぞくかん―

どんなおさかないるのかな？」 

案内看板（京都） 

－　　－59



※東京国立博物館で開催の「アラビアの道－サウジアラビア王国の至宝」は会期が 30 年 1 月 23 日～5 月 13 日のため、30 年度の実績

とする。 

※九州国立博物館で開催の特別展「王羲之と日本の書」は会期が 30 年 2 月 10 日～4 月 8 日のため、30 年度の実績とする。 

 

【書式Ａ】 施設名 ４館 処理番号 1220 ｱ ABCD 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）展覧事業 ②特別展等 1)特別展 
【年度計画】 
（４館共通） 

ア 中期計画で定めた開催回数の達成を目指す。 

担当部課 東京国立博物館学芸企画部 

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 

事業責任者 部長 富田淳 
企画室長 伊藤信二 

部長 内藤栄 

部長（兼企画課長） 小泉惠英 

【実績・成果】 

（東京国立博物館）特別展を7回開催した。内訳：当館開催5回、海外展2回（海外展については、九州国立博物館との

共同開催1回含む。） 

（京都国立博物館）特別展覧会を2回実施した。 

（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回実施した。内訳：当館開催3回、海外展1回（海外展については、タイ文化省芸術

局、文化庁、東京国立博物館、九州国立博物館、国際交流基金との共同開催） 

【補足事項】 

（東京国立博物館） 

開催した特別展は次のとおり。 

特別展「茶の湯」、日タイ修好130周年記念特別展「タイ ～仏の国の輝き～」、フランス人間国宝展、興福寺中金堂再建

記念特別展「運慶」、特別展「仁和寺と御室派のみほとけ ―天平と真言密教の名宝―」（以上、東京国立博物館）、「日

本美術のあゆみ―信仰とくらしの造形―」展（バンコク国立博物館）※九州国立博物館との共同開催、「東アジアの虎美術―韓

国・日本・中国―」（韓国国立中央博物館） 

（京都国立博物館） 

開催した特別展は以下のとおり。 

開館120周年記念 特別展覧会「海北友松」、開館120周年記念 特別展覧会「国宝」 

（奈良国立博物館） 

開催した特別展は以下のとおり。 

特別展「快慶 日本人を魅了した仏のかたち」、1000年忌特別展「源信 地獄･極楽への扉」、第69回 正倉院展 

（九州国立博物館） 

開催した特別展は以下のとおり。 

特別展「タイ ～仏の国の輝き～」、特別展「世界遺産 ラスコー展 クロマニョン人が見た世界」、特別展「新・

桃山展―大航海時代の日本美術」 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 

経

年

変

化 

25 26 27 28 

特別展の開催回数（海外展含む）        

東京国立博物館 7回 年3～4回 Ａ 8 8 6 13 

京都国立博物館 2回 年1～2回 Ｂ 3 2 3 2 

奈良国立博物館 3回 年2～3回 Ｂ 3 3 4 3 

九州国立博物館 4回 年2～3回 Ａ 5 5 4 5 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

目標値を上回る回数の特別展を実施した。質の面でも充実したものとなってい

る。海外展をタイや韓国で開催し、日本美術を国外に広く紹介することにも努め

た。 

【中期計画記載事項】 

特別展等については、積年の研究成果を活かしつつ、国民の関心の高い時宜に適った企画を立案し、国内外の博物

館と連携しながら我が国の中核的拠点にふさわしい質の高い展示を行う。 

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年度計画において設定する。また、特別展等

の開催回数は概ね以下のとおりとし、各施設の工事等による影響を勘案しつつ、その達成に努める。 

（東京国立博物館）年 3～4回程度（京都国立博物館）年 1～2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 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 
【判定根拠、課題と対応】 

国内外の博物館と連携した質の高い特別展を多数開催することができた。30年

度以降も、国民の関心の高い時宜に適った企画を行い、展覧会の質の高さを保ち

ながら目標を上回る多数の特別展を開催する。 
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【書式 A】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1220 ｲ A 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）展覧事業 ②特別展等 1)特別展 

【年度計画】 

（４館共通） 

イ 満足度調査等を実施するなど広く意見を求め、満足度の高い特別展となるように改善に取り組む。 
担当部課 総務部総務課 

学芸企画部企画課 

事業責任者 課長 竹之内勝典 

課長 浅見龍介 

【実績・成果】 

（４館共通） 

イ 

各特別展において、タッチパネルアンケートまたは記述式アンケートを実施し、来館者の動向及び改善点を把握し、

共催者や外部委託業者を含めて、関係者全体で共有するなど、来館者の意見を次回の特別展に反映する取り組みを行

っている。アンケート調査の結果は、当館のホームページにおいて公開すると共に、質問等を提出された来館者には適

宜必要な回答を行っている。 

【補足事項】 

外国人来館者の増加に併せて、外国人からの解説不足の声があることから、外国語の

音声ガイド（英語・中国語・韓国語）を作成し、特別展の満足度向上を図った。混雑す

る特別展では、SNSによる混雑状況のきめ細やかな情報提供と併せて、身体障がい者や子

ども連れなどスタッフの支援が必要な来館者の優先入場など、関係者間の情報共有によ

る総合的な支援を図り、来館者に寄り添った対応に努めた。 

 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 

経

年

変

化 

25 26 27 28 

特別展の来館者アンケート満足度 86.4％ 71％ Ａ 73 67 75 87.9 

茶の湯 84.3％ - - - - - - 

タイ 88.4％ - - - - - - 

フランス人間国宝展 84.9％ - - - - - - 

運慶 91.4％ - - - - - - 

仁和寺と御室派のみほとけ 93.9％ - - - - - - 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ａ 

【判定根拠、課題と対応】 

年間を通じ、85％を超える満足度を達成することができた。中でも「運慶」および

「仁和寺と御室派のみほとけ」においてはそれぞれ入館者数が60万人、30万人を超

える大規模展でありいずれの展覧会でも入場規制を行ったが、それでもなお満足度

が90％を超えることができた。 

【中期計画記載事項】 

特別展来館者アンケートを実施し、その満足度については前中期目標の期間の実績以上を目指し、常に展示内容等

の改善を図る。 
【中期計画に対する評価】 

評定：Ａ 

【判定根拠、課題と対応】 

特別展アンケートにおいては、通常のタッチパネル方式以外に調査員による対面

式アンケートを各特別展にて実施し、来館者の意見をより多く集めるよう努めた。

今後も引き続きアンケート結果を館内に周知し、来館者の求める展覧会像の実現に

向けて努力する。 

４か国語対応の音声ガイド案内パネル 
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【書式Ａ】   施設名 京都国立博物館 処理番号 1220ｲB 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）展覧事業 ②特別展等 1)特別展 

【年度計画】 

（４館共通） 

イ 満足度調査を実施するなど広く意見を求め、満足度の高い特別展となるよう改善に取り組む。 

担当部課 総務課 

学芸部 

事業責任者 課長 數馬厚人 

企画室長 伊藤信二 

【実績・成果】 

（４館共通） 

イ 

・特別展毎に、監視スタッフ向けに留意事項、接遇の基本、業務内容等に関する説明会を行った。 

・大混雑が予想された国宝展においては入場規制、展示レイアウト、音声ガイド作品などについて関係者にて協議を

充分に行い、クレームを最小限とするよう、また満足度を向上するよう努めた。 

・特別展においては28年度までは集札を平成知新館にて行っていたが、動線がわかりづらいなどの意見があったため、

海北友松展より南門にて集札を行うこととし、平成知新館に入館してからの動線がスムーズとなるよう改善に努め

た。 

【補足事項】 

イ 国宝展にて行った対策について 

・展示室内が撮影禁止であることに対する意見があったため、国宝展において屋外に記念撮影用の顔出しパネルを設

置した。 

・音声ガイドにより滞留が激しくならないよう、ガイド作品数、音声ガイドにて解説する作品を充分な協議の上、決

定した。また、作品のみならず、展示室のテーマ解説を行う音声ガイドも設け、混雑緩和に努めた。 

・国宝展では連日1万人を越える来館者数であったため、飲料水の販売について既設の自動販売機では対応ができなく

なった。そのため、会期途中より飲料水販売のための屋外ブースを設置し満足度の改善に努めた。 

・開門時間を状況に応じて早め、屋内である平成知新館グランドロビーになるべ

く早く待機させるよう努めた。 

・作品のキャプションをガラス面に貼るだけでなく、作品の近くにも配置し、キ

ャプションが読みやすくなるよう努めた。 

・展示室内の休憩用ソファーを減らしたため、屋外に休憩用テントを設置した。 

・グランドロビーでの待ち列のために、映像モニターの設置及び毎日新聞社によ

る国宝展特集の抜き刷りの新聞を配布した。 

・金印、伝源頼朝像、曜変天目等、事前に展示期間等の問合せが多かった作品につ

いて、出品一覧のフロアマップに展示場所を示した。 

・特に混雑が予想された金印、曜変天目については、作品を最前列で観覧する列

と後ろから観覧できる列の両方を設け、展示室内の滞留緩和に努めた。 

 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 経

年

変

化 

25 26 27 28 

特別展の来館者アンケート満足度 81.9％ 89％ Ｃ 89 88 87 78.1 

海北友松 91.3％ - - - - - - 

国宝 78.3％ - - - - - - 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

アンケート満足度については、平常展示館として建設された平成知新館にて特

別展覧会を行うため、階を跨ぐ動線にならざるを得ないことや既設の平常展の案

内図等の改変が難しいこと、そして国宝展においては62万人強の来館者数と稀に

見る大混雑であったことから目標値を下回ってしまったことと考える。しかしな

がら、来館者アンケートの声をもとに、28年度行った以上の対策、飲料水販売のた

めの屋外ブースの設置や屋外への休憩テントの設置など、可能な限りの対策は行

っているため、成果としては充分である。 

【中期計画記載事項】 

特別展来館者アンケートを実施し、その満足度については前中期目標の期間の実績以上を目指し、常に展示内容等

の改善を図る。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

28年度に引続き、会場動線の可視化に加え、飲料水販売のための屋外ブースの設

置など、よりよい観覧環境を実現すべく常に改善を図り、様々な工夫を行った。中

期計画2年目として、30年度以降の特別展運営等に資する取り組みを充分に行うこ

とができた。引続きアンケート結果の速やかな回覧等にて、満足度を向上させるた

めの取組を行っていきたい。 

国宝展顔出しパネル 
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【書式Ａ】   施設名 奈良国立博物館 処理番号 1220ｲC 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）展覧事業 ②特別展等 1)特別展 

【年度計画】 

（４館共通） 

イ 満足度調査を実施するなど広く意見を求め、満足度の高い特別展となるよう改善に取り組む。 

担当部課 総務課 事業責任者 課長 室溪浩 

【実績・成果】 

（４館共通） 

イ 

・特別展「源信」、特別陳列「おん祭と春日信仰の美術」及び「お水取り」では、対面アンケートを行い、通常の展覧

会や名品展での回収率を上げることができ、幅広く意見を聞くことができた。 

・特別展「快慶」では、快慶作品の特徴や鑑賞のポイントについてわかりやすく解説する動画「快慶仏講座」をYouTube

上に掲載した。 

・快慶展及び源信展において、記念撮影やSNSの利用といった来館者の需要に応えるため、展覧会場出入り口付近に撮

影ゾーンを設置した。  

・正倉院展終了後、会議メンバーや関係スタッフも含め、アンケート結果の反省・改善の為の検討会を行った。 

・館内スタッフの対応について、展覧会毎に全ての監視要員に説明会を行い、要員配置、留意事項、身障者設備、接遇

の基本、業務内容、期間中のイベント、各売場、券売機の券種及び割引対象について、説明会を行った。 

・巡回警備の際には、環境美化を保つため適宜対応した。 

・展示物と映像コーナーの順路を考慮し、休憩スペースの確保を行った。また、地下回廊の休憩スペースでは飲食等

も可能としている。 

・展示室への照度を考慮し、随時対応した。 

【補足事項】 

・アンケートの要望、不満、意見及び現況を洗い出し、議論を重ね改善案を策定した。 

・記念撮影ゾーンの設置により、来館者のSNSによる広報もねらった。 

            

 

 

 

 

 

 

 

対面アンケートの模様    アンケート結果の検討会   特別展「源信」撮影ゾーン 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 
経

年

変

化 

25 26 27 28 

特別展の来館者アンケート満足度 88.1％ 80％ Ｂ 81 79 79 86.4 

快慶 日本人を魅了した仏のかたち 94.4％ - - - - - - 

源信 地獄・極楽への扉 92.0％ - - - - - - 

第69回正倉院展 78.0％ - - - - - - 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

人員を配置し、対面アンケート回収を行い、直接お客様の声を聞くとともに

回収率の増加に努めた。アンケートで得られた意見については、内容を精査し

て順次改善を図った。また、特別展では、来館者に要望に応えるべく記念撮影

ゾーンの設置や、展覧会の解説する動画をYouTube上に掲載し展覧会への理解

を促す工夫を行い、満足度の向上に努めた。 

【中期計画記載事項】 

特別展来館者アンケートを実施し、その満足度については前中期目標の期間の実績以上を目指し、常に展示内容等

の改善を図る。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

29年度の特別展では、鑑賞の手助けとなるよう、作品の特徴や鑑賞のポイン

トについてわかりやすく解説する動画（YouTube）の活用や高精細デジタル画像

を用いたビューアシステムの設置を行い、満足度の向上に努めた。29年度の特

別展における満足度では、前中期目標の期間の実績以上となったが、30年度以

降もアンケートを実施し、意見等への検討を行い改善を図ることで満足度の向

上に努める。 
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【書式Ａ】   施設名 九州国立博物館 処理番号 1220ｲD 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）展覧事業 ②特別展等 1)特別展 

【年度計画】 

（４館共通） 

イ 満足度調査を実施するなど広く意見を求め、満足度の高い特別展となるよう改善に取り組む。 

担当部課 学芸部企画課 事業責任者 課長（兼学芸部長） 小泉惠英 

【実績・成果】 

（４館共通） 

イ 

・特別展「タイ ～仏の国の輝き～」では上座仏教美術を本格的に紹介し、その理解を深めるための教育普及パネル

やコーナーを充実させた。また日タイ協力のもと進められてきた文化財保存修復の成果を紹介することができた。 

・特別展「世界遺産 ラスコー展 クロマニョン人が見た世界」では、夏休みという期間を意識し親子で参加できる

体験型展示やナイトミュージアムイベントを提供した。 

・特別展「新・桃山展―大航海時代の日本美術」では、安土桃山時代の名品を一堂に展示しただけでなく、これまであ

まり知られていなかった海外で発展した屏風（ビヨンボ）を紹介するなど、日本美術の新たな展開を紹介した。 

 

 

【補足事項】 

 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 

経

年

変

化 

25 26 27 28 

特別展の来館者アンケート満足度 87.2％ 86％ Ｂ 85 85 88 85.9 

タイ展～仏の国の輝き～ 89.4％ - - - - - - 

世界遺産 ラスコー展 86.3％ - - - - - - 

新・桃山展 

―大航海時代の日本美術― 
86.0％ - - - - - - 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

多言語化対応、夜間開館などの新たな試みの中、観覧者の満足度の向上に努め

目標数値を上まわった。今後も、関係各所と連携して魅力ある展覧会の運営をし、

顧客満足度を高める努力を続ける。 

【中期計画記載事項】 

特別展来館者アンケートを実施し、その満足度については前中期目標の期間の実績以上を目指し、常に展示内容等

の改善を図る。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

アンケート結果を考慮し、教育普及パネルの充実などを主催間で連携して事業

を進めることができた。中期計画の達成に向け順調に推進している。 

 

「タイ展」で展示した教育普及パネル 
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【書式Ａ（特別展）】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1221A ｱ 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）展覧事業 ②特別展等 1)特別展 

【年度計画】 
（東京国立博物館） 

ア 特別展「茶の湯」（4月11日～6月4日） 

 室町時代から近代までの「茶の湯」の美術の変遷を大規模に展開するもの。（目標来館者数15万人） 

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平常展調整室主任研究員 三笠景子 

【実績】 

告知ポスター 

展覧会名 特別展「茶の湯」 

会  期 4月11日（火）～6月4日（日）（49日間） 

会  場 平成館 

主  催 東京国立博物館、ＮＨＫ、ＮＨＫプロモーション、毎日新聞社 

作品件数 259件 

来館者数 245,795人（達成率：163.9％） 

入場料金 一般1,600円、大学生1,200円、高校生900円 

ｱﾝｹｰﾄ結果 満足度 84.3％ 

【成果】 

企画構成 

展示作品  

12世紀頃、中国で学んだ禅僧によってもたらされた宋時代の新しい喫茶法は、禅宗寺院や武家などの間で浸透して

いった。「唐物」を用い、また室内を飾ることに価値を見出し、安土桃山時代には、日常に使われているもののなかか

ら自分の好みに合った道具をとりあわせる「侘茶」が千利休により大成されて、茶の湯は天下人から大名、町衆へ広

く普及した。本展覧会では、おもに室町時代から近代までの「茶の湯」の美術の変遷を展観した。 

学術的意義 

「茶の湯」の名品が一堂に会する展覧会は、昭和55年（1980）に当館で開催された「茶の美術」展以来、実に37年

ぶりであり、各時代を象徴する名品を通じて、それらに寄り添った人々の心の軌跡、そして次代に伝えるべき日本の

美の粋を再確認することができた。 

教育普及 

・記念講演会を2回開催した。第1回は4月15日の講演「桃山の茶陶」で当日受付を行い、参加者数373人であった。第

2回は5月13日の講演「茶の湯の魅力－日本、朝鮮、中国のやきものを中心に」で当日受付を行い、参加者数392人で

あった。 

・シンポジウムを1回開催した。5月12日の「茶の湯を語る―ヒトから、モノから」で参加者数393人であった。 

・鑑賞ガイドを2回開催した。第1回4月27日184人、第2回5月19日89人、計273人の参加があった。 

・毎日新聞落語会「茶の湯」寄席を1回開催した。（5月17日参加者336人） 

・小・中・高等学校の教員を対象とした研修会を開催し、展示内容の解説と見学に259人の参加があった。 

・ボランティアを対象とした解説会を開催し、77人の参加者があった。 

・ジュニアガイドを編集し、10,000部を刊行した。 

その他 
(運営・広報・

ｻｰﾋﾞｽ等) 

報道内覧会：4月10日実施 151媒体、196人出席。ポスターB1、B2、B3、プレチラシA4、本チラシ制作。駅大型ボー

ド、京王線駅貼りなどを出稿。新聞：朝日新聞 文化面特集、雑誌：「芸術新潮」6月号、テレビ：ＮＨＫ「発掘！お

宝ガレリア」（4月13日放送）、ＮＨＫ特番「究極のおもてなし～天下を動かした一服の茶～」、ＮＨＫ「日曜美術館」

などで報道。また、東京国立近代美術館「茶碗の中の宇宙 樂家一子相伝の芸術」と広報協力を実施。 

補 足 

   
会場風景 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定  

来館者数  245,795人 150,000人 Ａ 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 
【判定根拠、課題と対応】 

出品作品の調査・研究成果をふまえて、各時代を象徴する「茶の湯」の名品を紹介した。ま

た、適切かつ分かりやすい展示を実現することができ 、目標人数を大きく上回る来館者を得ら

れたとともに、満足度も高く、年度計画における目標を達成することができた。 
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【書式Ａ（特別展）】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1221A ｲ 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）展覧事業 ②特別展等 1)特別展 

【年度計画】 

イ 日タイ修好130周年記念特別展「タイ―ほほえみの国の仏たち」（7月4日～8月27日） 

 タイの仏教美術と日タイ修好の歴史を紹介する。（目標来館者数7万人） 

担当部課 学芸企画部企画課 事業責任者 出版企画室主任研究員 猪熊兼樹 

【実績】 

告知ポスター 

展覧会名 日タイ修好130周年記念特別展「タイ ～仏の国の輝き～」 

会  期 7月4日（火）～8月27日（火）（49日間） 

会  場 平成館 

主  催 東京国立博物館、タイ王国文化省芸術局、日本経済新聞社、BSジャパン 

作品件数 142件 

来館者数 116,100人（達成率：165.9％） 

入場料金 一般1,600円、大学生1,200円、高校生900円 

ｱﾝｹｰﾄ結果 満足度 88.4％ 

【成果】 

企画構成 

展示作品  

タイでは、仏教は人々の暮らしに寄り添う大きな存在であり、長い歴史のなかで多様な仏教文化が花

開いた。本展覧会では仏教国タイについて、タイ族前史の古代国家、タイ黎明期のスコータイ朝、国際

交易国家アユタヤー朝、現王朝のラタナコーシン朝における仏教美術の名品を通じて、同国の歴史と文

化を紹介した。本展覧会は、日タイ修好130周年を記念するものであることから、日本とタイの交流史に

ついても合わせて紹介した。 

学術的意義 

現在のタイ族以前の宗教彫刻の名品や、タイ族初期につくられた仏像を比較することによって、それ

ぞれの美意識を浮かび上がらせることができた。タイ族初期のタイ文字や文学から、現在のタイの文化

の基礎を認めることができた。また、近世日本との交流史についてもあとづけることができた。 

教育普及 

・記念講演会を1回開催した。8月5日の講演「仏の国の歩み」で当日受付を行い、参加者数319人であっ

た。 

・シンポジウムを1回開催した。7月15日の国際シンポジウム「タイの仏教美術と王権」で、参加者数193

人であった。 

・タイ芸術局舞踊団来日特別公演「煌めきのタイ～古典舞踊と音楽の世界」を2回開催した。第1回7月4

日380人、第2回7月4日318人と、計698人の参加があった。 

・7月7日に「みうらじゅんさん＆いとうせいこうさんトークショー」を1回開催した。参加者数は338人

であった。 

・8月11日に体験イベント「タイ舞踏を体験してみよう！」を1回開催した。参加者数は331人であった。 

その他 
(運営・広報・

ｻｰﾋﾞｽ等) 

報道内覧会：7月3日実施 116媒体、147人出席。プレチラシ、本チラシ、B1、B2、B3ポスター制作。

朝日新聞、日経新聞広告出稿、京成線チラシ・ポスター、上野の森桜テラス 柱巻き、上野商店街バナー

ほか掲出。7月24日タイ観光大使の乃木坂46のメンバーによる会場取材実施。 

補 足 

   
会場風景 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定  

来館者数  116,100人 70,000人 Ａ 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ａ 
【判定根拠、課題と対応】 

タイの古代から近世に至る仏教美術を中心とした文化財を 142 件を展示した。ま

とまとまって展示される機会の少ない同国の文化財を紹介する貴重な機会となり、

目標を上回る入館者数となった。 
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【書式Ａ（特別展）】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1221A ｳ 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）展覧事業 ②特別展等 1)特別展 

【年度計画】 

ウ 特別展「フランス人間国宝展」（9月12日～11月26日） 

 1994年に始まったフランス伝統文化工芸技術認定制度による国家最優秀職人章を授与された作家の作品を紹介する。

（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 特別展室長 丸山士郎 

【実績】 

告知ポスター 

展覧会名 フランス人間国宝展 

会  期 9月12日（火）～11月26日（日）（67日間） 

会  場 表慶館 

主  催 東京国立博物館、NHKプロモーション、朝日新聞社、HEART ＆ crafts 

作品件数 235件 

来館者数 70,192人（達成率：175.5％） 

入場料金 一般1,400円、大学生1,000円、高校生600円 

ｱﾝｹｰﾄ結果 満足度 84.9％ 

【成果】 

企画構成 

展示作品  

フランス文化省は、日本の人間国宝（重要無形文化財の保持者）認定にならって、1994年にメートル・

ダールという呼称で人間国宝制度を創設しました。本展は、羽細工や金銀細工をはじめとする15の工芸

分野、各1名ずつの作家の作品を展示するとともに、同国にける技術の伝承について紹介した。 

学術的意義 
展示作品の中には日本美術を参考にした作品もあり、日本美術がいかに解釈されたかを示すことがで

きた。 

教育普及 

・9月16日にフォーラムを1回開催した。参加者数は182人であった。 

・9月17日にドキュメンタリー上映＆トークイベントを1回開催した。参加者数は94人であった。 

・こどものためのアトリエを4回開催した。第1回9月16日26人、第2回9月16日25人、第3回9月17日23人、

第4回9月17日13人、計87人の参加があった。 

その他 
(運営・広報・

ｻｰﾋﾞｽ等) 

記者発表会：5月17日実施、76社95人出席、報道内覧会：9月11日実施、62社74人出席、B1,B2,B3ポス

ター、本チラシ制作、Facebook動画広告実施。新聞：朝日新聞、ラジオ：J-WAVど、雑誌・ムック：ミセ

ス10月号、婦人画報10月号、リシェス No.20、SIGNATURE 8&9月号、pen9月15日号、FIGARO11月号、Domani10

月号、美術の窓10月号、DEPARTURES（9月29日発行）、HERS10月号、oggi10月号、なごみ（9月28日発行）、

週刊新潮（9月20日発行） 他にて紹介記事掲載、WEB：Domani.com、spur.com、美術手帖.com、レッツ

エンジョイ東京 ほか 

補 足 

  
会場風景 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定  

来館者数  70,192人 40,000人 Ａ 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ａ 
【判定根拠、課題と対応】 

日本の人間国宝（重要無形文化財の保持者）認定を参考とした、フランス文化省の

人間国宝制度により認定された作家の作品を展示し、現代フランス工芸作品を紹介

するとともに、日本の制度の意義を示すことができ、目標を大きく上回る入館者数

があった。 
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【書式Ａ（特別展）】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1221A ｴ 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）展覧事業 ②特別展等 1)特別展 

【年度計画】 

エ 特別展「運慶」（9月26日～11月26日） 

 日本を代表する仏師運慶が造った彫像を父康慶、息子湛慶、康弁の作品とともに展示する。（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 課長 浅見龍介 

【実績】 

告知ポスター 

展覧会名 興福寺中金堂再建記念特別展「運慶」 

会  期 9月26日（火）～11月26日（日）（55日間） 

会  場 平成館 

主  催 東京国立博物館、法相宗大本山興福寺、朝日新聞社、テレビ朝日 

作品件数 37件 

来館者数 600,439人（達成率：240.2％） 

入場料金 一般1,600円、大学生1,200円、高校生900円 

ｱﾝｹｰﾄ結果 満足度 91.4％ 

【成果】 

企画構成 

展示作品  

運慶は、卓越した造形力で生きているかのような現実感に富んだ仏像を生み出し、輝かしい彫刻の時代をリードし

た。本展覧会では、運慶とゆかりの深い興福寺をはじめ各地から名品を集めて、その生涯の事績を通覧した。さらに

運慶の父・康慶、実子・湛慶、康弁ら親子3代の作品を揃え、運慶の作風の樹立から次代の継承までをたどった。 

学術的意義 
運慶作品をこれまでにない規模で集めることで、運慶の作風の変遷を追うことができた。展覧会前あるいは会期中

にすべての出品作品の写真撮影を行った。主だった作品についてはＣＴの撮影を行った。 

教育普及 

・記念講演会を2回開催した。第1回は10月1日の講演会「興福寺と運慶―特に北円堂の諸像をめぐって―」で当日受

付を行い、参加者数393人であった。第2回は10月28日の講演会「運慶展 最新調査報告」で当日受付を行い、参加

者数393人であった。 

・興福寺僧侶による運慶展ミニトークを9回開催した。第1回10月4日380人、第2回10月6日380人、第3回10月6日380人、

第4回10月13日380人、第5回10月13日380人、第6回10月20日380人、第7回10月20日380人、第8回10月27日380人、第

9回10月27日380人と計3,420人の参加があった。 

・10月6日に「みうらじゅんさんトークイベント」を1回開催した。参加者数は271人であった。 

・10月12日に「研究員によるトークイベント」を1回開催した。参加者数は295人であった。 

・小・中・高等学校の教員を対象とした研修会を開催し、展示内容の解説と見学に177人の参加があった。 

・ボランティアを対象とした解説会を開催し、85人の参加者があった。 

その他 
(運営・広報・

ｻｰﾋﾞｽ等) 

報道発表会：4月20日実施。102媒体105人出席。ポスター、チラシ各種制作。展覧会公式サイトおよび運慶ファンク

ラブサイト「運慶学園」を公開。プレスツアー：興福寺（5月29日）、願成就院（5月31日）、浄楽寺（6月1日）実施。

新聞： 朝日新聞特集掲載、テレビ：ＮＨＫ BSプレミアム特番、テレビ朝日「報道ステーション」内特集、BS日テレ

「ぶらぶら美術・博物館」、雑誌・ムック：「日経おとなのOFF」8月号、「Pen」9月15日発売号、「芸術新潮」10月号（9

月25日発売）各誌第1特集掲載、WEB：「インターネットミュージアム」ほか多数報道有。 

補 足 

 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定  

来館者数  600,439人 250,000人 Ｓ 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｓ 
【判定根拠、課題と対応】 

最も有名な仏師である運慶の現存する作品の大部分を展示し、その作風の変遷と軌跡を示す

ことによって、目標の２倍を上回る来館者があった。また、出品作品のすべてについて写真撮

影を、多くの作品についてＣＴ撮影やファイバースコープによる像内観察を実施し、研究資料

の充実を図ることができた。今後これら資料の分析を進め、調査報告、論文発表を行うことに

より、彫刻分野の研究進展に寄与することができると考える。 

会場風景 
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【書式Ａ（特別展）】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1221A ｵ 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）展覧事業 ②特別展等 1)特別展 
【年度計画】 
オ 特別展「仁和寺と御室派のみほとけ」（30年1月16日～3月11日） 

 真言宗御室派本山の仁和寺と御室派に属する全国の寺々の仏像を始めとする仏教美術の名品を展示する。（目標来館者数15万人） 

担当部課 学芸企画部企画課 事業責任者 特別展室長 丸山士郎 

【実績】 

告知ポスター 

展覧会名 特別展「仁和寺と御室派のみほとけ ― 天平と真言密教の名宝 ―」 

会  期 平成30年1月16日（火）～3月11日（日）（48日間） 

会  場 平成館 

主  催 東京国立博物館、真言宗御室派総本山仁和寺、読売新聞社 

作品件数 174件 

来館者数 324,042人（達成率：216.0％） 

入場料金 一般1,600円、大学生1,200円、高校生900円 

ｱﾝｹｰﾄ結果 満足度93.9％ 

【成果】 

企画構成 

展示作品  

仁和寺は、光孝天皇が鎮護国家・仏法興隆を図るため仁和2年（886）に建立を発願、次代の宇多天皇

が先帝の遺旨を継いで仁和4年（888）に完成させ、以後、歴代天皇の厚い帰依を受け、真言宗の門跡寺

院である。本展では、仁和寺創建時の阿弥陀如来坐像および両脇侍立像、空海筆の三十帖冊子、中国・

北宋時代の孔雀明王像、仏教工芸など仁和寺所蔵の文化財と、仁和寺を総本山とする御室派寺院が所蔵

する仏像を中心とした文化財を紹介した。 

学術的意義 

三十帖冊子の全帖を公開したのは初めてのことと思われるが、それによって空海の書の特筆を示すこ

とができた。展覧会準備期間および会期中に出品作品のうちの多くの作品について写真撮影を行った。

特に8体の秘仏の中には、これまで詳細な調査や写真資料のなかったものもあり、今後の研究に役立てる

ことができる。 

教育普及 

・記念講演会を2回開催した。第1回は2月10日の講演「仁和寺と御室派」で、参加者数367人であった。

第2回は2月17日の講演「仁和寺と御室派のみほとけ」で、参加者数362人であった。 

・1月19日にフォーラム「観音堂解体修理の最新報告」を1回開催した。応募総数208人、参加者数は210

人であった。 

・1月17日に御詠歌を2回開催した。第1回380人、第2回380人と、計760人の参加があった。 

・3月9日に門跡によるお話の会を1回開催した。380人の参加があった。 

・ボランティアを対象とした解説会を開催し、114人の参加者があった。 

その他 
(運営・広報・

ｻｰﾋﾞｽ等) 

報道発表会：6月19日実施、74媒体89人出席、報道内覧会：1月15日実施、152媒体208人出席、プレチ

ラシ2種、本チラシ、B1,B2,B3ポスター制作、広告：ＪＲ東日本、東京メトロ、東武、東急、京王、京成

交通広告、朝日新聞、日経新聞などに出稿、テレビ：BS日テレ「ぶらぶら美術博物館」（2月9日）、NHK日

曜美術館アートシーン、読売新聞、雑誌・ムック：一個人1月号、目の眼2月号、家庭画報2月号、美術の

窓2月号、日経おとなのOFF、芸術新潮、週刊新潮、Precious、STORY、BAILA、ミセス、美術展ぴあ、婦

人公論、和楽、月刊美術、メトロガイド、2018年美術展完全ガイド、必ず見たい2017－2018注目の美術

展、時空旅人別冊他、WEBなどで報道有。 

補 足 

  
会場風景 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定  

来館者数  324,042人 150,000人 Ｓ 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｓ 
【判定根拠、課題と対応】 

国宝 23 件、重要文化財 75 件を含む 174件の文化財を展示し仁和寺と御室派の

文化財を広く紹介した。観音堂内の再現を行うなど分かり易い展示を行い、目標の 2

倍を上回る来館者があった。加えて、出品作品のうち創建時の本尊である阿弥陀如

来および両脇侍像（国宝）をはじめ、空海筆の三十帖冊子などの重要作品について写

真撮影・ＣＴ撮影を実施し、研究資料の充実を図ることができた。 
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【書式Ａ（特別展）】 施設名 京都国立博物館 処理番号 1221B ｱ 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）展覧事業 ②特別展等 1)特別展 
【年度計画】 
（京都国立博物館） 
ア 開館120周年記念 特別展覧会「海北友松」（4月11日～5月21日） 
 狩野永徳や長谷川等伯と並び称される桃山画壇の巨匠である海北友松。その知られざる生涯とその画業の全貌を紹
介する。（目標来館者数8万人） 

担当部課 学芸部 事業責任者 部長 山本英男 

【実績】 

 

展覧会名 開館120周年記念 特別展覧会「海北友松」 

会  期 4月11日(火)～5月21日(日)(36日間) 

会  場 平成知新館 

主  催 京都国立博物館、毎日新聞社、ＮＨＫ京都放送局、ＮＨＫプラネット近畿 

作品件数 76件（うち国宝3件、重要文化財17件） 

来館者数 164,900人（達成率：206.1％） 

入場料金 一般 1,500円、大学生1,200円、高校生900円 

ｱﾝｹｰﾄ結果 満足度91.3％ 

【成果】 

企画構成 

展示作品 

海北友松を取り上げた過去最大規模の回顧展。その代表作はもとより、新発見の作品や書状、史料等

をテーマごとにほぼ時系列で展示することによって、不明な点の多い友松の画業と人生を浮き彫りにす

るように努めた。また、友松を取り巻く人々（絵師や武家、公家や連歌師など）の関連作品を展示し、

友松の動向や人となりを分かり易く紹介した。さらに、作品をより印象的に鑑賞するために、照明を暗

くした部屋や、一つの作品だけで構成する部屋などを設けた。 

学術的意義 

・新たな史料を提示することで、友松が画壇に雄飛する前提として、武家の細川幽斎及び公家の中院通

勝との早くからの交流があったことを明らかにした。 

・新たな史料を提示することで、これまで甚だ不明な点の多かった友松の前半生、とくに60歳前後の友

松の画業―豊臣秀吉の命による屏風絵制作や吉田兼治邸の障壁画制作など―を明らかにした。 

・新たな史料を提示することで、友松の屏風絵が朝鮮に渡った経緯―贈った人物が誰で、いつ贈ったか

など―を明確化した。 

・新発見の友松自筆書状を提示することで、友松による伊賀国での画事や、智仁親王との親密な交流関

係を明らかにした。 

・上記のような成果によって、本展図録は第二十九回國華図録賞（朝日新聞社）を受賞した。 

教育普及 

・4月15日(土)、記念座談会「日本美術応援団、海北友松を応援する！！」、参加者数215人 

・4月22日(土)、関連講演会「対談 海北友松を語る」、参加者数212人 

・4月29日(土)、関連講演会「孤高の絵師・海北友松」、参加者数206人 

・5月13日(土)、関連講演会「友松の作品―剛と柔・漢と和」、参加者数203人 

・ワークショップ「描いてみよう！墨の線」を会期中実施、参加者数11,508人 

その他 
(運営・広報・

ｻｰﾋﾞｽ等) 

・美術史の上では桃山画壇の巨匠として揺るぎない評価を得ている海北友松だが、一般の知名度は必ず

しも高かったとはいえない。本展では一般の理解を得られやすい展示を心がけることによって、広く

認識される存在となった。 

・広報等：日曜美術館(4月30日)にて放映、ニコニコ生放送(5月9日)にて放映、その他多種多様のメディ

ア等にて広報。 

・シアター：講堂にて「一筆成仏－友松の描法考」、「汀の美－友松の描法考」を放映。 

・運営等：想定外の来館者数により入場規制が発生し、展示室内は混雑したが、キャプションを貼りキ

ャプションにて掲出するだけでなく、看板を追加して設置することなどや集札の場所を28年度から変

更したことなどにより混雑対策は充分であった。 

補 足  

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定  

来館者数 164,900人 80,000人 Ｓ 

【年度計画に対する総合評価】 

評定： Ａ 
【判定根拠、課題と対応】 

過去最大規模の回顧展を実施し、知られざる画家である海北友松を目標値を大き

く越える来館者に紹介できたことは想定以上の成果である。また、学術的にも本展

図録が第 29回國華図録賞（朝日新聞社）を受賞するなど、大きな意味があったと言

える。さらには文化財保存活用基金を活用し、28年度から充分な広報を行ってきた

ことやインターネット番組への出演等の広報戦略が成果に結実したことも大きな成

果である。 

告知ポスター 
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【書式Ａ（特別展）】 施設名 京都国立博物館 処理番号 1221B ｲ 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）展覧事業 ②特別展等 1)特別展 

【年度計画】 

（京都国立博物館） 

イ 開館120周年記念 特別展覧会「国宝」（10月3日～11月26日） 

絵画・書跡・彫刻・工芸・考古の各分野から、歴史と美を兼ね備えた国宝約200件を一堂に会し、我が国の悠久の歴

史と美の精華を顕彰する。（目標来館者数20万人） 

担当部課 学芸部 事業責任者 工芸室研究員 降矢哲男 

【実績】 

 

展覧会名 開館120周年記念 特別展覧会「国宝」 

会  期 10月3日(火)～11月26日(日)(48日間) 

会  場 平成知新館 

主  催 京都国立博物館、毎日新聞社、ＮＨＫ京都放送局、ＮＨＫプラネット近畿 

作品件数 210件(うち国宝210件) 

来館者数 624,493人（達成率：312.2％） 

入場料金 一般1,500円、大学生1,200円、高校生900円 

ｱﾝｹｰﾄ結果 満足度78.3％ 

【成果】 

企画構成 

展示作品 

29年は、日本の法令上「国宝」の語が初めて使用された「古社寺保存法」制定より120年にあたる。当

館開館と軌を一にするこの節目の年に、昭和51年（1976）に「日本国宝展」を開催して以来、実に41年

ぶりとなる「国宝展」を開催した。本展覧会では、絵画・書跡・彫刻・工芸・考古の各分野から、歴史

と美を兼ね備えた国宝210件を大きく4期に分けて展示したものである。 

学術的意義 

絵画・書跡・彫刻・工芸・考古の各分野の国宝を集めて展示を行うだけでなく、テーマを設け、分野

毎に国宝の特徴や意味について検討を行い展示に反映させた。それに加え、各研究員が分野毎の論考(図

録)を公表した。陶磁分野を例にあげると、「禅の世界観」と「東山御物の美意識」とテーマを設け展示

を行い、陶磁分野の国宝が国宝に指定される文化的背景などについて検証し、その成果を論考(図録)と

して公表し結果、第59回全国カタログ図録部門文部科学大臣賞を受賞するなど、学術的にも非常に意味

深い展覧会となった。 

教育普及 

・11月4日 記念講演会「国宝の杜へ京都国立博物館と古社寺保存法－」、参加者数200人 

・展示作品に関連した体験コーナー（ミュージアム・カート）を展開、参加者数189,000人（概算） 

・休館日に近隣の京都市立小中学校の児童・生徒を招き特別鑑賞会を実施、参加者数812人 

その他 
(運営・広報・

ｻｰﾋﾞｽ等) 

・広報：「日曜美術館」、「ＮＨＫ歴史秘話ヒストリア」、「ぶらぶら美術・博物館」、「ＮＥＷＳ ＺＥＲＯ」、

「報道ステーション」、「ニコニコ生放送」、「とくダネ！」等、多くのムービーにて広報。 

・6月5日 開幕120日前のカウントダウンイベント及びトークショーを実施。 

・8月7日 本展出品作品「黄不動」について、修理を行った際、腹部のあたりに、導師が実際に香水で

なぞるためのミニコピーが薄墨で描かれていることが判明し、記者発表を行った。 

・シアター：映像コーナーにて「一生の最快事」を放映。 

・運営等：特に混雑が激しかった「曜変天目」、「金印」については最前列で観覧するための専用の待ち

列を展示室内に設け、混雑対策を行った。また、展示室内の休憩用ソファーを減らしたため、屋外に

休憩用のテントを設けることや、急遽屋外に飲料水販売のためのブースを設置することなど、サービ

スが低下しないように努めた。 

・2017年関西元気文化圏賞特別賞受賞は、本展覧会の成功が主因になったと言ってよい。 

補 足  

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定  

来館者数 624,493人 200,000人 Ｓ 

【年度計画に対する総合評価】 

評定： Ｓ 
【判定根拠、課題と対応】 

「国宝」展の開催をきっかけとし、(株)小学館を中心として「国宝応援プロジェク

ト」が発足されるなど、「国宝」そのものが注目されたことや、過去最高の特別展来

館者数を記録し、国民の宝である「国宝」を守り伝えることの意義を大勢に伝えるこ

とができた。開館 120 周年の節目を飾るに相応しい極めて顕著な成果があったこと

は間違いない。 

また、現在「国宝」に指定される美術工芸品のうち約 4 分の 1 を各分野毎にテー

マを設け質の高い展示をしたことや、開幕に先立って「黄不動」の修復によって得ら

れた知見について記者発表を行ったことなど学術的な意義も極めて大きかったもの

である。 

告知ポスター 
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【書式Ａ（特別展）】 施設名 奈良国立博物館 処理番号 1221C ｱ 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）展覧事業 ②特別展等 1)特別展 

【年度計画】 
ア 特別展「快慶 日本人を魅了した仏のかたち」（4月8日～6月4日） 

 快慶の代表的な作品を一堂に集め、わが国の仏教美術史に残した偉大な足跡をたどる。また、関連資料をあわせて展示することに
より、いまだ多くの謎に包まれた快慶の実像に迫る。（目標来館者数7万人） 

担当部課 学芸部 事業責任者 主任研究員 山口隆介 

【実績】 

告知ポスター 

展覧会名 快慶 日本人を魅了した仏のかたち  

会  期 4月8日(土)～6月4日(日)（51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、読売新聞社、読売テレビ 

作品件数 88件（うち国宝7件、重要文化財50件） 

来館者数 123,842人（達成率：176.9％） 

入場料金 一般1,500円、高校・大学生1,000円、小・中学生500円 

ｱﾝｹｰﾄ結果 満足度 94.4％ 

【成果】 

企画構成 

展示作品  

・快慶の生涯をたどるうえで欠かすことのできない7つのトピックを7つの章として展示を構成することで、単に作品
の形式や作風の変遷を追うだけでなく快慶の多様な人物像を紹介した。 

・快慶の代名詞である三尺阿弥陀の展示に際して仮設ケースを新造し、多方向から細部まで間近に鑑賞できるよう工
夫した。 

・現存する快慶作品の約8割を一堂に集めるとともに、その成立と密接に関わる絵画や高僧たちとの交渉を伝える史

料をあわせて展示することで、快慶作品の魅力と日本彫刻史上の意義を広く紹介した。 

学術的意義 

・事前に快慶作品の基礎的調査及び高精細デジタルカメラによる撮影を実施し、未出陳快慶作品についても可能な限

り調査撮影を行うことで展示会場及び展覧会図録の充実を図った。 
・展覧会の会期中に導入されたＸ線ＣＴスキャン装置を用いた調査を実施し、快慶作品に関するさまざまな情報を蓄
積することに努めた。 

・「如法」をキーワードに快慶の生涯をたどる総論、4本の各論、未出陳快慶作品一覧、各種資料集成(造像銘記、彩
色・截金文様、Ｘ線透過画像)、主要参考文献、年譜など学術的価値の高い資料を図録に掲載した。 

教育普及 

・快慶の生涯を紹介するアニメーション映像「祈りを刻んだ巧匠仏師 快慶」を制作して会場で上映し、快慶の生き

た時代やその人物像への理解を促した。 
・会期中に公開講座を3回実施した。 
・小学生の親子を対象とする仏像の着衣について学ぶワークショップと、一般を対象とする截金技法を体験するワー

クショップを実施した。 

その他 
(運営・広報・

ｻｰﾋﾞｽ等) 

・展示会場に掲示したパネルを4言語（日本語・英語・中国語・韓国語）表記とすることで、より多くの来館者に対し

て展示内容への理解を促した。 
・快慶作品の特徴や鑑賞のポイントについてわかりやすく解説する動画「快慶仏講座」をYouTube上に掲載した。ま
た、これに関連して動画の視聴や快慶展の鑑賞によって得た知識を試すミニ検定「快慶仏検定」を会期中に2回実

施した。 
・快慶展のほか興福寺の国宝特別公開2017「阿修羅－天平乾漆群像展－」(3月15日～6月18日、9月15日～11月19日)
と東京国立博物館の興福寺中金堂再建記念特別展「運慶」(9月26日～11月26日)を巡り全てのスタンプを集めた方

に抽選でプレゼントを贈呈する「仏像展巡りスタンプラリー」を実施した。 

補 足 

【公開講座・ワークショップ】 
・4月22日(土) 公開講座「快慶を生んだ社会と宗教」 

 横内裕人氏(京都府立大学文学部教授) 参加者194名 
・4月29日(土・祝) 親と子のワークショップ「着て楽しむ！ほとけさまのファッション」 
 岩井共二(当館学芸部情報サービス室長) 参加者合計52名 

・5月3日(水・祝)、20日(土) ワークショップ「截金技法の体験をしてみよう！」 
 吉水快聞氏(彫刻家) 参加者合計59名 
・5月13日(土) 公開講座「快慶の生涯と「如法」の仏像」 

 山口隆介(当館学芸部主任研究員) 参加者194名 
・5月27日(土) 公開講座「快慶作品に関する二、三の問題」 
 岩田茂樹(当館学芸部上席研究員) 参加者194名 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定  

来館者数 123,842人 70,000人 Ａ 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ａ 
【判定根拠、課題と対応】 
快慶を単独で取り上げた初の大規模展覧会で、いま知られている快慶作品の約 8割が一堂に

会するとともに、アメリカの美術館に所蔵される 3件 4点の快慶作品の里帰りも実現した。満
足度 94.4％と非常に高い評価を得るとともに、目標人数を大幅に上回る入場者数を達成した。 
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【書式Ａ（特別展）】 施設名 奈良国立博物館 処理番号 1221C ｲ 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）展覧事業 ②特別展等 1)特別展 

【年度計画】 

イ 1000年忌特別展「源信 地獄・極楽への扉」（7月15日～9月3日） 
 源信の1000年忌を記念し、その生誕の地である奈良で、源信の生きた時代をたどるとともに、その後世に与えた影響の大きさを、
関連の仏教美術を一堂に会することによって示す。（目標来館者数4万人） 

担当部課 学芸部 事業責任者 主任研究員 北澤菜月 

【実績】  

展覧会名 1000年忌特別展「源信 地獄・極楽への扉」 

会  期 7月15日(土)～9月3日(日)（45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、朝日新聞社、ＮＨＫ奈良放送局 

作品件数 136件（うち国宝22件、重要文化財65件） 

来館者数 72,540人（達成率：181.4％） 

入場料金 一般1,500円、高校・大学生900円、小・中学生500円 

ｱﾝｹｰﾄ結果 満足度 92.0％ 

【成果】 

企画構成 

展示作品  

・29年に没後1000年を迎えた高僧、恵心僧都源信の生涯や思想とともに、源信により広められた地獄・極楽のイメー

ジ等を紹介した。展示前半で源信について紹介した上で、後半には地獄・極楽を含む死後世界を表す作品や、源信
の周辺で描かれはじめた阿弥陀来迎図の名品といった浄土信仰の美術を絵画中心に展示した。なお本展は多数の国
宝を含む浄土信仰美術の名品が一堂に会する機会となったが、こうした特別展は全国的に見ても近年（30年以上）

開かれていない。 
・名品を一度に鑑賞することによって作品の魅力を楽しんでいただくのみでなく、源信という高僧の思想やのちに与
えた影響を、初出陳を含む文書や絵画によって伝えることで、学術的意義及び学習的価値を高めることを試みた。 

・本展では源信が奈良で生まれたことを重視し、生誕の地周辺の文化財を積極的に紹介した。 
・本展は、近年しばしば報道された社会的な「地獄ブーム」を踏まえて企画されたが、源信の1000年忌にあわせた開

催によって、死後の世界への潜在的関心が一層呼び起こされた感があり、展覧会開催中や終了後も新聞社等から取

材を受ける機会があった。 

学術的意義 

・源信の生涯や思想を紹介する特別展は過去に例がなかったが、周辺の日本史学や仏教史学、美術史学の研究におけ

る最新の研究成果を踏まえた源信像を示す展示を行うことができた。 
・地獄や極楽を含む死後の世界を描く六道絵や、極楽浄土図、阿弥陀来迎図といった源信と関係して発展した浄土信
仰美術の名品を一堂に会することによって作品各々の表現の素晴らしさや作品のヴァリエーション等について理

解を深める機会をつくることができた。またそうした作品を源信と関係付けながら紹介する展覧会は本展が初めて
の試みであり画期的なコンセプトを提示することができた。 

・源信とその影響下で生まれた浄土信仰の美術に関する総説、3本の各論、関連年表など学術的価値の高い資料を図

録に掲載した。 

教育普及 

・本展において重要な展示品の一つである国宝「六道絵」（滋賀・聖衆来迎寺所蔵）15幅について、「デジタル六道絵」
と称して高精細デジタル画像を用いたビューアシステムを会場内に設置した。 

・小学生の子どもを対象に「地獄・極楽すごろく」を作成し会場内で配布した。 
・会期中に小学生の親子を対象とするワークショップ「つくってわかる！立体地獄絵」を実施した。 
・会期中に小学生の親子を対象とする親子講座「エンマさまと地獄めぐり」を実施した。 

・会期中に公開講座を3回実施した。 

その他 
(運営・広報・

ｻｰﾋﾞｽ等) 

・小中学生の夏休み期間に子ども無料日を設けた（7月29日・30日）。この期間に子ども対象のイベント・ワークショ

ップを開催し、マスコミの取材を受けることによって広報につなげた。 
・館内の展覧会出口付近に撮影ゾーンを設置し、記念撮影やSNSといった来館者の需要に応えるとともに、SNSによる
広報をねらった。 

・日本語のほか、英語・中国語・韓国語の音声ガイドを用意した。 
・源信の生涯と思想に関わる映像を制作し会場内で上映した。 

補 足 

【公開講座・ワークショップ】 

○公開講座 3回 参加者数合計 571人 
8月 5日(土)「浄土の造形―源信以後を中心に―」武笠 朗（実践女子大学教授）/ 参加者数 183人 
8月19日(土)「『往生要集』の成立―天台浄土教と源信の信心―」 

小原仁（聖心女子大学文学部名誉教授）/ 参加者数 194人 
9月 2日(土)「源信と浄土信仰の美術」北澤菜月（主任研究員）/ 参加者数 194人 

○夏季講座 1回 参加者数合計 525人 

8月23日（水）～25日（金）夏季講座「地獄・極楽と浄土信仰の美術」/ 参加者数 525人 
○展覧会関連イベント 2回 参加者数合計 194人 

7月29日(土)親子講座「エンマ様と地獄めぐり」鷹巣 純（愛知教育大学教授）/ 参加者数 159人 

7月30日(日)親子向けワークショップ「つくってわかる！立体地獄絵」奈良教育大学大学院生/ 参加者数 35人 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定  
来館者数 72,540人 40,000人 Ａ 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ａ 
 

【判定根拠、課題と対応】 

本展は源信と浄土信仰の美術を関連づけて展観するこれまでにない試みであり、関連する浄
土信仰美術の名品を一堂に展示することができたことも高く評価できる。観覧者の満足度も
92.0％と高い評価を得、目標人数を大幅に上回る入場者数を達成することが出来た。 

チラシ 
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【書式Ａ（特別展）】 施設名 奈良国立博物館 処理番号 1221C ｳ 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）展覧事業 ②特別展等 1)特別展 
【年度計画】 
ウ 特別展「第６９回正倉院展」（予定） 

 正倉院に伝わる宝物約70件を展示。（目標来館者数18万人） 

担当部課 学芸部 事業責任者 工芸考古室長 清水健 

【実績】 

 

展覧会名 第69回 正倉院展 

会  期 10月28日(土)～11月13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 

作品件数 58件 

来館者数 217,053人（達成率：120.6％） 

入場料金 一般1,100円、高校・大学生700円、小・中学生400円 

ｱﾝｹｰﾄ結果 満足度 78.0％ 

【成果】 

企画構成 

展示作品  

天平文化の精華を広く国民に公開する秋恒例の展覧会。69回目となった29年度は、正倉院宝物が概観

できる器物、染織品、文書・経巻など初出陳10件を含む58件が出陳された。今回は、北倉伝来の聖武天

皇ゆかりの宝物からはじまり、第1会場（東新館）に、楽器や楽舞に関係する宝物など「楽しみ」に関わ

る華やかな品を配置した。第2会場（西新館）の第1室には献物を彩る容器などを集め、これに続けて仏・

菩薩への献物類、東大寺への寄進に関わる文書、奈良時代の文書・地図と進み、服飾品を挟んで、写経

に関する文書・用具を経て、聖語蔵経巻で締め括った。総体に奈良時代の宮廷の晴れやかな暮らしから、

貴顕の祈りの世界に進み、社会生活や装いという部分を挟んで、写経事業という国家の営為を示すとい

う展開であった。 

学術的意義 

 正倉院宝物を大規模に公開するほとんど唯一の機会であり、殊に初出陳品は一般に公開されるのが史

上初めてで、本展の開催自体が重要な意義を持っていると考えられる。また今回は、正倉院宝物の国際

性を示す宝物を通じて、シルクロードを通じた8世紀の東西交流と、これらが我が国の文化に与えた影響

を示せたものと思う。 

 図録には多くの新写や初公開を含む多くのカラー図版を収録し、用語解説を付した最新の知見を踏ま

えた解説を収録した。また最新の知見を含む小論文（「宝物寸描」）も掲載し、研究の最前線を提示した。 

教育普及 

会場には各宝物毎に簡潔な解説を付した題箋を設置し、また正倉院宝物の概要や、上記の構成に添っ

た各コーナー毎の見所を記したパネルや部分拡大図、技法解説などを随所に配置して、理解の促進を図

った。そのほとんどは日本語・英語・中国語（簡体字）・韓の4カ国語とし、国際的な理解の促進に注力

した。 

 会期中には公開講座3回、「色」をテーマとした学術シンポジウム、解説付きの親子鑑賞会を各1回実施

した。また1日5回（公開講座の日は会場の都合で3回）、ボランティア解説員による見所解説を講堂にて

行った。さらに、会期前には大学1校で、研究員による出前授業を実施した。 

その他 
(運営・広報・

ｻｰﾋﾞｽ等) 

特別協力者（新聞社）の協力を得て、交通広告など、大規模な広報展開を行った。また、特別協力者

と協力して新聞の特集紙面を構成し、会場で配布するとともに、申し出のあった学校等へも配布した。 

 館内に予約制の託児室を設け、観覧環境の充実に努めた。また待ち列部分で映像を流し、観覧環境の

向上や観覧マナーについて啓発及び注意喚起を行った。手荷物預かり所を新設し、コインロッカーを増

設して、観覧環境の向上を促進した。 

 自由動線とし、壁沿いの展示を減らすなど混雑緩和に努めた。また第2会場の第1室のみ、車椅子に対

応した展示の高さを試みた。なお、大きな混乱は生じなかったため、今後は拡充を考えている。 

学芸部で監修した日本語・英語・中国語（普通話）・韓国語・子ども用の音声ガイドを有料で貸し出し

た。 

補 足 

【公開講座・ワークショップ】 

公開講座の日時、テーマ、講師は以下の通り。 

10月28日（土）「正倉院の臈纈技法について」片岡真純氏（宮内庁正倉院事務所） 

11月4日（土）「正倉院の鏡」中川あや（当館） 

11月11日（土）「正倉院の屏風と蓮華蔵世界」長岡龍作氏（東北大学大学院） 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定  

来館者数 217,053人 180,000人 Ａ 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ａ 
【判定根拠、課題と対応】 

28年度よりも来館者数が増えたにもかかわらず、前年を上回る高い満足度であった。会場は
局所的な滞留が少なく、概ね自然な動線が確立していた。29年度は初めて会場のコーナー解説・

作品解説の全部、及び音声ガイドに中・韓の翻訳を付し多言語化に努めた。そのため多言語化
や壁ケースに写真パネルを掲示することを評価する意見が多くみられたが、展示の高さや照明、
展示物の配置に関しては厳しい意見も多く、一層の改善に努めたい。 

告知ポスター 
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【書式Ａ（特別展）】 施設名 九州国立博物館 処理番号 1221D ｱ 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）展覧事業 ②特別展等 1)特別展 

【年度計画】 

ア 特別展「タイ展～仏の国の輝き～」（4月11日～6月4日） 

タイ王国門外不出の名宝と、選りすぐりの仏教美術の数々を一堂に集めた展覧会で、日タイ修好130周年の節目に両

国が総力を結集して開催する。（目標来館者数6万人） 

担当部課 学芸部企画課 事業責任者 特別展室長 原田あゆみ 

【実績】 

告知ポスター 

展覧会名 特別展「タイ展 ～仏の国の輝き～」 

会  期 4月11日(火)～6月4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、タイ王国文化省芸術局、西日本新聞社、TVQ九

州放送、日本経済新聞社、BSジャパン 

作品件数 150件（うち国宝1件、重要文化財8件） 

来館者数 56,314人（達成率：93.9％） 

入場料金 一般1,600円、高大生1,000円、小中生600円 

ｱﾝｹｰﾄ結果 満足度 89.5％ 

【成果】 

企画構成 

展示作品  

第1章「タイ前夜 古代の仏教世界」は、タイ族の国が興る以前、タイ文化が芽吹く土壌を形成した

国々の信仰の世界をたどった。現在のタイの領土に仏像が伝来した5世紀から、仏教文化が各地で花開い

た7～9世紀、タイ族が国を建てはじめる13世紀までを概観した。第2章「スコータイ 幸福の生まれ出づ

る国」は、タイ族初期の王朝であるスコータイとラーンナータイが、スリランカから上座仏教を王権主

導で受容したこと、仏教を通した両者の繋がりを紹介した。スコータイ時代には、仏足跡信仰がはじま

り、この流行はタイ各地に広がり後代にも続いた。第3章「アユタヤー 輝ける交易の都」は、第4章「シ

ャム 日本人の見た南方の夢」とともに、国際交易都市として知られるアユタヤーを紹介した。第3章で

は、周辺諸国との交わりの中から生まれた新たな仏教美術に焦点をあてた。第4章では、港市アユタヤー

の様子を日本との交流の視点から照射した。第5章「ラタナコーシン インドラ神の宝蔵」は、新都ラタ

ナコーシンが目指したアユタヤー文化の再現と展開、近代の新たな日タイ交流を、仏教美術から概観し

た。 

総件数150件（タイ王国から100件、国内借用50件）。 

学術的意義 

・本展は日本でタイ上座仏教美術を本格的に紹介した初めての展覧会である。 

・本展には19年からタイ王国文化省芸術局と続けてきた学術文化交流事業の成果（タイにおける日本刀

の受容と展開、日タイ仏教僧の交流と請来品の評価等）が盛り込まれている。 

教育普及 

・タイ仏教講座「タイ仏教とタイ人の生活」（4月13日） 

・日タイ修好130周年記念特別展・学術交流記念講演会「タイと日本 境界を越えて」（4月29日） 

・リレー講座「見たい 行きたい よかタイ！」（5月6日、13日） 

・展示室におけるタイ仏教文化を理解するための教育普及コラムパネル、映像等の設置。 

その他 
(運営・広報・

ｻｰﾋﾞｽ等) 

・展覧会会期中、タイプレートランチを提供。 

・夜間開館実施に伴い、シンハービールの提供。 

補 足 

本展は、東京国立博物館で昭和62年（1987）に開催された日タイ修好100周年特別展「タイ美術展」以

来30年ぶりにタイの文化を本格的に紹介する展覧会であり、当館が19年からタイ王国文化省芸術局と続

けてきた学術文化交流事業の成果である。日タイ修好130周年記念事業としてタイ国においても｢日本美

術のあゆみ｣（12月27日～30年2月18日）（タイ文化省芸術局、文化庁、東京国立博物館、九州国立博物館、

国際交流基金主催、会場：バンコク国立博物館）を開催し、日本美術を国外において広く紹介した。 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定  

来館者数 56,314人 60,000人 Ｃ 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 
【判定根拠、課題と対応】 

一般的にややなじみの薄いテーマでもあり、目標観覧者人数には達しなかったが、

アンケート結果では満足度 89.43％と高い評価を得た。アジア諸国との交流を軸に活

動する当館としては、アジア文化を理解するための展覧会事業を今後も実施してい

くべきであり、よりわかりやすい情報発信を念頭に来館者誘致のための広報活動に

努める。 
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【書式Ａ（特別展）】 施設名 九州国立博物館 処理番号 1221D ｲ 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）展覧事業 ②特別展等 1)特別展 

【年度計画】 

イ 特別展「世界遺産 ラスコー展」（7月11日～9月3日） 

フランス南西部に2万年ほど前に人類が躍動感あふれる動物たちを描いたラスコー洞窟の壁画を再現し、2万年前の

人類の豊かな創造性や芸術の始まりを知る旅に誘う。（目標来館者数6万人） 

担当部課 学芸部企画課 事業責任者 課長 河野一隆 

【実績】 

 

展覧会名 世界遺産 ラスコー展 クロマニョン人が見た世界 

会  期 7月11日(火)～9月3日(日)（49日間） 

会  場 九州国立博物館 特別展室 

主  催 九州国立博物館・福岡県、毎日新聞社、RKB毎日放送、西日本新聞社 

作品件数 180件 

来館者数 118,555人（達成率：197.6％） 

入場料金 一般 1,600円、高大生 1,000円、小中生 600円 

ｱﾝｹｰﾄ結果 満足度 86.2％ 

【成果】 

企画構成 

展示作品  

2 万年ほど前、クロマニョン人が壁画を遺したラスコー洞窟はその重要性が認められ、世界遺産に登

録されている。保存のため、洞窟は現在非公開だが、魅力を広く人々に知ってもらうべく、フランス政

府公認のもと世界各国を巡回する展覧会に、日本独自のコンテンツを加えたのが本展である。主たる展

示作品は、ラスコー洞窟壁画の実物大模型と旧石器時代の石器や芸術品であり、九州会場では同時代の

古生物資料を加え、独自性を演出した。 

学術的意義 

最新技術を駆使して、誤差1ミリ以下の精度で再現した実物大の洞窟壁画展示によって、普段見られな

い洞窟内部の世界を疑似体験ができるほか、クロマニョン人が残した芸術的な彫刻や多彩な道具類にも

焦点をあて、2万年前の人類の豊かな創造性に迫ることができた。 

教育普及 

九州会場のオリジナルとして、クロマニョン人が生活していたのと同時代の古生物資料を各地の博物

館から借用し、またマンモスの牙に触れるコーナーを設けることで、大変な人気を博した。さらに、ク

ロマニョン人に扮した劇団員が夜間開館中に会場に登場し、展示品の使い方を実演して当時の生活を再

現したり、｢夜の洞窟探検｣と銘打って夜間のイベントを行うなど、工夫を凝らすことで集客に寄与した。 

その他 
(運営・広報・

ｻｰﾋﾞｽ等) 

・開催前プロモーションとして、架空の｢クロマニョン語｣による動画を配信し、告知と盛り上がりを図

った。 

・運営では特に大きな混乱は生じなかったが、洞窟が一時的に暗くなる時点での来館者誘導に課題が残

った。 

・当館の特別展では珍しく、会場内で写真撮影を可とするポイントを3ヶ所設け、好評を博した。 

補 足 

・日没時間が遅い夏休みに相応しい企画で、夜間開館のメリットを生かすことができ、様々な実験的な

試みに挑戦することができた。 

・開幕当初は、九州北部豪雨被災の直後ということもあって、客足が若干伸び悩んだが、夏休みに入っ

て会場内撮影がSNSにアップされはじめると情報が拡散し、会期の後半に集客が飛躍的に拡大した。 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定  

来館者数 118,555人 60,000人 Ｓ 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ａ 
【判定根拠、課題と対応】 

SNSの活用、展示室内での写真撮影やハンズオン展示、劇団員によるイベントを行

うなど、当館独自の様々な工夫を凝らした展覧会となった。その結果、酷暑という悪

条件にも関わらず、目標値を大きく越える来館者数を記録し、来館者にとって満足

度の高い展覧会を行うことができたことは大いに評価できる。 

告知ポスター

か 
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【書式Ａ（特別展）】 施設名 九州国立博物館 処理番号 1221D ｳ 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）展覧事業 ②特別展等 1)特別展 

【年度計画】 
ウ 特別展「新・桃山展―大航海時代の日本美術―」（10月14日～11月26日） 

鉄砲伝来（1543年）から鎖国完成（1639年）までの約1世紀に、日本がアジアやヨーロッパとくり広げた交流の歴史を、華やかな美

術とともに紹介し、激動の100年を新たな視点から見つめなおす展覧会。（目標来館者数9万人） 

担当部課 学芸部企画課 事業責任者 特別展室主任研究員 鷲頭桂 

【実績】 

 

展覧会名 「新・桃山展―大航海時代の日本美術」 

会  期 10月14日(土)～11月26日(日)（38日間） 

会  場 九州国立博物館 3階特別展室 

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 

作品件数 123件（うち国宝4件、重要文化財28件、重要美術品4件） 

来館者数 87,413人（達成率：97.1％） 

入場料金 一般1,600円、高大生1,000円、小中生600円 

ｱﾝｹｰﾄ結果 満足度 86.0％ 

【成果】 

企画構成 

展示作品  

・構成：本展では、日本を取り巻く国際関係が大きく変動した鉄砲伝来（1543年）から鎖国完成（1639年）までの約

百年間に着目し、「文化交流」という新視点から、中世末期～近世初期の日本美術の展開を再検証した。構成の特

徴として、第1章「織田信長」、第2章「豊臣秀吉」、第3章「徳川家康」と、知名度の高い重要人物を中核にすえて章

立てし、その人物との関係や制作背景が明らかな作品を選定した。それにより来場者の親しみやすさを喚起し、展

覧会の命題である「為政者の外交施策が文化に与えた影響」を分かりやすく提示した。企画の新規性として、従来

知られてきた南蛮美術のほかに、唐物をはじめとする東、東南アジアとの交流を示す品々や、ポルトガル・スペイ

ン植民地で制作された日本風屏風も展示し、当時の日本が地球規模の交流ネットワークに組み込まれていたことを

明示した。 

・作品：123件（国宝4件、重要文化財28件、海外借用3件）：「唐獅子図屏風」狩野永徳筆（宮内庁三の丸尚蔵館）、重

要文化財「聖フランシスコ・ザビエル像」（神戸市立博物館）、「大洪水図屏風」（メキシコ・ソウマヤ美術館）。絵

画、陶磁器、漆器、彫刻、染織、漆工、考古など、多分野の代表作を網羅した。 

学術的意義 

・日本史や日本美術史で、長らく個別に取り上げられてきた日明貿易、南蛮貿易、朝鮮通信使、朱印船貿易、日蘭貿

易など中世末～近世初期の交流の諸相を、横断的、通史的に整理し、それぞれに関係する基準的作例を出陳した。 

・これまで日本美術史および西洋美術史の狭間で見落とされていた、ポルトガル・スペイン植民地で制作された日本

風屏風を、調査、研究、展示し、その成果を広く紹介した点で、本展は高い学術的意義を有する。 

・事前準備において、狩野内膳の代表作の１つである南蛮屏風（個人蔵）を約80年ぶりに発見し、展示した。 

・図録に、海域交流史、スペイン植民地美術の観点から時代を通覧した総論（2本）、地域や作品分野別の各論（5本）、

16～17世紀の文化交流を通史的に論じた本文と作品解説を掲載。最新の研究を広く伝えるため総論は英訳を付し

た。 

・今後、本展に関する論文や口頭発表の予定が国内外で複数あり、本展の成果への注目度は極めて高い。 

・本展の成果は、今後の文化交流展示5テーマでも大いに展開できる。 

教育普及 

・講演会：安部龍太郎氏講演会「天下人と大航海時代」、研究員によるリレー講座「大航海時代の世界と日本」、国指

定重要無形民俗文化財 幸若舞「敦盛」披露を企画、開催した。 

・黄金の茶室（復元品・京都市蔵）及び長谷川等伯筆松林図屏風高精細複製画を露出展示し、「きゅーはく茶会」「夜

のフォトミュージアム」等のイベントを開催した。複製画を撮影可能とし、来館者の理解を助け広報に活用した。 

・外部団体とタイアップしたイベントを開催した。ブックオカ福岡2017主催「キリシタンの世紀と殉教の記憶をめぐ

って」（作家・星野博美氏を迎えた研究員との対談型トークショー）、大阪大学西洋美術研究室主催「Momoyama Japan 

and the Artistic Contacts via Asian and Transpacific Sea Lanes」（研究者向け国際ワークショップ）。 

その他 
(運営・広報・

ｻｰﾋﾞｽ等) 

・会期中、関連企画として、文化交流展示室にて「新・桃山展の仲間たち」を3期(63日間)に渡って2部屋で開催した。 

・テレビ、新聞、交通広告、ウェブ（ホームページ、ツイッター、フェイスブック、ウェブマガジン等）等の広報を

行った。 

・ＮＨＫ日曜美術館にて、ソウマヤ美術館の「大洪水図屏風」の特集を放映し、当館はその製作協力・出演等を行っ

た。また、番組コンテンツやＮＨＫアーカイブを活用して会場映像を制作し、充実した内容の映像を提供した。 

補 足 
・調査研究、作品借用を通して、東方基金（リスボン）とソウマヤ美術館（メキシコシティ）と連携した。 

・図録販売：特展グッズ売場で2,500冊、会期中忘羊社（図録編集）からの通信販売部数は約600冊を数えた。 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定  

来館者数 87,413人 90,000人 Ｃ 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 
【判定根拠、課題と対応】 

来館者数は目標値を下まわったが、従来の桃山美術・南蛮美術の展覧会や研究には無い新視

点を提示し、新出の作品紹介を行なうなど、研究史的な意義は高い。今後の日本美術史や海域

交流史等の学界にも寄与する内容である。 

告知ポスター 
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【書式Ａ】 施設名 東京・九州国立博物館 処理番号 1222-1AD 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）展覧事業 ②特別展等 2)海外展 

【年度計画】 
（東京国立博物館・九州国立博物館共同企画） 

ア 海外展｢日タイ修好130周年記念 日本美術展（仮称）」（12月19日～30年2月11日）（会場：バンコク国立博物館、文化庁共催） 

 日タイ修好130周年記念として、東京・九州国立博物館、文化庁等所蔵の国宝・重要文化財などを公開し、日本美術の流れを展示、

紹介する。 

担当部課 東京国立博物館学芸企画部企画課 

九州国立博物館学芸部企画課 

事業責任者 学芸研究部調査研究課絵画・彫刻室長 沖松健次郎 

特別展室長 原田あゆみ 
【実績・成果】 

（東京国立博物館・九州国立博物館共同企画） 

ア 

・展覧会名 日タイ修好130周年記念「日本美術のあゆみ―信仰とくらしの造形―」展 

・会 期 12月27日～30年2月18日（54日間） 

・会 場 タイ王国・バンコク国立博物館 

・主 催 タイ王国文化省芸術局、文化庁、東京国立博物館、九州国立博物館、国際交流基金 

・作品件数 106件 

・来館者数 59,599人 

 

日タイ修好130周年を記念する行事の一環であり、タイ王国で日本美術を総合的に紹介する初めての展覧会。 

本展覧会は「信仰」と「くらし」をテーマに、国宝・重要文化財を含む106件を「日本美術のはじまり」、「仏教美術」、「公家と武家」、

「禅と茶の湯」、「多彩な江戸文化」という6つの構成で紹介した。 

特に日本文化の特質を物語る考古資料、美術品等にスポットをあて、縄文時代から江戸時代にかけての考古資料、絵画、彫刻、工

芸品、書跡等、我が国の文化と歴史に関する資料約70件を展示した。 

本展覧会は4月から8月にかけて東京国立博物館・九州国立博物館において開催された特別展「タイ ～仏の国の輝き～」とともに

日タイ修好130周年事業に位置づけられる。両国で相互の文化を紹介する展覧会が開催できた背景には、九州国立博物館とタイ王国

文化省芸術局の長年の研究交流と、東京国立博物館、文化庁による展示環境整備、展示協力の成果がある。この展示交流により、日

タイ両国の文化交流が一層深まることが期待される。 

【補足事項】 
・学術講演会「日本美術のあゆみ ―信仰とくらしの造形―」を実施した（12月27日 沖松健次郎(東京国立博物館) 於：バンコク国

立博物館）。 

・お茶会（30年1月14日 ブーイ文子氏 於：バンコク国立博物館）。 

  
【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 経年

変化 

25 26 27 28 

来館者数 59,599人 - - - - - - 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ａ 

【判定根拠、課題と対応】 
熱帯地域の博物館での展示環境の整備に多くの労力を費やしたが、そうした技術協力も今後

の交流に向けての礎となるものである。 

本展の開催にあたり、国際交流基金、在タイ日本国大使館、在バンコク日本人会等の協力の

ほか、多くの一般企業からの協賛を得た。広報面においても積極的に活動し、タイ人のみなら

ずタイ在住外国人や観光客の誘致に成功した。 

【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。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ａ 

【判定根拠、課題と対応】 

本展は19年からタイ王国文化省芸術局と続けてきた学術文化交流事業の成果のひとつであ

る。タイ王国において日本美術を総合的に紹介する初めての展覧会であり、その理解を深める

ための展示、グラフィックの作成に努めた。また、ワークショップや体験型展示を通して、来

館者の関心を高めることに成功した。 

タイにおける展示環境を改善させる方法を両国で探るなど、両者の信頼関係を深める機会と

なり、タイ国における博物館事業に大きく貢献した。 

バンコク国立博物館での会場の様子 
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【書式Ａ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1222-2A 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）展覧事業 ②特別展等 2)海外展 

【年度計画】 

（東京国立博物館） 

ア 国立博物館合同企画特別展 「東アジアの虎美術―韓国・日本・中国―」（30年1月26日～3月18日） 

 東京国立博物館、中国・国家博物館、韓国・国立中央博物館が所蔵する虎にかかわる作品を展示する。 

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平常展調整室主任研究員 末兼俊彦 

【実績・成果】 

（東京国立博物館） 

ア 

・展覧会名 国立博物館合同企画特別展「東アジアの虎美術―韓国・日本・中国―」 

・会  期 30年1月26日（金）～3月18日（日）（52日間） 

・会  場 大韓民国・韓国国立中央博物館 

・主  催 韓国国立中央博物館、東京国立博物館、中国国家博物館 

・作品件数 104件 

・来館者数 34,050人 

 

本展覧会は、日本、韓国、中国の3つの国の国立博物館が合同で実施する第3回目の国際共同企画展である。今回は東

アジア全域で好まれた「虎」をテーマに、3館が所蔵する絵画や工芸作品の代表作例を一堂に展示した。日本は東京国

立博物館、中国は国家博物館の所蔵品を出品し、韓国は国立中央博物館を中心に、国立慶州博物館、三星美術館リウム

ほか韓国国内の博物館・美術館の所蔵品を展示した。 

【補足事項】 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会場風景               開会式 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 経年

変化 

25 26 27 28 

来館者数 34,050人 - - - - - - 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

本展覧会は、日本、韓国、中国の3つの国の国立博物館が合同で実施する第3回目

の国際共同企画展である。今回は、韓国国立中央博物館を会場に、東アジア全域で

好まれた「虎」をテーマに展示した。日本は東京国立博物館、韓国は国立中央博物

館、中国は国家博物館を中心とした博物館の所蔵品を展示し、各国の美術の独自性

と共通性を示すことができた。原稿の執筆や作品の集荷、輸送、展示、撤収、返却を

上海博物館と連携して計画的に効率よく進めることができた。 

【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。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

重要文化財1件を含む30件の作品を出品し、日本におけるトラの表現を示したばか

りでなく、日本美術の独自性を示すことができた。32年度には当館において、本展

覧会と同じく3館共同での特別展開催を予定している。 
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【書式Ａ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1231A-1 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）展覧事業 ③観覧環境の向上等 1)快適な観覧環境の提供 1/2 

【年度計画】 
（4館共通） 
ア 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。 
イ 館内の施設のバリアフリー化、ユニバーサルデザイン化を推進し、来館者等の利用に配慮した快適な観覧環境の提供
を行う。 

ウ 平常展及び特別展における、題箋及び解説等並びに音声ガイドについて、4言語（日・英・中・韓）化を推進する。 
（東京国立博物館） 
ア 多言語による案内及び誘導サイン等を順次整備する。また、本館改修に向けてサイン計画を策定する。 
イ 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。 

担当部課 総務部総務課 

総務部環境整備課 

学芸企画部企画課 

学芸企画部企画課 

事業責任者 課長 竹之内勝典 

課長 若林賢一 

特別展室長 丸山士郎 

デザイン室長 木下史青 

【実績・成果】 

（4館共通） 

ア 当館開催の特別展のうち、7つ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。 

イ 出入口スロープの設置、障がい者用トイレの設置は既に完了し、屋外のトイレ等について関係法令に基づく整備計画

案策定と設計積算に掛かる費用の算定を行った。 

ウ 

・平常展及び特別展において、題箋及び解説等全てに英語・中国語・韓国語を付した。 

・平常展の展示テーマ数137件(100％)について引き続き外国語パネルの設置を実施している。英語、中国語、韓国語での

解説整備がすでに進捗しているところであるが、29年度も一部パネルの中国語、韓国語の解説を新たに付した。 

・平常展の音声ガイドを英語・中国語・韓国語で作成し、正門施設内にて貸出しを実施している。加えて、館内各所にお

いて音声ガイドの案内板を掲出するなど、外国人の利用促進を図っている。 

（東京国立博物館） 

ア 庭園の茶室等の誘導サイン等（解説サイン含む）について、多言語化（2言語→4言語）を行った。 

イ 庭園開放時のお花見ライトアップ用の照明器具について、追加補充した。（屋外用ｽﾊﾟｲｸ付LEDｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ×16台） 

【補足事項】 

 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 経年

変化 

25 26 27 28 

音声ガイド貸出台数 282,187台 ― ― 154,056 261,241 223,331 177,522 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

庭園の茶室等をはじめ、展示室以外の誘導サイン等においても、4言語による多言

語化を実施し、来館者サービスの向上を図った。引き続き、様々な来館者のニーズに

即した案内及び誘導サイン等の改善を実施する。また、本館改修に向けて国内外の優

れたサイン表示を実行している施設を視察し、当館の特色を活かしたサイン計画に基

づく案内板の設置を行った。 

また、夜間開館の充実と併せて、より快適な観覧環境を構築するために、展示照明

や展示施設周辺の照明器具の充実を図った。 

【中期計画記載事項】 

博物館内の施設の多言語化、バリアフリー化、ユニバーサルデザイン化並びに各種案内の充実、研修等の実施等を通じ

て、高齢者、障がい者、外国人、乳幼児連れの来館者等の利用にも配慮した快適な観覧環境の提供を行う。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

国内外の博物館・美術館の多言語化、バリアフリー化、ユニバーサルデザイン化等

の取り組みを調査するとともに、来館者のアンケート調査を活用し、高齢者、障がい

者、外国人、乳幼児連れの来館者等の利用に配慮したきめ細やかな取り組みを実行し

ている。今後も、現行の取り組みを検証し、時代に即した快適な観覧環境の提供を実

施する。 
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【書式Ａ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1231A-2 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）展覧事業 ③観覧環境の向上等 1)快適な観覧環境の提供 2/2 

【年度計画】 

（東京国立博物館） 

ウ 総合文化展におけるスマートフォンアプリを用いたガイド｢トーハクなび｣(日本語版・英語版)を引き続き実施す

る。中国語版、韓国語版については、音声ガイドを充実させ、「トーハクなび」の端末とともに貸出しサービスを継

続する。 

エ 講座・講演会の会場へのヒアリンググループの設置、音声認識ソフトのサービスの開始、ユニバーサルデザインの

触知図による対応の継続など、障がい者のための環境整備を充実させる。 

オ 「総合案内パンフレット」（7言語（8種）：日、英、中(簡体字・繁体字)、韓、仏、独、西）を制作・配布する。 

カ 本館 2階「日本美術の流れ」の展示を外国人も理解できるように、より基礎的な解説を盛り込んだ、3言語（英、

中、韓）のパンフレットを継続して制作・配布する。 

キ 育児中の来館者が快適に観覧できるよう託児サービスを提供する。 
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 竹之内勝典 

教育普及室長 藤田千織 

室長 鬼頭智美 

【実績・成果】 

（東京国立博物館） 

ウ アプリ「トーハクなび」、「法隆寺宝物館 30分ナビ」を継続して提供した。また、「トーハクなび」のログ解析を継
続し、利用者の使用動向の調査・研究を行った。さらに、来館者への貸出サービスとして、日本語・英語は「トーハ
クなび」の端末を、中国語・韓国語はアプリのコンテンツの一部を翻訳し、インストールした音声ガイド端末の貸出
を行った。 

エ ユニバーサルデザインの触知図の設置、ギャラリートーク、講演会会場へのヒアリングループの設置や音声認識
ソフトによるコミュニケーション支援・会話の見える化アプリ（UD トーク）の導入など、障がい者のための環境整
備を実施した。 

オ 「総合案内パンフレット」（7言語（8種）：日 151,000部、英 85,000部、中(簡体字 20,000部・繁体字 10,000部)、
韓 47,000部、仏 14,000部、独 9,000部、西 9,000部）を制作・配布した。 

カ 本館 2階「日本美術の流れ」の 3言語（英語・中国語・韓国語）のパンフレットを継続して制作・配布した。 
キ 育児中の来館者が快適かつ安心に観覧できるよう託児サービスを提供した。併せて、利用者の意見を聴取し、託児
室の備品を充実させた。特に、キッズデー開催時（7月30日）には、託児受け入れ時間の拡大と当日受付を実施し、
サービスの拡充を図った。 

【補足事項】 

（東京国立博物館） 
ウ 各アプリの 29年度のダウンロード件数および貸出件数は以下の通りである。   
・Android版「トーハクなび」3,411件 (累計 16,556件、24年 4月 18日公開)  
・iOS版「トーハクなび」13,477件（累計 37,034件、25年 9月 26日公開）   
・iOSアプリ「法隆寺宝物館30分ナビ」3,475件（累計28,091件、23年1月20日公開） 
・貸出件数 22,099件（累計41,569件）（日英中韓の総計） 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 経年

変化 

25 26 27 28 

- - - - - - - - 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 
公開中のアプリ「トーハクなび」、「法隆寺宝物館30分ナビ」はそれぞれ16,888件、

3,475件のダウンロード実績をあげた。貸出サービスにおいては、アプリ端末およ
び音声ガイド端末合わせて年間22,099件貸出した。加えて、障がい者のための環境
整備、7言語の「総合案内パンフレット」の制作・配布、3言語の「日本美術の流れ」
のパンフレット制作・配布、託児サービスの提供等、年度計画は順調に達成されて
いる。一方で、貸出サービスでのメディアや内容が日英と中韓で異なる点など、来
館者サービスの面で課題がある。 

【中期計画記載事項】 

博物館内の施設の多言語化、バリアフリー化、ユニバーサルデザイン化並びに各種案内の充実、研修等の実施等を通

じて、高齢者、障がい者、外国人、乳幼児連れの来館者等の利用にも配慮した快適な観覧環境の提供を行う。 
【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 
パンフレットの制作・配布、ガイドアプリの公開・貸出による多言語化、聴覚障

がい者向けの設備の充実、託児サービスやキッズデーによる子ども連れの来館者へ
の配慮など、一定の成果はあげているが、まだまだ対応は不十分といえる。引き続
き幅広い来館者の利用に配慮した快適な観覧環境の提供のための施策を推進した
い。 

アプリ端末・音声ガイド貸出サービス窓口正門プラザ 
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【書式Ａ】   施設名 京都国立博物館 処理番号 1231B 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）展覧事業 ③観覧環境の向上等 1)快適な観覧環境の提供 
【年度計画】 
（４館共通） 

ア 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。 
イ 館内の施設のバリアフリー化、ユニバーサルデザイン化を推進し、来館者等の利用に配慮した快適な観覧環境の提供を行う。 
ウ 平常展及び特別展における、題箋及び解説等並びに音声ガイドについて、4言語（日・英・中・韓）化を推進する。 

（京都国立博物館） 
ア 明治古都館改修に伴い、平常展示館として計画された平成知新館において特別展覧会も開催するための観覧環境を整備する。 
イ 館内案内リーフレット（6言語：日、英、中、韓、仏、西）を継続して配布する。 

ウ 平常展（名品ギャラリー）において、音声ガイド（4 言語：日、英、中、韓）を継続して活用し、来館者に対するサービスの向
上を図る。 

エ デジタルサイネージを活用し、効果的な情報発信を図る。 

担当部課 総務課 

学芸部 

事業責任者 課長 數馬厚人 

企画室長 伊藤信二 

【実績・成果】 

(４館共通) 

ア 特別展覧会において音声ガイドを活用した情報発信を行った。また、29年度からは4言語(日、英、中、韓)の4言

語で行った。 

イ トイレの誤った使用方法が散見されたことから、外国人にも分かりやすいようピクトグラムのサインを増やし、

使用方法の周知を図った。 

ウ 音声ガイドについては4言語で行い、題箋及び解説等で対応できていなかった中国語、韓国語については展示室内

に掲出されている英語と同様の情報を出品一覧で配布した。 

(京都国立博物館) 

ア 

・彫刻展示室にてスポット照明を増設するなど、特別展などの展示計画に柔軟に対応できるよう観覧環境を整備した。

また、特別展の際に用いる屋外サイン等を整備した。 

・明治古都館の改修に先立ち、閉館中も有効活用ができるように中央ホール及び周辺諸室の安全対策工事を実施した。 

イ 館内案内リーフレットを継続して配布し、30年3月より中国語(繁体字)、ドイツ語を追加した。 

ウ 平常展(名品ギャラリー)においても音声ガイド(4言語：日、英、中、韓)を継続して行った。 

エ デジタルサイネージを活用し効果的な情報発信を行った。 

【補足事項】 

（京都国立博物館） 

ア 

・工芸等の作品で使用する展示ケース内下部LEDスポット照明の追加製造を行った。 

・3階考古・陶磁展示室に追加上部照明のための配線ダクトの整備、上部照明の購入

を行った。 

・出入口誘導等、動線をわかりやすくするための誘導サインを製作した。 

・屋外の休憩ブースとして使用するためのベンチを購入した。 

ウ 音声ガイド利用台数 計128,728台 

・特別展覧会「海北友松」（4言語：日、英、中、韓）24,699台 

・特別展覧会「国宝」（4言語：日、英、中、韓）94,052台 

・名品ギャラリー(4言語：日、英、中、韓)9,977台 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 経年

変化 

25 26 27 28 

音声ガイド貸出台数 128,728台 - - 17,202 76,671 109,167 36,584 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

明治古都館閉館中も有効活用ができるように中央ホール及び周辺諸室の安全対

策工事が完了した。 

29年度は題箋及び解説等並びに音声ガイドの4言語対応を進め、また、館内サイ

ンや展示環境の整備を行い、観覧環境の向上に資する取組を充分に行うことがで

きた。更には、当初の計画に加えて、館内案内リーフレットの対応言語を増やすこ

とができた。 

【中期計画記載事項】 

博物館内の施設の多言語化、バリアフリー化、ユニバーサルデザイン化並びに各種案内の充実、研修等の実施等を

通じて、高齢者、障がい者、外国人、乳幼児連れの来館者等の利用にも配慮した快適な観覧環境の提供を行う。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

明治古都館の安全対策を実施し、来館者の利用に配慮した安全な環境の提供を

行った。 

28年度に引続き、快適な観覧環境の提供を行うために、多言語化対応の整備を進

め、館内サイン、展示環境の整備を行い、中期計画2年目として順調に進捗するこ

とができた。30年度は特別展「京のかたな」の混雑が予想されるため、29年度の整

備成果を活かし、引続き快適な観覧環境の提供に努めたい。 

整備したサインの一部 
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【書式Ａ】   施設名 奈良国立博物館 処理番号 1231C 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）展覧事業 ③観覧環境の向上等 1)快適な観覧環境の提供 

【年度計画】 

（４館共通） 
ア 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。 
イ 館内の施設のバリアフリー化、ユニバーサルデザイン化を推進し、来館者等の利用に配慮した快適な観覧環境の
提供を行う。 

ウ 平常展及び特別展における、題箋および解説並びに音声ガイドについて、4言語（日・英・中・韓）化を促進する。 
（奈良国立博物館） 
ア 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行う。 
イ 誘導サイン等の一層の整備を図り、より快適な観覧環境を確保する。 
ウ 正倉院展の際に託児室を設置するとともに、混雑状況・待ち時間の速報を行う。 
エ 館内案内リーフレット（7言語：日、英、中、韓、仏、独、西）を継続して制作する。 
オ 多言語による案内について充実を図る。 

担当部課 総務課 事業責任者 課長 室溪 浩 

【実績・成果】 
（４館共通） 
ア 特別展において音声ガイドの4言語（日・英・中・韓）化を実現した。 
イ サイン検討会議を開催し、現状サインの問題点を把握しつつ、今後あるべき姿としてのサイン計画立案を進めた。 
ウ なら仏像館において音声ガイドの4言語（日・英・中・韓）化を実現した。特別展では、章解説及び作品名を4言語
化、正倉院展では、会場内の説明文を全て4言語化した。 

（奈良国立博物館） 
ア 
・館内の適正な温度維持管理を行うため熱源設備の一部更新を実施した。 
・快適な観覧環境を提供するため展示ケースの新調を進めた。 
・来館者の利便性を高めるため館内の地下廻廊にWi-fiを整備した。 
イ 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。 
ウ 正倉院展の会期中に無料託児室を開設し、保育士2名が常駐して1歳児から未就学児までの預かりを実施した。ま
た、当館Webサイト及び当館敷地内の掲示にて混雑状況及び待ち時間の速報を行った。 

エ 館内案内リーフレット（7言語：日、英、中、韓、仏、独、西）を継続して制作した。 
オ 総合案内に外国語（英語、中国語）対応のできるスタッフを常時配置し、外国人来館者への応対の充実を図った。 

【補足事項】 

（４館共通） 

イ 一目で認識できるようピクトグラムによる案内表示を併せて行った。 

ウ なら仏像館の音声ガイドは、28年度から提供を開始した英・中・韓に

加え、29年10月から来館者の要望に応え日本語版を導入した。  

（奈良国立博物館） 

イ 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。 

ウ 正倉院展の会期中の無料託児室の利用者数120名の利用があった。 

ピクトグラムによる案内表示 無料託児室  

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 経年

変化 

25 26 27 28 

音声ガイド貸出台数  63,751台 - - 46,953 55,466 49,546 42,210 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

平常展、特別展ともに音声ガイドと題箋、パネル等で多言語化を進めた。特に29

年度は特別展、正倉院展において音声ガイドの4言語（日・英・中・韓）化を実現

し、なら仏像館での名品展「珠玉の仏たち」では、要望にこたえ、日本語版の音声

ガイドを新たに導入した。混雑が予想される展覧会においては、誘導サインの増設

や待ち時間の速報を行うことで解消を図り、快適な観覧環境の維持に努めた。 

【中期計画記載事項】 

博物館内の施設の多言語化、バリアフリー化、ユニバーサルデザイン化並びに各種案内の充実、研修等の実施等を

通じて、高齢者、障がい者、外国人、乳幼児連れの来館者等の利用にも配慮した快適な観覧環境の提供を行う。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

館内における多言語化を常に意識し、英語以外の言語にも対応を進めている。ま

た、4言語以外を母国語とする来館者が認識できるようピクトグラムによる案内も

進めている。30年度も特別展での音声ガイドの4言語（日・英・中・韓）対応を実

施予定であり、更なる充実を図る。以上のことから中期計画にある快適な観覧環境

の提供について順調に進んでいる。 
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【書式Ａ】   施設名 九州国立博物館 処理番号 1231D 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）展覧事業 ③観覧環境の向上等 1)快適な観覧環境の提供 

【年度計画】 
（４館共通） 

ア 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。 
イ 館内の施設のバリアフリー化、ユニバーサルデザイン化を推進し、来館者等の利用に配慮した快適な観覧環境の提供を行う。 
ウ 平常展及び特別展における、題箋及び解説並びに音声ガイドについて、4言語（日・英・中・韓）化を推進する。 

（九州国立博物館） 
ア 快適な観覧環境を提供するためサインや照明などの空間デザインを工夫し、満足度の高い展示の実現を目指す。 
イ 展示室のカレンダーを見やすいものに更新し、分かり易い情報発信に努める。 

ウ 館内案内リーフレット（7言語：日、英、中、韓、仏、独、西）を継続して制作する。 
エ 新しい音声ガイドシステムならびに解説システムの導入に向けて検討を進める。 
オ スーパーハイビジョンシアターの多言語化を進める。 

担当部課 学芸部企画課 

展示課 

総務課 

事業責任者 課長（兼学芸部長） 小泉惠英 

課長 楠井隆志 

課長 菅原秀倫 

【実績・成果】 
（４館共通） 
ア 特別展において、日英中韓の音声ガイドを貸出し、国内外の来館者に対するサービスの向上を図った。 
イ 総合案内所での車イスやベビーカーの貸出、案内等の多言語化表記など、館内の施設のバリアフリー化、ユニバ

ーサルデザイン化を推進した。 
ウ 特別展における、題箋及び解説並びに音声ガイドについて、完全 4言語（日・英・中・韓）化を実施した。平常展

における題箋及び解説について、4言語（日・英・中・韓）化を推進し、内容の充実に努めた。 
 
（九州国立博物館） 
ア 展示作品が良く映え、かつ展示テーマやストーリーが明確になるよう、ケース配置やサイン、照明などを工夫し、
来館者にとって分かりやすく、満足度の高い展示を目指した。 

イ 文化交流展特別展示のサインや案内を展示室外の館内各所に設置し、開催認知度の向上と観覧者の増加に努めた。
季刊情報誌『アジアージュ』における平常展の内容紹介を強化した。 

ウ 館内案内リーフレット（7言語：日、英、中、韓、仏、独、西）を継続して制作・配布した。 
エ 平常展の音声ガイドコンテンツ（3言語：英、中、韓）の内容更新と日本語解説コンテンツの新規制作を実施する
とともに機器の更新を行った。また、現行音声ガイドに替わる将来の新解説システムの検討を進めた。 

オ 日本語のみで提供していたスーパーハイビジョンシアターについて、上映番組（7番組）の多言語化（3言語：英、
中、韓）のナレーションを作成し、映像と同期させて個別のヘッドホンで聞く方法を採用し、30 年度から運用する
準備が整った。 

【補足事項】 

ア これまで「トピック展示」と称していた期間限定のテーマ展示を「特別展示」と改

称し、対外的に特別感をアピールして広報に努めた。 

イ 特別展示への観覧者増を目指し、１階エントランスホール内に巨大な特別展示のバ

ナーを掲示し、入館者に対する特別展示開催の視認性を高めた。 

ウ 文化交流展音声ガイドの英・中・韓のコンテンツ制作46件、日本語コンテンツ制作

46件（新規）。30年度4月末に提供開始予定。 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 経年

変化 

25 26 27 28 

音声ガイド貸出台数 52,425台 - - 55,611 67,665 70,955 98,845 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

題箋及び解説、音声ガイド、スーパーハイビジョンシアターの完全4言語（日・

英・中・韓）化に向けてさまざまな取り組みを実施、推進した。また、開館以来要

望の高かった文化交流展示室の日本語音声ガイドコンテンツの制作を実施し、30

年度の早い段階での導入に目途が立った。引き続き、観覧者の満足度のさらなる向

上を目指し、改善に努めてゆく。 

【中期計画記載事項】 

博物館内の施設の多言語化、バリアフリー化、ユニバーサルデザイン化並びに各種案内の充実、研修等の実施等を

通じて、高齢者、障がい者、外国人、乳幼児連れの来館者等の利用にも配慮した快適な観覧環境の提供を行う。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

中期計画の達成に向けて順調に推移している。なかでも展示室内における多言

語化は大きく推進できた。引き続き、関係部署との連絡調整を行い、来館者サービ

スの向上と観覧環境の快適性を今以上に高めていきたい。 

1階エントランスホールの 
巨大バナー（「六郷満山展」） 
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【書式Ａ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1232A 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）展覧事業 ③観覧環境の向上等 2)来館者の満足度調査等の実施、サービスの改善等 
【年度計画】 

（４館共通） 

ア 展覧事業等に関する満足度調査等に加え、観覧環境に関する来館者アンケート及び多言語表記に関する外国人アンケート等の各種

調査を実施し、観覧環境やサービスの改善に努める。 

イ 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、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。 

ウ 年間を通じて、特別展も含めた夜間開館の拡充を実施する。 

エ 夜間開館の拡充に合わせて、来館者の夜間開館に対するニーズを把握するために、夜間開館時にアンケート調査を実施する。 

（東京国立博物館） 

ア 特別展等に合わせて軽食販売を行う等、サービスの向上に努める。 
担当部課 総務部総務課 事業責任者 課長 竹之内勝典 

【実績・成果】 

（４館共通） 

ア 年間を通じた総合文化展と特別展のアンケート調査に加えて、特別展毎に日本人と外国人それぞれに対するアンケー

ト調査を実施し、調査の結果を館内及びミュージアムショップやレストラン等の委託業者と共有した上で、適切な改善

を図った。 

イ ミュージアムショップやレストランにおいては、アンケート等による利用者の意見把握に努め、運営業者との定例会

を通じて、サービス向上に努めた。ミュージアムショップでは、来館者属性の変化に応じて、若年層や外国人向けの商

品開発も進めている。 

ウ 年間を通じて、特別展も含めて、金曜日・土曜日は21時まで開館するなど夜間開館の拡充を図った。併せて、ポスタ

ーやチラシを作成するなど、周知に努めた。 

エ 特別展毎に、夜間開館に関するアンケートを実施し、アンケート調査の結果を関係者と共有するととともに、夜間開

館実施に反映した。 

（東京国立博物館） 

ア 特別展毎に休憩スペースにおいて軽食販売を行うとともに、敷地内にてキッチンカーによる軽食販売を実施し、サー

ビスの向上に努めた。 

【補足事項】 

東京国立博物館の広報大使である公式キャラクター「トーハクくん・ユリノキちゃん」を使用したノベルティグッズに

ついて、コースター・ピンバッチ・シール等を作成し、レストランでの給仕時や会議・接遇時に使用するなどキャラクタ

ーを活かした商品開発を行った。また、人気商品のはにわグッズについても、新たにネクタイ・バック等のラインナップ

を追加した。利用者のアンケート調査の結果を反映し、食品（和三盆干菓子（見返り美人図、風神雷神図屏風パッケージ））

や文具（八橋蒔絵螺鈿硯箱缶入りメモパッドセット）など手に取りやすい商品の企画を進めるとともに、増加する外国人

来館者に対応する免税手続きや海外への商品発送など、新たなサービス向上を検討している。 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 経

年

変

化 

25 26 27 28 

観覧環境に関する来館者アンケート満足度 68.1％ 80％超 Ｃ - - - 70.4 

多言語表記に関する外国人アンケート満足度 74.8％ - - - - - 69.7 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

ミュージアムショップやレストランに対する来館者のニーズをアンケート調査等

により把握し、展示活動と同様に観覧環境のより一層の向上を図る。特に、ミュージ

アショップでは、博物館の特色を活かした廉価な商品を開発することで、小中学生が

手に取りやすいく、記念の品ともなるよう、他業種のコンテンツを継続的に調査・分

析する。また、レストランでは、展覧会との親和性、待ち時間や単価設定の部分で更

なる改善を図り、利用したくなる運営を実施する。混雑時の休憩スペースの効果的な

運営方法や軽食販売の在り方など、引き続き来館者サービスの充実を図る。 

【中期計画記載事項】 

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。これらの調査結果を踏まえ、事業、管理運営につ

いての見直しや改善を行う。特に開館時間の延長、混雑時の対応、ミュージアムショップやレストランとサービスの改善等、来館者に

配慮した運営を行い、観覧環境に関する来館者アンケートの上位評価が 80％を超えることを目指す。 
【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

複数の来館者アンケート調査の結果、専門家の批評やSNS等による意見を基に、定

例会や日常的な事業の中でミュージアムショップやレストランと情報を共有し、恒常

的なサービス向上に取り組んでいる。 
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【書式Ａ】   施設名 京都国立博物館 処理番号 1232B 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）展覧事業 ③観覧環境の向上等 2)来館者の満足度調査等の実施、サービスの改善等 
【年度計画】 
（４館共通） 

ア 展覧事業等に関する満足度調査等に加え、観覧環境に関する来館者アンケート及び多言語表記に関する外国人アンケート等の各種調
査を実施し、観覧環境やサービスの改善に努める。 

イ 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、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。 
ウ 年間を通じて、特別展も含めた夜間開館の拡充を実施する。 
エ 夜間開館の拡充に合わせて、来館者の夜間開館に対するニーズを把握するために、夜間開館時にアンケート調査を実施する。 

（京都国立博物館・奈良国立博物館） 
ア 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） 

ア アンケート等の意見を参考にミュージアムショップ及びレストランのサービス向上に努める。 

担当部課 総務課 

学芸部 

事業責任者 総務課長 數馬厚人 

企画室長 伊藤信二 

【実績・成果】 

（４館共通） 

ア 来館者アンケートを実施した。また、日本語・英語でのアンケートに加え、中国語、韓国語のアンケートを開始した。 

イ オリジナルグッズ開発及び展覧会に応じた関連商品等を取りそろえ、レストランでは館限定のオリジナルメニューを

提供した。 

ウ 平常展及び特別展の金曜日、土曜日にて午後8時まで夜間開館を実施した。なお、7～9月は午後9時まで夜間開館を延

長した。 

エ 夜間開館時に来館者アンケートを実施した。 

（京都国立博物館・奈良国立博物館） 

ア 『博物館だより196号』にて妙心寺塔頭隣華院 脇坂玄淳氏による特別展覧会「海北友松」の展覧会評を掲載した。 

（京都国立博物館） 

ア アンケートの意見等を受け、ショップ及びレストランに接客対応改善の連絡や新規企画の提案を行った。 

【補足事項】 

（４館共通） 

イ 

・ショップと協力し、当館のロゴ入りグッズ等を開発した。 

・レストランと協力し、公式キャラクター「トラりん」をモチーフとしたパフェの提供等を行った。 

（京都国立博物館） 

ア 国宝展期間中、庭園での飲料提供の要望に応え、レストランと協議し喫茶ブースを設置した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 経

年

変

化 

25 26 27 28 

観覧環境に関する来館者アンケート満足度 63.4％ 80％超 Ｄ - - - 40.2 

多言語表記に関する外国人アンケート満足度 73.5％ - - - - - 69.3 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｃ 

【判定根拠、課題と対応】 

観覧環境に関するアンケート満足度が目標値を下回った。理由として、文化財保護のための

空調・照明管理に関する来館者への周知不足や部分開館を行っていたことなどが考えられる。

サイン等での周知を行うための什器を購入し、積極的な周知を心がけていきたい。 

また、オリジナルグッズの開発や、契約の変わったカフェによる限定メニューの販売も行っ

ていることやアンケートの言語を拡充したことなど、観覧環境の改善を進めている。 

【中期計画記載事項】 

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。これらの調査結果を踏まえ、事業、管理運営につい

ての見直しや改善を行う。特に開館時間の延長、混雑時の対応、ミュージアムショップやレストランのサービスの改善等、来館者に配慮

した運営を行い、観覧環境に関する来館者アンケートの上位評価が80％を超えることを目指す。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｃ 

【判定根拠、課題と対応】 

中期計画2年目として観覧環境の改善を引き続き進めることができた。また、アンケートの言

語も拡充したことにより、今後は多言語対応に関する改善も図っていく。さらには夜間開館に

ついても引き続き実施し、来館者に配慮した運営を心がけていく。 

国宝展 庭園喫茶ブースの風景 トラりんティラミスパフェ ロゴトート 
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【書式Ａ】   施設名 奈良国立博物館 処理番号 1232C 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）展覧事業 ③観覧環境の向上等 2)来館者の満足度調査等の実施、サービスの改善等 

【年度計画】 
（４館共通） 

ア 展覧事業等に関する満足度調査等に加え、観覧環境に関する来館者アンケート及び多言語表記に関する外国人アンケート等の各
種調査を実施し、観覧環境やサービスの改善に努める。 

イ 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、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。 
ウ 年間を通じて、特別展も含めた夜間開館の拡充を実施する。 
エ 夜間開館の拡充に合わせて、来館者の夜間開館に対するニーズを把握するために、夜間開館時にアンケート調査を実施する。 

（京都国立博物館・奈良国立博物館） 
ア 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。 
（奈良国立博物館） 

ア アンケート等の意見を参考にレストランメニューの改善や工夫に努める。 
イ ミュージアムショップにおいて展覧会関連グッズの開発や仏教美術に関する図書の充実を図る。 

担当部課 総務課 事業責任者 課長 室溪浩 

【実績・成果】 

（４館共通） 

ア 展覧事業等に関する満足度調査等に加え、観覧環境に関する対面回収による来館者アンケート及び多言語表記に

関する外国人アンケート等の各種調査を実施し、その結果を改善に活かした。 

イ 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、新たなオリジナルグッ

ズの開発や展覧会に応じた商品や従来品をリニューアルするなど、サービス向上に努めた。 

ウ 平常展及び特別展において毎金曜日・土曜日の夜間開館を実施したほか、「なら燈火会」や「なら瑠璃絵」など周

辺行事等に合わせて弾力的に開館時間を延長した。 

エ 夜間開館の拡充に合わせて、来館者の夜間開館に対するニーズを把握するために、夜間開館時にアンケート調査

を実施した。 

（京都国立博物館・奈良国立博物館）                           

ア 当館刊行の『奈良国立博物館だより』102号（7月刊行）に以下の展覧会評を掲載した。 

東北大学大学院文学研究科教授・長岡龍作氏「展示評 特別展『快慶 日本人を魅了した仏のかたち』展に寄せて」 

（奈良国立博物館） 

ア アンケート等の意見を参考にレストランメニューの改善や工夫に努め、また、敷地内にリニューアルした移動販

売車を導入し観覧者へのサービス及び館内への誘引を図った。   

イ ミュージアムショップにおいて展覧会関連グッズの開発や仏教美術に関する図書の充実を図った。  

【補足事項】 

（奈良国立博物館） 

イ 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」や正倉院模様の手ぬぐい等のオリジナルグッズをミュージアム

ショップで販売した。 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 経

年

変

化 

25 26 27 28 

観覧環境に関する来館者アンケート満足度 70.5％ 80％超 Ｃ - - - 68.0 

多言語表記に関する外国人アンケート満足度 69.7％ - - - - - 67.7 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 
観覧環境は、秋の正倉院展以外は、名品展を含め満足度が高かった。アンケートよって、

多言語表記についてはキャプション、リーフレット等の記載に関し十分であるとの意見が

多々得られたが、会場解説が難解だという意見もあり、満足度は目標値に至らなかった。今
後もアンケートの意見等を参考にし、多言語化、解説文の改善・充実など、満足度の向上に
努める。 

【中期計画記載事項】 
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。これらの調査結果を踏まえ、事業、管理運営に

ついての見直しや改善を行う。特に開館時間の延長、混雑時の対応、ミュージアムショップやレストランのサービスの改善等、来館

者に配慮した運営を行い、観覧環境に関する来館者アンケートの上位評価が80％を超えることを目指す。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 
来館者対象のアンケートは通年の設置式に加え、29年度は一つの特別展と二つの特別陳列

の開催時期に対面回収によるアンケートを実施し、回収率を上げることで意見の聴取に努め
た。またアンケートの意見は、館内で共有し逐次の対応を行うとともに、ミュージアムショ

ップ及びレストランに関係する内容については回報し館全体で改善に取り組んだ。以上のこ
とから中期計画期間中の改善は順調に行われた。29年度の観覧環境に関する満足度について
は、目標値を下回ったので30年度の課題としたい。 

元気が出る仏像シリーズ 

「仏像をかわいらしくデザイン・クリップ」 

正倉院模様グッズ 

「手ぬぐい・コースター 

（羊木臈纈屏風）」 
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【書式Ａ】   施設名 九州国立博物館 処理番号 1232D 

 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）展覧事業 ③観覧環境の向上等 2)来館者の満足度調査等の実施、サービスの改善等 

【年度計画】 
（４館共通） 
ア 展覧事業等に関する満足度調査等に加え、観覧環境に関する来館者アンケート及び多言語表記に関する外国人アンケート等の各

種調査を実施し、観覧環境やサービスの改善に努める。 
イ 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、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。 

ウ 年間を通じて、特別展も含めた夜間開館の拡充を実施する。 
エ 夜間開館の拡充に合わせて、来館者の夜間開館に対するニーズを把握するために、夜間開館時にアンケート調査を実施する。 
（九州国立博物館） 

ア 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。 
イ アンテナショップ「九州国立博物館ミュージアムショップ参道」での情報発信、オリジナルグッズの提供に努める。 

担当部課 学芸部企画課 

展示課 

広報課 

総務課 

事業責任者 課長（兼学芸部長） 小泉惠英 

課長 楠井隆志 

課長 田中正一 

課長 菅原秀倫 

【実績・成果】 

（４館共通） 

ア 展覧事業、観覧環境等に関する来館者アンケートを2言語（日本語・英語）で継続的に実施し、観覧環境やサービ

スの改善に努めた。 

イ 当館オリジナルグッズ開発のため、館内で設置したワーキンググループを開催、新たな商品開発に向けての検討

を行った。 

ウ 4月28日から毎週金曜日及び土曜日は午後8時までの夜間開館を開始し、それ以外の曜日においても太宰府天満宮

のイベントに合わせて臨時の夜間開館を実施した。 

エ 夜間開館の開始に合わせて、来館者の夜間開館に対するニーズを把握するために、夜間開館時にアンケート調査

を実施した。（5、6、8、9、10、11月） 
（九州国立博物館） 
ア レストラン利用者を対象とするアンケート調査を実施し、サービス向上に努めた。 
イ アンテナショップ「九州国立博物館ミュージアムショップ参道」では、館内ショップでは取り扱わないオリジナ

ル商品を販売するほか、特別展にあわせてバナーを店頭に掲出し、告知に努めた。 

【補足事項】 

（４館共通） 

エ 夜間開館来館者へのアンケート結果では、来館者の満足度は高い結果となって

いる。（96.8％） 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 経

年

変

化 

25 26 27 28 

観覧環境に関する来館者アンケート満足度 63.7％ 80％超 Ｃ  - - - 77.2 

多言語表記に関する外国人アンケート満足度 84.6％ - - - - - 78.8 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

夜間開館の実施に併せて、ミュージアムショップおよびカフェを夜間開館時間

に合わせて営業した。また、アンテナショップが情報発信基地として機能した。計

画のとおり、サービス向上に寄与することができた。 

【中期計画記載事項】 
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。これらの調査結果を踏まえ、事業、管理運営に

ついての見直しや改善を行う。特に開館時間の延長、混雑時の対応、ミュージアムショップやレストランのサービスの改善等、来館

者に配慮した運営を行い、観覧環境に関する来館者アンケートの上位評価が80％を超えることを目指す。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

「夜の博物館たんけん隊」や体験型の「ミュージアムトーク」など多彩なイベン

トを実施することにより、夜間開館の認知度も浸透しつつあり、夜間開館アンケー

トにおいては、90％以上の来館者の満足度が高い結果となった。また、夜間開館日

には来館者数が１割以上増え、入館者の増加につながっている。今後は、一層の内

容充実と効果的な広報に努め、更なる来館者数の増加を図っていきたい。また、オ

リジナルグッズを所蔵品の広報ツールとして引き続き活用していく予定である。

カフェだけでなく、レストランについても、今後、イベントとの連携や来館者増に

努めることで夜間開館時間の営業ができるよう努めたい。 

夜間開館オープニングセレモニーの様子 
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【書式Ａ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1311A1 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）教育・普及活動 ①教育活動の充実等 1)学習機会の提供 1/3 
【年度計画】 
（4館共通） 
ア 講演会等の開催回数については、各施設の工事等による影響を勘案し、前中期目標の期間の実績の年度平均以上を目指す。 

（東京国立博物館）※イ、ウは後述 
ア 文化財について分かりやすく理解するための月例講演会・記念講演会・連続講座・ギャラリートーク・教育普及イベント等を継
続して実施する。 

エ 障がい者や外国人など多様な来館者を対象とした教育普及事業のあり方について検討する。 

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 藤田千織 

教育講座室長 勝木言一郎 

ボランティア室長 鈴木みどり 

【実績・成果】 

（４館共通） 

ア 各分野の研究員ならびに特別展のワーキンググループと協力し、精力的に講演会等の文化財理解につながるプロ

グラム開催に取り組んだ。 

（東京国立博物館） 

ア 

・「博物館でお花見を」「博物館でアジアの旅」では、来館経験の少ない人が当館に対して抱きがちな「敷居が高い」と

いうイメージを払拭すべく親しみやすくわかりやすい内容のガイドツアーを企画した。月例講演会やギャラリート

ークにおいても展示に即した内容のほかに、博物館アーカイブや資料館の活用など、所蔵作品以外のテーマも加え、

文化財について多面的に理解を深められるような学習機会を提供した。 

ア、エ 

・29 年度より、外国人来館者をメインターゲットとした体験型プログラム「日本文化体験」を新規に企画運営した。

外部スタッフの協力を得てし、運営を円滑にし、参加者の体験をより豊かにするためスタッフ研修も実施した。参加

者の満足度は非常に高く、展示作品に関する関心を高めることにも寄与できた。 

エ 

・聴覚障がい者がプログラムに参加できるよう、レクチャースペースにヒアリングループを設置し運用を行った。ま

た音声認識アプリ UDトークの導入をするために実証実験を行い、30年 3月の「博物館でお花見を」関連事業から正

式に運用を開始した。 

【補足事項】 
（４館共通）ア及び（東京国立博物館）ア 

・講演会26回 参加者数6,999人 

 内訳 ①月例講演会12回、参加者数2,716人 ②記念講演会7回、参加者数2,589人 

    ③シンポジウム3回、参加者数920人 ④テーマ別講演会0回、参加者数0人 

    ⑤その他講演会4回、参加者数774人 

・列品解説（ギャラリートーク等）96回、参加者総数14,026人 

 内訳 ①ギャラリートーク53回、参加者総数6,074人 

②特別展関連ギャラリートーク21回、参加者総数7,102人 

    ③東京藝術大学大学院インターンシップによるギャラリートーク22回、参加者総数850人 

・連続講座1回（2日間）参加者総数551人 

・公開講座2回、参加者総数116人 

・その他展示に関連する事業74回、参加者総数7,701人 

（東京国立博物館） 

エ  

日本文化体験「書体験」 42回(42日間)、参加者数5,838人（うち外国人3,571人） 

日本文化体験「きもの体験」 17回(17日間)、参加者数529人（うち外国人419人） 

日本文化体験「十二単着付け実演」 2回(1日間) 712人 英語通訳実施 

日本文化体験「トーハク能 嵐山」 1回(1日間) 307人 英語通訳実施 
【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 

経年

変化 

25 26 27 28 

講演会等の開催回数 199回 128回 Ａ 131 

 

127 146 160 

講演会等の参加者数 29,393人 - - 15,777 14,419 18,080 21,453 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ａ 

【判定根拠、課題と対応】 

 今年度は新たに日本文化体験プログラムが実施され、講演会等の開催回数および

参加者数のいずれも目標値を上回った。 
【中期計画記載事項】 
講演会、ギャラリートーク、 スクールプログラム、ワークショップ及び職場体験等による学習機会を提供する。その際、対象やテ

ーマに応じて学校、社会教育関係団体、国内外の博物館等との連携協力を行う。 
【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

 「上野の山でキジめぐり」「博物館でアジアの旅スペシャルツアー」「トークサロ

ン」「日本文化体験」など、さまざまな形式で講演会、ギャラリートーク、ワークシ

ョップ等を順調に開催した。 

月例講演会 
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※平成28年度より、一定期間通して実施した事業については、期間の日数＝回数としてカウントする。 

【書式Ａ】   施設名 東京国立博物館 処理番号 1311A2 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）教育・普及活動 ①教育活動の充実等 1)学習機会の提供 2/3 
【年度計画】 
（東京国立博物館） 
イ 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。本館地下、19室の
みどりのライオン、東洋館 2室、6室のオアシス等を教育普及スペースと位置づけ、さらに、大講堂、小講堂やミュージアムシア

ター等も活用し、対象と内容に応じた事業を展開する。 
 (ア)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「親と子のギャラリー トーハクでバードウォッチング―キジやクジャク、鳳凰が勢ぞろい」（4月 25日～6月 4日） 

・特集「親と子のギャラリー びょうぶとあそぶ」（7月 4日～9月 3日） 
 (イ)総合文化展の活性化を目的とした総合イベント「博物館でお花見を」(3 月 14 日～4 月 9 日)、「博物館でアジアの旅」(9 月 5

日～10月 15日)、「博物館に初もうで」(30年 1月 2日～1月 28日)において、講演会、ギャラリートーク、体験型プログラム等

の教育普及事業を実施する。 
 (ウ)体験型プログラムの実施 
・特集「親と子のギャラリー」ほか、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体験型プログラムを実施する。 

・本館19室・本館地下みどりのライオン・東洋館オアシスで展開する教育普及スペースで、ワークショップやハンズオンアクティビ

ティなどの体験型プログラムを実施する。 

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 藤田千織 

教育講座室長 勝木言一郎 

【実績・成果】 

（東京国立博物館） 

イ 総合文化展を中心とした展示や、作品に関連したプログラム等を通じ、来館者の鑑賞体験を深め、歴史・文化の

理解促進や伝統文化への興味関心を高めることを目的とした教育普及事業を展開した。 

(ア)特集「親と子のギャラリー トーハクでバードウォッチング―キジやクジャク、鳳凰が勢ぞろい」では、キジ科

の鳥をテーマにした文化財ならびに、国立科学博物館、恩賜上野動物園から借用した資料を展示するとともに、

3館園をめぐるツアーを開催し、キジ科の鳥の文化史や生態に対する理解を深めた。 

特集「親と子のギャラリー びょうぶとあそぶ」では、屏風の高精細複製を用い、畳に座ってガラスケースなし

で見るという屏風本来の鑑賞環境を実現、作品世界を伝えるための映像や音楽をあらたに制作して提供するな

ど、博物館における日本美術の新しい鑑賞方法を提案した。また、ワークシート、ハンズオンプログラムやイベ

ントを通じ、来館者の体験と理解をさらに深めることを目指した。 

(イ)講演会、ギャラリートーク、ガイドツアー及び、ぬりえ、ヨガなどの体験型プログラム、伝統芸能公演などの文

化イベントを実施し、総合文化展の活性化に寄与した。 

(ウ)本館19室では伝統模様のスタンプを使った体験型プログラム、作品の工程見本の展示、IT技術を使って作品を知

る体験コーナーを、東洋館オアシスではアジアの文化を知る体験コーナーを、平成館考古展示室ではレプリカを

用いたハンズオンコーナーを継続運営した。本館地下、東洋館オアシスやシアターでは各種体験型プログラム、

ギャラリートーク等を実施した。 

【補足事項】 
・「びょうぶとあそぶ」ではワークシート20,000部を配布。ワークショップ「びょうぶをつくる」（2回44人）、ダンスパフォーマンス

「びょうぶとおどる」（6回1,150人）を実施した。 

・体験型プログラムとして、本館19室および東洋館でのハンズオン展示(585回、177,837人)、

ワークショップ(25回10,882人)、親と子のギャラリー(92回、82,966人※｢92回｣は2企画の

合計、人数は「びょうぶ」のみカウント)を実施した。 

・夏休み期間の7月30日に総合文化展(本館、考古展示室)で、子どもとその保護者のためのイ

ベント「キッズデー」を開催し、未就学児、小中生合計1,182名が参加した。 

・「博物館でお花見を」では「花見で一句」として俳句を募り375の応募のうち一般の部6句、

小学生以下の部2句が入選した。 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 
経年

変化 

25 26 27 28 

体験型プログラム等実施回数※ 703回 - - - - 1,042 827 

体験型プログラム等参加者数 272,867人 - - - - 198,393 199,167 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

体験型プログラムを703回実施、272,867人が参加し、年度計画を順調に達成して

いる。 

【中期計画記載事項】 
講演会、ギャラリートーク、 スクールプログラム、ワークショップ及び職場体験等による学習機会を提供する。その際、対象やテ

ーマに応じて学校、社会教育関係団体、国内外の博物館等との連携協力を行う。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

中期計画に沿って順調に、講演会、ギャラリートーク、 スクールプログラム、

ワークショップ及び職場体験等による学習機会を提供している。これまでの経験

を生かしてより充実した事業を目指したい。 

「親と子のギャラリー びょうぶとあそぶ」会場の様子 

－　　－90



 

【書式Ａ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1311A3 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）教育・普及活動 ①教育活動の充実等 1)学習機会の提供 3/3 
【年度計画】 

（東京国立博物館） 
ウ 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）。 
・教員を対象とした研修等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 教育普及室長 藤田千織 

ボランティア室長 鈴木みどり 

【実績・成果】 

ウ 29年度も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は学年、人数、目的に応じた 15のコースを

設け、パンフレット、ウェブサイトで告知し、ウェブサイト、ファックスで申込を受け付けた。児童・生徒の鑑賞体

験の充実に寄与し、伝統文化への関心を高め、理解を促した。 

【補足事項】 

ウ スクールプログラム 270校10,045人（小学校44校2,042人、中学校159校5,538人、

高校67校2,465人） 

盲学校のためのスクールプログラム 3校11人 

職場体験  20校 63人 

教員研修   6回 513人 

 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 

経

年

変

化 

25 26 27 28 

スクールプログラム実施回数 273回 - - - - 211 227 

スクールプログラム参加者数 10,056人 - - - - 8,261 7,910 

職場体験実施回数 20回 - - - - 19 19 

職場体験参加者数 63人 - - - - 60 63 

教員を対象とした研修実施回数 6回 - - - - 6 6 

教員を対象とした研修参加者数 513人 - - - - 585 235 

印刷物 37,000部 - -  - - 42,000 30,000 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

273回のスクールプログラム、20回の職場体験の受入れ、6回の教員を対象とし

た研修など学校との連携事業を順調に実施し、年度計画を達成している。 

【中期計画記載事項】 

講演会、ギャラリートーク、 スクールプログラム、ワークショップ及び職場体験等による学習機会を提供する。その

際、対象やテーマに応じて学校、社会教育関係団体、国内外の博物館等との連携協力を行う。 
【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

学校等との連携の下、スクールプログラム、職場体験などの学習機会の提供を

行い、中期計画に則り順調に取り組んでいる。 

スクールプログラム実施風景 
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【書式Ａ】   施設名 京都国立博物館 処理番号 1311B1 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）教育・普及活動 ①教育活動の充実等 1)学習機会の提供 1/2 

【年度計画】 

（４館共通） 

ア 講演会等の開催回数については、各施設の工事等による影響を勘案し、前中期目標の期間の実績の年度平均以上

を目指す。 

（京都国立博物館） 

ア 歴史や文化についてわかりやすく理解してもらうため、講演会・土曜講座・夏期講座等を継続して実施する。 

担当部課 学芸部 事業責任者 教育室長 永島明子 

【実績・成果】 

（４館共通） 

ア 京都国立博物館においては、32回の講演会等を開催した。 

(京都国立博物館) 

ア 

・「記念講演会」(4月22日、講師：小説家 葉室麟氏、学芸部長 山本英男)ほか、(4回・800人)を実施した。 

・「土曜講座」(6月17日、講師：東京国立博物館 主任研究員 末兼俊彦)ほか、(22回・2,433人)を実施した。 

・「夏期講座(名品を旅するⅡ)」(7月27日～28日、講師：東京大学文学部教授 佐藤康宏氏 ほか5名)(1回・212人)を

実施した。 

・「社会科教員のための向上講座」(8月29日、講師：研究員 水谷亜希)（1回・49人）を実施した。 

・記念座談会「日本美術応援団、海北友松を応援する！！」（4月15日、明治学院大学教授 山下裕二氏、俳優 井浦新

氏、学芸部長 山本英男）（1回・200人）を実施した。 

・研究発表と座談会「平安時代後期を中心とした絵師の工房をめぐる諸問題」（1回・93人）を実施した。 

・国際博物館の日シンポジウム「ICOM京都大会に向けて」（1回・140人）を実施した。 

・「イギリスにおける最新文化動向とオリンピック文化プログラム」講演会・ワークショップ（1回・87人）を実施し

た。 

【補足事項】 

(京都国立博物館) 

ア 

・特別展期間中の講座を「記念講演会」として4回実施した。 

・土曜講座は昭和48年(1973)から開始し、29年度末で1,870回を数える歴史ある普

及活動で、参加者から高い評価を得ている。 

・ICOM京都大会に向けての講演会等も開催した。詳細は処理番号1430Bを参照。 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 
経年

変化 

25 26 27 28 

講演会等の開催回数 32回 26回 Ａ 21 36 39 45 

講演会等の参加者数 4,014人 - - 2,062 4,596 4,845 5,132 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

特別展覧会「国宝」期間中の記念講演会は混雑が予想されたため、通常の当日整

理券配布方式ではなく事前申込制とすることで、200人の参加者が混乱なく受講す

ることができた。その他の記念講演会もいずれも満席（200人）であった。 

土曜講座は、館内外の専門家（22人）を講師として、年度計画どおりに事業を実施

できた。 

【中期計画記載事項】 

講演会、ギャラリートーク、 スクールプログラム、ワークショップ及び職場体験等による学習機会を提供する。そ

の際、対象やテーマに応じて学校、社会教育関係団体、国内外の博物館等との連携協力を行う。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

学校、社会教育関係団体、国内外の博物館等との連携協力を順調に行うことがで

きた。また、数年前より継続してきた「社会科教員のための向上講座」は、リピー

ターも多く教員に定着しており、29年度は「名品ギャラリー」の学校現場での活用

について教員の積極的な議論が見られた。次年度以降も継続してこれらの事業を

実施し、内容の充実につとめる。 

3月 17日土曜講座 

「狩野派をめぐる 30年」 
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※平成28年度より、一定期間通して実施した事業については、期間の日数＝回数としてカウントする。 

【書式Ａ】   施設名 京都国立博物館 処理番号 1311B2 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）教育・普及活動 ①教育活動の充実等 1)学習機会の提供 2/2 
【年度計画】 
（京都国立博物館） 
イ 京文化を核としながら、日本及び東洋の歴史・文化に対する理解促進を図るために教育普及事業を実施する。 
・展覧会鑑賞ガイド・ワークシート（小中学生向けを含む）などを発行する。 
・「博物館くらぶ」や京博ナビゲーターによるミニワークショップなど、文化財への一般の関心を高める体験型イベントを実施する。 
・分かりやすい展示作品解説シート「博物館ディクショナリー」を発行し配信する。 
・ハンズオン教材を設置し、京博ナビゲーターが常駐する「ミュージアム・カート」を展開する。 
ウ 教育諸機関等との連携事業を推進する。 
・京都市内の小中学生を対象とする訪問授業「文化財に親しむ授業」を実施する。 
・京都市内 4美術館・博物館（京都国立博物館、京都国立近代美術館、京都文化博物館、京都市美術館）で組織する「京都市内 4館
連携協力協議会」での連携協力を図る。 

・教員のための講座を開講する。 
・他の博物館や教育諸機関と協力した教育普及事業を実施する。 

担当部課 学芸部 事業責任者 教育室長 永島明子 

【実績・成果】 
（京都国立博物館） 
イ 

・「鑑賞ガイド」（「トラりんと見てみよう！どんなおさかないるのかな？」（7,000部）、「今日から君も獅子と狛犬博士」（64,000部、
日・英・中・韓）を発行した。 

・ワークショップ「描いてみよう！墨の線」（36回・11,508人）を実施した。 

・「博物館Dictionary」(10回、45,000部)を発行した。 
・「さわって発見！ ミュージアム・カート」（173回、概算225,809人参加）を実施した。 
ウ 

・「文化財に親しむ授業」(7回・626人)、「おしゃべり鑑賞会」（3回・29人）を実施した。 
・「京都市内4館連携協力協議会」の連携協力として、土曜講座のうち１回を京都ミュージアムズ・フォー連携講座「美術の中の水の
いきもの」（1回・75人）として実施した。 

・「社会科教員のための向上講座」(1回・49人)、「文化財を教室に！－複製を活用した事例紹介と交流会
―」（1回・13人）、「大阪府高等学校美術工芸教育研究会」(1回・30人)を実施した。 

・京都水族館と協力し、特集展示「京博すいぞくかん―どんなおさかないるのかな？―」（1回・40,911

人）と、関連するイベント（7回・154人）を実施した。 
・スクールプログラム、来館学校団体等への対応（9回・93人）を行った。 
・東日本復興支援の「こども☆ひかりプロジェクト」(1回・120人)に参加した。 

・「京の伝統文化と子供モノづくり体験」（1回・2,160人）に協力した。 
・「世界キャラクターさみっとin羽生」にプログラム（2回・357人）を出展した。 

【補足事項】 
・京博初めての子ども向け特集展示「京博すいぞくかん―どんなおさかないるのかな？―」を実施し、40,911人の来館者があった。 

・京都洛東ロータリークラブと協力し、館内にて「京の伝統文化と子供モノづくり体験」を実施、2,160人の参加があった。 

・博物館Dictionaryのうち、特別展覧会中に配付した198号（仏像は何からつくられているの？）は好評のため25,000部を増刷した。 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 

経

年

変

化 

25 26 27 28 

体験型プログラム等実施回数※ 467回 - - - - 268 553 

体験型プログラム等参加者数 282,014人 - - - - 16,200 21,333 

スクールプログラム実施回数 9回 - - - - 10 7 

スクールプログラム参加者数 93人 - - - - 378 344 

文化財ソムリエによる訪問授業実施回数 7回 - - - - 7 7 

文化財ソムリエによる訪問授業参加者数 626人 - - - - 658 931 

教員を対象とした研修実施回数 3回 - - - - 12 3 

教員を対象とした研修参加者数 92人 - - - - 1,080 106 

印刷物 116,000部 - - - - 70,000 41,300 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｓ 

【判定根拠、課題と対応】 

年度計画に基づいた教育普及事業に加え、今年度は夏休み時期に当館では初めて「子ども

向け」と銘打った特集展示「京博すいぞくかん―どんなおさかないるのかな？―」（40,911

人）、「京の伝統文化と子供モノづくり体験」（2,160人）を実施し、28年度同時期に比べて約

2倍もの子どもの来館者があったことは著しい成果であった。新聞等に取り上げられ、効果的

な広報につながったこともあり、多くの子どもに向けて教育普及活動を展開することができ

た。また、教育普及に関する調査研究という面でも良い事例とすることができた。【処理番号

1411B9-2も参照】 

【中期計画記載事項】 

講演会、ギャラリートーク、スクールプログラム、ワークショップ及び職場体験等による学習機会を提供する。その際、対象やテ
ーマに応じて学校、社会教育関係団体、国内外の博物館等との連携協力を行う。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ａ 

【判定根拠、課題と対応】 
通常のプログラムに加え、展示そのものを子供向けに実施したことは中期計画を超える大

きな成果であった。また、それに伴い通常よりも大きな形で学校、社会教育関係団体、国内
外の博物館等との協力し、事業を実施できたことも顕著な成果と言える。今後も今回構築し

た関係を活かしながら、事業を継続し、内容の充実を図りたい。 

「京博すいぞくかん」 

ギャラリートーク 
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【書式Ａ】   施設名 奈良国立博物館 処理番号 1311C1 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）教育・普及活動 ①教育活動の充実等 1)学習機会の提供 1/2 

【年度計画】 

（４館共通） 

ア 講演会等の開催回数については、各施設の工事等による影響を勘案し、前中期目標の期間の実績の年度平均以上

を目指す。 

（奈良国立博物館） 

ア 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認知度向上に努める。 

・展覧会において親子を対象とした講座やワークショップを実施する。 

担当部課 学芸部 事業責任者 教育室長 谷口耕生 

【実績・成果】 

（４館共通） 

ア 29年度は講演会等を26回実施した。 

（奈良国立博物館） 

ア 講座等の開催 

・サンデートークは毎月第3日曜日に12回実施。計771人の参加があり、アンケート結果で平均満足度87％を得た。 

・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13回実施。計2,141人の参加があり、平均満足度91％を得た。 

「正倉院学術シンポジウム2017 正倉院の色」を11月3日に実施。224人の参加があり、平均満足度96％を得た。 

・夏季講座は「地獄・極楽と浄土信仰の美術」と題し、奈良県文化会館を会場に8月23日～25日の3日間実施。講師は8

人、525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30年2月10日に実施し、32人

の参加があった。 

・文化財保存修理所の特別公開を30年1月25日に3回実施し、計119人の参加があった。 

・第69回正倉院展では、10月29日に「親子鑑賞会」を実施し、117人の参加があった。 

【補足事項】 

 

 

 

 

 

 

 

 

夏季講座「地獄・極楽と浄土信仰の美術」会場風景 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 
経年

変化 

25 26 27 28 

講演会等の開催回数 26回 28回 Ｃ 26 27 28 26 

講演会等の参加者数 3,437人 - - 3,219 3,525 3,974 3,518 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

講演会等の開催回数が目標値を2回下まわったが、ほぼ当初の予定通り各種の講

座及び講演会を実施することができ、シンポジウム等の募集にインターネット予

約のシステムを新たに導入した結果、例年どおり多数の参加者数を得ることがで

きた。さらに前年を上回るアンケートにみる満足度も高かったことから左記の評

定とした。 

【中期計画記載事項】 

講演会、ギャラリートーク、 スクールプログラム、ワークショップ及び職場体験等による学習機会を提供する。そ

の際、対象やテーマに応じて学校、社会教育関係団体、国内外の博物館等との連携協力を行う。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

特別展等に関連した公開講座、当館研究員の多彩なテーマによるサンデートー

ク、小学生等を対象としたワークショップ・親子講座を開催し、特に公開講座は高

い満足度を達成でき、仏教美術のコアなファンから初心者の方まで各々に応じた

学習機会を提供できた。また『お水取り「講話」と「粥」の会』では東大寺の協力

により歴史・伝統文化に触れられる機会を提供することができ、中期計画は順調に

進んでいる。 
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※平成28年度より、一定期間通して実施した事業については、期間の日数＝回数としてカウントする。 

 

【書式Ａ】   施設名 奈良国立博物館 処理番号 1311C2 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）教育・普及活動 ①教育活動の充実等 1)学習機会の提供 2/2 

【年度計画】 
（奈良国立博物館） 

イ 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。 
・奈良市内の公私立小中学校に博物館だよりを送付する。 

・世界遺産学習を小学校高学年を中心に実施する。 
・中学生の職場体験学習を受け入れる。 
ウ 奈良市教育委員会及び奈良教育大学と連携してＥＳＤ(持続発展教育)プログラムの開発を引き続き行う。 

エ 地下回廊の学習端末機で名品のハイビジョン映像等を引き続き公開する。 
オ 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引き続き公開する。 

担当部課 総務課 事業責任者 課長 室溪浩 

【実績・成果】 

（奈良国立博物館） 

イ  

・奈良県内の小中学校に対してメールマガジンの配信を行った。 

・季刊誌『奈良国立博物館だより』（年4回発行）を奈良市内の全小中学校（77校）に配布した。 

 正倉院展において展覧会割引券を奈良市立の小中学校（65校）に配布した。 

・世界遺産学習事業を、奈良市内の公立小学校5年生（32校2,022人）に対して実施した。 

・中学生の職場体験で3校6人（2年生）を受け入れた。 

ウ 

・奈良市教育委員会との連携事業による世界遺産学習の一環として、仏像館見学や仏像クイズを通じて地域の文化遺

産について親子で学ぶＥＳＤプログラム「親子で学ぼう博物館」を7月26日・27日に実施した。 

・1000年忌特別展「源信 地獄極楽の扉」に関連した事業として、親子ワークショップ「つくってわかる！立体地獄

絵」を奈良教育大学との連携事業として7月30日に実施した。 

エ 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。 

オ 地下回廊で仏像模型や解説パネルを用いて、文化財に関する情報を充実させた。 

【補足事項】 

 

                  

 

 

奈良市教育委員会との連携事業「親子で学ぼう博物館」 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 

経

年

変

化 

25 26 27 28 

体験型プログラム等実施回数※ 26回 - - - - 23 21 

体験型プログラム等参加者数 399人 - - - - 380 384 

スクールプログラム実施回数 20回 - - - - 8 24 

スクールプログラム参加者数 1,001人 - - - - 390 1,701 

職場体験実施回数 3回 - - - - 4 3 

職場体験参加者数 6人 - - - - 9 7 

世界遺産学習実施学校数 32校 - - - - 37 25 

世界遺産学習参加者数 2,022人 - - - - 2,440 1,542 

音声ガイド 1,010台 - - - - 816 770 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

29年度は、28年度から奈良市教育委員会とともに準備をしてきたＥＳＤプログ

ラムを実施し、奈良の文化遺産についての学習機会を提供することができた。 

また、奈良教育大学との連携事業を行い、展覧会のテーマにより親しむことができ

るプログラムを参加者に提供することができた。 

【中期計画記載事項】 
講演会、ギャラリートーク、 スクールプログラム、ワークショップ及び職場体験等による学習機会を提供する。その際、対象やテ

ーマに応じて学校、社会教育関係団体、国内外の博物館等との連携協力を行う。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

29年度は、地元教育委員会と連携して地域の文化遺産を学ぶプログラムや、地元

教育大学と連携して、親子向けのワークショップを実施することができ、中期計画

は順調に進んでいる。 
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【書式Ａ】   施設名 九州国立博物館 処理番号 1311D1 

 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）教育・普及活動 ①教育活動の充実等 1)学習機会の提供 1/3 

【年度計画】 
（４館共通） 
ア 講演会等の開催回数については、各施設の工事等による影響を勘案し、前中期目標の期間の実績の年度平均以上を目指す。 

（九州国立博物館） 
ア 特別展記念講演会を開催する。 
イ シンポジウムを開催する。 

ウ ミュージアムトークを継続的に実施する。 
カ 文化交流展（平常展）に関連した教育普及事業を実施する。 
・潜在的利用者獲得のための活動「きゅーはく女子考古部」を実施する。 

キ 特別展に関連した教育普及事業を実施する。 
ク 文化施設等へ講師を派遣する。 

担当部課 学芸部企画課 

交流課 

事業責任者 課長（兼学芸部長） 小泉惠英 

課長 吉川利幸 

【実績・成果】 
ア 講演会を28回、うち特別展記念講演会を2回開催した。全国各地の高校生による歴史学研究の成果を対外的に発信する場として

「全国高等学校歴史学フォーラム2017」を開催し、パネルセッション・ワークショップを実施するとともに、参加生徒相互の交流

を促進した。 

イ シンポジウム「水中遺産の多様性－縄文から龍馬まで－」等、シンポジウムを5回開催した。 

ウ 展示物への理解をさらに深めるためにミュージアムトークを定期的に行った。（合計：56回） 

  8月からは、夜のミュージアムトーク（毎月第2,4土曜日）を開始し、夜間開館のイベントとして定着しつつある。ハンズオンの

資料を使った内容となっているため、様々な年齢層に親しみやすく、ファミリー層の参加が増加した。（参加人数：昼1,615人 夜

529人 合計2,144人） 

カ 文化交流展（平常展）に関連した教育普及事業として、潜在的利用者獲得のための活動「きゅーはく女子考古部」を実施した。 

キ 特別展で、わかりやすい解説パネルや体験コーナーを設置し、ワークショップを開催した。また、ナイトミュージアムなどのイ

ベントも実施した。 

ク アクロス福岡、筑紫野歴史博物館等、地域の施設へ講師を派遣した。 

【補足事項】 

カ 今年で 3 年目のきゅーはく女子考古部は、募集定員 20 人に対し 90 人の応募があっ

たため定員を 28人に増やして実施した。毎月 1回考古学に関する活動を実施、9月か

ら 1 月までは部員の自主企画による活動とし、古代染め、古代食作り、古墳巡り、石

器作り、骨角器作りなどを行った。また、3月には活動成果の発表として、一般の人を

対象としたイベント「古代の宴へようこそ！」を実施した。また、他自治体とのコラ

ボ企画として「大野城大文字まつり」（大野城市）と「ひろかわ古墳まつり」（福岡県

八女郡広川町）でのワークショップと貫頭衣ファッションショーを行い、トークセッ

ション「おいしくいただく考古学」（福岡市博物館主催）にコメンテーターとして参

加した。さらに、活動を記録した冊子「女子的考古学のススメ」を作成し、「古代の

宴へようこそ！」の参加者及び考古関係機関に配布した。 

キ 29年度は「タイ ～仏の国の輝き～」、「世界遺産 ラスコー展」展の2つの特別展において、教育普及プログラムを実施した。そ

れぞれの特別展で展覧会の内容や来館者層に即したわかりやすい解説パネルと体験コーナーを設置した。「世界遺産 ラスコー展」

では、夜間開館にあわせてクロマニョン人に扮した劇団員が展示物の使い方や当時の生活を架空のクロマニョン語で説明するイベ

ント「クロマニョン人現る!!」を実施した。 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 
経年

変化 

25 26 27 28 

講演会等の開催回数 84回 90回  Ｃ 90 82 87 77 

講演会等の参加者数 6,299人 - - 7,267 4,694 6,212 5,369 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

さまざまな来館者を対象にした多岐にわたる教育普及事業を実施し、アンケー

トの結果からも高い評価を得た。講演会の開催回数も、28年度より7件増加した。

また、体験型のイベントを充実させたことにより、参加者からの満足度は高い。 

30年度は講演会回数を増やせるよう、計画的に企画を行いたい。 

【中期計画記載事項】 

講演会、ギャラリートーク、 スクールプログラム、ワークショップ及び職場体験等による学習機会を提供する。そ

の際、対象やテーマに応じて学校、社会教育関係団体、国内外の博物館等との連携協力を行う。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ  

【判定根拠、課題と対応】 

 28年度に続き、ワークショップなど体験型を重視したおもしろく、わかりやすい

教育普及を開催することができ、中期計画2年目として事業を達成できた。講演会

回数については28年度より増加しており、30年度は開催回数が目標値を上回るよ

う計画的に企画を行いたい。 

きゅーはく女子考古部での古代食作り 

－　　－96



 

※28年度より、一定期間通して実施した事業については、期間の日数＝回数としてカウントする。 

【書式Ａ】   施設名 九州国立博物館 処理番号 1311D2 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）教育・普及活動 ①教育活動の充実等 1)学習機会の提供 2/3 

【年度計画】 

（九州国立博物館） 

エ 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を開発する。 

・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する。 

・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開発する。 

担当部課 交流課 事業責任者 課長 吉川利幸 

【実績・成果】 

（九州国立博物館） 

エ 

・「なりきり学芸員体験」「なりきり考古学者体験」「なりきり文化財カメラマン体験」「ガムランワークショップ」「行

こうよ！あじっぱ夏祭り」等の各種ワークショップを館内で実施したほか、「きゅーはくきゃらばん」と名付けた教

育普及活動を継続的に行い、幅広い層に向けて教育活動の機会を提供した。 

・体験型展示室「あじっぱ」において、アジア諸国の文化を紹介するとともに、アジア諸国の文化の類似性や相違性

について理解を深める体験学習プログラムを行った。また体験資料であるＢＯＸキットを新たに開発するとともに、

新規に収集したチベット資料の展示・紹介を行った。 

【補足事項】 

・教育普及活動「きゅーはくきゃらばん」を18回実施。当館の体験プログラムを

基本に、新規開発したプログラムを提供した。県内では県立少年自然の家「玄

海の家」や県立社会教育総合センター、九州芸文館、遠方では被災地支援のた

め、福島県、宮城県、熊本県などでワークショップを実施した。南相馬市では、

韓国のチマ・チョゴリやタイのアオザイなどアジア各国の衣装を利用した衣装

体験のワークショップを行い、多くの子ども達に楽しんでもらった。 

・公開型ワークショップである「行こうよ！あじっぱ夏祭り」は、2日間でのべ

1,130人が参加。「タングラムであそぼう」「チマ・チョゴリを作ろう、着てみ

よう」「せかいの“コマ”であそぼう」「民族衣装をぬってみよう」の4つのワ

ークショップを提供した。             

・体験学習プログラムを3件開発した。（「世界の楽器を弾いてみよう」「タイ～微笑の国～」「オランダの遊び」） 

・あじっぱ入口横ディスプレイでは2回の特集展示を実施した。（「タイの生活」「チベットの魅力」） 

・「きゅーはく 夜のどうくつ探検」のタイトルで、特別展「ラスコー展」とリンクしたナイトミュージアムを実施し

た。県内外から多くの参加者があり、大変評判の良い企画となった。30年度は、文化交流展示室でのナイトミュー

ジアムを企画・運営していきたい。 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 
経年

変化 

25 26 27 28 

体験型プログラム等実施回数※ 2,041回 - - - - 639 2,143 

体験型プログラム等参加者数 8,651人 - - - - 8,860 7,796 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

ナイトミュージアムは教育普及に力を入れている「九博らしい」企画であり、今

後の体験型事業の目玉となりうるコンテンツである。今後は、特別展だけでなく、

文化交流展示室と絡めながら内容の充実を図り、継続的な実施を模索したい。 

【中期計画記載事項】 

講演会、ギャラリートーク、 スクールプログラム、ワークショップ及び職場体験等による学習機会を提供する。そ

の際、対象やテーマに応じて学校、社会教育関係団体、国内外の博物館等との連携協力を行う。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

体験型展示室「あじっぱ」のコンテンツを利用したワークショップを行う「きゅ

ーはくきゃらばん」を28年度から3回増加して18回実施し、県内外の多くの子ども

達に学習機会を提供することができた。またアウトリーチ活動を通じて、兵庫県立

人と自然の博物館や京都国立博物館、熊本県立装飾古墳館や南相馬市博物館など

他博物館との連携協力を推進し、今中期計画期間の2年目として順調に事業を実施

できた。今後も他館との連携協力を図りながら、県内外の多くの子ども達に学習機

会を提供したい。 

「玄海の家」での衣装体験の様子 

－　　－97



 

 

【書式Ａ】   施設名 九州国立博物館 処理番号 1311D3 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）教育・普及活動 ①教育活動の充実等 1)学習機会の提供 3/3 

【年度計画】 

（九州国立博物館） 

オ 学校教育との連携事業を実施する。 

・職場体験（中学生）の受け入れを実施する。 

・ジュニア学芸員(高校生)事業を実施する。 

・博物館活用の促進を図るため、教員研修の場を設置する。 

・学校貸出キット「きゅうぱっく」の貸し出しを実施する。 

・福岡県教育委員会及び（公財）九州国立博物館振興財団と連携して、小中学校を招き、様々な学習プログラムを体

験させる学校教育活動支援事業を実施する。 

担当部課 交流課 事業責任者 課長 吉川利幸 

【実績・成果】 

(九州国立博物館) 

オ 

・職場体験（中学生）を20校92人（のべ38日間）受け入れた。 

・高校生を対象としたジュニア学芸員体験事業を30年2月25日、30年3月4日、30年3月11日の3日間・全4回講座で実施

し、10校・16人が参加し、なりきり学芸員体験、ワークショップ体験、子どもフェスタ接客体験などを受講した。 

・県内の小･中・特別支援学校の教員向け研修会を2回実施。その他、高等学校教員初任者研修・経験10年経過研修を2

回行った。 

・学校貸出キット「きゅうぱっく」は、33件・54パックの貸出しを行った。 

・出前授業や館内での体験等を希望する学校への個別対応を6件行った。 

・学校教育活動支援事業（スクールプログラム）は、27校、1,612人の児童、生徒に対して実施した。 

【補足事項】 

・展示室や研究員と教室をスカイプの映像で直接つなぐ通信授業を実施した(富山県の中学校1･3年生を対象に4回）。 

 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 

経

年

変

化 

25 26 27 28 

スクールプログラム実施回数 27校 - - - - 13 18 

スクールプログラム参加者数 1,612人 - - - - 1,251 625 

出前講座実施回数 6回 - - - - 6 6 

出前講座参加者数 104人 - - - - 370 179 

職場体験等の実施回数 20校 - - - - 32 17 

職場体験等の参加者数 92人 - - - - 117 87 

教員を対象とした研修実施回数 4回 - - - - 12 4 

教員を対象とした研修参加者数 25人 - - - - 167 73 

「きゅうぱっく」貸出件数 33件 - - - - 47 47 

印刷物 －部 - - - - 175,000 145,000 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

職場体験(20校、92人参加)、教員研修(4回実施)、放送大学等（受講者数40人）

について、事前に担当者と内容検討を行い、計画通りに実施できた。夏休み期間を

利用することで、遠方の中学校にも職場体験を行うことができた。今後さらに内容

の充実を図っていく。 

【中期計画記載事項】 

講演会、ギャラリートーク、 スクールプログラム、ワークショップ及び職場体験等による学習機会を提供する。そ

の際、対象やテーマに応じて学校、社会教育関係団体、国内外の博物館等との連携協力を行う。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

29年度よりスクールプログラム事業の本格的導入を行い、27校が参加した。ま

た、子ども向けミュージアムトークも導入し、職場体験、教員研修、放送大学の授

業等についても計画通りに実施できた。学校教育との連携をさらに推進すること

ができた。 

ジュニア学芸員体験の様子 

－　　－98



 

【書式Ａ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1312A 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）教育・普及活動 ①教育活動の充実等 2)ボランティア活動の支援 
【年度計画】 

（東京国立博物館） 

ア 館内案内、各種事業の補助活動等の充実を図る。 

イ 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。 

ウ 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。 

エ スクールプログラムの一部をボランティアにより実施する。 

オ ボランティアデーなど、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。 
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） 

ア 外国人来館者の増加にあわせ、英語研修をおこない、来館者対応のレベル向上を図った。 

 また、29年度から始まった「日本文化体験」の補助活動のための研修を全ボランティアに行うなど、研修を充実させ

た。 

イ 盲学校対応等に加え、聴覚障がい者対応のためのUDトークの実証実験にボランティアが参加した。 

ウ 自主企画グループ16グループを継続して実施した。 

エ スクールプログラム「はじめての東博」を引き続きボランティアが実施した。 

オ ボランティアデー、キッズデー、博物館でアジアの旅、留学生の日、博物館でお花見をについて、ボランティアの

企画立案によるプログラムを実施した。 

【補足事項】 

ア ボランティアに対する研修を行った。（65回、解説会4回） 

ウ 自主企画グループのうち「陶磁ガイド」グループがメンバー不足のため、4月～7

月まで休止し、8月から復帰した。以降、安定した運営を行っている。総ガイド回数

361回、参加人数14,773人 

 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 経年

変化 

25 26 27 28 

ボランティアの受入人数 151人 - - 169 173 173 169 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

増加する外国人来館者を対象とする接客や、プログラムのための研修を行い、そ

の結果、ボランティアの意識を高め、質的向上を図ることができた。また、研修の機

会を増やし、各活動のスムーズな運営を図った。 

自主企画グループではリーダー会議を年 6 回開催した。また、職員が各ガイド原

稿の校正、ガイドの指導を行うなど、自主性を活かしながらも当館のボランティア

活動の方向性に沿うよう努めた。 

【中期計画記載事項】 

教育活動の充実及び来館者サービスの向上、さらに、生涯学習活動に寄与するため、ボランティアを育成し、その活

動を支援する。 
【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

活動内容に応じた研修を適宜行い、ボランティアの育成と活動支援を行った。 

また、各種事業の補助活動、自主企画グループによるガイドツアーなどもあわせ、

来館者への教育普及活動の充実、来館者サービスの向上、生涯学習活動に寄与した。 

特に、増加している外国人来館者のための活動は、国内外への日本文化紹介につ

ながった。 

今後もボランティアの自主性や創造性を生かしながら、活動を充実させていきた

い。 

「日本文化体験」での外国人

来館者の対応の様子 

－　　－99



 

 

【書式Ａ】   施設名 京都国立博物館 処理番号 1312B 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）教育・普及活動 ①教育活動の充実等 2)ボランティア活動の支援 

【年度計画】 

（京都国立博物館） 

ア 教育普及補助ボランティア（京博ナビゲーター）活動の充実を図る。 

イ 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。 

ウ 文化財に親しむ授業講師（文化財ソムリエ）として大学生・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。 

エ「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 総務課 

学芸部 

事業責任者 課長 數馬厚人 

教育室長 永島明子 

【実績・成果】 

（京都国立博物館） 

ア 

・第2期京博ナビゲーターの受け入れのため、説明会（4回）、面談（6回）、基礎講座（8回）を実施した。 

・第1期京博ナビゲーターに向けて「卒業式」（1回）を実施した。 

・ワークショップ実施のため、京博ナビゲーターを対象とした研修会（6回）を実施した。 

・京博ナビゲーター（208人）が下記の活動を行った。 

 ①平成知新館内のミュージアム・カートやレファレンス・コーナーにおける活動（通常活動、173日） 

 ②特別展覧会「海北友松」ワークショップ「描いてみよう！墨の線」（36日、11,508人参加） 

 ③特別展覧会「国宝」関連 特別版ミュージアム・カート「金印」「桜ヶ丘銅鐸」ほか（48日、概算189,000人） 

イ 

・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。（29人） 

ウ 

・文化財ソムリエを対象としたスクーリングを実施した。(21回) 

・文化財ソムリエ（18人）が以下の活動を行った 

 ①京都市内の小中学校への訪問授業(7回) 

 ②京都市中学校総合文化祭における「おしゃべり鑑賞会」（1回） 

 ③「ミュージアムキッズフェアinみなみそうま2017」への参加（1回） 

エ 

・「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。 

（15人） 

【補足事項】 

ア 京博ナビゲーターは、それぞれ月1回程度来館し、平成知新館内のミュージアム・カートやレファレンス・コーナ

ーにて活動を行っている。ミュージアム・カートでは、玉眼模型や銅鐸複製などのハンズオン教材に触れることが

でき、来館者アンケートやナビゲーターへの声掛けでも大変好評なコメントが集まっている。 

イ 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。 

ウ 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（18名）に対して、当館研究員がスクーリ

ング21回を実施。文化財や教育普及の手法についてレクチャーを行い、授業案や教材を作成する際には議論を促し、

指導・助言を行った。29年度も「平成29年度文化庁地域の核となる美術館・歴史博物館支援事業」の助成を受け、小

中学校への訪問授業だけでなく、教員との交流会、学校への複製貸出・助言、他館活動の調査なども精力的に行っ

た。 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 経年

変化 

25 26 27 28 

ボランティアの受入人数 270人 - - 45 210 214 215 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

年度計画に基づき、教育普及補助活動の充実を図ることができた。29年度中に第

1期京博ナビゲーターが任期満了となったことから、第2期受入準備を進め、1期を

超える人数を受入れることが出来た。また、任期を満了した京博ナビゲーターから

にはアンケートを実施し、そのデータ整理も行った。その他、ボランティア活動の

充実を進め、育成等も実施した。【処理番号1413B1も参照】 

【中期計画記載事項】 
教育活動の充実及び来館者サービスの向上、さらに、生涯学習活動に寄与するため、ボランティアを育成し、その活動を支援する。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

教育活動の充実及び来館者サービスの向上、さらに、生涯学習活動に寄与するた

め、ボランティアを育成し、その活動を支援し、今中期計画期間の事業の2年目と

して予定されていた京博ナビゲーターの交代を行うなど順調に事業を実施でき

た。今後も事業を継続し、内容の充実を図りたい。また、30年度は第1期京博ナビ

ゲーターのアンケート分析を行い、活動の改善を行う。 

ミュージアム・カートの様子 
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【書式Ａ】   施設名 奈良国立博物館 処理番号 1312C 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）教育・普及活動 ①教育活動の充実等 2)ボランティア活動の支援 
【年度計画】 
（奈良国立博物館） 
ア ボランティア新制度 2期の最終年度として、ボランティアの各グループ（世界遺産グループ、解説グループ、サポートグループ）
の活動の充実を図る。 

イ ボランティアの資質向上を目的に、定期的に研修を実施する。 
ウ 勉強会や見学会等によって、ボランティア同士のグループ別学習の充実を図る。 
エ ボランティアが自主的に実施するガイドツアー等のプログラムの支援を行う。 
オ ボランティア新制度3期の公募・選考を行う。 

担当部課 ボランティア室 事業責任者 室長（兼副館長） 石垣鉄也 

【実績・成果】 
（奈良国立博物館） 

ア ボランティア新制度2期の最終年度となり、世界遺産グループ（48人）、解説グループ（61人）、サポートグループ（34人）の3つ
がそれぞれ充実した活動を行った。世界遺産学習として奈良市の小学5年生（32校2,022人）のほか、学校プログラムとして県内外
の幼稚園～高校生､海外からの学生を受け入れた（20校1,001人）。奈良市教育委員会との協働で｢親子で学ぼう博物館｣を夏休みに

実施した（2日間）。この事業では、ボランティアが半年間の打合せと練習を行った。名品展（平常展）では､要所にデスクを設け、
年間を通じて、質問対応や解説を行った（合計1,254席）。また、｢なら仏像館｣ツアー解説を毎日2回実施した。3つのグループ合同
で、正倉院展会期中に、講堂ボランティア解説を実施した（17日、97回）。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ヵ月間の練習立会と指導をした。 
イ ボランティアに対して、名品展研修を行う（10回）とともに、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（6回）。ボランティア全員に解説と自己鍛錬のための学習資料として、全ての展覧会図録を配布した。 

ウ ボランティアのグループ別に、毎月の勉強会を実施した（合計24回）。スキルとチーム力の向上を目指し、毎月テーマを設けて
指導した。解説グループでは、オブザーバーとして各分野の担当研究員が立会、指導した（10回）。 

エ ボランティアによる自主企画として当館敷地内の茶室庭園の案内ツアーを実施した。また､特別展ゆかりの社寺見学会を実施し、

ボランティア通信誌を発行してボランティア間の情報共有に努めた。ボランティア活動3年間の集大成として、｢第2回ボランティ
アフェスタ｣を実施した。実施にあたって委員会を設置し、1年間の打合せを行った。グループを超えてボランティア全員が協力し、
充実した活動になった。 

オ 30年度活動予定のボランティアを募集した（定員150人）。募集説明会を11月に4回実施（218人参加）し、最終応募数は285人とな
り、書類選考、面接を経て、30年度受入人数は166人となった。 

【補足事項】 
ア・奈良市教育委員会と協働｢親子学ぼう博物館｣は、2日間で18組の親子参加。 

 ・なら仏像館ツアー解説は、開館日毎日11時と12時半に実施した（600回）。 

・特別陳列「お水取り」のツアー解説を30年3月に実施した（14日27回）。 

 ・年間を通じ、講座及びイベント等の館事業の支援･補助を行った（合計46回）。 

 ・第69回正倉院展の講堂ボランティア解説は17日間97回で、 

延べ223人のボランティアが活動した。 

イ・ボランティアと博物館の意思疎通をはかるため、  

ボランティア会議を定期的に実施した（7回）。 

エ・ボランティア通信誌「ブリッジ」を4回発行した。        

 ・庭園見学ツアーを4月と11月に、仏教美術資料研究センター見学会を3月に、 

合計4回実施した。         

 ・社寺見学会を4月と9月の2回実施した。 

 ・英語解説のために自主勉強会を定期的に行った。 

 ・｢第2回ボランティアフェスタ｣を12月17日（無料観覧日）に実施した。 

  館内全域で14ブースに分かれて活動した。（来館者4,276人） 

 ・グループ毎にスタッフ室の掃除を実施した（10回）。 

 ・ボランティア親睦会を30年3月に実施した（参加は職員含む153人）。 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 経年

変化 

25 26 27 28 

ボランティアの受入人数 143人 - - 114 110 157 150 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 
新ボランティア制度の2期目の最終年度である第3年次にあたって、引き続き143人のボラ

ンティアを受け入れるとともに、研究員による名品展（平常展）研修（10回）、特別展・特別
陳列研修（6回）を実施するなど資質の向上等を図るための取り組みを計画通り実施した。ま

た、ボランティアにより、世界遺産学習（32校2,022人）、名品展デスク解説等（延べ1,254席）、
正倉院展解説（17日97回）等を実施した。なお、3期ボランティアの公募選考を行うとともに、
現行ボランティアの企画立案による、第2回ボランティアフェスタを実施し、ボランティア活

動の周知に努めた。 

【中期計画記載事項】 

教育活動の充実及び来館者サービスの向上、さらに、生涯学習活動に寄与するため、ボランティアを育成し、その活動を支援する。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 
ボランティアによる、世界遺産学習、ツアー解説、庭園ツアー、正倉院展解説等はその参

加者から高い評価を得ており、30年度以降も引き続きボランティアを受け入れることとし、
新制度による3期目の募集要領を広く広報するとともに合わせて説明会を開催した。結果、
285人の応募があり、書類選考、面接及び事前研修を経て、166人を30年度以降3ヵ年にわたり

受け入れることとした。これにより、教育活動の充実及び来館者サービスの向上等に努める
ものである。 

第 2 回ボランティア･フェスタの実施 
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【書式Ａ】   施設名 九州国立博物館 処理番号 1312D 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）教育・普及活動 ①教育活動の充実等 2)ボランティア活動の支援 
【年度計画】 
（九州国立博物館）  

ア 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、フィールド部会の充実を図る。そのための基礎研修を行い、各部会の学習機会を充実させる。 

担当部課 交流課 事業責任者 課長 吉川利幸 

【実績・成果】 

(九州国立博物館) 

1)第5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 4期ボランティアから第 5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 4期ボランティア（25年 4月より活動）数 158人（任期制ではない手話部会含む） 

 第 5期ボランティア（29年 4月より活動）数 155人（同上） 

・通常の活動においては、1日平均 30～50人、1ヶ月平均のべ 1,000人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（総合的生物管理）活動や、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：8,289人 館内案内（含手話）：8,544人 バックヤード：3,711人 

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・熊本市現代美術館・兵庫県立人と自然の博物館・兵庫県立考古

博物館・求菩提資料館・宗像大社宝物館 等 

3)企画から実施まで、すべ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〕 

第1回きゅーはくキッズミュージアム（12月23日）、第10回九博子どもフェスタ（30年2月25日） 

折り紙イベント（5月、7月、10月、30年3月）、さげもんワークショップ（10月、30年1月） 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 経年

変化 

25 26 27 28 

ボランティアの受入人数 313人 - - 287 352 352 307 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ  

【判定根拠、課題と対応】 

ボランティアの各部会同士の横のつながりを意識したイベントや研修等を28年度よ

りも多く実施することができた。また、九州国立博物館振興財団支援事業のグループ

活動に参加したボランティアの人数が増加したことで、28年度よりも部会の枠を超え

たつながりを意識した活動が増えている。 

毎月開催のボランティアの連絡会で、行事等の実施2ヶ月前までに情報提供したこと

で、自主的かつ積極的に活動に参加するボランティアが増えている。 

【中期計画記載事項】 

教育活動の充実及び来館者サービスの向上、さらに、生涯学習活動に寄与するため、ボランティアを育成し、その活動を支援する。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ  

【判定根拠、課題と対応】 

29年度は、学校との連携事業（学校教育支援事業など）に積極的に当館のボランティ

アに関わってもらった。30年度に向けて、学校側と協議し計画的に九博ボランティア

を活用した博物館見学や出前授業に行くなど、教育課程を意識した活動を増やしてい

きたいと考えている。また、他県の施設や他館で活動するボランティアとの交流会を

定期的に開催することができた。特別支援学校への対応は職員が中心であるが、当館

ボランティアがより活躍できるよう、事前研修等を実施して対応できるようにしてい

る。 

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） 

ボランティア研修の様子 

（バックヤードツアー：第４

期による第５期への指導） 
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【書式Ａ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1313A 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）教育・普及活動 ①教育活動の充実等 3)大学との連携事業等の実施 
【年度計画】 

（４館共通） 

ア 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、奈良国立博物館、九州国立博物館） 

ア インターンシップを継続して実施する。 

（東京国立博物館） 

ア キャンパスメンバーズを対象とした「博物館講座」、「博物館セミナー」を実施する。 

イ 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）。 
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 竹之内勝典 

課長 小林牧 

【実績・成果】 

（４館共通） 

ア 加入校数 53校（内訳 法人：3、大学：46、専門学校：2、学部：2）が本制度を利用し、27,193 人の学生、900人

の教員が総合文化展を観覧した。なお、特別展割引については、10,713人の学生が利用した。 

（東京国立博物館、奈良国立博物館、九州国立博物館） 

ア 博物館学芸員を目指す学生の学習意欲の喚起及び職業意識の育成を目的として、大学院生等を対象にインターン

シップを募集し、10部署で 10～30日の活動を行い、17大学 26人が修了した。 

（東京国立博物館） 

ア キャンパスメンバーズ加入校の学生を対象に、博物館の役割、運営、保存修復、博物館情報、教育普及事業等につ

いて実践を交えた「博物館セミナー」を実施した。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、作品の取り扱いなど博物館実務全般について「博物館講座」を開催した。博物館への来館を促進するポスターを

作成し配布した。 

イ 東京藝術大学大学院インターン調査研究班 6人、ギャラリートーク班(研究発表班)2人が活動した。 

○ 大学、専門学校からの団体見学申込に対し、自由見学前にレクチャーを提供し、22校 571人に対応した。 

【補足事項】 

（東京国立博物館） 

ア 

・キャンパスメンバーズ加盟校の学生を対象としたセミナー(7月 26日、参加 56人) 

・キャンパスメンバーズ加盟校の学芸員志望学生を対象とした博物館学講座(7月 24日～28日、参加 16大学・27人) 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 

経

年

変

化 

25 26 27 28 

キャンパスメンバーズ加入大学数 53校 - - 43 44 48 52 

インターンシップ参加者数 26人 - - - - 23 22 

見学対応実施回数 22回 - - - - 12 14 

見学対応参加者数 571人 - - - - 275 480 

その他大学との連携事業実施回数 1回 - - - - 1 1 

その他大学との連携事業参加者数 27人 - - - - 37 36 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

キャンパスメンバーズ(53校)及びインターンシップ(26人)による大学等との

連携を継続して実施しているほか、東京藝術大学等との連携事業に順調に取り

組んでいる。 

【中期計画記載事項】 

インターンシップ、キャンパスメンバーズ制度、大学との連携事業等の実施を通じて人材育成に寄与する。 
【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

インターンシップの受け入れやセミナー等、大学との連携事業を通じて人材

育成に寄与しており、今後も継続して取り組んでいく。 
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※奈良国立博物館との共通加入校含む 

【書式Ａ】   施設名 京都国立博物館 処理番号 1313B 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）教育・普及活動 ①教育活動の充実等 3)大学との連携事業等の実施 

【年度計画】 

（４館共通） 

ア 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） 

ア 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 総務課 

学芸部 

事業責任者 課長 數馬厚人 

上席研究員 宮川禎一 

【実績・成果】 

（４館共通） 

ア キャンパスメンバーズを継続し、大学と連携（29校）した。 

（京都国立博物館） 

ア 京都大学大学院人間・環境学研究科の教員として、山本英男（中世絵画）・宮川禎一（考古）・山川曉（染織）・大

原嘉豊（宗教絵画）の4人が人間・環境学研究科の大学院生（修士・博士課程在籍者）に対して博物館内で実物作品

をテーマに講義・ゼミを行った。受講学生数はのべ12人である。 

【補足事項】 

（４館共通） 

ア 

・各大学へキャンパスメンバーズ制度についてのアンケートをとり、意見・要望を受け特典の見

直しを図った。30年度より、教職員を特典の対象として新規に加え、また特別展料金もより利

用しやすい金額に変更する予定である。 

・キャンパスメンバーズ加入案内のチラシを新規に作成し、未加入校への広報活動に力をいれた。 

・29年度は新規に2校が加入した。 

（京都国立博物館） 

ア 

・学芸研究員4人は客員教授2人（山本・宮川）、客員准教授2人（山川・大原）の体制

で、京都大学大学院人間・環境学研究科在籍の学生に対して研究指導を行った。ま

た修士・博士課程の2人について論文作成の指導を適宜行った。 

・京都大学の日本文化留学生に対して「日本の美術」と題する講座を博物館会議室で

開催（30年1月10日、講師は山川曉）し、日本の美術と文化に関する理解をはかっ

た。参加者は17人であった。 

・河内長野市の金剛寺文化財調査（社寺調査）に美術史専攻大学院生を参加させて文

化財の取り扱いや調書作成の実際を研修指導した。（6月19日～23日） 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 

経

年

変

化 

25 26 27 28 

キャンパスメンバーズ加入大学数※ 29校 - - 29 29 29 27 

インターンシップ参加者数 2人 - - - - 2 3 

連携講座参加者数 6人 - - - - 6 6 

見学対応実施回数 3回 - - - - 2 2 

見学対応参加者数 40人 - - - - 41 35 

その他大学との連携事業実施回数 22回 - - - - 1 22 

その他大学との連携事業参加者数 27人 - - - - 22 52 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

キャンパスメンバーズについては、広報活動に力を入れ、新規に 2 校が加入し

た。また、特典対象範囲や料金設定の見直しを図り、より多くの学生・教職員が来

館しやすい魅力ある制度へと変更した。 

また、京都大学連携講座による大学院学生に対して作品の実物教育を中心に研

究の指導をおこなうことができた。これは30年度以降も着実に行う予定である。 

【中期計画記載事項】 

 インターンシップ、キャンパスメンバーズ制度、大学との連携事業等の実施を通じて人材育成に寄与する。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

キャンパスメンバーズについては、広報活動の展開により 28年度減少した加入

校分を補うとともに、魅力ある制度への見直しにより、30 年度にも新規に 1 校が

加入する予定となっている。引き続き広報を展開し、加入校獲得と来館者増に寄与

する。 

また、京都大学大学院学生の研究指導は今後も計画的に行い、文化財に関わる人

材の育成に貢献する。 

キャンパスメンバーズ案内チラシ 

社寺調査風景（漆器の調査） 
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※京都国立博物館との共通加入校を含む。 

【書式Ａ】   施設名 奈良国立博物館 処理番号 1313C 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）教育・普及活動 ①教育活動の充実等 3)大学との連携事業等の実施 

【年度計画】 

（４館共通） 

ア 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、奈良国立博物館、九州国立博物館） 

ア インターンシップを継続して実施する。 

（奈良国立博物館） 

ア 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（大学院生対象）。 

イ 大学、高校において正倉院展に関する特別授業を実施する。 

担当部課 総務課 事業責任者 課長 室溪浩 

【実績・成果】 

（４館共通） 

ア キャンパスメンバーズへの入会の勧誘及び更新を積極的に進めてきた結果、29年度までで入会校数は27校となり、

加入大学とは連携を継続した。 

（東京国立博物館、奈良国立博物館、九州国立博物館） 

ア 立命館大学から2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） 

ア 奈良女子大学大学院人間文化研究科の連携講座（日本アジア文化情報学講座）に学芸部研究員1人を客員准教授と

して派遣し、日本アジア古典資料論の講義を行った。受講生は前期2人、後期1人であった。 

  神戸大学大学院人文学研究科の連携講座（文化資源論講座）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。受講生は、修士課程、博士課程の大学院生9人であった。 

イ 京都美術工芸大学にて正倉院展に関する出前授業を実施した。（10月2日） 

【補足事項】 

（４館共通） 

ア キャンパスメンバーズ加入校である奈良教育大学と連携しワークショップ「つく

ってわかる！立体地獄絵」を実施した。(7月)   

（奈良国立博物館） 

ア 

・奈良女子大学大学院人間文化研究科 

野尻忠企画室長「日本アジア古典資料論Ⅰ・Ⅱ」 

・神戸大学大学院人文学研究科 

岩井共二情報サービス室長、吉澤悟列品室長「文化資源論講座」 

イ 京都美術工芸大学 

内藤栄学芸部長「正倉院展 出前授業」 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 経

年

変

化 

25 26 27 28 

キャンパスメンバーズ加入大学数※ 27校 - - 26 27 27 25 

インターンシップ参加者数 2人 - - - - 3 3 

連携講座参加者数 12人 - - - - 10 10 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

大学との連携事業において講座を提供し、歴史・伝統文化の発信に努めたほか、

キャンパスメンバーズ加入校との共同で小学生を対象としたワークショップを実

施するなど、教育普及活動を行うことができた。また、インターンシップとして大

学生の受入れを行い、博物館業務を体験したほか、設定した課題について学生が取

り組み、その後職員と議論を行うなど能動的な内容と入れることで充実を図った。 

【中期計画記載事項】 

インターンシップ、キャンパスメンバーズ制度、大学との連携事業等の実施を通じて人材育成に寄与する。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

インターンシップ、キャンパスメンバーズ制度、大学との連携事業は計画どおり

の実施ができた。特に親子向けのワークショップでは、キャンパスメンバーズ加入

校で教育系大学との連携実施により、参加者と講師役の大学院生双方に教育的効

果のある企画となり、人材育成に寄与できた。以上のことから中期計画に対し順調

に成果を上げている。 

「つくってわかる！立体地獄絵」 
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【書式Ａ】   施設名 九州国立博物館 処理番号 1313D 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）教育・普及活動 ①教育活動の充実等 3)大学との連携事業等の実施 

【年度計画】 

（４館共通） 

ア 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、奈良国立博物館、九州国立博物館） 

ア インターンシップを継続して実施する。 

（九州国立博物館） 

ア 大学生の博物館実習の受け入れを実施する。 

イ 放送大学の面接授業を実施する。 

担当部課 学芸部博物館科学課  

交流課 

総務課 

事業責任者 課長（兼環境保全室長） 木川りか 

課長 吉川利幸 

課長 菅原秀倫 

【実績・成果】 

（４館共通） 

ア キャンパスメンバーズによる大学等との連携を継続して実施した。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として当館の特別展を観覧した。また、福岡女子短期大学音楽科とは、28年度に

引き続き定期的にカフェコンサートを実施しており、継続的な連携ができている。 

（東京国立博物館、奈良国立博物館、九州国立博物館） 

ア 文化財保存修復施設を利用して地域大学との連携を図る短期インターンシップを実施した。 

(九州国立博物館) 

ア 博物館実習生を12大学16人、計10日間受け入れた。（うちキャンパスメンバーズ校は7大学11人） 

イ 放送大学の面接授業を実施した。（2日間、40人受講） 

【補足事項】 

（４館共通）

ア 大学等との連携を継続するため、29年度も募集・実施し、各教育機関（大学・短

期大学・専門学校・高等学校）が継続して加入した。また、高等専修学校1校が新

規に加入した。（加入校内訳：大学15校、短期大学2校、専門学校1校、高等学校6

校、高等専修学校1校） 

（東京国立博物館、奈良国立博物館、九州国立博物館） 

ア 装潢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。 

（8月28日～9月1日の5日間） 

佐賀大学2人、広島市立大学1人の計2大学3人が参加した。屏風の下貼り製作を

通じて、修理の基本となる作業を体験できる貴重な機会を提供した。                                                                                           

（九州国立博物館) 

ア 

・実習実施期間：8月18日～28日（延べ10日間）（合計12大学16人） 

・実習内容：博物館の各機能に関するレクチャー、実習（来館者対応、なりきり学芸員体験、体験型展示室「あじっ

ぱ」用ＢＯＸキットの製作）等を行った。また新たなプログラムとして、文化財写真についての実習を実施した。 

○西南学院大学、長崎国際大学、別府大学、京都大学、広島市立大学、新潟国際情報大学等の非常勤講師を当館職員が

勤めた。 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 

経

年

変

化 

25 26 27 28 

キャンパスメンバーズ加入大学数  25校 - - 24 24 25 25 

インターンシップ参加者数 3人 - - - - 7 4 

見学対応実施回数    3回 - - - - 7 6 

見学対応参加者数  140人 - - - - 450 243 

その他大学との連携事業実施回数 8回 - - - - 12 11 

その他大学との連携事業参加者数 105人 - - - - 86 136 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

12大学16人の博物館実習生を受け入れ、講義・実習内容の精選を行い、館内各課

と連携しながら10日間にわたる博物館実習を実施できた。その他インターンシッ

プ等、大学等との連携を継続して実施した。 

【中期計画記載事項】 

インターンシップ、キャンパスメンバーズ制度、大学との連携事業等の実施を通じて人材育成に寄与する。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

当館が対応でき得る適切な数の博物館実習生受入を行い、中期計画通り、人材

育成に寄与できた。引き続き広報周知を行い、大学との連携事業を推進していきた

い。 

博物館実習（文化財写真につい

ての実習風景） 
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【書式Ａ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1314A 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）教育・普及活動 ①教育活動の充実等4)国内外の有形文化財の保存・修理に関する人材育成への寄与 

【年度計画】 

（４館共通） 
保存修理従事者を対象とした人材育成に係る事業の実施又はインターンの受け入れや保存修理従事者と協力した事

業を開催する。 

担当部課 学芸研究部保存修復課 事業責任者 課長 冨坂賢 

【実績・成果】 

（４館共通） 

・東京藝術大学大学院から2人のインターン生を延べ10日間受け入れた。作品の点検調書、カルテなどの電子化作業、

特別展展示作業の見学、測定サンプルつくりなど科学調査の現場作業、修理作業周辺の関連作業を行ってもらい、最

終日には作業の報告会を行った。 

・ユネスコ・アジア文化センター（ACCU）主催の研修生への保存と修理に関するレクチャーを行った（土屋裕子）。 

・特定非営利活動法人 文化財保存支援機構主催の29年度文化財保存修復を目指す人のための実践コース1回目II.考古

遺物の修理仕様と設計のうち「東博における企画競争入札」（冨坂賢）、4回目IV．油彩画の修理と仕様設計のうち「企

画競争を見据えた油彩画の修理設計について」（土屋裕子）、それぞれ講義を行った。 

【補足事項】 

          

 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 

経

年

変

化 

25 26 27 28 

保存修理事業者を対象とした研修会 

開催日数 

参加者数 

インターン受入人数 

大学院生のための研修会参加人数 

 

3回 

39人 

2人 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

2 

48 

8 

- 

 

2 

37 

2 

- 

 

1 

18 

4 

- 

 

1 

23 

4 

- 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

インターン生の受け入れは2人から4人を想定しており、想定人数の受け入れを行

えた。保存修復課の日常業務を経験してもらい、大学教育を補完できる教育活動を

行った。 

【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人材育成に係る事業を関係機関と連携しながら検討、実施す

る。 
【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

受け入れ限度は4人であり、今年度は2人であったが、その分指導が行き届いた。 

インターン応募は大学側の事情に左右されることが多いが、これまで国内外の人材

が集まっていたことから、主体となる博物館教育課との連携を強化する必要があ

る。 

インターン生による報告会の様子    NPOセミナーの講義（冨坂）     NPOセミナーの講義（土屋） 
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【書式Ａ】   施設名 京都国立博物館 処理番号 1314B 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）教育・普及活動 ①教育活動の充実等4)国内外の有形文化財の保存・修理に関する人材育成への寄与 

【年度計画】 

（４館共通） 

保存修理従事者を対象とした人材育成に係る事業の実施又はインターンの受け入れや保存修理従事者と協力した事業

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 大原嘉豊 

【実績・成果】 

（４館共通） 

・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、文化財の修復状況を確認するともに、修理技術者に指導・助
言を行った。 また、2ヶ月に 1回、修理技術者と当館との定例会議を開催した。（巡回 11回・会議 7回） 

・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を実施した。（2回・129人） 
4月 17日「開館 120周年記念特別展覧会 海北友松」（60人） 

10月 10日「開館 120周年記念 特別展覧会 国宝」（69人） 
・文化財修復に係わる大学院生（2 人）のインターシップ実習（8 月 21 日～9 月 1 日、9 月 11 日～22 日）を実施し、11
月 24日に口頭による報告会を開催し（出席者 27人）、報告書を作成した。 

・保存修復技術を専攻する大学院生のための研修会を 9月 8日に実施した。（参加者 9人） 
・国内外博物館における保存科学、修復の専門家等による文化財保存修理所の視察を受入れ、情報交換等を行った。（35
回・98人）  
4月 6日 Asian Art Museum of San Francisco（1人） 
5月 10日 The Museum of Modern Art(MoMA)（1人） 

5月 12日 東京国立博物館（1人） 
7月 18日 William and Helen Pounds the Museum of Fine Arts, Boston（1人）、ほか 31回 

・7月3日の京都市消防局主催第35回「文化財防火・市民講座」の実施に協力し、文化財保存修理所の一般対象の見学事業

を初めて実施した。 

【補足事項】 

・文化財保存修理所巡回によって、技術者から文化財の修復状況について説明を

うけ、当館研究員から専門的な立場から指導・助言を行った。 

・修理技術者に対する定例の研修会においては、実際の文化財を目にすることに

より、修理技術の習得や向上に資することができた。 

・文化財修復に係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、修復技術の継承や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大学院生のための研修会は関係教育機の間で周知が進

み、参加校も増え、優秀な学生が参加するようになった。実際の修理現場の見

学・説明といった研修を行うことで、学生の意欲や目的識の向上を図ることが

できた。 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 

経

年

変

化 

25 26 27 28 

保存修理事業者を対象とした研修会        

開催回数 2回 - - 3 2 2 2 

参加人数 129人 - - 140 87 126 96 

インターン受入人数 2人 - - 4 1 2 3 

大学院生のための研修会参加人数 9人 - - 18 19 22 13 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

28年度とほぼ同等の事業を遂行し、インターンの受け入れ事業を実施した。当館

120周年を記念し、京都市消防局主催第35回「文化財防火・市民講座」に協力し、試

験的に一般見学を実施した。一般に対する修理事業の普及啓発活動を行った点は、

初めての試みとして評価されるべきものであるが、施設見学の困難さが今後の課題

として依然と存在している。 

【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人材育成に係る事業を関係機関と連携しながら検討、実施する。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

保存科学、修理技術及び博物館関係者等を対象とした人材育成に係る事業の目標

を順調に達成した。当館120周年を記念し、京都市消防局主催第35回「文化財防火・

市民講座」に協力し、試験的に一般見学を実施した。この種の一般向け普及啓発活

動を今後の課題としているが、継続して検討を加えたいと考えている。 

保存修復技術を専攻する大学院生 

のための研修会（9月 8日） 
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【書式Ａ】   施設名 奈良国立博物館 処理番号 1314C 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）教育・普及活動 ①教育活動の充実等 

4)国内外の有形文化財の保存・修理に関する人材育成への寄与 

【年度計画】 

（４館共通） 

保存修理従事者を対象とした人材育成に係る事業の実施又はインターンの受け入れや保存修理従事者と協力した事

業を開催する。 

担当部課 学芸部 事業責任者 保存修理指導室長 鳥越俊行 

【実績・成果】 

（４館共通） 

・保存修理技術者に対する研修会を30年2月2日に開催した。 

・海外の修理技術者等の視察を7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 5日：メトロポリタン美術館、ボストン美術館の美術担当学芸員による視察（2人） 

  4月11日：メトロポリタン美術館の美術担当学芸員による視察（1人） 

  8月28日：浙江省博物館職員による視察（1人） 

12月18日：上海博物館保存担当職員による視察（1人） 

12月19日：台湾故宮博物院保存担当職員らによる視察（6人） 

12月20日：上海博物館保存担当職員による視察（1人） 

30年1月16日：北米・欧州ミュージアム日本専門家連携・交流事業による研修（24人） 

【補足事項】 

・文化財保存修理所技術者研修会 

30年2月2日に文化財保存修理所の各工房修理技術者を対象とする研修会を

開催した。(株)文化財保存代表者からの修理に関する報告（「現在の文化財修

理の中の表具」）と討議を行った。参加者は41人。 

 

 

 

研修会の様子 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 経

年

変

化 

25 26 27 28 

保存修理事業者を対象とした研修会               

開催日数 8回 - - 6 4 6 4 

参加者数 77人 - - 71 67 74 51 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

視察の回数や人数は年により増減があるが、28年度と比較し、開催日数及び参加

者数が増加した。29年度には東京国立博物館が主催する北米・欧州ミュージアム日

本専門家連携・交流事業の研修を当館で受け入れ、アメリカ・イギリスをはじめ10

ヵ国の専門家24人が文化財保存修理所を見学したことにより、日本美術の修理技

術や修理の考え方を広く伝えることができた。30年度も同様の視察等を積極的に

継続して受け入れていく。 

【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人材育成に係る事業を関係機関と連携しながら検討、実施す

る。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

海外修理技術者の視察等を受け入れ、文化財保存修理所の修理技術者と海外の

技術者の交流を継続して行っている。特に29年度は北米・欧州ミュージアム日本専

門家連携・交流事業の研修が当館で行われ、多くの専門家が視察に訪れた。また、

保存修理研修会を通じて修理所内の各工房に在籍する技術者間の交流が図られ

た。これらの活動を通じて文化財の保存・修理に関する人材育成に寄与できおり、

中期計画は順調に進んでいる。 
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【書式Ａ】   施設名 九州国立博物館 処理番号 1314D 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）教育・普及活動 ①教育活動の充実等4)国内外の有形文化財の保存・修理に関する人材育成への寄与 

【年度計画】 

（４館共通） 

保存修理従事者を対象とした人材育成に係る事業の実施又はインターンの受け入れや保存修理従事者と協力した事

業を開催する。 

担当部課 学芸部博物館科学課 事業責任者 課長（兼環境保全室長） 木川りか 

【実績・成果】 

（４館共通） 

・保存修理事業者を対象とした研修会等を開催した。(計1回・126人参加) 

・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。(計3回・27人参加) 

・文化財保存、ＩＰＭ（総合的有害生物管理）普及のための講座・研修を開催した。（計5回、合計380人参加） 

【補足事項】 

○保存修理事業者を対象とした研修会等 

・文化財保存修復学会公開シンポジウム「博物館におけるＩＰＭのこれから」 

講師：本田光子氏・木川りか・間渕創氏・高畑誠氏 

 日程：4月 8日 

 参加人数：126人 

 対象：一般 

○保存修理事業者と協力した研修会 

・短期インターンシップ「文化財保存修復研修」 

日程：8月 28日～9月 1日（5日間） 参加人数：3人 

対象：関西以西の大学・大学院で保存修復を学ぶ学生 

・「古文書保存基礎講座」 

 日程：30年１月 19日、20日 参加人数：24人 

対象：福岡県内を中心とする地域の博物館・美術館・文化財関連機関の         

古文書等の担当者 

 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 

○ＩＰＭ普及のための研修会 

・「ＩＰＭ館内研修」 

日程：5月24日  

参加人数：24人 

対象：機構内・館内関係者 

・「環境調査報告会」 

日程：6月15日  

参加人数：27人 

対象：館内環境整備関係者 

・「ＩＰＭセミナー・ＩＰＭ研修」 

ＩＰＭセミナー：10月25日、 ＩＰＭ研修：10月26日、27日 参加人数：延べ203人 

 対象：全国の博物館、美術館等の学芸員 

 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 

経年

変化 

25 26 27 28 

保存修理事業者を対象とした研修会               

開催回数 9回 - - 6 9 7 6 

参加者数 533人 - - 139 175 179 473 

インターン受入人数 3人 - - - - - - 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ  

【判定根拠、課題と対応】 

文化財修理に関するインターンの受け入れやＩＰＭ研修等の教育普及事業を計

9回実施することができた。参加者数は28年度に比べ増加しており順調に推移して

いる。 

【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人材育成に係る事業を関係機関と連携しながら検討、実施す

る。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ  

【判定根拠、課題と対応】 

地元の教育委員会等と連携し、修理技術者やＩＰＭ従事者等の協力を得ながら、

実習も積極的に取り入れたプログラムで実践的な研修を中期計画どおりに実施で

きた。特に29年度はＩＰＭ普及に関して、館内外の学芸系職員だけでなく一般も含

め関心のある方々を対象にしたことで、裾野が広がった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文化財保存修復研修の様子 
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【書式Ａ】   施設名 東京国立博物館 処理番号 1315A 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）教育・普及活動 ①教育活動の充実等 5)博物館支援者増加への取組 
【年度計画】 
（4館共通） 

 企業との連携及び会員制度の活性化を図る。 
ア 会員制度によるリピーターの拡大に努める。 
イ 会員制度利用者を対象とした事業を実施する。 

ウ 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。 
エ 展覧会事業の協賛企業から各種支援（協賛・協力）を募る。 
オ 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた日本文化を発信する各種事業を検討する。 

（東京国立博物館） 
ア 各種会員制度を整理し、割引の適用や新たな会員制度を導入することで、リピーターの促進を図る。 
イ 上野「文化の杜」新構想実行委員会に参画し、各種事業を主体的に実施し、来館者の増加を図る。 

担当部課 総務部総務課 事業責任者 課長 竹之内勝典 
【実績・成果】 

（4館共通） 
ア 29年度より新会員制度へ移行し会員総数は25,244人となり、制度改正前の駆け込み需要で大幅増となった28年度からは減少し

た。 

イ 友の会、賛助会会員を対象に、講演会を実施した。また、賛助会会員を対象に感謝会・内覧会を実施した。 
ウ 株式会社みずほ銀行やアメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.等の賛助会員と協同でキャンペーンを行い、認知
度の向上に努めた。 

エ 特別展「タイ ～仏の国の輝き～」において、三菱商事株式会社と共催で障がい者向けの「特別鑑賞会」を実施した。 
オ 各種事業のbeyond2020への登録や、文化庁が主催する高校生ニッポン文化大使2017に参画した。 
（東京国立博物館） 

ア 29年度から新たな会員制度として「国立博物館メンバーズパス（4館共通）」及び東京国立博物館オリジナル制度「メンバーズプ
レミアムパス」「友の会」を導入した。 

イ 上野「文化の杜」新構想に基づき、上野全体の共通入場券「UENO WELCOME PASSPORT」の発行やコンサート等を実施した。 

【補足事項】 
ア 賛助会会員数559人の内訳は個人492人
（プレミアム3人、特別15人、維持474人）、

団体67団体（特別19団体、維持48団体）で
ある。 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 

経

年

変

化 

25 26 27 28 

賛助会等支援組織の会員数 25,244人 - - 18,439 23,899 23,451 28,939 

賛助会会員数 559人 - - 379 414 464 455 

友の会会員数 2,967人 - - 1,586 2,145 2,041 2,337 
メンバーズプレミアム 

(国立博物館メンバーズパス 

を含む)会員数※28年度までの 

パスポートとベーシックに相当 

21,718人 - - 16,474 21,340 20,946 26,147 

【年度計画
に対する総

合評価】 
評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 
会員や来館者の動向を基に、4国立博物館共通の新たな会員制度をはじめ、個人会員全体の見直しを行ったことで、

利用者の選択肢を充実させることができた。利用者の目的に応じた会員制度を創設したことで、特典提供に際する博
物館側の従前の負担を軽減し、利用者へのサービスと博物館の負担との相対的なバランスを見直した。新制度の創設
にあたって、会員制度の広報周知を図り、国立博物館全体の広報も兼ねることで当初の目的を達成した。2020年東京

オリンピック・パラリンピックに向けて、企業等と連携に注視した賛助会制度の活用により、企業との協同事業を実
施した。上野「文化の杜」新構想では、上野公園周辺の文化施設と協同し、芸術文化の発信事業やコンサートを実施
するとともに、「UENO WELCOME PASSPORT」の継続的な実施では先導的な役割を果たしたと言える。 

【中期計画記載事項】 
企業との連携や会員制度の活性化等により博物館支援者の増加を図る。 

【中期計画
に対する評
価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 
2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けて、日本文化の発信、認知活動にあたり、賛助会に加入する民間

企業との協同事業を実施し、博物館単独では行うことが困難な広報展開などを図り、博物館が民間企業との協同実践

の場であることを周知した。これまでの来館者調査の結果を踏まえた会員制度の見直しでは、利用者にわかり易い制
度に改編したことで、従来の利用者に対しては改めて博物館の利用方法を周知するとともに、新規利用を検討する
方々には年間を通じた博物館の展覧会事業等を周知することができた。賛助会については、個人・団体ともに順調に

増加傾向にある。賛助会は博物館への長期的な支援を念頭に置いた寄附制度であり、国からの支援に限らず、独自の
取り組みにより財政基盤を形成すべく、支援者の意見を参考とし、国内外の新たな会員の獲得に向けて、さらに会員
の獲得と制度の充実を図る。 

29 年度賛助会感謝会の様子 

（事業報告会） 

レストランとアメリカン・エキスプレ

スの協同企画「THE GREEN Café」 
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※パスポート制度は29年3月31日で廃止 

【書式Ａ】   施設名 京都国立博物館 処理番号 1315B 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）教育・普及活動 ①教育活動の充実等 5)博物館支援者増加への取組 
【年度計画】 
（４館共通） 
 企業との連携及び会員制度の活性化を図る。 
ア 会員制度によるリピーターの拡大に努める。 
イ 会員制度利用者を対象とした事業を実施する。 
ウ 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。 
エ 展覧会事業の協賛企業から各種支援（協賛・協力）を募る。 
オ 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた日本文化を発信する各種事業を検討する。 
（京都国立博物館） 
ア 支援団体等が行う文化財の鑑賞会・見学会等に協力する。 
イ ミュージアムパートナー制度及び文化財保護基金制度を活用し、企業等との連携を図る。 

担当部課 総務課 

学芸部 

事業責任者 総務課長 數馬厚人 

企画室長 伊藤信二 

【実績・成果】 

（４館共通） 

ア 28年度末で終了した「パスポート」事業会員について、新規事業「国立博物館メンバーズパス」への移行促進に努

めた。 

イ 「国立博物館メンバーズパス」会員を対象とした事業を実施した。 

ウ 

・日本橋三越本店と連携し、「京都国立博物館120周年展」を実施することにより、博物館の認知度向上に努めた。 

・タクシー乗務員向けの特別鑑賞会を実施し、広報協力を得ることができた。 

エ 特別展覧会「海北友松」、「国宝」の協力企業である、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。 

オ 2020年東京オリンピック・パラリンピックへの布石として、beyond2020へ展覧会や各種イベントの申請を行った。

また、各種事業についての検討を会議等にて行った。 

(京都国立博物館) 

ア 支援団体(一般社団法人清風会)が行う鑑賞会(4回)・見学会(4回)・会報(4回)の解説・執筆及び、総会の開催に協

力した。 

イ 「ミュージアムパートナー」制度について引き続き周知を続けた結果、京都美術工芸大学が新たに加わった。 

【補足事項】 

（４館共通） 

イ 当館ミュージアムショップにおいて、「パスポート」提示により、京都水族館の入場

料が割引になる等の特典がある。 

ウ 京都国立博物館120周年展では、館長トークショー、博物館の事業紹介パネル展示、

文化財保護基金グッズ販売を行った。 

 

 

 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 

経

年

変

化 

25 26 27 28 

賛助会等支援組織の会員数 2,266件 - - 2,631 6,873 7,476 5,855 

清風会及びミュージアムパ

ートナー会員数 
452件 - - 336 351 368 370 

国立博物館メンバーズパス

会員数 
1,814人 - - - - - - 

パスポート会員数※ - - - 2,295 6,522 7,108 5,493 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

企業と連携したイベントについて、従前のトークショー、グッズ販売に加えて、

新たに博物館の事業紹介パネル展示（保存修理）を行うことにより、博物館の活動

をより深く伝えることができた。 

新制度「国立博物館メンバーズパス」の会員数は1,814人で、28年度までの「パ

スポート」制度の会員数を上回ることができなかった。原因として、特別展覧会を

特典内容の対象とした会員制度ではなくなったことが挙げられる。今後広報活動

に力を注ぎ、会員数を増加させたい。 

【中期計画記載事項】 

企業との連携や会員制度の活性化等により博物館支援者の増加を図る。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

企業や近隣の美術館及び博物館等とともにイベント等を実施し連携を深めるこ

とができた。会員制度については、制度変更により会員数が減少してしまったた

め、今後「メンバーズパス」の広報活動に力を注ぎ、会員数の増加を図りたい。 

京都国立博物館 120 周年展 
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※パスポート制度は29年3月31日で廃止 

【書式Ａ】   施設名 奈良国立博物館 処理番号 1315C 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）教育・普及活動 ①教育活動の充実等 5)博物館支援者増加への取組 

【年度計画】 

（４館共通） 

 企業との連携及び会員制度の活性化を図る。 

ア 会員制度によるリピーターの拡大に努める。 

イ 会員制度利用者を対象とした事業を実施する。 

ウ 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。 

エ 展覧会事業の協賛企業から各種支援（協賛・協力）を募る。 

オ 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた日本文化を発信する各種事業を検討する。 

（奈良国立博物館） 

ア 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。 

イ 支援団体等と連携し、展覧会の充実を図る。 

ウ 賛助会員制度の継続・拡充を図る。 

エ 地域、企業との連携を推進する。 

担当部課 総務課 事業責任者 課長 室溪浩 

【実績・成果】 

（４館共通） 

ア 29年度に創設した「奈良博プレミアムカード」と「国立博物館メンバーズパス」について、チラシ・ポスターを作

成するなど広報活動を行い、新規会員の獲得を図った。 

イ 賛助会員、プレミアムカード会員を対象とした解説付き鑑賞会を実施した。 

ウ 企業と連携して、夜間開館延長をPRするための音楽コンサートを実施した。 

エ 他の主催者と連携し、企業等からの協賛・協力を募った。 

オ 外国人向け冊子「ミュージアム・3DAYSフリーパス・関西」の販売を行った。 

（奈良国立博物館） 

ア 支援団体等が主催する展覧会の解説付き鑑賞会の実施に協力した。 

イ 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。 

ウ 賛助会員22団体54人(特別支援会員：4団体、特別会員：3団体、一般会員(団体)：15団体、一般会員 (個人)：54人) 

エ 観光関連業界と連携し顧客層の開拓を行った。 

【補足事項】 

（４館共通） 

イ 賛助会員、プレミアムカード会員に対する特別鑑賞会を実施するなど、あらゆ

る機会を通じて会員獲得に努めた。  

ウ 大和ハウス工業と協力して、夜間開館をPRするためのコンサート「音燈華」を

実施した。事前に放送されたラジオ番組では、コンサート情報とあわせて展覧会

の情報を発信して博物館の認知度上昇を図った。 

 

 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 

経

年

変

化 

25 26 27 28 

賛助会等支援組織の会員数 1,740人 - - 2,668 3,235 3,665 3,812 

賛助会会員数 76件 - - 70 73 74 73 

奈良博プレミアムカード会員数 1,347人 - - - - - - 

国立博物館メンバーズパス会員数 317人 - - - - - - 

パスポート会員数※ - - - 2,598 3,126 3,591 3,739 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

29年度に創設した「奈良博プレミアムカード」と「国立博物館メンバーズパ

ス」について、初年度の会員をそれぞれ1,347人、317人獲得した。 

また、観光イベント「なら燈花会」や「なら瑠璃絵」に会場提供を行うことで

地域活性化に貢献したり、企業と協力してPRイベントを行い夜間来館者の増加

を図った。 

【中期計画記載事項】 

企業との連携や会員制度の活性化等により博物館支援者の増加を図る。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

新たな会員制度である「奈良博プレミアムカード」と「国立博物館メンバー

ズパス」について、チラシ・ポスターを作成するなどして普及に努めた。また、

会員向けに特別鑑賞会を実施しサービス向上を図った。前年度までのパスポー

ト会員とは制度が異なるために単純な比較はできないが、初年度としてはまず

まずの会員数を確保できた。次年度に向けて、引き続き新規会員の獲得を図る。 

コンサート「音燈華」 
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※パスポート会員制度は29年3月31日に廃止。 

【書式Ａ】   施設名 九州国立博物館 処理番号 1315D 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）教育・普及活動 ①教育活動の充実等 5)博物館支援者増加への取組 
【年度計画】 
（４館共通） 
 企業との連携及び会員制度の活性化を図る。 
ア 会員制度によるリピーターの拡大に努める。 
イ 会員制度利用者を対象とした事業を実施する。 
ウ 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。 
エ 展覧会事業の協賛企業から各種支援（協賛・協力）を募る。 
オ 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた日本文化を発信する各種事業を検討する。 
（九州国立博物館） 
ア 賛助会員制度を創設する。 

担当部課 交流課 

広報課 

総務課 

事業責任者 課長 吉川利幸 

課長 田中正一 

課長 菅原秀倫 

【実績・成果】 

（4館共通） 

ア 「九州国立博物館友の会」制度を改定し、「九州国立博物館メンバーズプレミアムパス」及び「国立博物館メンバ

ーズパス」の会員制度を開始した。 

イ 「九州国立博物館友の会」会員を対象に、季刊情報誌『アジアージュ』、特別展示チラシ等を送付した。 

ウ 古都太宰府ナイトエリア創出委員会や福岡県観光局と連携したイベントを実施し、広報活動の充実を図った。 

エ 協賛企業より、展覧事業について各種支援（協賛・協力）を得た。 

オ 29年度に実施した特別展示（一部を除く）及び留学生イベントについて、beyond2020プログラムの事業認証を受

けた。 

（九州国立博物館） 

ア 「九州国立博物館賛助会」を創設した。 

【補足事項】 
ア 「九州国立博物館友の会」「九州国立博物館メンバーズプレ

ミアムパス」「国立博物館メンバーズパス」「九州国立博物館賛

助会」の会員制度について、当館ウェブサイト、リーフレット、

チラシによる広報を行った。 

ウ 

・西日本新聞社及び（公財）九州国立博物館振興財団との共同事

業として、国指定重要無形民俗文化財で平成28年にユネスコ無

形文化遺産「山・鉾・屋台行事」の一つに登録された「博多祇園

山笠」の飾り山を、開館以来連続してエントランスに展示した。 

・支援団体である九州国立博物館を愛する会及び近隣市町の小学校と連携して、子どもたちを対象にしたワークショップイベントや

児童画展を開催した。 

・福岡女子短期大学と連携して館内のカフェで定期コンサートを実施した。 

オ 特別展示「水の中からよみがえる歴史－水中考古学最前線－」「対馬－遺宝にみる交流の足跡－」「大分県国東宇佐六郷満山展～

神と仏と鬼の郷～」「白隠さんと仙厓さん」、新春特別公開「徳川美術館所蔵 国宝 初音の調度」、留学生イベント「文化交流ツアー

in九博」の6件について、beyond2020プログラムの事業認証を受けた。 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 

経

年

変

化 

25 26 27 28 

賛助会等支援組織の会員数 5,193人 - - 4,774 5,182 5,777 6,016 

賛助会会員数 2団体 - - - - - - 

友の会会員数 83人 - - 141 192 206 268 

メンバーズプレミアムパス

会員数 
5,082人 - - - - - - 

国立博物館メンバーズパス

会員数 
26人 - - - - - - 

パスポート会員数※ - - - 4,633 4,990 5,571 5,748 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

各種イベントの実施や、賛助会員制度の創設等により、企業との連携及び会員制

度の活性化を図り、年度計画を実行できた。 

ウェブサイトやパンフレット・チラシ等を用いて各会員制度の広報に注力し、

5,000件を超える会員数を獲得することができた。今後も当館の活動への理解を深

めていただけるよう広報の充実を図り、支援者の増加に努めたい。 
【中期計画記載事項】 
企業との連携や会員制度の活性化等により博物館支援者の増加を図る。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ  

【判定根拠、課題と対応】 

賛助会制度の創設など、さらに企業との連携や会員制度の活性化等による博物

館支援者の増加を図る基盤を整えることができ、中期計画を順調に推進している。

30年度以降も活性化を図りたい。 

九州国立博物館メンバーズプレミアムパス会員証例 
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【書式Ａ】   施設名 東京国立博物館 処理番号 1321A 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）教育・普及活動 ②有形文化財に関する情報の発信と広報の充実 1)有形文化財に関する情報の発信 

【年度計画】 

（４館共通) 

ア 収蔵品のデジタル画像による来館者への情報提供及びウェブサイト等での公開を継続して行う。また、４館共通所蔵

品データベースを運用・公開することにより、収蔵品情報の一層の充実を図る。 

イ 収蔵品の国宝・重要文化財について、5言語（日、英、中、韓、仏）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。 

担当部課 学芸企画部博物館情報課 事業責任者 課長 田良島哲 

【実績・成果】 

（４館共通） 

ア 収蔵品のデジタル画像を資料館およびインターネットで継続的に公開した。また、4館共通所蔵品データベース「国

立博物館所蔵品統合検索システム ColBase」を継続的に公開した。 

イ 収蔵品の国宝・重要文化財について、5言語（日、英、中、韓、仏）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。またiOS、Androidそれぞれのアプリ版「ｅ国宝」を継続して公開した。なお、iOSアプリはiOS11

へのバージョンアップにより従来の32ビット版アプリが動作しなくなったため、64ビット版へのバージョンアップを行

った。またこれに合わせて一部機種の画面表示における不具合も修正した。 

【補足事項】 

（４館共通） 

ア 「東京国立博物館研究情報アーカイブズ」サイト内の画像検索、デジタルライブラリーほか各種研究データベースに

より収蔵品の画像を継続的に公開した。また、「ColBase」を継続的に公開した。 

イ 各アプリ版「ｅ国宝」のダウンロード件数累計は以下のとおりである。 

 ・iOSアプリ 643,763件（23年 1月 20日リリース）参考：28年度末時点 568,173件 

 ・Androidアプリ 195,364件（25年 2月 6日リリース）参考：28年度末時点 189,351件 

○本館19室において、「ｅ国宝」のデータをタッチパネルで閲覧する「トーハクで国宝をさぐろう」及び三次元計測デー

タをジェスチャーで操作する「トーハクをまわそう」をそれぞれ継続して公開した。 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 経年

変化 

25 26 27 28 

- - - - - - - - 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

デジタル画像の公開については資料館、インターネットともに大きなシステム障害

もなく順調である。「ｅ国宝」についてもウェブサイト、アプリ及び本館における来

館者用端末での公開を継続することができた。特にアプリについては、iOSのバージ

ョンアップに追随することができた。また「国立博物館所蔵品統合検索システム 

ColBase」を継続して公開することができ、中国語・韓国語のデータを追加して利便

性を向上させることができた。 

【中期計画記載事項】 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

デジタル画像の公開を継続することにより、文化財に関連する情報の公開を適切に

行うことができた。今後も公開を継続するとともに、公開件数を増加させていきたい。

「ｅ国宝」については、アプリをバージョンアップすることができた。今後さらに利

用者環境や画像公開に関する国際的な動向を注視し、最適な方法での公開が行えるよ

う検討を続けたい。 
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【書式Ａ】   施設名 京都国立博物館 処理番号 1321B 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）教育・普及活動 ②有形文化財に関する情報の発信と広報の充実  

1)有形文化財に関する情報の発信 

【年度計画】 

（４館共通) 

ア 収蔵品のデジタル画像による来館者への情報提供及びウェブサイト等での公開を継続して行う。また、４館共通

所蔵品データベースを運用・公開することにより、収蔵品情報の一層の充実を図る。 

イ 収蔵品の国宝・重要文化財について、5言語（日、英、中、韓、仏）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。 

（京都国立博物館） 

ア 収蔵品の国宝・重要文化財・その他名品について 6言語（日、英、中、韓、仏、西）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を継続して公開する。 

イ 平成知新館2階レファレンスコーナーの情報閲覧システムにて、収蔵品の画像等を公開する。 

担当部課 学芸部 事業責任者 列品管理室長 宮川禎一 

【実績・成果】 

（４館共通） 

ア 収蔵品のデジタル画像による来館者への情報提供として、公開館蔵品データベースの登録及び更新を随時行った。

29年度は、公開データを159件増加させ、アクセス数は77,939件であった。また、館蔵品データベースの公開情報

をもとに運用されている、4館共通所蔵品データベースを通じた公開を継続して行った。 

イ 収蔵品の国宝・重要文化財について、5言語（日・英・中・韓・仏）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。29年度のアクセス数は62,345件であった。 

（京都国立博物館） 

ア 京都国立博物館所蔵国宝重要文化財・名品高精細画像公開システム「KNM GALLERY」を継続して公開した。 

イ 館蔵品データベースにおいて画像や解説等を適宜更新し、平成知新館2階レファレンスコーナーの情報閲覧システ

ムを通じ継続して公開した。 

【補足事項】 

館蔵品データベースにおいて、表示された画像のカラー・モノクロ表記の追加、画

像の拡大表示をポップアップ画面に変更、目的の画像を探しやすくするため検索結果

の分類表示項目を増やすなど、閲覧者により解りやすい様式に改修した。 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 経年

変化 

25 26 27 28 

- - - - - - - - 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

29年度も年度計画に基づいて、平成知新館レファレンスコーナーやデジタルサ

イネージを通して、来館者に対する効果的な情報発信を図るとともに、京都国立博

物館所蔵国宝重要文化財・名品高精細画像公開システム「KNM GALLERY」を継続し

て公開した。一方で、「KNM GALLERY」は公開から7年経過し、セキュリティ上の脆

弱性対応や、近年のスマートフォン等に対応する事が難しい等、複数の課題が判明

しており、引き続き対応を検討するとともに、当面は応急的なセキュリティ対応を

進める。 

【中期計画記載事項】 

ウェブサイト等において、文化財その他関連する資料の情報を公開する。公開データの件数は継続的に増加させる。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

29年度もウェブサイト等において、画像や解説を継続して公開した。館蔵品デー

タベースの29年度公開データを159件増加させ、中期計画通り順調に事業を実施出

来た。ただし、公開を目的とするシステムが複数併存している状況は、セキュリテ

ィ対策だけでなく、多言語化や利活用として機能強化を図る面でも今後の検討課

題である。 

館蔵品データベース公開画面 
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【書式Ａ】   施設名 奈良国立博物館 処理番号 1321C 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）教育・普及活動 ②有形文化財に関する情報の発信と広報の充実 1)有形文化財に関する情報の発信 

【年度計画】 

（４館共通) 

ア 収蔵品のデジタル画像による来館者への情報提供及びウェブサイト等での公開を継続して行う。また、４館共通

所蔵品データベースを運用・公開することにより、収蔵品情報の一層の充実を図る。 

イ 収蔵品の国宝・重要文化財について、5言語（日、英、中、韓、仏）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。 

（奈良国立博物館） 

ア 仏教美術情報の公開・普及を図る。 

イ 「日本美術院彫刻等修理記録データベース」について、仏教美術資料研究センターでの公開と、ウェブサイト上で

のテキストデータ公開を継続する。 

担当部課 学芸部 事業責任者 資料室長 宮崎幹子 

【実績・成果】 

（４館共通) 

ア 収蔵品のデジタル画像による来館者への情報提供及びウェブサイト等での公開を継続して行った。  

イ 収蔵品の国宝・重要文化財について、5言語（日、英、中、韓、仏）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。 

（奈良国立博物館） 

ア 仏教美術情報の公開・普及を図るべく、既存フィルムのデジタル化や新規撮影を行い、関連データを整備して、イ

ンターネット並びに仏教美術資料研究センターで公開した。また、29年度より国立博物館所蔵品総合検索システム

「ColBase（コルベース）」に、収蔵品データベースから抽出した情報を提供して連携に対応した。 

イ 「日本美術院彫刻等修理記録データベース」について、仏教美術資料研究センターでの公開と、ウェブサイト上で

のテキストデータ公開を継続した。 

【補足事項】 

29年度より実質的な運用を開始した国立博物館所蔵品

総合検索システム「ColBase（コルベース）」に、当館の収

蔵品データベースから抽出した情報を提供している。

ColBaseとは、4つの国立博物館（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）の所蔵品を

横断的に検索できるサービスである。このサービスに情報

を提供することによって、利用者が当館の収蔵品情報にた

どり着く糸口をおおきく広げることができた。画像データ

のサイズに関しては、ColBaseは長辺最大1,000ピクセルに

とどまり、当館がウェブサイトで提供している画像データ

（長辺最大4,000ピクセル）には及ばないものの、ColBase

は政府による日本文化の国際的な情報流通の促進に基づ

くプロジェクトであり、当館で長年蓄積・公開してきたデ

ータベースをこうした外部検索システムと連携させるこ

とにより、情報の発信機能を強化させることが出来た。 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 経年

変化 

25 26 27 28 

- - - - - - - - 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

デジタル撮影（5,411件）、既存原板のデジタル化（3,017件）及びガラス乾板の

デジタル化（13,698件）、データベースへの登録件数（4,683件）ともに例年に準じ

た成果をあげており、所期の目標を達成したといえる。「ColBase」との連携により

公開の幅を広げることにも成果をあげた。 

【中期計画記載事項】 

ウェブサイト等において、文化財その他関連する資料の情報を公開する。公開データの件数は継続的に増加させる。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

各事業の数値が例年に準じたものとなるだけに留まらず、情報の発信について

も新たな試みを継続するなど、機能・サービスの強化を図っている。特に「ColBase」

との連携により、新たな利用者層の獲得に向けて努力したことも評価される。今後

はモノクロフィルムやガラス乾板のデジタル化など、より豊富な情報の発信につ

ながるような事業を進める予定である。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

国立博物館所蔵品総合検索システム ColBase 
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【書式Ａ】   施設名 九州国立博物館 処理番号 1321D 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）教育・普及活動 ②有形文化財に関する情報の発信と広報の充実 

1)有形文化財に関する情報の発信 

【年度計画】 

（４館共通) 

ア 収蔵品のデジタル画像による来館者への情報提供及びウェブサイト等での公開を継続して行う。また、４館共通

所蔵品データベースを運用・公開することにより、収蔵品情報の一層の充実を図る。 

イ 収蔵品の国宝・重要文化財について、5言語（日、英、中、韓、仏）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。 

（九州国立博物館） 

ア 収蔵品に関する基本情報の公開活用に向けた情報整備を推進する。 

イ 対馬宗家文書、装飾古墳、郷土人形データベース等の効率的な運用を検討し、実施する。 

担当部課 学芸部文化財課 事業責任者 課長 河野一隆 

【実績・成果】 

（４館共通） 

ア 収蔵品ギャラリーは28年度のリニューアル後、展示品とリンクした形で情報提供を続け、収蔵品に関する情報の

普及を一層推進した。 

イ 収蔵品の国宝・重要文化財について、5言語（日、英、中、韓、仏）の説明を付したデジタル高精細画像（ｅ国宝）

を継続して公開中である。 

（九州国立博物館） 

ア 画像データベースを整備し、内外に公開することで利便性とサービスの向上を図った。（12月20日から公開開始） 

イ 

・対馬宗家文書のデータベースは公開運用しつつ、公開画像を増やし、利用者の利便性やサービスの向上に努めた。 

・装飾古墳データベースでは、フランスやキプロスなどの現地調査を引き続き行い、描画エンジンをOpenLayers3へ対

応させ、標準地図以外に単色地図、白地図、English、写真等、また、オーバーレイヤーの追加切り替え機能を実装

した。これによってスマートフォンやタブレットなどのモバイル端末での利用を前提としたデータベースの仕様を

見直し、快適に閲覧することができるようになった。 

・郷土人形データベースでは、ボランティア・資料整理部による作成データを引き続き登録すると同時に、夏休み期

間中にはホロレンズ（Microsoft HoloLens）を活用した3Dデータの仮想展示に係る実証実験を行い、今後の博物館

展示についての可能性を検討した。 

○ 海外調査を含む個人研究を月１回定例で開催する研究会議で公表し、研究成果を共有するための基盤を引き続き

構築した。 

【補足事項】 

（九州国立博物館） 

・画像データベースの構築では、権利処理等に問題の無い利用可能な画像資料について整理し、画像利用に係る業務

を軽減、効率化すると同時に外部公開によって、利用促進が図られるものとして、今後、大きく期待されるものであ

る。 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 経年

変化 

25 26 27 28 

- - - - - - - - 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ  

【判定根拠、課題と対応】 

29年度は、28年度に引き続き装飾古墳、郷土人形ともにデータベースを拡充・充

実させつつ、公開した。特にモバイル端末の普及が著しいことから、装飾古墳デー

タベースの構造を見直し、モバイル対応として、郷土人形データベースではホロレ

ンズ（Microsoft HoloLens）を活用した新たな展示の実験を試みた。対馬宗家文書

データベースでは、データを一元的に管理する作業を進めた。 

【中期計画記載事項】 

ウェブサイト等において、文化財その他関連する資料の情報を公開する。公開データの件数は継続的に増加させる。 

【中期計画に対する評価】 

評定： Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

登録する画像・映像などのコンテンツの充実・拡充を図り、中期計画の2年目と

しての実績を着実に上げつつある。30年度以降は、研究や展示、収蔵品の活用促進

などに本データベース群がますます活用されるよう、内外への周知に努めたい。 

ホロレンズ体験ワークショップの様子 地図レイヤーの見直し 

（装飾古墳データベース） 
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【書式Ａ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1322A 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）教育・普及活動 ②有形文化財に関する情報の発信と広報の充実 2)資料の収集と公開 
【年度計画】 

（東京国立博物館） 

ア 調査研究・教育など博物館の機能全般に関わる情報及び関係資料を収集・蓄積し、広く一般に公開する。 

イ 博物館における情報資源の活用に向けて、各種資料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。 

ウ 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 学芸研究部博物館情報課 事業責任者 課長 田良島哲 

【実績・成果】 

 (東京国立博物館) 

ア 

・資料館における美術史等の情報・資料の公開のため、10,035件の図書および逐次刊行物の収集・整理を行った。 

・画像管理システムに画像データ 12,258件を登録し、既存データ 2,206件を修正して正確な情報の提供に努めた。 

・洋貴重書 16冊をデジタル撮影し、28年度撮影分までを情報アーカイブのデジタルライブラリーおよび「シーボルト

旧蔵本デジタル・アーカイブ」において公開した。また、これらへの図書資料からのアクセスを容易にするため、撮

影された該当図書のデータにデジタルライブラリーへのリンクを設定した。 

・資料の閲覧、複写及びレファレンスサービスを継続した。（入館者 4,971人） 

・資料の保存のため、雑誌の合冊製本を行った。（洋雑誌 286 冊 和雑誌 295 冊）また、戦前刊行の当館の目録類 237

冊、明治・大正期の美術雑誌 21冊（箱単位）および博覧会資料 547冊について脱酸化処理を実施した。 

イ 

・レファレンス機能の充実のため、当館開催の展覧会カタログ、列品貸与や画像利用による納本図書等を対象として、

収載されている所蔵品の列品番号調査および収載図書データへの列品番号入力を継続して実施した。 

・protoDB における文献情報への入力準備として、現在までに蓄積された展覧会カタログ 174 件分のデータ 11,651 件

を文献情報として提供した。また、当館開催の特別展(戦後分)の出品情報(所蔵品以外を含む)の統合を継続して実

施し、館内での公開のための整備を行った。 

・『東京国立博物館資料館 調べ方ガイド 4 展覧会・展覧会カタログを探す』を作成し、資料館で配布するとともに、

webで公開した。 

ウ 

・4 月 1 日より国会図書館デジタル化資料送信サービスの提供を開始し、また 30 年度からの大学図書館等の相互複写

サービスの提供開始にむけて諸準備を行った。 

【補足事項】 

ア 

・図書資料収集・整理の内訳は、新規受入図書 5,260冊、既存図書の遡及入力 1,441冊、逐次刊行物の新規受入 3,334

冊である。また、28 年度に続き、洋・中韓雑誌 1,972 冊および和雑誌 2,683 冊（図書館システム導入前に整理され

たもの）について、製本単位での所蔵データの作成とバーコード貼付を実施し、管理の効率化を実現した。 

・毎月の新着図書・雑誌・展覧カタログについて閲覧室の新着資料コーナーに一部を展示するとともに、図書・カタロ

グについてはそれぞれ新着資料リストを作成、公開した。 

イ 

・特別展開催にあわせた特別展関連図書コーナーを 4 回設置し、資料館及び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。 

・『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、資料館からの情報発信に努めた。 

ウ 

・27年度のカタログ書庫設置後の図書再配置計画の実施の最終段階として、書庫1層分類番号000-240の図書856段の再

配置を4日間、2回に分けて実施した。これにより新収図書の別置を解消することができた。 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 経年

変化 

25 26 27 28 

- - - - - - - - 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

図書等の収集・整理・保存・公開等の業務を順調に実施した。また列品情報と文献情報の関

連付けについても継続的にデータを蓄積・整備し、レファレンス機能を充実させている。 

【中期計画記載事項】 

美術史学・考古学・歴史学・博物館学・保存科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、その情報の発信と充実に努める。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

当館での資料の収集・整備・公開を行うとともに、国会図書館デジタル化資料送信サービス

の提供の開始や相互複写サービスの実施準備などを行い、館内外へのサービスの向上について

成果を上げることができた。今後も資料館を情報サービスの拠点とするため機能の充実を進め

たい。 
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【書式Ａ】   施設名 京都国立博物館 処理番号 1322B 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）教育・普及活動 ②有形文化財に関する情報の発信と広報の充実 2)資料の収集と公開 

【年度計画】 

（京都国立博物館） 

ア 資料・画像・蔵書等の各研究支援データベースや研究情報ストレージについて整備を継続して実施し、資料の保

守・管理や検索性を向上させる。 

担当部課 学芸部 事業責任者 列品管理室長 宮川禎一 

【実績・成果】 

ア 

・収蔵品、出品作品等の新規撮影は、8,246枚行い、データベースへ登録した。 

・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2,658冊、逐次刊行物1,356冊を収集し、データベ

ースへの登録を行った。 

【補足事項】 

ア 

・出品作品の撮影は、特別展覧会「海北友松」（4月11日～5月21日）、特別展覧会「国宝」（10月3日～11月26日）、30年

春開催予定の特別展「池大雅」を対象にして進めた。 

・特集陳列における図録・チラシ・ポスターを制作のため作品の撮影を行った。 

・劣化が激しいフィルム保存箱を保存に適した収納箱への移し替え作業を継続して行った。 

・重要度の高いマイクロフィルムのデジタル化を行った。 

 

29年度新規撮影（京都国立博物館蔵） 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 経年

変化 

25 26 27 28 

- - - - - - - - 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

特別展覧会「国宝」への出品の機会を捉えて撮影した国宝「天橋立図」をはじめ

とし、収蔵品等の新規撮影や図書資料の収集を行った。また、デジタルカメラによ

る撮影やフィルムのスキャニングによってデジタルデータが増加し、検索等で煩

雑になっていた館内の画像検索用データベースを改修し、作業効率化を図り、年度

計画に沿って計画的に行うことができた。 

【中期計画記載事項】 

美術史学・考古学・歴史学・博物館学・保存科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、その情報の発信と充実に努める。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

中期計画2年目として28年度に引き続き、展覧会関連の調査・研究等を中心とし

て基礎資料及び国内外の博物館等に関する情報及び資料を計画通りに蓄積するこ

とができた。また、当館収蔵の和書について他館からの申請に応じ、展覧会にて展

示に供されたことから情報の発信に寄与することが出来た。30年度も、当館の展

示・研究の発展に寄与する資料の収集に努める。 

国宝「天橋立図」（部分） 国宝「病草紙」（部分） 

－　　－120



 

 

【書式Ａ】   施設名 奈良国立博物館 処理番号 1322C 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）教育・普及活動 ②有形文化財に関する情報の発信と広報の充実 2)資料の収集と公開 

【年度計画】 

（奈良国立博物館） 

ア 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。 

担当部課 学芸部 事業責任者 資料室長 宮崎幹子 

【実績・成果】 

（奈良国立博物館） 

ア 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、仏教美術資料研究センターでの資

料公開を継続した。 

図書については内外の利用者に対してサービスの充実を図るべく、仏教美術に関連する図書資料の収集を積極的

に行い、システムに登録した（和書2,446冊、漢書45冊、洋書74冊、計2,565件）。写真については、デジタル撮影（5,411

件）、既存原板のデジタル化（3,017件）、システムへの登録（4,683件）を行った。 

【補足事項】 

例年、仏教美術資料研究センターが協力を行ってきた「海外日本美

術資料専門家（司書）の招へい・研修・交流事業」（同実行委員会主

催）が 28年度で終了したため、今年度は個別の調査協力依頼（東京

都立中央図書館等）に対応した。 

 また、内外の美術界の動向や最新の研究成果を掲載する雑誌『美術

フォーラム21』の特集号『美術に関する知の蓄積と共有化にむけて』

に「仏教美術写真の蓄積と公開－奈良国立博物館仏教美術資料研究

センターと近年のアーカイブズ事業を中心に」と題する論文を寄稿

するなど、仏教美術資料研究センターの活動を広くアピールするこ

とに努めた。 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 経年

変化 

25 26 27 28 

- - - - - - - - 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

資料の収集・蓄積、仏教美術資料研究センターの利用者ともに例年に準じた数値

をあげており、所期の目標を達成しているとみなされる。また、個別の調査で来館

した専門家との意見交換で得られた情報を、今後の情報の発信に活用させる方法

についても探っていきたい。 

【中期計画記載事項】 

美術史学・考古学・歴史学・博物館学・保存科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、その情報の発信と充実に努める。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

数値的に当初の目標を達成しているだけにとどまらず、来訪者を受け入れたり、

雑誌に寄稿するなど、情報の発信と充実に多方面から取り組んでいる。なお、近い

将来、図書資料の増加に伴い保管施設の確保などの問題に対応する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『美術フォーラム 21』 
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【書式Ａ】   施設名 九州国立博物館 処理番号 1322D 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）教育・普及活動 ②有形文化財に関する情報の発信と広報の充実 2)資料の収集と公開 

【年度計画】 

（九州国立博物館） 

ア 画像管理システムにおけるデータベースの充実・構築に努め、内外の利用に供することを図る。 

担当部課 学芸部文化財課 事業責任者 課長 河野一隆 

【実績・成果】 

（九州国立博物館） 

ア 

蔵書管理 

・新規に図書1,183点、雑誌678点、図録・報告書2,925点を購入または受贈し、蔵書管理システム（日本事務器製ネオ

シリウス）に登載した。 

・蔵書のうち蔵書管理システムへの所蔵登録を継続し、29年度は35,323点（28年度は28,813点）の所蔵情報を点検・

登録した。 

・福岡県古賀市に別置されていた図書70,312点の整理・登録作業については、すべて完了した。 

 

画像管理 

・27年度より日本写真印刷コミュニケーションズ製文化財情報システムの一部として運用開始している画像管理シス

テムに画像を登録し、館内外への公開を行った。 

・約8,000点の画像を掲載した画像検索システムを新規に公開し、文化財画像の利用に係るサービスを向上させた。 

・その結果として画像利用が飛躍的に増加し、有償件数が前年度比127％、収入額にして200％を達成することができ

た。 

【補足事項】 

 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 経年

変化 

25 26 27 28 

- - - - - - - - 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

新規に図書1,183点、雑誌678点、図録・報告書2,925点を購入または受贈し、蔵

書管理システムに登録している蔵書データの遡及整備を着実に実施した。画像管

理システムは、収蔵品管理システムと連動させつつ、内容の充実を図った。特に画

像検索システムを整備・公開しサービスを向上させた。その結果、画像利用が飛躍

的に増加し、収益の増加につながった。 

 

【中期計画記載事項】 

美術史学・考古学・歴史学・博物館学・保存科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、その情報の発信と充実に努める。 

 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

中期計画2年度目にあたり、当館の蔵書データ一般公開のための基盤整備（図書

データの書誌・目録整備を遂行）を推進した。今後は、外部公開も見据えた蔵書整

理を着実に進めていきたい。また画像管理システムは、内容の充実を図り、より使

いやすいシステムとして整備を進めた。今後は画像利用を促進し、さらなる収益増

につなげるために、掲載画像数を一層増やして公開を進め、利便性を高めていきた

い。 

 

 
 
 
 

 
画像検索システム 

 
 
 
 
 
 

 
蔵書管理・検索システム 
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【書式Ａ】 施設名 本部事務局 処理番号 1323-0H 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）教育・普及活動 ②有形文化財に関する情報の発信と広報の充実 3)広報活動の充実 3)-1 広報計

画の策定と情報提供 
【年度計画】 

（機構本部） 

ア 機構の概要、年報を作成する。 

イ 機構本部ウェブサイトを運用し、機構に関する情報の提供を行う。 
担当部課 本部事務局総務企画課 事業責任者 総務企画課長 木村守平 

【実績・成果】 

（機構本部） 

ア  

・『独立行政法人国立文化財機構概要 平成29年度』（日本語版・英語版）を6月に発行し、PDF 版を機構本部ウェブサ

イト（http://www.nich.go.jp/）に掲載した。 

・『独立行政法人国立文化財機構年報 平成28年度』を12月に発行し、PDF 版を機構本部ウェブサイトに掲載した。 

イ 機構本部ウェブサイト（http://www.nich.go.jp/）の運用を継続した。掲示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。 

○ 当機構設立10周年を記念して「国立文化財機構10周年アニバーサリーサイト」を11月30日に公開し、機構のこれま

での活動や機構の事業等を紹介した。 

【補足事項】 

ア 

・『独立行政法人国立文化財機構概要 平成29年度』は、日本語版と英語版を別冊子に分けて作成した。（日本語版2,100

部、英語版：800部。いずれもカラー28ページ。） 

・『独立行政法人国立文化財機構年報 平成28年度』：200部、カラー 4ページ・モノクロ 991ページ。 

イ 機構本部ウェブサイトアクセス件数：272,228件（10周年アニバーサリーサイトアクセス件数を含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 経年

変化 

25 26 27 28 

- - - - - - - - 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

 年度計画どおり、概要、年報を作成し、ウェブサイトの運用を行った。 

また、機構設立10周年記念アニバーサリーサイトで、従来の機構に関する情報や機

構のこれまでの活動や事業等を公開することによって、情報提供の拡充を図ること

ができた。 

【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、並びにマスメディアや上野「文化の杜」新構想実行委員会の加盟機

関をはじめとする近隣施設との連携強化等により、積極的な広報を行う。 

ウェブサイトの運用においては、アクセス件数の向上を図り、各施設の工事等による影響を勘案しつつ、前中期目標

の期間の実績以上を目指す。さらに、時宜的なニーズに応じたウェブサイトの構築等について、一層の改善を図る。 
【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

 中期計画に沿って、印刷物の作成、ウェブサイトの運用による情報提供を行うこ

とができた。30年度以降も引き続き、ロゴマークの活用、印刷物の見直しと改善、ウ

ェブサイト等の適時適切な更新等、多方面での積極的な広報に努める。 

『独立行政法人国立文化財機構 

概要 平成 29年度』 

（日本語版・英語版） 

独立行政法人国立文化財機構 

ウェブサイト 
独立行政法人国立文化財機構 

アニバーサリーサイト 
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【書式Ａ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1323-1A 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）教育・普及活動 ②有形文化財に関する情報の発信と広報の充実 3)広報活動の充実 3)-1 広報計

画の策定と情報提供 
【年度計画】 

（４館共通） 

ア 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） 

総合文化展の活性化に重点をおいた広報活動を行う。 

ア 広報・宣伝制作物の企画・制作・配布等を行う。 

イ 「博物館でお花見を」、「博物館に初もうで」を軸とした総合文化展の広報の企画・運営を行う。 

ウ 公式キャラクターを活用した広報活動を行う。 
担当部課 学芸企画部広報室 事業責任者 室長 鬼頭智美 

【実績・成果】 

（４館共通） 

ア 年間スケジュールリーフレットを35,000部制作・配布した。29年度は体裁をA3二つ折とし、配布・送付の便宜また

視認性を高めたデザインに改定、館内配布するとともに旅行社、メディア各社等に送付、周知を図った。 

（東京国立博物館） 

ア 『東京国立博物館ニュース』(隔月刊・30,000部)を作成、配布した。また、隔月でマスコミ等300件余に「定期情

報」を送付、主な事業については別途プレスリリースを作成、配信会社も活用しより広く適切なメディアに対して

のアプローチを行った。また各事業の特性に合わせて1,200件程度学校等にチラシ・ポスターのDM発送を行った。周

知にあたってはWEBサイト、SNS(ツイッター、フェイスブック、インスタグラム)も活用した。 

イ 「博物館でお花見を」、「博物館でアジアの旅」、「博物館に初もうで」および特集「呉昌碩とその時代」では、ポス

ター・チラシを作成、館内配布およびDM発送を行ったほか、プレスリリースをマスコミ等に発送・配信した。 

ウ 広報大使として公式キャラクター「トーハクくん」「ユリノキちゃん」を活用、月1回定期的に登場して館内で来館

者と触れ合うほか、博物館外でのイベントに参加、広報活動に努めた。 

【補足事項】 

(東京国立博物館) 

ア 『東京国立博物館ニュース』は6・7月号より総合文化展

を中心としてリニューアルした。 

ウ 「したまちコメディ映画祭in台東」、「世界キャラクター

さみっとin羽生」、「こんにちは！シャンシャンまつり」な

どのイベントに参加、東京国立博物館のブースを展開、館

の広報に寄与した。 

 

 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 経年

変化 

25 26 27 28 

- - - - - - - - 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

計画通り定期刊行物および定期的な情報を発信、総合文化展関係でのマスコミ報

道を獲得した。キャラクターについては、月に一度定期的に登場するほか、キッズ

デー、国際博物館の日など適正な時機に登場、イベントに参加し、来館者が博物館

に親しんでいただけるよう活動した。 

【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、内容及び学術的な意義並びに各種アンケート等分析結果も踏

まえて戦略的な広報計画を策定し、情報提供を行う。また、広報印刷物やウェブサイト等の自主媒体の活用、並びにマ

スメディアや上野「文化の杜」新構想実行委員会の加盟機関をはじめとする近隣施設との連携強化等により、積極的な

広報を行う。 
【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

中期計画どおり個々の企画、対象等を考慮し、広報印刷物・ウェブサイト・SNSな

ど自主媒体を活用した広報活動を展開。一般及びメディア媒体への認知度は年々着

実に浸透力を高めている。今後もSNS等自主媒体により時機にかなった話題を提供

し、積極的な広報活動を展開する。 

世界キャラクター

さみっと in羽生 

リニューアルした 

『東京国立博物館

ニュース』 
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【書式Ａ】   施設名 京都国立博物館 処理番号 1323-1B 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）教育・普及活動 ②有形文化財に関する情報の発信と広報の充実 3)広報活動の充実 

3)-1広報計画の策定と情報提供 

【年度計画】 
(４館共通） 
ア 年間スケジュールリーフレットの制作・配布を行う。 
（京都国立博物館） 
ア 広報・宣伝制作物の企画・製作・配布等を行う。 
イ 文化大使を引き続き任命し、広報活動を行う。 
ウ 公式キャラクターを活用した広報活動を行う。 

担当部課 総務課 

学芸部 

事業責任者 課長 數馬厚人 

企画室長 伊藤信二 

【実績・成果】 

（４館共通） 

ア 29年度の年間スケジュールリーフレットの製作（40,000部）・配布を行った。 

（京都国立博物館） 

ア 

・新春特集展示のポスター（2,000部）、チラシ（135,000部）の製作・配布を行った。 

・上記のほか、特集展示等のポスター、チラシの製作・配布を行った。 

イ 文化大使を引き続き任命し、広報活動を行った。 

ウ PR大使として、公式キャラクター「トラりん」を活用し、LINEスタンプを4月27日より販売開始する等広報活動を

行った。 

【補足事項】 

（京都国立博物館） 

ア 

・新春特集展示のポスター、チラシへは、12月～30年2月に実施した特集展示「いぬづくし」、

特集展示「御所文化を受け継ぐ」、特集展示「雛まつりと人形」、特別企画「豪商の蔵」の情

報を掲載した。 

・特集展示「京博すいぞくかん」、「留学生の日2018」、特別企画「豪商の蔵」のポスター・チ

ラシの製作・配布を行った。 

・当館ウェブサイト上の公式ツイッターを活用し、展覧会の混雑情報やイベント、展覧会情報

などの情報発信に努めた。 

イ 

・博物館の活動の周知とイメージアップを図り、当館が幅広い年齢層に受け入れてもらえるよう、

引き続き文化大使として俳優の井浦新氏を任命した。 

・竹下景子氏、藤原紀香氏が特別展覧会「海北友松」、「国宝」開会式へ登壇し、ブログ上にて展

覧会の広報を行った。 

ウ 

・トラりんのブログやツイッター、フェイスブックを活用し、展覧会や博物館の情報を発信する

とともに、トラりんの着ぐるみを毎週3日（庭園開放日は1日）、1日5回館内に登場させ、来館

者との記念撮影等を行うことで、親しみやすい博物館のイメージの浸透を図った。 

・東京や埼玉、京都、愛媛、高知、熊本で開催された全国的なキャラクターイベント等に参加

し、キャラクターを通じて幅広く博物館をPRした。特に特別展覧会「国宝」では、東京駅から京都駅まで新幹線にキ

ャラクターが観覧ツアー参加者と同乗し、展覧会を盛り上げた。 

・LINEスタンプは全40種類で、120円（税込）にて販売した。 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 経年

変化 

25 26 27 28 

- - - - - - - - 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

定期刊行物の作成及び年間スケジュール、展覧会チラシの製作・配布を充分に行

うことができた。また、公式キャラクターを活用し、各種イベントへ出演、LINEス

タンプを販売開始するなど、当館に馴染みのない層へのＰＲが充分に行うことが

できた。以上のことから、年度計画を充分に達成することができた。 

【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、内容及び学術的な意義並びに各種アンケート等分析結果も

踏まえて戦略的な広報計画を策定し、情報提供を行う。また、広報印刷物やウェブサイト等の自主媒体の活用、並び

にマスメディアや（中略）近隣施設との連携強化等により、積極的な広報を行う。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

中期計画2年目として、広報印刷物の製作及び当館ウェブサイト上の公式ツイッ

ターや公式キャラクターなどの自主媒体を活用し、積極的な広報を行うことがで

きた。30年度についても自主媒体を活用し、積極的に広報を行っていきたい。 

新春特集展示チラシ 

トラりん LINEスタンプ 
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【書式Ａ】   施設名 奈良国立博物館 処理番号 1323-1C 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）教育・普及活動 ②有形文化財に関する情報の発信と広報の充実 3)広報活動の充実 

3)-1広報計画の策定と情報提供 

【年度計画】 

(４館共通） 

ア 年間スケジュールリーフレットの制作・配布を行う。 

（奈良国立博物館） 

ア 広報・宣伝制作物の企画・制作・配布等を行う。 

イ 文化大使を引き続き任命し、広報活動を行う。 

ウ 写真・映像の撮影等に場所を提供し、協力することにより博物館の認知度を高める。 

担当部課 総務課 事業責任者 課長 室溪浩 

【実績・成果】 

(４館共通） 

ア 年間スケジュールリーフレットを2回発行し、配布を行った。また、ウェブサイトからのダウンロードサービスを

行った。 

（奈良国立博物館） 

ア 

・各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4回実施した。 

・平常展の夜間開館をPRするためのチラシを作製し、近隣の宿泊施設や観光案内所等に配布をした。 

・特別展「源信」において、小学生の子どもを対象に「地獄・極楽すごろく」を作製・配布した。 

イ 笑い飯哲夫氏（よしもとクリエイティブ・エージェンシー）を文化大使に任命し、広報活動の一環として30年2月

4日に「奈良国立博物館文化大使 笑い飯哲夫のおもしろ仏教講座」を開催したところ、173名の参加があった。 

ウ 当館の認知度を高めるために、テレビ番組「今夜も生でさだまさし」（ＮＨＫ総合）の撮影場所として、仏教美術

資料研究センター関野ホールを提供した。 

【補足事項】 

（奈良国立博物館） 

ア 

・源信展において、当館所属の国宝「辟邪絵」をモデルにしたキャラクターを使い、小学生向けのすごろくを作製、配

布し、展覧会への興味を喚起した。 

・平常展の夜間開館を広報するためにチラシの作製、配布を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「地獄・極楽すごろく」       「夜間開館チラシ」 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 経年

変化 

25 26 27 28 

- - - - - - - - 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

28年度に引き続き、笑い飯哲夫氏を文化大使に任命し広報活動を行うなど、博物

館の情報を発信することができた。また、29年度新たに平常展の夜間開館チラシを

作製し、広報に努めた。なお、当館の認知度を高めるため、メディアに対して、撮

影場所として当館敷地を8件提供した。 

【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、内容及び学術的な意義並びに各種アンケート等分析結果も

踏まえて戦略的な広報計画を策定し、情報提供を行う。また、広報印刷物やウェブサイト等の自主媒体の活用、並び

にマスメディアや（中略）近隣施設との連携強化等により、積極的な広報を行う。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

中期計画の通り個々の企画の目的、内容等を踏まえた各種広報活動を計画的に

実施することができた。特に、外国人観光客の取り込みを図るために、5ヵ国語（日

英仏中韓）の常設展チラシを観光案内所等で配布し、また、展覧会毎に関西国際空

港でデジタルサイネージ広告の掲出を行った。今後は、更に広報・宣伝制作物の計

画的な作成を図る。 
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【書式Ａ】 施設名 九州国立博物館 処理番号 1323-1D 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）教育・普及活動 ②有形文化財に関する情報の発信と広報の充実 3)広報活動の充実  

3)-1広報計画の策定と情報提供 

【年度計画】 

(４館共通） 

ア 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） 

ア 特別展の実施に伴う広報・宣伝材料を制作する。 

イ 現在及び過去や将来の展示リストを検索・紹介し、展示情報を情報発信するためのウェブデータベースの整備を

継続する。 

ウ ポスター・チラシ・ウェブコンテンツを活用し、文化交流展示室からの積極的な情報発信を図る。 

エ アンテナショップ「九州国立博物館ミュージアムショップ参道」での情報発信を継続する。 

担当部課 学芸部企画課 

広報課 

事業責任者 課長（兼学芸部長） 小泉惠英 

課長 田中正一 

【実績・成果】 

（４館共通） 

ア 年間スケジュールリーフレットの制作・配布を行った。（16,700部） 

（九州国立博物館） 

ア 特別展の実施に伴い、担当職員によるテレビ、ラジオ番組への出演や、地元の新聞やフリーマガジン等への展覧会

内容の掲載を行うなど、マスコミによる広報・宣伝を行った。 

イ ウェブデータベースの整備を継続し、当館ウェブページから詳細な展示品情報を提供した。 

ウ 外国人観光客へ向け、当館ウェブページ上で中国語での展示案内を行った。 

ポスター・チラシ・ウェブコンテンツのほか、参道フラッグやアンテナショップの日除け幕等を活用し、文化交流

展示室からの積極的な情報発信を図った。 

エ アンテナショップ入り口に特別展バナーを設置し、太宰府天満宮参道客への展覧会PRを図った。 

【補足事項】 

（九州国立博物館） 

ア・参道フラッグの設置など太宰府観光協会と連携した広報活動を実施した。 

・商工団体へ「展示・イベント案内ちらし」を毎月、季刊情報誌『アジアージュ』を年4回送付し、会員等への周知

を依頼した。 

 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 経年

変化 

25 26 27 28 

- - - - - - - - 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

リーフレット、ポスター・チラシなどの制作や活用を行うほか、展示替えの情報

や、敷地内の紅葉や季節の花などの自然環境の細かな情報等をSNS（ツイッター）に

よって発信することで、来館者の関心を高めるよう努めた。 

【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、内容及び学術的な意義並びに各種アンケート等分析結果も踏

まえて戦略的な広報計画を策定し、情報提供を行う。また、広報印刷物やウェブサイト等の自主媒体の活用、並びにマ

スメディアや（中略）近隣施設との連携強化等により、積極的な広報を行う。 
【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

中期計画のとおり、企画の目的や内容等を考慮し、多様なメディアを用いて幅広

い広報を実施することができた。また、中国語での展示案内を動画で配信するなど、

近年急増しているアジアからの訪日観光客に向けた広報も行った。今後も様々な媒

体を通じた広報を戦略的に実施していきたい。 

アンテナショップでの日除け幕の

活用とフラッグ掲出の様子 
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【書式Ａ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1323-2A 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）教育・普及活動 ②有形文化財に関する情報の発信と広報の充実 3)広報活動の充実 3)-2 マスメ

ディアや近隣施設との連携強化等による広報活動 
【年度計画】 
（4館共通） 
ア 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。 

（東京国立博物館） 
ア 報道発表会、内覧会、懇談会等を通じ、主要メディアの文化担当記者をはじめとしたマスコミとの連携を強化する。 
イ 上野「文化の杜」新構想実行委員会の加盟機関をはじめとする近隣施設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 総務部総務課 

学芸企画部広報室 

事業責任者 課長 竹之内勝典 

室長 鬼頭智美 

【実績・成果】 

（４館共通） 
ア 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。 
（東京国立博物館） 
ア 特別展・特集展示および教育事業についてマスコミ向けに情報を送付するとともに、記者発表会3回報道内覧会6
回開催した。 

イ 上野「文化の杜」新構想実行委員会に加盟し先導的な役割を果たすとともに、「TOKYO数寄フェス2017」やコンサー
トを開催した。また、夜間イベントや託児室の開放など、地域との連携交流事業等を実施した。 

【補足事項】 

（4館共通） 

ア 成田国際空港会社・スリーエム ジャパン株式会社と連携し、成田国際空港第１ターミナルに当館収蔵品画像を使

った壁面・天井装飾を実施、当館の広報に寄与した。 

（東京国立博物館） 

ア 特別展に加え、親と子のギャラリー「びょうぶとあそぶ」(7月3日)においても報道内覧会を実施するとともにプレ

スリリースを発信、新聞主要紙・美術系番組制作者等に適時性を持って情報を提供し新聞・テレビなどで紹介され

た。 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

イ 「TOKYO数寄フェス2017」（11月10日～19日）のうち、本館および表慶館のライトアップ「照明探偵団」や芸大生に

よる邦楽コンサートを館内で実施。また、アクセシビリティ向上事業として、イベント期間中当館の託児施設をイベ

ント来場者に無料開放した。イベント全体の延べ参加者数は約770,000人であった。 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 経年

変化 

25 26 27 28 

- - - - - - - - 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 
特別展の記者発表会や報道内覧会には毎回150名～200名程度の記者が出席、各展覧会の広報

を効果的に行うことができた。また、親と子のギャラリー「びょうぶとあそぶ」では、総合文

化展内の企画であったが、多くの報道を得た。 

上野「文化の杜」新構想実行委員会においても各施設と連携して効果的な事業を実施すると

ともに、連携した広報活動によって相乗的な周知を図った。 

【中期計画記載事項】 

（略）広報印刷物やウェブサイト等の自主媒体の活用、並びにマスメディアや上野「文化の杜」新構想実行委員会の加盟機関をはじ

めとする近隣施設との連携強化等により、積極的な広報を行う。 
【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 
中期計画どおり広報印刷物・動画サイトや新規ツールも含めたSNS運営などの実施により、一

般及びメディア媒体への認知度は年々着実に浸透力を高めている。今後も自主媒体により時機

にかなった話題を提供し、積極的な広報活動を展開する。 

上野「文化の杜」新構想実行委員会によるホームページの作成や広報活動への先導的な役割

を果たすなど、地域と連携した積極的な広報を行った。 

成田国際空港第１ターミナル壁面装飾 「びょうぶとあそぶ」報道内覧会 
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【書式Ａ】   施設名 京都国立博物館 処理番号 1323-2B 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）教育・普及活動 ②有形文化財に関する情報の発信と広報の充実 3)広報活動の充実 

3)-2マスメディアや近隣施設との連携強化等による広報活動 

【年度計画】 

（４館共通） 

ア 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。 

（京都国立博物館） 

ア 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。 

イ 京都市内4美術館・博物館（京都国立博物館、京都国立近代美術館、京都文化博物館、京都市美術館）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。 

担当部課 総務課 

学芸部 

事業責任者 課長 數馬厚人 

企画室長 伊藤信二 

【実績・成果】 

（４館共通） 

ア 

・特別展覧会「国宝」においては29年6月5日にＮＨＫ京都放送局にて、開幕120日前カウントダウンイベント及びトー

クショーを行い、8月7日に国宝展出品作品の「黄不動」曼殊院蔵を修理した際に得られた知見に関する記者発表を

行った。 

・特別展覧会「国宝」の開催にあわせて、京都市交通局の100号系統のバス1台を国宝展出品作品をモチーフとしたラ

ッピングバスを製作し、広報活動を行った。 

・30年度開催予定の特別展の記者発表を11月22日（於：東京）、12月18日（於：京都）に行った。 

（京都国立博物館） 

ア 周辺寺社及び商店街等で構成される東山南部地域活性化委員会に参加し、10月28日～29日に開催された同委員会

主催の「第4回太閤祭り」（於：豊国神社）に協力した。 

イ 京都市内4美術館・博物館で組織する「京都市内4館連携協力協議会」での連携協力として、合同パンフレットを

作成し、4館をめぐるスタンプラリーを実施した。 

○ 地域連携の一環として、京都水族館連携企画 特集展示「京博すいぞくかん―どんなおさかないるのかな？」 

（7月25日～9月3日）を開催し、京都水族館でも当館の展覧事業等の広報を充分に行うことができた。 

【補足事項】 

（４館共通） 

ア 

・ラッピングバスのモチーフは「風神雷神図屏風」建仁寺蔵、「桜図壁貼

付」智積院蔵、当館公式キャラクター「トラりん」であり、当館のＰＲ

のみならず、近隣の社寺の名品のＰＲを行うことができた。 

・記者発表は合わせて8回行った。 

（京都国立博物館） 

○ 京都水族館との連携内容は以下のとおり 

・京都水族館長によるギャラリートークを実施。（4回） 

・京都水族館にて貝合わせのワークショップを実施。（2回） 

・京都水族館にて水谷研究員と京都水族館長によるトークショーを実施。（1回） 

・展示作品のうち21件へ、展示作品のモチーフとなっている水の生物の解説を併記。解説の執筆者は京都水族館長。 

・当館の展示作品のモチーフとなっている水の生物のうち6件を、京都水族館にて実際の生物とパネル解説をあわせた

展示を実施。また、展示作品のモチーフとなっている水の生物を描いた絵を京都水族館へ応募する絵画コンテスト

を実施。 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 経年

変化 

25 26 27 28 

- - - - - - - - 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

記者発表の実施や、ラッピングバスの走行など、マスコミ媒体や地域と連携した

広報活動を充分に実施できた。また、29年度は特に京都水族館との連携事業を筆頭

に近隣施設や周辺地域との連携強化による広報活動を行い、年度計画を充分に達

成することができた。 

【中期計画記載事項】 

（略）広報印刷物やウェブサイト等の自主媒体の活用、並びにマスメディアや（中略）近隣施設との連携強化等に

より、積極的な広報を行う。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

中期計画2年目として、京都水族館などの近隣施設との連携強化による積極的な

広報活動を充分に行うことができた。引続き近隣施設と連携し、京都という立地を

生かした広報を展開していきたい。 

ラッピングバス 
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【書式Ａ】   施設名 奈良国立博物館 処理番号 1323-2C 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）教育・普及活動 ②有形文化財に関する情報の発信と広報の充実 3)広報活動の充実 

3)-2マスメディアや近隣施設との連携強化等による広報活動 

【年度計画】 

（４館共通） 

ア 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。 

（奈良国立博物館） 

ア 近隣社寺・博物館等との連携により、集客増に繋がる広報活動を展開する。 

イ 展覧会、博物館活動への理解・促進を図るため、マスコミへの情報提供を行うとともに取材を積極的に受け入れ

る。 

ウ 地域の自治体・商工団体・観光団体等と連携した広報活動の展開を図る。 

エ 近隣社寺等において展覧会チラシの配布など広報協力を依頼する。 

担当部課 総務課 事業責任者 課長 室溪浩 

【実績・成果】 

（４館共通） 

ア 特別展においては、主催者である新聞社と連携し積極的に紙面広告を掲載することで展覧会の広報を行った。ま

た、公共交通機関とタイアップした社内吊り広告や駅貼ポスターの掲出や、地下鉄駅構内の有料広告スペースへの

ポスターの掲出により展覧会に関する情報発信を行った。 

（奈良国立博物館） 

ア 奈良トライアングルミュージアムズ(奈良国立博物館・奈良県立美術館・入江泰吉記念奈良市写真美術館)として、

イベントを実施する等広報活動を行った。また、大阪市立美術館や三井記念美術館と相互割引を実施して特別展の

集客増を図った。 

イ マスコミ向けの内覧会を、特別展で 3 回、特別陳列で 2 回、その他で 1 回開催した。また、個別の報道機関から

の取材依頼にも可能な限り応じた。 

ウ 一般財団法人奈良県ビジターズビューローと連携して、近隣コンベンション施設で開催された学術学会の参加者

に対して、学会終了後の懇親会の一環として、「講堂での解説付きなら仏像館の団体観覧」を実施した。 

エ 周辺関係社寺等と連携し、特別展等の割引特典付きチラシ配布を行った。 

【補足事項】 

（奈良国立博物館） 

エ 

・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。 

・特別陳列「おん祭と春日信仰の美術」について、期間限定の無料観覧券（※名品展も

無料）を、春日大社において配布し、おん祭展の広報と館の認知度アップに繋げた。 

・特別陳列「お水取り」について、期間限定の無料観覧券（※名品展も無料）を、東大

寺において配布し、お水取り展の広報と館の認知度アップに繋げた。 

 

「おん祭と春日信仰の美術」無料観覧券 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 経年

変化 

25 26 27 28 

- - - - - - - - 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

特別展においては主催者であるマスメディアと協力して情報発信に努めた。ま

た、公共交通機関とタイアップしての広報活動も行うことができた。更に、観光団

体や旅行会社と連携して夜間開館等の広報を行った結果、夜間開館時の団体観覧

や閉館後の貸切観覧の実施に繋がり、夜間開館時の集客に努めることができた。 

【中期計画記載事項】 

（略）広報印刷物やウェブサイト等の自主媒体の活用、並びにマスメディアや（中略）近隣施設との連携強化等に

より、積極的な広報を行う。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

自主媒体を活用した情報発信、公共交通機関とタイアップした広告の掲出、近隣

施設と連携した特別展等の割引特典付きチラシの配布等、中期計画どおり順調に

広報活動ができた。今後は、訪日外国人観光客の誘客を図るために外国語での広報

活動を充実させるとともに、近隣の観光団体や商店街との連携を強化して地域密

着型の広報活動を展開していく。 
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【書式Ａ】   施設名 九州国立博物館 処理番号 1323-2D 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）教育・普及活動 ②有形文化財に関する情報の発信と広報の充実 3)広報活動の充実 

3)-2マスメディアや近隣施設との連携強化等による広報活動 

【年度計画】 

（４館共通） 

ア 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。 

（九州国立博物館） 

ア 地域の自治体・商工団体・観光団体・公共交通機関等と連携した広報活動を展開する。 

イ 九州観光推進機構などを通じた海外への広報・営業活動を展開する。 

ウ 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 広報課 

総務課 

事業責任者 課長 田中正一 

課長 菅原秀倫 

【実績・成果】 

（４館共通） 

ア マスコミ各社を対象とする懇談会を実施した。 

（九州国立博物館） 

ア  

・ポスター、チラシ、「展示・イベントスケジュール」、参道フラッグの設置など太宰府観光協会と連携した広報活動

を実施した。 

・商工団体へ「展示・イベントスケジュール」、季刊情報誌『アジアージュ』を送付し、会員等への周知を依頼した。 

イ 

・福岡県が運営するポップカルチャー配信サイト「アジアンビート」に博物館情報を掲載した。 

・九州観光連盟が主催するアジア各地（釜山、台湾、香港、フィリピン）での旅行会社を対象としたインバウンドイベ

ントで当館のチラシを配布した。 

ウ  

・古都太宰府ナイトエリア創出委員会や九州国立博物館を愛する会との地域連携イベントを実施し、広報活動の充実

を図った。 

【補足事項】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 経年

変化 

25 26 27 28 

- - - - - - - - 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

28年度に引き続き、ポスター・チラシなどの制作や活用を行ったほか、29年度か

ら開始した夜間開館に合わせ、古都太宰府ナイトエリア創出委員会によるイベン

トを実施した。近隣地域の諸団体と連携したイベントを実施したことで、夜間開館

の周知を図ることができた。 

【中期計画記載事項】 

（略）広報印刷物やウェブサイト等の自主媒体の活用、並びにマスメディアや（中略）近隣施設との連携強化等に

より、積極的な広報を行う。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

28年度に引き続き、中期計画の通り、広報印刷物やウェブサイト等を活用し、近

隣施設や団体と協力して広報を実施することができた。29年度からは夜間開館を

開始したことで、近隣地域の諸団体と連携した新たなイベントを打ち出すことが

できた。30年度以降も諸団体と連携しながら積極的に広報を行いたい。 

地域連携イベント① 

国東岩戸寺修正鬼会（9月 30日） 
地域連携イベント② 

「夜の九博ファンタジア」（12月 9日、16日） 
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※1 28,29年度実績は、本体サイト及び研究情報アーカイブズのアクセス件数。 

※2 上段①の数値は、本体サイトのみのアクセス件数。下段②の数値は、本体サイト及び研究情報アーカイブズのアク

セス件数。 

【書式Ａ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1323-3A 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）教育・普及活動 ②有形文化財に関する情報の発信と広報の充実 3)広報活動の充実 3)-3広報印

刷物、ウェブサイト等の充実 
【年度計画】 

（４館共通） 

ア ウェブサイトによる情報提供を行う。また、各施設の工事等による影響を勘案しつつ、ウェブサイトのアクセス件

数の向上を目指す。 

イ メールマガジンを配信する。 

（東京国立博物館） 

ア 『東京国立博物館ニュース』の編集・発行・配布を行う。（年 6回） 

イ 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及びユーザ参加型のコンテンツを継続して

発信する。 

ウ SNS（ツイッター、フェイスブック、インスタグラムを含む）を活用した情報発信を継続して行う。 

担当部課 学芸企画部博物館情報課 

学芸企画部広報室 

事業責任者 課長 田良島哲 

室長 鬼頭智美 

【実績・成果】 

（４館共通） 

ア ウェブサイト、モバイルサイトによる情報提供を行った。各国語サイト冒頭にその日の開館情報が出るようにする

などより来館者にわかりやすくなるよう改訂した。 

イ メールマガジンを配信した（29回）。 

（東京国立博物館） 

ア 『東京国立博物館ニュース』を隔月（年6回）で各30,000部を制作、配布・送付した。 

イ ブログ70エントリー、投票6回により、展示・催しものやキャラクターの活動について紹介し、博物館に親しんでも

らえるよう努めた。 

ウ  SNS（ツイッター、フェイスブック、インスタグラム等）により適時性のある情報を発信し、利用者から好意的な

反応を多く得た。 

【補足事項】 

ウ ツイッター：フォロワー58,898件(27年度50,141件)、フェイスブック：いいね！19,292件（27年度10,331件）。27年

度より着実に数を伸ばしている。また、8月30日開始以来Instagramではフォロワー904件を獲得し、来年はさらに多く

のフォロワー獲得が期待される。 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 
経年

変化 

※1･2 

 25 26 27 28 

ウェブサイトのアクセ

ス件数※1 
7,014,006件 5,380,118件 Ａ 

① 2,898,885 4,248,437 6,724,460 
6,433,867 

② 3,783,745 4,929,191 7,427,419 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 
【判定根拠、課題と対応】 

目標とするアクセス数・フォロワー数を確保できている。 

今後は特にツイッター、インスタグラムのフォロワー数を増やすとともに、ユーザ

ーによる投票など双方向でのコミュニケーションツールとして若年層への効果的な

アプローチを図りたい。 

【中期計画記載事項】 

（略）広報印刷物やウェブサイト等の自主媒体の活用、（中略）等により、積極的な広報を行う。 

ウェブサイトの運用においては、アクセス件数の向上を図り、各施設の工事等による影響を勘案しつつ、前中期目標

の期間の実績以上を目指す。さらに、時宜的なニーズに応じたウェブサイトの構築等について、一層の改善を図る。 
【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

『東京国立博物館ニュース』は計画通り発行、配布している。現状は外部への送付

および館内配布分の部数が不足しているため、観光案内所やホテル等へ今後より積

極的に配布し、展示広報とともに来館者誘致につなげたい。 
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【書式Ａ】   施設名 京都国立博物館 処理番号 1323-3B 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）教育・普及活動 ②有形文化財に関する情報の発信と広報の充実 3)広報活動の充実 

3)-3広報印刷物、ウェブサイト等の充実 

【年度計画】 

（４館共通） 

ア ウェブサイトによる情報提供を行う。また、各施設の工事等による影響を勘案しつつ、ウェブサイトのアクセス

件数の向上を目指す。 

イ メールマガジンを配信する。 

（京都国立博物館） 

ア 『京都国立博物館だより』、『Newsletter』（英文）の編集・発行・配布を行う。（年 4回） 

イ 博物館ディクショナリーを発行し、新刊をメールマガジンにて配信する。 

ウ 収蔵品貸与情報をウェブサイトにて公開する。 

エ SNS（ツイッター）による情報発信を継続して行う。 

オ 開館120周年記念事業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 伊藤信二 

【実績・成果】 

（４館共通） 

ア ウェブサイトアクセス件数は5,788,678件であり目標値を上回った。 

イ メールマガジンを12回配信した。（133～144号） 

（京都国立博物館） 

ア 『京都国立博物館だより』（194～197号）、『Newsletter』(133号～136号)の発行を行った。 

イ 博物館ディクショナリー(198～207号)を発行し、新刊をメールマガジンにて配信した。 

ウ 館蔵品・寄託品の貸与情報をウェブサイトにて公開した。 

エ 当館公式ツイッター、トラりんツイッター、トラりんフェイスブックにて情報発信を行った。 

オ 開館120周年事業を専用ページにて公開した。 

○ 中国語(簡体字、繁体字)、韓国語ウェブサイトを12月28日より公開した。 

【補足事項】 

（４館共通） 

ア ウェブサイトトップページにて夜間開館の情報を目立たせることや講座・イベントページのレイアウトを変更す

ることなど、わかりやすい情報発信に努めた。 

〇 中国語（簡体字、繁体字）、韓国語ウェブサイトでは直近の展覧会情報や入館料等の基本情報を掲載。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 
経年

変化 

25 26 27 28 
ウェブサイトのアクセス

件数 
5,788,678件 2,274,464件 Ａ 1,562,480 2,964,705 3,172,381 3,334,335 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

（判定根拠、課題と対応） 

ウェブサイトアクセス件数が目標値を達成していることやウェブサイトの定期

的な更新、メールマガジンの配信、SNSを活用した情報発信などに加え、適宜ウェ

ブサイトページのレイアウト変更を行い、年度計画は充分に達成することができ

た。 

【中期計画記載事項】 

（略）広報印刷物やウェブサイト等の自主媒体の活用、（中略）等により、積極的な広報を行う。 

ウェブサイトの運用においては、アクセス件数の向上を図り、各施設の工事等による影響を勘案しつつ、前中期目

標の期間の実績以上を目指す。さらに、時宜的なニーズに応じたウェブサイトの構築等について、一層の改善を図る。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

ウェブサイトアクセス件数は目標値を達成し、時期的なニーズに応じるため中

国語(簡体字、繁体字)、韓国語のウェブサイトを公開するなど、中期計画2年目と

して順調に進捗することができた。今後も適宜ウェブサイトの改善を行い、アクセ

ス件数の向上を図っていきたい。 

日本語ウェブサイトトップページ 中国語（簡体字）ウェブサイトトップページ 
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【書式Ａ】   施設名 奈良国立博物館 処理番号 1323-3C 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）教育・普及活動 ②有形文化財に関する情報の発信と広報の充実 3)広報活動の充実 

3)-3広報印刷物、ウェブサイト等の充実 

【年度計画】 

（４館共通） 

ア ウェブサイトによる情報提供を行う。また、各施設の工事等による影響を勘案しつつ、ウェブサイトのアクセス

件数の向上を目指す。 

イ メールマガジンを配信する。 

（奈良国立博物館） 

ア 特別展及び名品展の情報を掲載した『奈良国立博物館だより』の編集・発行・配布を行う。（年 4回） 

イ ウェブサイトのほか、メールマガジン、SNS（ツイッター）による情報発信を行う。 

ウ 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。 

エ 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 事業責任者 情報サービス室長 岩井共二 

【実績・成果】 

（４館共通） 

ア 特別展や公開講座の企画ごとに、また展示替えごとにウェブサイトを更新し、最新の情報提供を行った。 

イ 特別展・名品展やイベント情報など、館の活動に関する情報をメールマガジン（毎月 1 回計 12 回）で約 7000 人

に配信。 

（奈良国立博物館） 

ア 名品展や特別展の紹介に加え、展覧会情報、イベント情報等を掲載した季刊誌『奈良国立博物館だより』の編集・

発行・配布を行った。（年 4回） 

イ 名品展や特別展の紹介に加え、イベント情報等をウェブサイトに掲載。さらに SNS（ツイッター）でフォロワー約

15,000人に発信し、より迅速かつ効率的な情報発信を行った。 

ウ 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。 

エ 特別展、正倉院展、なら仏像館について、外国語チラシを作成し、外国人観光客への情報発信を行った。 

【補足事項】 

（奈良国立博物館） 

ア 『奈良国立博物館だより』は館内にて無料配布のほか、希望者には送付を行った。  

イ 公式ツイッターのフォロワー数は、29年度中に15,000件を超えており、28年度から

3,000件ほど増加となった。 

 

 

 

 

 

                                          奈良博だより 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 
経年

変化 

25 26 27 28 

ウェブサイトのアクセス

件数 
1,385,404 件 953,946件 Ｓ 893,553 1,196,669 1,112,057 1,167,926 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ａ 

【判定根拠、課題と対応】 

28年度に引き続き、ウェブサイト及び広報刊行物を通じて広く情報提供を行う

ことができた。モバイルサイトは、利用状況の低さから閉鎖となったが、ツイッタ

ーフォロワーは昨年の1.2倍、ウェブサイトアクセス件数についても28年度を越え

た点は、当館から発信される情報に対する関心が高まった結果であり、大きな成果

といえる。 

【中期計画記載事項】 

（略）広報印刷物やウェブサイト等の自主媒体の活用、（中略）等により、積極的な広報を行う。 

ウェブサイトの運用においては、アクセス件数の向上を図り、各施設の工事等による影響を勘案しつつ、前中期目標

の期間の実績以上を目指す。さらに、時宜的なニーズに応じたウェブサイトの構築等について、一層の改善を図る。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ａ 

【判定根拠、課題と対応】 

ウェブサイトアクセス件数は増加している。公式ツイッターによる情報提供に

ついては、迅速かつこまめな情報発信により、フォロワーが定期的に増加してお

り、時宣的なニーズにかなった広報として大きな効果を上げている。更に、特別展

における外国人観光客の来館者も増えており、外国人への情報発信にも一定の効

果が見られる。以上により、中期計画に対して大きな成果を上げていると判断す

る。 
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【書式Ａ】   施設名 九州国立博物館 処理番号 1323-3D 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）教育・普及活動 ②有形文化財に関する情報の発信と広報の充実 3)広報活動の充実 

3)-3広報印刷物、ウェブサイト等の充実 

【年度計画】 

（４館共通） 

ア ウェブサイトによる情報提供を行う。また、各施設の工事等による影響を勘案しつつ、ウェブサイトのアクセス

件数の向上を目指す。 

イ メールマガジンを配信する。 

（九州国立博物館） 

ア 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。 

イ 『九州国立博物館季刊情報誌アジアージュ』の編集・発行・配布を行う。（年 4回） 

ウ 太宰府市と連携し、スマ－トフォンに対応した文化情報発信サイトにより情報発信を行う。 

エ SNS（ツイッター）を活用した情報発信を継続して行う。 

担当部課 広報課 

総務課 

事業責任者 課長 田中正一 

課長 菅原秀倫 

【実績・成果】 

（４館共通） 

ア リアルタイムな展示情報の提供や、駐車場の混雑対策のため、ウェブサイト、ツイッターにて駐車場空き情報を

継続して提供した。 

イ 

・メールマガジンを配信した（月2回）。 

・メールマガジン登録数は毎月平均50人ずつ増えており、また、平均開封率が10％といわれている中、約35％と高水

準を維持している。 

（九州国立博物館） 

ア ウェブサイトでリアルタイムな展示情報を提供するなど、利用者の利便性を考慮した情報の発信に努めた。 

イ 『九州国立博物館季刊情報誌アジアージュ』の編集・発行・配布を行った。（年 4回） 

ウ 太宰府市と連携した文化情報発信サイトによる情報発信を行った。 

エ SNS（ツイッター）を活用した情報発信を継続して行った。また、ツイッターのフォロワ－は順調に増えてきてお

り、新たな広報ツールの効果が出ている。 

【補足事項】 

・メールマガジン登録数：6,281件 

・ツイッターのフォロワー数：5,965人、日平均増加数：227人 

 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 
経年

変化 

25 26 27 28 

ウェブサイトのアクセス

件数 
1,607,401件 1,696,500件 Ｃ 1,209,272 1,827,152 2,217,391 2,117,092 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

ツイッターにより、駐車場の満車状況をリアルタイムに案内することできた。そ

の他、メルマガ登録数の増加及び開封率も高い状態を保っており、利用者に対する

ツイッターやメルマガの効果は実感できた。29年度は特別展来館者数に苦戦した

ことと同調してウェブサイトのアクセス件数が減少したが、30年度は人気の高い

美術展の開催に伴い、アクセス件数が向上することが期待される。 

【中期計画記載事項】 

（略）広報印刷物やウェブサイト等の自主媒体の活用、（中略）等により、積極的な広報を行う。 

ウェブサイトの運用においては、アクセス件数の向上を図り、各施設の工事等による影響を勘案しつつ、前中期目

標の期間の実績以上を目指す。さらに、時宜的なニーズに応じたウェブサイトの構築等について、一層の改善を図る。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

中期計画に記載のとおり積極的な広報活動を順調に行った。 

ブログ、ツイッタ―等を活用し、展示情報やレストラン、ショップ等観覧環境に

ついての情報をリアルタイムに更新するなど、広報活動を積極的に行った。 

季刊情報誌『アジアージュ』 ツイッターでの情報配信の様子 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

①有形文化財の展覧事業・教育活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 ア b.特別調査（「書跡」（第 15回））（(4)-①-1）） 

【事業概要】 

本事業は 17年度から始まり、当館収蔵品及び寄託品にかかる書跡・典籍、古文書について、古写経、和様の書、

古文書など対象テーマを設定し、毎年 1ないし 2回、文化財機構内の関係職員を招聘し、実施しているものである。

このうち古写経の調査は、当館収蔵品について一区切りついたことから、28年度より奈良国立博物館の収蔵品を対

象に実施し、比較検討を行いながら調査研究を行った。 

【担当部課】 学芸研究部調査研究課 【プロジェクト責任者】 保存修復課長（兼書跡・歴史室長） 冨坂賢 

【主な成果】 

(1)調査概要 

古写経は名称、制作年代、形状、寸法、奥書等、出典、料紙などの調査を行う。今回は、22件の古写経(ほかに

28年度調査済のもの 10件も再調査を行った)を対象に調査を行い、古文書を 6件調査した。 

(2)調査の成果(29年度調査の内容) 

28 年度未参加の者が多くいたことから、あらためて国宝の紫紙金字金光明最勝王経 10 巻を確認することから

始めた。 

新規に展示中のものを除き、奈良時代の古写経を 8 件(内、重要美術品「月燈三昧経」中国・唐時代も含む)、

平安時代の古写経 14件(内、重要美術品「広弘明集」中尊寺経も含む)、そのほか「門葉記」ほか古文書も 6件を

あわせて、調査を行った。今後も調査を継続することで、当館の収蔵品との関連を明らかにし、研究を進めて、

展示・公開の向上に寄与する予定である。 

 
    特別調査の様子 

【備考】 

調査件数:古写経 22件、古文書 6件 

調査日数:30年 2月 8日(木)9日(金)の 2日間 

調査人員:延べ 14名(東京国立博物館、京都国立博物館、奈良国立博物館、奈良文化財研究所) 

調書作成:28件 

 

年度計画に対する総合的評価 

  

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

 中期計画に沿って、計画通りに作品調査を実施することにより、研究を推進し、展示・公開の向上
に寄与するという所期の目標に向けて順調に推移している。 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1411A1-2 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

予定通り実施できた。文化財機構内各機関からの同一分野の研究員が集まることで、最新の研究成
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。他館の収蔵品をまとまって調査する機会
はないため、今後の研究の推進及び展示・公開に寄与するところが大きい。 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

① 有形文化財の展覧事業・教育活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 ア c.特別調査（「工芸」（第 9回））（(4)-①-1）） 

【事業概要】 

当館の文化財のうち、金工・刀剣・陶磁・漆工・染織等工芸分野の特別調査。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。今年度は、

刀剣・陶磁・染織の調査会を行うこととした。 

【担当部課】 学芸研究部調査研究課 【プロジェクト責任者】 工芸室長 竹内奈美子 

【主な成果】 

(1)刀剣（30年 3月 7日（水） 1日間） 

当館にて、同館が所蔵する日本刀を調査し、3館（京都国立博物館・奈良国立博物館、九州国立博物館）が所蔵す

る作品との相互理解を深めた。調査対象は、「太刀 銘 備前国友成」（F-209、平安時代・12世紀）、「太刀 銘 長

光」（F-164、鎌倉時代・13 世紀）、「短刀 銘 国光（新藤五）」（F-234、鎌倉時代・14 世紀）、「刀 金象嵌銘 延

寿」（F-342、鎌倉時代・14 世紀）、「刀 銘 肥前国住近江大掾藤原忠広」（F-17219、江戸時代〔17 世紀〕）の 5 口

とし、いずれも 3 館所蔵の刀剣に関連があり、なおかつ典型的な作風を示すものを取り上げた。熟覧の後、各館が

所蔵する刀剣との比較などを論議することで、機構全体の刀剣について相互理解を深めることができた。参加者は、

伊藤信二企画室長（京都国立博物館）、酒井元樹主任研究員（東京国立博物館）、望月規史研究員（九州国立博物館）、

田澤梓アソシエイトフェロー（奈良国立博物館）の 4名。 

 

(2)陶磁（30年 3月 1日（木）、2日（金） 2日間） 

九州国立博物館にて、寄託中の福岡市美術館所蔵黒田コレクション・松永コレクションの陶磁器を中心に作品調

査を行った。2日間にわたる調査点数は計 26件、国立博物館のコレクションには優品の少ない茶湯道具や懐石道具

のうつわの実見を中心とし、その他中国の鑑賞陶器を含め、福岡市美術館所蔵の貴重な作品群について幅広く比較

検討することができた。主な作品として、重要文化財「色絵吉野山図茶壺」、重要文化財「五彩魚藻文壺」、「唐物文

琳茶入 銘 博多文琳」、「唐物肩衝茶入 銘 松永肩衝」、「柿の蔕茶碗 銘 白雨」、「黒楽茶碗 銘 次郎坊」など

が挙げられる。参加者は降矢哲男研究員（京都国立博物館）、酒井田千明アソシエイトフェロー（九州国立博物館）、

伊藤嘉章副館長（九州国立博物館）、三笠景子主任研究員（東京国立博物館）、今井敦調査研究課長（東京国立博物

館）、立会者の後藤恒氏（福岡市美術館）の 6名。 

 

(3)染織（7月 6日（木）、7日（金） 2日間） 

当館には、大倉集古館が所蔵する能装束・能道具が 217 件寄託されている。その多くは江戸時代中期から江戸時

代後期の製作で、一部、安土桃山時代から江戸時代初期のものも含まれている。備前藩池田家がかつて所蔵してい

た大名家の能装束として資料価値の高いこれらの資料の悉皆調査を 27年度より 3ヵ年行うこととした。3回目にあ

たる今年度については、2日間で長絹：1領、着付：7領、熨斗目：7領、狩衣：8領、計 23領を調査した。本調査

により、備前藩池田家の能装束の形態が明らかとなり、大名家における能の実態について知見を得た。参加者は、

水上嘉代子氏（遠山記念館学芸員・東京国立博物館客員研究員）、三島和美氏（大倉集古館学芸員）、輿石英里子氏

（文化庁文化財調査官）、小山弓弦葉登録室長（工芸室兼務）（東京国立博物館）、三田覚之研究員（東京国立博物館）、

四戸菜穂有期雇用職員（東京国立博物館）の 6名。 

【備考】 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

刀剣調査では当館と 3館（京都国立博物館・奈良国立博物館、九州国立博物館）が所蔵する作品の相互理解を深め、
陶磁調査では、寄託中の福岡市美術館所蔵作品群について幅広く比較検討することができた。染織調査でも、寄託中

の大倉集古館所蔵の能装束調査を通して大名家における能の実態について様々な知見を得た。これらの成果を工芸史
研究ならびに当館の展示に反映さえるべく、中期計画の「収蔵品・寄託品をはじめとする文化財に関する基礎的かつ
総合的な調査研究」に沿った調査を実施することができた。 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1411A1-3 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 
各機関の刀剣・陶磁・染織の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することができた。 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

① 有形文化財の展覧事業・教育活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 ア d.特別調査（「彫刻」（第 7回））（(4)-①-1）） 

【事業概要】 

寺等所蔵の仏像や彫刻作品を調査し、研究報告や論文活動に結びつけ、あるいは寄託増加、特別展等の企画につな

げて文化財の活用を図るものである。今年度は、特別展「運慶」出陳作品に対する調査を、文化庁、京都国立博物館

並びに奈良国立博物館と共同で行った。参加者同士で積極的に意見交換を行い、さらなる活用の道を探った。またこ

れ以外にも当館職員によって調査を行い、像の構造や彩色についてさまざまな知見を得ることができた。 

【担当部課】 学芸研究部調査研究課 【プロジェクト責任者】 学芸企画部企画課長（兼国際交流室長） 浅見龍介 

【主な成果】 

(1)展覧会に関連して次のとおり調査を行った。 

9月 11～12日、10月 30日、11月 30日 特別展「運慶」出陳作品のＸ線ＣＴ撮影 参加人数各 4名 

9月 19～22日、10月 2、16、23日、11月 6、13、27～29日 特別展「運慶」出陳作品のＸ線ＣＴ撮影及び写真撮影 

参加人数各 4名 

10月 10、18、25日、11月 1、8、15日 特別展「運慶」出陳作品の調査 調査参加人数各 4名 

11月 27～29日 特別展「運慶」出陳作品の写真撮影 調査参加人数各 4名 

11月 6日 特別展「運慶」出陳作品を、文化庁、京都国立博物館並びに奈良国立博物館と共同調査 参加人数 11名 

(2)Ｘ線ＣＴ撮影においては、作品の構造や保存状態が明らかとなった。共同調査においては、通常の実査によって像

の構造などに関して様々な新知見が得られた。加えて、ファイバースコープを用いた内部調査も行い、墨書銘など

が確認できた。また、赤外線撮影によって像に施された彩色や截金による文様の鮮明な画像が得られた。 

(3)研究成果は、展覧会の会期中に記念講演や報道発表によって逐次公表してきた。今後は、当館発行の『MUSEUM』誌

にて順次報告するとともに、これらをまとめて展覧会報告として出版予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別展「運慶」会場での調査風景 

【備考】 

調査回数：26回 

調査作品数：37件 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

展覧会で借用した文化財に関する基礎的かつ総合的な調査研究の成果は、展覧会会期中に逐次報道発
表や講演会を通じて公表し、これを展覧会事業や教育普及活動等に反映するという中期計画に沿った調
査研究や研究成果の報告ができた。今後は研究成果を以後の展覧会などに活かすとともに、出版物など
において広く一般に発信していきたい。 
  

【書式Ｂ/博】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1411A1-4 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

特別展「運慶」では、仏師運慶の現存する作品約30点のうち、過半数にあたる22点を出陳いただい
た貴重な機会であり、通常の実査に加えてＸ線ＣＴ撮影、赤外線撮影やファイバースコープによる内
部調査など、多角的な調査が実施できたことは大変有意義であったといえる。運慶作品のなかでも基
準となる作品について、今回得られた知見は、今後の鎌倉彫刻研究の発展に大きく寄与するものであ
る。これにより、おおむね所期の目的は達成できたと思われる。今後は当館発行の『MUSEUM』誌での
報告や、その成果をまとめた展覧会報告の刊行を目指したい。 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

① 有形文化財の展覧事業・教育活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 ア e.特別調査（「絵画」（第 2回））（(4)-①-1）） 

【事業概要】 

当館の所蔵する仏教絵画のうち、特に 14 世紀から 16 世紀にかけて登場する、正統派の仏画とはやや離れた主題

や描写を特徴とする作例について、その内容や技法等を調査する。 

【担当部課】 学芸研究部調査研究課 【プロジェクト責任者】 絵画・彫刻室長 沖松健次郎 

【主な成果】 

「毘沙門天像」（A-42 室町時代・15世紀）、「文宣王図 孔子像」（A-10180 室町時代・15世紀）、「孔子像」（A-7095 

室町時代・15世紀）など絵画 9点の特別調査を、国立博物館の絵画担当者によって、30年 3月 26日に実施した。 

調査の結果、特に「孔子像」については、A-7095の作品賛文の文字の崩れや図像の決まりごとが崩れている点や

損傷跡および修復跡が不自然に多い点などから近世末から近代の倣古作ではないかという意見が調査メンバーから

出された。今回の調査によって、これまで十分に調査がされていない絵画作品に対する検討方針の参考となる様々

な知見が得られた。 

「毘沙門天像」（A-42）についても、様式的な位置付けが難しいことを再確認したことで、今後の調査においては

中国の作例で典拠となるような図様の検索を行うなど新たな課題が提示された。 

今回の調査対象とした作品は、類例が少なく、正統的な主題ではない作例、主題としては一般的であっても図像や

描写の変わったものなど、位置づけの難しい作例を選んで仏画・やまと絵の専門家で調査したものであり、位置づ

けが難しいことを再確認したことで、今後のより踏み込んだ調査研究に向けた手法を確認することができた。 

  今回の調査対象作品の展示や類似する関連作品の展示公開の際には、調査研究の成果を踏まえて、作品の特色を

来館者によりわかりやすく紹介したい。 

 

 

 

【備考】 

 

 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

本調査は当館列品の絵画作品について各館の絵画担当者が集まり、複数の目で作品を見ることでより
広く、深く理解と知見を得て、保存・展示、貸与等に活かすことを目的としている。中期計画期間内で
絵画の各分野について調査を行う計画である。 
29 年度は仏画の中でも時代設定など位置づけが難しく、活用しにくい作例の調査を行い、作品の問

題点やよりよい位置づけに向けての課題が明確になった。 
 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1411A1-5 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

類例が少なく、正統的な主題ではない作例、主題としては一般的であっても図像や描写の変わったも
のなど、位置づけの難しい作例を選んで仏画・やまと絵の専門家で調査したところ、やはり位置づけが
難しいということが改めて明確になり、今後のより踏み込んだ調査研究に向けての様々な視点、意見が
提示され、位置づけが明確になれば重要な意義を持つ作例であることが分かったが、確定的な成果を上
げるまでには至っていない。 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

① 有形文化財の展覧事業・教育活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 イ 関東地域の社寺所蔵文化財に関する調査研究（(4)-①-1）） 

【事業概要】 

当館では 29年度より関東地域の社寺に伝存する文化財の悉皆調査を開始した。29年度は天真寺（東京都港区）所

蔵文化財の調査を行った。 

【担当部課】 学芸研究部調査研究課 【プロジェクト責任者】 課長（兼東洋室長） 今井敦 

【主な成果】 

30 年 2 月 27 日、3 月 27 日に天真寺（東京都港区）において所蔵文化

財の調査を行った。絵画は「一の谷屋島合戦図屏風」を江戸時代前期の

優品と確認したほか、住職の頂相は、第二世佛印禅師の画像 2 点が京都

の仏画師木村徳栄の筆になるものであることを確認し、歴代の頂相が揃

った貴重なものであることを確認できた。彫刻は本尊の釈迦如来坐像は

制作時期が天真寺の開創以前、南北朝に遡るとも思われるもので、伝来

は不明であるものの注目される。他に、江戸から近代の作品が多いとは

いえ、在銘像が 6 件あり、天真寺の寺史のうえでは貴重な遺品が多く確

認できた。 

 

                                      天真寺での調査風景 

【備考】 

調査日数：2日 

調査点数：絵画 18件、書跡 15件、彫刻 12件、金工 1件、漆工 4件、染織 4件 

延べ参加人数：13名 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

中期計画に沿って、文化財の基礎的調査を関東地域の社寺に広げて行うこととした、初年度にあた
る29年度は、天真寺（東京都港区）での調査を行ない、30年度以降の調査体制を確立することができ
た。30年度には、天真寺の継続調査を行うとともに、新規の寺院調査を計画している。以後も、毎年
新規寺院の調査を行う体制を確立している。 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1411A2 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

関東地域の社寺所蔵文化財に関する調査は、29年度よりの新規事業である。29年度は天真寺（東京
都港区）を対象として所蔵文化財の調査を計画し、2日間6分野に関して行うことができた。当初予定
していた新規調査の体制を確立し、現地調査を実施することができ、調査した文化財の中に貴重な遺
品が含まれていることを確認することができた。 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

①有形文化財の展覧事業・教育活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 イ 油彩画の材料・技法に関する共同調査（(4)－①－1）） 

【事業概要】 

本研究は東京藝術大学との共同研究で 20年度から開始し、続行している。当館所蔵の油彩画約 150件の中から、

明治期を中心とした作品を調査対象としている。東京藝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。本共同調査の目的は、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線分析など

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ない、これまで東京藝術

大学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、今後我が国に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】 学芸研究部保存修復課 【プロジェクト責任者】 保存修復室長 土屋裕子 

【主な成果】 

 

(1)①A-12427-1高橋源吉筆「東禅寺事件図」、② A-12427-2高橋源吉筆「東禅寺事件図」、③A-11787原撫松筆「老

人」、④A-11788原撫松筆「画家ヘンリーの像」、⑤A-729 原田直次郎筆「三条実美像」、⑥浅井忠筆「旅順戦後の

捜索」、の状態調査、普通光、側光、紫外線、赤外線写真、Ｘ線透過撮影、蛍光Ｘ線分析を行なった。 

 

(2)①②のテータは、館外への貸し出し、展示準備用のための応急修理の参考となった。これまで、展示されなかっ

た作品が公開・活用するために貢献した。 

 

(3)⑤⑥は 29 年度本格修理作品であり、館外への修理依頼を行なったが、修理前の調査分析として当調査のデータ

を使用することができた。⑤は修理も終了し、30年 1月 2日からの展示で活用している。 

 

     
高精細デジタルカメラによる撮影        透過Ｘ線撮影           状態調査の様子 

 

【備考】 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、課題と対応等 

Ａ 

一連の調査によって、次第に東京藝術大学の同時期の作品群および多感が収蔵する作品との比較研

究が可能になってきている。特にＸ線透過画像、デジタル顕微鏡画像などの詳細なデータの比較によ

り、作品の特性のみならず、歴史的関係性などについても新たな検討が可能となる。また、作品の高

精細画像は、展示の際に使用するパネル、『MUSEUM』の原稿などにも利用され、次第に活用する機会も

増えた。さらに今年度の調査対象作品は、修理や展示活用と直結したものであり、調査の内容がその

まま役立つ機会が多かった。課題となるのは、『MUSEUM』などへの執筆である。新たな記事として掲載

の必要がある。 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1411A3 

評定 判定の理由、課題と対応等 

Ａ 

29年度は6回という調査回数をこなし、実際に展示などの活用と直結した調査で着実に作業を進め

ることができた。 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

① 有形文化財の展覧事業・教育活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 エ 仏教美術等の光学的手法による共同研究（(4)-①-1）） 

【事業概要】 

当館が所蔵する仏教美術等を対象に、東京文化財研究所と共同して光学的手法による研究を実施することを目的

とする。 

【担当部課】 学芸研究部調査研究課 【プロジェクト責任者】 絵画・彫刻室長 沖松健次郎 

【主な成果】 

国宝「普賢菩薩像」（A-1 平安時代・12世紀）、国宝「千手観音像」（A-10506 平安時代・12世紀）、国宝「孔雀明

王像」（A-11529 平安時代・12世紀）の赤外線撮影及び蛍光撮影、国宝「普賢菩薩像」、国宝「孔雀明王像」の蛍光

Ｘ線分析を東京文化財研究所と共同で実施した。 

調査の結果、特に蛍光Ⅹ線分析においては、平安仏画の背景空間に銀が検出され、従来、どのような彩色がなさ

れていたか実態の不明であった背景の彩色に銀が何らかの形で使用されていたことを示唆する結果を得ることがで

きた。分析技術の進化によって、肉眼では確認し難い染料を科学的に確認できたことで、平安仏画の制作過程にお

ける銀の関わりを通じて、調査研究の新たな課題を確認することができた。同様にこれらの手法によって、時代背

景を確認できる道筋を検討する機会となった。 

日本を代表する国宝の平安絵画の調査を結果は、絵画研究者との共有を図り、今後の展示や学術研究に活用した

い。 

 

 

【備考】 

調査 2回（合計 4日間） 

研究会 2回 

調査結果の公開に関する打合せ 1回 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

予定していた各種画像の撮影が順調に進んだ。また 29 年度に提示された平安仏画の背景空間におけ
る銀の使用について、より正確性を高めるため、その視点も持ちつつ当館寄託品を中心としながら同時
代の他作例の調査と、比較対象としての鎌倉時代の作例の調査数を増やし、他館所蔵の平安仏画にも対
象を計画的に広げる。 
 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1411A4 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

当館所蔵の国宝の平安仏画を従来整備されていなかった赤外画像、蛍光画像、蛍光Ｘ線画像によって
高精度の技術で撮影したことにより、今後の研究や修復等様々な場面において必要になる基礎的かつ
重要な画像情報を整備することができた。さらに平安仏画の彩色を考えるうえで、従来の概念を覆すか
もしれない、背景空間における銀の使用を示唆するデータを得られたことは、非常に重要な問題提起と
なった。 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

① 有形文化財の展覧事業・教育活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 オ 館蔵の漢籍・洋書に関する基礎的研究（(4)-①-1）） 

【事業概要】 

当館が所蔵する漢籍、洋書に関する基礎データを調査し、画像情報を公開する。29年度の対象は、安政 6年（1859）

にドイツ人医師シーボルトが再来日したときに携えてきた洋書及び滞留中に収集した洋書である。明治 2年（1869）

に長子アレキサンダー・シーボルトが外務省に寄贈した後、同 17年（1884）に農商務省博物館の所管となり現在に

至ったもので「シーボルト献納本」と称し、約 300 冊を数える。西欧の日本に対する深い関心が知られる内容のも

のが少なくない。 

【担当部課】 学芸研究部調査研究課 【プロジェクト責任者】 学芸企画部博物館情報課長（兼情報資料室長） 田良島哲 

【主な成果】 

28年度に引き続き、シーボルト献納本について、図書類のデジタル画像の作成を継続するとともに、既に作成し

た画像を当館研究情報アーカイブズ上で公開した。 

 

実績値  

28年度までに作成したデジタル画像 86冊分のデータを、東京国立博物館デジタルライブラリーで公開した。 

 運営費交付金によってデジタル画像の作成（9件 16冊）を実施した。 

 

 
デジタルライブラリーで公開した画像データ 

【備考】 

 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

要作成画像数に比して経常的な予算が乏しく、29 年度は競争的資金等の獲得もできなかった。しか
し、運営費交付金によってデジタル画像の作成（9件 16冊）を実施した。 
 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1411A5 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

運営費交付金によるデジタル化の一環としての画像作成は、研究資料として公開に必要な品質で実
施できている。 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

①有形文化財の展覧事業・教育活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 カ 東洋民族資料に関する調査研究（(4)-①-1）） 

【事業概要】 

当館が所蔵する約 3,500件の東洋民族列品を対象として調査研究を行い、展示を充実させる。 

【担当部課】 学芸研究部調査研究課 【プロジェクト責任者】 学芸企画部企画課出版企画室主任研究員 猪熊兼樹 

【主な成果】 

（1）調査概要 

兵庫県立考古博物館国際交流展「台湾パイワン族の文化―太陽の子の神珠―」の出陳資料及び普及活動に関する

調査を行った。 

（2）調査の結果得られた知見 

・同展に出陳協力をしている台湾の新北市立十三行博物館の所蔵資料や普及活動に関する知見を得た。 

・当館が所蔵する東洋民族列品のうち、特に台湾先住民族資料の分類整理に資する知見を得た。 

・当館が所蔵する東洋民族列品の保存管理や展示活用に資する知見を得た。 

（3）調査研究の成果 

・15年に北台湾の考古博物館及び遺跡保存教育センターとして開館した新北市立十三行博物館は考古学と民族学を

併せて紹介する博物館である。同館の台湾先住民族資料（特にパイワン族）について生活様式に即した展示や解

説を行う普及活動を通じて、当館が所蔵する東洋民族列品にとって有意義な知見を得ることができた。その成果

は東洋館の総合文化展「アジアの民族文化」の参考とする。 

 

           

 

 

【備考】 

館外調査：兵庫県立考古博物館（8月 23日） 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

当館が所蔵する東洋民族列品については、南洋資料・台湾先住民族資料・その他から構成されている。
東洋館の総合文化展「アジアの民族文化」では、南洋資料と台湾先住民族資料を中心に公開するための
分類整理を進めている。従来、ほとんど展示活用されていなかった東洋民族列品については、東洋館リ
ニューアル以降、東洋館の総合文化展「アジアの民族文化」に展示活用されており、展示内容が着実に
充実してきている。 

30 年度以降も引き続き、これまでの調査研究を通じて得た知見や交流に基づき、更なる調査研究を
重ねて南洋資料及び台湾先住民族資料に関する平常展示や特集を工夫していく。 
 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1411A6 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

28年度の南山大学・天理参考館・早稲田大学における国内の他機関調査に引き続き、29年度は兵庫
県立考古博物館の国際交流展「台湾パイワン族の文化―太陽の子の神珠―」の調査を行うことで、東
洋民族列品のうち台湾先住民族資料に関する基礎的な情報を充実させた。また、台湾新北市立十三行
博物館の所蔵資料・活動内容・分類整理・展示活用に関する有意義な情報を得ることができた。 

30年度以降も当館所蔵品をはじめとする国内外の民族資料の関連資料の調査に取り組みたい。 
 

兵庫県立考古博物館国際交流展 

「台湾パイワン族の文化―太陽の子の神珠―」会場 
当館総合文化展「アジアの民族文化」

の展示風景 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

① 有形文化財の展覧事業・教育活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 キ 特集「チベットの仏教と密教の世界」に関連する調査研究（(4)-①-1）） 

【事業概要】 

特集「チベットの仏教と密教の世界」に関連する調査研究で、当館所蔵のチベット関連遺品のうち、彫刻作品につ

いて客員研究員の田中公明氏とともに調査を行い、その成果を特集として公開した。今後も調査を継続し、『東京国立

博物館図版目録』のチベット編として刊行を目指す。 

【担当部課】 学芸研究部調査研究課 【プロジェクト責任者】 列品管理課貸与特別観覧室研究員 西木政統 

【主な成果】 

（1）次のとおり調査を行った。 

5月 10～12日  当館所蔵チベット仏像の調査 客員研究員田中公明氏を含む調査参加人数 4名 

7月 4日、11日 当館所蔵チベット仏像の撮影 参加人数 2名 

（2）以上の調査結果を踏まえ、33点の作品を選定して特集を行った。 

名称：「チベットの仏教と密教の世界」 

会期：9月 5日～10月 15日 

場所：東洋館 12室 

これに伴い、備考欄に記したリーフレットを作成した。 

（3）特集展示及びリーフレットの刊行によって、チベット仏像についての理解が深まったと同時に、これまで一般に

知られることの少なかったチベット仏像のコレクションについても周知することができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京国立博物館・東洋彫刻収蔵庫での調査風景    特集「チベットの仏教と密教の世界」展示風景 

 

【備考】 

調査回数：5回 

調査作品数：102点 

刊行物：西木政統『チベットの仏像と密教の世界』東京国立博物館、9月 5日 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

収蔵品など文化財に関する基礎的かつ総合的な調査研究の成果を、展覧事業・教育普及活動等に反映
するという中期計画に沿った調査研究や研究成果の報告ができた。引き続き調査を進め、逐次その成果
を展覧会の企画や出版物のなかで広く一般に発信していきたい。 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1411A7-1 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

当館所蔵のチベット仏像の調査研究について、チベット学の専門である田中公明氏との共同調査が
実施できたことにより、これまでその評価の定まらなかった200点近い作品のなかで、とくに重要な作
品の名称や制作地・制作年代を特定することができた。その成果は特集「チベットの仏教と密教の世
界」として一般に公開され、あわせてリーフレットを作成したことで、当館のチベット仏像について
広く周知できた。これにより、おおむね所期の目的は達成できたと思われる。今後は、残りの仏像及
び絵画や工芸遺品にも範囲を広げて調査を行い、逐次展示等を企画するほか、『東京国立博物館図版目
録』としての刊行を目指したい。 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

① 有形文化財の展覧事業・教育活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 
キ 特集「新指定 重要文化財 野毛大塚古墳―世田谷の中期古墳―」に関連する調査研究

（(4)-①-1）） 

【事業概要】 

特集「新指定 重要文化財 野毛大塚古墳―世田谷の中期古墳―」に関する調査研究。当館が所蔵する東京都世田

谷区野毛大塚古墳出土品を、重要文化財に新指定するための調査を行った。その成果は、特集という形で一般公開し

た。 

【担当部課】 学芸研究部調査研究課 【プロジェクト責任者】 考古室研究員 河野正訓 

【主な成果】 

(1)調査を行うことで、作品の状態などを詳しく確認することができた。 

・野毛大塚古墳出土の石製模造品は、水を介した祭祀や、生産に関わる祭祀に用いられ、日本列島の古墳時代祭祀

を復元する上で重要な作品である。 

・これまで未報告であった作品（鉄製武器）の現状を把握することができた。 

(2)野毛大塚古墳出土品は、9月 15日に重要文化財に新指定された。 

(3)展示公開 

・特集「新指定 重要文化財 野毛大塚古墳―世田谷の中期古墳―」を 7月 11日から 9月 10日までの期間、平成

館企画展示室にて開催した。 

・展示台に作品とグラフィック（解説や画像、題箋）を一体にするという、新たな展示手法を導入した。 

・リーフレット「特集 新指定 重要文化財 野毛大塚古墳－世田谷の中期古墳－」（4 頁）を刊行した。平成館の

会場にてリーフレットを無償配布し、東京国立博物館の HPにてリーフレットの PDFを公開した。 

【備考】 

(1)29年度の調査回数は 3回、調査点数は 287点である。 

(2)月例講演会にて調査成果を公開した。 

・「古墳時代の石製宝器と儀器」（平成館大講堂にて開催。7月 29日、考古室 河野正訓） 

(3)1089ブログで特集を紹介 

・「新国宝をお披露目！ 東大寺山古墳出土の謎の大刀」（6月 19日、考古室 河野正訓） 

・「重文指定記念！ 多摩川で古墳さんぽ ～野毛大塚古墳を訪ねて～」(7月 18日、考古室 河野正訓) 

・「野毛大塚古墳の展示デザイン」（8月 1日、デザイン室 荻堂正博） 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

野毛大塚古墳出土品に関する本調査研究を発展させて、当館が所蔵する関東地方の古墳時代資料の調
査研究を継続する。展覧会や講演会及び刊行物を利用して、調査研究の成果を公表する機会を引き続き
つくりたい。 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1411A7-2 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

(1)当館が所蔵する野毛大塚古墳出土品を悉皆的に調査することで、未報告資料も含めて、その全体像
を把握することができた。今回、世田谷区が所蔵する野毛大塚古墳出土品とあわせて、ほぼすべて
の野毛大塚古墳出土品が重要文化財に指定されたのは、本調査研究のみならず、それ以前の継続的
な基礎調査が結実した結果である。 

(2)野毛大塚古墳出土品の調査成果を展覧会で公表することで、多くの観覧客に対して古墳時代へ対す
る関心を広げ、また知識を深めるよい機会となった。今後、野毛大塚古墳出土品は平成館考古展示
室で展示するとともに、他館への貸与も行うことで、広く活用する予定である。 

(3)水を介した祭祀を復元する上で、野毛大塚古墳出土品は全国的にみても貴重な事例であり、古墳時
代の祭祀研究を発展させる基礎資料となることが期待される。 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

① 有形文化財の展覧事業・教育活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 キ 特集 親と子のギャラリー「びょうぶとあそぶ」に関連する調査研究（(4)-①-1）） 

【事業概要】 

作品の複製と ICT などを使った参加体験型展示、親と子のギャラリー「びょうぶとあそぶ」を実施し、来館者の

鑑賞体験を深めるための教育的展示について調査・研究を行った。 

【担当部課】 学芸企画部博物館教育課 【プロジェクト責任者】 課長 小林牧 

【主な成果】 

(1) 高精細複製品と最新の ICT技術等を駆使し、子どもや外国人など、日本の伝統文化になじみのない来館者を対

象とした、親しみやすくわかりやすい参加体験型展示、親と子のギャラリー「びょうぶとあそぶ」（本館特別

5室、特別 4室、7月 4日～9月 3日）を実施した。 

(2) 作品世界と映像との融合、音・香り・風など五感を刺激する演出、インタラクティブな仕掛けなど、先進的な

技術を駆使した展示の試みによって、複製品を使った展示の可能性を追求した。 

(3) 大型の畳台や半円形のスクリーンを設置するなど、来館者の鑑賞体験をより能動的にすることを目指した空間

デザインを試みた。 

(4) 会期中に、当該会場でコンテンポラリーダンスの公演を実施。現代の芸術家による創作活動を通した古美術へ

のアプローチを試みた。 

(5) 鑑賞体験を形にできるワークシートを制作、会場で配布した。 

(6) 作品理解を深めるためのわかりやすい解説パネルや、実際に触って学べる模型などを設置したハンズオンコー

ナーを設置した。  

 

【備考】 

来場者数：82,966人（「びょうぶとあそぶ」 入場者数） 

アンケート：展示全体 とても面白かった、面白かった 93％ 

解説のわかりやすさ とてもわかりやすい、わかりやすい 88％ 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、課題と対応等 

Ｂ 

本特集は、複製品やICTを駆使した参加体験型展示の在り方についての調査・研究のための好事例と

なった。30年度以降は、対象とする作品の幅を広げ、新たな展示テーマを設定しつつ、よりよい教育

的展示についての調査・研究を深めたい。 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1411A7-3 

評定 判定の理由、課題と対応 

Ｂ 

畳の台でくつろいで複製品と映像を楽しむ家族連れや外国人、来館者の動きに合わせて動くつるの

映像に歓声をあげて遊ぶ子どもたちの姿など、展示室では、楽しみながら、遊びながら作品を鑑賞す

る来館者の姿が数多く見られた。アンケート結果も好評で、記述式回答でも「自分が水墨画の中に入

れた気がする」「ツルにさわるとにげていったりしたのが面白かった」など体験型展示に好意的な感

想が多かった。複製品ならではの参加体験型展示の可能性を追求したこと、それによって生まれた能

動的な鑑賞体験が、来館者の鑑賞や理解を深める助けになっていることを確認できたことは、大きな

成果といえよう。一方、映像機器をはじめとするさまざまなICT機器の運用について、ノウハウが欠

如している部分もあり、会期中に担当職員及び監視スタッフに大きな負担がかかった。今後は、外部

の技術者等の協力を得つつ、より有効な利用とスムーズな運営について研究を進めたい。 

左：松林図屏風の複製品と映像による展示「松

林であそぶ」 

右：群鶴図屏風の複製品と映像によるインタ

ラクティブな展示「つるとあそぶ」 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

① 有形文化財の展覧事業・教育活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 キ 特集「唐三彩」に関連する調査研究（(4)-①-1）） 

【事業概要】 

造形、装飾ともに卓越した技術で発展をとげてきた中国陶磁のなかでも、生き生きとした造形表現と、緑、黄、

藍、白などあざやかな色彩で観る者を惹きつける唐三彩に注目する。当館の中国陶磁を代表する横河コレクション・

広田コレクションの名品から、墓に埋葬するための人物や空想上の動物、家畜などの姿を表わした明器を中心に、

幅広く親しまれた唐三彩の発生及びその展開をたどり、魅力を多面的に紹介する。 

【担当部課】 学芸研究部調査研究課 【プロジェクト責任者】 列品管理課平常展調整室主任研究員 三笠景子 

【主な成果】 

(1)展示 東京国立博物館 東洋館 5室 9月 5日～30年 2月 4日 

(2)展示作品の支持具（転倒防止のため）の作製 

 

       5室曲面ガラスケースの展示風景、支持具の様子 

 

(3)月例講演会 「唐三彩について」 9月 30日 於 平成館大講堂 

【備考】 

出品件数 41件 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

中期計画に沿って、①有形文化財の展覧事業・教育活動等に関連する調査研究を実施した。 
当館の中国陶磁コレクションについて、その伝来の背景、博物館が収集した意義、そして日本における
研究史上の位置づけを示しながら、展覧できたことは、30 年度以降の同活動、研究につながるものと
考える。また、今回展示した作品に耐震のための支持具を作製した。これをもとに、30年度以降の展示
予定作品の支持具についても検討を重ね、適宜作製に移りたい。 
 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1411A7-4 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

唐三彩のコレクションを、普段中国の青銅器を展示している曲面ガラスケースも使用し、墓に隊列を
組んで納められた様子を再現するように展示することによって、唐三彩本来の「俑」という造形的特徴
をわかりやすく展観することができた。また、月例講演会では20世紀初頭に世に存在が知られるように
なって以降の、唐三彩の研究状況を順を追って示すことができた。これを礎とし、30年度も中国陶磁コ
レクションの魅力を伝える展覧事業及び講演活動を行いたい。 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

① 有形文化財の展覧事業・教育活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 キ 特集「アジアの祈り」に関連する調査研究（(4)-①-1）） 

【事業概要】 

29年度「博物館でアジアの旅」に関連する特集として「アジアの祈り」を実施するため、館蔵の関連作品を調査

し、その成果を当該特集、および図録において公開する。 

【担当部課】 学芸研究部調査研究課 【プロジェクト責任者】 考古室長 白井克也 

【主な成果】 

(1) 29年「博物館でアジアの旅」の全体テーマ「マジカル・アジア」にかかわる館蔵の民族資料の調査 

調査が遅れていた館蔵の民族資料について、「祈り」「祭り」「呪い」などの視点から改めて作品を見直し、特集

で展示する候補作品を選び出し、これに基づいて 5月 1日、5月 24日に作品調査を行った。 

特集終了後の 10月 16日にも、館蔵民族資料の補足調査を実施した。 

この調査により、作品への理解を深めたことはもちろん、保存状態を確認し、作品を安全に展示するための支

持具の設計に活用した。調査成果は列品検索データベース（protoDB）に入力し、今後の活用に備えた。 

(2) 館蔵の民族資料に関連した館史資料の調査 

  館蔵の民族資料の意味を理解するため、収蔵時の状況を示す館史資料を調査した。 

(3) 館蔵品への理解を深めるための館外資料の調査 

館蔵品の理解を深め、また展示手法の参考とするため、8月 23日に兵庫県立考古博物館で開催の交流展「台湾

パイワン族の文化―太陽王子の神珠―」を観覧し、展示作品とその展示手法を調査した。 

(4) 図録の作成 

調査成果を公開・普及するため、特集「アジアの祈り」に限らず「マジカル・アジア」全体を視野に入れた図録

を 3,000部製作した。 

(5) 特集「アジアの祈り」実施 

調査成果を公開する特集「アジアの祈り」を、「博物館でアジアの旅」実施期間に当たる 9月 5日から 10月 15

日まで実施した。この期間にアジアの旅スペシャルツアーの一環として「呪いのパワーを探す旅」を実施した（9

月 10日）。 

【備考】 

作品調査 3回 

館史資料調査 1回 

館外資料の調査 1回 

特集「アジアの祈り」 

図録『博物館でアジアの旅 マジカル・アジア』 

アジアの旅スペシャルツアー「呪いのパワーを探す旅」（9月 10日） 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

東洋に関する所蔵品のうち、これまで調査・研究・活用が十分でなかった作品を対象とすることに
より、今後の展示・教育普及への活用の可能性を広げることができた。 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1411A7-5 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

例年開催されている「博物館でアジアの旅」の29年度のテーマとして選ばれた「マジカル・アジア」
は、かつて特別展「吉祥」（10年度）において示された、美術に込められた意味を読み解きつつ普及す
る試みを、中国以外のアジア美術全体に敷衍し、また吉祥という肯定的なイメージだけでなく、「呪い」
などの否定的な面にまで視野を広げて、アジア美術に込められた意味を伝えるとともに、アジアの文化
の多様性を示すものである。 
東洋館の展示作品への理解を深め、またアジア美術の楽しみ方を紹介する試みとして、好評を博した。 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

① 有形文化財の展覧事業・教育活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 キ 特集「室町時代のやまと絵―絵師と作品―」に関連する調査研究（(4)-①-1）） 

【事業概要】 

総合文化展の特集「室町時代のやまと絵―絵師と作品―」開催に関して、出品作品の検討に基づき、会場解説、

図録解説等を行った。 

【担当部課】 学芸研究部調査研究課 【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 土屋貴裕 

【主な成果】 

 本特集は、従来まとまって展観することのできなかった当館所蔵、寄託の室町時代のやまと絵を一堂に展示した

点に大きな意義が認められる。また、刊行した図録はこれまでカラー図版で紹介されることのなかった作品も多く

あり、図版目録的な性格を期待したもので、これにより当該作品の調査研究が一層進むものと思われる。 

 

【備考】 

具体的な成果は下記の通り。 

（1）展示作品総数：35件 

（2）図録の刊行：72ページ。論文 1件、作品解説 56件収録 

（3）月例講演会：1回 

 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

本特集は当館所蔵の室町時代のやまと絵を中心とした展観で、これまで継続的に行ってきた館内作品
の調査研究の成果に基づくものである。特に絵画作品ばかりではなく、通常公開の機会の少ない土佐家
文書など関連作品の研究成果を展示に盛り込めたことは列品の有効的な活用という点からも特筆され
る。これらの調査研究を踏まえ、30 年度以降の総合文化展での展示解説などにその成果を活かしてい
く。 
 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1411A7-6 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

本特集の開催が承認された28年度から、館蔵品、寄託品の調査を進め、展示作品を絞り込んでいっ
た。 
事前調査を行っていたため、会場解説、図録解説・論文等の執筆、展示に関して継続的かつ順調に

進めることができた。当館には本特集が対象とする室町時代のやまと絵作品が多く所蔵されており、
これだけ点数の多い展観を実施しえたことは文化財の公開という点からも大いに評価できるものと思
われる。あわせて、今回出版した図録は当館所蔵の室町時代のやまと絵を多く収録し、図版目録的な
役割も期待して発行したもので、今後の内外研究者の調査研究の発展にもつながる要素として評価さ
れるだろう。 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

① 有形文化財の展覧事業・教育活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 キ 特集「刀剣鑑賞の歴史」に関連する調査研究（(4)-①-1）） 

【事業概要】 

本事業で行われた特集は、銘に切られた刀剣と、銘はないものの、作風を整理した知識によってその刀工の作と

みなされた刀剣を並べるなどして、わが国で育まれた刀剣鑑賞の歴史を、展示という形式で紹介したものである。

展示の機会が少なかった刀剣を多数陳列して列品の新たな公開方法の可能性を目指し、一部ケースにおいて、刀剣

の鑑賞上、適切と考えられる照明装置を用いて新たな展示手法を模索した。12 月 5 日から 30 年 2 月 25 日におい

て、当館本館 14室で開催した。 

【担当部課】 学芸研究部調査研究課 【プロジェクト責任者】 工芸室主任研究員 酒井元樹 

【主な成果】 

（1）従来展示の機会が少なかった刀剣を陳列し、数口の刀剣において、伝来などの新たな知見を得ることができた。 

（2）一部のケースにおいて、刀剣鑑賞上、適切と考えられる照明装置を用いた。これによって、刀剣鑑賞の際に重

要な要素となる鋼の質感を伝えることができた（図 1）。 

（3）陳列作品の造形的特徴を記した調書と解説を図録として発行し、展示だけでは伝達できない情報も発信した 

（図 2）。 

            
図 1 展示風景                          図 2 図録 

 

【備考】 

・展示作品数：15件 

・図録の仕様：A4判 48ページ 

 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

刀剣の照明手法や撮影方法などについて、集中的に取り組むことで具体的な課題が明確になった。
今回得られた知見を、博物館の改修等に併せた照明装置や、刀剣の美をより鮮やかに伝える画像撮影
などに役立てたい。 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1411A7-7 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

近年注目が集まっている我が国の刀剣に対して、その長く高度に発達した鑑賞の歴史を、実作品を用
いて辿ることができた。また、展示デザイナー、カメラマン、出版企画の職員と共にプロジェクトを行
ったことで、当館における刀剣の新たな情報発信の方法を模索する貴重な機会となった。 

－　　－151



 

業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

① 有形文化財の展覧事業・教育活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 キ 特集「東京国立博物館コレクションの保存と修理」に関連する調査研究（(4)-①-1）） 

【事業概要】 

当館が手がける文化財保存と修理の役割と成果をわかりやすく広く一般に紹介するため、近年解体を含む根本的

な修理を終えた作品を修理過程で得られた情報とともに展示公開し、理解を促進する。 

【担当部課】 学芸研究部保存修復課 【プロジェクト責任者】 課長（兼書跡・歴史室長） 冨坂賢 

【主な成果】 

（1）調査概要 

29 年度は近年、本格修理と対症修理（応急修理を含む）を行うことにより、取り扱いや保存上の安全性が向上した

作品や、鑑賞性が向上して展示活用が可能となった作品を対象として、一般の鑑賞者が、博物館における保存修復への

理解向上につながる作品の選定、処置内容の解説方法について調査と検討を行った。 

（2）調査の結果得られた知見 

 対象としたのは、本格修理の場合、29年 3月 31日までに修理が完了した作品で、修理後十分な期間を置いて状態が

安定したことが確認できた作品とし、対症修理は当館アソシエイトフェロー（修理技術者）が処置を行った立体作品と

した。 

本格修理のうち「紫地花鳥連珠七宝繋文錦天蓋垂飾残欠」（列品番号：I-337-174）「淡縹地葡萄唐草文綾天蓋垂飾残

欠」（列品番号：I-337-175）をはじめとする東大寺正倉院伝来裂の処置として行ったマウント方法は、22 年から担当

研究員及び修理技術者とともに独自に開発したもので、裂の状態に合わせ 3 種類のマウント方法を使い分ける（沢田

むつ代、『MUSEUM』東京国立博物館研究誌 No.670、10月 15日、P34－39）。脆弱な染織品の保存処置方法の例として、

館内事業のみならず保存修復分野に貢献する研究である。 

また、対症修理として行った「享保雛」（列品番号 I-3613）は、男雛の顔面が人形師の塗り重ねによる修理によりオ

リジナル性を失った作品を、担当研究員とアソシエイトフェローとの綿密な調査と打合せ、検討した修理方法によっ

てオリジナルの顔の姿へ戻し展示できるようになったもので（『おひなさまと日本の人形』東京国立博物館セレクショ

ン、28年 2月 20日、P12-13）、2015年から始まった当館内での立体作品応急修理事業の一代表例として示すことがで

きるものである。 

（3）調査研究の成果  

本格修理完了品として「年中行事図屏風」や「小忌衣 浅葱天鵞絨地菊水模様」など 15件、対症修理完了品として、

「享保雛」と「丸盆」の 2件（計 17件）。 

今回の展示では、修理処置だけでなく「正倉院伝来裂のマウント方法」、「館内で行われている対症修理」、「Ｘ線ＣＴ

装置の活用方法」に関し、鑑賞者の理解を深める工夫をとして処置材料や画像を多用した解説パネルを作成し、鑑賞者

の関心を得た。 

会期中、一般向けにバックヤードツアー、ギャラリートークを行い、多くの参加者が熱心に鑑賞、聴講した。 

【備考】 
展示  
・特集「東京国立博物館コレクションの保存と修理」平成館企画展示室、30年 3月 13日～4月 8日、展示作品件数 17件。 
教育普及事業 
・バックヤードツアー 30年 3月 16日（金）、参加者 60名。 
・ギャラリートーク 30年 3月 13日（火）参加者 126名、3月 20日（火）参加者 97名、3月 27日（火）参加者 78名、
4月 3日（火）参加者 124名、計 4回参加者のべ 425名。 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

装こう修理のフェローが昨年度で終了し不在だが、外部技術者として招き修理対応を継続。立体作品を手
掛けるフェローにより館内で応急修理が可能な対応が増えたことで、本特集で紹介できる案件の分野が広が
っている。様々な文化財保存の専門技術者が事業に関わることで、修理の進捗のみならず情報も年々深化し
ている。 
保存修復課の活動と成果が本特集によって臨場感を持って来館者に伝わり、文化財保存に関する興味関心

と理解の向上へつながるよう、毎年新しい視点で鑑賞できるテーマを設け事業を展開する。 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1411A7-8 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

保存修復課ではより専門的な内容を含む詳細の報告を別途『東京国立博物館文化財修理報告』を刊行して
おり、一般向けの平易な展示として特集「東京国立博物館コレクションの保存と修理｣を毎年、年度末に行っ
ている（29年度で 18回目）。 
修理を終え展示が可能になる作品はその都度変わるため、それにあわせた展示の工夫が例年の課題である。

29年度は本格修理だけでなく対症修理とその保存方法、ＣＴ装置の役割などについても紹介した。修理だけ
でなく、その前後も紹介することで博物館の文化財保存のありかたについて、来館者の方々への理解促進に
つなげることができた。30年度に向け、さらに博物館内での保存修復事業の重要性を一般の人々へ分かりや
すく伝えるための視点も意識し、修理技術者とともに修理時の資料情報や材料の収集を継続する。 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

① 有形文化財の展覧事業・教育活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 キ 特集「日本の仮面 能狂言面の神と鬼」に関連する調査研究（(4)-①-1）） 

【事業概要】 

当館には 200 面を超える仮面が収蔵されているが、そのすべてに十分な調査研究が行われているわけではない。近

年、作品研究及び収蔵品の活用を念頭に、順次調査を進めている。29 年度は、能に登場する神や鬼、怨霊、精霊の役

に使用する面を展示するため、文化庁から借用した能狂言面を中心に作品調査と撮影を実施した。 

【担当部課】 学芸研究部調査研究課 【プロジェクト責任者】 学芸企画部企画課長（兼国際交流室長） 浅見龍介 

【主な成果】 

(1)作品の調査 

収蔵作品のうち、主に文化庁からの借用品の調査を進めた。近年文化庁から借用した能狂言面の調査はこれまで

実施ができていなかったが、29年度着手することができた。 

調査は彫刻担当研究員に加え、芸能史の専門家などからの助言も得ながら、計画的に進めた。 

(2)データの蓄積 

近年継続している仮面の調査と同じ手法と基準を用い、比較検討が可能な、客観的データの収集及び整理につと

めた。これにより、今後の研究に活用可能かつ他分野での研究にも寄与するデータを蓄積することができた。 

(3)撮影の実施 

調査対象の作品の撮影を実施した。 

(4)リーフレットの作成 

展示をより深く理解し、楽しんでいただけるようにリーフレットを作成、配布した。 

【備考】 

本研究の成果である特集「日本の仮面 能狂言面の神と鬼」（30年 3月 20日～4月 22日）と同時期に、本館 9室で

は特集「神と鬼の風姿」（30年 2月 20日～4月 22日）が実施された。 

また、両特集の関連事業として、能公演「日本文化との出会い トーハク能 嵐山」（30年 3月 30日）を開催した。 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

中期計画に沿って、能狂言面の調査研究を実施した。 
今後も調査研究を継続し、ほかではほとんど行われていない能狂言面の研究を進め、展示に反映して

いく。また、調査研究の成果を多くの分野で活用できるように整備していく計画である。 
 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1411A7-9 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

本調査研究成果は展示として公開される。さらに、他の展示との連携や、関連事業の実施なども行
い、幅広い層に受け入れられることができた。 
また、これまで整理・蓄積されてこなかった作品のデータや画像などは非常に貴重なものであり、

今後の彫刻史研究のみならず、芸能史、国文学等の研究にも寄与することが期待できる。 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

① 有形文化財の展覧事業・教育活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 キ 特集「高野切―平安時代最盛期の仮名」に関連する調査研究（(4)-①-1）） 

【事業概要】 

30年度に行う特集「ひらがなの美―高野切―」（本館特別 1室、30年 5月 8日 ～ 7月 1日）を充実した展示にする

ための調査研究。現存最古の『古今和歌集』の写本にして、平安時代最高峰の美しさを持つ仮名作品である「高野切」

は、日本の書の歴史においては基本中の基本の作品である。その基本の美しさをできるだけわかりやすく適切に展示・

解説することを目標として、展示作品や関連資料の調査によって、展示手法、展示構成の検討を行う。また、特集に

あわせて『東京国立博物館セレクション 高野切』を発行する予定のため、その調査研究も同時に進める。 

【担当部課】 学芸研究部調査研究課 【プロジェクト責任者】 学芸企画部百五十年史編纂室長 恵美千鶴子 

【主な成果】 

(1)作品、関連資料調査 

4月 21日：個人所蔵の「高野切」ほか関連作品を調査した。 

10月 16日：寄託品の手鑑にある関連作品を調査した。 

11月 28日：「浪花帖仮名巻」（歴史資料）の関連資料を調査した。 

12月 21日：出品作品の新規撮影と同時に調査を行った。 

(2)関連資料の収集（12月 22日ほか） 

  出品作品や関連作品の画像や関連する資料のデータを収集した。 

(3)成果とその公開 

   関連する研究成果を、「尊経閣文庫所蔵『無題号記録』の書写年代について―高野切第三種筆跡との比較より―」

として論文で発表した（8月 31日）。 

      箱書の確認 

【備考】 

(1) 作品、関連資料調査 調査件数：10件、画像撮影点数：62点 

(2) 関連資料の収集 収集資料の件数：66件 

(3) 成果とその公開 公開件数：1件 

   恵美千鶴子「尊経閣文庫所蔵『無題号記録』の書写年代について―高野切第三種筆跡との比較より―」 

   （田島公編『禁裏・公家文庫研究』第 6輯、思文閣出版、29年 8月） 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

30 年度に展示を行う特集の準備段階としての調査研究を大いに進展することができた。着実に調査
を行うことで、関連資料の発掘もでき、研究をより深化させられ、研究成果を論文発表した。30 年度
には、これらの成果をもとに展示の空間構成やパネル製作を進めていきたい。また、『東京国立博物館
セレクション』発行（30年 4月予定）では、蓄積されてきた成果を盛り込んだものとしたい。 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1411A7-10 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

書の歴史にとって基本の作品である「高野切」を、わかりやすく的確に紹介することは重要である。
そのための準備となる調査研究は、着実に進めることができた。出品作品のみならず、関連する作品
や資料まで幅広く調査し、その中から効果的な出品作品を選出することは、多角的な研究を進めるこ
とができたといえる。また、「高野切」の展示を計画する以前より研究を進めていたため、その継続的
研究の成果を論文で発表した。 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

① 有形文化財の展覧事業・教育普及活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 ク（ア）日本染織コレクションの形成に関する研究（科学研究費助成事業）（(4)-①-1）） 

【事業概要】 
本研究は、日本国内外の機関や個人コレクターが所蔵する日本染織コレクション蒐集の経緯や来歴、構成内容を網羅的に調査

し、近代以前は蒐集されることがなかった日本染織が古美術品としての価値観を形成していく過程を考察するものである。染織史
研究者の間では研究対象とならなかった江戸時代以降の袈裟類・裂類を中心に各所蔵先において染織コレクションの全容が分か

る調査を行い、近代における日本内外の日本染織の動向を追跡する。本調査研究によって、日本染織の価値が理解されないままに
散逸する危機のある日本内外のコレクションに価値付けがなされ、現在、美術史の一分野として位置付けられる染織文化史研究
が、どのような価値観を基盤として確立されたのかが実証される。 

【担当部課】 学芸研究部調査研究課 【プロジェクト責任者】 列品管理課登録室長（兼貸与特別観覧室長） 小山弓弦葉 

【主な成果】 
(1) 調査概要 

・名古屋・松坂屋美術館にて、同館に所蔵の日本染織コレクション 65 件を調査（8 月 8〜10 日）。また、小袖模様雛形本 78 冊を
調査（10月 23日／12月 11,12日）。 

・神奈川・女子美術大学美術館にて、同館所蔵の日本染織コレクション 81件を調査（9月 5,6日／10月 12,31日／11月 20日） 

・ニューヨーク・メトロポリタン美術館にて、日本工芸の展覧会を調査（8月 21日） 
・プロビデンス・ロードアイランド・デザイン・スクールで日本染織コレクション 2 点、蒐集にかかわる資料 10 点を調査。同ス

クールが所蔵する日本染織コレクションについて 30年度集中的に調査を行う旨依頼した。（8月 22日） 

・ハーバード大学美術館にて日本染織コレクション 5点を調査（8月 23日） 
・ボストン美術館にて日本染織コレクション 30点を調査（8月 24,25日） 
・ライデン国立民族博物館にて日本染織コレクション 10 点を調査。同館が所蔵する日本染織コレクションについて 30 年度集中

的に調査を行う旨依頼した。（11月 6日） 
・ユトレヒト中央博物館にて日本染織コレクション 1点を調査（11月 7日） 
・アムステルダム国立美術館にて日本染織コレクション 105点を調査（11月 8,9日） 

・デンハーグ自治区博物館にて日本染織コレクション 3点を調査（11月 10日） 
(2) 調査の結果得られた知見 
・名古屋・松坂屋美術館所蔵の日本染織コレクションのうち、大正期に染織のコレクターであった洋画家・岡田三郎助が蒐集し、

その後、松坂屋に譲渡した小袖コレクションについては、その全容が明らかとなった。 
・女子美術大学美術館に所蔵される日本染織コレクションについては、
その全容が明らかとなった。 

・ハーバード大学美術館が野村正治郎から購入した打掛を初めて日本の
研究者が調査する機会を得た。 

・ボストン美術館の日本染織コレクションのうち、山中商会が寄贈した

日本染織コレクションの全容が明らかとなった。また、野村正治郎か
らアメリカのコレクターが購入し同館に寄贈した日本染織コレクショ
ンの全容が明らかとなった。 

・オランダの各博物館に所蔵される江戸時代前期～中期に日本から輸入
した日本染織の概要を知ることができた。 

(3)調査研究の成果 

・公開研究会にて研究報告（30年 3月 17日；黒田記念館セミナー室） 
・野村正治郎及び山中商会のアメリカ合衆国における第 2 次世界大戦前

の古日本染織売買の活動について『MUSEUM』に執筆する予定。         

【備考】 
科学研究費助成事業の 5年計画の 3年目 

調査実施機関：9機関 調査日数：21日 調査作品数：378件 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

中期計画に沿って、①有形文化財の展覧事業・教育活動等に関連する調査研究を実施した。また、調査成果を公開

研究会という形で広く一般に公開することができた。30 年度以降は、在外日本染織コレクションを 100 件以上所蔵
するプロビデンス・ロードアイランド・デザイン・スクール、ライデン国立民族博物館を集中的に調査することで、
調査件数を増やし、まとまった成果をあげる予定である。 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1411A8-1 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

科学研究費助成事業5年計画の3年目である29年度は、海外調査班に京都国立博物館国際交流室アソシエイトフェ

ローも参加し、海外の研究者にも十分な情報が即時に提供できるようにし、海外の日本染織研究者も同行すること
で調査を円滑にした。また、公開研究会を行い、これまでの調査成果を中間報告という形で外部研究者にも情報を
公開した。来年度の調査に向けての交渉も順調に進んだ。 

ハーバード大学美術館での調査風景（8月 23日） 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

① 有形文化財の展覧事業・教育普及活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 
ク（イ）絵巻を中心とした古代・中世絵画の伝来に関する研究（科学研究費助成事業）

（(4)-①-1）） 

【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】 学芸研究部調査研究課 【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 土屋貴裕 

【主な成果】 

（1）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 

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、29年度は約 360件の記事を抜き出し、その一部をデータ化した。 

（2）当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、当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、模本リストの整理を継続して行った。29 年度は特に（4）下記の特集に関わる模本など約 10 件の

調査を行うことができた。 

（3）絵巻詞書のデータ化 

絵巻作品の文字情報には伝来などについて記すものもある。そこで公刊されている絵巻作品の詞書及び伝来

情報のデータ化を進め、29年度は 4タイトルの入力を終えた。 

（4）調査・研究の展示での公開 

上記の調査・研究を踏まえ、以下の展示として成果の一部を公開した。 

・特集「室町時代のやまと絵」当館本館特別 1・2室 10月 24日～12月 3日 

【備考】 

科学研究費助成事業の 4年計画の 3年目 

（1）絵巻伝来関係資料の抜き出し件数 約 360件 

（2）絵巻模本の調査件数 約 10件 

（3）絵巻詞書のデータ化 4タイトル 

（4）展示への反映 1件 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

中期計画に沿って、①有形文化財の展覧事業・教育普及活動等に関連する調査研究調査研究を遂行

し、データの収集を効率的に行い、また、その成果を展示に反映させることができた。30年度も引き

続き、継続的に資料の収集、作品調査を進め、その成果を反映した研究を進めたい。 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1411A8-2 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

科学研究費助成事業4年計画の3年目である29年度は、当初計画に則り、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、絵巻詞書のデータ化という、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できた。あわせて、調査・分析の成果の公開を展覧会という形で一般向け

に行うことができたのは大きな成果と言える。 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

① 有形文化財の展覧事業・教育普及活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 
ク（エ）中世社寺縁起絵・高僧伝絵の成立と近世的受容に関する研究（科学研究費助成事業）

（(4)-①-1）） 

【事業概要】 
社寺縁起絵は、神社仏閣の由来や霊験を描き出した説話画で、日本仏教興隆の祖である聖徳太子の絵伝を淵源とす

る祖師高僧伝絵とともに、鎌倉時代に盛んに制作された。本研究では社寺縁起絵、高僧伝絵の最盛期とも言える鎌倉
時代の作例とその構造を権力基盤の強化に利用した近世初期公武権力による作例を比較し、中世から近世へ至る絵画
制作の「場」の実態と歴史的位置付けを明らかにする。そのため、当館収蔵品の調査、関連資料のデータ化、社寺縁
起絵や高僧伝絵に登場する聖地の現地踏査を行い、これらの成果発表として論文発表、特集展示等を行う。 

【担当部課】 学芸研究部調査研究課 【プロジェクト責任者】 保存修復課保存修復室主任研究員 瀬谷愛 

【主な成果】 
（1）3 年計画の 3 年目となる 29 年度は 28 年度の成果に基づき、近世に制作された社寺縁起絵、高僧伝絵に対象を広

げた。五代将軍綱吉、柳沢吉保の帰依を受けて浄厳が湯島に開いた真言宗霊雲寺派総本山霊雲寺に関して、「真
言律宗霊雲寺末寺院牒」「日吉山王本地仏曼荼羅図」「江戸名所図会」ほかの調査成果を、特集「幕府祈願所 霊
雲寺の名宝」（本館 2 階特別 2 室、4 月 25 日～6 月 4 日）として広く一般に公開した。成果はあわせてオールカ
ラー、8ページのリーフレットを 3,000部作成し、来館者へ配布した。また、5月 16日（火）にはギャラリート
ークを実施し、来館者へ直接報告した。 

（2）北区飛鳥山博物館が近年所蔵した「若一王子縁起絵巻模本」について調査を行った（30年 1月 10日）。この絵巻
の原本は、三代将軍徳川家光の命により、林羅山が詞を撰述、狩野尚信が絵を描いたことが知られる名品だが、
遅くとも万延元年（1860）までには焼失したと考えられており、その良好な模本が東京国立博物館、紙の博物館、
そして飛鳥山博物館に保管されている。東博本は狩野派とみられる絵
師によるもので、紙の博物館は板谷絵所、飛鳥山博物館は住吉絵所で
あることが判明している。江戸時代に将軍が関与した縁起絵が御用絵
師によっていくつも写され、伝来している構造がよく分かった。この
成果は、北区飛鳥山博物館春期企画展「徳川家光と若一王子縁起絵巻」
（30年 3月 18日～5月 7日）展覧会図録に寄稿した。 

（3）近世の縁起絵関連として、福島・歓喜寺所蔵（福島県立博物館寄託）「光
明曼荼羅」（霊雲寺開基浄厳款記）、「千葉妙見寺縁起」（寛文 2年〈1662〉）
の作品調査を行った（8月 10日）。 

（4）引き続き「一遍聖絵」に関連して、表現が近似する作品として従来、
指摘されてきた、「法華経曼荼羅図」（富山・本法寺）ほかの作品調査
を行った。あわせて、中世律宗の拠点であったとみられる富山・氷見、
砺波近辺の放生津八幡宮、中世墓跡、氷見市立博物館等（10月 12日～
13日）等の踏査を行った。27年度成果の「一遍聖絵」シンポジウム報
告書は、30年刊行予定で進行している。 

【備考】 
科学研究費助成事業の 3年計画の 3年目 
作品調査：21 件（上記の他、「箱根権現縁起絵」箱根神社、「浄土五祖絵」「浄土五祖絵伝」光明寺、を調査撮影）、現
地踏査：1回、学会研究会展覧会等発表数：1件、論文解説等印刷物：2件、「幕府祈願所 霊雲寺の名宝」（特集「幕府
祈願所 霊雲寺の名宝」リーフレット、4 月 25 日）。「若一王子縁起絵巻と住吉・板谷絵所」（春期企画展「徳川家光と
若一王子縁起絵巻」（30年 3月 18日～5月 7日）展覧会図録、北区飛鳥山博物館、30年 3月 18日）。 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

中期計画に沿って、①有形文化財の展覧事業・教育活動等に関連する調査研究を実施した。成果を特
集展示、外部博物館展覧会図録等で発表することができた。また、本事業による想定外の成果により、
28～29年度は中世律宗との関わりを視点とした調査研究を追加し、新しい課題を発掘することができ
た。30年度以降はその成果を順次発表、報告していきたい。 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1411A8-3 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

科学研究費助成事業3年計画の3年目である29年度は、1～2年目に得られた「一遍聖絵」や縁起絵諸
本に関する成果を作品調査と実地踏査によって深化させ、さらに近世の寺社再興、再編に関わった幕
府、将軍と古社寺、社寺縁起絵との関係について研究を進めることができた。成果は博物館における
展示、リーフレット、外部博物館の展覧会図録への寄稿で報告した。30年度は、本研究から発展した
中世律宗の美術制作に関する研究について、視野を広く持ってあたりたい。 

特集「幕府祈願所 霊雲寺の名宝」 

会場風景 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

① 有形文化財の展覧事業・教育普及活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 
ク（オ）清朝末期における中国踏査写真資料に関する発展的研究（科学研究費助成事業）（(4)-

①-1）） 

【事業概要】 
東京国立博物館が収蔵する写真資料のうち、清朝末期に文物、史跡の撮影を行った岡倉天心・早崎稉吉、塚本靖の

写真資料に焦点をあて、文献資料の調査及び実地調査によって、現状との比較、写真が撮影された行程、未詳な被写
体、被写体が選択された背景を明らかにし、当時における写真撮影の実態を解明する。その成果は、博物館のウェブ
上で公開中の「東京国立博物館所蔵古写真 WEB データベース」に反映させるとともに、特集によって写真資料を一
般に公開する。 

【担当部課】 学芸研究部調査研究課 【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 関紀子 

【主な成果】 
29年度は、明治 26年（1893）に岡倉天心・早崎稉吉が行った中国調査のうち、陝西省西安から四川省成都までの行

程、及び四川省重慶から上海までの行程のうち湖北省宜昌から武漢までの行程について、竹添井井著『桟雲峡雨日記』
と比較しながら実地調査し、旅行記写真が撮影された場所の特定と現状との比較を行った。 

 
(1)第 1回調査、河南省西安から四川省成都、8月 8日～8月 16日 

 陝西省宝鶏市：大散関、陝西省岐山県：五丈原、武侯祠、太平寺、岐山県の城壁、陝西省宝鶏市：大散関、陝西省
留壩県：張良廟、陝西省漢中市：褒斜古桟道（石門桟道）、鶏頭冠、漢中博物館、陝西省勉県：武侯祠、武侯墓、馬超
墓、諸葛亮読書台、勉県万寿塔、四川省広元市：千仏崖、皇沢寺、明月峡古桟道、昭化古城、費褘墓、四川省剣閣県：
剣門関、覚苑寺、姜維墓、四川省梓潼県：七曲山大廟、四川省羅江県：白馬関、龐統祠、龐統墓、四川省成都市：杜
甫草堂、青羊宮、武侯祠博物館、万理橋 
 
（2）第 2回調査、湖北省宜昌から武漢、 

30年 3月 6日～3月 12日 
 湖北省宜昌市：長江船着場、天然塔 
 湖北省荊州市：長江船着場、荊州古城 
 湖南省岳陽市：長江船着場、洞庭湖、岳楼 
 楼、慈氏塔 
 湖北省武漢市：黄鶴楼、帰元禅寺、宝通禅 
 寺、旧漢口駅、旧日本領事館 

   

【備考】 
科学研究費助成事業の 3年計画の 3年目。 
29年度の調査回数 2回。 
平成館企画展示室で特集「清朝末期の光景―小川一真の北京城写真」（9月 26日～11月 19日）を開催した。 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

中期計画に沿って、①有形文化財の展覧事業・教育活動等に関連する調査研究を実施した。本研究計
画では、清朝末期に行われた岡倉天心・早崎稉吉、塚本靖の中国調査の行程を3ヵ年に分けて実施調査
を計画しており、中期計画をほぼ達成した。 
最終年度を終え、30年度に27～29年度の調査の成果として、特集「清朝末期から民国初年の写真紀行

―日本人が撮影した近代中国―」(仮)（30年9月4日～10月28日）を開催する予定である。 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1411A8-4 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

科学研究費助成事業3年計画の3年目である本年度は、年度計画をほぼ達成した。29年度は明治26年
（1893）に岡倉天心・早崎稉吉が行った中国調査のうち、陝西省西安から四川省成都までの行程を中
心に、明治9年（1858）に同地を踏査した竹添井井の『桟雲峡雨日記』の記述との比較を行いながら実
地調査を行い、本年度に予定していた調査地をほぼ調査することができた。また、27・28年度の成果
として特集を行うことができた。 

剣閣 明治 26年（1893） 
早崎稉吉撮影 

現在の剣閣 29年 8月撮影 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

① 有形文化財の展覧事業・教育普及活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 
ク（カ）大小摺物（絵暦）の美術史及び文化史に関する総合的研究（科学研究費助成事業）

（(4)-①-1）） 

【事業概要】 

東京国立博物館蔵「大小類聚」の精査とデータベースを作成し、公開する（研究者対象）。 

【担当部課】 学芸研究部調査研究課 【プロジェクト責任者】 客員研究員 岩崎均史 

【主な成果】 

(1)3年計画の 2年目にあたる 29年度は、当館所蔵の「大小暦類聚」（全 20冊）全巻の大小個々のデータ採取（寸法・

摺／写の判別・注文者・絵師情報、文字の翻刻・印章の判読）を完了させ、データベースに入力しつつ、データ

の内容検証を行った。30年度以降この完了分データベースに大小の形態（趣向及び別途分類も含む）、干支情報な

どを加えていく。 

(2)研究分担者とは常に連絡を密にし、進行状況の報告など相互に行っているが、10月 8日には、あべのハルカス美

術館（大阪市）において、同館で開催中の北斎展シンポジウムに参加しつつ、研究会を開催し、情報の交換を行っ

た（参加者は、岩崎均史（代表者）と以下の研究分担者、田沢裕賀（当館学芸研究部長）、大久保純一（国立歴史

博物館教授）、桑山童奈（神奈川県立博物館学芸員）、及び研究協力者北川博子（あべのハルカス美術館主任研究

員）、大和あすか（静岡市東海道広重美術館学芸員）以上 6名）。今回の地方開催に合わせ、分担者個々に中部地域

及び関西地域の大小調査も活発に実施された。 

(3) 今後の方向性として他に，神奈川県立博物館の長谷部言人コレクション（長谷部家寄託）に関して、いずれは平

行して同様の調査を行うことと、コレクションの帰属に関しても本研究の成果を生かすことなど、また、他の未

確認関連資料の存在確認と調査を計画すること、などが確認された。特に作業として最終年度は、データベース

公開に向け、「大小暦類聚」画像及び全てのデータを全ての研究分担者・協力者（7 名）で共有し、個々に確認と

検討を加え、データベースに反映させる目途が立った。 

【備考】 

科学研究費助成事業の 3年計画の 2年目 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

中期計画に沿って、①有形文化財の調査を外部専門家の協力によって行った。29年度は、28年度に続

き、収蔵作品の調査が中心であったが、「大小暦類聚」の再調査と確認、データ化は、当初計画より順

調に推移し、29年度中に完了することができた。この成果を、30年度に分担者・協力者で共有し、ここ

に確認と検討を加える。まとめられた最終形が、公開されるデータベースの基本となる。 

研究会により、同種の作品の所在と、調査方法を確立することができ、30年度以降、他の所蔵先の作品

調査を重ねることで、大小摺物（絵暦）の文化史的重要性を明らかにすることができる状況にある。そ

の成果として、将来的に干支関連も含め、様々な展示での活用が図られる。 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1411A8-5 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

  科学研究費助成事業3年計画の2年目である29年度は、継続調査を行っていた東博所蔵の「大小暦類

聚」（全20冊）の再調査と確認、データ化を完了させた。これにより、以前から判明しつつあった、年

次別の摺り（オリジナル）と描き（写し・コピー）の区別を明らかにすることができ、「大小暦類聚」

の編纂が、当初よりのものでなく、次第に精度を上げていったことを確実に検証することができた。こ

れを踏まえ、データベース公開に向けた作業として、30年度以降の研究発展に対する作業の絞り込みが

可能となった。 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

① 有形文化財の展覧事業・教育普及活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 ク 中世聖徳太子絵伝の図様展開に関する調査研究（科学研究費助成事業）（(4)-①-1）） 

【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り、あわ

せてデジタル画像による最新版の画像資料データベースを作成することを目指している。 

【担当部課】 学芸研究部調査研究課 【プロジェクト責任者】 絵画・彫刻室長 沖松健次郎 

【主な成果】 

これまで、日本国内では詳しい情報が紹介されてこなかったボストン美術館（アメリカ）所蔵の「聖徳太子絵伝」

について、詳細なデジタル撮影を行い、事績場面の分析など基礎的な情報整備を行った。 

また、同様に「叡福寺本」及び「四天王寺本」についても、詳細なデジタル撮影の実施によって、画像情報の整備

や事績場面の分析など、基礎的情報の整備を行った。 

今回の調査対象作品のように、主要な作例や画像資料の少ない作例に関して高精細画像を整備し、事績内容を検

討して場面ごとに分類することで、従来より詳細な事績分類を行うことが可能となった。また、描写内容について

も、高精細画像で細部をよく観察検討することが可能となったため、新たな知見の発見にもつながることができた。 

これまでの調査結果と合わせて、データベースを構築し、聖徳太子絵伝研究のみならず、伝記絵の中での図様の

継承や流布、転用などの研究や、描写された習俗・風俗の研究など、絵画研究の発展に貢献するとともに、展示公

開の際には、多くの方々に聖徳太子太子絵伝をわかりやすく理解できる解説文に活かしたい。 

 

【備考】 

科学研究費助成事業 6年計画の 6年目（1年延長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボストン美術館現地調査（8月 9日） 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

1 年延長した最終年度までの 6 年間で、当初計画していた作例のすべてをカバーしきれていないが、
主要な作例や画像資料の少ない作例に関して高精細画像を整備し、事績内容を検討して場面ごとに分類
する中で、従来よりもより詳細な事績分類ができた。また描写内容についても、高精細画像で細部をよ
く観察検討できるようになったため、新たな知見の発見にもつながることができた。 
データベース化が未完成だが、完成時には、太子絵伝研究のみならず、伝記絵の中での図様の継承や流
布、転用などの研究や、描写された習俗・風俗の研究などが広がる。 
そして太子絵伝に関する特集や特別展などへの展開が期待される。 
 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1411A8-6 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

科学研究費助成事業6年計画の6年目（1年延長）である29年度は、主な成果で述べたように、調査成
果としてはボストン美術館本、四天王寺本、叡福寺本についての詳細なデジタル撮影などの基礎的情報
の整備ができ、所期の目的を達成した。 
引き続き調査研究によって収集したテキストデータの整備を図り、データベースの完成、公開を予定

している。 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

① 有形文化財の展覧事業・教育普及活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 ク 中世聖徳太子絵伝の図様展開に関する調査研究（科学研究費助成事業）（(4)-①-1）） 

【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り、あわ

せてデジタル画像による最新版の画像資料データベースを作成することを目指している。 

【担当部課】 学芸研究部調査研究課 【プロジェクト責任者】 絵画・彫刻室長 沖松健次郎 

【主な成果】 

これまで、日本国内では詳しい情報が紹介されてこなかったボストン美術館（アメリカ）所蔵の「聖徳太子絵伝」

について、詳細なデジタル撮影を行い、事績場面の分析など基礎的な情報整備を行った。 

また、同様に「叡福寺本」及び「四天王寺本」についても、詳細なデジタル撮影の実施によって、画像情報の整備

や事績場面の分析など、基礎的情報の整備を行った。 

今回の調査対象作品のように、主要な作例や画像資料の少ない作例に関して高精細画像を整備し、事績内容を検

討して場面ごとに分類することで、従来より詳細な事績分類を行うことが可能となった。また、描写内容について

も、高精細画像で細部をよく観察検討することが可能となったため、新たな知見の発見にもつながることができた。 

これまでの調査結果と合わせて、データベースを構築し、聖徳太子絵伝研究のみならず、伝記絵の中での図様の

継承や流布、転用などの研究や、描写された習俗・風俗の研究など、絵画研究の発展に貢献するとともに、展示公

開の際には、多くの方々に聖徳太子太子絵伝をわかりやすく理解できる解説文に活かしたい。 

 

【備考】 

科学研究費助成事業 6年計画の 6年目（1年延長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボストン美術館現地調査（8月 9日） 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

1 年延長した最終年度までの 6 年間で、当初計画していた作例のすべてをカバーしきれていないが、
主要な作例や画像資料の少ない作例に関して高精細画像を整備し、事績内容を検討して場面ごとに分類
する中で、従来よりもより詳細な事績分類ができた。また描写内容についても、高精細画像で細部をよ
く観察検討できるようになったため、新たな知見の発見にもつながることができた。 
データベース化が未完成だが、完成時には、太子絵伝研究のみならず、伝記絵の中での図様の継承や流
布、転用などの研究や、描写された習俗・風俗の研究などが広がる。 
そして太子絵伝に関する特集や特別展などへの展開が期待される。 
 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1411A8-6 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

科学研究費助成事業6年計画の6年目（1年延長）である29年度は、主な成果で述べたように、調査成
果としてはボストン美術館本、四天王寺本、叡福寺本についての詳細なデジタル撮影などの基礎的情報
の整備ができ、所期の目的を達成した。 
引き続き調査研究によって収集したテキストデータの整備を図り、データベースの完成、公開を予定

している。 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

① 有形文化財の展覧事業・教育普及活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 
ク 法隆寺献納宝物と正倉院宝物における上代染織作品の研究（科学研究費助成事業）（(4)-

①-1）） 

【事業概要】 

法隆寺献納宝物として当館が所蔵する法隆寺伝来の上代裂（じょうだいぎれ、古代の織物）を中心に、献納宝物及

び正倉院宝物の歴史的・文化的背景を造形の側から明らかにするとともに、現在バラバラの状態で保管されている上

代裂について、本来作品として仕立てられていた当時の組み合わせを作品調査に基づいて明らかにする。また、未解

明な部分が多い法隆寺裂の全体像（数量・技法・文様）についても作品調査と写真撮影によってデータベース化を図

る。 

【担当部課】 学芸研究部調査研究課 【プロジェクト責任者】 学芸企画部博物館教育課教育普及室研究員 三田覚之 

【主な成果】 

(1) 論文発表実績 

・東京国立博物館研究員・三田覚之ほか、「法隆寺献納宝物の木簡につ

いて」、10月 15日、『MUSEUM』第 670号、東京国立博物館、査読あり 

・東京国立博物館研究員・三田覚之ほか、「奈良・法隆寺献納宝物」、

11月、『木簡研究』第 39号、木簡学会、査読あり 

・東京国立博物館研究員・三田覚之ほか、「飛鳥寺本尊 銅造釈迦如来

坐像（重要文化財）調査報告」、『鹿園雑集 奈良国立博物館研究紀

要』第 19号、奈良国立博物館、査読あり 

・東京国立博物館研究員・三田覚之ほか、『日韓 金銅半跏思惟像 科

学的調査に基づく研究報告』、国立中央博物館 

 

(2)その他発表実績 

・東京国立博物館研究員・三田覚之（編集）、『法隆寺献納宝物特別調査概報 古今目録抄 4』、30年 3月、東京国立博

物館 

 

(3)国内調査実績                    

法隆寺献納宝物の染織品調査（本格修理作品 2件に対する事前調査）、通年 

【備考】 

科学研究費助成事業の 3年計画の延長 4年目（最終年度） 

(1)論文等発表回数：4件 

(2)その他発表実績：1件 

(3)調査回数：1件 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

中期計画に沿って、①有形文化財の展覧事業・教育普及活動等に関連する調査研究を実施した。 

法隆寺献納宝物の未整理品から見出した木簡について論文を発表するなど、館蔵品に対する再評価を行

い、また、研究成果を法隆寺献納宝物の染織品本格修理に活かすことができた。 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1411A8-7 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

科学研究費助成事業の最終年度である29年度は、本研究の一環として行った法隆寺献納宝物の未整

理品調査において見出した木簡について論文を2篇発表した。本作は、伝世品として国内最古と考えら

れる木簡であり、論文を通じ、広くその意義を公表したものである。 

また、奈良・飛鳥寺の本尊像、および日韓所在の金銅半跏思惟像について調査に基づく所見をまと

め、分担執筆者として論文を発表した。 

献納宝物の染織品調査については、未整理品の袍と裳について行い、特に裳については29年度から

本格修理を開始し、実作業に参加している。 

法隆寺献納宝物「裳」の修理作業 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

①有形文化財の展覧事業・教育普及活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 
ク 古代東アジア世界における染織品の伝播と使用に関する考古学および美術史学的研究

（科学研究費助成事業）（(4)-①-1）） 

【事業概要】 
本研究は我が国において伝来、また出土した染織作品を通じ、広く古代東アジア世界における染織文化の実像を明らかにしよう

とする試みである。これまで日本染織史の分野で研究されてきた作品を国際的な文化交流の枠組みで捉えなおし、我が国へ伝来し

た染織作品がもつ意義の大きさを明らかにしたい。また、考古遺物に付着した繊維等を詳細に調査・検討することで、現在では形

の失われた作品の遺存状態や織物などの種類、仕様等を通して、現存作品と比較検討することで、古代東アジアにおける染織品の

使用法についても、その実態の解明を目指すものである。 

【担当部課】 学芸研究部調査研究課 【プロジェクト責任者】 客員研究員 沢田むつ代 

【主な成果】 
(１)主な調査 

・茨城県行方市・三昧塚古墳出土の遺物は、過去に調査が行われ、報告書も出版されているが、繊維については詳細が記されてい

ない。遺物は現在 2ヵ所（明治大学博物館と茨城県立歴史館）に分散しており、今回は茨城県立歴史館所蔵品の大刀や鉄鏃、冠

等に付着した繊維の調査を行った。これらの遺物に付着した繊維については、これまで言及されていない新発見が得られた。 

・高井田山古墳出土品は、現在大阪府柏原市歴史資料館で所蔵されており、この古墳からは鏡や火熨斗、槍等が出土している。こ

れらに付着した繊維の素材をはじめ、種類や仕様について調査を行った。 

・法隆寺献納宝物を含む法隆寺伝来の染織品調査(存在確認で、新たに発見された舞楽装束の袍と裳の事前調査)と、裳の修理に着

手した、修理は通年行っている。 

(2)主な調査成果 

・高井田山古墳出土の遺物のうち、火熨斗は韓国・武寧王陵出土品に類例がある。高井田山の遺物に付着した繊維等についてはほ

とんど報告されていないため、朝鮮半島との関係、織物の種類や仕様等、種々な新知見を得た。 

また、槍の柄巻きについて新資料を検出した。 

(3)主な調査成果の発表 

・これまで長年調査・研究を続けてきた法隆寺献納宝物の経絣(広東裂)の調査・研究成果をまとめ

た論文を 4 月に『MUSEUM』667 号へ掲載した。広東裂については、残欠を組み合わせて文様を復

元し、小片の残欠も、どの文様と一連になるかを推定することができた。さらに、絣の文様は中

国・敦煌莫高窟壁画や法隆寺・金堂壁画、金堂の四天王像の袴等に描かれており、また、中国青

海省からは実物資料が出土している。これらを総合的に検討し、文様から中国系の絣と韓半島製

作の二系統の種類があったことを明らかにした。 

・これまで調査を行ってきた福岡県大野城市善一田古墳出土の盛矢具に付着した繊維についての調

査成果論文を、11月に刊行された『乙金地区遺跡群 23〈中巻〉善一田遺跡第４次調査』に掲載し

た。なお、ばらばらの状態で出土した胡籙金具や靫金具に付着した織物や縁飾り等から、当初、

胡籙が３個体あり、靫金具に付着した織物から靫の仕様を推定した。 

・法隆寺伝来の染織品修理の成果については、10月刊行の『MUSEUM』670号で論文を発表した。 

【備考】 
科学研究費助成事業の最終年度となるため、4年間の研究成果をまとめた『東京国立博物館所蔵 法隆寺伝来―飛鳥・奈良時代

の染織品―』を刊行した(共著)。30年 3月。 

(1)調査回数：考古関係は高井田山古墳出土、益子天王塚古墳出土、鳥居前古墳出土等の遺物に付着する繊維等の調査 7 件。染織

等関係は当麻曼荼羅、天寿国繍帳の調査。法隆寺特別調査「商山四皓・文王呂尚図屏風」の調査に参加した。 

(2)論文等の成果物：①沢田むつ代「法隆寺献納宝物の広東裂―その分類および絵画・彫刻等からみた文様の伝播について―」

『MUSEUM』667 号、東京国立博物館、4 月。沢田むつ代「法隆寺伝来・上代裂 天蓋垂飾・錦・綴織・刺繍等の残欠―平成二十

五年度修理の成果―」『MUSEUM』670 号、東京国立博物館、10 月。沢田むつ代「善一田古墳出土の盛矢具に付着する繊維につい

て」『乙金地区遺跡群 23〈中巻〉善一田遺跡第４次調査』大野城市教育委員会、11月。 

(3)講演会等の回数：3件 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

中期計画に沿って、①有形文化財の展覧事業・教育活動等に関連する調査研究を実施することができた。科学研
究費助成事業の最終年度にあたり、これまで実施してきた研究成果を報告書としてまとめることができた。なお、

考古の出土遺物に付着する繊維については、今後継続して調査を行い、遺物中心の考古学とは違った視点で繊維の
素材や織物の技法、仕様等を調査し、遺物の埋納仕様の解明に視点をあてて研究していきたい。 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1411A8-8 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

科学研究費助成事業4年計画の最終年度である29年度は、プロジェクト名に記したとおり、法隆寺伝来の広東裂 
について、文様の復元と古代東アジアとの文化交流の関連性等を論文にまとめることができた。また、考古出土遺
物に付着する繊維についての調査では、新発見や資料の蓄積等ができた。この調査は今後とも継続的に行っていき

たい。国内の資料調査はある程度遂行することができたが、海外調査については、先方との日程調整等がつかず行
うことができなかった。 

上代裂の調査・修理風景 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

① 有形文化財の展覧事業・教育普及活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 
ク ディルムン文明の起源―バハレーン島における古墳群の考古学的調査研究―（科学研究費

助成事業）（(4)-①-1）） 

【事業概要】 

科学研究費補助金・学術研究助成基金助成金により全 5 年度にわたって実施される調査研究の第 4 年度。26～28 年

度に引き続き、バハレーン王国において、30年 1～2月に初期ディルムン時代の古墳群の考古学的調査研究を実施した。 

【担当部課】 学芸研究部調査研究課 【プロジェクト責任者】 客員研究員 後藤健 

【主な成果】 

（1） 調査概要：バハレーン本島内陸部、ワーディー・アッ=サイルに所在する初期ディルムン時代の古墳群において、

本年度は 5基の高塚式古墳を新たに発掘した。 

（2） 調査の結果得られた知見：従来、本古墳群では墳丘を外周壁で囲む古墳が極めて少数知られており、社会的「エ

リート」の墳墓と考えられてきた。本年度の調査対象にはそれらが 3基含まれていると考えられていたが、発掘

の結果、そうではないことが判明した。また１期の古墳の石室内からは遠隔地よりもたらされた紅玉髄製飾り玉

が 2個出土した。 

（3） 調査研究の成果：発掘された古墳の共通点は以下の通りであった。石室上に石積による覆いはないこと、1 名の

被葬者が頭を東、足を西、顔を北に向け、横臥屈葬で安置されること、そして焼き跡のある山羊または羊の骨が

備えられていることなど。 
 

【備考】 

科学研究費助成事業の 5年計画の 4年目。 

本年度はバハレーンにおける古墳 5基の発掘調査を実施した。 

・公式概報：Gotoh, T. et al, Preliminary Report on the Archaeological Excavation at Wadi as-Sail 2018. 

・口頭発表：Gotoh, T., “Dilmun and the Japanese: a short history of archaeological studies.” (Feb. 7, 2018, 

Bahrain-Japan Business and Friendship Society) 

・口頭発表：安倍雅史「古代ディルムン王国の起源を求めて」第 25回西アジア発掘調査報告会（30年 3月 25日,日本

西アジア考古学会・古代オリエント博物館）。 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

中期計画に沿って、①有形文化財の展覧事業・教育活動等に関連する調査研究を実施した。 
26～30年度にわたる全体計画の中で、バハレーン王国ワーディー・アッ=サイル古墳群の考古学的発掘

調査は中核を占めるものであるが、現在までにすでに10基を精査しており、所期の成果を挙げつつある。 
また研究代表者・分担者が国内外の学会等で成果を公表し、また現地の日本人社会、学校等でも同国

の古文化財に関する知識の普及を実施してきたことは誇るべき資産であり、30年度においても継続した
いと考えている。 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1411A8-9 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

科学研究費助成事業5年計画の4年目である29年度は、28年度に引き続き、バハレーン王国に所在する
初期ディルムン時代のワーディー・アッ=サイル古墳群の考古学的調査を中心に実施された。 
29年度は5基の古墳を発掘調査し、その内容を明らかにした。この時代の古墳には珍しい宝飾品が出土

したことも大きな成果であった。ただ当初もくろんでいた外周壁つきの「エリート墓」の発見には至ら
なかった。都市化が進みつつある現在、すでに多くの古墳が失われてしまったが、その少数例が、現存
する古墳群の中にあるか否かは次年度において追究すべき課題である。 

左より WS-207号墳（発掘前）、WS-207号墳石室内部、WS-107号墳出土紅玉髄製飾り玉、日本人会の見学会（2月 9日） 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

①有形文化財の展覧事業・教育普及活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 
ク 「地域考古学」と「聖書考古学」の協業による古代パレスチナ地域史の再構築（科学研

究費助成事業）（(4)-①-1）） 

【事業概要】 

古代オリエント史、その中でも古代パレスチナ地域史の再構築を試みる考古学的研究。当域の古代史は概して、

断片的な文献史料や旧約聖書の記述に依拠したかたちで描かれてきた。これに対して、本プロジェクトは、「地域考

古学」と「聖書考古学」の立場を対峙させ、双方のコミュニケーションを重ねることで、より魅力的な古代パレス

チナ史を提示することを目的とする。 

本分担研究が属する「地域考古学」班では、既存の歴史観や資料に対する先入観を極力取りのぞき、発掘で得ら

れた一次資料を丹念に分析することで地域史の復元、再構築に取り組んでいる。昨年度に引き続き、イスラエル国

内の都市遺跡、テル・レヘシュにおける発掘調査成果を検討し、青銅器時代の都市国家システムや、鉄器時代末期

の帝国支配地域の実態を実証的に検証することができた。 

【担当部課】 学芸研究部調査研究課 【プロジェクト責任者】 東洋室研究員 小野塚拓造 

【主な成果】 

29年度は研究代表者、分担者とともに 1件の国内調査を実施し、古代パレスチナ史を再構築する上で貴重な学術

的成果を得ることができた。成果の一部は一般誌において分かりやすく紹介したほか、より学術的な論考を準備中

である。 

(1) テル・レヘシュの発掘調査成果の整理と検討 

29年度には出土物の検討を行い、同遺跡の青銅器時代末期の文化層が存在することを確認するにいたった。同時

代の西アジアは、青銅器時代的な都市国家社会から、中央集権的な領域国家が形成される過渡期に相当し、注目

を集めている。  

(2) 公開シンポジウム 

 テル・アヴィヴ大学のオデド・リプシッツ教授を迎えて、天理大学で開催された公開シンポジウムにて、研究代

表者らとともに、研究成果を踏まえたパネル・ディスカッションを実施した。                    

【備考】 

科学研究費助成事業の 3年計画の 3年目 

(1) 国内調査 1件 

(2) 論文発表 1件、シンポジウムでのパネル・ディスカッション 2件 

新聞等による関連報道 2件 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

中期計画に沿って、調査研究を実施した。本科研プロジェクトは、テル・レヘシュの調査成果を基

礎資料とし、古代パレスチナ史の再構築を目指すものである3年目にあたる29年度にも、先行研究には

ない新たな知見を多数得ることができた。同時に、3年間の研究を総括すべく、プロジェクトのメンバ

ーが集まって研究成果のとりまとめと検討を実施できた。また、調査成果を社会に発信し、有形文化

財の基礎的調査に基づく地道な歴史研究の面白さと重要性を示すという課題においても、一定の成果

があったと考える。 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1411A8-10 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

科学研究費助成事業3年計画の3年目である29年度は、継続的に実施してきたテル・レヘシュの発掘

調査成果を基軸に古代パレスチナ史の新たな一面を解明することに成功した。特に、下ガリラヤ地方

のカナン系の青銅器時代の都市国家が前10世紀まで生き残っていたことが実証的に提示できたのは、

関連分野にとって極めて重要な知見となった。同地の古代史は『旧約聖書』やキリスト教の誕生など

と関連があり、一般的にも関心が寄せられるテーマであるため、一般誌においても成果の一部を紹介

した。 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

① 有形文化財の展覧事業・教育普及活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 
ク 東アジア文化の基層としての儒教の視覚イメージに関する研究（科学研究費助成事業）

（(4)-①-1）） 

【事業概要】 

 東アジアの人々の間には、儒教に基づく礼拝空間における形象が共通の視覚イメージの一つとなっており、またそ

れに関わる漢詩文も思想の背景として今日まで共有されている。儀式のあり方、礼拝の諸像の形式や配置、また唱道

する詩文や作法などの視点から、東アジアに遍在する礼拝の「かたち」の表象を解釈することによって、地域間や民

族間の文化の多様性を明らかにする。 

【担当部課】 学芸研究部調査研究課 【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長 勝木言一郎 

【主な成果】 

 29年度は 28年度に引き続き、儒教の影響を受けた仏教経典、そしてそれに基づいてつくられた図像に関する調査研

究に重点を置いた。 

 

(1)儒教思想を取り込んだ仏教経典とその図像に関する研究 

 父母恩重経は父母に対する孝道を説く仏教経典であるが、近年の学説では唐代に中国で撰述された偽経とする見方

が有力である。そこで敦煌や黒水城から出土した文献などに徴し、父母恩重経や父母恩重経講経文について調査する

とともに、敦煌莫高窟や大足石刻宝頂山石窟に残る父母恩重経変相の図像との比較考察を行った。 

 

(2)仏教と儒教、道教の思想の習合とその造形に関する研究 

 青龍寺腰殿壁画、毘盧寺後殿壁画、公主寺大雄宝殿壁画、永安寺伝法正宗殿壁画、故城寺大雄宝殿壁画、重泰寺水

陸殿壁画などの水陸画に徴し、水陸法会に基づいて三教が習合した図像を考察した。 

 また大足石刻の石篆山石窟第 6号孔子及十哲窟、妙高山石窟第 2号三教窟、仏安橋石窟第 12号三教窟、石壁寺石窟

第 1 号三教窟、そして安岳石窟華厳洞第 2 号大般若洞三教合窟などの石窟芸術に徴し、山中異界観に基づく三教の宗

教空間の共有についても考察を進めた。 

 

(3)中国仏教美術にみる儒教思想の受容と展開に関する研究 

 上記 2 点の研究を踏まえ、中国の仏教寺院の絵画や彫刻の表現を切り口に、儒教思想の受容と展開を考察した。そ

の成果の一部として「中国仏教美術にみる儒教思想の受容と展開」と題して、国際会議「釈奠―東アジアの孔子祭典

を考える」（30 年 1 月 26 日、於筑波大学）で発表するとともに、それを加筆修正したものを『東アジア文化の基層と

しての儒教イメージに関する研究論文集』（筑波大学日本美術史研究室）に掲載した。 

 

【備考】 

科学研究費助成事業の 5年計画の 4年目 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

 中期計画に沿って、①有形文化財の展覧事業・教育普及活動等に関連する調査研究を実施した。研

究の内容が儒教思想を取り込んだ仏教経典とその図像の関係から仏教と儒教、道教の思想の習合とそ

の造形に関する研究へと展開できた。30 年度は日々の業務との連携を図りながら、研究を継続してい

く予定である。 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1411A8-11 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

 科学研究費助成事業 5年計画の 4年目である 29年度は、研究の内容が儒教思想を取り込んだ仏教経

典とその図像の関係から仏教と儒教、道教の思想の習合とその造形の関係へと展開できた。 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

① 有形文化財の展覧事業・教育普及活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 
ク 対外交流史の視点によるアジア螺鈿の総合的研究―大航海時代を中心に―（科学研究費助

成事業）（(4)-①-1）） 

【事業概要】 

本研究ではアジア螺鈿史の全体像把握理解を目的として各地での作品や工房調査を行い、特に南蛮漆器に関する新

たな知見を得ることを目的とした。 

【担当部課】 学芸研究部調査研究課 【プロジェクト責任者】 列品管理課平常展調整室主任研究員 末兼俊彦 

【主な成果】 

28 年度に国外調査した作品のデータをもとに、国内伝来の作品と比較検討を行い、南蛮漆器及びそれに関連する日

本の金属工芸作品の製作年代に対する新たな知見を提示した。具体的な成果公表として、第 10回東京文化財研究所文

化情報資料部部会研究会において、メトロポリタン美術館武器武具部門長のピエール・テルジャニアン氏を招聘し、

大航海時代にもたらされたとされる滋賀県水口市・藤栄神社所蔵の洋剣について調査を行うとともに、その産地と製

作年代についての検討と報告を行った。 

【備考】 

科学研究費助成事業 5年計画の 3年目 

第 10回東京文化財研究所文化情報資料部部会研究会の発表内容については『東文研ニュース 65号』（11月 10日発行）

にて報告。 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

中期計画に沿って、①有形文化財の展覧事業・教育活動等に関連する調査研究を実施した。 
本年は 5 年計画のうちの 3 年目にあたり、1 年目・2 年目に行った国内調査・国外調査の成果の下、新
たに得られた知見を 2 件の研究発表を通じて国内外の研究者に提示することができた。29 年度の進捗
は良好であり、29年度に得た各方面からの指摘をもとに、4年目にはこれまでに手の届かなかった細部
の検証を行い、計画最終年度である 5年目につなげる予定である。 
 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1411A8-12 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

科学研究費助成事業5年計画の3年目である29年度は、28年度までの国外調査の結果と、国内調査の
結果をもとにして、南蛮漆器の製作年代について新たな知見を示すことができた。また、同時代にヨ
ーロッパよりもたらされたとされる滋賀・藤栄神社所蔵の洋剣に対して、そこに用いられている彫金
技法から製作地を日本、時代を1630年代頃との結論を下し、当該作品がスペイン・17世紀製のレイピ
アをもとに、日本において製作された可能性を指摘することができた。 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

① 有形文化財の展覧事業・教育普及活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 ク 「月次祭礼図摸本」の総合復元研究（科学研究費助成事業）（(4)-①-1）） 

【事業概要】 

「月次祭礼図模本」（東京国立博物館）は室町時代（15世紀頃）に描かれた屏風絵を江戸時代に写したもので、原本

はすでに失われている。本図は祇園会などの祭礼描写が丁寧で、洛中洛外図との関連性への関心から美術史的注目も

一段と高いが、模本という制約によって本来の絵画表現は不明な点が多かった。本研究は、技法、歴史、美術史、材

料の各分野からの専門知識や研究成果を総合して、原本の図像復元を目標に絵画分析を行う学際研究である。失われ

た原本図像を復元し、その過程で得られる各分野の研究成果を集約することで、中世と近世の狭間にある本図の表現

や成立背景について解明を試みる。 

【担当部課】 学芸研究部調査研究課 【プロジェクト責任者】 保存修復課保存修復室主任研究員 瀬谷愛 

【主な成果】 

(1) 3 年計画の 3 年目となる 29 年度は、2 度の研究会（7 月 24 日、30 年 1 月

17日）が行われた。1、2年目に引き続き、検討をもとに研究代表者の所属

する愛知県立芸術大学で復元画制作が推進され、実際の作品制作は最終的

な確認と今後の成果発表（論文集等）の検討へと進んだ。 

 

(2)復元画制作にあたって表現を比較するため、「月次祭礼図模本」と図様が近

似することが指摘されている当館所蔵の狩野益信（洞雲）筆「年中行事図

屛風」（A-12439、江戸時代・17 世紀）について調査を行った（於東京国立

博物館）。この屛風は近年再発見され、当館へ寄贈されたもので、「月次祭

礼図」に関して、模本に描かれていること以外の情報を持ち合わせている

ことが期待されるものである。本調査にあわせて新知見に関する研究報告

会を行い、本事業により作品の復元のみならず制作年代について新しい提

示ができる見込みが得られた。 

【備考】 

科学研究費補助事業の 3年計画の 3年目 

研究会：2回 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

中期計画に沿って、①有形文化財の展覧事業・教育普及活動等に関連する調査研究を実施した。歴史
学、美術史学からの検討を経て、3年目は 2年目に引き続いての具体的な復元図案の制作を行っている。
予定どおり当館所蔵「年中行事図屛風」の調査を行い、比較検討することによって有益な情報を得られ
た。「年中行事図屛風」については今後、当館研究員による作品紹介論文も予定されており、総体とし
て、当館所蔵品に関する研究の一端が大きく進展することになる。最終的な研究報告会では成果発表に
ついて検討を行った。 
 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1411A8-13 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

科学研究費助成事業3年計画の3年目である29年度は、研究代表者の所属する愛知県立芸術大学での
復元画制作作業が進む一方で、計画していた比較作品である当館所蔵狩野益信（洞雲）筆「年中行事
図屛風」（A-12439、江戸時代・17世紀）の調査を実施した。近年再発見されたこの作品は、当初から
その重要性が指摘されていたが、状態不良により、本事業の1年目にあたる平成27年度より当館アソシ
エイトフェローにより本格修理が行われていた。修理完了とともに本事業の調査を行うことができた。 
 

「年中行事図屛風」調査風景 

7月 24日 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

① 有形文化財の展覧事業・教育普及活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 
ク 模本制作の第一人者・田中親美を中心とした近現代の書の受容に関する基礎的研究（科学

研究費助成事業）（(4)-①-1）） 

【事業概要】 

明治時代後期から昭和にかけて、数多くの書画の模本制作を行った田中親美（1875～1975）の業績を整理すること

を主眼とする。そのために、制作された模本・複製本の所在確認とデータ収集をし、実見調査も行う。並行して、関

連資料の収集なども進めることにより、近現代における書の受容・評価に関する個別研究も進める。 

【担当部課】 学芸研究部調査研究課 【プロジェクト責任者】 学芸企画部百五十年史編纂室長 恵美千鶴子 

【主な成果】 

（1）田中親美制作の模本・複製本の所在確認とデータ収集（5月 2日ほか） 

田中親美が制作した模本について、これまで展示や論文などで紹介された記録から所在を確認していく作業を行

った。そのほか所在に関係するようなデータを収集し、デジタルデータとして入力した。 

（2）模本の比較調査（12月 4日、12月 22日） 

東京国立博物館が所蔵する「平家納経模本」（原本は広島・厳島神社蔵）一組全 33巻と別本 1巻を、大倉集古館

が所蔵する同じ模本一組と並べて比較を行った。調査参加者：連携研究者

の島谷九博館長、研究協力者の大倉集古館・田中学芸員、徳川美術館・安

藤学芸員、大和文華館・古川学芸員、織物文化館・小柳学芸員。また、調

査には、田中親美遺族も出席し、聞き取り調査も同時に行った。 

（3）模本の実見調査（10月 21日） 

個人所蔵の田中親美制作模本の実見調査を実施した。 

（4）関係資料・情報の収集（12月 12日ほか） 

生前に田中親美が発言した記録や雑誌・図録等資料より、関係する内

容の記事を抜き出し、データ化を進めた。 

また、模本や原本の所蔵先と連絡打ち合わせをして、情報収集を行った。 

（5）本研究の成果を論文で発表（7月ほか） 

【備考】 

科学研究費助成事業の 3年計画の 1年目 

(1) 所在確認とデータ収集  

A)新たな所在確認：8件 

B)データ収集・入力：98点 

(2) 模本の比較調査 調査点数：23点 

(3) 模本の実見調査 調査点数：5点 

(4) 関係資料・情報の収集 データ入力点数：943点 

(5) 論文 3件 「明治の皇室に選ばれた表象―明治宮殿と御物」（『天皇の美術史』6、吉川弘文館）ほか 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

中期計画に沿って、①有形文化財の展覧事業・教育活動等に関連する調査研究を実施した。 
本研究課題は、科学研究費助成事業の 3 年計画であり、この期間でなるべく多くの田中親美制作模本・
複製本の所在を確認することを主な目的としている。所在についてはこれまでに蓄積してきた情報に加
えて、新たに 8 件も確認できたことは着実に成果を出せていると考える。大倉集古館の模本との比較調
査においては、全体の約 3 分の 1 の量の調査を終え、3 年間で終了する予定である。30 年度は、さらな
る所在を確認するととともに、関係資料の収集につとめることで、個別研究を進めて新たな知見の確認
を目指す。 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1411A8-14 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

科学研究費助成事業の3年計画の1年目である29年度は、まず、田中親美が関わった模本や複製本の
所在情報を収集した。以前より蓄積してきた所在情報に加えて、あらたに8件の所在を確認できた。ま
た、大倉集古館が所蔵する模本との比較調査を実施した。書跡、絵画、染織に関わる研究者に参加し
てもらうことで、比較調査を多角的に進行することができた。同時に、親美遺族からの聞き取り調査
も実施できた。関係模本の実見調査や関係資料の情報収集も着実に進めることができ、早々に成果を
論文で公開できたことは当初計画を十分に達成できたといえる。 

模本比較調査 調査風景 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

①有形文化財の展覧事業・教育普及活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 
ク 平等院鳳凰堂空間の荘厳と機能に関する総合的研究（科学研究費助成事業）（(4)-①-

1）） 

【事業概要】 

平安時代を代表する建築・絵画・彫刻・工芸の総合芸術である平等院鳳凰堂について、堂内柱絵や扉絵の光学調

査を実施し、堂内全体の空間構想を明らかにする。 

【担当部課】 学芸研究部調査研究課 【プロジェクト責任者】 絵画・彫刻室主任研究員 皿井舞 

【主な成果】 

科学研究費助成事業5年計画の1年目である本年度は、創建当初の扉絵8面のうち3面の撮影・調査を実施し、これ

と並行して、戦前に撮影された鳳凰堂扉絵および建造物彩色のガラス乾板のデジタル化に関する交渉をガラス乾板

所蔵者と行う予定であった。本年度は、平等院の事情により扉絵の撮影はできなかったため、鳳凰堂内北側中品中

生図母屋柱彩色のカラー・赤外・蛍光エックス線撮影および蛍光エックス線分析を行った（7月14日、7月29日～30

日、8月25日～26日、9月28日、10月22日）。 

またガラス乾板のデジタル化については、所蔵者とスムーズに交渉が進みデジタル化のための作業を進めた（10

月3日～5日に実施、約1,000枚のうち400枚終了）。また、その後、30年3月5日～9日にわたって、残りのガラス乾板

のデジタル化作業を行い、すべて完了した。 

 

【備考】 

科学研究費助成事業 5年計画の 1年目 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

科学研究費助成事業5年計画では、鳳凰堂創建当初の壁扉画および母屋柱の彩色をすべて撮影し、こ
れまで良好な資料がなかった母屋柱の図容解明を目指し、鳳凰堂内のプランを明らかにすることを目
指している。当初予定していた創建扉絵の調査は、扉絵の状態がよくないことから、ご所蔵者と協議
のうえ、実施を見送ってた。そのため来年度以降の計画については、変更を余儀なくされることか
ら、再考を期したい。具体的には、ご所蔵者の修理計画とあわせた天井ほかの調査の実施である。そ
のほかの調査の進捗はきわめて順調である。 
 

 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1411A8-15 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

科学研究費助成事業5年計画の1年目である29年度は、これまで調査がされにくかった鳳凰堂内の母
屋柱や、創建当初の壁画ではないためあまり調査撮影がなされてこなかった中品中生壁画について、主
要な図容を抑えるかたちで、カラー撮影、赤外線撮影、蛍光撮影を実施することができ、また蛍光エッ
クス線分析を実施することができた。 
また鳳凰堂昭和解体修理前の状態を撮影したガラス乾板は解体前の鳳凰堂の様子を伝える唯一無二

の資料であり、すでに剥落してしまった彩色などを復元的に考えるにはきわめて重要なものである。そ
のデジタル化に着手することができ、また今年度中にほぼすべてデジタル化を完了する予定であり、き
わめてすみやかな研究資料の取得を行うことができた。 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

① 有形文化財の展覧事業・教育普及活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 
ク 日本刀における連続と変容の表現に着目した歴史的展開の考察（科学研究費助成事業）

（(4)-①-1）） 

【事業概要】 

本研究は、日本刀（ここでは、刀身及びこれを収納する柄や鞘などの刀装を含む）について、歴史区分ごとにみ

られた連続した表現と変容した表現に着目するものである。これまでの刀剣研究で培われた即物的な研究手法を基

盤としつつ、学際的観点を加味することによって、より正確な歴史理解を目指す。 

【担当部課】 学芸研究部調査研究課 【プロジェクト責任者】 工芸室主任研究員 酒井元樹 

【主な成果】 

（1）研究初年度の 29 年度は、刀剣博物館、愛知・徳川美術館、福井県立図書館などの

ご協力のもと、所蔵・保管される刀剣に関する文献の調査を実施した。 

（2）前記調査の結果として、東京国立博物館研究誌『MUSEUM』671号（査読誌）にて論

文「続・名物「岡山藤四郎」について」を発表した（図）。これによって、当館所蔵

の短刀 1口（短刀 銘 吉光、F-4）が、中世末期から連続して評価の高かった粟田口

吉光による名刀であることが確認された。 

（3）また、12月 5日から 30年 2月 25日まで本館 14室で開催された特集「刀剣鑑賞の

歴史」の図録では、刀剣を受容史の観点から考察し、その評価の基準を巡る連続と変

容の様相を論じた。その結果、刀剣の評価の基準が「銘」や「造形的な特徴」など複

数存在し、それらの要素が重要性を変えつつ歴史的に推移していることが分かり、刀

剣を文化史のなかで捉えなおす貴重な機会となった。 

   

【備考】 

科学研究費助成事業 4年計画の 1年目 

・論文発表 1篇 

・特集展示（含図録発行）１回 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

中期計画に沿って、①有形文化財の展覧事業・教育活動等に関連する調査研究を実施した。 
研修初年度の 29 年度は、当初の予定どおり、研究に必要な機材の調達などを行って基本的な研究環境
を構築し、研究成果を論文・展示の面から発信できた。 
本研究は、刀剣の調査から得られた知見を学際的に考察するものであり、30年度も、刀剣、美術工芸史
以外の歴史学の理解も深め、論文などで研究成果を公開することを目指したい。 

 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1411A8-16 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

科学研究費助成事業4年計画の1年目である29年度は、調査先のご協力をいただき、査読審査を有する
論文を1件発表し、展示においても研究成果を生かすことができた。30年度も引き続き調査先からのご
協力を賜りつつ、多様な観点から研究を行い、その成果を論文発表などにつなげたい。 

図 『MUSEUM』671号 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

① 有形文化財の展覧事業・教育普及活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 
ク フェニキア人の「出現」－考古資料から見た初期の交易活動と対外進出（科学研究費助成

事業）（(4)-①-1）） 

【事業概要】 

本事業は、フェニキア人の躍進の背景となった活発な海上交易と植民活動の起源と、その後の歴史的経緯を探るこ

とである。発掘調査で得られる一次資料を含むデータを収集し、分析することで、最初期のフェニキア人によるエジ

プトとの海洋交易と周辺地域との接触を解明し、最終的にはフェニキア人の「出現」を具体的に描き出すことを目指

す。その中で、レバノン、イスラエル、エジプトにおける調査・研究成果を地域横断的に活用することで、国境を越

えた学術交流の重要性を示す。 

【担当部課】 学芸研究部調査研究課 【プロジェクト責任者】 東洋室研究員 小野塚拓造 

【主な成果】 

29 年度は海外調査と国内調査を実施し、初期のフェニキア史を再構築する上で貴重な学術的成果を得ることができ

た。 

(1)テル・レヘシュの発掘調査と出土物の検討 

テル・レヘシュの発掘調査に参加し、フェニキア人の「出現期」に相当する前 12～前 11世紀に相当する居住を検

討。その出土物、特に彩文土器にフェニキア地域の影響がみられることなどを確認し、写真、実測図などのデータ

を作成した。 

(2)国内の資料調査と研究集会 

天理大学が所蔵するテル・ゼロール遺跡の調査資料を整理・検討したほか、国内の関連研究者とともに研究会を

実施。成果の一部は日本オリエント学会のセッションで紹介した。 

【備考】 

科学研究費助成事業の 3年計画の 1年目 

(1) 海外調査 1件 

(2) 論文発表 1件、シンポジウムでのパネル・ディスカッション 2件 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

中期計画に沿って、①有形文化財の展覧事業・教育活動等に関連する調査研究を実施した。 

重要な知見が得られたので、30 年度以降も調査成果の検討を続けるとともに、新たなデータ収集に

努める。 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1411A8-17 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

科学研究費助成事業3年計画の1年目である29年度は、上述の調査を実施したほか、関連分野の研究

者とともに成果を検討した 

特に、課題の一つである「フェニキア人と周辺地域との接触の解明」に寄与するデータを得ること

ができたことが特筆され、本事業は順調に進展していると評価できる。 

－　　－172



 

業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

①有形文化財の展覧事業・教育普及活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 
ク 東アジア礼制に基づく物質文化研究 ―日・中・韓・越・琉の宮廷工芸を対象として―

（科学研究費助成事業）（(4)-①-1）） 

【事業概要】 
東アジア（日本・中国・韓国・ベトナム・琉球）の宮廷工芸（宮殿・調度・服飾）を対象とし、東アジアの実情に

即した物質文化研究を構築する。 

【担当部課】 学芸研究部調査研究課 【プロジェクト責任者】 学芸企画部企画課出版企画室主任研究員 猪熊兼樹 

【主な成果】 
（1）調査概要 

日本・韓国・琉球の宮廷関係の史跡・資料・行事を実見調査した。 
日本…難波宮跡、大津宮跡、長岡宮跡、平安宮跡、平安神宮、住吉大社、熱田神宮、大阪歴史博物館など。 
韓国…景福宮、昌徳宮、慶熙宮、昌慶宮、宗廟、社稷壇、国立中央博物館、国立古宮博物館、ソウル歴史博

物館、北村韓屋マウルなど。 
琉球（沖縄）…首里城、沖縄県立博物館美術館。 

（2）調査の結果得られた知見 
日本・韓国・琉球の宮廷関係の史跡・資料を対象とし、形式・技法・意匠などの造形様式、規定・習俗・用

例などの生活様式に関する調査を行うことにより、それぞれの物質文化について時代・地域・民族の特質を見
出した。 

（3）調査研究の成果 
東アジアの実情に即した実証的な物質文化研究の構築をするための日本・韓国・琉球の宮廷関係の史跡・資

料・行事の情報を収集した。 

           

【備考】 
科学研究費助成事業 3年計画の 1年目 
10月 18日～10月 22日：今城塚古墳、今城塚古代歴史館、難波宮跡、大阪歴史博物館、紫香楽宮跡、近江大津京錦

織遺跡、吉田神社、平安神宮 
12月 1日～12月 3日：首里城、沖縄県立博物館・美術館 
30年 2月 6日～2月 11日：景福宮、昌徳宮、慶熙宮、昌慶宮、宗廟、社稷壇、国立中央博物館、国立古宮博物館、

ソウル歴史博物館、北村韓屋マウル 

年度計画に対する総合的評価 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

中期計画に沿って、①有形文化財の展覧事業・教育活動等に関連する調査研究を実施した。 
29年度は本研究の初年度にあたる。研究期間を通じて、日本・韓国・琉球の宮廷関係の史跡・資料を

対象とし、形式・技法・意匠などの造形様式、規定・習俗・用例などの生活様式に関する調査を行うこ
とにより、それぞれの物質文化について時代・地域・民族の特質を見出した。東アジアの実情に即した
実証的な物質文化研究の構築をするための日本・韓国・琉球の宮廷関係の史跡・資料・行事の情報を収
集した。 

30年度以降も引き続き、これまでの調査研究を通じて得た知見や交流に基づき、東アジア（日本・中
国・韓国・ベトナム・沖縄）の宮廷工芸（宮殿・調度・服飾）に関する調査研究を行い、東アジアの実
情に即した実証的な物質文化研究の構築をする準備を進める。 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1411A8-18 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

科学研究費助成事業3年計画の1年目である29年度は、日本・韓国・琉球の宮廷工芸を対象として、宮
廷関係の史跡・資料・行事に関する調査を行った。本調査により、それぞれの物質文化について時代・
地域・民族の特質を見出した。日本では難波宮跡、大津宮跡、長岡宮跡、平安宮跡、住吉大社、大阪歴
史博物館など、韓国では景福宮、昌徳宮、慶熙宮、昌慶宮、宗廟、社稷壇、国立中央博物館、国立古宮
博物館、ソウル歴史博物館、北村韓屋マウルなど、琉球（沖縄）では首里城、沖縄県立博物館美術館に
おいて、宮廷関係の史跡・資料を対象とし、形式・技法・意匠などの造形様式、規定・習俗・用例など
の生活様式に関する調査を行った。これによって東アジアの実情に即した実証的な物質文化研究の構
築をするための情報を収集した。 

大阪・住吉大社（白馬神事） 韓国・昌慶宮（明政殿） 那覇・首里城（二階御差床） 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

①有形文化財の展覧事業・教育普及活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 
ク 近世狩野派を中心とした図様継承と絵画制作システムに関する研究（科学研究費助成事

業）（(4)-①-1）） 

【事業概要】 
当館所蔵の絵画模本の中から、木挽町狩野派を中心とする狩野派によって制作された模本を抽出し、データベー

スの作成をするとともに、図様の継承と絵画制作システムに注目して近世の絵画制作がどのように行われていたか
を研究する。 

【担当部課】 学芸研究部調査研究課 【プロジェクト責任者】 部長 田沢裕賀 

【主な成果】 
（1）29年度は、4年計画である本研究の初年度にあたり、現在狩野派以外の絵師によって制作された模本を含む当

館所蔵模本類の収蔵時期並びに経路、また個々の伝来情報を調査し、狩野派製作による模本の抽出作業を進め
た。館史資料の中からこれまで注目されていなかった「狩野派伝来目録原稿」を見出し、これが木挽町狩野派に
よる模本関連のもので、画題分類の資料となることを確認した。模本資料との照合を進め本研究該当作品選定の
指針を確認することができた。 

（2）研究会（第 1 回 8 月 22・23 日）を開催し、上記の指針をもとに、将来データベースを構築するための基本方
針が作られた。 

（3）（2）の方針に沿って、画題、原図筆者、模写者、制作時期、原本の伝来等、研究に必要な項目を記録する調査
と撮影を行うとともに、データベース化のための法量の計測、留書など模本類に記載された文字の翻刻作業を行
った。 

（4）分担者の土屋貴裕、瀬谷愛がそれぞれの科学研究費助成事業と連動した絵巻物模本の調査を行った。 
（5）本研究の対象である狩野派制作の模本を含む静岡県立美術館「美しき庭園画の世界」を企画した担当学芸員を

交え、研究会（第 2回 11月 24日）を開催し、実景写生と模本制作に関する、新知見を得ることができた。 
（6）狩野山楽筆の四天王寺絵堂聖徳太子絵伝 16面の調査並びに高精細撮影（12月 11・12日）を行った。 

【備考】 
科学研究費助成事業 4年計画の 1年目 
（1）研究会の開催 2回 
（2）模本の調査撮影件数 129点 951カット 
（3）外部資料の調査撮影件数 1件 33カット 
（4）関連絵師リスト作成 299名収録 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

 データベース作成と該当作品選定に関する方針を確定することができた。実作品の調査件数はまだ少
ないが、今後計画的に調査日程を組むことで、調査件数を増やし、撮影とデータ整理をすすめる体制を
確立する。29 年度に得られた知見を論文等での発表に進め、最終年度に予定しているシンポジウムの
開催に備えたい。 

 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1411A8-19 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

科学研究費助成事業4年計画の1年目である29年度は、館蔵模本類の中から、調査対象作品を選別する
ことと、データベース化を目指した調査方法の確立を第一目標とし、次いでそれに基づいた調査、作品
の撮影を進めることとした。作品の選別方法は、「狩野派伝来目録原稿」を見出したことで一定の方針
を確立し、順次調査撮影を行う基礎的体制が確立できた。また、研究会を通じて模本だけでない、実景
写生からの絵画制作についても研究を進めることができた。調査ならびに撮影を行いデータベース化
の第一歩を踏み出すことができたが、調査日程の確保が困難であったため、データベース化のための調
査件数はあまり多くできなかった。ただし、分担者それぞれの研究と結びついた個人調査は進展してい
る。 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

① 有形文化財の展覧事業・教育普及活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 
ク 古代寺院荘厳具の復元的研究～川原寺裏山遺跡出土金属製品を中心として～（科学研究費

助成事業）（(4)-①-1）） 

【事業概要】 

飛鳥・川原寺裏山遺跡からは、1,500点以上もの金属製品が出土しているが、その大部分は破片資料である。これら

破片資料は、もとは堂内荘厳や塑像の躯体に用いたものであったと推察されている。29年度は、研究最終年度として、

金属製品の年代、用途の特定並びに文様復元を実施する。 

【担当部課】 学芸研究部調査研究課 【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 市元塁 

【主な成果】 

(1) 金属製品の製作時期については近年の研究により、7世紀末から 8世

紀前半を中心とすると指摘されている。29 年度の調査によって、新

たに調査した資料についてもほぼ同様の年代観であるとの結論に至

った。 

(2) 薄板透彫り風の金属製品については、これまで幡であったとの推測が

なされている。今回、蝶番金具と思しき金属製品を見出したことで、

この推測を機能面から補強した。 

(3) 正倉院宝物にもみられるような、装飾板を別材に留めるための小鋲の

存在を見出した。これにより、堂内荘厳を復元するための具体的な材

料を提示することができた。 

(4) 法隆寺天蓋並びに正倉院宝物との比較を試み、文様の全体像の復元の

ための足掛かりを得た（右、文様比較図参照）。 

(5) これまでの調査研究をまとめた報告書を年度末に刊行した。 

 

 

【備考】 

科学研究費助成事業 3年計画の 3年目 

調査点数：約 150点 

打合せ回数：1回 

報告書刊行：1冊 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

中期計画に沿って、①有形文化財の展覧事業・教育活動等に関連する調査研究を実施した。 
本研究課題の推進により、川原寺裏山遺跡出土品がもと用いられた寺院の全容解明にむけての現時点

で出しえる資料が出そろった。しかしながら、川原寺裏山遺跡自体が未だ部分的な調査にとどまってい
るため、全容解明にむけてはさらなる調査研究の進展がまたれる。もちろん、発掘調査は軽々に行える
ものではないため、まずは比較資料の捜索を東アジア諸地域にひろげることが肝要である。かかる問題
意識を保持しつつ、今後の研究へとつなげていきたい。 
 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1411A8-20 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

科学研究費助成事業 3年計画の 3年目にあたる 29年度は、これまでの調査研究内容を総括するため
に、既調査資料の再整理と類例資料との比較研究に力点を置き、年度末に刊行する報告書にその成果
を反映させた。 
蝶番金具や小鋲の存在を見出したことで、川原寺裏山遺跡出土品がもと用いられた寺院における堂

内荘厳の復元研究に大いに寄与することができた。しかしながら、同遺跡出土のすべての金属製品に
ついて文様復元や原体復元がおこなえたわけではなく、今後に課題をのこすこととなった。 

 

【文様比較図】 

正倉院葛形裁文金堂帳金具(上)と 

川原寺裏山遺跡出土品(下) 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

① 有形文化財の展覧事業・教育普及活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 
ク 摂関家伝来史料群の研究資源化と伝統的公家文化の総合的研究（科学研究費助成事業）

（(4)-①-1）） 

【事業概要】 

関係史料群がほとんど散逸することなく伝わる近衞家伝来史料のうち、古文書や古記録、典籍、書跡、絵画を中心

に画像データによる公開を目的とする。画像データ作成のための史料調査、データ作成を行うことから、個別研究も

進める。 

【担当部課】 学芸研究部調査研究課 【プロジェクト責任者】 学芸企画部百五十年史編纂室長 恵美千鶴子 

【主な成果】 

(1)史料リストデータ作成と整備（6月 6日ほか） 

画像データで公開する史料を選別するために、まず、作業の基本となる目録『陽

明文庫文書分類目録 書画編』のデータを作成した。 

(2)画像データ作成のための史料調査（7月 3・4日、8月 26日、11月 22日） 

画像データ（画像用キャプションなど）を作成するために、その対象史料につ

いて実見調査を実施した。これまで公開されていない手鑑を中心に、近衞家の手

本類、近衞家凞による模本も対象とした。 

(3)画像撮影のためのデータ作成 

画像に入れるためのキャプション・データ作成を行った。手鑑については、で

きるだけ一葉ずつキャプションを入れるため、その史料がどのような内容である

のかを調査・検討しながらデータ作成を行った。それらのデータを東京大学史料

編纂所教授・尾上陽介氏に提供し、尾上氏が史料撮影を実施した。 

(4)展示における成果の公開 

本研究で対象となっている近衞信尹の書について、研究成果も含めて特集「近

衞信尹と三藐院流の書―近世初期の名筆―」（東京国立博物館本館１室、8月 29日 

～ 10月 9日）として展示を行った。また、ギャラリートーク「江戸初期の三筆 近

衞信尹の書」を実施して研究成果を口頭発表した（8月 29日）。 

【備考】 

科学研究費助成事業 3年計画の 1年目 

(1)史料リストのデータ作成数 1,964件 7,052点 

(2)史料調査 調査史料数：30件、調査画像数：479点 

(3)画像撮影のためのデータ作成 196件 941点 

(4)展示における成果の公開 展示 1回、口頭発表 1回 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

中期計画に沿って、①有形文化財の展覧事業・教育活動等に関連する調査研究を実施した。 
本研究では、最終年度までにより多くの近衞家伝来史料を画像にて公開することを目標としている

が、29 年度中に基礎となる目録の整備を行えたことは大きな成果といえる。また、撮影のための実見
調査も着実に進めることができ、撮影にはその成果を反映することができた。さらに展示などで成果の
公開もできたことは初年度である 29年度の目標を十分に達成できたといえる。30年度には、さらなる
実見調査を進めて、撮影のためのデータを整える作業をできるだけ多く実施していきたい。 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1411A8-21 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

科学研究費助成事業3年計画の1年目である29年度は、まず、基礎資料となる目録の整備を行った。
近衞家伝来史料は膨大な量が伝わっているため、対象とする目録の整備だけでも意義のあることとい
える。また、画像を撮影して公開するための準備作業においては画像撮影の際のキャプションの元デ
ータを作るために、史料を実見する調査を定期的に実施した。未公開史料も数多く対象としているた
め、必要性も高く、実見調査に基づいた画像撮影は正確性も高いものといえる。29年度の成果をすば
やく展示やギャラリートークで公開したことも、29年度の目標を大幅に達成できていると考える。 

画像データ作成のための撮影 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

① 有形文化財の展覧事業・教育普及活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 
ク 古代西アジアにおける宗教と福祉の相互関係をめぐる綜合的実証研究（科学研究費助成

事業）（(4)-①-1） 

【事業概要】 

現代でこそ福祉は国家と社会の政策課題となったが、ごく最近まで、福祉は宗教と切り離せない関係にあった。

歴史に現れる福祉活動の多くは、西欧における病院やホスピスであれ、日本における悲田院であれ、宗教思想によ

って基礎づけられていた。本事業の全体的な目的は、そうした事実をふまえ、まずは文明発祥の地と言われる古代

西アジア地域における宗教と福祉の相互関係を資料に基づいて解明することである。本プロジェクトはその一部で

あり、テーマに関連する考古資料の収集と検討を行う。 

【担当部課】 学芸研究部調査研究課 【プロジェクト責任者】 東洋室研究員 小野塚拓造 

【主な成果】 

29年度は海外調査と国内調査を実施し、イスラエル考古局の研究者や国内の研究者と情報交換を行った。古代の

障がい者に関する考古学的痕跡など、今度の研究を進めるための視座を得る貴重な機会となった。 

(1)関連資料の収集 

本テーマに関連する先行研究を把握するために、必要とする書籍や論文の収集に努めた。今年度は、収集した

多数の著書を整理分類し、次年度の調査研究に活用する準備期間とした。 

(2)研究集会 

 本プロジェクトのメンバーが中心となり研究集会を開催した。プロジェクトメンバーの調査成果や研究の進捗

状況を共有し、次年度の方向性を検討した。メンバーの経験値から様々な研究成果の共有がなされたことで本テ

ーマの十分な結果を得る準備が整った。 

 

   引き続き資料収集と調査研究を計画的に実行し、研究の成果を当館の展示活動において公表することで、研究が

十分になされていない分野の研究がより一層深化させて行きたい。 

 

【備考】 

科学研究費助成事業の 3年計画の 1年目 

(1) 資料収集 35件 

(2) 研究集会 1件 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

中期計画に沿って、①有形文化財の展覧事業・教育活動等に関連する調査研究を実施した。 
29 年度は調査研究を推進する上で重要な知見が得られたため、30 年度以降も計画的に調査成果の検

討を続けるとともに、新たなデータ収集に努める。これらの調査研究によって、研究が十分になされて
いない分野のより一層の深化を図りたい。 
 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1411A8-22 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

科学研究費助成事業3年計画の1年目である29年度は、先行研究の収集とデータ収集に尽力するとと
もに、国内外の研究者との情報交換を行った。これらを通じて、本テーマに関わる土偶や出土人骨な
ど、具体的な事例と検討課題を見いだせたことが特筆される。国内外調査をはじめ、計画通りに資料収
集を実施するなど、本事業は順調に進展していると評価できる。 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

①有形文化財の展覧事業・教育普及活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 
ク 平安時代における「国風」的文化現象についての学際的研究（科学研究費助成事業）（(4)-

①-1）） 

【事業概要】 
本研究は、現在、混沌をきわめるに至っている「国風文化」の理解をめぐって、隣接諸分野の研究者が集まり、こ

の問題に結着をつけようとするものであり、研究分担者として美術史分野を担当している。 

 

【担当部課】 学芸研究部調査研究課 【プロジェクト責任者】 絵画・彫刻室主任研究員 皿井舞 

【主な成果】 

科学研究費助成事業 3年計画のうち１年目の 29年度は、3か月に１回ほどのペースで研究分担者等のメンバーが研

究発表をおこない、平安時代における「国風」「日本風」とはいったいいかなる現象であったのかについて、各分野で

の研究状況と問題点を共有することにしている。 

 29年度は、渡辺秀夫「国文学からみた「国風」の捉え方」（4月 17日）、皿井舞「日本彫刻史における「国風」につ

いて」（8 月 19 日）、前田禎彦「公家法の形成と構造―古代法の変容―」（12 月 16 日）、滝川公司・李宇玲（30 年 2 月

11日）を実施した。 

 研究会の様子（8月 19日） 

【備考】 

科学研究費助成事業 3年計画の 1年目 

研究会：4回 

渡辺秀夫「国文学からみた「国風」の捉え方」（4月 17日） 

皿井舞「日本彫刻史における「国風」について」（8月 19日） 

前田禎彦「公家法の形成と構造―古代法の変容―」（12月 16日） 

滝川公司・李宇玲（30年 2月 11日） 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

最終年度に公開のシンポジウムをおこなうこととしており、30年度からその準備にはいる。次年度に
向けての改善計画としては、歴史学では中国史、美術史では絵画史、工芸史を専門にする研究者に声を
かけて、より緻密に議論が深められるよう、工夫をする必要がある。 
 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1411A8-23 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

科学研究費助成事業3年計画の1年目である29年度は、日本史（法・経済・政治史・対外関係史）、美
術史、国文学の研究者がそれぞれの分野での「国風」「日本風」についての考察をおこない、共有しな
がら問題点をあらいだす。今年度は、こうした認識共有のプラットフォームをつくることを目指す。
またこうした日本の状況を相対化するために、朝鮮史などの研究者も参加しながら議論を深めている。
計画通りにすすめており、B判定とした。 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

①有形文化財の展覧事業・教育普及活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 
ク 真言密教寺院の資料調査に基づく分野横断的綜合研究－新たな仏教思想史の枠組みを求め

て（科学研究費助成事業）（(4)-①-1）） 

【事業概要】 

真言密教拠点寺院における史料調査を基盤にした着実な実証的研究を踏まえ、諸分野の研究者による綜合的研究を

進め、最終的には新たな仏教思想史研究の枠組の構築を目指そうとするものである 

【担当部課】 学芸研究部調査研究課 【プロジェクト責任者】 絵画・彫刻室主任研究員 皿井舞 

【主な成果】 

 科学研究事業 4年計画のうち 2年目の 29年度も、各研究者がそれぞれ真言密教寺院史料の調査を行いながら、思想

史・文学・建築史・美術史の分野で密教法会に関する調査・研究を進め、研究会にて研究発表をおこない、科研テー

マにもとづく議論を深めた。8 月 8 日に開催された研究会にて、「仁和寺阿弥陀三尊像と宇多天皇」というタイトルの

研究発表をおこなった。 

【備考】 

科学研究費助成事業 4年計画の 2年目 

研究会：「仁和寺阿弥陀三尊像と宇多天皇」（8月 8日） 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

真言密教寺院史料の具体的な調査を行いながら、実証的に仏教思想史の枠組みをみすえた研究をする
ことが要求されているが、密教寺院における聖教調査が手薄であり、今後、研究代表者とともに聖教の
実地調査をおこなう必要がある。30 年度はあるまとまった寺院史料をとりあげ、集中的に研究ができ
るような体制をつくることにし、そのうえで美術作品と寺院史料とを結びつけた研究を進めたい。 
 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1411A8-24 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

科学研究費助成事業4年計画の2年目である29年度は、ある図像の成立について天台宗と真言宗の視
点から考察することのできる仁和寺阿弥陀三尊像をとりあげて、研究を進めた。8月8日に開催された
研究会で報告をおこない、そこでメンバーから出された意見や知見は、当館の特別展「仁和寺と御室
派のみほとけ」展の図録各論に反映させた。 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

① 有形文化財の展覧事業・教育普及活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 ク 中国典籍日本古写本の研究（科学研究費助成事業）（(4)-①-1）） 

【事業概要】 

[基盤研究Ａ 研究代表者：京都大学名誉教授 高田時雄] 

中国典籍の日本古写本について、所在情報を含めたその全貌を明らかにすべく調査を進め、中国文献学の立場から

基礎的研究を行うととともに、日本古写本についてのデータベースを構築する。 

【担当部課】 学芸研究部調査研究課 【プロジェクト責任者】 学芸企画部博物館情報課長（兼情報資料室長） 田良島哲 

【主な成果】 

（1）8 月 9 日～10 日 京都大学人文科学研究所で研究の運営についての打ち合わせ

会議に参加した。 

（2）12 月 3 日 上海・復旦大学で開催された研究会「日本古写本と中国典籍」に参

加し、「古筆手鑑に見る中国古鈔本」と題して研究報告を行った。 

（3）古筆手鑑類収載の漢籍について、現状で確認できる限りの断簡を抽出し、データ

ベース用のデータを作成した。 

（4）30年 1月 30日 当館において、研究代表者、研究分担者とともに関係する漢籍

類の調査を行った。 

（5）研究プロジェクトで発行しているニュースレター第 4 号の記事として田良島哲

「古筆切としての漢籍古鈔本の特徵」を執筆、掲載した。 

【備考】 

科学研究費助成事業 5年計画の 5年目 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

これまで、館蔵品として調査や情報の把握が十分とは言えなかった、漢籍の写本類について、多くの
専門家による調査を実施し、その学術的価値を認識するとともに、ニュースレターや研究代表者、分担
者の論文等により、新たな情報を公表することができた。 
 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1411A8-25 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

科学研究費助成事業5年計画の最終年度である29年度は、調査事例の充実を図るとともに、その結果
をデータとして反映することに努めた。その具体化として、当館所蔵の資料の調査を企画するととも
に、古筆切などの断片的な資料を網羅的に収集することができたので、年度当初想定した成果は実現し
たものと判断する。 
 

上海・復旦大学での研究会 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

① 有形文化財の展覧事業・教育普及活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 ク 日本陶磁における銀彩の美術史的意義について（鹿島美術財団）（(4)-①-1）） 

【事業概要】 

仁清及び京焼の代表的作品を収蔵する東京、京都、金沢、奈良、福岡の各美術館、博物館を対象として調査を行

い、適宜、陶芸作家や修復師といった作陶の専門家に意見を仰ぎながら、日本陶磁における銀彩の技法とその意義

に関する考察を進める。 

【担当部課】 学芸研究部調査研究課 【プロジェクト責任者】 列品管理課平常展調整室主任研究員 三笠景子 

【主な成果】 

8月 31日 大和文華館 仁清作品、中国陶磁（北宋定窯金彩作品）調査 

11月 10日 東京藝術大学豊福誠教授、北野珠子准教授より、制作技法に関するご教示 

（中国陶磁、日本陶磁 計 7点 東京国立博物館所蔵品について） 

11月 15日 佐賀県立九州陶磁文化館、有田市歴史資料館 日本陶磁（伊万里金銀彩作品）調査 

11月 24日 館蔵品 G-5044「瑠璃地金銀彩山水図徳利」の蛍光エックス線分析調査（於 東京国立博物館） 

12月 6日 出光美術館 仁清作品調査  

30年 1月 17日 ＭＯＡ美術館 仁清作品調査 

30年 2月 11日 沖縄県立埋蔵文化財センター 中国陶磁（清朝）、日本陶磁（伊万里金銀彩）調査 

30年 3月 2日 九州国立博物館 日本陶磁（仁清、伊万里銀彩）調査 

30年 3月 16日 石川県立美術館 日本陶磁（仁清、永楽和全作品）調査 

 

   

【備考】 

館外調査 7件 

館内調査 2件 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

中期計画に沿って、①有形文化財の展覧事業・教育活動等に関連する調査研究を実施した。 
29年度は主に 17世紀に焦点をしぼって、京都、九州の主な陶磁作品の調査にあたったが、上記の成

果を受けて、古代より認められる金銀装飾の基本的特徴、及び 17 世紀以降も京焼に引き続き認められ
る銀彩について調査を続け、30年度の考察へつなげたい。 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1411A8-26 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

仁清、及び江戸17世紀の京焼、伊万里焼の代表的な作品群について、金銀彩というこれまでに無かっ
た視点をもって調査を行った結果、同時期に生産された陶磁器の一装飾法ながら、作品ごと、描かれた
文様ごとに異なる賦彩技法を使い分けていることが判明した。また、同時期の動向でありながら、京都
と九州では金銀彩の付された製品の生産状況も異なる。これらは日本陶磁の特色を示す一例であり、引
き続き類品の調査研究を続け、30年度の成果へつなげたい。 

「瑠璃地金銀彩山水図徳利」の蛍光エックス線分析風景 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

① 有形文化財の展覧事業・教育普及活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 ク 上杉家の伝来能楽面の学際的調査研究（野上記念法政大学能楽研究所）（(4)-①-1）） 

【事業概要】 

戦国大名時代からの伝統を有する上杉家に伝来した能狂言面は、戦後その一部が当館の所蔵になった以外、所在

不明である。その所在調査及び上杉家の能道具の解明を目的として、能狂言面のほか、面袋、面箪笥、文献史料の

調査研究を行う。 

【担当部課】 学芸研究部調査研究課 【プロジェクト責任者】 学芸企画部企画課長（兼国際交流室長） 浅見龍介 

【主な成果】 

(1)当館所蔵面の調査 

当館所蔵上杉家伝来能狂言面及びそれらに付属する面袋の調査を行った。この調査の成果が本研究の基礎とな

る。 

(2)上杉家伝来能面の全体像について 

昭和 4 年（1929）に撮影された上杉家の能道具の古写真や、上杉家文書、当館館史資料を調査し、当館所蔵の

上杉家伝来能狂言面との照合を行った。これにより、すべてではないが、散逸したいくつかの面の種類等が判明

した。 

(3)散逸した上杉家伝来面の所在に関する研究 

上記の調査から佐野美術館所蔵の能面の中に上杉家伝来能狂言面があることが分かり、また、上杉家の面箪笥

も同館に所蔵されていることが分かった。また、古写真の調査から、上杉家伝来面の可能性のある面を見出した。 

【備考】 

29年度調査実績 7回、52面及び文書 39件 

本件研究の成果は、30 年 3 月 29 日に法政大学で行われた公開報告会にて発表した。また、より広く成果発信する

ために 30年度に特集として展示に反映させることが決定している。これは上杉家伝来の能狂言面と装束をまとまっ

た形で展示する、初めての機会である。 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

中期計画に沿って、①有形文化財の展覧事業・教育活動等に関連する調査研究を実施した。 
30年度以降は、この成果を踏まえつつ、上杉家伝来能面の全体像の解明に取り組んでいきたい。 
また、他の大名家コレクションにも焦点を当て、研究を進めていく計画である。 
 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1411A8-27 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

これまで上杉家伝来能面の研究はほぼされておらず、そこに焦点を当てたという意味で独創性があ
るといえる。散逸してしまった大名家コレクションに迫る糸口を見出すことができ、一部の面について
は上杉家旧蔵品であることをつきとめた。これは大名家の能楽の実態という点からも、数の少ない金剛
流の能道具の実像という点からも重要な成果といえる。 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

① 有形文化財の展覧事業・教育普及活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 ア 京都周辺出土の考古遺物に関する調査研究((4)-①-1)) 

【事業概要】 

館蔵品を中心に京都周辺出土の考古遺物に関する調査研究を実施し、その成果を当館における展示、講演、論文

などの博物館の事業へ還元する。 

【担当部課】 学芸部 【プロジェクト責任者】 上席研究員 宮川禎一 

【主な成果】 

・国宝展の展示作品のうち京都市左京区上高野出土の国宝「金銅小野毛人墓誌」

についてその出土地と出土の歴史的経緯を調査した。特に江戸時代に墓誌を一

度墓に戻す際に製作された模造の墓誌（木製金箔）を地元の宝幢寺へ調査に赴

いて、その製作・伝来の歴史経緯や墓誌本体との差異などを明らかにした。考

古遺物のレプリカの嚆矢となる作品として今後研究報告を準備している。 

・京都府向日市の物集女恵美須山古墳出土の「変形方格規矩鏡」についてその出

土地を踏査して出土状況の確認を行った。また歴史経緯や同地域から出土の土

器類の追跡調査を行い、その成果を学叢 40 号（30 年 5 月刊行予定）に掲載す

る予定である。 

・新たに寄贈された伝宇治市木幡出土の「越州窯製青磁碗破片」について調査を

行い、藤原氏累代墓地との関連から平安時代半ばに舶載された高級輸入陶磁器

の可能性を検証した。その成果は学叢 40号で報告の予定である。 

・京都市左京区花背別所町の花背別所経塚についてその出土地を京都市教育委員会職員（埋文担当者）とともに踏

査を行い平安時代当時の石積みの所在確認や紀年のある「石柱（経塚標柱石）」の調査を行った。この花背経塚に

ついては今後の埋蔵文化財調査に参加協力する予定である。 

【備考】 

当館の性質上、収蔵の対象は京都周辺の考古遺物が中心となるが、日本全国の考古遺物（北は東北から西は北部

九州まで）にまで徐々に対象を拡大していく必要がある。 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

中期計画に基づき、京都文化を中心とした有形文化財の調査・研究として、館蔵品を中心とする京都
周辺の考古遺物の調査研究を行った。 
30年度以降、量的な面を確保するため、考古展示場の作業と調査研究の時間配分を充分に考え、作品

調査の予定をより計画的に立てることで、その研究および報告を着実に行う。また、調査においては博
物館の科学機器を積極的に活用し、新たな側面からの研究も行う予定である。 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 京都国立博物館 処理番号 1411B1 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

京都における考古学史の一環である国宝「小野毛人墓誌」の複製品に関して新たな発見があったこと
が評価される。 

出土地情報があいまいであった恵美須山古墳出土鏡の出土位置が推定されるようになった。 
伝宇治市木幡出土の青磁破片に関する情報が整理できた。 
花背別所経塚に関して経塚の位置確認が出来、標柱石に関しても新たな知見が得られた。 
考古展示場の撤収展示が頻繁であり、そのために京都周辺出土遺物の研究がその量の面で充分とは

言い難かったが、その制約の中でも新発見や成果報告に繋げるなど、質的な面は担保できた。 
来年度はより計画的に遺物の調査研究を推進し、博物館に備えられたＸ線ＣＴなどの新たな科学機

器を用いて内部構造調査や成分分析を行い研究に活用する予定である。 

花背別所経塚の標柱石（旧福田

寺跡・仁平三年 西暦 1153 年） 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

① 有形文化財の展覧事業・教育普及活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 イ 訓点資料としての典籍に関する調査研究((4)-①-1)) 

【事業概要】 

 漢文を訓読するために施された、「訓点」とよばれる読みを表すための記号は、時代や地域によりかなりの多様性が

あり、その大半は経典・漢籍・和書などの典籍にみられる。これらに付された訓点により、当時の日本人がどのよう

に本文を訓読していたか、あるいは日本語の有り様が判明する。当館では、「守屋コレクション」に代表される、国内

外の良質な古典籍を数多く収蔵することから、それらを中心とする調査研究を行うことにより、得ることの出来た成

果を展示や講演、あるいは刊行など、博物館における事業へと還元する。 

【担当部課】 学芸部 【プロジェクト責任者】 美術室長 羽田聡 

【主な成果】 

 

(1)典籍の研究には、その特質に応じた専門の学識者が不可欠であるため、29年度よりアソシエイトフェローとして採

用した上杉智英（仏教学）のほか、調査スタッフに大阪大谷大学教授の宇都宮啓吾氏（日本語学）を客員研究員と

して迎え、計 10回の調査を実施した。 

 

(2)調査作品は、「涅槃経疏」（館蔵品）や重要文化財「大乗掌珍論巻上」（寄託品）ほか、国宝「伝藤原行成筆 仮名

消息」（個人蔵）など 18件に及び、今後の研究にも資するよう全巻撮影を行った。 

 

(3)国宝「伝藤原行成筆 仮名消息」について、公開機会のほとんどない

作品であるが、本事業の趣旨を所蔵者に伝えたところ、29年度に当館

で実施した展覧会への出陳、さらには詳細な調査及び写真撮影を許可

されたことは特記すべき事項である。 

 

(4)調査対象作品のうち、国宝「伝藤原行成筆 仮名消息」は、所蔵者の

快諾を得て、紙背の漢籍を中心とした史料紹介を当館紀要に掲載する

ことが決定している。また、27年度の研究成果をうけ、当館で購入し

た国宝「漢書楊雄伝第五十七」は、その内容を反映させた解題付きの

書籍を 30年度、勉誠出版より刊行する予定である。 

 

【備考】 

・調査回数  10回 

・調査件数  18件 

・撮影コマ数 約 120カット 

・成果の公開（展示）   1回（特別展覧会「国宝」展、10月 3日～11月 26日） 

・成果の公開（史料紹介） 1 件 上杉智英「鳩居堂蔵『伝藤原行成筆仮名消息』紙背『三宝感応要略録』」（『学叢』

40号、30年 5月予定） 

 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

中期計画に沿って、有形文化財の展覧事業・教育普及活動等に関連する調査研究を実施した。良質な
古典籍を多数収蔵する当館にあって、それらの調査研究を進め、展覧事業などに成果を反映させるため
には、「無理のない継続性」は必要不可欠である。この点を勘案すると、29 年度計画における実績値は
28年度とほぼ同等であるため、順調に進捗し所期の目標は達成していると判断した。また、前中期計画
にあたる 27年度に課題としてあげた「後進の育成」について、アソシエイトフェローを採用することが
出来た点も加味している。 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 京都国立博物館 処理番号 1411B2 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

本事業の大きな目的である作品の調査研究及び成果の公開に照らし、備考欄に記載した調査回数や

件数、あるいは公開のなどの数値を 28年度と比較しても、ほぼ同等の成果をあげることが出来ている

ため、所期の目標を達成していると判断した。 

平成知新館での調査風景 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

① 有形文化財の展覧事業・教育普及活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 ウ 陶磁に関する調査研究((4)-①-1)) 

【事業概要】 

 主に日本国内に伝わる陶磁器（出土品も含）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。 

【担当課】 学芸部 【プロジェクト責者】 工芸室研究員 降矢哲男 

【主な成果】 

(1) 調査  

・30 年 2 月 15 日～16 日に福井市愛宕坂茶道美術館の所蔵品調査を行い、調書を作

成すると同時に記録写真の撮影を行った。  

・28年度に引き続き、近畿地方の江戸時代から続く旧家の所蔵品や金剛寺所蔵の陶

磁器の調査を行い、調書を作成すると同時に記録写真の撮影を行った。（詳細は処

理番号 1411B4及び 1411B5参照）。 

・個人コレクションの陶磁器の調査を行い、写真撮影等を行った。 

(2) 成果内容  

・旧家の所蔵品や金剛寺所蔵の陶磁器などの調査を行い、各所蔵品の全体的な様相

を把握することができた。そこから、陶磁器流通の状況やコレクション形成の過

程について、多くの清朝陶磁が受容されているなど、新たな知見を得ることがで

きた。 

そして、個人コレクションの調査により、作品の寄贈や今後、作品の寄託を受け

る予定もあり、館蔵品で網羅されていない時期や産地の作品の展示が可能となり、

平常展の内容をより充実したものとすることができると思われる。 

また、研究内容の状況を論文等にまとめることにより、日々の研究成果を一般に

公表した。 

【備考】 

(1) 調査回数 20回  

(2) 主な研究発表  

・「鎌倉室町の喫茶文化」土岐市美濃陶磁歴史館 11月 11日 

(3)主な論文執筆  

・「黒いやきものの登場と流行」『天然黒ぐろ―鉄と炭素のものがたり』12月 

・「中国への憧れと日本独自の美意識」『淡交』885号 9月 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

中期計画に沿って、有形文化財の展覧事業・教育普及活動等に関連する調査研究を実施した。今中期

計画の 2 年目として、着実に調査を進め、多くの基礎データの蓄積を行い、研究発表や展示を通じて、

研究成果を着実に還元してきている。また、基礎データの収集を通じて、館蔵品や寄託品の充実を図る

ことができそうである。  

30年度以降も、基礎データの蓄積を継続して進めていくとともに、従来の蓄積データを照らし合わせ

ながら研究を行い、さらなる成果の結実に結び付けていきたい。 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 京都国立博物館 処理番号 1411B3 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

本プロジェクトの主眼は、基礎データを蓄積し、研究を進めることにある。28年度に引き続き、複

数の事例の調査を行うことができた。こうした基礎データの蓄積を継続的に行えたことは大きな成果

である。30年度は、これまでのデータの蓄積を活かした成果発表をより積極的に行っていきたい。ま

た、調査の過程で展示を拡充できるだけの寄託品を受け入れられることとなったことは、大きな成果

であり、このことにより、大規模な展覧会や講演会などの博物館事業の内容を充実させていくことに

繋がることが期待できる。 

愛宕坂茶道美術館調査 

個人コレクション調査 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

① 有形文化財の展覧事業・教育普及活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 
エ 近畿地区（特に京都）社寺文化財の調査研究 河内地域の仏教文化と歴史に関する総合的

研究（科学研究費助成事業）（(4)-①-1)） 

【事業概要】 

 京都国立博物館では長年にわたり、京都を中心とした近畿地区の社寺に伝存する文化財の悉皆調査行ってきた。28

年度からは、4年にわたって科学研究費補助金による助成を受け「河内地域の仏教文化と歴史に関する総合的研究」と

いうテーマのもと、大阪・河内地域に存在する社寺の文化財を中心に調査を行う。 

【担当部課】 学芸部 【プロジェクト責任者】 連携協力室長 淺湫毅 

【主な成果】 

(1)河内地域の社寺調査 

・29年度は 4年計画の 2年目にあたり、河内長野市の所在の天野山金剛寺にお

いて、塔頭の摩尼院を中心に、28年度に続き調査を行った。また、同市観心

寺において第 1 回目の悉皆調査、八尾市教興寺において彫刻作品の調査をお

こなった。 

金剛寺摩尼院本調査    6月 19日～23日  調査作品数 220件 

  金剛寺補足調査     10月 10日～13日  調査作品数  26件 

  観心寺悉皆調査   30年 2月 19日～23日  調査作品数 175件 

  教興寺彫刻調査   30年 2月 26日～27日  調査作品数  10件 

                           合計 431件 

・本調査の成果は、科研の最終年度である 31年度末に発行予定の報告書で公表

する予定である。 

 

(2)過去の調査成果の公表と展覧会への反映等 

・28年度行った金剛寺における社寺調査の成果の一部を、特別展覧会『国宝』（10月 2日～11月 26日）において展示

し、その会場解説及び図録解説等で一般に向け広く公開した。 

・過去に行った京都市内の社寺調査のうち、建仁寺塔頭及び永観堂禅林寺に関して、報告書刊行に向け、これまでに

作成した調書の分類・整理を継続して行った。このうち建仁寺塔頭両足院の報告書を 29年度末に刊行した。 

【備考】 

科学研究費助成事業 4年計画の 2年目 

・調査回数 4回 

・本調査に関しては最終年度に調査報告書を刊行する予定である。 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、課題と対応等 

Ｂ 

中期計画に沿って、有形文化財の展覧事業・教育普及活動等に関連する調査研究の一環として、河

内地域の仏教文化と歴史に関して科学研究費助成事業に申請し、それに基づく調査研究を実施した。

本事業は4年計画であり、初年度から3年度にかけては各年度毎に1ヶ所以上の寺院を当該地域から選

択し（28年度は金剛寺、29年度は観心寺）、全研究員参加による悉皆調査を行う予定である。29年度

に関しては当初の予定どおり、金剛寺の補足調査と、観心寺宝物館の悉皆調査を行い、それに加えて

教興寺の彫刻調査を行い、総計431件にのぼる多数の文化財を調査し資料を収集できた。30年度につ

いても引き続き観心寺・教興寺の悉皆調査を行う予定である。 

過去に行った調査寺院の補足調査に関しては、河内地域の調査に重点を置いていたため十分には行

うことができなかったものの、調書の整理等に関しては継続して行い、建仁寺塔頭両足院の報告書を

刊行することができた。 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 京都国立博物館 処理番号 1411B4 

評定 判定の理由、課題と対応等 

Ｂ 

科学研究費助成事業4年計画の2年目である29年度は、河内長野市の金剛寺において塔頭摩尼院の悉

皆調査と本坊の補足調査を行った。それぞれの調査で、金剛寺が所蔵する文化財ついては一部を除き

ほぼ調査を行うことができ、報告書刊行に向けての調書作成及び写真撮影を終えることができた。ま

た、河内長野市の観心寺において第1回目の悉皆調査を、宝物館の収蔵作品を中心に行い、報告書刊

行に向けての調書作成及び写真撮影をすることができた。あわせて、これらの情報をデジタルデータ

として入力し、資料の整理をおこなった。 

摩尼院での調査風景 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

① 有形文化財の展覧事業・教育普及活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 オ 幕末近代の商家が伝えた文化財の総合調査（科学研究費助成事業）((4)-①-1)) 

【事業概要】 大型の寄贈案件である「貝塚廣海惣太郎家コレクション」について、大阪府貝塚市の旧家の五つの土

蔵が伝えた大量の文化財の調査を、科学研究費助成事業と併せて実施する。所蔵者の意志のもと寄贈先を検討し、当

館への寄贈分は、搬入後に燻蒸した上で本格清掃を施し、受贈手続きを経て収蔵品として整備する。29 年度中に寄贈

顕彰の展覧会を開催する。 

【担当部課】 学芸部 【プロジェクト責任者】 教育室長 永島明子 

【主な成果】 

廣海家は江戸時代後期に米穀や肥料の問屋として身を起こし、幕末に廻船問屋として活躍した後、仲買、株式投資、

銀行経営などに転じてその資本により地域の近代産業の発展に寄与した商家である。当館は 24年度に調査を開始し、

作業効率の向上をめざして 27 年度からは採択された科学研究費助成事業と併せて事業に取り組み、28 年度までに書

画・工芸・考古・歴史資料の収蔵品 884件と教育事業や茶会等のイベントで用いる備品 279件を受贈してきた。 

29 年度は金工 51 件、陶磁 97 件、漆工・木竹工 7 件、染織 6 件の計 161 件の収蔵品と、1 件の備品を受贈した。ま

た図録用撮影を進め、117件を「貝塚廣海家コレクション受贈記念特別企画 豪商の蔵―美しい暮らしの遺産―」と題

した展覧会として一般公開し図録に収めた。併せてコレクションの概要を「廣海家の蔵が伝えたもの」に、調査報告

を「土蔵から展示室へ」としてまとめ、受贈の収蔵品全 1045件の一覧とともに図録に掲載した。さらに一般観覧者向

け講座「土蔵は大きなタイムカプセル！―旧廻船問屋、貝塚廣海家からの大型寄贈を記念して―」、「商家に伝わった

やきもの」、「御所人形の展開」や、受贈の備品を用いた呈茶会も開いた。足掛け 6 年に及んだ調査の後、展覧会の閉

幕を見届けるように寄贈者が亡くなられたが、ご生前に展覧会の成功を報告し、感謝を伝えることができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   展覧会ポスター     図録       展覧会場風景       廣海家の屋敷（調査先） 

【備考】 

 当館の収集対象でない文化財について、堺市博物館など、他館への寄贈をとりまとめることもできた。 

 特別企画図録『貝塚廣海家コレクション受贈記念特別企画 豪商の蔵－美しい暮らしの遺産－』30年 2月 3日 
 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

中期計画に沿って、有形文化財の展覧事業・教育普及活動等に関連する調査研究を実施した。 

・最終的に1045件の収蔵品と280件の備品の寄贈を受けた。 

・科学研究費助成事業の最終年度にあたって、目標の展覧会の開催を実現したうえ、図録も作成し、一

般観覧者への普及教育のみならず、文化財行政の関係者に対しても、今後いっそうの消滅が予想され

る旧家の土蔵の調査について、ひとつのモデルケースを提示することができた。 

・寄贈点数があまりに多かったため、今回の展覧会では1/9程度を披露したにすぎない。今後は、30年度

にすでに計画されている展示を含め、当館の平常展での活用や他施設への貸与等も行っていきたい。 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 京都国立博物館 処理番号 1411B5 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

科学研究費助成事業3年計画の最終年度である29年度は、当初の計画どおり調査をすすめ、162件に
ついて所定の手順を踏んで寄贈を受けた。これまでに合計1045件の収蔵品と280件の備品が廣海家から
寄贈されたことになり、幕末から戦前期の関西の商家が用いた品々をその背景ごと概観できるコレク
ションを形成できた。これをもとに展覧会を開催し、図録をまとめ、各分野の担当研究員による講座
を開き、さらには備品として寄贈された茶道具で呈茶会を開催し、広く社会へ調査の成果を還元する
ことができた。その大きな反響はインターネット上でも確認できる。多くの文化財が、それを用いた
環境から切り離されて博物館施設に収蔵されるが、本件は、廣海家の暮らしの記憶を纏ったまま、ひ
とまとまりで収蔵された点が特異である。調査には多くの学生も参加しており、調査の手法や姿勢を
伝授することもできた。また図録に調査報告を掲載したことで、今後、類似の案件に遭遇する文化財
関係者に、ひとつのモデルケースを提示できたと考える。展覧会の開催を目標としていたが、国宝展
などで多忙を極めたなか図録の作成も達成したため、所期の目標を上回る成果が得られたと判断する。 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

① 有形文化財の展覧事業・教育普及活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 カ 日本の宮廷装束・調度に関する基礎的研究（科学研究費助成事業）((4)-①-1)) 

【事業概要】一般には目に触れる機会がほとんどない日本の伝統的な宮廷装束及び調度について所蔵調査を行い、

基礎的な情報を記載した調書を作成する作業により、宮廷の物質文化の実像に可能な限り迫る。その成果を報告書

や展示として紹介し、日本民族が培った美意識を広く伝える。 

【担当部課】 学芸部 【プロジェクト責任者】 工芸室長 山川曉 

【主な成果】 

学術研究助成基金助成金事業の 3 年計画の 3 年目である 29 年度は、28 年度に引き続き、当館が所蔵する歴史分

類作品群のうち、宮廷装束及び調度の悉皆調査を継続して行うとともに、それらがどのように館蔵品として受け入

れられたかについて、当館所蔵の行政文書によって確認した。悉皆調査を行う中で、宮廷において日常的に用いら

れた調度や装束は、束帯装束に用いる平緒のように特殊なものをのぞけば、江戸時代を遡る違例が極めて少ないこ

とが改めて浮き彫りとなった。また、江戸時代に京都御所で用いられていた調度や装束のほぼすべてが、宮内庁、

東京国立博物館、当館の三所に分蔵されていることが明確になった。 

あわせて、現存する宮廷関係作品のデジタル・データベースの作成に向け、他機関所属宮廷関係作品の文字情報

のデジタル化を行った。これらの調査から、本年をもって助成研究はひと区切りとなるため、これまでの研究成果

を盛り込み、平成知新館において特集展示「御所文化を受け継ぐ 近世・近代の有職研究」（12月 19日～30年 1月

28日）を開催し、鑑賞ガイドを作成するとともに、関連講座を開講した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

調査風景                    展示風景 

【備考】科学研究費助成事業の 3年計画の 3年目 

・京都国立博物館が所蔵する歴史分野作品の調査（調書作成・簡易デジタル画像の撮影） 

調書 120件 画像 591カット 

・当館所蔵作品の保存公開用画像 10件（81カット） 

・他機関所蔵作品のリスト：1機関 45件 

・特別展示 御所文化を受け継ぐ 近世・近代の有職研究  

展示作品：41件    鑑賞ガイド「御所文化を受け継ぐ」：25000部  

関連土曜講座：2回  「京都御所旧蔵品と国立博物館」（30年 1月 30日）（山川曉）  

「近代の有職故実―江戸時代から伝えられた雅び―」（30年 1月 20日）（田中潤氏） 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

京都文化の根幹を成す宮廷に関わる研究であり、中期計画における趣旨に即した調査研究を実施するこ

とができた。館蔵の宮廷調度・装束については、精粗はあるもののすべての調査を完了した。現在把握

できた作品の文字情報による簡易データベースを作成した。今後は、この成果を活用し、毎年年初の開

催を恒例としている皇室関係の展示を構成していく。データベースは今後も拡充を続け、伝世する宮廷

装束、調度の集成を目指す。 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 京都国立博物館 処理番号 1411B6 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

科学研究費助成事業3年計画の3年目である29年度は、作品調査を下半期に集中して行えたため、こ

れまでの遅れを取り戻すことができた。これらの成果を簡易データベースにまとめた。この助成研究

が実施される間、皇室をめぐる報道が増したため、宮廷への関心が高まる中、時宜を得た研究課題と

なった。研究成果を展示に結びつけ公開として、特集展示および講座を開講することにより、調査内

容を広く社会に還元することができた。 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

① 有形文化財の展覧事業・教育普及活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 キ 長尾雨山の中国書画受容に関する基礎的研究（科学研究費助成事業）((4)-①-1)) 

【事業概要】 

 大正から昭和にかけて数多く中国書画が日本に将来された背景を、「京都学派」の漢学者にして書画鑑定に秀でた長

尾雨山（1864～1942）の業績を再検証することにより明らかにする。膨大な書簡や詩文稿、書画作品など雨山に関す

る一次資料の整理と調査を核とし、断片的な紹介にとどまっていた雨山の業績と思想を総合的に理解するための基礎

的研究とする。 

【担当部課】 学芸部 【プロジェクト責任者】 列品管理室主任研究員 呉孟晋 

【主な成果】 

29年度は 3ヵ年計画のうちの最終年度にあたる。27年度および 28年度から継続して、

29 年度では長尾雨山関係資料の目録刊行に向けた整理作業に注力した。その結果、詩文

草稿については雨山が明治 36年（1903）から大正 3年（1914）の約 11年にわたる上海居

住期をのぞく前後の期間、すなわち若年期と晩年期のものが充実していることがわかっ

た。内容としては、中国書画鑑定にかかわるもののほかに、自作の詩文、著名人士の略伝

なども数多く含まれている。高松藩の儒学者の家系にあることを自覚して、儒学を基盤と

する漢学の修養が終生変わらず雨山の詩文に貫かれていることが確認できた（図版）。 

(1)目録の精査：これまでの目録の改訂をすすめる一方で、上述のように草稿の執筆時期

についても検討をおこなった。この作業では、これまでに引き続き、西上実・京都国

立博物館名誉館員の協力を得た。 

(2)報告書の刊行：（1）での作業をもとにして、刊行に必要な項目の加除をおこなった。

あわせて、重要と判断した資料の写真撮影をすすめた。報告書は「長尾雨山関係資料

目録」として 30年 3月に刊行した（全 174頁）。 

(3)研究成果の発表：発表の場を 3 回得て、それぞれ異なる聴衆向けに研究成果を発信す

ることができた。11月に中国・北京で渥美国際交流財団関口グローバル研究会が主催

した国際研究集会「第 11 回ＳＧＲＡチャイナ・フォーラム」（於北京師範大学）では

中国人研究者及び学生向けに、30 年 1 月に立命館大学が主催した「立命館土曜講座」

（於立命館大学衣笠キャンパス）では国内の一般市民を対象に漢学者としての長尾雨

山の思想を紹介した。3 月には、明治美術学会の研究会（於西宮市大谷記念美術館）

にて大学や博物館・美術館関係者向けに 3年間の研究成果を発表した。 

【備考】 

科学研究費助成事業の 3年計画の 3年目 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 
中期計画に沿って、有形文化財の展覧事業・教育普及活動等に関連する調査研究を実施した。最終年度

での事業である成果公開のための目録刊行をした後、所蔵者と協議して資料の有効活用に向けての方策を
探る。調査の成果は、当館の特集展示などをとおして広く一般に公開することを計画する。 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 京都国立博物館 処理番号 1411B7 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 
科学研究費助成事業3年計画の最終年度である29年度は、中間年度の成果を引き継ぎ、目録の精査、報

告書刊のための準備、研究発表をおこなうことができた。研究の取りまとめと情報発信を主眼とし、期
限内に資料の全体像を把握するという所期の目標を達成した。 

図版：（上）「五経」（箱と冊子） 

（下）箱蓋裏墨書 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

① 有形文化財の展覧事業・教育普及活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 
ク 近世期に作成された、書画の「極書」に関する基礎的研究（科学研究費助成事業）

((4)-①-1)) 

【事業概要】 

 書画に付属する極書のうち、近世期に作成されたものを対象として、主に書誌学的観点から形式等の諸データに

ついて分類・整理を行うことで極書を史料として扱うための基礎的研究とする。作品の伝来・伝承等に関する情報

抽出にとどまっていた極書そのものを研究対象とし、将来的には鑑定行為全般の文化史的意義の研究へと発展させ

ることを目指す。 

【担当部課】 学芸部 【プロジェクト責任者】 美術室研究員 福士雄也 

【主な成果】 

29年度は 4年計画のうちの 2年目にあたる。28年度に引き続き、当館に収蔵される作品及び京都近郊に所在する

作品を中心に極書の調査を行い、基礎データの収集を行った。 

(1)作品及び極書双方の作者・内容について基本的な情報を整理、目録化を進

め、30件の作品を目録化することができた。 

(2)数値データや文字情報の記録に加え、極書の詳細な写真撮影を進め、相互

の比較考察を可能とする画像データの蓄積を行った。 

(3)作品研究と同様、極書の研究を行うにあたっても基準となる資料の選定が

必要となる。極書制作者が当該作品を実見していたことが別の史料から裏

付けられる基準的事例（挿図）を調査し得たことは、今後研究を進めるう

えで大きな成果と言える。 

(4)極書の形式は、その制作者あるいはその制作者が所属する集団によってか

なりばらつきがあるように見受けられる。それぞれの制作者・集団ごとの

形式に注目する必要がある一方で、相互の影響関係についても考察すべき

課題であるとの見通しが得られた。 

(5) 30 年度の調査候補作品として約 40 件をリストアップし、効率的な調査

研究を進めるための準備を行った。 

【備考】 

科学研究費助成事業の 4年計画の 2年目 

・目録化した作品：30件 

・撮影カット数：約 150カット 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

中期計画に沿って、有形文化財の展覧事業・教育普及活動等に関連する調査研究を実施した。 

30年度は、京都近郊での調査に加え、関東・東海・九州地方でも集中的に調査とデータの目録化を進

める。調査データの偏向を確認し、必要なデータの収集に努める。 

31年度は、引き続き必要なデータの収集に努めるとともに、蓄積されたデータの整理と形式の統一、

画像の調整等を行う。展示・報告書等を通じて研究成果を公表する。 
30年度の調査対象作品には極書が付属することがほぼ確実であり、有益なデータが得られるものと期

待される。 
あわせて、史学および古文書学等での関連研究についても調査を進め、史料の収集とともに研究考察

の前提となる情報の把握に努める。 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 京都国立博物館 処理番号 1411B8 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

科学研究費助成事業4年計画の2年目である29年度は、28年度に引き続き調査した作品・極書の諸デー
タについて目録化を進め、その過程で分類・整理に必要な項目についても随時更新を行った。蓄積され
たデータはまだ充分ではないが、相互の差異を比較考察するに足る量の史料が集まりつつある。 
極書の形式には制作者およびその所属する集団（流派）により様々な相違点が見受けられ、特に、極

書を数多く残している狩野派および古筆家に特に注目しながら調査を進めることにより、研究上有効
な手掛かりが得られるとの見通しが立った。 
研究上の基準となる史料を調査し得たことは大きな成果であった。30年度以降に極書が付属するこ

とが判明している作品を狙い調査を進めていく。 

狩野常信による添状 

（雪舟筆「倣夏珪山水図」の付属資料） 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

① 有形文化財の展覧事業・教育普及活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 ケ a.特集展示｢鳥羽伏見の戦い」に関連する調査研究((4)-①-1)) 

【事業概要】 

大政奉還１５０年記念事業（京都市主催）の一環として当館では特集陳列として「大政奉還１５０年記念 鳥羽

伏見の戦い」を開催するための調査研究を行った。 

【担当部課】 学芸部 【プロジェクト責任者】 上席研究員 宮川禎一 

【主な成果】 

鳥羽伏見の戦いは大政奉還後の主導権争いの結果、旧幕府側が京都回復を目指して大

坂城から兵を京都に進め、慶応 4年(1868)1月 3日に京都南郊の鳥羽街道上で入京を阻

止しようとする薩摩藩兵との間で戦端が開かれたもので、薩長主体の京都側（官軍）が

勝利したことによって徳川の時代は終焉し、近代日本が始ったとされる重要な戦争であ

った。 

この「鳥羽伏見の戦い」に関する資料として、京都市の城南宮所蔵品、同市御香宮所

蔵品および大阪市の個人所蔵品の調査を行った。城南宮では薩摩藩兵関係の書簡や隊

旗・鉢振（写真）、御香宮では鉄製砲弾（丸弾・会津藩所用）、さらには個人所蔵品では

鳥羽伏見の戦いの錦絵や瓦版類などである。 

特に、5月には城南宮において「薩摩藩伏見屋敷総図」の存在が確認されたことは特

筆される。薩摩藩伏見屋敷は鳥羽伏見の戦いで旧幕府軍側に焼き討ちにあった屋敷であるとともに、慶応 2 年

(1866)1 月 24 日に伏見寺田屋で襲われた坂本龍馬と三吉慎蔵を収容し匿った歴史的事件の舞台となった場所であ

る。その絵図面をはじめて詳細に調査してその歴史的意義を記者発表（城南宮主催）した。 

これらの調査成果をもとに平成知新館特別展示室において特集展示「大政奉還 150 年記念 鳥羽伏見の戦い」（7

月 25 日～9 月 3 日）を開催した。歴史史料・錦絵・軍旗・砲弾など約 30 点を展示して広く観覧者に観ていただい

た。 

8月 19日には土曜講座で「鳥羽伏見の戦いの戦場をたどる」として展示担当者が来館者向けの講座を行い展示の

理解を補助した 

【備考】 

京都市が主催した大政奉還 150 年記念プロジェクトの一環として開催した。大政奉還そのものを歴史史料から展

示することが困難であったため、大政奉還が引き起こした徳川方と薩長討幕方との軋轢の結果である「鳥羽伏見の

戦い」を絵画・文書・遺物から展示することとなった。 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

中期計画におけるに基づき、京都文化を中心とした有形文化財の調査・研究を実施し、順調に達成し
た。 
京都国立博物館収蔵史料のうち有名な重文「坂本龍馬関係資料」については 28 年度から特別展覧会

「没後 150年 坂本龍馬」として京都国立博物館を皮切りに、長崎市歴史文化博物館・江戸東京博物館・
静岡市美術館を巡回し、大きな反響と多数の来館者（総数 28万人余）を得た。今回の特集展示「大政奉
還 150 年記念 鳥羽伏見の戦い」はそのスピンオフ的な位置づけであり、龍馬展の準備がその準備であ
ったとすることができる。 
美術作品が中心となりがちな博物館展示において「歴史展示」というものの位置づけを示すことがで

きたことは今後の展示のありかたを考えるうえで参考になった。 
 

【書式Ｂ/博】 施設名 京都国立博物館 処理番号 1411B9-1 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

夏休みの時期の開催に伴い中学・高校生にも理解できるように、平易な解説文とビジュアル重視で展
示作品を選定したところ、自由研究のために訪れた中高生の姿も多く見られたのでその点は評価でき
る。 
また「鳥羽伏見の戦い」が京都の地元に関する歴史事象であるため、当館での開催が相応しいもので

あったと考えられる。 
歴史展示の困難さはあるが、薩摩藩の無名の兵士の故郷への書状は慶応4年(1868)1月5日付で明日の

淀城攻を前に書かれたいわゆる「遺書」であり、その内容は時間を越えて普遍性をもつものであったこ
とを紹介できた。 
鉄製砲弾を2個展示したが、ひとつは会津藩が使用した丸弾（御香宮蔵）、もうひとつは椎実形の砲弾

（四斤山砲用・城南宮像）で薩摩藩側の砲弾である。両者を並べることによって旧幕府側と薩摩側の軍
装兵器の差異を示すことが出来た。 

29年年末から30年年始にかけて鳥羽伏見の戦い150年目の様々な行事がある中で、本展示がそのさき
がけとなり時機を捉えたことから、雑誌・テレビの取材があり、雑誌記事やテレビ番組の源泉となった
ことも評価できる。 

京都市城南宮における薩

摩藩軍旗（遊撃隊）の調査 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

① 有形文化財の展覧事業・教育普及活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 
ケ b.特集展示「京博すいぞくかん―どんなおさかないるのかな？」に関連する調査研究

((4)-①-1)) 

【事業概要】 

本事業は博物館と水族館が協力し、それぞれの視点から互いの研究対象・収蔵品を見直し、展示に還元すること

で、来館者が未知の分野への関心を深めるきっかけとなることを目指し、当館では特集展示「京博すいぞくかん―

どんなおさかないるのかな？―」を、京都水族館では連携企画イベント「すいぞくかんとはくぶつかん」を実施し、

両館で講座、体験イベント等の多様なイベントを行った。 

【担当部課】 学芸部 【プロジェクト責任者】 教育室研究員 水谷亜希 

【主な成果】 
(1)京都国立博物館では、特集展示「京博すいぞくかん―どんなおさかないるのかな？―」（7

月 25日～9月 3日）を実施。水生生物に関わる収蔵品を展示し、子ども向けのキャプショ

ンと水族館館長による「ひとこと解説」を掲示した。 

(2)上記に関連して、土曜講座、水族館館長によるギャラリートーク等を実施した。あわせて

期間中はミュージアム・カートに、関連する教材（貝合わせ・鮫皮）を設置し、京博ナビ

ゲーターが対応した。また、展示を楽しむための鑑賞ガイド「トラりんと見てみよう！ど

んなおさかないるのかな？」を発行・配付した。 

(3)京都水族館では、連携企画イベント「すいぞくかんとはくぶつかん」（7月 1日～9月 3日）

を実施、水槽の前に美術品と実際の生物を比較できる解説パネルを設置した。 

(4)上記連携企画イベント中に、京都水族館主催で、クイズラリー、「絵画コンテスト＆フォト

モザイクアート」、「描いて撮って！お絵かきワークショップ」、「京都水族館下村実館長×

京都国立博物館研究員トークイベント」が行われた。 

(5)調査の結果、本事業が両館において従来とは異なる層の来館に繋がったことが分かった。特に博物館では、子ども（小学生以

上高校生以下）の来館者数が、前年度の同時期に比べて 1.5 倍（閉館日の子ども招待イベントを含めると 2 倍）になるという

効果が見られた。 

(6)これまで不明だった画中の魚種が特定され新知見が得られたほか、水族館・博物館でのみ把握されていた事柄が共有されるこ

とで、両者の研究が促進されるという成果もみられた。 

【備考】 
平成 29年度文化庁地域の核となる美術館・歴史博物館支援事業（2,568,000円）として実施した。 

(1)特集展示「京博すいぞくかん―どんなおさかないるのかな？―」：36日間・40,911人 

(2)関連土曜講座：2回・159人／ギャラリートーク：5回・41人／貝合わせで遊ぼう！：2回・113人 

トラりんの水族館への出張：3回／ミュージアム・カート（貝合わせ・鮫皮）：36日間／リーフレット：7,000部 

(3)連携企画イベント「すいぞくかんとはくぶつかん」：65日間・322,000人 

(4)クイズラリー：7,071人／絵画コンテスト＆フォトモザイクアート：3,370人／ワークショップ：約 800人 

トークイベント：1回 

・新聞取材：3件（毎日新聞、産経新聞、京都新聞）／・広報掲載：38件／・他館調査：2件 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

中期計画に沿って、有形文化財の展覧事業・教育普及活動等に関連する調査研究を実施した。中期計

画の教育普及活動では「展示」を想定していなかったが、今回、水族館との連携の機会を得て、新しい

取り組みに挑戦することができた。これまでの活動では、すでに計画された展示を分かりやすく伝える

ことに注力してきたが、企画段階から初心者を意識したテーマ設定も効果的であることが確認された。

このことにより所期の目標を上回る成果を得ることができた。今後、収蔵品を活用した入門的な展示を

企画するなどの活動を行っていきたい。 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 京都国立博物館 処理番号 1411B9-2 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

当館で初めて「子ども向け」と銘うった展示を実施した。他分野の展示施設と連携することで新た

な来館者を博物館に招き入れることができた。事業はおおむね好評であったが、来館者の動向を観察

した結果、展示・解説文による鑑賞は小学校高学年以上でないと難しいこと、それ以下の年齢の子ど

もに向けては体験・対話によるイベントが有効であることが実際に確認できたため、今回得られた知

見を今後の教育普及活動に反映していきたい。 

両館のチラシ 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

① 有形文化財の展覧事業・教育普及活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 a.東アジアにおける繍仏の基礎的研究（科学研究費助成事業）((4)-①-1)) 

【事業概要】 

 本研究は、刺繍により仏教尊像や仏教的主題を表した「繍仏」について、日本中世～近世期を中心に、同時期の

中国・朝鮮半島など東アジアの作例をも視野に収めつつ、現存作例の調査に基づいて図像・技法・様式を分析する

ことで、仏教絵画史及び染織史の観点から同時代繍仏を総合的・体系的に捉えることを目的とするものである。   

【担当部課】 学芸部 【プロジェクト責任者】 企画室長 伊藤信二 

【主な成果】 

 本研究は当初、28年度までの 4年計画であったが、調査の中でそれまで未調査・未照会である作品が多数存在す

ることが判明したため、調査研究機関を 29年度まで 1年間延長した。 

国内に所在する中世～近世期の作品について実見調査を実施した。主な作品は以下の通りである。 

・重要文化財「刺繍阿弥陀三尊図」1幅（石川・西念寺蔵） 

 ・刺繍種子阿弥陀三尊図 1幅（大阪・金剛寺蔵） 

 ・刺繍種子阿弥陀四尊図 1幅（京都・智恩寺蔵） 

 ・刺繍釈迦涅槃図 1幅 （千葉・松翁院蔵） 

 ・刺繍釈迦涅槃図 1幅 （岐阜・盛巌寺蔵） 

 ・刺繍釈迦八相涅槃図 1幅 （京都・天龍寺蔵） 

  ・刺繍種子幡 10流   （滋賀・石道寺蔵） 

 

刺繍釈迦涅槃図 1幅 （千葉・松翁院所蔵）は縦が

3メートルを超える大型の刺繍涅槃図（江戸時代・17世

紀）であり、浮世絵師として著名な菱川師宣とその父吉

左衛門が共同制作した作品として、近年注目されてい

る作品である。 

大型で全体像の写真撮影や調査が困難であったため、大型スキャナーを現地に設置し、高精細の画像を撮影した。 

【備考】 

・現地調査 13回 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

 Ｂ 

中期計画に沿って、有形文化財の展覧事業・教育普及活動等に関連する調査研究を実施した。 

本研究は刺繍により仏教尊像や仏教的主題を表現した「繍仏」について、日本中世～近世期を中心

に、同時期の中国や朝鮮半島など、東アジアの作例をも視野に収めつつ、現存作例の調査に基づいて図

像・技法・様式を分析し、繍仏を総合的・体系的に捉えることを目的とするものであり、29年度も28年

度に引き続いての実見調査と、最終年度であることを踏まえた整理を実施することができた。 

 いくつかの作品については奈良国立博物館との共同調査を実施し、同館で30年度に予定されている特

別展にも資するものとなった。 

 繍仏については、研究代表者が平成17年(2005)刊行した書籍『繍仏』以降も未発掘作品が多く発見さ

れている繍仏研究に寄与するものと考える。特に近世期の繍仏作品はほとんど調査研究の埒外に置かれ

てきたこともあり、新たな作品の発見や報告を促す契機を作ったといえる。 

 本研究は、今後繍仏作品の大規模展覧会が開催される上で最新の所在情報や成果を提供することに大

きく資すると思われる。 
 

【書式Ｂ/博】 施設名 京都国立博物館 処理番号 1411B10 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

調査研究期間を1年延長し、科学研究費助成事業5年計画の5年目となる29年度は、28年度に引き続

き日本国内所在の繍仏作品の実見調査を実施するとともに、これまで調査した作品データの整理を実

施した。日本中世～近世期の繍仏を中心に、同時期の中国など東アジアの作例をも視野に収めつつ、

現存作例の所在を網羅するという作業は従来ほとんど行われてこなかったこともあり、本研究の意義

と成果は大きい。 

 浮世絵師として著名な菱川師宣とその父吉左衛門が共同制作した作品として、近年注目されている

刺繍涅槃図について、大型スキャナーを現地に設置し、高精細の画像を撮影できたことも大きな成果

であった。この調査研究によって重要性が認識された結果、30年7月～8月に奈良国立博物館で開催さ

れる特別展に出品されることとなった作品も少なくなく、研究代表者は当該展覧会図録において調査

をふまえた論考を発表する予定である。 

刺繍涅槃図（松翁院） 

スキャナー撮影 
重要文化財「刺繍阿弥陀

三尊図」（西念寺） 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

① 有形文化財の展覧事業・教育普及活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 
b.思渓版大蔵経刊行実態の解明－目録と遣例による実証的研究（科学研究費助成事業）((4)-

①-1)) 

【事業概要】 

本研究の目的は、思渓版大蔵経の目録である台北故宮博物院蔵南宋刊本(故宮本)の書誌学的研究、並びに故宮本と

本来一具であった中国国家図書館蔵思渓版大蔵経の原本調査により、目録と現存状況の乖離の原因を究明し、思渓版

大蔵経刊行の実態を実証的に解明することである。 

【担当部課】 学芸部 【プロジェクト責任者】 企画室アソシエイトフェロー 上杉智英 

【主な成果】 

(1)28年度に閲覧調査を行った京都大学附属図書館蔵『思渓版目録』写本について、

29年度は内容を検討し、以下の点を明らかにした。 

・京大本が現在の思渓版研究の基礎資料とされる『大正新脩大蔵経』所収本（大正

蔵本）の底本であること。 

・京大本の底本は南宋刊本である故宮本であること。 

・故宮本には後代の補写箇所があるが、京大本・大正蔵本では刊刻・補写箇所の弁

別が不能であること。 

上記成果を「大正蔵本『安吉州思渓法宝資福禅寺大蔵経目録』の底本とその問題

点」として日本印度学仏教学会第 68回学術大会（9月 2日於花園大学）にて発表、

『印度学仏教学研究』第 66巻第 2号(30年 3月)に「大正蔵本『後思渓録』の祖本

とその問題点」(84－89頁)として投稿、掲載された。 

 

(2)岩屋寺所蔵の原本、及び国際部教学大学院大学所蔵の画像データにより、岩屋寺蔵思渓版本『大宝積経』120 巻に

附される康永年間の奥書 94点を確認、翻刻することで、来歴と転読の実態を明らかにした。 

 

【備考】 

・科学研究費助成事業の 4年計画の 2年目。 

・国際仏教学大学院大学日本古写経研究所において思渓版本の調査（5月 13日、11月 11日、30年 1月 19日）。 

・岩屋寺において思渓版本の調査（8月 1日、30年 3月 23日～25日）。 

・国際仏教学大学院大学日本古写経研究所主催の国際シンポジウムに参加（7月 28～29日）。 

・花園大学において日本印度学仏教学会第 68回学術大会（9月 2日）へ参加し、「大正蔵本『安吉州思渓法宝資福禅寺

大蔵経目録』の底本とその問題点」を発表。 

・『印度学仏教学研究』第 66巻第 2号(30年 3月)に論文「大正蔵本『後思渓録』の祖本とその問題点」掲載。 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

中期計画に沿って、有形文化財の展覧事業・教育普及活動等に関連する調査研究を実施した。思渓版

の目録と現存状況との乖離の原因究明を目的とする本研究にあって、従来、無批判に使用されてきた大

正蔵本の目録の祖本が故宮本であること、故宮本に後代の補写が認められることを明らかにし得たこと

は、問題の核心部を指摘するものである。30年度は現地に赴き故宮本の調査、及び補写部分の底本を検

討することで問題を解決し、最終年度である31年度に報告書としてまとめたい。 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 京都国立博物館 処理番号 1411B11 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

科学研究費助成事業4年計画の2年目であるが、研究の進捗状況としては、28年度の成果を踏まえた

研究発表、論文執筆・公開ができ、未だに現存状況の確認がなされていない岩屋寺蔵本に対して、奥

書94点を確認することで来歴と転読の実態を明らかにし得た点など、順調に成果が上がっている。 

岩屋寺調査風景 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

① 有形文化財の展覧事業・教育普及活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 ア 復元模写制作に伴う仏教絵画の調査研究（(4)-①-1）） 

【事業概要】 

 仏教絵画の制作当初の姿を復元的に描く模写制作に際し、現状では変色や剝落によって肉眼の観察のみでは判別で

きなくなっている料絹・料紙や顔料などの素材について、事前に高精細デジタルカメラや蛍光 X 線分析器等を用いた

光学的調査を入念に実施し、そこで得られたデータを模写制作に活用・公開する。 

【担当部課】 学芸部 【プロジェクト責任者】 教育室長 谷口耕生 

【主な成果】   

(1) 愛知県立芸術大学が進める当館蔵大仏頂曼荼羅復元模写制作の

基礎資料を提供するために高精細デジタルカメラ等の光学機器

を用いた顔料調査を実施し、制作が進められた復元模写と原本と

の詳細な比較検討を行った（5月 12日）。 

 

(2) 東京藝術大学の大学院生が行う信貴山縁起絵巻模写制作のため、

高精細デジタル画像の撮影及び同絵巻山崎長者巻の原本熟覧調

査を 2度実施した（5月 25日・9月 11日）。 

 

(3) 文化庁によって制作が進められた薬師寺所蔵板絵神像復元模写

の高精細デジタルカメラを用いたカラー画像撮影及び近赤外線

撮影を伴う原本調査を実施した（9 月 7 日・11 月 7 日）。同復元

模写を出陳する修理完成記念特別陳列「薬師寺の名画－板絵神像

と長沢芦雪筆旧福寿院障壁画－」（30年 2月 6日～3月 14日）を

開催し、図録に高精細カラー画像及び模写制作過程で得られた最

新の知見を掲載した。 

 

 

【備考】 

調査回数：5回（5月 12日：大仏頂曼荼羅調査、5月 25日・9月 11日：信貴山縁起絵巻調査、9月 7日・11月 7日：

薬師寺板絵神像調査） 

調査作品数：3件（大仏頂曼荼羅 1幅、信貴山縁起絵巻山崎長者巻 1巻、薬師寺板絵神像 6面） 

論文発表：1件「薬師寺板絵神像の模写制作」『薬師寺の名画－板絵神像と長沢芦雪筆旧福寿院障壁画－』特陳図録 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

大仏頂曼荼羅、信貴山縁起絵巻、薬師寺板絵神像という当館を代表する館蔵・寄託品について復元模

写を制作するにあたり、愛知県立芸術大学、東京藝術大学、文化庁とともに精度の高い光学的調査を実

施し、その成果に基づいて研究会等を重ねながら彩色等の復元的考察を加え、着実に復元模写制作に寄

与することができた。30年度以降も、愛知県立芸術大学や東京藝術大学など芸術系大学による復元模写

制作に積極的に寄与できるよう、引き続きこれまでと同様の光学的調査をはじめ各種の調査研究を実施

することで、中期計画の達成を目指す。 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 奈良国立博物館 処理番号 1411C1 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

当館の館蔵品である大仏頂曼荼羅の復元模写を愛知県立芸術大学が制作するにあたり、同大学と共

同で各種の光学的調査を実施し、そこで得られた成果に基づいて制作当初の顔料を復元的に考察し、

復元模写制作につなげることができた。また、東京藝術大学大学院生による信貴山縁起絵巻模写のた

め、当館が撮影した高精細カラー画像を提供し、原本の詳細な熟覧調査を2度設けることができた。さ

らに、薬師寺所蔵板絵神像復元模写を修理完成記念特別陳列「薬師寺の名画－板絵神像と長沢芦雪筆

旧福寿院障壁画－」への出陳に伴い、原本の詳細な光学的調査を実施し、その成果を展覧会図録に掲

載する準備を進めた。30年度以降も、他機関との協力のもとに光学的調査に基づいた復元模写の制作

を進め、その成果を展覧会等の場を通じて公表していく計画である。 

東京藝術大学大学院生による信貴山縁起絵巻模写制作 
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不動護摩次第の調査 

 

業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

② その他有形文化財に関連する調査研究 

プロジェクト名称 イ 古代の写経と聖教に関する基礎的研究（(4)-①-1）） 

【事業概要】 

 我が国には、寺院を中心に古代の写経や聖教が数多く伝来している。それは、人文科学全般にとって重要な研究資

料であるが、たとえば文学作品や歴史書、古文書などに比較すると、仏教学以外の分野での資料としての利用が低調

である。本研究は、当館の主要な蔵品である古代の写経と聖教を基軸に、文化財学的な立場から資料を調査し、多分

野での利用に堪える基本情報の提示を目指すものである。 

【担当部課】 学芸部 【プロジェクト責任者】 企画室長 野尻忠 

【主な成果】 

(1) 写経の調査 

・和銅 5年（712）の願文を持つ『大般若経』（長屋王願経）（見性庵所蔵）を、元興寺文化財研究所の研究員とともに

調査した。（4月 10日） 

・当館所蔵の平安時代写経を、当館調査員とともに調査した（数年来の継続調査）（4月 28日ほか） 

・特別展「源信」の開催にあたり、紺紙の『法華経』を多数調査し、展示解説文等に反映させた。また、図録に掲載

するため写真を撮影した。（6・7月） 

・当館所蔵で、現在修理中の『法華経』（色紙）を調査し（7 月 12 日・28 日、10 月 16 日、30 年 1 月 17 日）、過去の

修理における表紙・見返しの改変や、紙継ぎの錯簡等が判明した。 

・唐代の書写と推定される『仏説因果経』（正智院所蔵）を調査した。（7月 3日） 

・天平神護 2年（766）の願文を持つ『大毘盧遮那成仏神変加持経』（吉備由利願経）（西大寺所蔵）全 7巻の写真を撮

影し、併せて過去の修理の痕跡を調査した（7月 13日、8月 4日）。 

・唐招提寺において、『梵網経』等（覚盛願経）を調査した。現場にて、京都大学人文科学研究所の船山氏より教示を

得た。（9月 27日） 

・『大般若経』599帖、『般若心経』（千部心経）98巻、『般若心経』（紺紙金字）7巻、『般若心経』（五巻本）5巻、『般

若心経』（紙背消息）1 巻（以上、海住山寺所蔵）を、京都府の文化財調査員及び木津川市の文化財担当者とともに

調査した。（11月 1日） 

(2) 聖教の調査 

・仁和寺（京都市）において御経蔵の聖教を調査した（文化庁事業に参加）。（7月 27日）  

・『聖徳太子伝暦』（本願寺所蔵）を、徳島県の文化財調査員とともに調査した。（10月 30日）   

・当館所蔵の『不動護摩次第』を、当館職員のほか修復業者を交えて調査し、保存上の問題

点及び研究上の意義等について議論を深めた。（12月 19日） 

(3) 紙素材文化財一般の調査 

・寧楽美術館において、中国トルファン出土の唐代田制関係文書を、韓国国立慶州博物館の学芸研究士とともに調査

し（12月 1日）、これまでモノクロ写真でしか見られなかった紙背の文書・文様を、詳細に観察することができた。  

・膨大な量に及ぶ「染田天神講資料」（染田区）を調査し、目録番号を付して整理した。（12月 27日）  

(4) 研究成果の開示 

・これまでに蓄積された研究成果の一部を、「口絵解説 大般若経（魚養経）巻第二百五十一」（『正倉院文書研究』十

五号、11月）などの形で発表したほか、平常展での展示解説等に反映させた。 

【備考】 

論文：「口絵解説 大般若経（魚養経）巻第二百五十一」（『正倉院文書研究』十五号、11月） 

講演：「奈良時代の福祉制度」（サンデートーク、6月 18日）ほか 2件 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

有形文化財の調査と研究は、順調に実施できている。写経や聖教の重要性に関する認識は、学界にお
いて高まってきているが、なお関心を高め、原品の保存管理に対する理解を深めていく必要がある。そ
れが博物館における事業の活性化に繋がっていくであろう。今後も、引き続き、数多くの資料を調査し、
得られた知見を機会あるごとに公表していく。 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 奈良国立博物館 処理番号 1411C2 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

29年度も、展覧事業の合い間を縫い、機会を捉えて古代の写経と聖教及びそれに関わる文化財を調
査し、基本情報を蓄積することができた。他の研究機関に属する研究者が同席する場での調査も何度
かあり、有益な意見交換ができた。調査及びそこから得られた知見は十分な実績に値すると考えるが、
公表の面では論文1本にとどまっているため、左記の評価とする。 
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八幡平市西根歴史民俗資料館にて 

調査した鏡像の出土地 

 

業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

① 有形文化財の展覧事業・教育普及活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 ウ 仏教工芸・上代工芸の総合的調査（(4)-①-1）） 

【事業概要】 

 仏教工芸及び日本上代工芸の総合的な調査・研究を行い、成果を公表する。対象は館蔵品、寄託品、一時預かり品

をはじめ、展覧会等に際して借用した作品、他の機関・社寺等が所蔵する作品に及ぶ。また、展覧会の出品候補とな

る作品や、当館の所在する奈良周辺の文化財など、各所の文化財についても積極的に調査を実施し、基礎情報の蓄積

に励む。 

【担当部課】 学芸部 【プロジェクト責任者】 工芸考古室長 清水健 

【主な成果】  

(1) 展覧会に関する調査 

・科学研究費助成事業「染織技法による仏像の研究」（処理番号 1411C9参照）は、仏教工芸の調査研究の一環として、

30年度夏季開催予定の特別展「糸のみほとけ」展の事前調査を兼ねて実施した。 

(2)外部資金による調査 

・科学研究費助成事業「染織技法による仏像の研究」による文化財調査を 30件

実施した。 

 ①細見美術館にて繡仏を調査・熟覧した（4月 27日）。 

②京都国立博物館にて繡仏を調査・熟覧した（5月 26日） 

③台北国立故宮博物院にて繡仏を調査・熟覧した（7月 15日～17日）、ほか。 

・諸事情により対象年度中に行えなかった仏教美術協会研究等助成事業「天台

宗の地方展開と鏡像」（28 年度採択）による文化財調査として、以下の 2 件

を実施した。 

①岩手県八幡平市西根歴史民俗資料館、久慈市アンバーホールにて鏡像を調

査・熟覧し、出土地を探査した（4月 16日～17日）。 

②京都府立丹後郷土資料館にて、鏡像を調査・熟覧し、一部は出土地を探査し

た（4月 23日）。 

(3)経常調査、その他の調査 

・館蔵品の、Ｘ線ＣＴ撮影を含む調査を行った（5月 24日、8月 22日）。 

・修理寄託中の文化財につき、Ｘ線ＣＴ撮影を含む調査を行った（8月 22日、30年 3月 1日）。 

・修理寄託中の文化財につき、写真撮影を含む調査を行った（9月 25日）。 

・アソシエイトフェローの海外研修(大韓民国国立研修博物館学術交流事業)中の調査(大韓民国・国立中央博物館、国

立慶州博物館)。 

・収蔵する仏教工芸品について随時調査を実施した。 

 

【備考】 

・調査 61回（うち客員研究員・調査員による調査 11回。海外調査 3回） 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

展覧会に関する調査に加え、継続して行っている奈良周辺の文化財の調査・研究、仏教工芸に関する

調査・研究、上代工芸に関する調査・研究について一定度成果を上げることができた。また、光学機器

を用いた調査について、新たにＸ線ＣＴ装置が導入され、一層幅広い調査・研究が可能となった。光学

調査は成果の待望される分野であり、データの蓄積や分析に力を入れていく必要があると考えている。 

30年度は29年度の成果を引き継ぎ、調査回数の増加を図るとともに、対象となる文化財の多角的な調

査に励むなど、計画の遂行に一層努力したい。 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 奈良国立博物館 処理番号 1411C3 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

仏教工芸及び日本上代工芸の総合的な調査・研究を行い、成果を公表するという、事業概要に従い、

当初の計画に基づき、概ね成果を達成している。殊に29年度は科学研究費を活用し、30年度夏季特別

展「糸のみほとけ」の事前調査を数多く実施することができ、展覧会の充実が見込まれる点は評価さ

れる。 

また29年度新たに導入されたＸ線ＣＴ装置を用いた調査・研究にも着手し、金工・木漆工のデータ

の蓄積を開始した。今後は一層の多くのデータを取得し、充実と活用に努めたい。  
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

① 有形文化財の展覧事業・教育普及活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 エ 墳墓出土品の調査と研究（(4)-①-1）） 

【事業概要】 

当館蔵の墳墓出土品の学術調査を通じて展示活用や研究発信に貢献する。 

【担当部課】 学芸部 【プロジェクト責任者】 列品室長 吉澤悟 

【主な成果】 

（１）群馬県白山古墳出土品の調査： 

28 年度よりはじめた白山古墳出土品の調査を 29 年度も継続実施した。同出土品は和同開珎や銅碗を含み古墳の副葬

品としては最も新しい段階に属する。関東地方の古墳消滅過程を考える上で貴重な資料であり、28年度に発表した報告

（下記「備考」参照）は各地の研究者より高い評価を得ている。29年度はさらに銅製品を主とした材質分析の比較検討

を進め、また同種の副葬品組成をもつ終末期古墳の考察など、研究の進展を図った。これらの成果をとりまとめ、30年

度の当館紀要『鹿園雑集』21号に掲載する予定である。 

（２）奈良県五條猫塚古墳出土品の整理収蔵： 

同古墳出土品は 25年から 27年にかけて 3分冊の報告書を刊行しており、対外的な研究発信は完了している。次段階

として、この出土品を一括して重要文化財に指定するためのリストや調書作成等の作業が必要とされている。29年度は

その一環として、約 1300点を数える出土品の収蔵方法を従来の「遺物台帳番号」順から報告書掲載の「図版番号」順に

整理し直し、約 100 箱のコンテナに効率的に収納した。これにより、既刊の報告

書を台帳として現物を容易に引き出すことができ、重文指定用の調書作成への準

備が整えられた。 

（３）奈良県中宮寺出土瓦の整理作業 

当館寄託の同寺出土の瓦について、帝塚山大学考古学研究所と共同で整理作業を進

めた。その成果報告は30年度の帝塚山大学考古学研究所の報告に掲載予定である。 

（４）重要文化財・額安寺五輪塔出土品（忍性塔）の実測図作成： 

額安寺五輪塔出土品（文化庁所蔵）は 27年より当館の寄託品となっている。

この五輪塔地下より出土した忍性（鎌倉時代の西大寺流真言律宗の僧侶）の銅製

骨蔵器とその共伴品について、実測図を作成し、鋳造・製作技法の検討を行っ

た。これは科研調査「叡尊・忍性による中世的救済ネットワークの研究」の 3年計画の初年度成果の一部である。 

【備考】 

（１）28年度報告／諫早直人・大江克巳・金宇大・降幡順子・吉澤悟「群馬県白山古墳出土品の研究１」 

『鹿園雑集』第 19号 奈良国立博物館 

白山古墳出土品の調査報告に向けた関係者・担当者打ち合わせ 2回 

（２）既報告書／『五條猫塚古墳の研究 写真図版編』（25年）、『同 報告編』（26年）、 

『同 総括編』（27年）いずれも奈良国立博物館発行 

五條猫塚古墳出土品の 29年度整理作業は作業員 2名、のべ 20日間 

（３）中宮寺出土瓦の整理はコンテナに約 15箱分。打ち合わせ 2回。 

（４）科学研究費助成事業／「叡尊・忍性による中世的救済ネットワークの研究」（29年度基盤研究(C)、研究代表

者：吉澤悟） 

実測作品数 4件、作業のべ 3日間 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

有形文化財の調査研究の一環として、当館の所蔵品・寄託品を中心に、積極的に調査や整理活動を行
った。特に考古部門では、錆びに覆われた鉄製品や土器・瓦片など膨大な数の資料を収蔵しており、そ
の個体把握や効率的収納、材質分析、図化など基礎作業がきわめて重要である。29 年度はこの地道な
基礎作業を進めることができた。30 年度以降もこれを継続しつつ、さらに成果をとりまとめて発表で
きるよう努力したい。また、名品展の展示にその成果を反映できるよう工夫していきたい。 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 奈良国立博物館 処理番号 1411C4 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

当館所蔵および寄託の墳墓出土品を対象に、基礎的かつ堅実な調査・研究活動を推進することがで 
きた。白山古墳出土品の継続的な調査、そして五條猫塚古墳出土品の重要文化財指定に向けての整理作
業など、当館所蔵の古墳資料で学会的にも注目度の高い物件に取り組むことができた。また、当館所
蔵・寄託の古瓦の整理も継続的に進めている。これらは今後の研究の基盤となる活動として評価され得
るであろう。 
額安寺五輪塔出土品の調査については、科学研究費助成事業3年計画の初年度にあたる。29年度は忍

性墓出土品（忍性墓は全国に３箇所存在、すべて重要文化財）の基礎情報を蓄積できた。 

忍性銅製骨蔵器実測図(部分) 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

① 有形文化財の展覧事業・教育普及活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 オ 南都の古代・中世の彫刻に関する調査研究（(4)-①-1）） 

【事業概要】 
展覧会開催に際して借用した作品や館蔵・寄託作品、また館外の寺社等の作品のなかから、南都伝来もしくは南都と関わりの深

い古代・中世の彫刻を選び、詳細な調書の作成とデジタル高精細画像の写真撮影やＸ線ないしＣＴスキャン調査を通じ、データの

収集と蓄積を行う。 

【担当部課】 学芸部 【プロジェクト責任者】 上席研究員 岩田茂樹 

【主な成果】 

(1) 館の内外において多数の作品の調査・撮影等を行った。作品名は下記のとおり。 

(2) いずれの作品についても、調査を通じて重要な学術的知見が得られた。 

(3) 特別展や名品展における図録の解説や題箋の執筆、あるいは公開講座における

口頭での報告、また論文その他刊行物のかたちで、新知見の発表を行った。 

(4) 調査を契機として新たな寄託品に加えることのできた作品もある。 

［調査作品］ 
新大仏寺盧舎那仏坐像（4月6日）／金剛院金剛力士立像・東大寺聖観音菩薩立像（4月10

日）／随心院金剛薩埵坐像・ﾊﾟﾗﾐﾀﾐｭｰｼﾞｱﾑ十一面観音菩薩立像・正智院不動明王立像（4月

17日）／善集院阿弥陀三尊像（4月 18日）／／西方院阿弥陀如来立像（4月21日）／松尾

寺阿弥陀如来坐像・金剛院執金剛神立像（4 月 25 日）／園城寺釈迦如来坐像・園城寺軍荼

利明王立像（4月 27日）／秋篠寺伝梵天立像（5月 10日）／高雄寺十一面観音立像（5月 16日）／金剛峯寺孔雀明王坐像（5月 25日）／

秋篠寺伝救脱菩薩立像（6月19日）／新長谷寺阿弥陀如来立像（7月18日）／秋篠寺伝伎芸天立像（8月9日）／秋篠寺伝帝釈天立像（8月

10日）／即成院阿弥陀二十五菩薩坐像（8月 14日）／知足院地蔵菩薩立像（8月 21日）／東大寺勧進所四天王立像（8月 25日）／保安寺

阿弥陀三尊像（8月 28日）／唐招提寺毘沙門天立像（9月 27日）／綱敷八幡宮伎楽面（10月 4日）／東大寺真言院僧形八幡神坐像（11月

1日）／如法寺毘沙門天立像（11月16日）／東大寺俊乗堂阿弥陀如来立像（11月29日）／天受院薬師如来立像（12月7日）／藤田美術館

阿弥陀如来立像・藤田美術館地蔵菩薩立像（12月18日）／観音正寺観音菩薩坐像（12月19日）／金剛寺降三世明王座像（30年1月10日）

／善福寺阿弥陀如来坐像（30年3月 22日）／金剛峯寺四天王立像（30年 3月23日） 

［調査の成果］ 

正智院不動明王立像については、調査の結果、同院所蔵の重要文化財毘沙門天立像と元は一具のものであったこ

とが判明した。秋篠寺伝救脱菩薩立像からはこれまで知られていなかった像内銘が発見され、作者が判明した。東

大寺真言院僧形八幡神坐像から台座銘が見いだされ、東大寺勧進所八幡殿の国宝僧形八幡神坐像の伝来に関わる重

要な情報が得られた。如法寺毘沙門天立像は奈良時代（8世紀）にさかのぼる木心乾漆造の新出作例であり、国指定

クラスの重要作品であることがわかった。 

【備考】 
(1)調査回数 35回（28年度調査回数 16回） 
(3) 
・新大仏寺盧舎那仏坐像や金剛院金剛力士立像、東大寺聖観音菩薩立像、随心院金剛薩埵坐像、ﾊﾟﾗﾐﾀﾐｭｰｼﾞｱﾑ十一面観音菩薩立

像、西方院阿弥陀如来立像、松尾寺阿弥陀如来坐像、金剛院執金剛神立像に関する調査結果を、29年度春季特別展「快慶―日本
人を魅了した仏のかたち―」の会期中の公開講座「快慶の生涯と『如法』の仏像」（5月 13日、担当山口隆介）／「快慶作品に
関する二、三の問題」（5月 27日、担当岩田茂樹）に反映させた。 

・また上記の諸作品にくわえ、金剛峯寺孔雀明王坐像や東大寺俊乗堂阿弥陀如来立像などに関する知見を、当館研究紀要『鹿園雑
集』（30年 3月刊行）掲載の論文（山口隆介「快慶作品の造像銘記に関する二、三の知見）に反映させた。 

・高雄寺十一面観音菩薩立像に関する調査結果を、29年度夏季特別展「源信―地獄極楽の扉―」の図録解説に反映させた。 

・秋篠寺伝伎芸天・梵天・救脱菩薩・帝釈天立像に関する知見は、29年度発刊の学術図書（中央公論美術出版『日本彫刻史基礎資
料集成 鎌倉時代 造像銘記篇』第 14巻／30年 3月刊行）に反映させた。（執筆岩田茂樹） 

(4)正智院不動明王立像、如法寺毘沙門天立像につき、新たな寄託作品とすることができた。 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

28年度に引きつづき、南都に伝来ないし南都と関わりの深い古代・中世の彫刻作品について、調書の作成や記録写
真の撮影、光学的手法による調査を行ったことにより、データの収集・蓄積に充分な成果をあげている。中期計画の

2年目として、28年度から作品調査の回数を倍増するハイペースで事業を推進していることは大いに評価できる。今
後も同様のペースで進めたい。 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 奈良国立博物館 処理番号 1411C5 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｓ 

 作品調査について、29年度は28年度と比較して実施回数を倍増することができ、作品同士の関連性や作者の特定
といった多くの新知見を得られたことは大きな成果である。また、この成果は29年度の春季及び夏季特別展におけ
る図録や会場パネル、題箋等に反映させることができた。更に、29年度発刊の研究紀要などの刊行物にもこれらの

新知見を発表し、広く世間に実績を公表した。調査が契機となっての寄託品の充実にも資することができた。以上
により、計画に対して著しい成果が得られたと考える。 

秋篠寺伝梵天立像の調査 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

① 有形文化財の展覧事業・教育普及活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 カ 東京文化財研究所との共同による仏教美術の光学的調査研究（(4)-①-1）） 

【事業概要】 

 東京文化財研究所との共同研究「文化財の光学的調査と情報共有に関する基礎的調査研究」に基づいて、当館が所

蔵及び保管する仏教絵画を中心とする美術作品について、高精細デジタルカメラや蛍光エックス線分析器など最新の

光学機器を用いた文化財調査を実施し、併せてデジタルコンテンツの作成を行うものである。上記の調査を通じて、

色料や基底材など作品に用いられる素材の情報や、制作技法に関する情報、補彩・補絹など補修箇所に関する情報を

大量・精緻に蓄積し、報告書等でその成果を広く公表することで、美術史的研究や将来の修理に資することも視野に

入れている。 

【担当部課】 学芸部 【プロジェクト責任者】 教育室長 谷口耕生 

【主な成果】  

 

(1)当館において国宝信貴山縁起絵巻について高精細デジタルカメラを用いた顕

微鏡画像の撮影及び蛍光エックス線を用いた顔料分析調査を実施した（5 月

15日）。 

 

(2)国宝信貴山縁起絵巻に関する光学的調査成果報告書の年度内刊行に向けて原

稿執筆及び編集作業を進めた。 

 

(3)国宝信貴山縁起絵巻について 22 年度より継続的に実施してきた光学的調査

の成果について総括を行うとともに、同絵巻に関する美術史的考察を踏まえ

た研究報告書を 31 年度に刊行するための編集方針について東京文化財研究

所研究員と協議を行った（12月 11日）。 

【備考】 

調査回数 1回(5月 15日)、調査作品数 1件（信貴山縁起絵巻 3巻） 

研究会等開催件数 1件(12月 11日） 

刊行物 報告書『朝護孫子寺蔵 国宝 信貴山縁起絵巻 調査研究報告書－光学調査編－』30年 3月 31日刊行 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

16年度から協定を結んで進められてきた東京文化財研究所との共同研究に基づき、29年度は平安絵巻

を代表する信貴山縁起絵巻の調査報告書第1冊の本年度内刊行に向けて追加の光学的調査及び編集作業

を着実に進めた。さらに、31年度に同絵巻の調査報告書第2冊（研究編）を刊行する計画であり、その編

集方針についても協議を進めることができた。今後はこれまでの個々の作品調査や研究から一歩踏み込

んで、彩色の施された文化財に関する総合的な研究と情報の共有という広い枠組みの中で検討を重ねる

ことで、中期計画の達成を目指した更なる進展を図りたい。 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 奈良国立博物館 処理番号 1411C6 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

16年度から継続的に実施してきた東京文化財研究所との共同研究「文化財の光学的調査と情報共有

に関する基礎的調査研究」に基づき、平安絵巻を代表する名品である国宝信貴山縁起絵巻について光

学的調査の実施及び成果報告書第1冊の年度内刊行に向けた追加調査、編集作業を計画どおり進めた。

また31年度に計画されている国宝信貴山縁起絵巻調査成果報告書第2冊（研究編）の刊行に向けて調査

データの整理、分析を順調に進めることができた。これら精度の高い調査データは美術史研究や現在

計画中の保存修理に際して重要な基礎資料となることが期待される。 

信貴山縁起絵巻の蛍光エックス線

による顔料分析調査 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

① 有形文化財の展覧事業・教育普及活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 
a.特別陳列「おん祭と春日信仰の美術 －特集 社家史料と若宮－」に関連する調査研究（(4)-

①-1）） 

【事業概要】 

特別陳列「おん祭と春日信仰の美術 －特集 社家史料と若宮－」の開催にあたり、展示候補となる文化財を調査

し、実際の展示や図録などの形で研究成果を発表し、さらに今後の研究活動へと結びつける。 

【担当部課】 学芸部 【プロジェクト責任者】 企画室長 野尻忠 

【主な成果】 

(1) 展示候補資料の調査 

・春日大社所蔵の古文書中から鎌倉時代のおん祭に関わる 2点の史料を抽出し、関連資料を捜索した。（8月 18日ほか） 

・江戸時代のおん祭の祭礼について調査するため、奈良県立図書情報館において『庁中漫録』（写真版）を閲覧し、お

渡り行列中の巫女に関する各種の史料を収集した。（9月 10日） 

・かつて春日社の神官を代々務めていた辰市家に伝来の典籍・文書を調査する機会を得、おん祭あるいは若宮社に関

する史料を収集した。（9月 12日） 

(2) 展示のための調査・写真撮影 

・春日大社所蔵資料及び辰市家・大東家伝来資料につき、展覧会図録に掲載するため写真撮影した。（11月 6日） 

・春日大社所蔵『若宮秘伝記』を調査し、現存写本の書写年代を特定した。（11月 6日） 

・旧社家の大東家に伝来した巻子本「春日御社御造営之事」を調査し、これと一連の

資料である屏風装の古文書との接続関係を確認した。（11月 6日） 

・辰市家伝来の「応永十五年御遷宮精進記」を調査した。本書の記主である中臣祐建

は、二十年後の応永三十四年の御遷宮（式年造替）にあたって本書を参照し、必要

に応じて書き込みをしていたことがわかった。（11月 7日） 

(3) 研究成果の公開 

以上の調査と、それに基づく研究成果を反映し、12月 9日～30年 1月 14日を会期

として特別陳列「おん祭と春日信仰の美術 －特集 社家史料と若宮－」を開催した。

合わせて同展の図録を刊行し、掲載の論文及び解説文に、研究成果を反映させた。 

(4) 本研究の意義 
春日若宮おん祭は、800年以上続く伝統行事であり、祭儀の内容やそれを支える信仰について研究を深め、将来へと

継承していかなければならない。29年度に特集した「社家」は、明治維新によって神社の制度が大きく変わるまで、
長きにわたり春日社を支えたシステムであり、その内容と歴史を正しく理解することなくしては、祭礼や信仰の研究
も深化していかない。 
旧社家に伝来した史料、特に辰市家伝来のものは、これまで複製本によって内容は知られていたが、原本が公にさ

れる機会はなかった。今回、初めて展示され、基礎的なデータも図録の形で公開された。近年、別の社家（東地井家）
の当主が書き残した『中臣祐範記』の翻刻が刊行されつつあり（八木書店刊）、春日社の歴史における社家史料の位置
づけはますます高まっており、今回の展示内容も時宜に適ったものと考えられる。 

【備考】 

論文等：「展示概説 おん祭と春日信仰の美術 ―特集 社家史料と若宮―」（奈良国立博物館編『おん祭と春日信仰の

美術 ―特集 社家史料と若宮―』、一般財団法人仏教美術協会、12月） 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

上述のとおり、本事業において、文化財の調査を通じて得た知見を展覧会の形で国民に還元するとい
う計画は、順調に達成されている。ただし、ほかの展覧事業に比べ、際だった研究成果があったとは言
えないため、左記の評価とする。引き続き、奈良の地に密着したテーマを設け、堅実な調査と研究を進
めていく。 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 奈良国立博物館 処理番号 1411C7 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

展覧会のタイトルである「おん祭と春日信仰の美術」と、特集内容である「社家史料と若宮」の2つ
のテーマに沿って、展示候補となる文化財の調査から、それに基づく出陳品の選定、研究成果の展示
会場および図録解説文への反映に至るまで、当初計画どおりに事業を進めることができた。特に書誌
情報等を初めて公にした辰市家伝来史料については、今後の研究の進展が期待できる。 

大東家伝来「春日御社御造営之事」 

接続が確認された二枚の断簡 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

② その他有形文化財に関連する調査研究 

プロジェクト名称 
b.Ｘ線ＣＴスキャナ等による彫刻・漆工・考古資料などの文化財に関する構造技法の調査研

究（(4)-①-1）） 

【事業概要】 

本事業では、以下の内容について実施した。 

(1)展覧会で借用した文化財に対して、状態確認や製作技法解明などを目的としてＸ線ＣＴスキャナによる調査を実

施した。得られた結果は文化財の保管環境向上の資料として活用を図る。 

(2)館蔵品や寄託品に対して、状態確認や製作技法解明などを目的としてＸ線ＣＴスキャナによる調査を実施した。

得られた成果は保存カルテ作製や修理の際での利用を予定している。 

(3)他の博物館・美術館、教育委員会や大学等から依頼のあった文化財等について、構造や製作技法解明を目的とし

てＸ線ＣＴスキャナによる共同調査を実施した。 

【担当部課】 学芸部 【プロジェクト責任者】 保存修理指導室長 鳥越俊行 

【主な成果】 

(1)春の快慶展で 45 件、夏の源信展で 6 件の木彫像に対するＣＴ調査を行

い、虫損の状態や構造、納入品などの状況が確認できた。 

(2)館蔵の中国古代青銅器を 33 件、古墳出土の馬具などの考古資料を 60 件

ＣＴ調査し、外観から把握できなかった劣化や破損に伴う過去の修理状

況が確認できた。 

(3)指定候補作品や仏教美術に関する出土資料など 10 件あまりの文化財に

対してＣＴ調査を行い、構造や製作技法などに関する知見を得た。 

 

調査で得られた成果の一部は、当館紀要や学会等での公開を予定し

ている。 

  

【備考】 

・Ｘ線ＣＴスキャナ調査件数：200件 

・「等身大の木彫像を対象とした大型文化財用Ｘ線ＣＴスキャナの導入と調査事例について」『鹿園雑集』第 20 号

（30年 3月） 

 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

 4月末に導入したＸ線ＣＴスキャナは順調に稼働しており、展覧会の借用品、館蔵品や寄託品などを随
時調査し情報の蓄積を図ることができた。30年度以降も調査を継続し、データの蓄積を図ることにより、
文化財の多角的な調査研究に資するとともに、文化財の保管環境向上及び修理の際の状況把握のために
有効に活用していきたい。 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 奈良国立博物館 処理番号 1411C8 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

 Ｘ線ＣＴスキャナを4月末に導入し、5月から調査を開始した。展覧会での借用品、館蔵品や寄託品、
外部から依頼のあった文化財など、200件の文化財を調査し情報の蓄積を図った。成果は研究紀要や学
会等で発表し、構造や製作技法など文化財の価値の再評価に役立つ基礎資料を提供した。30年度につい
ても、継続した調査並びにデータの蓄積を図りたい。 
 

X線 CTスキャナでの漆工品調査の様子 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

② その他有形文化財に関連する調査研究 

プロジェクト名称 c.染織技法による仏像の研究（科学研究費助成事業）（(4)－①－1）） 

【事業概要】 

我が国で製作された刺繡の仏像（繡仏）、綴織の仏像（織成像）を調査し、飛鳥時代から江戸時代までの技法の変

遷、製作背景、図様の特徴、文献資料などを研究する。あわせて国外の類例も調査し、わが国への影響を考察する。 

【担当部課】 学芸部 【プロジェクト責任者】 部長 内藤栄 

【主な成果】 

・29年度は国内 27箇所の博物館、寺社、個人所蔵家を調査の対象とし、92件の作品を

調査した。 

・海外は台湾の故宮博物院において 10 点の作品を調査し、さらに韓国・国立中央博物

館で調査した。調査では通常の撮影に加え接写用の器材を用意し、細部の技法を記録

に残した。 

・また、宮内庁正倉院事務所の協力を得て修理中の綴織當麻曼荼羅（奈良・當麻寺蔵）

の可視分光分析を行い、染料調査を行った。 

・このほか、川島織物株式会社において綴織の製作過程を見学したほか、刺繡作家の樹

田紅陽氏より古代、中世の刺繡技法を指導いただいた。 

 

 

 

【備考】 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

中期計画に沿って、その他有形文化財に関連する調査研究を実施した。本研究は 3 年計画であり、計
画概要は次の通りである。 
29年度 ①国内調査、②光学調査、③染織技術者との共同研究、④歴史の考察、⑤海外調査 
30年度 上記①～⑤を継続、報告の準備 
31年度 予備調査、報告の作成 
29年度の進行状況は⑤海外調査の一部を除き順調である。調査が進む過程で新たな調査地が増えるこ

とも多く、新出の作品の情報が得られたことは特筆される。また、連携研究者が調査の成果を講演会に
盛り込んだように、社会への貢献も既に実施されたことは当初計画以上の成果であった。 
30 年、31 年度は 29 年度実施できなかった調査のほか、調査の過程で新たに生じた課題にも対応して

調査を継続し、最終的に報告としてまとめたい。 
 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 奈良国立博物館 処理番号 1411C9 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

科学研究費助成事業3年計画の1年目である29年度は、国内と近隣諸国の作品調査を行い、新出の作品
の発見など多くの成果を挙げた。92件の作品を調査し、時代ごとの表現技法の変遷、表された尊像の傾
向、製作の目的や背景などの傾向も明らかとなってきた。従来、彫刻や絵画が仏像表現の主流と考えら
れてきたが、染織技法による仏像の存在は無視できないものがあることが確認できた。あわせて文献資
料から製作の目的、信仰背景などを考察した。我が国の仏教美術研究において注目されることが少なか
った分野に焦点を当てた独創性は高い。 
研究の成果は展覧会での展示や目録等に反映したいと考えており、社会や学会へ貢献する予定であ

る。 
実行できなかった研究にイギリスと中国における調査があり、30年度以降で行いたいと考えており、

この点が評価をＢとした主な理由である。 

調査の様子 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

② その他有形文化財に関連する調査研究 

プロジェクト名称 
d.高雄曼荼羅にみる古代アジア密教美術の様相に関する調査研究（科学研究費助成事業）

（(4)－①－1）） 

【事業概要】 

本研究は京都・神護寺に伝来する高雄曼荼羅を中心とする研究である。高雄曼荼羅は空海が中国より請来した両

界曼荼羅を写したものであるが、類する作品は中国には残っていない。その表現は多分にインド的であるが、当代

にさかのぼる絵画作品はインドにはわずかしか残っておらず、インドとの具体的関係は明らかになってはいない。

おそらくその表現は、インドの表現が、中国、日本で受容される過程で、それぞれの表現的要素を取り入れたもの

と考えられる。本研究は、高雄曼荼羅とそれに関係する国内外の作品を検討し、古代アジアの仏教美術の様相を探

ろうとするものである。 

【担当部課】 奈良国立博物館 【プロジェクト責任者】 館長 松本伸之 

【主な成果】 

(1)インドにおける調査（平成 30年 2月 25日～3月 3日） 

古代インドの希少な遺品が残るアジャンタ石窟、エローラ石窟のほか、サンチー遺跡、ウダイギリ、ヴィディ

ーシャ考古学博物館、ボーパル州立博物館、カンヘリー石窟の調査を実施し、写真などの研究資料を作成した。 

(2)仁和寺の密教美術調査（「仁和寺と御室派のみほとけ」展に関わる調査） 

9世紀末に創建され、真言密教の重要な拠点となった京都・仁和寺に伝わる密教美術の調査を実施した。仁和

寺は密教の実践（事相）の寺として知られ、図像類が多く伝わり、それらの調査を行った。空海が中国留学時に

書き留めた経典等が含まれる三十帖冊子の全項の写真撮影を行い、研究資料の充実を図った。 

 

29年度は科学研究費助成事業 4年計画の最終年度に当たるが、インドを中心とした海外作品のほか、日本密教の

中心的な寺院である京都の東寺、醍醐寺、仁和寺などの作品調査を実施し、多くの知見や写真等資料を得ることが

できた。30 年度も科学研究費等外部資金を活用しながら、効率的に調査を進めたい。 

   
 インド・アジャンタ石窟       インド・エローラ石窟 

 

【備考】 

科学研究費助成事業の 4年計画の 4年目 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

中期計画に沿って、有形文化財に関連する調査研究を実施した。29年度は科学研究費助成事業として
の最終年度に当たるが、研究機関を通じて、インド、中国、朝鮮半島、日本の絵画・彫刻等の作品調査
を実施し、高雄曼荼羅成立の背景を探ることができた。今後は、高雄曼荼羅制作以降に制作された日本
の密教美術の研究を行うことによって、高雄曼荼羅の特質と高雄曼荼羅が直接あるいは間接的に与えた
影響を考察していく必要がある。 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 奈良国立博物館 処理番号 1411C10 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

科学研究費助成事業4年計画の4年目である29年度は、これまでに実施してきたインドにおける作品調査
を踏まえ、それらと密接に関連するインドの絵画、彫刻等の調査を実施した。また、高雄曼荼羅同様に空
海が造営を指導した京都・東寺の講堂諸像の調査、また、888年に創建され、日本の密教史上重要な役割を
果たした京都・仁和寺が所蔵する三十帖冊子（空海筆）などの密教関連作品の調査も実施した。それらを
通して写真等の多くの資料を作成することができた。また、醍醐寺をはじめとした国内の密教美術の調査
も実施した。高雄曼荼羅を、インドの表現が、中国、日本で受容される過程で、それぞれの表現的要素を
取り入れたものと考える本研究にふさわしい成果を上げることができた。 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（4）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

① 有形文化財の展覧事業・教育活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 
ア Ｘ線ＣＴスキャナ等による青銅器・彫刻・漆工などの文化財の構造技法解析に関する調

査研究（(4)-①-1)） 

【事業概要】 

Ｘ線ＣＴスキャナ等によって青銅器・彫刻・漆工などの文化財の構造や製作技法を解析し、文化財を製作した当

時の技術についてより深く理解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（兼環境保全室長） 木川りか 

【主な成果】 

（1）漆工品木地構造調査のための調査研究 

漆工芸品の木地構造、主に木組みを検証するため、29 年度も徳

川美術館所蔵の「初音の調度」の共同研究にＸ線ＣＴスキャナによ

る調査を実施した。（12月、30年 1月）その結果、輪台については

薄い板を 2 重又は 3 重にあわせて美しい曲線を出していることが

わかった。また、渡金箱については、木目を詳細に観察することに

より、木取りやパーツごとの木目の向きなど、技法上の細やかな情

報を得ることができた。また花形の器についても、どのように部材

を組んでいるかがわかった。 

（2）彫刻の製作技法解明のための解析研究    

木彫像に施工されている漆喰の厚みや構造を調査するため、Ｘ

線ＣＴスキャナによる調査を実施し、当初予想していたよりも、外

側の漆喰層がごく薄いことが明らかになった。 

（3）金工品の構造、鋳造技法解明に関する調査研究    

Ｘ線ＣＴスキャナで調査を実施した結果、きわめて薄い金工品の容器が一枚の金属板から巧みな鍛造技術により

造形された可能性が高いことがわかった。 

 

【備考】 

・Ｘ線ＣＴ調査件数：46件・調査回数 373回  

・学会発表 Ｘ線ＣＴスキャナを用いた国宝「初音の調度」の構造調査-小櫛箱、乱れ箱、湯桶の構造研究- 

日本文化財科学会 34回大会 （6月 10日、11日） 

・取材： BS11「尾上松也の謎解き歴史ミステリー」（第 28回興福寺・阿修羅像の表情はなぜ優しいのか）（10月 12

日） 

  

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

・Ｘ線ＣＴの撮影方法の改善による鮮明なＣＴデータの取得については常時検討しており、中期計画

に沿って研究内容の水準を保ちながら順調に調査研究を遂行できた。30年度も継続して実施する予

定である。 

・30年度も研究を継続させ、材質にあった調査方法の確立を目指す。 

・鮮明なＣＴデータから構造に直結するデータ解析の方法についても検証し、漆工品であれば木地構

造の解析を、鋳造品であれば湯の流れの解析を行う予定である。 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 九州国立博物館 処理番号 1411D1 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

・調査回数は373回と年間を通して、多くの文化財の調査を実施することができた。中でも、漆工品

の木取りに関する情報や、彫刻作品、金工品の製作技法などについて調査を通じ、理解を進めること

ができた。公表できる調査結果については、作品の所有者と協議のうえ積極的に学会などを通じて公

表し、すぐれた文化財作品の製作技法についてより広く知ってもらえるように努力した。30年度以降

も、公開できる内容についてより広く発信していきたい。 

初音の調度の調査風景 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（4）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

① 有形文化財の展覧事業・教育活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 イ 近世キリスト教に関する研究（(4)-①-1)） 

【事業概要】 

文化交流の重要なテーマの一つである、キリスト教の日本伝来と禁教に関する作品展示を継続して行うとともに、

近世日本におけるキリスト教の歴史や信仰に関する研究成果を発信する。 

【担当部課】 学芸部企画課 【プロジェクト責任者】 特別展室研究員 松浦晃佑 

【主な成果】 

（1）28年度に引き続き、「キリスト教の伝来と禁教」というテーマで、キリスト教が日本に伝来した時期から明治

時代にキリシタン高札が撤廃されるまでの時代の、近世の作品を中心に、観覧者が日本のキリスト教の歴史に

触れられるよう、作品展示を行った（4 月 1 日～8 月 27 日）。また、29 年度は新たに、「キリスト教信仰の道

具」と題して、江戸時代に長崎奉行所がキリスト教信徒から没収、あるいは幕末に海外から日本にもたらされ

た十字架やメダイ、島原・天草一揆に加わっていた人々が所持していた十字架やロザリオの一部を展示し、信

徒たちの信仰の様子の一端を紹介した（10月 3日～12月 24日）。 

（2）「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」が UNESCOの世界遺産への登録を目指すなか、「潜伏キリシタン」

あるいは「かくれキリシタン」に関する作品の調査を行った。五島列島の奈留島の「かくれキリシタン」が代々

伝えてきた「絹のおらしょ」と呼ばれる資料を実見・調査する機会を得た（11月 20日）。本資料は成立時期な

ど不明とされてきたが、調査の結果、江戸時代後期の成立ではないかとの知見を得た。また、近年中の展示に

向けて、所蔵者と協議した。 

（3）特別展「新・桃山展－大航海時代の日本美術」（会期：10月 14日～11月 26日）において、近世日本における

キリスト教に関する作品の展示を行うとともに、調査・研究の成果を、展覧会図録を通じて発信した。 

【備考】 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

第 4 期中期計画に沿って、当館の特色である日本とアジア諸地域等との文化交流を中心とした文化財
に関する展示・調査研究の一環として、28年度に引き続き、29年度も日本のキリスト教の歴史を、展覧
事業を通じて一般に紹介することができた。また、江戸時代以来、現在まで続いている、日本固有の信
仰の形である「かくれキリシタン」に関する資料を研究し、展示を通じて紹介できるいとぐちについた。
30年度以降も、昨今注目を浴びる日本のキリスト教の歴史を継続的に紹介していくとともに、他館や資
料所蔵者の協力を得て、潜伏キリシタンあるいは「かくれキリシタン」に関する作品の調査と、展覧事
業を行う。 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 九州国立博物館 処理番号 1411D2 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

例年行っている「キリスト教の伝来と禁教」の作品展示に加え、29年度はキリスト教徒の信仰の様子
を紹介する「キリスト教信仰の道具」の作品展示を行った。キリスト教の関連遺産が世界遺産への登録
を目指し、社会的に日本のキリスト教の歴史への関心が高まるなか、こうした展覧事業を通じて、日本
のキリスト教の歴史を紹介するという社会的要請に応えることができた。また、同じく注目を浴びる
「かくれキリシタン」に関する資料を調査する機会に恵まれ、当該資料の研究を行う方針が定まった。
近年中に展示を行い、成果を公表する予定である。 

「絹のおらしょ」調査写真 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

① 有形文化財の展覧事業・教育普及活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 
ウ 高校所蔵考古資料を利用した博学連携活動の実践的研究（科学研究費助成事業）（(4)-

①-1) 

【事業概要】 

全国の高等学校には現在、校内遺跡出土品、歴史系部活動による発掘調査出土品等々、様々な来歴の考古資料が

保管されている。高等学校所蔵考古資料の実態把握は、考古学研究上の重要性に加え、社会史的、教育史的意義を

有する。しかしながら、考古学的知識を有する教職員の不足から、十分な管理、活用が行われているとはいえない

状況にある。本研究は、高等学校所蔵考古資料の更なる活用に向けて、全国的な調査を実施し、その成果を展示、

教育普及活動等の博物館活動を通じて広く公開するとともに、高等学校と博物館の効果的な連携活動について研究

するものである。 

【担当部課】 展示課 【プロジェクト責任者】 主任研究員 今井涼子 

【主な成果】 

（１）高等学校所蔵考古資料の調査 

・29年度は、日頃から当館が資料の借用、貸与等を行っている教育委員会職員からの情報や発掘調査報告書等を基

に、都道府県・市町村教委、博物館等に現在の状況の問合せを行った。東京都、愛知県、三重県、京都府、兵庫

県、熊本県、宮崎県の状況について情報を得られた。 

（２）「全国高等学校歴史学フォーラム」の実施 

・24年度から開催してきた「全国高等学校考古学フォーラム」を「全

国高等学校歴史学フォーラム」と改称するとともに、壇上発表から

ポスターセッションへと開催形式を変更して実施した。（8 月 6 日）

来場者が 28年度の 3倍の 300人に増加した。 

（３）高等学校との連携事業の実施 

・「全国高等学校歴史学フォーラム」に参加した学校 3校と連携事業を

実施した。 

・歴史学フォーラムにおいて、奈良県立橿原高等学校考古学研究部と

連携して、実験「高校生ｖｓクロマニョン人-今晩のごちそうを狩れ

-」を実施した。同校が取り組んだ縄文時代の弓矢の再現を、当館「ラ

スコー展」の展示品である投槍器の再現と組み合わせ、それぞれの

狩猟具の特徴を実際に使用することで理解する体験事業である。多

くの観覧者が集まり、歴史学フォーラムの PRにもなった。 

・福岡県立朝倉高等学校史学部所蔵のキリシタン禁制高札研究に当館歴史資料担当研究員が協力した。同校生徒に

キリシタン禁制高札の調査方法を教授し、判読困難な部分については協同で解読作業を行った。調査成果は、同

校文化祭ならびに歴史学フォーラムで公開された。 

・福岡県立筑紫丘高等学校郷土研究部、朝倉高等学校史学部と連携して、文化財写真研修（11月 3日）を行った。

文化財の撮影方法を学ぶことで考古資料への興味関心を高めることが目的である。両校生徒にとっては、他校と

の交流の機会が刺激的であった様子で、同様の機会を今後も設けていく予定である。 

【備考】 

・「学校と文化資源」研究会（3月 11日）「高等学校所在資料を活用した博学連携事業について」報告 

・「高等学校所在資料を活用した博学連携事業について」『東風西声』第 13号（30年 3月） 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

中期計画に沿って、有形文化財の展覧事業・教育普及活動等に関連する調査研究を実施した。 
30年度も引き続き高校所蔵考古資料についての全国調査を行うとともに、博学連携事業に取り組み、31
年度に結果を取りまとめ、他機関で参考にできるような形に整理する予定である。 
長期間継続可能な博学連携事業のあり方、内容について、実践を通して検討を進めるとともに、他機

関の取り組みについても取材研究を進める必要がある。 
 

【書式Ｂ/博】 施設名 九州国立博物館 処理番号 1411D3 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

科学研究費助成事業の3年計画の1年目である29年度は、考古資料を所蔵する全国の高等学校に関す
る情報収集を行った。これまで当館が収集してきた情報と合わせ、23都府県44校の資料の状況が把握で
きた。また、考古資料を所蔵し、かつ考古学系の部活動が行われている高校と連携事業を実施した。高
校の所蔵資料や取り組んでいる活動を踏まえた事業内容とし、その成果を公表する機会を設けること
で、高校側の取り組み意欲を刺激し、所蔵資料に対する興味関心を喚起できた。今回の連携事業を基
に、継続的な連携事業のあり方を今後検討する予定である。 

全国高等学校歴史学フォーラム 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（4）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

① 有形文化財の展覧事業・教育活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 エ 水中遺跡の保存活用に関する調査研究（(4)-①-1)） 
【事業概要】 

日本における水中遺跡保護体制の確立を目的とし、水中遺跡の保存・活用に関する取組を調査した。29年度の事
業は、25年度から 5年間継続してきた事業の最終年度にあたり、日本の水中遺跡の保護・管理体制に係る「指針」
を示すことを目的とした。特に、①国内における漂流・漂着・難破等に関する文献情報の整理・分類と分析、②国
内の水中遺跡の保存と活用の手法に関する調査研究（史跡鷹島神崎遺跡に関する保存と活用の調査研究、及び地方
公共団体が実施する水中遺跡調査への適切な指導・助言の在り方に関する調査研究 ）、③海外における水中遺跡保
護に関する最新情報の収集、④最終報告に向けたこれまでの調査研究のとりまとめの 4 件の課題を設定し、調査を
実施した。  

【担当部課】 学芸部 【プロジェクト責任者】 部長（兼企画課長） 小泉惠英 

【主な成果】 

①国内における漂流・漂着・難破等に関する文献情報の整理・分類と分析 
文化庁から各都道府県の教育委員会に対して、日本各地の市町村史などに

掲載されている漂流・漂着・難破等に関する情報提供を依頼し、これを収集
した。得られた 6,000 件を超えるデータを整理・分析し、時代や地域による
海難記録のばらつきなどを調べた。 
②国内の水中遺跡の保存と活用の手法に関する調査研究   
ｱ)史跡鷹島神崎遺跡に関する保存と活用の調査研究 
長崎県松浦市鷹島の沖で発見された鷹島 2 号沈没船の船首部の遺跡実測デ

ータ（琉球大学及び長崎県松浦市が作成）をもとに 1/10 の 3D プリンターモ
デル及びスチロール材を使用した展示可能な原寸大ジオラマを作成した。 
ｲ)地方公共団体が実施する水中遺跡調査への適切な指導・助言の在り方に関す
る調査研究  
地方自治体及び文化庁からの要請を受け、福岡県新宮町、福岡県宗像市、鹿児島県徳之島(伊仙町他)、沖縄県多

良間村において、水中遺跡の調査・活用に関する取り組みの支援や指導・助言を行った。 
③海外における水中遺跡保護に関する最新情報の収集 
日本の水中遺跡の保護体制の骨子を作る参考とするため、諸外国における水中遺跡の調査と保護の先進的な事例

の情報を集めた。特に、遺跡の現状保存の方法、水中考古学のトレーニング・教育についてまとめた。また、台湾
やトルコなどこれまでの調査で焦点を当てていなかった国について、水中遺跡の保護体制など基礎的な情報を収集
した。    
④最終報告に向けたこれまでの調査研究のとりまとめ 
過去 5 年間の事業で実施した国内や海外調査の成果を整理し、日本の水中遺跡保護体制の現状を踏まえて、それ

ぞれの調査の意義を再確認した。また、現地調査を行った 10カ国（オーストラリア、アメリカ、イギリス、オラン
ダ、デンマーク、スウェーデン、フランス、イタリア、韓国、中国）について、法律・体制の改変の有無や最新の調
査・活用の事例について情報を収集した。 

【備考】 
文化庁の取組：水中遺跡調査検討委員会（2回）、文化財担当員協力者会議（2回）、研究会・会議（4回） 
報告件数：1件 『水中遺跡の保存活用に関する調査研究５』（文化庁報告書、及び資料編）  
取材：新聞（中日新聞、朝日新聞、西日本新聞 ほか）、 テレビ（RKB毎日放送 ほか） 

 

年度計画に対する総合的評価  

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

これまでの事業の総まとめを行ったことで、改めて日本の水中遺跡保護体制の整備を進める重要性を

確認した。また、遺跡保護に関する諸問題を見出すことができた。当事業は、日本の水中遺跡保護の取

り組みにおいて重要な基礎を築き、また今後の調査で活用できる実用的な資料を提供することができ

た。特に、諸外国の先進的な調査事例、遺跡探査手法、全国海難記録の分析結果など、水中遺跡をこれ

から保護・管理する各自治体が必要とする情報をまとめたことは重要な成果である。 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 九州国立博物館 処理番号 1411D4 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

29年度に予定していた①～④の課題について、予定通りに実施することができた。①では、沈没船と
いう種類に限定されるが、日本で初めて国内の水中遺跡の推定件数を想定する資料ができた。②では、
特に鷹島海底遺跡の船体復元など遺跡の活用において新たな取り組みの方法を提示した。③においては、
これまでの調査と合わせて、世界各地の水中遺跡に関する基礎的な情報をまとめることができた。また、
④で改めて過去 5 年間の調査研究の成果を見直す機会を持つことができた。これらの調査の結果を踏ま
え、今後国内で行われる調査に関して指針を示すことができた。 

新宮町相島における調査支援
の様子 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

① 有形文化財の展覧事業・教育普及活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 
オ 日タイ間の文化交流に関する資料集成と統合的研究（科学研究費助成事業）（(4)-①-

1)） 

【事業概要】 

これまで知られてきた日タイ交流史料を新出の交易・文化交流資料から見直し、日本とタイの文化交流の実相を

再構築することを目的とする。 

【担当部課】 学芸部企画課 【プロジェクト責任者】 特別展室長 原田あゆみ 

【主な成果】 

29年度はこれまでの調査成果を特別展「タイ～仏の国の輝き～」（当館：4月 11日～6月 4日、東京国立博物館：

7月 4日～8月 27日）として展示、図録、講演会等で広く紹介した。 

（1）上記展覧会をとおして研究協力機関であるタイ王国文化省芸術局の研究者を日本に招聘、講演会や情報交換を

行った。 

・学術交流記念講演会「タイと日本 境界を越えて」（日程：4月 29日 招聘者：アマラー・シースチャート氏、場

所：当館）。 

・特別展「タイ～仏の国の輝き～」開催記念国際シンポジウム「タイの仏

教美術と王権」（日程：6月 15日 招聘者：サクチャイ・サーイシン氏、

ルンロート・タムルンルアン氏、ナタパット・チャンドラウィット氏、

場所：東京国立博物館）。 

（2）上記展覧会をとおして関係資料を紹介する一方で新たな情報収集も

行った。具体的には明治期の釈興然（1849～1924）請来タイ資料の

調査（11月 16日～20日、30年 1月 17日～18日）、織田得能（1860

～1911）請来パーリ語貝葉経資料などの調査（30 年 1 月 22 日～23

日）を行った。 

（3）日本とタイに伝わる更紗の研究として、明治初期にタイから日本に

もたらされた貝葉写本と包裂、江戸時代に日本に伝わった更紗裂

帳、タイに伝わる更紗を比較調査した。この成果は、本科研のデー

タベースに反映するだけでなく、大谷大学真宗総合研究所の調査研究事業にも有効に活用されている。 

【備考】 

科学研究費補助金・学術研究助成基金助成金事業の 3年計画の 3年目 

原田あゆみ・小泉惠英「釈興然請来仏像・仏画等調査報告」平成 27～29年度科学研究費助成事業 基盤研究 B 研

究報告書『日タイ間の文化交流に関する資料集成と統合的研究』15～76頁（30年 3月 31日） 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

中期計画に沿って、有形文化財に関連する調査研究を実施した。科学研究費助成事業の事業計画最終

年度の29年度は、展覧会事業とも連動して教育普及プログラムによる一般の方々への成果紹介を行うと

ともに、これまでの調査成果の整理ならびに専門家向けの報告書を作成・公開するなど、中期計画に沿

って順調に事業を実施した。 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 九州国立博物館 処理番号 1411D5 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

科学研究費助成事業3年計画の3年目である29年度は、収集してきたデータの整理と平行して、報告

書の準備を進めた。本研究はタイ芸術局との信頼関係の下に進められ、情報公開や意見交換を行うな

ど相互補完的に研究成果を蓄積することができた。29年度は国際シンポジウム実施し、研究成果を広

く紹介する機会も得、日本とタイの文化交流を裏付ける資料の発掘や情報共有など当初の目的を達成

することができた。 

東泉寺での釈興然請来仏像調査 
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特別展示「大分県国東宇佐六郷満山展～神と仏と

鬼の郷～」会場風景（基本展示室 3テーマエリア） 

 

業務実績書 

中期計画の項目 
（4）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

① 有形文化財の展覧事業・教育活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 
カ a.特別展示「神と仏と鬼の郷－国東宇佐六郷満山－」に関連する調査研究（(4)-①-1） 

※特別展示「大分県国東宇佐六郷満山展～神と仏と鬼の郷～」に名称を変更 

【事業概要】 

特別展示「大分県国東宇佐六郷満山展～神と仏と鬼の郷～」開催に向け調査研究を行い、その成果を展示に反映す

るとともに、図録を発行する。 

【担当部課】 展示課 【プロジェクト責任者】 課長 楠井隆志 

【主な成果】 

（1）調査概要 

28 年度に引き続き、本展開催のため下記の事前調査、撮影、輸

送業者との現場打ち合わせなどを行った。 

・大分県立歴史博物館（5月 15日、6月 12日） 

・西予市三瓶文化会館（7月 24日） 

・文殊仙寺（7月 27日） 

・八幡奈多宮（7月 31日） 

・無動寺、長安寺、応暦寺（8月 1日） 

・神宮寺、熊野磨崖仏（8月 2日） 

・富貴寺（8月 3日） 

・日出町歴史資料館、法花寺跡、亀峯神社（8月 11日） 

（2）地域との連携による開催 

この特別展示は、大分県国東半島・宇佐地域（国東市、豊後高田市、宇佐市、杵築市、日出町、姫島村）の共催で

実施した。本展開催に至るまで、関係 6 市町村で構成される国東半島宇佐地域・六郷満山開山一三〇〇年誘客キャン

ペーン実行委員会と密に連携を図り、開催準備に当たった。 

（3）特別展示の開催（会期：9月 13日～11月 5日） 

・47日間の会期中、62,688人の入場者があった。また、国東半島宇佐地域・六郷満山開山一三〇〇年誘客キャンペー

ン実行委員会と連携し、各種関連イベントが館内外で開催された。 

・これまでの特別展示と異なり、展示を関連展示室だけでなく、基本展示室 3 テーマエリアへ拡大的に展開し、特別

展示のスケールアップを図った。 

・美術品展示にとどまらず、重要無形民俗文化財の「岩戸寺の修正鬼会」の映像も併せて上映し、国東半島の伝統文

化を多角的に紹介した。 

（4）図録刊行 

展示にあわせ、全 112頁の図録を編集・発行し、総論、作品解説、コラム等にこれまでの調査の成果を盛り込んだ。

出品作品及び参考図版をすべてカラー図版で掲載した。 

【備考】 

・取材（新聞：毎日新聞、朝日新聞、西日本新聞、大分合同新聞ほか。TV：RKB 毎日放送、FBS 福岡放送、TNC テレビ

西日本、OBS大分放送,ケーブルステーション福岡、JCOM、ラジオ：OBS大分放送） 

・新聞寄稿（大分合同新聞 2回、愛媛新聞 1回） 

・ミュージアムトーク １回 

・夜間開館イベント（展示室内、夜のスケッチしナイト） 1回 

・X線 CT撮影 1件 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

中期計画のとおり、有形文化財の展覧事業・教育活動等に関連する調査研究を実施した。 
地域に密着した展示活動は、九州の文化史的意義の再認識や地域における文化財への関心を高めるこ

とに大きく資するものである。今後も、九州に立脚したさまざまな企画を地域と連携、相互に協力しな
がら取り組んでゆく必要がある。 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 九州国立博物館 処理番号 1411D6-1 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

九州に設置された国立博物館として、九州に関連する歴史や文化的に重要なテーマを設定して調査
研究を実施し、その成果を展示に反映、広く発信することを博物館活動の柱の一つと捉えている当館
にとって、今回の企画はそのコンセプトに合致したものであった。企画から準備、開催に至るまで、
関係市町村及び関係組織と連携、相互に協力しながら事業を進めることができた。その結果、内容と
しても非常に多彩で魅力的な特別展示となり、入場者の評価、満足度もきわめて高かった。 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（4）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

① 有形文化財の展覧事業・教育活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 カ b.特別展示「白隠さんと仙厓さん」に関する調査研究（(4)-①-1)） 

【事業概要】 

白隠禅師遠忌 250 年に合わせて開催した、特別展示「白隠さんと仙厓さん」の調査研究を行い、その成果を展示

に反映するとともに、図録を発行する。 

【担当部課】 展示課 【プロジェクト責任者】 課長 楠井隆志 

【主な成果】 

（1）調査概要 

本展開催のため、下記の出陳交渉、事前調査、撮影などを行った。 

 事前調査を行うことで、安全な作品輸送、展示作業を行うことがで

きた。 

・萬壽寺（5月 15日、11月 21日） 

・幻住庵（7月 6日、9月 26日、11月 9日） 

・聖福寺（8月 8日、11月 9日） 

・松蔭寺（8月 17日、12月 20日） 

・福聚寺（10月 23日） 

・多福寺（11月 24日） 

（2）展覧会 

・展覧会名称や作品解説中では、「白隠さん」「仙厓さん」と表記することを各所蔵者や関係寺院に理解を求め、実

現した。禅宗、禅僧、禅画といった一般的に難しい世界のものと敬遠されがちなイメージを払拭する効果はかな

りあったと考えている。           

・特別展示の開催（会期：30年 1月 1日～2月 12日） 

38日間の会期中、32,021人の入場者があった。 

・臨済宗黄檗宗連合各派合議所および臨済宗妙心寺派と連携し、記念講演会を 2回開催した。                 

（3）図録刊行 

展示にあわせ、全 56頁の図録を編集・発行した。事前調査の成果は作品解説中に平易な文章で盛り込むよう努め

た。出品作品及び参考図版をすべてカラー図版で掲載した。 

 

【備考】 

・取材（新聞：西日本新聞 4回、朝日新聞、毎日新聞、仏教タイムス、TV：NHK福岡放送局、テレビ山口ほか） 

・寄稿（九州王国、福岡リビング新聞、文化庁広報誌ぶんかる『文化財のトビラ』、WEBマガジン「アルトネ」） 

・記念講演会 2 回（玄侑宗久「白隠と仙厓にみる大和の禅」223 人参加（30 年 1 月 14 日）、芳澤勝弘「白隠と仙

厓」180人参加（30年 1月 28日））      

・ミュージアムトーク 1回 

 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

中期計画に沿って順調に展示事業に関連する調査研究を遂行し、その成果を展覧会に反映し、かつ

広く一般に分かり易く発信することができた。今後も九州地域の有形文化財に着目した調査研究、展

覧会事業を企画し、実施して参りたい。 

 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 九州国立博物館 処理番号 1411D6-2 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

本展示企画の開催年度である29年度は、準備に着手した28年度以来継続的に実施してきた九州内関

係寺院の所蔵品調査の成果をもとに補足調査、状態確認や輸送に向けての事前調査を中心に行い、安

全な作品輸送、展示作業に活かすことができた。また調査の成果は図録や会場解説、広報などに活か

すことができた。特別展が開催されていない時期ではあったが、本展示の開催期間中には32,021人の

入場者があり、しかも、有料入館者の割合が60%近くだったことは、本研究が時宜にかなう展示の実

現に繋がったと評価できる。 

 

萬壽寺での調査・撮影風景 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（4）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

① 有形文化財の展覧事業・教育活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 カ c.特集展示「国宝 銅鐸絵画」に関する調査研究（(4)-①-1)） 

【事業概要】 

本事業は、30 年 7 月 10 日～9 月 2 日の開催を予定している特集展示「国宝 銅鐸絵画」展に関する調査研究事業

である。本展示は 22 年度より神戸市立博物館と当館が、国宝「桜ヶ丘銅鐸・銅戈群」（神戸市立博物館蔵）関する

共同研究を行ってきた成果を発表するものである。 

【担当部課】 交流課 【プロジェクト責任者】 主任研究員 進村真之 

【主な成果】 

特集展示開催前年の 29 年度は、神戸市立博物館の協力を得ながら、展覧会開催に

向けての調査および確認を行った。 

 

（1）6 月 27 日、神戸市立博物館において桜ヶ丘銅鐸の実物及び 3 次元計測データ、

X 線 CT データを元にした当館への安全な作品輸送及び保管に関する確認、検討

を行った。また、11 月 8 日、神戸市立博物館の担当者と当館において実際の展

覧会会場及び収蔵庫において効果的な展示とより安全な保管に関する調査、検

討を行った。 

  

（2）東京国立博物館所蔵の国宝「袈裟襷文銅鐸〈伝香川県出土〉」についても 29年度

に展覧会への出陳の了承が得られた。また、東京国立博物館に依頼し、「袈裟襷

文銅鐸〈伝香川県出土〉」の 3次元計測を行っている。 

これで「桜ヶ丘銅鐸・銅戈群」全 21点に加え、今回展示される全ての作品の

3次元計測データが揃い、30年度に行う銅鐸・銅戈の実物および 3次元計測デー

タでの比較検討を行う基礎データが集まった。 

 

（3）「桜ヶ丘銅鐸・銅戈群」の 3 次元計測データを元に乾拓の教育普及プログラムの開発を行った。展覧会の関連

ワークショップでの活用を計画中である。 

 

以上により国宝「桜ヶ丘銅鐸・銅戈群」全 21点のほか、東京国立博物館所蔵の国宝「袈裟襷文銅鐸〈伝香川県出

土〉」の出品が決まり、いわゆる国宝「絵画銅鐸」3点全てが、九州の地で初めて並べて展示される準備が整った。 

 

 

 

                                                       

【備考】 

 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

中期計画（有形文化財の展覧事業・教育活動等に関連する調査研究）に沿って、伝香川銅鐸の計測を

行い、これにより展示作品全ての3次元計測データが揃い、データ上での比較・解析を行える状況が整

った。30年度以降はこのデータを元に、実物での比較検討を行っていく予定である。この研究で得られ

た成果を多くの市民に解りやすく展示で紹介していきたい。 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 九州国立博物館 処理番号 1411D6-3 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

29 年度は開催年度の前年として、候補作品の全ての出陳が決まり、安全な輸送や効果的な展示を行

う準備が整ったことは展覧会開催に向けて大きな進展である。また全作品の 3 次元計測データが揃っ

たことにより展覧会開催時に実物とデータ両方での比較・解析を進めることができる状況になった。29

年度の成果を踏まえて、魅力的な展覧会につなげて行きたい。 

桜ヶ丘 5号銅鐸 3D画像 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（4）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

① 有形文化財の展覧事業・教育活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 カ d.特集展示「全国高等学校考古名品展 2018」に関する調査研究（(4)-①-1)） 

【事業概要】 

30年開催予定の文化交流展 特別展示「全国高等学校考古名品展 2018」の開催に向けた調査研究 

【担当部課】 展示課 【プロジェクト責任者】 主任研究員 今井涼子 

【主な成果】 

特集展示開催前年となる 29 年度は、各地で資料調査を実施し、展示資料の選定ならびに借用交渉を行った。借用

交渉については概ね順調に進めることができた。また、展示手法の参考になると思われる展覧会を視察した。 

（1）資料調査 

・教職員・生徒による採集資料、校内出土資料、発掘調査出土資料と幅広い内

容の資料を調査することができた。博物館等に貸与、寄託されている資料も

あり、関係博物館等の協力を得ての調査となった。 

・記録類はあまり関心が払われず、学校側もきちんと管理できていないことが

多いが、極力、生徒が残した写真その他の記録、冊子類も調査し、活動状況

について把握するよう努めた。 

・資料調査を行った考古資料の中から、学校に入った経緯を確認しながら、地

域性が顕著な資料、学史上重要な資料、生徒の活動状況を伝える資料を中心

に、展示資料の選定と借用交渉を行い、概ね出品の了解が得られた。 

・資料調査の過程で、教職員の配置やカリキュラムを含む高校の現況やクラブ

活動の状況等、博物館と高校の連携事業の参考となる情報を得ることができ

た。 

 

（2）展示視察 

・玉川大学教育博物館において開催された「考古資料展－玉川学園考古学研究会の軌跡－」展を視察した。玉川学園

は独自の教育方針をもち、公立高等学校とは生徒の活動状況が異なるものの、生徒による考古学研究が活発であっ

た時期は全国の傾向と共通しており、他校生徒や研究者との交流が持たれるなど時流にのった活動であったことが

わかった。豊富な記録類の展示、考古資料の露出展示など、展示手法の面でも参考になった。 

・南山大学人類学博物館では、常設展示を視察した。時代や地域別ではなく収集過程別に資料を展示するとともに、

ほぼ全ての資料が露出展示されていた。本展でも、時代、地域別によらない展示方法や露出展示を検討しており、

大いに参考になった。 

【備考】 

29年度資料調査：12回 

愛知県立国府高等学校（7月 28日）、青森県立郷土館（8月 8日）、福岡県立宗像高等学校（10月 25日）、土岐市美濃

陶磁文化館（11 月 14 日）、龍谷大学付属平安高等学校（11 月 16 日）、島根県立古代出雲歴史博物館・出雲弥生の森

博物館・島根県立松江北高等学校（11 月 21 日）、青森県立郷土館（11 月 24 日）、福島県立博物館（11 月 29 日）、長

崎県立対馬高等学校（12 月 12 日）、福島県立相馬高等学校（12 月 22日、30年 2 月 6日）、玉川大学教育博物館（30

年 1月 17日）、福岡県立京都高等学校（30年 1月 23日） 

 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

資料調査、出品交渉を通じて、高等学校所蔵考古資料の実態・内容把握を進めることができただけで

なく、高等学校の現状や考え方をも知ることができた。本研究によって、本展に限らず、今後の当館の

展示活動、教育普及活動の計画、展開の参考となる情報を得ることができた。 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 九州国立博物館 処理番号 1411D6-4 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

特別展示開催に向けて、概ね順調に資料調査、展示資料選定、出品交渉を進めることができた。本

研究成果は特別展示図録、展示において公開する予定である。 

26年、28年につづく第3回目の開催となるため、都道府県・市町村教委、博物館等に十分に周知さ

れており、資料調査について理解、協力を得やすかった。 

宗像高校での資料調査 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（4）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

① 有形文化財の展覧事業・教育活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 
カ e. 特集展示「坂本五郎コレクション受贈記念 北斎と鍋島、そして」に関する調査研

究（(4)-①-1)） 

【事業概要】 

・29年度に寄贈された坂本五郎コレクションを対象とした展覧会に関する調査研究。 

・展覧会を通して寄贈品を館の事業の中に位置付け、今後の収蔵品の増加を見込む。 

【担当部課】 学芸部文化財課 【プロジェクト責任者】 課長 河野一隆 

【主な成果】 

・29年度に寄贈されたコレクションを対象として、各分野ごとに研究員が写真撮影や調査研究を進め、総合的な形

で、展覧会の企画を固めることができた。 

 

【企画内容】 

タイトル「坂本五郎コレクション受贈記念 北斎と鍋島、そして」 

・会期 30年 9月 12日（火）～10月 21日（日）。 

・趣旨 本展は古美術｢不言堂｣を創設し、日本のみならず世界の美術市場を舞台にその名を馳せた坂本五郎氏（1923

～2016）の没後に、当館に寄贈された、陶磁器・書跡・絵画・彫刻などのコレクション 259件（重要文化財 2件、

重要美術品 4件を含む）の全容を一挙公開する。 

・会場 文化交流展室第１室：陶磁の名品 10件を常設するほか、寄贈された釜や絵画・書跡などを展示、第 9室：

陶磁・漆工・考古・彫刻分野の展示、第 10室：茶の湯釜展示、第 11室:絵画・書跡・工芸の展示。 

・ポスター・ちらし・図録（目録を兼ねる）を製作予定。 

・リリース 30年度事業紹介の形で公表した（30年 1月 9日）後、詳細な内容については、30年夏頃にプレス・リ

リースを行う予定。 

・29年度は写真撮影を中心として計画を推進した。 

 

 

【備考】 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

中期計画の有形文化財の展覧事業・教育活動等に関連する調査研究について実施することができ

た。寄贈を受けた坂本五郎コレクションは、開館以来、質量共に最大規模のコレクションであり、本

調査研究を通して30年度に開催予定の展示に活かし、本事業の目的を完遂する見込である。 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 九州国立博物館 処理番号 1411D6-5 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

29年度に当館への寄贈が決定した坂本五郎コレクションについて、調査研究や写真撮影を行った。 

また、本調査研究を基礎として、展覧会概要を固めると同時に図録や陳列の設計にも着手し、30年

度の展示開催にむけてのさまざまな作業を円滑に着手するための、基盤整備を行うことができた。 

重要文化財｢日新除魔図（北斎筆）｣ 
重要文化財「鍋島瓶子」 

コレクションの全体像写真 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（4）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

① 有形文化財の展覧事業・教育活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 カ f.特集展示「平戸松浦家伝来の伊能図」に関する調査研究（(4)-①-1)） 

【事業概要】 

30年は、日本地図史に大きな足跡を残した伊能忠敬の没後 200年にあたる。忠敬の功績を記念して、平戸藩主で

あった松浦家に伝来した伊能図と関連作品を、展覧事業を通じて公開する。また、松浦家伝来の背景にあった、伊

能忠敬と平戸藩主・松浦静山との交流もあわせて紹介する。 

【担当部課】 学芸部企画課 【プロジェクト責任者】 特別展室研究員 松浦晃佑 

【主な成果】 

30年度の展覧会に向けて、以下の通り、出品予定作品の調査を行った。 

（1）主要出品者である松浦史料博物館では、松浦家伝来の伊能図を調査するほか、伊能忠敬やその弟子達との交流

を示す作品、測量器具などの調査を行った（12月 21日）。 

（2）伊能忠敬記念館では、国宝「伊能忠敬関係資料」のうち、「伊能忠敬像」や平戸での測量日記などを調査した

（30年 2月 23日）。 

（3）入船山記念館では、伊能隊が測量をする様子が描かれる呉市指定文化財「浦島測量之図」（個人蔵）の調査を

行った（30年 2月 16日）。 

以上の調査によって、松浦家伝来の伊能図の伝来の契機が、忠敬が平戸藩主に伊能図を譲渡するという約束に端

を発したことが確認できた。また、展示を通じて、松浦家に伝来した伊能図の正確さとともに、伊能図が伝来した

経緯を来館者に興味深く伝える準備ができた。さらに、測量器具や絵画作品の調査結果を通じて、忠敬らがどのよ

うに測量をしていたのかについて、来館者に紹介する方針がついた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【備考】 

調査件数 3件（松浦史料博物館、伊能忠敬記念館、入船山記念館） 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

中期計画に沿って、当館では日本とアジア諸地域の交流の歴史に関連する文化財の調査・展示を行う

という方針に基づき、「アジアの古地図」や「伊能図」というテーマで、伊能図や伊能図が製作される

以前の地図を継続的に展示し、伊能図の精度の高さや、日本の地理認識の変化を紹介してきた。29年度

においても、同様の作品展示を行い、主にヨーロッパから地理の知識を得た日本の地図を紹介した（11

月14日～12月24日）。30年度は、この展覧事業の成果を踏まえ、他館の協力を得て、本展覧会を開催

し、調査・研究の成果を広く一般に公開する。この成果の公開により、ヨーロッパにおける地理の知識

が日本においてどのように発展したのか、その文化交流の様相も示すことができる。 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 九州国立博物館 処理番号 1411D6-6 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

29年度は予定通り、所蔵機関の協力を得て、30年度の伊能忠敬没後200年の記念展示の準備を順調

に行うことができた。30年度は調査の結果を展覧事業や図録等の刊行物に反映する予定である。な

お、出品予定作品のうち、現在まで写真に撮影されていなかった作品を撮影し、図録を通じて広く一

般に紹介する。 

松浦史料博物館での作品調査 伊能忠敬記念館での作品調査 入船山記念館での作品調査 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（4）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

① 有形文化財の展覧事業・教育活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 カ g.特集展示「玉‐古代を彩る至宝‐」に関する調査研究（(4)-①-1)） 

【事業概要】 

30年度実施予定の特集展示「玉‐古代を彩る至宝‐」に向けた調査研究事業 

【担当部課】 展示課 【プロジェクト責任者】 研究員 小嶋篤 

【主な成果】 

古墳時代の玉については、これまでその出土総数等の

基礎的集成すらなされていない状況にある。本事業は、

研究蓄積の厚い古墳時代研究における未開拓分野の開拓

を果たした。 

・朝鮮半島の南東部（新羅・伽耶領域）から出土する翡

翠製玉類は、以前から日本列島産（糸魚川産）である

可能性が指摘されていたが、蛍光 X線分析等の理化学

的分析により、その論拠が数値として提示できた。 

・大和、河内の古墳出土の翡翠製玉類が減少する時期と、

新羅の墳墓出土の翡翠製玉類が増加する時期が一致し

ており、鉄素材等の交換財の一つとして稀少な宝石が

用いられていた可能性が見出された。 
・特集展示「玉‐古代を彩る至宝‐」に向けた調査研究
事業の成果は、29年度分については「第3回古代歴史文
化協議会講演会 古墳時代の玉飾りの世界」を実施
し、積極的に公開に努めた。（11月8日、東京・よみうり大手町ホール） 

・古代の玉の流通範囲やその規模に関する基礎情報の蓄積を図った。 

 

【備考】 

 本事業は、14県で構成される古代歴史文化協議会との共同で進められている。 

 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

・中期計画に対し研究組織を立ち上げ、実地調査を含む基礎研究を実施することで取り組んだ。基礎的

な研究データを蓄積したことで、30年度実施予定の特集展示「玉‐古代を彩る至宝‐」をはじめとし

た展覧事業・教育活動の基盤を整えた。 

・30年度は特集展示「玉‐古代を彩る至宝‐」を基点に、展覧事業・教育普及活動を展開する。 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 九州国立博物館 処理番号 1411D6-7 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

・古代の玉は流通範囲が広く、その規模も大きい。日本列島出土玉類にも、地中海沿岸や東南アジア原
産の素材が含まれている。実直な研究基盤の構築が今後の飛躍的なグローバル展開につながると考え
られる。 

・考古学的調査に加えて、理化学的調査も併行して実施しており、客観的なデータ蓄積を実施した。 
・30年度は特集展示「玉‐古代を彩る至宝‐」に備えた調査研究を実施する予定である。 
 

翡翠製玉類の調査風景 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

① 有形文化財の展覧事業・教育普及活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 
a.在欧日本仏教美術の包括的調査・デジタル化とそれに基づくジャポニズムの総合研究（科

学研究費助成事業）（(4)-①-1)） 

【事業概要】 

 これまで日本からの調査が充分に及んでいない在欧博物館等を中心に、日本仏教美術作品の悉皆調査を推進し、

並行して新たな仏教美術作品の発掘も図る。調査で得た画像と情報をデジタル化し共有することによって、欧州に

おける日本仏教美術研究の進展に寄与することも目指す。 

【担当部課】 九州国立博物館 【プロジェクト責任者】 館長 島谷弘幸 

【主な成果】 

（1）下記の調査を行い、各館が収蔵する仏教美術作品の詳細な情報

を得るとともに高精細画像を撮影した。 

・フィンランド・ヘルシンキのフィンランド国立博物館にて、同館の

運用する所蔵品データベースを、日本において連携して運用するた

めの調査を行った。（9月 11日～12日） 

・ドイツ・ポルトハイム基金民族学博物館にて、日本仏教美術作品（絵

画、工芸など）の調査及び撮影を行った。また、滞在中に、ハイデ

ルベルク大学において調査成果の発表を行った。（10 月 22 日～27

日） 

・イタリア、アラ・パチス博物館、バルベリー二宮、ピゴリーニ国立

民族博物館、ウフィッツィ美術館にて、日本仏教美術作品の調査及

び撮影を行った。（11月 18日～25日） 

・ドイツ・ブレーメン世界博物館にて、日本仏教美術作品（絵画、彫

刻など）の調査及び撮影を行った。（12月 11日～16日） 

 

（2）各機関での調査に際し、現地の学芸員と面談を行い、今後の調査研究にとって有意義な情報と人脈を得ること

ができた。また資料や図録等の収集なども積極的に行い、30 年度の調査を円滑に進めるための準備を進める

ことができた。 

【備考】 

科学研究費助成事業の 3年計画の 2年目である。 

現地調査回数：4回 

調査作品件数：130件 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

中期計画に沿って、29年度は調査対象となる日本仏教美術作品を所蔵する機関での調査を実施すると
ともにデータの蓄積を行った。最終年度となる3年目には調査成果をデータベース化し公開することと、
報告書の作成を目指す。 
各国の博物館・美術館との協力体制が構築できたが、調査受け入れ先である博物館・美術館の要望や

所蔵品の傾向に合わせた研究分担者、研究協力者の日程調整が難しい点は課題である。各機関との交渉
及び協議を重ね、より円滑な調査活動を行いたい。 
上記のとおり、有形文化財の展覧事業・教育普及活動等に関連する調査研究について29年度も計画的

に実行している。 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 九州国立博物館 処理番号 1411D7 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

科学研究費助成事業の3年計画の2年目である29年度は、調査対象となっていた美術館・博物館でほぼ
予定通りに調査及び資料の収集を行うことができた。調査対象に含まれていなかった美術館・博物館で
も、今後の調査実施に向けて情報収集及び交渉を継続して行った。データベースの充実に向けて、各機
関との協力関係を築き、ネットワークの形成を強固なものとできたことが意義深い。30年度には未調査
の仏教美術コレクションの調査を行うとともに、事前調査で特に優品と認められたものについて専門
家による追加調査を実施する予定である。また、科学研究費助成事業の最終年度として、調査の成果を
整理し、データベースを完成させるほか、調査成果を印刷物にまとめる予定である。 
 

ドイツ・ポルトハイム基金民族学博物

館での撮影風景 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

① 有形文化財の展覧事業・教育普及活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 
b.出土・在銘遺品を中心とした調査による明代彫漆器の基礎的研究（科学研究費助成事業）

（(4)-①-1)） 

【事業概要】 

本研究は、世界各地に伝存する中国・明時代の彫漆器のうち、特に在銘・出土遺品の調査を通じてその様式や特

質を明らかにし、いまだ判別の難しい明代彫漆器の制作地や編年を正しく捉えることを目的とする。 

【担当部課】 学芸部文化財課 【プロジェクト責任者】 資料登録室主任研究員 川畑憲子 

【主な成果】 

29年度は、計画していた調査を進めて調査データを

整理し、総括に向けて新たな検討課題について考察を

進めることに努めた。 

・具体的には、28年度に続き、国内外に所蔵される明

代彫漆器及び関連作品について、さらに広範囲に、

作品調査を行った。 

・29年度、調査に訪れた主な所蔵先は、東京国立博物

館、徳川美術館、個人（東京）、個人（京都）、台北

國立故宮博物院、個人（台北）などである。  

・調査では、明代彫漆器を中心に文様技法や銘文に関

する詳細な観察、記録、撮影を行ったが、明代のみ

ならず、宋代、元代などの彫漆器、また他の技法を

用いた中国漆器も合わせて調査することができ、当初の計画よりも多くの貴重な作品データを集積することがで

きた。さらに、調査データをもとに国内外の研究者と議論を交わし、研究を深めることができた。 

・文献資料をあらためて博捜し、他の遺物や他の出土事例とも合わせて検討し、彫漆器の制作地及び制作年代につ

いて、これまでの定説を再検討することができた。 

・ただし、29年度は担当研究者の傷病により研究活動が制限されたため、予定していた調査の一部を実施すること

ができなかった。そのため研究期間を 1 年間延長し、延期した作品調査の実施や研究成果の公表に向けての総括

を行う予定である。                         

【備考】 

科学研究費助成事業の 3年計画の 3年目 

調査回数 国内 5か所 海外 2か所 

収集資料数 漆器ほか 約 30点 

 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

中期計画において掲げられた、有形文化財に関する調査研究の目的の一部を達成することができた。 
29 年度は担当研究者の傷病により研究活動が制限されたので 30 年度まで研究期間を延長し、作品調

査の成果を整理、検討をすすめ、総括として論文や発表などで成果を公表していく予定である。 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 九州国立博物館 処理番号 1411D8 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

科学研究費助成事業3年計画の3年目である29年度は、計画していた調査を進めてデータを整理し、総
括に向けて新たな検討課題について考察を進めることに努めた。 
具体的な成果としては、多くの作品を実見し、さまざまな種類の官製銘を収集することで、より詳細

なデータを得ることができたほか、日本で入れたと思われる作者銘や、評価に関する銘文も収集し、日
本人が明代彫漆器の作者や制作地をいかに捉えていたか、具体的に知ることができた。 
担当研究者の傷病により、計画していた一部調査については調査研究期間を30年度まで延長したの

で、30年度には延期した作品調査を実施しつつ、27年度からの研究成果を総括し、研究成果の公表を行
う予定である。 

龍文堆朱合子および「大明宣徳年製」銘（台北・個人蔵） 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

① 有形文化財の展覧事業・教育普及活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 
c.極薄青銅器と響銅を対象とした製作技術の比較－東アジア金属工芸史の再構築―（科学研

究費助成事業）（(4)-①-1)） 

【事業概要】 

戦国時代（紀元前 5 世紀）以降の中国で急速に普及していった、厚さ 1mm に満たない青銅製容器「極薄青銅器」

の製作技術について、3Dスキャン、蛍光Ｘ線元素分析装置など光学機器の使用を含む多角的な分析と製作実験によ

り解明する。また、南北朝時代（5世紀）以降に流行した轆轤挽きによる薄作りの青銅器「響銅」の製作技術との比

較を通して、中国金属工芸史の再構築につながる基盤研究を行う。 

【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 川村佳男 

【主な成果】 

 東京国立博物館、仙台市博物館や中国四川省、重慶市、貴州省

などの博物館が所蔵する極薄青銅器、響銅、及びそれらに関連

する青銅器の熟覧調査を行った。熟覧の結果、鋳造・鍛造・きさ

げ・轆轤引き・鑞付けなどによると思われる各種の製作痕を多

数視認することができた。東京国立博物館では熟覧調査のほか

に、元素別デジタルマッピング機能をもつ蛍光Ｘ線分析装置（Ｘ

ＲＦ）による計測も実施した。計測の結果、青銅器の表面に鍍

銀を施したと思われた部位が事前に鍍金を施した鍍金銀であっ

たことが判明したほか、漆の塗布を予想させる元素を検出した

例もあった。 

 東京藝術大学では、鋳造した板状サンプルに熱間鍛造による

湾曲加工を施して小型の銅鑼状青銅器を作る実験を行った。何

枚もの板状サンプルを積み重ねた状態で鍛打すると、熱が冷め

にくく、地金の可変性を維持した状態でより確実かつ効率的に

製作できることが分かった。仕上がった径は、重ねられた部位

により少しずつ違いがあることから、法隆寺献納宝物の響銅八重鋺、和泉市久保惣記念美術館・山東博物館・中国

国家博物館などが所蔵する戦国時代の極薄青銅器套匜（とうい：入れ子状の片口付碗）などは、この技法によって

作られた可能性が高い。 

【備考】 

科学研究費助成事業 3年計画の 2年目 

調査回数：7回（うち海外での調査 2回） 

作品調査件数：約 50件 

撮影点数：約 400カット 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

中期計画に沿って、29年度は熟覧、ＸＲＦによる元素の定性分析、実験などの多様な調査を実施する

ことによって、極薄青銅器及び響銅の製作技法各種とその共通点について見通しを得ることができた。

最終年度に当たる30年度は国内外で多角的な調査を継続するとともに、これまでの成果を整理して当館

の文化交流展で公表する。 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 九州国立博物館 処理番号 1411D9 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

科学研究費助成事業3年計画の2年目である29年度は、国内外の多くの博物館などで予定していた極

薄青銅器と響銅の幅広い調査を実施し、多彩な製作技法の痕跡を確認することができた。また、響銅

八重鋺の製作技法とその効率を実験によって明らかにすることができた。 

三次元計測機による調査 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

① 有形文化財の展覧事業・教育普及活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 d.インドネシア・パセマ高原の装飾古墳の基礎的研究（科学研究費助成事業）（(4)-①-1)） 

【事業概要】 

日本ではほとんど知られていないインドネシア・南スマトラの装飾古墳を対象に、考古学研究とデジタルアーカ

イブの構築を展開し、日本の装飾古墳研究にも寄与する。 

【担当部課】 学芸部文化財課 【プロジェクト責任者】 課長 河野一隆 

【主な成果】 

・本助成事業のうち、3年目に計画中であるフィールド調査のための覚書をインドネシア考古学研究所（ARKENAS）

にて締結、その折にインドネシア側で刊行されている巨石文化関連資料を入手し、翻訳を行った。 

・インドネシア考古学で先進的な取り組みを行っている、ボロブドゥール研究所を訪問し、意見交換を行った。 

・インドネシア・カウンターパートである考古学研究所の Triwurjani氏と調査成果を共有しつつ、地形図上に対象

となる巨石文化関連遺跡を落とし込んだ遺跡分布地図を製作した。 

・先行調査で取得した GPSデータをドットするための、パセマ高原をカバーするデジタル地図を公的機関（BIG）か

ら入手した。また、今まで所得した GPS データを地形図上に落としこんで、地理的特性を検討するための基盤づ

くりを行った。 

・フィールド対象地までの交通手段、効率的な搬入経路などの情報を入手し、インドネシア側と協議して確認した。 

・インドネシア考古学研究所（ARKENAS）からいただいた、巨石文化関連資料の翻訳にもとづき、30年度の調査方針

と対象範囲を決定した。 

 

 

【備考】 

 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

中期計画に沿って、有形文化財の展覧事業・教育普及活動等に関連する調査研究を実施した。九州固
有の文化財としてよく知られた、装飾古墳を対象とし、幅広いアジア的な視点から捉えるための研究基
盤の構築のための、準備を順調に進めることができた。 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 九州国立博物館 処理番号 1411D10 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

科学研究費助成事業の3年計画の1年目である29年度は、インドネシア考古学研究所と覚書を締結し、
資料収集を行うなど、2年目以降のための研究基盤の構築を行った。30年度以降の調査を順調に着手す
るための準備を当初の計画通り遂行することができた。 

対象地域の遺跡分布地図 
インドネシア考古学研究所

（ARKENAS）と締結した覚書 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

① 有形文化財の展覧事業・教育活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 ア 特別展「運慶」に関する調査研究（(4)-①-2）） 

【事業概要】 

特別展「運慶」に出品する作品の事前調査を行い、展示に反映させる。 

東京国立博物館に作品を輸送後、科学機器を用いた調査、撮影などを行う。 

【担当部課】 学芸企画部企画課 【プロジェクト責任者】 課長（兼国際交流室長） 浅見龍介 

【主な成果】 

(1)運慶展出品の仏像 74躯のうち、すでに調査済の 2躯を除く 34躯のＸ線ＣＴ撮影、1個のＸ線撮影を実施した。 

・六波羅蜜寺地蔵菩薩像の納入品の形状、納入状況等詳細を把握できた。 

・興福寺無著・世親像、南円堂四天王像の構造、木寄せを把握できた。両者とも木心のある材を寄せていること

が分かった。 

(2)高野山金剛峯寺の八大童子像は彩色顔料特定のため、瀧山寺聖観音像は銅製装身具、銅製光背の金属含有物を

特定するため蛍光Ｘ線分析調査を実施した。 

(3)興福寺無著・世親像、法相六祖像、東大寺重源上人像、長岳寺勢至菩薩像のファイバースコープによる像内観

察を行った。 

・長岳寺勢至菩薩像の頭部内墨書銘を撮影。 

(4)出品作品はすべて写真撮影を行った。 

 

以上、データを取得したので、今後時間をかけて分析する。 

【備考】 

 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

中期計画に沿って有形文化財の展覧事業に関連する調査として、「運慶」展出品作品のうち予定してい
た調査はすべて実施することができた。30年度以降はその成果を研究誌などで発表することに尽力する。
科学機器によって得られた情報を学会で共有すれば、研究の進展に寄与することができると考えられる。 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1412A1 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

5年計画の2年目である29年度の特別展「運慶」の調査において、Ｘ線ＣＴ、蛍光X線、ファイバースコ
ープ等の調査を実施し、成果の一部は展覧会場でパネルによって紹介した。また、テレビ、新聞等の取
材を受け、注目を集めた。今後、調査画像を分析し、研究誌等で調査報告を行うことで、研究の進展が
見込まれる。 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

① 有形文化財の展覧事業・教育活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 
ア 特別展「仁和寺と御室派のみほとけ―天平と真言密教の名宝―」に関する調査研究

（(4)-①-2）） 

【事業概要】 

真言宗御室派総本山仁和寺と御室派の寺院が所蔵する文化財を紹介した。 

【担当部課】 学芸企画部企画課 【プロジェクト責任者】 特別展室長 丸山士郎 

【主な成果】 

・展覧会名 特別展「仁和寺と御室派のみほとけ―天平と真言密教の名宝―」 

・会  期 30年 1月 16日(火) ～3月 11日(日)（48日間） 

・会  場 平成館 

・主  催 東京国立博物館、真言宗御室派総本山仁和寺、読売新聞社 

・特別協力  仁和会 

・協  力  サビア 

・協  賛  光村印刷・作品件数 20件 

・来館者数 324,042人(目標 150,000人・達成率 216.0％) 

・入場料金 一般 1600円(1,400円／1,300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 93.9％ 

 

真言宗御室派総本山仁和寺は、光孝天皇が仁和 2 年(886)に建立を発願し、次代の宇多天皇が仁和 4 年(888)に完

成させた真言密教の寺院である。歴代天皇の厚い帰依を受けたことから、すぐれた絵画、書跡、彫刻、工芸品が伝

わる。創建時の本尊である阿弥陀如来および両脇侍像（国宝）をはじめ、多くの作品について調査と写真撮影を行

った。空海筆の三十帖冊子は全項撮影し、貴重な研究資料を作成することができた。また、仁和寺を総本山とする

御室派寺院に伝わる仏像についても作品調査、撮影も行った。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
「葛井寺調査風景」         「明通寺調査風景」 

【備考】 

調査回数：13箇寺 

論文：総論 1、各論 4、コラム 5、作品解説 174件 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

真言宗御室派総本山仁和寺と全国の御室派寺院に伝わる文化財の魅力や価値を、堂内の再現を行うな
どしてわかりやすい展示を行ったことから、計画を上回る入場者があった。 
 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1412A2 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

全ての出品作品について事前の調査を実施し、その成果を図録や会場の解説に活かすことができた。
一部の作品については新たに写真撮影を行い、今後の研究のための資料の充実を図った。また、計画を
上回る入場者があった。 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

①有形文化財の展覧事業・教育活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 ア 「アラビアの道―サウジアラビア王国の至宝」に関する調査研究（(4)-①-2）） 

【事業概要】 

「アラビアの道」の実施のため、作品や展示手法を実施する。 

【担当部課】 学芸企画部企画課 【プロジェクト責任者】 学芸研究部調査研究課考古室長 白井克也 

【主な成果】 

(1) 韓国・国立中央博物館での展示調査 

「アラビアの道」の巡回先の一つである韓国・国立中央博物館において、5月と 6月に展示作品と展示手法を

調査するとともに、サウジアラビア側担当者、韓国側担当者と意見交換を行った。 

(2) サウジアラビアでの現地調査 

「アラビアの道」の巡回先の一つであるサウジアラビア国立博物館において、11 月に展示作品・展示手法を

再度調査するとともに、主催者であるサウジアラビア国家遺産観光庁と、展覧会実施の詳細について意見交換を

行った。 

同時期に開催されていた Saudi Archaeology Convention に参加し、サウジアラビアにおける考古学の最先端

について学び、参加者と意見交換した。 

(3) 展覧会の実施と図録の発刊 

以上の調査成果に基づき、30 年 1 月 23 日から 5 月 13 日まで表慶館において展覧会「アラビアの道―サウジ

アラビア王国の至宝」を開催。また展示作品を解説する図録を発刊した。 

【備考】 

展示調査 3回 

展覧会「アラビアの道―サウジアラビア王国の至宝」開催 

図録「アラビアの道―サウジアラビア王国の至宝」発刊 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

 当館にはアラビア半島にかかわる所蔵品はほとんどなく、またイスラム美術にかかわる所蔵品も乏し
いため、それらの展示や普及の期間がほとんどなかったが、本調査を通じて所蔵品よりもさらに幅広く
展示・普及の経験を得、またその過程でソウルやリヤドなど諸外国の展示・普及活動について知見を広
めることができ、今後の博物活動に資するところが大であった。 
 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1412A3 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

本調査は、従来日本ではほとんど知られておらず、館蔵品でもほとんど該当作品の存在しなかったア
ラビア半島の歴史と文化について、人類の登場から現代にいたる作品に関して知見を深め、その普及を
図るものである。東京国立博物館にとっても過去にない経験であったばかりでなく、世界的にも貴重な
機会であった。 
特に、世界の政治・経済情勢において、西アジアが注目され、イスラーム教への関心が高まる現状に

おいて、歴史や報道だけでは測らない、文化財という実物資料によってのみ知りうる人類の文化とその
歩みを一般観覧者に提示したことの社会的意義は大きい。 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

① 有形文化財の展覧事業・教育活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 
ア 創刊記念『國華』130周年・朝日新聞 140周年特別展「名作誕生―つながる日本美術」に

関する調査研究（(4)-①-2）） 

【事業概要】 

特別展「名作誕生―つながる日本美術」開催に向け、作品の状態確認、調査研究を行い、成果を展覧会に反映させ

る。 

【担当部課】 学芸企画部企画課 【プロジェクト責任者】 学芸研究部保存修復課保存修復室主任研究員 瀬谷愛 

【主な成果】 

（1）調査概要 

当館で開催予定の特別展「名作誕生―つながる日本美術」（30 年 4 月 13 日～5 月 27 日）出品予定の作品につい

て調査した。調査先は下記のとおり。 

・彫刻： 

唐招提寺（奈良県）、成相寺（兵庫県）、笠区（奈良県）、春光寺（京都府）、孝恩寺（大阪府）、道明寺（大阪府） 

・絵画： 

善導寺（福岡県）、四天王寺（大阪府）、叡福寺（大阪府）、菊屋家住宅保存会（山口県）、山口県立美術館 

（山口県）、都内個人 2件 

・陶磁： 

岡田美術館（神奈川県）、MOA美術館（静岡県） 

（2）調査の結果得られた知見 

・調査の結果、出品作品の現在の状態や、輸送経路の確認など事前に有益な情報を得られ、展覧会の構成や解説、

安全な輸送への準備に取り組むことができた。 

・29 年に 84 年ぶりに再発見された雪舟等楊の真筆について、その状態確認ができたこと、本展での東日本初公開

への準備を行うことができたことは大きな成果である。 

・これまで展覧会では紹介されていない他の中世絵画新出作品の存在も明らかになり、展覧会内容が充実した。 

【備考】 

・調査回数：のべ 17回 

・プロジェクトメンバー（調査者）： 

田沢裕賀（学芸研究部長）、猪熊兼樹（企画課出版企画室主任研究員）、丸山士郎（企画課特別展室長）、 

皿井舞（調査研究課絵画彫刻室主任研究員）、西木政統（列品管理課貸与特別観覧室研究員）、 

横山梓（保存修復課保存修復室研究員） 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

本展は現在出版される世界最古の美術雑誌『國華』の創刊 130 年を記念する展覧会であり、その社会
的役割としての優れた美術作品とその研究成果の紹介は、本展の重要な開催目的の一つでもある。作品
同士の影響関係を来館者にわかりやすく説明し、また新しい作品との出会いや、これまで知っていた作
品の新しい一面を発見する機会として、新出作品の発掘と紹介ができるよう準備を進めてきたことは大
きな成果と考えている。本展で紹介する新作品や新知見は今後の研究に大きく寄与するであろう。また
展示構成上、網羅的に紹介できない部分については、別途論文や学会発表によって公開したい。 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1412A4 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

新出作品の存在確認により学界へ貢献することができるのは、本展の共催者である國華社の協力によ
るもので、本展の実施意義を大きく高めるものと考えられる。また、事前調査を行うことにより、出品
予定作品の状態や美術史的表現に関する知見を深めることができ、作品解説の執筆や講演会、安全な輸
送の準備を行なうことが可能となった。さらに、未撮影作品の写真撮影の成果を図録に掲載し、今後の
研究に寄与することができる見込みである。 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

① 有形文化財の展覧事業・教育活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 ア 特別展「縄文―１万年の美の鼓動」に関する調査研究（(4)-①-2）） 

【事業概要】 

30年 7月 3日(火)から 9月 2日(日)に開催予定の特別展「縄文―1万年の美の鼓動」の出品交渉並びに事前調査

を行う。また、会場での展示方法などの参考のために、関連する作品の展示を行っている美術館・博物館の調査を

行う。 

【担当部課】 学芸企画部企画課 【プロジェクト責任者】 学芸研究部調査研究課考古室主任研究員 品川欣也 

【主な成果】 

(1)出品交渉によって 40 を超える所蔵先から縄文時代の美に関する作品を集め、効果的な展示を行う見通しが得ら

れた。 

 

(2)なかでも火焔型土器(十日町市蔵)をはじめとした縄文時代の国宝 6件全ての出品は、本展の目玉の一つになると

考える。 

 

(3)出品作品の事前調査を行うことで、作品の状態などを詳しく確認することができた。また、関連作品の展示調査

などによって、支持具などの展示方法についても知見を得ることができた。 

【備考】 

・29年度の出品交渉並びに事前調査 14回 

 (新潟県十日町市博物館・長野県茅野市尖石縄文考古館・青森県八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館など) 

・展示構成などの打ち合わせ 2回 

・共催社など含む打ち合わせ 17回 

 

 

 

 

 

 

 

   

調査風景(左：井戸尻考古館、右：東京大学総合研究博物館) 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

調査や打ち合わせなどで行った検討を踏まえて、30年度の広報・展示・図録など本展にかかわるさ
まざな事業にその成果を反映させていきたい。 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1412A5 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

(1)近年、従来とは異なり縄文時代・文化への関心が若年層、特に女性を中心に高まっている。そのため、
本展は時宜を得たものであり、来館者層の拡大を図ることができると考えている。 

(2)時期や地域など幅広く出品作品を集め展示することによって、従来にない組み合わせや比較が可能
になり、新たな発想や着想を生むきっかけになると考えている。 

(3)本展の準備作業によって多くの所蔵機関や研究機関と出品交渉や交流を行うことによって、今後の
共同研究や特別展の企画立案に役立つと考える。 

(4)当館で21年度に行われた特別展「国宝土偶展」や特別公開「縄文の女神」などの知見などを本展に活
用し、業務の効率化を図った。 

(5)本展に合わせて新規撮影や三次元計測・Ｘ線ＣＴ撮影などを行い、今後の研究や教育普及を行うため
のデータが蓄積できた。 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

① 有形文化財の展覧事業・教育普及活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 ア 開館１２０周年記念特別展覧会「国宝」に関する調査研究((4)-①-2)) 

【事業概要】 

 開館 120周年記念特別展覧会「国宝」（10月 3日～11月 26日）の開催準備のため、国宝に指定されている文化財

の調査研究を行い、その特徴や指定の意義などについて検証し、その成果を研究成果として、図録や展覧会出品作

品の選定等に反映させた。 

【担当部】 学芸部 【プロジェクト責任】 工芸室研究員 降矢哲男 

【主な成果】 

(1)京都や関西圏を中心に、東北から沖縄まで、全国各地の国宝の文化財を調査し、その特徴

や指定の意義などについて検証を行った。その成果をもとに、総件数 210 件にもおよぶ展

示作品リストを確定させた。また、調査結果を反映し、考古、彫刻、絵画、書蹟、工芸、

各分野においてテーマを設定した展示を行い、例えば、雪舟の国宝 6 件を同時公開、長谷

川等伯・久蔵親子の作品競演、禅の世界観や東山御物の美意識を表現するなど、過去にな

い特徴ある展覧会構成となった。 

(2)研究成果は、展覧会図録に論考 3 件、作品解説などに反映させた。また、展覧会期間中に

は、講演会を 1 回開催し、共催者主催の講演会や外部から依頼のあった講演会などにおい

て、研究成果の公表を行うとともに、広く一般に文化財の意義について伝えることができ

た。図録は、第 59回全国カタログ図録部門文部科学大臣賞を受賞した。 

(3)41 年ぶりに行った国宝展であったが、全国的に注目を集める展覧会となった。そ

の背景として、国宝という希少性や展示のテーマ性に対する魅力があったことと

共に、これまでに蓄積された当館における展示や調査研究の成果を活かし、例え

ば文化財修復される過程での新発見や CTなどの機器を利用し、その内容を積極的

に取り入れたこともおおきな成果といえる。 

【備考】 
当館が開館して 120年を迎える節目の年であり、かつ日本の法令上「国宝」の語が初めて使用された「古社寺保存法」制定より

120 年にもあたる。昭和 51 年（1976）に「日本国宝展」を開催して以来、41 年ぶりとなったが、文化財の在り方について、これ
までの展覧会や調査研究、そして文化財修復などの成果を基に、1 期を約 2 週間として作品を入れ替えながら、210 件の国宝を 4
期（48日間）に渡って展示した。 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｓ 

中期計画に沿って、有形文化財の展覧事業・教育普及活動等に関連する調査研究を実施した。文化財

保護法に基づいた重要な役割のひとつである、国立博物館に収蔵・寄託されている国宝を広く公開する

という点で、機構各博物館収蔵の国宝を数多く展示できたことことは大きな成果といえる。また、それ

ぞの担当分野において、調査研究の成果を基にしたテーマを設けた展覧会であったことや、28 年度から

計画的に準備をしての開催により、質の高い展覧会を行うことができた。また、これまでの研究成果は

もちろんであるが、調査成果や文化財修復、CT 等の最新機器を活かした研究成果を積極的に公開できた

ことは、展覧事業のみでなく、各事業の成果を広く公開することにつながったといえる。 
 

【書式Ｂ/博】 施設名 京都国立博物館 処理番号 1412B1 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｓ 

今回展示を行うにあたり、各分野の研究員がそれぞれ京都や関西圏を中心として、日本全国の国宝の
文化財の調査・研究を行った。それぞれの分野で蓄積されてきた研究成果に加えて、CT等の最新機器を
用いた調査や文化財修復の過程では、例えば曼殊院所蔵の不動明王像（黄不動）に、仏画を描く前に行
われる「御衣絹加持」と呼ばれる儀式の痕跡が見つかった。また、CTを用いた調査によって、四天王寺
所蔵の掛守の内部構造が明らかになり、加えてその内部の様子を3Dプリンター等で立体的に再現する
ことで、これまで知ることの出来なかった部分が明らかになった。このように、研究がし尽くされたと
思われる国宝においても、新たに明らかとなった事実により、これまで研究を進めていくなかで提示で
きなかった新たな視点を広く一般に提示する、重要な機会となった。こうした研究成果の内容を踏まえ
て図録を作成し、講演会等において広くその内容を一般に伝えたことにより、注目が集まることとな
り、結果的に研究成果とともに当館が120年にわたって文化財に寄り添ってきた過程を多くの人に認知
される機会となった。 
テレビやラジオなどの放送や新聞報道、月刊誌や週刊誌などでの特集、関連書籍の発行をはじめとし

て、その研究成果も取り上げられた。また、国内だけでなく海外メディアにも取り上げられ、成果も幅
広く周知することができた今回の展覧会をきっかけに、国民の宝である「国宝」を守り伝えていくこと
を、62万人を超える多くの来館者に伝える機会となったことは極めて顕著な成果といえる。 
開館120年を記念する事業でもあったが、近年に例のない内容の展覧会を行えたことは、国宝に限ら

ず多くの文化財を後世に伝えていく意義をあらためて多くの人に問う、重要な機会となったことは言
うまでもなく、また研究面、社会へ貢献などを考えてもとても意義深い展覧会であった。 

展覧会図録 

展示風景 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

① 有形文化財の展覧事業・教育普及活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 ア 特別展「池大雅 天衣無縫の旅の画家」に関する調査研究((4)-①-2)) 

【事業概要】 

 特別展「池大雅 天衣無縫の旅の画家」（30 年 4 月 7 日～5 月 20 日）の開催のため、各地に所在する大雅作品及び

関連資料の調査を行った。あわせて、展覧会への出品交渉を進め、図録等印刷物に掲載するための写真撮影も行った。 

【担当部課】 学芸部 【プロジェクト責任者】 美術室研究員 福士雄也 

【主な成果】 

(1)他機関の研究者等の協力も得ながら所在情報を収集したうえで、約 700件の作品・

資料の調査を行い、基本的な情報をまとめた調書を作成した。調査の過程で、従来

未紹介の作品、近年の所在が不明であった作品、大雅研究上重要な意義を有する資

料等を見出すことができた。 

 

(2)数値データ等の記録に加え、作品の細部や付属資料も含めた詳細な写真撮影を進

め、作品間の様式比較や伝来等周辺情報の収集を可能とする画像データの蓄積を行

った。 

 

(3)作品調査と並行して出品リストの絞り込みを行い、展覧会への出品交渉をスムーズ

に進めることができた。 

 

(4)既刊の研究書・論文、同時代史料等を幅広く参照し、作家の伝記研究や作品編年に

関する最新の議論等について知見を深めることができた。 

 

(5)写真撮影については、可能な限り先行集荷のうえ館内で撮影を行い、経費節減とと

もに質の高い写真の確保に努めた。 

【備考】 

・調査件数 約 700件 

・出品予定作品数 約 160件 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

中期計画に沿って、有形文化財の展覧事業・教育普及活動等に関連する調査研究として、京都文化を

中心とした文化財の収集・調査研究・展示・教育普及を実施した。そのなかで近世絵画分野においては、

京都ゆかりの諸画家に関する資料・作品の調査研究を進め、情報を蓄積していくことが必要である。こ

の点で、池大雅という京都ゆかりの画家の画業について、質・量ともに充実した調査研究を進めること

ができたことは、今後の画家に関する調査研究、さらには江戸時代中期以降の南画研究に大きく寄与す

るものであり、極めて高い成果であったと言える。 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 京都国立博物館 処理番号 1412B2 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

江戸時代において最も重要であり、かつ京都を代表する画家の一人でありながら、池大雅の大規模

展覧会は国内では長らく開催されてこなかった。その意味で、京都文化の発信を活動の柱に据える当

館にとって、大雅展の開催は使命と言ってよく、一般社会及び学会の要請にも応えるものである。 

そのような画家の回顧展を開催するにあたっては、代表作を網羅するのみならず、画家の多様性を示

す作品や資料として重要な作品を視野に入れた調査研究を進める必要がある。この点で、新出作品等

を含む約700件の質の高い作品の調査研究を行うことができたことは、極めて大きな成果であった。 

展示・図録にはこうした調査研究の成果が反映される予定である。また、いくつかの作品について

は新規寄託品として受け入れる予定であり、年度計画に叶う成果が得られている。 

九州国立博物館での作品調査 

（池大雅筆「武陵桃源図」） 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

① 有形文化財の展覧事業・教育普及活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 ア 1000年忌特別展「源信 地獄・極楽への扉」に関する調査研究（(4)－①－2）） 

【事業概要】 
特別展「源信 地獄・極楽への扉」(会期:7 月 15 日～9 月 3 日)は 1000 年忌を迎えた恵心僧都源信の思想やその

影響下で生み出された美術作品を一堂に展示する機会であり、これにあわせて関連する史料や美術作品の調査研究

を進める。 

【担当部課】 学芸部 【プロジェクト責任者】 主任研究員 北澤菜月 

【主な成果】 

(1)源信の伝記に関わる史料や源信の影響下で生み出された美術

作品など、特別展開催前に展示予定品の調査を行った。先行研

究や関連文献から、これまで展覧会等では紹介されたことの

ない文献史料や美術作品について所在や内容の調査を重ね

た。これによって著名な作品のみでなく、展示のコンセプトに

合致する文化財を出陳作品として選定することができ、名品

とともにあまり知られていない文化財をあわせて紹介し、特

別展の学術的意義を高めることができた。 

 

(2)特別展に出陳された文化財について、カラー撮影、近赤外線撮

影、X 線撮影、CT スキャナといった光学調査を実施し基礎的

な研究資料の蓄積を推進した。特別展図録では主要作品につ

いて詳細画像を多数掲載し、新たな作品評価・作品研究につな

がる情報提示を行った。なかでも国宝「六道絵」（滋賀・聖衆来迎寺所蔵）については特別展開催前に 15幅すべ

ての高精細撮影、近赤外線撮影を行い、研究資料としたほか、図録や、会場に設置したデジタルビュアーに活用

することができた。 

【備考】 

・調査・研究の成果を反映させた刊行物 

北澤菜月「恵心僧都源信と浄土信仰の美術」（1000年忌特別展「源信 地獄・極楽への扉」図録総論、7月 15日） 

岩井共二「『往生要集』と浄土教の仏像」（1000年忌特別展「源信 地獄・極楽への扉」図録総論、7月 15日） 

・調査・研究の成果を反映させた講演会、講座等 

公開講座 3回 

8月 5日(土)「浄土の造形―源信以後を中心に―」武笠 朗（実践女子大学教授） 

8月 19日(土)「『往生要集』の成立―天台浄土教と源信の信心―」小原仁（聖心女子大学文学部名誉教授） 

9月 2日(土)「源信と浄土信仰の美術」北澤菜月（主任研究員） 

夏季講座 1回 

8月 23日（水）～25日（金）夏季講座「地獄・極楽と浄土信仰の美術」 

展覧会関連イベント 2回  

7月 29日(土)親子講座「エンマ様と地獄めぐり」鷹巣 純（愛知教育大学教授）/ 参加者数 159人 

7月 30日(日)親子向けワークショップ「つくってわかる！立体地獄絵」奈良教育大学大学院生/ 参加者数 35人 

 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

本特別展は奈良を生誕の地とする源信を紹介するとともに、仏教美術のなかでも重要な位置を占める
浄土信仰の美術を展示したため、展覧会に関する調査研究を通じ、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・研究を推進することができたといえる。 
 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 奈良国立博物館 処理番号 1412C1 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

源信に関わる史料や源信の影響下で成立した美術品といった資料の調査、高精細撮影や様々な光学

調査を特別展開催前に行い、その成果を展示や図録に反映することができた。また、特別展で借用し

た作品について高精細撮影や様々な光学調査を行うことにより、今後の研究に有用となる基礎的な研

究資料の蓄積を行うことができた。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   即成院所蔵 二十五菩薩坐像の 

   調査・撮影風景 
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「第 69 回 正倉院展」図録 

 

業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

① 有形文化財の展覧事業・教育普及活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 ア 特別展「第６９回 正倉院展」に関する調査研究（(4)－①－2）） 

【事業概要】 

 特別展「第６９回正倉院展」の開催に当たり、円滑かつ安全に展覧会を遂行し、最新の成果を広く国民に周知する

ため、当該年度に出陳される宝物を含む宝物全般についての調査・研究、展示環境についての研究、観覧環境につい

ての調査・研究、その他宝物の適切な輸送方法など、多角的に研究を行う。 

【担当部課】 学芸部 【プロジェクト責任者】 工芸考古室長 清水健 

【主な成果】 

（１）宝物についての調査・研究 

・展覧会の開催に先立ち、宮内庁正倉院事務所の協力により、一部の宝物の閲覧、宝物調書

の閲覧、宝物の詳細な写真の提供などによって正確かつ最新の情報を入手し、展覧会図録

や会場の題箋、パネル等に反映させた。 

・正倉院、あるいは正倉院宝物についての研究成果を、展覧会図録所収の解説、小論文(「宝

物寸描」)、公開講座、及び学術シンポジウム等を通じて公表した。また雑誌や新聞紙面

等を通じて、研究員の日頃の研究成果を反映した最新の知見等をコラムやコメントのかた

ちで発信した。 

・研究員全員による宝物についての研究会を実施した。 

（２）展示環境についての調査・研究 

・文化財の適切な展示環境を考究するため、展覧会の会期中の温湿度データ、塵埃のデー

タを収集し、分析した。 

・文化財の展示環境についての検討会を、事前に宮内庁正倉院事務所とともに行い、また事後には実際の計測データ

を検証し、30年度以降の展示環境の向上に繋げる検討会を持った。 

（３）観覧環境についての調査・研究 

・観覧者の多数集まる展覧会における適切な情報提供について考究するため、題箋やパネルの大きさ、位置等につい

て検討し、アンケート等を通じて観覧者の発する情報を収集した。題箋の内容、表記についての検討会を実施した。 

・作品の照明について外部専門家と意見を交換して、効果的な照明を会場にて試み、有識者の意見や、アンケート等

を通じて観覧者の発する情報を収集した。 

・観覧者の多数集まる展覧会における適切な動線ついて考究するため、展示品やパネル等の配置、展示品への誘導方

法、展示品の高さについて検討し、有識者の意見や、アンケート等を通じて観覧者の発する情報を収集した。 

・文化財の安全かつ魅力的な展示についての検討会を、宮内庁正倉院事務所とともに行った。 

（４）その他 

・文化財の安全な梱包・輸送のための検討会を内部で実施し、後に宮内庁正倉院事務所とも検討会を行った。 

【備考】 

・宝物に関する事前調査 6回 

・宝物についての内部研究会 2回 

・公開講座 3回 中川あや「正倉院の鏡」(11月 4日)ほか 

・正倉院学術シンポジウム 1回 

・『平成２９年 正倉院展目録』(日・英) 奈良国立博物館 10月 28日 

日本語篇所収／吉澤悟「緑瑠璃十二曲長坏は乾隆ガラスか？」ほか 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

今期については、主に宝物についての調査・研究、観覧環境についての調査・研究を重点項目とし、

充実を図っていきたいと考えている。宝物に関する調査・研究は、日々更新される成果を踏まえて着実

に前進しており、多くの画像やメディアを活用して、最新の成果を広く一般に伝えることが概ね達成さ

れた。また宝物の観覧環境等に関する研究も進展しており、観覧者の不満は年を追って低減している。

今後は一層のデータ・情報の収集に努めるとともに、質の高い学術情報の普及を行っていきたい。 
 

【書式Ｂ/博】 施設名 奈良国立博物館 処理番号 1412C2 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

正倉院展の開催を円滑かつ安全に遂行し、最新の成果を広く国民に周知するという事業計画に基づ

き、概ね順調に成果を上げている。最新の知見を反映した作品解説を、学芸部全体での検討を経て展

覧会図録に掲載した。また、小論文や講座、シンポジウムを通じて、最新の研究成果を公表した。さ

らに、27年度よりはじまった宮内庁正倉院事務所との諸々の検討会は一層充実してきている。 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

① 有形文化財の展覧事業・教育普及活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 ア 創建 1250年記念特別展「国宝 春日大社のすべて」に関する調査研究（(4)－①－2）） 

【事業概要】 

 30 年度春に開催予定の特別展「国宝 春日大社のすべて」の開催に際し、展示品の候補となる作品、及び関連作品

等の調査・研究を精力的に進め、展覧会の充実や高度な学術情報の発信を図る。また 26年度～28年度まで行われた科

学研究費・基盤研究（Ａ）「春日信仰を中心とした南都における神祇信仰の展開とその遺品に関する総合的研究」（研

究代表者・湯山賢一）を補完する目的も兼ねる。 

【担当部課】 学芸部 【プロジェクト責任者】 工芸考古室長 清水健 

【主な成果】 

（１）出土遺物の調査 

・春日大社境内出土遺物の調査（6月 15日・30年 2月 1日・春日大社） 

・鹿島神宮周辺の出土遺物の調査（8月 7日・鹿嶋市どきどきセンター） 

・春日東西塔跡出土品の整理・調査（館蔵品・通年） 

春日大社境内出土遺物は、春日大社の黎明期に係るものもあり、上記科学研究費助成事

業の対象とする年代を遡るものも含むことから、春日大社周辺での信仰を総体的に把握す

る上で有益な成果となった。なお、春日東西塔跡出土品の整理・調査は科学研究費助成事

業終了後も着実に進捗している。 

 

（２）美術・工芸品の調査 

・全国に所在する春日曼荼羅の調査（12月 5日・静岡・佐野美術館、12月 8日・栃木・遍

照寺、12月 18日・広島・海の見える杜美術館、30年 2月 16日・愛知・本光寺、30年 2

月 20日・兵庫・白鶴美術館など） 

  なお、個人蔵「春日宮曼荼羅（挿図）」は約 40年ぶりに所在が確認された。 

・新出の春日若宮祭礼絵巻の調査（春日大社） 

・岐阜・春日神社伝来の能装束の調査（6月 15日・岐阜県関市） 

・奈良・唐招提寺蔵春日赤童子像の調査・撮影(30年 2月 27日・奈良市唐招提寺) 

・奈良・円成寺像十一面観音立像の調査・撮影(30年 3月 1日・奈良市円成寺)  

・春日大社に関わる写経・文献史料の調査(30年 2月 2日・東京・根津美術館、30 年 2月

3日・3月 22日・国立公文書館、30年 3月 7日・奈良県立図書情報館など) 

いずれも、科学研究費助成事業を継承するもので、資料・情報の蓄積が一層充実した。殊に春日曼荼羅については、

調査を通じて国内に存する作品の情報がさらに拡充され、大変有意義な成果に育ってきている。 

【備考】 

・調査 23回 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

 30年度春季開催の特別展の充実という目的に向け、一定の成果を上げることができた。また、近年の

神社の式年行事をめぐる世間の注目や、神仏習合への関心の高まりなどを反映し、これまで当館の挙げ

てきた成果を踏まえ、これを一層充実させるような展覧内容に向け、前進することができた。展覧会の

会期中には、借用した資料の調査・研究・記録等を推進し、多くの関係資料を比較・検討することによ

って、単体の調査のみでは把捉できない専門性の高い学術情報の収集に努め、当館の学術資源の一層の

充実を図りたい。 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 奈良国立博物館 処理番号 1412C3 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

30年度春に開催予定の特別展「国宝 春日大社のすべて」の開催に際し、展示品の候補となる作品、

及び関連作品等の調査・研究を精力的に進め、展覧会の充実や高度な学術情報の発信を図るという事

業概要に従い、概ね目的を達成している。また26年度～28年度に行われた科学研究費・基盤研究（Ａ）

「春日信仰を中心とした南都における神祇信仰の展開とその遺品に関する総合的研究」（研究代表者・

湯山賢一）を補完する春日曼荼羅資料の蓄積や、春日東西塔跡出土品の整理・調査を推進することが

できた。さらに、新規の写真撮影などを含む本地仏像の調査等を行い、加えて、春日大社の創建に関

わる史料や春日信仰に関連する説話資料、春日大社伝来経典の調査も実施した。 

 

個人蔵「春日宮曼荼羅」 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（4）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

① 有形文化財の展覧事業・教育活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 ア 特別展 「王羲之と日本の書」 に関する調査研究（(4)-①-2)） 

【事業概要】 

文字を手で書くことが少なくなった近年、毛筆の書への理解が遠くなり、書の文化的価値の断絶も懸念されてい

る。王羲之の書を源とする日本の書の流れを、時代性や筆者の個性あふれる名品を通して紹介する特別展「王羲之

と日本の書」を開催するための事前調査を行う。書は読めずとも見るだけでも充分に作品のよさを享受できること

を、来館者と共有するための方策を探ることを目的とする。 

【担当部課】 学芸部文化財課 【プロジェクト責任者】 資料登録室長 丸山猶計 

【主な成果】 

・館内外で、筆勢と造形の関連性を捉えようとする問題意識で調

査研究を行った。その結果、個々に異なる用筆原理を時代と筆

者で見定めることができた。展覧会への出品を前提に、時代性

や筆者の執筆状況が観覧者に想像しやすい作品の検討・選定を

行った。展示内容・教育普及プログラムに、研究成果を反映させ

た。 

・宮内庁書陵部において、伏見・花園両天皇の自筆を実見し、墨色

および墨の質、筆線に反映した毛先の質感を詳細に比較し、清

書と草稿での文房具の使い分けと用具の使用傾向を分析した。 

・撮影担当者と協力して、8000 万画素の高精細デジタルカメラで

古筆手鑑「まつかぜ」（当館蔵）を撮影した。その結果、濃淡差

が目視以上に筆線に反映していることが確認できた。 

・教育普及担当者と協力し、王羲之尺牘妹至帖と伊達政宗自筆書状（当館蔵）を例に、筆跡の 3 次元化のための毛

筆の理論を提示し、3次元プリンタの制作を監修した。展示室で、筆跡の立体模型を手でさわれる初の試みとなっ

た。 

【備考】 

成田山書道美術館（6月 21日）、根津美術館（9月 12日）、佐賀県立美術館博物館（9月 15日）、国立歴史民俗博物

館（10 月 20 日）、大阪歴史博物館（10 月 28 日）、東京国立博物館（11 月 16 日）、ふくやま書道美術館（11 月 17

日）、宮内庁書陵部（12月 18日）の計 8件の外部調査を実施した。 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

下記の点により、中期計画を達成していると評価できる。 

・国立博物館で唯一、世界に誇る双鉤填墨本の王羲之尺牘「妹至帖」を所蔵する当館は、文化交流とい

う観点を踏まえたアジアと日本の書跡の研究を、継続的に深めねばならない。その一環として特別展

という適切な環境のもと、本件を実施できた。 

・分野の担当研究員と教育普及担当研究員が綿密に協議し、書跡という当館の特別展では未踏の分野で

ユニークな教育普及プログラムを、特別展において外国語対応も踏まえて実施できた。 

・手書きの書のもつ歴史的な意義を、特別展において作品を通して明瞭に解説し、手書きの文化の重要

性を啓発することができた。 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 九州国立博物館 処理番号 1412D1 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

・書道史上に著名な名品と、従来さほど公開されてこなかった優品をバランスよく組込んだ展示構成

となった。同時に、王羲之の書法を源とするわが国の書の歴史を、本質を外さず分かりやすく来館

者に伝えられる作品で構成できた。 

・和様の書の成立と展開について、研究史と出品作品に則して考察を深め、図録原稿や会場のパネル

等に反映した。 

・展覧会場で教育普及プログラムの一環として、平安中期の能書である藤原行成の運筆の分析と考察

をもとに、和様の書に特徴的な丸みのある運筆を再現した動画を提供した。 

・上記のように、展覧会場においては、書の美とその文化について、本質を外さず来館者が親しめる

環境を整備した。 

展示室に掲示した教育普及パネル 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（4）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

①有形文化財の展覧事業・教育活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 ア 明治 150年記念 特別展「オークラ コレクション」に関する調査研究（(4)-①-2） 

【事業概要】 

明治 150年記念 特別展「オークラ コレクション」に関する調査研究。 

日本最古の私立美術館で、2020年リニューアル・オープンを目指し休館中の大倉集古館のすぐれたコレクションを

紹介する展覧会として企画。2018年秋開催を目指す。同コレクションを通じ、大倉喜八郎が行なった文化財保護の

志、喜七郎による海外への日本文化発信といった歴史的意義を紹介するとともに、アジア諸国の多様なコレクショ

ンに光を当てることを目的とする。 

【担当部課】 学芸部文化財課 【プロジェクト責任者】 主任研究員 山下善也 

【主な成果】 

・大倉集古館に関する図書・図録・文献などの情報収集を随時行った。 

・大倉集古館学芸課員諸氏と面談し、大倉コレクションの概要についての情報収集を行った。 

・多分野にわたる大倉コレクション展示構成、展示リスト、輸送計画等について検討し、具体的な実施案を作成し

た。 

・出品予定作品の調査は、30年度への持ち越しとし、29年度は、これまでの研究成果の整理把握を行った。 

 

 

    

 

   

  

【備考】 

・大倉集古館学芸職員との打合せ（10月 20日、30年 2月 23日） 

・大倉集古館仮事務所での「ローマ展」写真資料調査（30年 3月 15日） 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

中期計画にもとづき本調査研究を行った。今後、具体的な作品調査を進めるとともに、輸送・展示作
業の安全性を高めることにも活かしていきたい。さらに、30年度以降の展覧事業にも活かすようにして
いきたい。 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 九州国立博物館 処理番号 1412D2 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 
29年度は概ねリスト策定ができ、調査の前提を固めることができた。30年度は詳細な作品調査を行

う予定である。 

昭和 5年の「ローマ展」会場写真(大倉集古館蔵)調査 

大倉集古館外観 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（4）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

① 有形文化財の展覧事業・教育活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 ア 特別展 「京都・醍醐寺－真言密教の宇宙－」 に関する調査研究（(4)-①-2)） 

【事業概要】 

30年度特別展「京都・醍醐寺―真言密教の宇宙―」（31年 1月 29日～3月 24日）開催に向けた調査研究。真言宗の

古刹・醍醐寺の所蔵する至宝を展覧する本展は、当館で初めての密教美術展として九州でも高い関心を集めるものと

予想される。 

【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 森實久美子 

【主な成果】 

特別展「京都・醍醐寺―真言密教の宇宙―」開催準備のため、醍醐寺の協力を得て、展示作品を選定するための調

査を実施した。未公開の史料の調査も行い、展示候補作品の状態確認をし、出陳について検討した。また、巡回館で

ある東京・サントリー美術館とも協議を重ね、展示作品をほぼ固めることができた。 

 東京・サントリー美術館での開催が先行することから、30 年の初めから全国規模での広報を開始した。当館での開

催についても認知度を高めるべく、早い段階での周知に努めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    醍醐寺での調査風景               醍醐寺での調査風景 

 

 

 

【備考】 

醍醐寺において、各会場（当館およびサントリー美術館）の特性を踏まえ、展示を視野に入れた具体的なデータ入

手や撮影を行った。また、大型の作品などについては検討課題を共有し、円滑な輸送・展示のための情報収集に努め

た。 

 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

中期計画の通り、有形文化財の展覧事業の実施のために必要な調査研究を行った。 
特別展開催となる 30年度は、調査成果を魅力的な展示に反映させ、一人でも多くの方に満足いただけ

るよう周到な準備を進めていきたい。 
 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 九州国立博物館 処理番号 1412D3 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

作品の調査により、出陳作品の精査及び展示計画の立案に有効なデータを得ることができた。それ
によって安全な輸送及び展示に備える準備ができるようになり、また図録執筆に必要な情報も得るこ
とができた。準備作業は予定通り遂行しており、30年度の特別展開催にむけて着実に準備を進められ
た。 

－　　－233



 

業務実績書 

中期計画の項目 
（4）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

①有形文化財の展覧事業・教育活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 ア 特別展 「室町将軍（仮称）」 に関する調査研究（(4)-①-2)） 

【事業概要】 

31年度特別展「室町将軍（仮称）」（31年 7月 13日～9月 1日）開催に向けた調査研究。本展覧会は、等持院霊光殿

安置の歴代室町将軍像 13軀を初めて一堂に展示するほか、歴代の将軍を通して、室町時代の歴史と文化、両側面から

迫るものである。室町時代の戦乱をテーマとする書籍がヒットするなど、近年、室町時代への関心が急速に高まって

おり、高い注目を集めるものと推測される。 

【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 森實久美子 

【主な成果】 

特別展「室町将軍（仮称）」開催に先立って、京都・等持院霊光殿安置の室町将軍像 13 軀及び徳川家康像 1 軀の計

14 軀を美術院による応急修理ののち当館に輸送・搬入した。等持院の室町将軍像が寺外で一挙公開されるのは初めて

のことであり、特別展開催までに詳細な調査を行うため、像を所蔵する等持院及び天龍寺、京都市と綿密な協議を行

った。 

およそ 200 年にわたって続いた室町幕府について、歴代将軍の個性を浮き彫りにした展示内容とするため、展示作

品の選定を進めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    等持院での室町将軍像応急修理の様子       等持院での室町将軍像梱包の様子 

 

 

【備考】 

  

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

中期計画において目標とする、有形文化財の展覧事業に関する調査研究を行った。特別展 「室町将軍

（仮称）」開催に向けて調査を積み重ね、その成果を展示会場および図録に分かりやすく反映させる予定

である。本展を契機として新規観覧客を獲得するとともに、より広く一般に博物館の存在意義を認識す

る機会になると予想される。 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 九州国立博物館 処理番号 1412D4 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

展示の核となる京都・等持院霊光殿安置の室町将軍像13軀の輸送を完了し、一部については調査を
行い、彫刻の挿し首等に記された墨書銘の確認を行った。31年度の開催に向けて、30年度以降も展示
作品確定のための調査を積極的に行い、より充実した展示内容を目指して準備作業を進めるとともに、
本展開催をあまねく広報したい。 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（4）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

① 有形文化財の展覧事業・教育活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 ア 特別展「三国志展（仮称）」に関する調査研究（(4)-①-2)） 

【事業概要】 

近年実施する計画がある特別展「三国志展（仮称）」をより充実した内容にするため、中国各地の博物館、研究機関、

三国志関連の史跡を訪れ、本展覧会の出品候補の調査、関連情報の収集、調査研究動向の把握、意見交換などを行う。 

【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 川村佳男 

【主な成果】 

中国の河北省、江蘇省、四川省、雲南省、甘粛省、陝西省、遼

寧省、山東省、北京市、内蒙古自治区、山西省の博物館、研究機

関を訪問し、三国志に関連する文化財の調査を行った。陝西省定

軍山遺跡などの古戦場から出土した三国間の軍事的緊張を物語る

武器各種や、曹操の揮毫とされる摩崖石刻、曹操墓の副葬品とは

対照的な復古的かつ華やかな曹植墓の副葬品など、三国志の具体

的な人物像に迫る文物を展示品候補に加えることができた。また、

魏・呉・蜀が政治的に区分された領域であるだけでなく、後漢時

代からそれぞれ個性ある文化を展開していたこと、さらに、魏の

領域内でも公孫氏の勢力が強かった遼寧省では、河南省から出土

しないような独特な形状の文物が見つかっており、各国が政治的

にも文化的にも多様であったことを確認した。このほか、五丈原

や「桃園の誓い」の舞台となった涿県など、三国志ゆかりの地を

踏査することで、土地の高低差、経路、水資源の有無、どれくら

いの規模の軍隊を展開できる広さなのかなど、現地でしか知りえ

ない詳細な地理情報を得ることができた。 

【備考】 

調査回数： 6回 

作品調査件数：約 5,500件 

撮影点数：約 22,000カット 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

中期計画に沿って、31年度の開催を計画している特別展「三国志展（仮称）」の展示及び図録をより

充実させるため、28年度と29年度は中国で多くの実施調査を行い、中期計画の目標である展示品リスト

のたたき台を作成することができた。このたたき台をもとに中国側と具体的な出陳交渉を行うのが次の

段階のミッションであるが、交渉過程で断念せざるを得なくなった展示品が出た場合、その代替品とな

る候補選定は28、29年度の実地調査で得られた知見を踏まえて行うことになる。 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 九州国立博物館 処理番号 1412D5 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

29年度は、中国各地の博物館や研究機関などで三国志関連文物の幅広い調査を実施し、展示品候補

リストを充実させるとともに、三国志の一部のキャラクターの人物像や、魏・呉・蜀の文化的差異な

どに迫り得る手がかりを得た。また、三国志の主要な史跡や古戦場を踏査することによって、高低差 

、水資源の所在、平地の広さ、経路など現地でしか知りえない詳細な地理情報を確認することができ

た。30年度はこのたたき台をもとに中国側と展示品出陳内容の協議を進めるとともに、29年度から引

き続き関連情報の蒐集や、出陳内容の交渉過程で断念せざるを得なくなった展示品の代替候補の調査

などを実施する。 

五丈原での踏査の様子 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（4）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

① 有形文化財の展覧事業・教育活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 ア 特別展「瀋陽故宮展（仮称）」に関する調査研究（(4)-①-2)） 

【事業概要】 

近年実施する計画がある特別展「瀋陽故宮展（仮称）」をより充実した内容にするため、瀋陽故宮をはじめ中国各

地の博物館、研究機関、満州族や清朝の歴史に関連する史跡を訪れ、本展覧会の出品候補の調査、関連情報の収集、

調査研究動向の把握、意見交換などを行う。 

【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 川村佳男 

【主な成果】 

瀋陽故宮がある中国の遼寧省や、清朝を興した満州族の史跡が

多く存在する吉林省の博物館、研究機関を訪問し、瀋陽故宮展に

関連する文化財の調査を行った。清朝の建国から北京入城にいた

るまでの「清朝前史」に関わる文物、例えば、清朝第 2 代皇帝ホ

ンタイジ御用の刀や玉座、康熙帝から道光帝の治世にかけて挙行

された「東巡」（満州族の故地である中国東北地方、とくに瀋陽の

宮殿や清朝皇帝の陵墓への行幸）と関連する文物を展示品候補の

リストに加えた。また、吉林省長白山満族博物館や伊通満族博物

館での調査を通して、清宮の宮廷文化と民間の満州族文化との関

連や、清朝が長白山など満州族の聖地を東巡以降に宮廷儀礼に積

極的に取り込んでいった過程にも注目した。こうした知見は、瀋

陽故宮展の内容を吉林という別の視点からさらに深めるうえで有

益であった。 

【備考】 

調査回数：3回 

作品調査件数：約 1,000件 

撮影点数：約 4,000カット 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

特別展「瀋陽故宮展（仮称）」の実現に向け、28年度から30年度にかけては展示品候補の形状・来歴・ 

保存状態に関する事前調査とともに、それらの作品を生み出した清朝の歴史的背景についても実地調査

を実施する段階にある。29年度は中国の遼寧省及び吉林省の関連博物館・研究機関・史跡で幅広い実施

調査を行い、瀋陽故宮博物院が所蔵する清宮儀礼の文物が満州族の民間の文化・習俗とも深い関連性を

有することを確認した。30年度に清朝全盛期における瀋陽故宮とその文物の位置づけ、及び歴史背景を

調査することができれば、28年度から30年度にかけては中期計画における目標を確実に達成することが

見込まれる。 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 九州国立博物館 処理番号 1412D6 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

29年度は、中国の遼寧省及び吉林省にある清朝や満州族の歴史と文化に関連する博物館・研究機関

などで予定していた調査を実施することで、展示品候補リストを充実させるとともに、清朝の宮廷儀

礼と満州族の民間文化・習俗との関連性を確認することができた。30年度は東巡、特に清朝全盛期の

乾隆帝による東巡の経路をたどる踏査を行い、瀋陽故宮及びその所蔵品が東巡によってどのように変

質していったのかを検証し、展覧会の企画内容をさらに充実させたい。 

瀋陽故宮博物院での作品調査 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

①有形文化財の展覧事業・教育活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 ア 博物館環境デザインに関する調査研究（(4)-①-3）） 

【事業概要】 

当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向上

を目的として実施する。 

【担当部課】 学芸企画部企画課 【プロジェクト責任者】 デザイン室長 木下史青 

【主な成果】 

（1）本館展示の作品アイコン画像入りマップの看板を作成し、本館玄関と<日本美術の流れ>展示入り口に掲出し

た。 

（2）本館前(屋外)の館内案内サイン表示のピクト東博仕様を標準化し、デザインを刷新した。 

（3）西門北側の注意看板をピクト入り・多言語化更新・設置した。 

（4）「庭園開放」時の「施設解説」「案内・誘導」等のサインを多言語化し更新・補充を行った。 

 

      
 展示アイコン入り看板 館内案内サインの表示刷新  西門北側の注意看板  庭園の解説サインを更新 

 

【備考】 

・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・環境デザインを調査し、 

特に 29年度においてはデジタルサイネージ・庭園等屋外サインのあり方のための参考とした。 

 

・調査先／厳島神社、呉 大和ミュージアム、てつのくじら館(海上自衛隊呉史料館)、広島市環境局中工場、  

世界平和記念聖堂 、国立広島原爆死没者追悼平和祈念館、広島平和記念資料館、那覇市壺屋焼物博物館、 

せんだいメディアテーク 

 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

所期の目標を達成している。引き続き30年度計画への反映し、国際化対応への推進が期待される。 
中期計画初年度は、お客様への効率的かつより意味の伝わる情報提供のあり方（サイン、サイネー
ジ）について、公共空間・商業空間についての最新事例を行うとともに、来る本館リニューアルへ向
けた、デザインシステムの具体的な方法論を検討・実験を行った。 
次年度は初年度の検討結果に基づき、より実践的なサイン・プランニングを進める予定である。 

 

 

【書式Ｂ/博】 東京国立博物館 東京国立博物館 処理番号 1413A1 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

所期の目標を達成している。サインの最新事例を調査し、好例をサイン・環境デザイン、情報提供・
サインデザインの改修の参考とした。 
また、関連各部署との連携で名称・ピクト・多言語化等館内表示の標準化を進めている。 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

① 有形文化財の展覧事業・教育活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 イ 博物館教育に関する調査研究（(4)-①-3）） 

【事業概要】 

来館者の鑑賞体験を豊かにすることを目的とした、博物館教育の理論と実践に関する調査研究を、教育普及事業

の実践、参加者に対するアンケート、学校教員との研究会を通して行った。 

【担当部課】 学芸企画部博物館教育課 【プロジェクト責任者】 課長 小林牧 

【主な成果】 

(1)各種ワークショップ、スクールプログラム等を通して、来館者の多様なニーズに沿ったプログラムの開発とそ

の運営に関する研究を行い、既存のプログラムの充実を図るとともに新しいプログラムを開発することができ

た。スクールプログラムでは、新たに「学芸員体験」を実施。児童生徒が文化財への理解を深め、博物館の意

義について学ぶ機会を提供することができた。ワークショップ「トーハク劇場」では、飛鳥時代を舞台とした

新しいプログラムを法隆寺宝物館で展開し、低年齢層を対象としたプログラムの研究と実践を重ねることがで

きた。 

(2)海外からの来館者を主な対象とした日本文化体験プログラムの開発と運営に着手。書、きものをテーマとした

気軽な体験型プログラムは多くの参加者を得、好評を博した。（書 42日間 5838人、きもの 17日 367人） 

(3)夜間開館の拡充とプレミアムフライデーに対応する新規の有料プログラムとして、限られた人数で研究員のト

ークをゆったり楽しめる「プレミアムトークサロン」(食事付)を計 2回実施した。 

(4)障がい者に向けたプログラムの開発を目指した調査・研究を継続して行い、特に聴覚障がい者に向けての UDト

ーク（音声認識ソフトによるコミュニケーション支援アプリ）の運用実験を行った。 

(5)他館との連携事業として、上野動物園、国立科学博物館との国際博物館の日

記念ツアー「上野の山でキジめぐり」(5 月 14 日)並びに関連展示、親と子

のギャラリー「トーハクでバードウォッチング」(4 月 25 日～6 月 4 日)を

実施。鳥の鳴き声の展示など、ICT機器を使った新しい試みも展開した。 

(6)小・中・高等学校の教員を対象とした研修会（7月 25日、26日）、東京都

社会科教員を対象とした研修会（9月 8日）を行い、意見交換を行った。 

(7)東京藝術大学との連携事業として、琉球紅型の製作工程模型の製作・展

示、それに関連したギャラリートークとワークショップを行った。 

(8)ボランティア組織のマネジメント及びボランティアによる事業の開発等に

ついて調査・研究を行い、新たに外国人対応をテーマとした研修を取り入れ

た。 

【備考】調査 

(1)ワークショップ等における参加者アンケート調査 7回、教員研修会参加者アンケート調査 4回 

(2)上海博物館で開催されたシンポジウム「博物館ボランティア」(9 月 24～27 日)で発表を行い、他館の動向を知

るとともに、上海博物館等の視察を行った。（鈴木みどり ボランティア室長） 

(3)国外博物館調査：ニューヨーク メトロポリタン美術館、ブルックリン美術館等（藤田千織 教育普及室長） 

(4)国内博物館調査：斎宮歴史博物館、葛西臨海水族園（小林牧）、すみだ北斎美術館（小林牧、藤田千織ほか）、竹

中大工道具館、三重県総合博物館、大阪くらしの今昔館（小林牧、川岸瀬里） 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

今中期では、より幅広い来館者に向けた鑑賞支援プログラムの調査・研究と実践を目指している。 
未就学児を対象としたキッズデーなど、子どもを対象とした事業、障がい者を対象とした事業の調査・
研究は、28年度から継続して行っている。29年度は、新たに外国人を対象とした事業や夜間開館に対
応したプログラムに取り組むことができた。30 年度は、これまで行ってきた調査・実践を生かして、
それらをより充実させていきたい。 
また、こうした取り組みは、2020 年の東京オリンピック・パラリンピック後にも残るものとして位

置付け、しっかりとした調査・研究のもと、実践につなげることが重要である。他館の調査やプログラ
ム参加者のアンケート調査なども、継続して行いたい。  

【書式Ｂ/博】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1413A2 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

さまざまな教育事業の実践や、ボランティア組織の運営を通じて、博物館教育についての研究を行
うことができた。29年度は特に、外国人を主な対象としたもの、夜間開館に対応したもの、有料のプ
ログラム開発など、新たな対象や多様なニーズに応じた教育プログラムの研究・開発を行うことがで
きた。30年度は、こうした方向を維持しながら、プログラムのいっそうの充実を図りたい。 

日本文化との出会い 書体験 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

① 有形文化財の展覧事業・教育活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 
ウ 凸版印刷と共同で実施する、ミュージアムシアターでの公開に向けた調査研究（(4)-①

-3）） 

【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。 

【担当部課】 学芸企画部博物館情報課 【プロジェクト責任者】 課長（兼情報資料室長） 田良島哲 

【主な成果】 

当館所蔵の重要文化財「夏秋草図屏風」「風神雷神図屏風」の高精細画像データ取得を行った上で、当館研究員（松

嶋）の監修により、ミュージアムシアター上映コンテンツ「風神雷神図のウラ －夏秋草図に秘めた想い」を作成し、

30年 1月 4日から 4月 22日まで公開した。 

既成コンテンツ「DOGU:土偶」をもとに、当館研究員（品川）の監修により「DOGU 縄文図鑑で巡る旅」として、

解説動画、パンフレット等を新作した。 

 

（1）調査概要 

凸版印刷が作成したコンテンツ案について、当館研究員が内容の正確性や、映像表現の当否について確認を

行った。 

（2）調査の結果得られた知見 

「夏秋草図屏風」「風神雷神図屏風」が表裏にある事実についての解釈を、ＶＲ技術を利用して説得力のある

視覚表現とすることができた。 

（3）調査研究の成果 

作成したコンテンツを当館ミュージアムシアターで公開した。 

 

【備考】 

 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

提携先の凸版印刷、館内担当部署と協議を行ってきたが、本事業実施の体制について変化が予想され
るため、具体的な枠組みの見直しは 30年度に行う。 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1413A3 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

原品では行えない研究上の解釈に基づく復原的な表現をＶＲ技術によって新規性のあるコンテンツ
にまとめることができた。 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

① 有形文化財の展覧事業・教育活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 エ ＩＣＴを利用した博物館見学ガイドの開発に関する調査研究（(4)-①-3）） 

【事業概要】 

来館者の鑑賞体験を深めることを目的とした日英 2 ヶ国語による鑑賞支援アプリ「トーハクなび」のユーザー動

向解析を用い、より豊かな鑑賞体験の創造に関する調査研究を行った。また、児童生徒のための鑑賞支援アプリ「学

校版 トーハクなび」のユーザー動向解析を用い、その活用・改善に関わる調査研究を行った。 

【担当部課】 学芸企画部博物館教育課 【プロジェクト責任者】 課長 小林牧 

【主な成果】 

(1)スマートフォンによる公式ガイドアプリ「トーハクなび」（日英 2か国語対応）を継続して配信した。 

(2)29年１月より継続して、来館者サービスの一環として、「トーハクなび」をインストールした端末の貸し出し

サービスを行い、その結果、アプリのアクセス数を大きく伸ばすことができた。 

(3)27年 4月より継続して「トーハクなび」のユーザーログを集積・解析。来館者の鑑賞体験を深めるための情報

の在り方と発信方法、的確なシステムについて、調査・研究を行

い、報告書を作成した。 

(4)学校団体で来館する児童・生徒を対象としたスクールプログラム

の一環として、タブレット端末によるアプリ「学校版トーハクな

び」（中学生・高校生対象）の運用を継続した。児童生徒へのアン

ケート調査およびログの集積を行い、報告書を作成した。 

(5)ICTを利用した博物館ガイドについて、他館への情報提供、助言を

行った。 

(6)共同研究プロジェクトとして、電通国際情報サービス（ISID）

とクウジットの協力を得た。また、3者による研究会を行った。 

【備考】 

(1)報告書「「トーハクなび」利用者の動向」30年 3月作成 

報告書「学校版トーハクなび」利用者の動向 30年 3月作成 

(2)電通国際情報サービス（ISID）とクウジットとの研究会を行った（5回） 

(3)他館への助言 大阪城天守閣、水戸芸術館等 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定B 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

2020年東京オリンピック・パラリンピック開催にむけて、主に訪日外国人を対象とした鑑賞支援プ

ログラムの充実を目指しているが、29年度は28年度から継続して現行のシステムのユーザー動向解析

や他館のシステム等の情報収集を行い、それをもとに今後のシステムのあり方について検討すること

ができた。30年度は、31年度中の新鑑賞ガイドシステムの開発を目標として、その計画の具体化を目

指す。また、学校団体での来館者に対しては、「学校版トーハクなび」の提供を継続して行いたい。  
 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1413A4 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

アプリ「トーハクなび」によるサービスを提供しつつ、ユーザーの動向についてのデータを集積す

ることができた。 
「学校版トーハクなび」でも、生徒たちの使用状況についてデータを集積することができた。  
これらの実績とデータをもとに、運営方法等の改善を試み、オリンピック・パラリンピックに向けた

新しい鑑賞ガイドシステムの開発を目指して、具体的な検討を開始した。 
現在の課題は、日英中韓による情報提供、ならびに展示替えに即した個別の作品解説の提供である。

（当館は、展示作品数が膨大かつ頻繁に展示替えされるため、「トーハクなび」では本館、平成館考古
展示室に限って個別作品解説を提供している）。 

30年度は、これらの課題を克服すべく、新しいシステムの開発を目指したい。 

 

鑑賞支援アプリ「トーハクなび」作品解説画面 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

① 有形文化財の展覧事業・教育普及活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 
ミュージアムにおける鑑賞者開発の研究；新来館者の定着に向けた実証的調査分析（科学研

究費助成事業）（(4)-①-3）） 

【事業概要】 

ミュージアムにおいて新規来館者の取り込みと既存来館者との繋がりの醸成を同時に行う鑑賞者開発。この研究・

取り込みは我が国ではほとんど行われていないため、より進んでいる欧米の事例研究を元に、我が国への応用方法

を検証し、我が国ミュージアムの持続可能性への貢献を目的として実施する。 

【担当部課】 総務部総務課 【プロジェクト責任者】 前係長 関谷泰弘 

【主な成果】 

30年 2月まで 1年間滞在したサンフランシスコ・アジア美術館にて、以下の調査を実施し、ミュージアムにおけ

る来館者層の変化、来館者の嗜好の変化、ミュージアムの今後の取り組みの方向性等について、調査分析・発表を

行った。 

(1) オークランド・カルフォルニア博物館等、鑑賞者開発が盛んなミュージアムの担当者にインタビューを実施 

(2) アジア美術館で年間 50回以上実施しているイベントで来場者調査を実施 

(3) (2)との比較のため、一般来館者への出口調査を実施 

(4) 会員、イベント参加者、非来館者の 3グループを集め、フォーカス・グループを実施 

(5) 来館者と非来館者の違いを分析するため、オンライン調査を実施 

(6) 上記にかかる論文発表を実施 

(7) 上記にかかる学会発表を実施 

【備考】 

(1) 欧米ミュージアム専門家インタビュー 11施設 17人 

(2) ミュージアム・イベント調査 21回（4～9月に実施） 605人 

(3) 出口調査 2～10月に実施 計 290人 

(4) フォーカス・グループ 9、10月に実施 3グループ 19人 

(5) オンライン調査 10～12月に実施 1,000サンプル 

(6) 論文発表 1回 6月 

(7) 学会発表 1回 10月 

 

研究発表の様子     

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

中期計画に沿って、①有形文化財の展覧事業・教育活動等に関連する調査研究を実施した。科学研究
費助成事業 3 年計画 2 年目の 29 年度は当初計画通り、サンフランシスコ・アジア美術館に滞在し、現
場の担当者と共同で研究を推進することができた。最終年度である 30 年度は、これまでの研究成果を
まとめ、我が国ミュージアムへの応用方法を検討し、発表していくことを目指す。 

 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1413A5 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

科学研究費助成事業3年計画の2年目である29年度は、30年2月まで、サンフランシスコ・アジア美術
館に在籍し、ミュージアムにおける鑑賞者開発についてイベントを中心に調査分析した。鑑賞者開発
は、我が国のミュージアムではほとんど研究・実施されていないため新規性が高く、ミュージアムの社
会的な価値を高め、持続可能な存在とするためにも重要な研究である。29年度の研究では、主に米国の
ミュージアムの現状調査、イベントを中心とした鑑賞者開発の取り組みの効果測定等を実施した。そこ
からは、イベントへの来館者は若年層が中心だが、既存の来館者が中心で新たな層の開拓にはなってい
ないことが明らかになった。また、ミュージアムはこれまでの「教育的」なイメージではなく、「楽し
める」イメージの発信が新たな層の開拓に重要であることが浮き彫りになった。今後は、これらの成果
を元に我が国ミュージアムへの応用方法を検証していく必要がある。 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

① 有形文化財の展覧事業・教育普及活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 
ア ボランティアによる、ハンズオン教材等を活用した展示作品理解のための事業に関する

調査研究（科学研究費助成事業）((4)-①-3)) 

【事業概要】 

本研究では、対話とハンズ・オン教材を組み合わせた博物館教育の実践と研究を行う。具体的には、当館におい

て 26年 9月にスタートした「京博ナビゲーター」の活動を対象とする。ミュージアム・カートやワークショップに

おいて、来館者の主体的な興味・関心を引き出すためには、どのような手法や教材がもっとも有用かを検討、実践

し、最終的にはその成果を普遍化して他の教育普及活動にも応用できるようにすることを目的とする。 

【担当部課】 学芸部 【プロジェクト責任者】 教育室研究員 水谷亜希 

【主な成果】 

(1)26年度から活動してきた京博ナビゲーター第 1期生（151人）が 6月末に任期満了となったため、事業の活動方

針から人数を拡充し、7月から 208人の 2期生を受け入れた。それぞれ月に 1回以上来館し、館内で活動を行っ

た。通常時の活動では、ミュージアム・カートに設置されたハンズ・オン教材を用いて来館者と交流した。 

(2)第 1期メンバーに向けて「卒業式」（1回）を実施、第 2期メンバー受け入れのため、

説明会（4回）、面談（6回）、基礎講座（8回）を実施、ワークショップ等実施のため

研修会（6回）を実施した。 

(3)特別展覧会「国宝」の期間中はミュージアム・カートに「金印」「桜ヶ丘銅鐸」を追加

した（48日、概算 189,000人体験） 

(4)特別展「海北友松」に関連したワークショップ、「描いてみよう！墨の線」を開館日の

毎日実施した（36日、11,508人参加）。 

(5)第 2期メンバーの人数拡充に伴い、控室の移転・拡充を行った。 

(6)3年半活動した第 1期メンバーに対して、活動に関する詳細なアンケート調査を行っ

た（90人回答）。 

(7)外国人旅行者に対応するため、ミュージアム・カートに日英中韓の翻訳シートを設置した（20種）。 

(8)ミュージアム・カートや京博ナビゲーターを含む教育普及活動について他館の視察があった（沖縄県立博物館）。 

(9)活動中の見守りは教育室が中心となって行っているが、土日祝日は目が届きにくく、ボランティアとの意思疎通

に影響が出ているため、限られた人員でどのように運営を継続するかが活動開始当初からの課題となっている。 

(10)他館への調査（福岡市博物館）を行った。 

【備考】 

科学研究費助成事業の 4年計画の 2年目 

・ナビゲーター登録：208人  ・ミュージアム・カート活動日数：225日 

・カートに設置したハンズ・オン教材：17件（うち新規 5件） 

・ワークショップ「描いてみよう！墨の線」：36日 11,508人 

・特別展覧会「国宝」関連特別版ミュージアム・カート「金印」「桜ヶ丘銅鐸」ほか：48日概算 189,000人 

・ナビゲーターに向けた研修会：6回  ・卒業式：1回  ・外部視察受け入れ：1件  ・他館調査 1件 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

中期計画に沿って、有形文化財の展覧事業・教育普及活動等に関連する調査研究を実施した。科学研

究費助成事業4年計画では、現状の分析や実践方法の改良を行い、最終的には口頭発表や論文等で成果

を広く公表することを目指している。29年度は、メンバーの入れ替えに伴う業務を行いつつ、分析のた

めのデータ収集を行うことができた。30年度は活動を継続しつつ、活動の分析・改良と成果発表のため

の準備を行う。 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 京都国立博物館 処理番号 1413B1 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

科学研究費助成事業4年計画の2年目である29年度は、28年度までの事業を継続しつつ、第2期ナビ

ゲーターの受け入れ（説明会・面談・基礎講座）、控室の拡充、教材5件の追加と研修、特別展に関連

したワークショップの実施と研修などを行った。合わせて、3年半の活動を終える第1期メンバーに対

してアンケート調査を行い、分析のためのデータ入力を行った。30年度はアンケートの分析を行い、

それに基づいて活動の改善、成果発表のための準備を行う。 

描いてみよう！墨の線 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

① 有形文化財の展覧事業・教育普及活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 イ 博物館教育に関する調査研究((4)-①-3)) 

【事業概要】 

本事業は、高精細デジタル複製を学校に持ち込んで訪問授業を行い、子ども達が文化財に親しむきっかけを作る

活動である。当館は 21年度に訪問授業を開始し、26年度には NPO法人京都文化協会・京都市教育委員会と共に「文

化財に親しむ授業実行委員会」を立ちあげた。訪問授業で講師をつとめるのは大学生ボランティアの「文化財ソム

リエ」であり、子ども達が学ぶだけでなく、実践を通じた大学生の学びの場としても機能している。複製を軸とし

て博物館、教員、大学生が交流することで互いに学び合い、新たな活動領域や価値観を獲得することを目指す。 

【担当部課】 学芸部 【プロジェクト責任者】 教育室研究員 水谷亜希 

【主な成果】 

(1)文化財ソムリエ 8 期生 8 名を新たに採用し、計 18 名が活動した。29 年度は 21 回のスクーリングを博物館にて

実施、絵画担当の研究員が勉強会を行ったほか、教育室研究員の助言のもと、文化財ソムリエが授業の進め方、

内容を検討した。8月には学校教員との交流会を行い意見交換を行うとともに、過去の授業例の紹介や複製の取

り扱いレクチャーを行った。以上の訪問授業に関わる活動のほか、こどもひかりプロジェクトが主催する南相馬

市での活動に参加、こどもひかりユース（東北の大学生ボランティア）と共に活動を行った。 

(2)スクーリングでは、文化財ソムリエが主体的に考え、行動できるよう議論を促した。また絵画担当研究員が作品

解説を行うことで、専門性の高い内容を学んだ上で、授業内容を検討することができた。教員との交流会では、

学校教育と博物館教育の違いを再認識するとともに、互いのスキルを活かす方法について有意義な意見交換を

行うことができた。また、こどもひかりプロジェクトへの参加は、他地域の大学生や

他分野の博物館職員との交流の場となり、文化財ソムリエのモチベーションを大い

に高める効果があった。 

(3)スクーリングでの準備に基づき、京都市内への訪問授業 7回を行った。また、交流会

に出席した教員や他館職員による複製を活用した授業が 7 回実施された（京都市立

2件、京都府内 2件、大阪府 1件、三重県 1件、和歌山県 1件）。また、大政奉還 150

年を記念して行われた「第 33 回京都市中学校総合文化祭」の会場では、文化財ソ

ムリエによる「おしゃべり鑑賞会」を実施した。 

(4)複製を使った活動や鑑賞教育に関して、調査 4 件（東京藝術大学 大学美術館等）

を行った。 

【備考】 

・文化財ソムリエ：18人    ・スクーリング：21回     ・教員との交流会：1回 13人  

・訪問授業：7回 626人（小学校 6回、中学校 1回）        ・教員・他館職員による授業 7回 548人 

・おしゃべり鑑賞会：1回 29人    ・こどもひかりプロジェクトの体験イベント：1回 120人 

・他館調査：4件  ・助成金：平成 29年度 文化庁 地域の核となる美術館・歴史博物館支援事業 3,296,000円 

・記事：「公募による大学生・大学院生が〈文化財ソムリエ〉として訪問授業」『ミュゼ』第 117 号、アム・プロモ

ーション、4月 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

中期計画に沿って、有形文化財の展覧事業・教育普及活動等に関連する調査研究を実施した。21年度

より開始した高精細複製を使用した文化財鑑賞教育についての調査研究は、これまでの活動の蓄積を生

かし、年々内容を深めると共に活動も多様になっており、外部との協力・交流も広がりを見せているた

め、中期計画は順調に達成している。 

ただし、外部からの希望は増える一方であり、研修を行った教員や他館職員による授業を行うなど、

要望に応えるべく現在の体制でできる最大限の活動を行っている。研究と事業が密接に関連する調査研

究であるため、事業面での人員不足が大きな課題である。 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 京都国立博物館 処理番号 1413B2 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

本活動はノウハウの蓄積や文化財ソムリエの成長に伴い、年々内容が深まっている。また交流会参

加の教員や他館職員による授業・プログラムの実施も定着しつつある。29年度も京都市内だけでな

く、近隣他府県でも活動を展開することができた。 

文化財ソムリエによる 

訪問授業 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

①有形文化財の展覧事業・教育普及活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 ア 歴史、伝統文化の教育普及に資するための調査研究（(4)－①－3）） 

【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 【プロジェクト責任者】 教育室長 谷口耕生 

【主な成果】 

(1)奈良市教育委員会との連携事業による世界遺産学習の一環として、奈

良市在住の小学生の親子を対象とする新たな教育プログラム開発に向

けて検討を重ね、仏像館見学や仏像クイズを通じて地域の文化遺産に

ついて学ぶ「親子で学ぼう博物館」を 7月 26・27日に実施した。 

 

(2)奈良教育大学・奈良市教育委員会とともに立ち上げた ESD（持続的開発

のため教育）コンソーシアム文化遺産教育ワーキンググループにおい

て、博物館施設を活用して地域社会への関心を高めるための方策につ

いて協議を重ねた。 

 

(3)同ワーキングで提言された展示と密接に関連するクラフト教材活用

及びワークショップの実践として、特別展「源信」関連の親子ワーク

ショップ「つくってわかる！立体地獄絵」を奈良教育大学との連携事

業として開催し（7月 30日）、小学生の親子が立体地獄絵を自由に組

み立てるという体験を通じて、地獄・極楽をテーマとする展覧会への

理解を深めることができた。 

【備考】 

・「世界遺産学習」に来館した学校団体 52校（奈良市世界遺産学習 32校、その他 20校） 

※平成 28年度実績：49校（奈良市世界遺産学習 25校、その他 24校） 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

仏像を主なテーマとしながら奈良の歴史、伝統文化に関する教育普及事業として継続的に行ってきた 

「世界遺産学習」は、全国から来館する小中校生に対象を拡大するなど、一定の成果を収めている。そ

の内容の充実・向上に向けて継続的な検討を行っており、30年度から新たに導入する立体模型やワーク

シートの利用についてESDワーキング等の場で協議を重ねた。今後は「世界遺産学習」を地域学習・家

庭学習に普及させることを目的として、地元の教育機関と連携しながら博物館の展示内容に密着した小

中学生の親子を対象とする教育プログラム、ワークショップの一層の充実を図りたい。 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 奈良国立博物館 処理番号 1413C 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

当館における教育普及プログラムの重要な柱である「世界遺産学習」については、奈良教育大学・

奈良市教育委員会とともに立ち上げたESDワーキング等で内容を随時検証しながらその継続性と質の

確保に努めるとともに、実施対象を全国から来館する小中高校生に拡大した結果、合計52の学校団体

（奈良市32校/その他20校）を受け入れ、28年度を上回る実績を達成した。さらに親子ワークショッ

プ「つくってわかる！立体地獄絵」や親子対象の教育プログラム「親子で学ぼう博物館」を実施し、

「世界遺産学習」の地域学習・家庭学習への浸透というESDワーキングが提唱する理念を実践するこ

とができた。 

親子ワークショップ「つくってわかる！ 

立体地獄絵」実施風景 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（4）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

① 有形文化財の展覧事業・教育活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 
ア ＮＨＫと共同で実施する高精細画像を活用したスーパーハイビジョンシアターでの映像公

開に向けた調査研究（(4)-①-3)） 

【事業概要】 

当館では開館以来、世界で唯一の常設設備として 8Kというスーパーハイビジョンシステムによる映像を公開してき

た。4Kの 4倍の密度を有する 8Kが持つ臨場感あふれる優れた映像美を生かした、魅力的なコンテンツ作りを行う。多

言語化などの新しいシステムの調査研究を推進する。 

 

【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 森實久美子 

【主な成果】 

近年増加する外国人観覧者に対するサービス向上のため、展示室同様、スーパーハイビジョンシアターにおいても 

多言語化対応を実施した。経費や利便性などを考慮し検討した結果、映像と同期させた多言語のナレーションを準備 

し、個別のヘッドホンで聞く方法を採用した。日本語原稿を元に英語・中国語・韓国語の翻訳原稿を作成し、ナレー 

ションの録音までを行い、導入の準備がすべて整った。 

 また、新しいコンテンツ作成に向けて、館内で協議を行った。8Kの特徴を最大限に発揮することのできるコンテン 

ツあるいは作品は何か、その候補として当館が所蔵する王羲之尺牘の摸本「妹至帖」など複数の作品について検討し

た。新たなコンテンツ作りを NHK エンジニアリングとともに進めていくのに先立って、作品の担当者を主として詳細

な情報収集を行うとともに、コンテンツのストーリー作成の準備を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

      

      導入予定のヘッドホン                  多言語化対応の案内表示 

 

【備考】 

 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

調査研究の内容を展覧事業・教育普及活動に反映するという中期計画の達成に向けて、近年急増する

外国人観光客へのサービスは必須である。日本語に加えて英中韓の全4ヶ国語に多言語化されたことは、

普及の観点において非常に大きな一歩といえる。新コンテンツの作成準備も並行して行い、本プロジェ

クトを着実に推進していきたい。 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 九州国立博物館 処理番号 1413D1 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

8K映像で文化財の魅力や謎に迫るスーパーハイビジョンシアターは、当館を訪れる外国人観覧者に
も人気を得ているが、日本語のみの上映で多言語化は喫緊の課題であった。29年度は、具体的かつ実
践的な協議・検討を行い、その導入にこぎつけた。30年度には、シアター入口での看板等の設置やHP
掲載によって観覧者への周知を徹底し、利用者の増加につなげたい。 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（4）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

① 有形文化財の展覧事業・教育活動等に関連する調査研究 

プロジェクト名称 
イ 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に関する調査研究（(4)-①-3)） 

【事業概要】 
特別展をより楽しくわかりやすくするための教育普及プログラムを実施する。29年度は「タイ～仏の国の輝き」展、「世界遺産 ラ

スコー展」、「王羲之と日本の書」展の 3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】 特別展室研究員 西島亜木子 

【主な成果】 

過去の特別展のアンケート結果や、来館者調査に基づき、特別展の内容や来館者層に応じた効果的な教育普及プロ

グラムを実施した。 

（1）「タイ～仏の国の輝き～」展では、「ぜったい知りタイ」「もっと知りタイ」と題したわかりやすい解説パネルを

設置した。内容は、日本人になじみのないタイの仏教（上座部仏教）やタムブン（徳を積むこと）のほか、出家

の儀式、タイ人が身に着けているお守り、曜日仏（生まれた曜日の仏像）など。また、僧侶の托鉢風景の動画や

托鉢僧に渡す食事の食品サンプルの展示、曜日仏の展示を行った。さらに、来館者が、自分が生まれた曜日を調

べるための体験コーナーも設置し、自分の曜日仏がわかるようにした。 

（2）「世界遺産 ラスコー展」では、夏休み期間中ということもあり、子ど

も向けのプログラムを充実させた。展示室内のプログラムとして子ど

も向けの解説パネル、及びマンモスの牙を触る体験コーナーを設置し

た。また、劇団員扮するクロマニョン人の男女が会場内に登場し、来

館者とコミュニケーションを取りながら展示されている道具類の使い

方を実演するイベント「クロマニョン人現る!!」を夜間開館に合わせ

て 4回実施した。これに先立ち、架空のクロマニョン語を創作し、「は

じめてのクロマニョン語」というクロマニョン語の使い方を紹介する

動画を制作し、当館ホームページ上に掲載した。さらに、夜のイベン

トとして、「ナイトミュージアム 夜の洞窟探検」を実施。閉館後の展

示室に来館者が探検に行き、クロマニョン人や考古学者と遭遇、彼らが

クイズを出しながらクロマニョン人の生活や壁画について学べる内容とした。 

   文化交流展関連イベント「全国高等学校歴史学フォーラム」の「実験タイム」で、高校生が作った弓矢とクロ

マニョン人の投槍器を使って比較する「高校生 v.s.クロマニョン人－今晩のごちそうを狩れ」を実施した。 

（3）「王羲之と日本の書」展では、読むことよりも見ることに重きを置いた書の楽しみ方を紹介するプログラム「楽

しみま書！」を実施した。技術と人を柱とし、イラストを交えてわかりやすい内容とした。また、平仮名は縦

に書くことを前提に生まれたことを実感してもらうため、実際に平仮名を縦書き、横書きでタブレットに書く

体験コーナーや、墨の濃淡を立体化し、触ってもらう体験コーナー、墨を磨って文字を書く実演をする動画も

会場内に設置した。ワークショップでは、連綿（つづけ字）の筆の動きを針金で作成し、しおりにする「つづ

け字しおりワークショップ」も開催した。 

【備考】 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

アンケート結果からもわかるとおり、28 年度に引き続き特別展での教育普及プログラムは高い評価
を得ている。それぞれの展覧会に想定される年齢層やニーズに十分こたえることができたと言える。
29年度は劇団員とのコラボレーション企画など新たな試みも実施し、来館者の満足度、期待度も高い。
それにより、中期計画における「教育普及活動に関する調査研究」のうちの教育普及事業については
充分達成できたと考える。30 年度以降も、来館者のニーズに沿ったプログラムを調査研究していきた
い。 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 九州国立博物館 処理番号 1413D2 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

展示室内のプログラムについてのアンケート結果では「タイ～仏の国の輝き～」展、「世界遺産 ラ
スコー展」とも87％が「楽しめた」「とても楽しめた」と回答しており、高評価を得ている。ラスコー
展のイベント「クロマニョン人現る!!」は当館初めての試みであったが、集客が難しい夜間開館時で
あったにも関わらず、多くの来館者が訪れた。老若男女を問わず好評で、今後別の展覧会や当館の文
化交流展での応用も期待できる。「王羲之と日本の書」展では、過去の展覧会の実績を踏まえ、タブレ
ットに文字を書く体験コーナーや、「つづけ字しおりワークショップ」などの当館オリジナルのプログ
ラムを実施、好評を得た。 

イベント「クロマニョン人現る!!」 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

② その他有形文化財に関連する調査研究 

プロジェクト名称 ア 博物館の環境保存に関する調査研究（(4)-②-1）） 

【事業概要】 

当館による文化財の活用に伴い、保全の必要性が生じる保存環境、展示環境、輸送環境について調査研究し、今

後の環境の向上に結び付けることを目的として実施する事業。 

【担当部課】 学芸研究部保存修復課 【プロジェクト責任者】 課長（兼書跡・歴史室長） 冨坂賢 

【主な成果】 

(1)展示環境に関する調査研究 

・収蔵品の国内外の貸与先等の施設環境調査を実施した。文化

財に適した展示環境を実現するための協議や改善作業を通

じて、施設毎に異なる様々な条件下における文化財の展示環

境保全技術に関する事例研究を実施した。 

・特に、バンコク国立博物館においては、高温高湿環境下で、

日本美術を中心とした文化財を安全に展示するための技術

を現地のスタッフと共同して構築することができた。 

 

(2)展示ケースの開発 

・当館が新規に導入する展示ケースに新方式のマグネット式

小型 LED 照明器具及び広発光面積を有する OLED 照明器具を

構造的に取り入れた設計を実現化した。 

 

 

バンコク国立博物館における協議 

【備考】 

・国内調査先：長崎県立歴史文化博物館、朝倉市秋月郷土館、峰町歴史民俗資料館、いわき考古資料館 

・国外調査先：バンコク国立博物館(タイ)、ニューヨークジャパンソサエティーギャラリー(アメリカ)、グラスバ

ウハーンフランクフルト工場(ドイツ)、プーシキン美術館(ロシア) 

・学会発表：「東京国立博物館における展示ケースの進化」(日本展示学会) 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

文化財の活用は今後も継続して実施あるいは実施が期待されるものと予想される。国内外における
多くの施設で当館の収蔵品が公開活用されるためにも貸与先等の展示環境調査及び必要に応じた改善
技術の研究が求められる。29年度は研究継続のための事例研究を数多く行うことができた。30年度も
同様の調査研究を継続し、文化財の安全な活用を目指す。具体的には特に海外への文化財の貸与に伴う
環境調査及び改善に重点を置いた研究活動を行う。 

 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1421A1 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

文化財を積極的に公開活用することは社会的なニーズに対応するものであり、それを安全に行うた
めの技術は博物館が研究しなければならない。本事業は上記を踏まえたものであり、さらに魅力的な展
示を実現するために最新の技術を用いた展示ケースを積極的に開発する点等で先駆的な内容も併せ持
つものである。研究成果の一部は学会発表を行い、様々な研究者との議論によって研究内容をより一層
充実化させるための取り組みも行った。 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

② その他有形文化財に関連する調査研究 

プロジェクト名称 
イ 美術品・輸送機関・梱包資材の振動特性情報を集積した安全輸送のためのシステム構築

（科学研究費助成事業）（(4)-②-1）） 

【事業概要】 

輸送機関、梱包資材、文化財が輸送中に発生する振動に対してどのような応答を示すのかを調査し、科学的根拠

に基づく梱包設計を行うシステムを構築する。 

【担当部課】 学芸研究部保存修復課 【プロジェクト責任者】 環境保存室長 和田浩 

【主な成果】 

（1）【学会発表】「Study on transport environment of cultural 

properties via ship in Japan」 28th IAPRI World 

Symposium on Packaging, Lausanne(5月 1日) 

（2）【学会発表】「文化財の国内長距離輸送時の各輸送工程にお

いて発生した加速度の評価」日本文化財科学会第 34回大会 

(6月 10日) 

（3）【学会発表】「キトラ古墳壁画輸送時に発生した加速度の解

析」文化財保存修復学会第 39回大会(7月 1日) 

（4）【学会発表】「海上輸送を経由する文化財輸送環境の評価」

日本包装学会第 26回年次大会(7月 11日) 

（5）【講演】「マルチボディダイナミクスを活用した文化財輸送

環境のシミュレーション」2017Japan Altair Technology 

Conference(7月 25日) 

（6）【学会発表】「A Case Study on Transport Environment of Cultural Properties by Ship」東亜文化遺産保

護学会第 6次国際学術研討会(8月 25日) 

（7）【論文】「キトラ古墳壁画の輸送-輸送中に発生した加速度について」月刊文化財 649号(10月 1日) 

「美術品輸送専用車両による輸送環境のシミュレーションに関する基礎的研究」全日本包装技術研究大会(11

月 16日) 

（8）【論文】「美術品輸送専用車両」日本包装学会誌 26(6)(12月 1日) 

（9）【論文】「文化財の梱包」日本包装学会誌 26(6)(12月 1日) 

（10）【論文】「美術品梱包輸送技能取得士」日本包装学会誌 26(6)(12月 1日) 

（11）【学会発表】「文化財輸送環境の最適化に向けた基礎的研究」日本機械学会第 26回交通・物流部門大会(12月

4日) 

（12）【論文】「キトラ古墳壁画の輸送環境解析から見た文化財の輸送および荷役作業の評価に関する考察」考古学

と自然科学 75(30年 2月 15日) 

 

船舶輸送環境の調査 

【備考】 

科学研究費助成事業 4年計画の 2年目 

学会発表等：7回、論文：5本 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

中期計画に沿って、②その他有形文化財に関連する調査研究を実施した。全体の研究計画は、輸送機
関上で発生する振動、梱包資材の振動応答、文化財(素材、模造品など)の振動応答をそれぞれ調査し、
最終的にそれらの情報を集積した科学的な梱包設計システムの基礎を構築するものである。28 年度は
輸送機関上で発生する振動データについて相当数を収集することができた。29 年度は、輸送機関上で
発生する振動調査を引き続き行い、その調査結果をとりまとめ、成果発表を行った。30 年度以降は文
化財の素材や梱包資材の振動応答について調査を実施する予定である。 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1421A2 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

科学研究費助成事業4年計画の2年目である29年度は、学会発表と論文発表を重点的に行った。特に輸
送機関上で発生する振動や衝撃の解析についての調査研究及びその成果報告について充実させること
ができた。 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

② その他有形文化財に関連するに関連する調査研究 

プロジェクト名称 
被災博物館等の汚染ガスからみた資料と環境の安定化およびその評価手法の研究（科学研究費

助成事業）（(4)-②-1）） 

【事業概要】 

大規模災害時における文化財等の被災状況の調査及び情報収集、博物館施設等における空気汚染物質調査、博物館

施設等における資料保存環境管理の実態調査を行う。それらの調査結果を基にして、被災博物館施設等における空気

汚染環境を改善し、安定した資料保存環境を構築するための技術や手法に関する調査研究を実施する。 

【担当部課】 学芸研究部保存修復課 【プロジェクト責任者】 環境保存室長 和田浩 

【主な成果】 

（1）石巻市の旧湊二小学校(被災文化財一時保管施設)の調査と現      

地協議を行った。これまでのモニタリング結果から、施設が現

状直面する空気環境に関する課題を絞り、それを解決するため

の手法の具体化を行った。(4月 24日) 

 

（2）「乾燥方法・災害種別の異なる被災水損資料の揮発成分につ

いて」と題し、研究グループが文化財保存修復学会で研究成果

発表を行った。(7月 1日) 

 

（3）仙台市で被災文化財一時保管施設環境に関する協議会を開催

した。旧湊二小学校に施工した設備の稼働後の環境状態につい

ての報告を行い、今後の運用についての意見交換を行った。(10

月 16日) 

 

旧湊二小学校(石巻市)における現地協議 

【備考】 

科学研究費助成事業 5年計画の 4年目 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

中期計画に沿って、②その他有形文化財に関連するに関連する調査研究を実施した。全体の研究計画
は、大規模災害における被災状況の調査、博物館施設等における空気汚染物質調査、資料保存環境管理
の実態調査を行い、被災博物館施設等における空気汚染環境を改善し、安定した資料保存環境を構築す
るための技術や手法に関する調査研究を実施するものである。29 年度の成果によって、30 年度に被災
博物館施設等における空気汚染環境を改善する効果が得られれば、30 年度には安定した資料保存環境
を構築するための技術や手法についての提案を取りまとめることができる。 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1421A3 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

科学研究費助成事業5年計画の4年目である29年度は、宮城県石巻市における被災文化財の一時保管
施設の空気環境調査結果をとりまとめ、同環境保全のための設備の取り付けと稼働を開始した。29年
度は、安定した資料保存環境を構築するための技術や手法に関する調査研究を重点的に実施する予定
であったところ、上記のとおり計画どおりに実行することができた。30年度は29年度の事業実施後の
環境計測結果から、29年度の実施項目を客観的に評価する。 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

②その他有形文化財に関連する調査研究 

プロジェクト名称 ア 修復文化財に関する資料収集及び調査研究((4)-②-1)) 

【事業概要】文化財保存修理所で実施されている修復・模写文化財の資料収集及び調査研究 

【担当部課】 
学芸部 【プロジェクト責任者】 保存修理指導室長 大原嘉豊 

保存科学室長   降幡順子 

【主な成果】 

(1)情報の収集と調査 

・29年度、文化財保存修理所の工房に搬入された新規の修復文化財に関して、修理工房より提出された「修理計画書」

に基づき、180件のデータを収集し、「修復文化財データベース」に登録した。 

・当館研究員により 11回行った修理工房の巡回のほか、修理技術者とともに実施した科学調査を含む調査を適宜実施

し、文化財の構造や使用材料、内部納入品・銘文調査など、修理中にのみ得られる情報を収集、分析した。 

(2)情報の整理 

・28 年度に修理が完了し、搬出を終えた修復文化財に関して、修理工房より提出された「修理解説書（報告書）」に

基づき、1,870件のデータを「修復文化財データベース」上で更新し、整理作業を行った。 

(3)情報の共有 

・26 年度に修理が完成した文化財 141 件に関する報告を『京都国立博物館文化財保存修理所修理報告書』第 15 号(30

年 3月 31日発行)に掲載した。 

・修理時の調査により発見された銘文 25件を「銘文集成」として同書に報告した。 

 

【備考】 

(1) データ収集件数 180件 

巡回回数 11回 

(2) データベースの追加更新件数 1,870件 

(3) 報告書  1冊（修理報告 141件、銘文報告 25件を含む） 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

本事業は、法人化以前から継続してきた事業であり、中期計画でもその重要性に鑑みて継続性を重視

している。文化財保存修理所に搬入される修復文化財の多寡は他律的条件であるため定量的評価になじ

まないものであるが、ほぼ安定した件数で推移しており、有形文化財の修復や模写にかかる調査研究の

情報を継続的に蓄積していく所期の目標は順調に達成している。課題となっていた『京都国立博物館文

化財保存修理所修理報告書』の刊行形態を他業務との関係から再検討し、修復次々年度に報告刊行とい

う現行の態勢で実施していくこととした。 
 

【書式Ｂ/博】 施設名 京都国立博物館 処理番号 1421B1 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

文化財保存修理所で行われる修復文化財情報の収集・整理については、データのデジタル化処理方

法等、将来的な情報の応用に対する発展性を見据えて継続的に実施してきた事業であり、効率性・正

確性を担保しつつ順調に実施されている。『京都国立博物館文化財保存修理所修理報告集』第15号は、

30年3月に刊行し、諸研究機関に送付を済ませている。30年度計画も29年度に準じて実施するが、得ら

れた知見を元にした研究の活性化が望まれる。 

科学調査の様子 
『京都国立博物館文化財保存修理

所修理報告書』第 15 号（部分） 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

② その他有形文化財に関連する調査研究 

プロジェクト名称 イ 文化財の保存・修復に関する調査研究((4)-②-1)) 

【事業概要】 

修理を実施している文化財について、その保存修復に関する調査研究を修理事業者と協力して行い、また、復元

模写事業を行うことで文化財の保全と公開に役立てる。あわせて、調査研究の過程で得ることのできた貴重な情報

を蓄積し、学術的な利用のみならず、最適な修理方針の策定など、今後の保存修復事業にも活用する。 

【担当部課】 

学芸部保存修理指導室 

学芸部保存科学室 

学芸部美術室 

【プロジェクト責任者】 

保存修理指導室長 大原嘉豊 

保存科学室長   降幡順子 

美術室研究員   井並林太郎 

【主な成果】 

(1)29 年度、所蔵者の協力を得て修理所内工房と実施した科学分析調査は、作品の内部

構造調査としては FPD（フラットパネルディスプレイ）を用いた透過 X線撮影 3回、

I.P（イメージングプレート）を用いた X 線透過撮影 7 回、X 線 CT 撮像 2 点を実施

した。作品の材質調査としては蛍光Ｘ線分析調査 19件、微細構造調査としてはデジ

タルマイクロスコープ撮影 1件である。 

(2)システムの整備の一環として、新たな X 線透過撮影装置の使用を開始し、詳細なデ

ジタル画像取得が可能となった。 

(3)博物館と模写修理事業者（六法美術）とによって、当館館蔵若狭国鎮守神人絵系図の

復元模写を 5ヵ年計画で実施することを決定し、作品の予備調査を行った。 

(4)学叢 39号に井並林太郎「若狭国鎮守神人絵系図―修理報告を踏まえて―」（5月）を近年の修復事業の成果を取

り込んで執筆し、(2)の事業実施に向けた研究を進めた。 

(5)国宝「不動明王像（黄不動、曼殊院蔵）」の当所での修理過程における御衣絹加持の痕跡の発見について、修復

を担当した岡墨光堂とともに 8月 7日に記者発表を行った。 

(6)東京文化財研究所・佐賀大学共同研究シンポジウム「日本における染織文化財の保存」において、「京都国立博

物館の染織品の保存と修理計画」に関して発表を行った。 

(7)国宝 四天王寺所蔵懸守（木製絹貼）7 点について X 線 CT 撮像を実施した結果、表面を覆う錦の木質部への差

し込み長さや木材部分の木取り、接合箇所とその手法、納入品に関する多くの知見を得ることができたことから、

今後の保存修復にも有用な情報を得ることができ、その成果について 30年 2月 9日に記者発表を行った。 

【備考】 

・論文：井並林太郎「若狭国鎮守神人絵系図―修理報告を踏まえて―」『学叢』39号、京都国立博物館、5月 

・論文：大原嘉豊「国宝 絹本著色不動明王像(黄不動)〔京都・曼殊院蔵〕修理時に発見された御衣絹加持の痕跡に

関して」『月刊文化財』650号、第一法規、11月 

・発表：山川曉「京都国立博物館の染織品の保存と修理計画」東京文化財研究所・佐賀大学共同研究シンポジウム

「日本における染織文化財の保存」、7月 29日 

・外部資金の導入 

 若狭国鎮守神人絵系図復元模写…清風会研究支援経費 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

修理事業者を含めて綿密な調査、検討を重ね、文化財の保存と公開のため、参考となる情報を蓄積する

など、有形文化財に関連する調査研究について順調に成果を上げている。27年に始めた復元模写事業は

研究や一般啓蒙上の効果が高いため継続事業化を進めており、当館蔵「若狭国鎮守神人絵系図」の一部

の復元模写を実施することとなった。また、保存科学室設立以降、修復の場以外も含めた科学調査は質

量共に増加しており、30年度以降、体制を見直し、分析情報の継続的な蓄積・管理とともに、より迅速

な情報公開をはかるよう改善をはかりたいと考えている。  
 

【書式Ｂ/博】 施設名 京都国立博物館 処理番号 1421B2 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

29年度は、若狭国鎮守神人絵系図を新規5ヵ年事業として実施することとなった。また、この事業の

実施に備え、近年の修理成果をもとに論文を公刊した。また、従来から実施している展示前状態調査

や文化財修理所各工房からの修理前・後調査依頼を受け入れ、透過X線撮影、X線CT撮像、顕微鏡観

察、蛍光X線分析等の共同調査をおこなった。修理前調査では、文化財の構造調査、材料調査を実施

し多くの情報を修復技術担当者と共有することができ、修理方針の策定などに役立てた。29年度から

設置された保存科学室とも連携し、今後も継続を図りたい。また、修復及び調査で得られた知見につ

き記者発表を行った点も注目に値すると考える。 

復元模写作業 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

② その他有形文化財に関連する調査研究 

プロジェクト名称 
鉛釉陶器の鉛同位体比値と金属元素の価数から考察する生産地と焼成技術の特徴に関する調

査研究（科学研究費助成事業）((4)-②-1)) 

【事業概要】 

 本研究で着目する鉛釉陶器について、７世紀後半から 8 世紀初頭の最も古い国産鉛釉陶器は、単彩釉・赤褐色・

軟質胎土であり、その後、多彩釉・白色・軟質胎土の奈良三彩、さらに単彩釉・青灰色・硬質胎土が主流の平安緑釉

へと、釉薬・胎土の色調などは変化しながら、生産は 11 世紀後半頃まで継続してゆく。本研究で着目する「白色・

軟質」胎土の焼成技術は、初現期の奈良三彩からすでに認められるものの、当時の土師器や須恵器、さらに中国に

おける唐三彩の焼成技術とは異なっている。そこで鉄分の多い粘土を用いた白色軟質胎土の焼成技術の特徴と系譜

について究明することを目的とするものである。 

【担当部課】 学芸部 【プロジェクト責任者】 保存科学室長 降幡順子 

【主な成果】 

29 年度は、28 年度調査で新たに判明した軟質度胎土のみにみられる

鉄の価数の同一性についてさらに検証するために、比較試料を製作し、こ

れらと藤原京・平城京から出土した施釉陶器・瓦資料 50 点について、非

破壊分析による胎土に含まれる鉄の価数の分析を高輝度光科学研究セン

ター（SPring-8）の BL01B1 を使用して実施した。さらに胎土に含まれ

る重元素の調査のために、窯跡出土須恵器および藤原京出土須恵器・土師

器約 150 点を高輝度光科学研究センター（SPring-8）の BL08W 使用し

て調査を実施した。これらから 7 世紀から 8 世紀に都城へ搬入された土

器・瓦の胎土に関する特徴を明らかにするための基礎的な情報を得るこ

とができた。さらに、釉薬の鉛同一体分析を軽継続して実施し、8 世の奈

良三彩および施釉瓦・磚に関するデータの蓄積をおこなった。これらの

結果は、28 年度調査結果および 29 年度調査で実施した蛍光 X 線分析結

果と総合的に比較検討し、研究途上ではあるが、成果の一部を奈良文化

財研究所紀要に執筆し、情報の早期公開に努めた。 

【備考】 

科学研究費助成事業の 4年計画の 2年目である 

・降幡順子・神野恵「縄生廃寺出土唐三彩の化学分析」『奈良文化財研究所紀要』2017、pp.60-61、6月 

・今井晃樹・神野恵・降幡順子「平城宮出土の奈良三彩陶器と施釉瓦磚」『奈良文化財研究所紀要』2017、pp.280-285、

6月 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

中期計画に沿って、その他の有形文化財に関連する調査研究を実施した。これまでの調査から、鉄の

価数と鉄含有量および胎土色調に関しては、軟質胎土と埋蔵環境の相関について調査を進めることがで

きた。初現期の奈良三彩については、7 世紀から 8 世紀の都城周辺の須恵器窯出土品や唐三彩の調査を

実施するなど、進捗状況は順調であるといえる。 

4 ヵ年計画の 3 年目となる 30 年度は、継続してデータの蓄積を図るとともに、取得したデータ解析を

進め、最終年年度の研究成果の公表に向けて情報発信に努めたい。 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 京都国立博物館 処理番号 1421B3 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

科学研究費助成事業 4 年計画の 2 年目である本年度は、28 年度調査で新たに判明した軟質度胎土の

みにみられる鉄の価数の類似性について検証するために、比較試料の調査を実施し、さらに 7 世紀か

ら 8 世紀の施釉瓦・磚、奈良三彩の調査を継続した。特に 29 年度は胎土分析を重点的におこない、高

輝度光科学研究センター（SPring-8）の BL01B1 および BL08W を使用し、鉄の価数と重元素に関す

る分析調査を実施した。特に BL01B1 では文化財を非破壊で分析調査を実施することができ、独自性・

発展性の観点からも文化財の科学調査に対して新しいアプローチの一つとなりうると考える。また一

般の研究室内装置では分析不可能な手法を用いて調査を実施することができた成果は重要であるとい

える。次年度計画では、さらなる資料の分析調査と詳細なデータの蓄積を図るとともに、成果の公表へ

向けて準備を始めていきたい。 

施釉瓦の非破壊分析調査 

（Spring-8・BL01B1） 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

② その他有形文化財に関連する調査研究 

プロジェクト名称 
ア 収蔵庫・展示室・ケース内部等における環境が文化財に与える影響などに関する調査研究

（(4)-②-1）） 

【事業概要】館内施設や設備（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調査・分析を目的と

している。次の 3点の調査を継続的に実施し、得たデータの分析と情報共有を行うことで保存環境の向上を図った。 

(1)温湿度センサーを用いた館内施設の温湿度調査 

(2)展示ケース内に浮遊する塵埃調査（電子顕微鏡を用いた塵埃の観察） 

(3)文化財害虫トラップの設置及び回収 

【担当部課】 学芸部 【プロジェクト責任者】 保存修理指導室長 鳥越俊行  

【主な成果】 

(1)28 年度に引き続き、展示室や展示ケースに設置した無線式温湿度センサ

ーで 24時間リアルタイムモニタリングを実施した。蓄積した温湿度デー

タから、展覧会ごとに情報を整理し展示ケースの気密性向上に役立てた。

収蔵庫についても、28 年度と同様に温湿度データロガーとデジタル温湿

度計を用いた定期的なモニタリングと温湿度データの回収を行い、空調

の調整に役立てた。 

(2)正倉院展終了後に、展示ケース内のアクリル製治具などから塵埃を採

取・電子顕微鏡にて観察し、塵埃の状況からケースの気密性に対する評

価を行った。調査結果を踏まえ、気密性向上のための修理や部材交換な

どのメンテナンスを実施した。 

(3)28 年度に引き続き、文化財害虫の生息状況を把握するため、文化財の保

管及び展示に関わる箇所を中心に昆虫調査用トラップを設置し、2ヵ月に

1回交換を行った。調査結果を蓄積し分析することで IPM（総合的有害生

物管理）を推進し、文化財害虫の生息が確認された箇所を重点的に清掃し 被

害の防止を図るとともに、施設周囲に害虫忌避剤の散布を行った。また、清掃と防塵マット交換を定期的に実施し、

展示室・収蔵庫の周辺の衛生環境保持に努めた。 

【備考】 

・学芸部保存修理指導室員並びに総務課環境整備係員等により構成される、「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」を実施した。月に 1 回程度開催し、保存環境に関する問題点や改善案について協議

を重ねている。 

(1)展示室内温湿度調査：163箇所 

(2)展示ケース内ほか粉塵調査：25箇所 

(3)文化財虫害生息状況調査：150箇所 

・「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」：12回開催 

  

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

展示室や収蔵庫では継続したモニタリングや調査を行っている。30年度以降も収蔵庫や展示室等にお

いて各分野の文化財に対応する最適な保存環境を構築すべく継続したデータの蓄積を着実に実施してい

きたい。 

  

 

【書式Ｂ/博】 施設名 奈良国立博物館 処理番号 1421C1 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

継続した調査の実施やデータの蓄積を着実に行っている。また調査で得られた結果を踏まえ、ワー

キンググループでの情報共有や議論を行い、保存環境の保持と改善を図った。データの共有化を進め、

保存環境の維持や向上を進めると共に円滑な監視体制を整えたい。なら仏像館についても同様に館内

環境維持のため継続して調査を行う。  

温湿度センサーの設置状況 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

② その他有形文化財に関連する調査研究 

プロジェクト名称 イ 文化財修理の観点からの収蔵品・寄託品等の調査研究（(4)-②-1）） 

【事業概要】 

本事業では、以下の 3点の内容について実施した。 

(1)修理方法の記録を残し将来の文化財修理に資するため、館蔵品や寄託品の保存状態に関する科学的な調査を行う。

その内容を保存カルテとして記録する。 

(2)館蔵品や寄託品の修理を着工するにあたり、修理文化財の保存状態に関する情報を得るための科学的な調査を行っ

た。また、調査結果を踏まえた修理調書を作成している。 

(3)修理中の文化財から取得した材質・銘文等の情報について調査と分析を行った。また、その結果を当館の研究紀要

などへの掲載等を行いデータの蓄積を実施している。 

 

【担当部課】 学芸部 【プロジェクト責任者】 保存修理指導室長 鳥越俊行  

【主な成果】 

(1)28 年度に引き続き、館蔵品や寄託品の保存状態を詳細に観察するとと

もに、得られた情報を踏まえ保存カルテを作成している。必要に応じ

て光学調査も併せて実施し、作品の基礎データを蓄積した。 

(2)28 年度に引き続き、館蔵品や寄託品の修理に伴い、詳細な観察や光学

調査を実施した。保存カルテと調査結果を踏まえて修理調書を作成し、

館内鑑査や修理方針の策定に役立てた。 

(3)28 年度に引き続き、修理中の木製文化財から得られた木片について、

共同研究の一環として京都大学生存圈研究所との協定に基づき樹種同

定を実施し樹種を同定した。また、修理中に発見された銘文は、当館

研究員が翻刻を行い、情報化と整理を実施した。26 年度分以降の成果

については、文化財保存修理所修理報告として新たに刊行する予定。 

【備考】 

・保存カルテや修理調書を基に修理された文化財は、修理完了後の翌年度冬に開催される特集展示「新たに修理され

た文化財」にて公表している。 

(1)保存カルテ作成件数：総計 112件 

（内訳 絵画：38件、書跡：18件、彫刻：20件、工芸：16件、考古：20件） 

(2)修理調書作成件数：総計 8件 

（内訳 絵画：1件、彫刻：4件、工芸：2件、考古：1件） 

(3)材質調査及び銘文調査件数：3件 

（内訳 材質調査実施件数：3件） 

 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

当館の文化財保存修理所は、奈良をはじめとする国指定品の修理における拠点であり、修理技術者と

の連携は今後も重要である。30年度以降についても引き続き調査を行い、情報の蓄積を図ることで、修

理に関する基礎情報を収集し、その成果を公開するとともに、将来の文化財修理に役立ていきたい。 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 奈良国立博物館 処理番号 1421C2 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

文化財保存修理所の修理技術者と連携を進め、X線CT、X線透過撮影や顔料調査などの科学的調査を

行い、修理に有用な成果が得られた。保存カルテについても整備を進め、修理方針の検討に役立てた。

また、材質調査や銘文調査も引き続き実施し、データの蓄積を図った。 

 

館内鑑査の様子 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

② その他有形文化財に関連する調査研究 

プロジェクト名称 ウ 保存科学の観点からの収蔵品・寄託品等の調査研究（(4)-②-1）） 

【事業概要】 

本事業では、以下の 2点の内容について実施した。 

(1)館蔵品や寄託品の修理前や修理中等に併せ、光学調査（Ｘ線透過撮影・蛍光Ｘ線分析）を実施した。そして、修理

方針の策定に有効な情報を取得し反映させた。 

(2)文化財修理所での修理中の文化財については、当館の研究員と工房の技術員が共同で光学調査を実施し、得られた

結果を修理へ反映している。 

 

【担当部課】 学芸部 【プロジェクト責任者】 保存修理指導室長 鳥越俊行  

【主な成果】 

(1)29年度春にＸ線ＣＴスキャナを新たに導入し、運用を始めた。 

館蔵・寄託の文化財（彫刻や漆工品など）の修理等に併せ、Ｘ線ＣＴス

キャナやＸ線透過撮影を実施し内部構造や納入品の把握を行った。また、

絵画の彩色材料である顔料に関する情報を得るため、蛍光Ｘ線分析装置を

用いた分析を行った。これらの光学調査は修理に活用すると共に、データ

の蓄積も進めた。 

(2)当館研究員と工房の技術者が共同でＸ線ＣＴスキャナ、Ｘ線透過撮影及び

蛍光Ｘ線分析などの光学調査を行った。館蔵品や寄託品の修理前や修理中

にこれらの調査を実施することで、修理へ成果を随時反映させることが可

能となった。特にＸ線ＣＴスキャナの導入により、修理前や修理中に調査

を行うことができるようになったことで、彫刻作品や漆工作品のより安全

な修理に役立てることができた。 

 

【備考】 

・調査件数 

  Ｘ線ＣＴスキャナ調査回数：6件（Ｘ線透過撮影調査を含む。28年度はＸ線透過撮影のみで 5件） 

蛍光Ｘ線分析実施回数：1件（28年度実施回数：3件） 

 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

29年春にＸ線ＣＴスキャナを導入し、彫刻や漆工品などの修理に活用し始めた。修理所での修理内容

を踏まえ、Ｘ線透過撮影や蛍光Ｘ線分析などの調査も併せて行うことで、修理方針の策定等に伴う調査

を随時実施できた。30年度以降も調査を継続し、データの蓄積を図ることにより、安全で適切な文化財

修理に反映させていきたい。 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 奈良国立博物館 処理番号 1421C3 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

28年度に引き続き、修理等の際に、内部構造や保存状態・材質情報に関する情報を得るため光学調

査を実施した。特に29年度はＸ線ＣＴスキャナを導入したことにより、Ｘ線透過撮影より詳細に内部

構造や納入品を把握できるようになり、調査の質が大幅に向上した。光学調査の結果は、修理調書に

反映させるとともに、修理方針の策定にも役立てている。30年度についても継続した調査並びにデー

タの蓄積を図りたい。 

蛍光Ｘ線分析の様子 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（4）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

②その他有形文化財に関連する調査研究 

プロジェクト名称 ア 文化財の材質・構造等に関する共同研究（(4)-②-1)） 

【事業概要】文化財の材質・構造等に関する共同研究   

【担当部課】 学芸部博物館科学課 【プロジェクト責任者】 課長（兼環境保全室長） 木川りか 

【主な成果】 

（1）金工品（水指）の構造、科学調査 

 金工品（水指）の構造や材質に関しての知見を得るため、作品担当者

と共同で科学調査を行った。Ｘ線ＣＴ、三次元計測のほか、表面の蛍光

Ｘ線分析を行い、目視ではわからなかった補修痕が胴部の下方にあるこ

とがわかった。また球状の足は別の材を用いて後から付加したこともわ

かった。今後これらのデータを用いて３Ｄプリンターによるレプリカ作

製を行う予定である。調査結果に基づいて 30 年度に作品所有者の研究

紀要で成果を公表する予定である。 

（2）陶器の構造、材料調査 

 陶器についてＸ線ＣＴによる構造調査を行い、本体部分に細かい空隙

が観察された。また、蛍光Ｘ線分析では、修理された部分の白い色材で

は、別の白の部分とは異なる元素が確認された。 

（3）屏風の骨組みの調査 

 大型の屏風の堅牢性について情報を得るため、骨組みを透過Ｘ線撮

影により調査し、木組みについては建造物で行われているような珍し

い木組みが採用されていること、材料についても、外枠部分と内部の

骨では異なる木材が使用されていることなどの知見を得ることがで

きた。 

（4）考古金工品の科学調査 

 作品担当者と共同で金工品の蛍光Ｘ線分析と拡大観察を行い、金の

部分についてアマルガム法による鍍金ではなく、金を貼ったものであ

ることを示唆する知見が得られた。 

（5）28年度の研究成果の発表 

 28年度の共同研究に関する成果を日本文化財科学会にて発表した。 

【備考】 

・X線 CT調査件数：46件・調査回数 373回 

・3次元計測調査件数：20件・調査回数 86回 

・28年度の研究成果： 

学会発表 Ｘ線ＣＴスキャナを用いた国宝「初音の調度」の構造調査-小櫛箱、乱れ箱、湯桶の構造研究- 

日本文化財科学会 34回大会（6月 10日、11日） 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

中期計画に沿って、これまで様々な文化財の調査を実施しており、構造や製作技法などについての知

見を蓄積してきている。作品の個別にはそれぞれ興味深い成果が出ており、今後は得られてきたたデー

タをもとに、作品群ごとに共通してみられる特徴などをまとめていき、その成果をわかりやすい形で公

表し、一般の方々にも興味をもっていただけるようにしていきたい。 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 九州国立博物館 処理番号 1421D1 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

29年度は調査件数として、66件の文化財調査を実施することができ、金工品、陶器、屏風、考古金

工品などで目視ではわからなかった製作技法にかかわる情報や、修理痕に関する情報を得ることがで

きた。これらの情報は個々の作品の理解のみならず、それぞれの分野の作品に関する深い理解の一助

となるため、30年度も実施していきたい。 

陶器の蛍光Ｘ線分析による調査 

金工品のＸ線ＣＴによる調査風景 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（4）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

② その他有形文化財に関連する調査研究 

プロジェクト名称 イ 博物館における文化財保存修復に関する研究（(4)-②-1)） 

【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潢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。また、「文化財をまもりつたえる」という博物館の役割について、作品展

示を通して一般の方々に知って頂く機会を設ける。 

【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 

【主な成果】 

○「文化財保存修復研修」 

実施日：8月 28日～9月 1日の 5日間 

参加者：佐賀大学 2名、広島市立大学 1名の計 2大学 3名 

内 容：屏風の下貼り製作 

協力者：一般社団法人国宝修理装潢師連盟 

国の選定保存技術保存団体（装潢修理技術）であり、当館

文化財保存修復施設の使用者でもある一般社団法人国宝修理

装潢師連盟からの協力が得られたことにより、実際に屏風の

下張り製作を行い実践的な研修の場を設けることができた。

本研修の実施により、修理技術者の育成に寄与すると共に、

参加学生の文化財保護への理解を深めることができた。 

 

○常設展示「文化財をまもりつたえる博物館」 

 実施日：4月 1日～30年 3月 31日の通年 

展示場所：文化交流展示室 第１室 

展示替回数：7回 

  博物館の役割については、これまでバックヤード見学でしか知ることができなかったが、展示室において本テー

マに沿って作品を展示することにより、より多くの方々に博物館の役割を知って頂く機会となった。展示は、28年

度に引き続き、文化財をまもりつたえてきた「保存箱」を象徴の展示とし、「修理」、「模写模造と科学調査」、「収蔵」、

「環境」の４つのテーマで展開した。 

【備考】 

 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

中期計画のとおり、文化財の収集・保存・修理・管理ほか、文化財及び博物館の業務に関連する調査

研究を実施、及び将来的に展覧事業や教育活動等に結びつく基礎的な調査研究を実施した。 

「博物館の役割についての展示」及び「バックヤードツアー」の双方の事業とも好評を得た。30年度

以降は事業を適宜取捨選択し、質を上げて継続していきたい。 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 九州国立博物館 処理番号 1421D2 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

公共の財産である文化財を後世に伝えていくためには修復技術者の育成が不可欠であり、育成は継

続的に行う必要がある。国宝修理装潢師連盟の協力を得て毎年実践的な研修を少人数で継続している

本研修は、適時性や継続性が高いため評価できる。 

また、博物館の役割についての展示は、同様な展示を通年で行っている博物館は他に極めて少なく、

バックヤードツアーと共に当館の特色であり評価できる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
「文化財をまもりつたえる博物館」展示風景 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（4）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

② その他有形文化財に関連する調査研究 

プロジェクト名称 ウ 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（(4)-②-1)） 

【事業概要】 

本研究の目的は、我が国の博物館における IPM（総合的有害生物管理）普及のための地域共働システムづくりであ

る。本研究では、研修会の開催、及び地元 NPO 法人やボランティア、大学・専門教育機関・地域文化施設の連携に

よる IPM 研修プログラム確立を通し、IPM の社会的理解度を深めつつ、博物館等における IPM を軸にした自立的地

域共働システムづくり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】 課長（兼環境保存室長） 木川りか 

【主な成果】  

(1)文化財保存修復学会主催、当館共催で文化財保存修復学会公開シンポジウ

ム「博物館における IPMのこれから」を開催した（4月 8日）。 

(2)カナダとイタリアからそれぞれ文化財施設の虫害対策の専門家を招聘する

とともに、東京文化財研究所、千葉県立中央博物館からも講演協力を仰ぎ、

IPM セミナーを実施した（10 月 25 日）。国内の博物館、美術館、図書館関

係者のみならず、館内での IPM 事業にかかわるスタッフや NPO 法人やボラ

ンティアあわせて 146名の参加を得た。 

(3)IPM研修を 28年度に引き続き実施した（10月 26日、27日）。28年度から、

各施設の職種の異なる 2名 1組（総務系と学芸系など）での参加を原則と

している。その結果、自館に戻ってから IPMを実践していく上で、研修で

得た知識を共有し、IPMを進めやすくなったと考える。29年度の IPM研修

では、募集定員 24名のところ北海道から九州まで全国 54の施設から 96名の応募があり、34名が受講した。28

年度に引き続き IPM への関心の高さがうかがえた。また、無記名でのアンケート結果も、「とても良かった」と

最高の評価で回答した参加者が全体

の 75％以上と、非常に満足度が高い

結果となった。 

(4)館内向け IPM研修の開催  

館内スタッフ、国立文化財機構内

希望者向けの IPM 研修をはじめての

試みとして実施した（5月 24日）。 

(5)環境ボランティア活動として、館内

ウォッチングや博物館科学課スタッ

フによる小話会、昆虫インジケータ

組み立てなどの活動を実施した。 

【備考】 

・IPMシンポジウム（共催） 参加人数：126名  

・IPMセミナー 1回 参加人数：146人 

・IPM研修（2日間） 1回 参加人数：34人     

・館内・国立文化財機構内希望者向け IPM研修（1日間） 1回 参加人数：24人 

・学会研究会等発表：木川・秋山・大城戸・柿本・泊・光山・本田、ガラス外壁を有する博物館建造物における衝突 

野鳥の傾向分析と対策、文化財保存修復学会第 39回大会（7月 1日、金沢） 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

中期計画の通り、文化財の保存に関する博物館等の業務に関連し、セミナーやIPM研修等を全国の博

物館等から担当者を受け入れて実施している。IPM研修は毎年、受講の希望者が多く、今後もこのよう

なニーズを踏まえつつ、調査研究により最新の状況を反映した教育活動を実施していきたい。 
 

【書式Ｂ/博】 施設名 九州国立博物館 処理番号 1421D3 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

29年度は、28年度よりIPM研修の内容を大幅に変更した。受講条件を１館に対し、2人で参加するよ

うにしたところ、お互いに研修内容を共有でき、自館に戻ってIPMを実践しやすくなった様子がうか

がえた。IPMシステム構築に向け、セミナーや研修の受講条件、研修内容を検討して行った結果、IPM

実践に向け、より確かな形で普及することができた。 

IPMセミナーにおけるイタリアの 

チェザーレオ・ウバルド氏の講演 

IPM研修風景 環境ボランティア活動での 
館内ウォッチング風景 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

② その他有形文化財に関連する調査研究 

プロジェクト名称 
エ 文化財に使用された彩色材料に関する面的調査法の検討（科学研究費助成事業）（(4)-

②-1)） 

【事業概要】 

近年、文化財の科学調査が一般的に行われるようになってきた。しかし文化財は脆弱な材質、構造のものが多く、

文化財の科学調査は調査のための作品移動の機会をなるべく少なくし、短時間に非破壊で行うことが求められる。

これまでは制限がある中での点分析が主流であったが、文化財を総合的に理解するには面的な広がりで捉える調査

が必要である。本研究では文化財の科学調査に面的な手法を導入した有効な調査法を検討する。 

【担当部課】 学芸部博物館科学課 【プロジェクト責任者】 環境保全室研究員 秋山純子 

【主な成果】  
（1）「博物図譜」（香川県立ミュージアム保管）画帖 4帖のカラー画

像及び赤外線画像を高精細スキャナーで撮影、蛍光Ⅹ線分析の結

果と合わせて解析した結果を日本文化財科学会で発表した。（6月

10日、11日） 

 

（2）顔料・染料カラーチャートの分光スペクトルを測定し、基準とな

る彩色材料の基礎データを得ることができた。（7月 27日、28日） 

 

（3）顔料・染料カラーチャートの分光スペクトル分析の結果を解析し、

その成果を上海で開催された東アジア文化遺産保存学会主催の

2017上海国際文化遺産シンポジウムで発表した。（8月 24日、25

日） 

 

（4）「博物図譜」（香川県立ミュージアム保管）画帖 2帖のカラー画像及び赤外線画像の調査結果を踏まえ、分光

スペクトル分析を行った。（11月 2日、30年 1月 30日、31日） 

赤外線画像では同じ色に見える箇所でも顔料・染料の違いが濃淡となって現れる。このことを利用し、染料

と推定される箇所の広がりを面的に捉え、分析することができた。 

 

【備考】 

科学研究費助成事業の 4年計画の 3年目 

調査回数：4回 

学会発表等： 

「赤外線画像を使った彩色材料の面的調査」日本文化財科学会第 34回大会（6月 10日、11日） 

「赤外線画像を利用した彩色材料の検討」2017上海国際文化遺産シンポジウム（8月 24日、25日） 

 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

中期計画に沿って、有形文化財に関連する調査研究を実施した。本研究では面的調査に赤外線画像が
有効であることを検証してきた。検証するのに実際の資料として「博物図譜」の調査は非常に有効であ
るので、30年度も引き続き「博物図譜」の科学調査を中心に、面的調査の有効性を検証する。30年度は
最終年度であるので、これまでの顔料・染料の調査データを検証し、面的調査に有効なデータを総合的
にまとめる予定である。 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 九州国立博物館 処理番号 1421D4 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

科学研究費助成事業の4年計画の3年目である29年度は、27・28年度の成果に加え、最終年度である30
年度に向けてデータを蓄積することができた。また、29年度は上海で開催された国際文化遺産シンポジ
ウムで成果を発表することができ、日本語・英語・中国語の要約として論文集にもまとめられることに
なった。30年度は最終年度となるので、これまで蓄積したデータをまとめ、赤外線画像の面的調査への
有効性を明らかにしたい。 

香川県立ミュージアムでの調査の様子 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

② その他有形文化財に関連する調査研究 

プロジェクト名称 
オ 彩色塗装のある歴史的木造文化財建造物の加湿温風処理による虫害処理方法の検討

（科学研究費助成事業）（(4)-②-1)） 

【事業概要】 
歴史的木造文化財建造物の劣化要因として虫害などの生物劣化は大きなウェイトを占め、従来、文化財建造物が木材害虫である

シバンムシなどによって顕著な被害を受けた場合には、修理にあわせて建物全体のガス燻蒸処理が実施されてきた。ガス燻蒸は、

比較的短時間で部材内部に生息する虫まで駆除できるという点で、現時点で唯一の有効な方法である反面、燻蒸剤は毒ガスである

ため、作業者や観光客の安全確保のために厳重な対策が必要となる。さらに施工後放出される有毒ガスの周辺環境に対する影響も

懸念される。本研究では、人体や環境に対して安全で、かつ有効な殺虫処理として、既に欧州などで小型の文化財について実績の

ある調湿温風による殺虫をとりあげ、これを漆などの彩色を施した日本の大型建造物に適用する手法を確立する。 

【担当部課】 学芸部博物館科学課 【プロジェクト責任者】 課長（兼環境保全室長） 木川りか 

【主な成果】 

（1）試験用建物における実処理に向けての処理工程の構築：プロトタイプチャンバーの原理を応用して、試験用の

建造物（ログハウス）を処理するための装置を製作し、ポリプロピレンフォームを使用した断熱覆屋を周囲に

作成して、実際の建造物の処理を実施した。処理では、木材の水分量を一定に保ちつつ、部材表面と中心部の

温度差をできるだけ小さく保ちながら材の温度をムラなく上昇させることが重要であるが、その性能を実現で

きるシステムとなった。また、その後に予定されている日光の歴史的建造物の処理が気温の低い時期になる場

合に備え、加湿に使用する水のパイプ内の凍結防止対策の方法について研究協力者の北原博幸氏を中心に検討

した（京都大学にて試験）。 

（2）日光の歴史的建造物における建物の実処理における各種計測及び評価：11月に日

光の中禅寺愛染堂にて、これまでの検討

結果を踏まえた装置と断熱覆屋を使用

して加湿温風処理による殺虫処理を実

施した。その際、処理前後での建物の亀

裂や彩色箇所の状態記録をとるととも

に、建物内数十か所の空間温湿度とテス

ト部材内中心部の温度を計測した。ま

た、日光の歴史的建造物に使用される極

彩色の彩色テスト材や、テスト部材内中

心部に木材害虫を埋め込んで殺虫効果

を検証する試験も同時に実施した。本結

果は今後学会や論文等に取りまとめて

いく予定である。 

【備考】科学研究費助成事業の 3年計画の 3年目 

研究全体会議 3回、5月 19日（東京）、7月 31日（日光）、10月 5日（東京） 

9月以降は主に日光での作業実施、日光中禅寺における加湿温風処理実施における検証： 11月 1日～16日 

歴史的木造建造物における新たなモニタリング手法の実用性の検討、小峰幸夫、原田正彦、斉藤明子、佐藤嘉則、木川りか、藤井

義久、文化財保存修復学会第 39回大会 7月 1日（金沢）   

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

これまでの実地試験用の装置の作成や方法の検討により、最終年度に当初の目標を達成しただけでな

く、実際に当初予定していたよりも難しい外気温の低い時期に適用する条件も検討し、日光の歴史的建

造物を加湿温風処理で処理することができた。今後、彩色テストサンプルの細かな影響の解析や木材害

虫への効果などの検証結果を学会や論文等で公表していきたい。 
 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 九州国立博物館 処理番号 1421D5 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

科学研究費助成事業 3年計画の 3年目である 29年度は、これまで作成したプロトタイプの装置、及び運用プロ

グラムと大学におけるテスト建物により十分な結果を出すことができ、実際に日光の歴史的建造物の加湿温風処理

に利用することができた。当初は夏季の処理を想定していたが、低温になる時期の処理となったため、加湿用の水

の凍結防止策など、かなり困難があったものの、安定的に目標温度を実現し、実際の建造物の処理を安全に利用で

きるところまで到達することができた。海外でこれまで報告されている歴史的建造物の温風処理では、処理空間の

温度湿度値が上下に大きくふれ、必ずしも緻密な制御は実施されていなかった。しかし、今回歴史的建造物で実現

した温度湿度制御の精度はきわめて高く、目標温度（材の芯温 60℃）の正確な制御とともに、材の含水率もほぼ

一定に保つことができた。このような条件での歴史的建造物の加温処理は世界で初めての例であり、大きな成果と

いえる。当初の目標を達成した上、実際の運用に応用することができた。 

日光中禅寺愛染堂の加湿温風処理用断熱覆屋と覆屋内部の様子 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

② その他有形文化財に関連する調査研究 

プロジェクト名称 カ 文化財防災ネットワーク推進事業（平成 29年度文化芸術振興費補助金）（(4)-②-1)） 

【事業概要】 

独立行政法人国立文化財機構では、26年 7 月に文化財防災ネットワーク推進室を設置し、各地において文化財を

不時の災害から守るためのネットワークの構築を進め、当館は、九州地方おけるネットワーク構築を担当している。

29 年度は 28 年度に引き続き、28 年 4 月に発生した熊本地震によって被災した文化財の救出に取り組み、福岡県う

きは市における調査事業を通して、市民向けの文化財サポーター育成講座を実施した。 

【担当部課】 学芸部 【プロジェクト責任者】 部長（兼企画課長） 小泉惠英 

【主な成果】 

（1）地域防災ネットワークの確立促進（九州地方） 

九州地方における文化財防災の取り組みについて学ぶために、各地で開催された

研究会、シンポジウムに出席し、情報収集と共に関係者と意見交換を行った。また、

30年 2月 14日～15日に、九州歴史資料館との共催で、九州・山口地方の博物館等

関係者を対象とした、水損資料応急処置ワークショップ（会場は九州歴史資料館）

を開催した。7 月に発生した九州北部豪雨においては、緊急対応として、各地と連

携して文化財の被害情報の収集に取り組んだ。 

（2）被災地（熊本）におけるネットワークの確立促進 

29年度より熊本県主体で実施している熊本県被災文化財救援事業に関与し、派遣

人員の調整、救出活動への参加、文化財レスキュー手法の整理・共有に取り組んだ。国立文化財機構と九州・山口

各県の学芸員及び文化財行政関係者からのべ 678名が参加し、17件の救出活動があり、約 8,000点にのぼる文化財

を救出した。 

（3）被災状況に即した被災文化財の処置・保管に関する研究 

電力供給がないなど与えられた条件の中で、保護された文化財等を最大限適切な状況で保管することができるよ

う、状況に即した形で殺虫や応急的なカビの除去など、保管に至る流れの検討、確立を目指し、29年度は、被災資

料の生物処理、一時保管庫の温湿度データの収集、捕獲された虫体の同定分析等を行った。 

（4）地域の文化財等防災体制構築のためのモデル策定事業 

27年度から、福岡県うきは市に所在する楠森河北家当主・河北宣正氏の協力を得て、河北家所蔵の文化財調査を

モデルに、うきは市と協働で市民向けの文化財サポーター育成講座を開催してきた。29年度は、引き続き、講座内

で実施してきた楠森河北家に保管されてきた文化財の整理作業を行い、今後の文化財調査を担う市民の育成に取り

組んだ。 

【備考】 
国立文化財機構文化財防災ネットワーク推進事業 4年目 

情報発信実績：秋山純子ほか「空調のない被災文化財の一時保管場所における様々な保管容器内の環境調査」、三角菜緒ほか「熊

本地震で被災した古文書の救出と整理会の開催について―救出古文書を未来に伝えるための取り組みー」、本田光子ほか「熊本地

震被災文化財救出後の応急処置および整理・保管手法の検討」、松下久子ほか「県域を越えた博物館ネットワークによる文化財防

災連携体制の構築」（文化財保存修復学会第 39 回大会、7月 1 日～2 日）。島谷弘幸「基調講演 大規模災害時における博物館の役

割」、小泉惠英「活動報告 九州国立博物館の取り組み」、岡田健「パネルディスカッション司会」（シンポジウム「大規模災害時に

おける博物館の役割」、くまもと県民交流館パレア、7月 5日）。松下久子「被災文化財の調査・レスキューにおける九州国立博物

館のとりくみ」（「全国歴史民俗系博物館協議会 第６回年次集会」、九州国立博物館、7月 13日）。 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

本事業では、中期計画に沿って、九州地方における文化財防災ネットワークの構築に取り組んできた。
熊本地震や九州北部豪雨を受けて、災害時における文化財救援の方法や関連する研究成果の整理・共有
を進めてきたが、今後も引き続き情報発信を行っていくことが重要である。それによって文化財を核と
した地域活性化の実現を目指したい。 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 九州国立博物館 処理番号 1421D6 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

29年度文化芸術振興費補助金事業は、28年度に引き続き、熊本県被災文化財救援事業への参加と、福
岡県うきは市における地域の文化財等防災体制構築のためのモデル策定事業を主とした。熊本県被災
文化財救援事業は、29年度も救援活動が続けられている状況ではあるが、熊本県が独自に活動に取り組
む方向で動いており、国立文化財機構としての当初の活動目標は十分に達成できたといえる。また、福
岡県うきは市における事業についても、事業開始から3年目となり、市民の講座に対する積極性が高ま
り、楠森河北家の調査終了に向けて目途がつきつつある。 

熊本地震被災甲冑の整理 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

② その他有形文化財に関連する調査研究 
プロジェクト名称 X線 CTを用いた文化財有機質材料の同定方法の確立（科学研究費助成事業）（(4)-②-1)） 

【事業概要】 
本研究の目的は文化財に用いられる有機質の文化財材料について X 線 CT のデータで得られる資料特有のコント

ラストから材料の判別を行うものである。これは木材同士の接合や漆工芸の下地など解体しなければ見ることがで

きない部位の製作工程を明らかにすることができるため、文化財の製作技法や状態調査を行う上で大いに役立つと

考えている。 

【担当部課】 学芸部博物館科学課 【プロジェクト責任者】 客員研究員 赤田昌倫 
【主な成果】 

当館保有のミリフォーカス CT では木材と塗膜、下地の明確な境界線を判別するこ

とは困難であったが、ノイズを軽減させたデータであれば、各材料を判別することが

できるのではないかと考え、29年度は有機質の文化財材料について、ノイズが少ない

CTの撮影条件の調査に集中して取り組んだ。 

資料は下地を施した漆塗り手板と乾性油で塗装した手板とした。漆塗り手板につい

て投影数を変化させ撮影を行った。その結果、投影数を上限まで上げたデータでは資

料と空気の境界部のエッジが明瞭になり、ノイズも少なくなることが分かった。ノイ

ズが少ないデータを見ると、資料の材質である木材と漆の塗膜、下地に対応する各ピ

ークが明瞭に現れることが分かった。 

次に漆と乾性油について見え方を比較した結果、漆では下地の影響を強く受けたデ

ータが得られ、乾性油では下地がないため木地の影響を強く受けたデータが得られ

た。このことから、漆と乾性油を CT のデータから判別できることが分かった。この

手法を使うことで CTによる複数の文化財材料が判別できる可能性がある。 

【備考】 

日本文化財科学会第 34回大会 

X線 CTスキャナを用いた「国宝初音の調度」の構造調査～小櫛箱、乱れ箱、湯桶の構造研究～ 

 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

中期計画に沿って文化財の収集・保存・修理・管理ほか、文化財及び博物館の業務に関連する調査研
究を実施した。 
CT データからコントラストを数値化する研究を実施し、その結果、漆と乾性油のサンプルについて

二つの材料を判別できることがわかった。 
科学研究費助成事業の最終年度となる30年度は、29年度に作製したサンプルのCTデータから各サン

プルのコントラスト範囲を検証し、CTによる文化財材料の判別方法の精度を高める予定である。 
特に漆と膠のサンプルについては、刻苧が入った時のヒストグラムやコントラスト範囲の変化につ

いて検証を行う。 
 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 九州国立博物館 処理番号 1421D7 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

・科学研究費助成事業3年計画の2年目である29年度は、1年目から2年目までの成果を国際学会で発表
するなど成果の公開に力を入れた。 

・2年目の成果としては、漆と乾性油について、ヒストグラム中のピーク位置を検証した結果、漆と乾
性油とでは異なる位置にピークが現れ、CTデータからそれぞれ抽出できることがわかった。この手
法は様々な材料が複合的に用いられることが多い文化財の材料調査において、今後の応用性、発展
性が高いと考えられる。 

・PVA(合成樹脂)、乳香、フノリ、市販接着剤のサンプルを作製したので、30年度はこれらの材料につ
いてもCTデータを比較検討し、CTを用いた文化財の材料判別の可能性について検証を行う。 

 

右が漆、左が乾性油を塗布 

した手板 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

② その他有形文化財に関連する調査研究 

プロジェクト名称 ア 博物館資料・業務の情報処理に関する調査研究（(4)-②-2）） 

【事業概要】 

当館における収蔵品管理システムの調査研究を通じて、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】 学芸企画部博物館情報課 【プロジェクト責任者】 情報管理室長 村田良二 

【主な成果】 

(1) 収蔵品管理システムについて、作品検索、総合文化展管理、

鑑査会議管理、貸与管理、修理予定・履歴管理の各機能を

継続的に運用し、随時改善を重ねて機能を向上させた。 

(2) Ｘ線ＣＴスキャン、三次元計測、冊子体資料の全頁画像、

ガイド音声等、作品に関連するデジタルデータの有無及び

各データの作成日、作成担当者、データ保管部署を登録す

る機能を追加した。また、作品検索画面、作品詳細画面に

これらのデータの有無を表示するようにした。 

(3) 作品データを多数追加登録する必要が生じた際、従来はデ

ータの内容ごとに専用のプログラムを作成していたが、汎

用のインポート機能を新規に開発した。 

(4) システムを構成するソフトウェアライブラリをバージョ

ンアップし、これに伴うプログラムの調整を行った。 

(5) 機構内 4博物館の収蔵品データを公開する「ColBase」との効率的なデータ連携について検討した。 

【備考】 

収集データ件数 225,161件 

（内訳） 

作品データ件数 215,945件 

平常展データ件数 4,816件 

鑑査会議データ件数  91件 

貸与データ件数  1,649件 

修理データ件数  2,660件 

 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

中期計画期間では、システム全体の設計を再検討し、さらに発展させていく。29年度は、継続的な改
善と同時に、ソフトウェアライブラリのバージョンアップとこれに伴う作業により、現行システムの課
題を確認するとともに、不要な機能の整理や、プログラムコードの不統一の修正などを行うことができ
た。30 年度以降は、データモデルの再検討、ユーザインターフェースの改善及び「ColBase」において
公開するデータとの効率的なデータ連携の検討をさらに進める。 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1422A1 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

収蔵品の効果的・効率的な管理のためのシステムを継続的に開発でき、学芸業務に欠かせないツール
として着実に発展させることができた。Ｘ線ＣＴスキャン等により作成されたデジタルデータを登録、
表示できるようにすることにより、作成済みデータを活用しやすくするとともに、データ作成の計画
を立てやすくした。作品データを多数追加登録する汎用の機能の追加により、データ流し込みの作業
量を大幅に削減することができた。また、ソフトウェアライブラリのバージョンアップにより、30年
度以降の継続的な開発の基盤を準備することができた。 

デジタルデータの有無の表示 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

② その他有形文化財に関連する調査研究 

プロジェクト名称 イ 創立 150年へ向けた館史編纂のための基礎的な資料整理と調査研究（(4)-②-2）） 

【事業概要】 

34年度の当館創立 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。29 年度は関係文書類の付箋挿入と整理、館内より新たに

収集した資料の目録化に加え、ＰＤＦなどデータ化を進め、保存措置を講じる。 

【担当部課】 学芸企画部 【プロジェクト責任者】 百五十年史編纂室長 恵美千鶴子 

【主な成果】 

(1)収集した文書類の整理・目録化・保存措置（4月 3日～30年 3月 30日：週に 1～2日） 

資料保管室（資料館 3 階）に収集した約 8,500 件の館史関係文書類について、27 年度に完成した目録(仮)と対応

するための付箋挿入をするなど整理を進めた。以上は、資料整理アルバイト 1 名、非常勤職員１名と、当館百五十

年史編纂室員がともに作業を行った。 

(2)東京国立博物館百五十年史編纂ワーキング打合せの実施（6月 6日ほか) 

『150 年史』編纂のためのワーキング打合せを実施した。28 年度に決定した編纂物の内容をもとに、執筆者を決

めた。 

(3)館史の内容に即した文書類の整理・確認 

・当館館史における調査研究活動の記録（7月 31日から） 

『150年史』編纂に向けて執筆者選定の資料とするため、館史上の調査研究活動の課題とその担当者について資

料を収集し、データ化を行った。非常勤職員 1名がこれを進めた。 

・分野・年代別資料一覧の作成（6月 6日から） 

 『150年史』編纂に向けて、執筆資料とするために、館史関係文書類を分野別、年代別に選定し、一覧年表の作

成を進めた。室員 1名、非常勤職員 1名、インターン 3 名がこれを進めた。 

(4)文書類のデジタル化（4月 6日ほか） 

『東京国立博物館百年史』編纂の際に用いられた資料・原稿等の PDF 化を進めるとともに、『150 年史』編纂の資

料として活用すべく館史資料のテキストをデジタル・データ化した。 

(5)総合文化展にて館史に関わる特集展示の実施（10月 3日～11月 26日） 

特集「明治時代の日本美術史編纂」の展示を企画し実施した。また、この特集に関連する連続講座（11月 17日）

において、室長 1 名、室員 1名が研究成果を報告した。 

(6)問い合わせへの対応（9月 21日ほか） 

館内・館外からの館史に関する問い合わせに対応した。 

【備考】 

(1)収集した文書類の整理：65日間実施 

(2)編纂ワーキング打合せ：4回実施 

(3)・当館館史における調査研究活動の記録のデータ化：32日間実施 

・分野・年代別資料一覧の作成：のべ 81日間実施 

(4)資料・原稿等デジタル化：275件（約 3,500点） 

(6)問い合わせ対応：5件 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

資料目録について館内での周知が進み、文書類の活用希望者も増えてきた。また、館史に関わるさま
ざまな作業に迅速に対応できるようになったことから、中期計画に対する進捗状況は順調である。平成
30年度以降も引き続き文書類の整理を進めるとともに、利用しやすいデータ作りに努め、さらなる活用
を図っていきたい。 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1422A2 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

27年度より継続的に行ってきた文書類の整理・保存措置について29年度も進めることができた。ま
た、収集・整理した文書類のデータを活用し、調査研究の歴史に関するデータを収集し、編纂資料年
表を作成することができた。引き続き、館内各所に所在する文書類の収集整理を課題とするとともに、
それらの文書類を『150年史』編纂に有効に活用できるようにするとともに、他の事業にも役立つよう
なデータ作成を行っていく。 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

②その他有形文化財に関連する調査研究 

プロジェクト名称 ウ 博物館における文化財の情報資源化に関する研究（科学研究費助成事業）（(4)-②-2）） 

【事業概要】  

本研究は、博物館が収集した文化財と関連する資料（図書・文書など）の分析と整理、データ化を行い、文化財との

相互の関連付けを行うことで、これらを一元的に管理し、必要なときに引き出して活用できる博物館アーカイブズを構

築する。さらに他の研究機関と情報の共有化を図るため、情報資源を新しい枠組みでとらえ直し、相互利用を可能とす

る資料の情報資源化の方法論を、実践をとおして研究する。 

【担当部課】 学芸研究部調査研究課 【プロジェクト責任者】 客員研究員 髙橋裕次 

【主な成果】 

① 個々の文化財に関連付けた目録類、図書、文書などのデータをもとに、文化財を多角的にとらえた総合的な情報の 

あり方について検討した。また、他の研究機関と情報を共有する上での検索にどのような考え方が必要かをいくつか

の事例から考えた。 

② 8月 11日から 18日の日程で、ドイツ連邦共和国のケルン市立東洋美術館、ミュンヘンのバイエルン州立図書館に 

おいて、日本の古典籍資料を中心に、作品の活用、管理や登録情報などについて調査を行った。世界的に知られる海

外の施設であっても、所蔵する日本の文化財に関して、情報量の不足などの理由から、十分に活用されていない状況

であり、日本での研究成果の伝達法などに検討の余地が認められる。 

③ 報告書では、研究の目的に沿って、既成のデータベースにはないような特色を持たせるために必要な考え方を検討 

した。具体的には、東京国立博物館が歴史資料の列品として所蔵する医学、博物学関連を中心とする図書を対象に、

森鷗外が作成した解題および著者略伝との関連付けを行い、研究によって導き出された考え方にもとづいて、利用者

が必要とするデータに到達するための情報資源化の方法を検討して、その成果を報告書にまとめた。 

 

【備考】 

科学研究費助成事業の 4年計画の 4年目 

調査件数          300件 

デジタル撮影件数       50件 

公文書テキストデータ化     21件 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、課題と対応等 

Ｂ 

 全体として、26年度は、文化財に関連する目録類、図書、各種文書など、基礎資料のリストをまと

め、その全体像を明らかにした。27年度は各資料の作成時期、保管の状況を検討しつつ、資料群とし

てのまとまりと、時代の変遷をふまえながら、分類を実施し、28年度は文化財の活用のあり方や、文

化財の相互の関係を検討し、人々が必要とする情報にたどり着くための方法を模索した。さらに29年

度は個々の文化財に関連付けた目録類、図書、文書などのデータをもとに、文化財を多角的にとらえ

た総合的な情報のあり方について検討した。また、他の研究機関と情報を共有する上でどのような考

え方が必要かをいくつかの事例をもとに研究し、その成果をまとめた報告書を刊行した。 

中期計画に沿って、東京国立博物館百五十年史の編纂に向けた作業のなかで、文化財の情報資源化

という観点から、将来的にはMLA連携（ミュージアム（Museum）・図書館（Library）・文書館（Archives）

の連携）を見据えた統合データベースの構築をめざしている。計画的に調査・研究を行い、所期の目

標を達成した。 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1422A3 

評定 判定の理由、課題と対応等 

Ｂ 

 科学研究費助成事業4ヵ年計画の4年目である29年度は、研究の総括の意味で、博物館が所蔵する多

くの文化財のなかから、東京国立博物館の特色を反映し、かつMLA連携（ミュージアム（Museum）・図

書館（Library）・文書館（Archives）の連携）に対応できる性質を備えたものを選択することを試み

た。その結果、明治時代に展示に活用する列品と位置づけされ、大正時代に総長となった森鷗外が自

ら解題および略伝を執筆した約4,200件の「帝室博物館蔵本」とよばれる図書を対象として、情報資源

化の方図書法論を検討することにした。鷗外が著した解題と、序文、奥書、識語、跋文などから抽出

した著者とその周辺の人物の略伝のうち、情報量の多いもの約180件をとりあげた。自筆本文の画像と

釈文、さらに図書の画像、博物館のデータベースなど、図書に関わった人物を中心に据えたさまざま

な情報を参照ポイントとして逆引きすることで、必要とする文化財（図書）にたどり着くという考え

方についての研究の成果をまとめた報告書を刊行するにいたった。近くこれらの情報をもとにデータ

ベースを公開する予定である。 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

② その他有形文化財に関連する調査研究 

プロジェクト名称 
文化財情報資源の探索と発見のためのデータ連携に関する研究（科学研究費助成事業）（(4)-

②-2）） 

【事業概要】 

 本研究は、Linked Dataによって文化財情報資源を効果的に探索・発見することのできる環境の構築を目指すもので

ある。そのため、機構内 4博物館の所蔵品総合データベース（ColBase）に Linked Dataによるデータ出力機能を開発

する。 

【担当部課】 学芸企画部博物館情報課 【プロジェクト責任者】 情報管理室長 村田良二 

【主な成果】 

(1) 研究代表者、研究分担者及び連携研究者による全体ミーティングを行った。 

(2) Linked Dataによるデータ公開を行っている国内外の機関について、各機関のデータベース、Webサイト等を調査

した。 

(3) 公開するメタデータ語彙の基盤として、博物館における Linked Data 提供に適合的なものを利用する方針を固め、

ICOM CIDOCが開発した CIDOC CRM を採用することとした。 

(4) CIDOC CRMを用いたメタデータフォーマットを検討し、ColBaseのデータ項目とのマッピングを行った。 

(5) 公開している作品情報について、作者の人名を中心に索引データを整備し、国立国会図書館典拠データ及び Getty 

Research Institute による Union List of Artist Names(ULAN)の URLとの関連付けを行った。 

(6) 索引データの整備にあたって、システムの反応速度が遅くなる箇所が明らかとなったため、改修を行った。 

【備考】 

科学研究費助成事業の 3年計画の 1年目 

 全体ミーティング 2回 

 ・第 1回 8月 24日 於 東京国立博物館 

 ・第 2回 30年 2月 2日 於 東京国立博物館 

索引データ整備件数 

 ・作者 2,220件 

 ・分類  2件 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

中期計画に沿って、②その他有形文化財に関連する調査研究を実施した。 
本研究では 3年間で次のことを実施する。(1)メタデータ語彙を選定し、マッピングを行う。(2)人名・

地名等の索引情報を整備し、既存の典拠情報との関連付けを行う。(3)SPARQL Endpoint を ColBase に
実装し、問い合せを試行する。(4)既存の外部システムとの連携を検討する。 
1年目である本年度は、主として(1)語彙の選定とマッピングおよび(2)索引データ整備に取り組んで

おり、順調に作業を進めることができた。30年度以降は、引き続き(2)の索引データ整備を行うととも
に、(3)のシステム開発を実施し、最終年度には(4)外部システム連携の検討を行う計画である。 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1422A4 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

科学研究費助成事業3年計画の1年目である29年度は、基盤となるメタデータ語彙を十分に比較検討
することができ、その結果としてCIDOC CRMを採用する方針を確定することができた。また、ColBase
におけるデータ項目をどのようにCIDOC CRMを用いて表現するかマッピングを行うことができた。索引
データについても、作者の人名を中心に実施することができ、既存の典拠データとの関連付けも実際
に行うことができた。さらに、これらの作業を行う上でのシステムの処理速度の問題を明らかにし、
改善することができた。 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

② その他有形文化財に関連する調査研究 

プロジェクト名称 東京国立博物館所蔵写真資料データベース（科学研究費助成事業）（(4)-②-2）） 

【事業概要】 

当館所蔵写真資料データベースは、当館が所蔵する幕末から昭和初期にかけて撮影された紙焼き写真をデジタル化

し、広く一般に公開することを目的とする。現在「東京国立博物館所蔵古写真 WEB データベース」としてホームペー

ジ上で公開しているデータは、18～21年度の科学研究費補助金(研究成果公開促進費)の交付によって作成された。 

本事業では、上記のデータベース作成事業を引き継ぎ、従来の紙焼き写真に加え、当館が所蔵するガラス乾板を含

めた全写真資料について調査とデジタル化を行い、データベースの充実を図る。 

【担当部課】 学芸研究部調査研究課 【プロジェクト責任者】 部長 富田淳 

【主な成果】 

(1)ガラス乾板の調査 

当館が収蔵する明治～昭和初期撮影されたガラス乾板のうち、四切写真約

1,200 枚とキャビネ写真約 3,100 枚の法量（縦、横）、墨書等文字の項目に

ついて、5月～30年 3月に当館で調査し、併せてガラス乾板の保存状態を確

認した。 

(2)ガラス乾板のスキャナー作業 

未撮影の乾板の内、約 830 枚のスキャナー作業を 5 月～30 年 3 月に当館で

行った。 

(3)紙焼き写真のデータ整理 

紙焼き写真について、約 3,500枚について既成画像を元に公開用データを作

成した。 

 

【備考】 

科学研究費助成事業の 3年計画の 3年目 

「東京国立博物館所蔵古写真 WEBデータベース」（http://dbs.tnm.jp/kaken/oldphotos.html）において約 8,800件

を公開した。 

調査回数 24回。ガラス乾板のスキャナー作業 16回。 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

中期計画に沿って、②その他有形文化財に関連する調査研究を実施した。本研究計画では、当館が収
蔵する主なガラス乾板を 3ヵ年に分けて実施調査を計画しており、最終年度である 29年度は、中期計画
をほぼ達成した。 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1422A5 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

科学研究費助成事業3年計画の3年目である29年度は、未撮影乾板のスキャナー作業をを加え、当館
が収蔵する明治～大正時代にかけて撮影された主要なガラス乾板を調査することができた。また、紙
焼き写真については予定していた件数のを上回るデータ整理を行うことができたため、おおむね所期
の目標を達成していると判断した。 

スキャナー作業風景 
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業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

②その他有形文化財に関連する調査研究 

プロジェクト名称 ア 文化財情報に関する調査研究((4)-②-2)) 

【事業概要】 

当館の文化財情報システムや博物館ウェブサイト、博物館システムの整備や運用について検討するとともに、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 宮川禎一 

【主な成果】 

 

(1) 当館の文化財情報システムや博物館ウェブサイト、博物館システムの整備や運用について検討する情報システ

ム検討委員会を隔月で開催し、文化財情報に関する調査研究を推進した。 

(2) 博物館におけるインフラとしての情報ネットワーク整備や、デジタルアーカイブズに求められる知財管理につ

いての情報収集を行い、平面作品高精細画像の多くが、判例により著作権法上の知財として保護されない点を

踏まえ、許諾ベースにおける保護のあり方や、国際的な CreativeCommonsをベースとした許諾について、事例

収集・検討を行った。また、近年の他機関における動向や社会的ニーズの変化を踏まえ、今後も継続して調査・

検討を行う。 

(3) 文化財保全のための収蔵・展示環境を監視する環境モニタリングシステムについて、信頼性向上のため不具合

への対応や各種の改善を行った。 

(4) 写真及び撮影におけるデジタル化の推進に伴い増大する画像データを安全かつ効率的に収容するため、データ

を保管するストレージシステムを更改した。また、データ量の増大によって既存の手法では対応が難しくなっ

たバックアップやアクセスコントロール等の仕様・運用両面について、新しい技術的仕様（イメージバックア

ップ方式や主体認証等）の調査・検証を行う事で、既存装置の 2倍を超える大幅な容量性能の改善ができた。 

 

 

 

【備考】 

・情報システム検討会 6回 

・情報システム調査 6回 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

中期計画で求められている文化財情報に関する調査研究について、写真及び撮影におけるデジタル化の

推進に伴い増大した画像データの効率的かつ安全な収容を進めるため、技術的仕様の調査・検証を行っ

た上で、大幅な容量性能の向上を図る事ができた。。増大するデジタル情報の安全な収容は、文化財情

報とアーカイブにとって欠かせない研究課題であり、今回整備した新仕様によってデータの収容・バッ

クアップが、30年度以降の増大するデータと増強機器を安全に処理できるか等の継続的検証環境として

も、重要な基盤になると見込んでいる。 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 京都国立博物館 処理番号 1422B 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ｂ 

当館の文化財情報システムや博物館ウェブサイト、博物館システムの整備や運用について検討する情

報システム検討委員会を隔月で開催し、調査研究を通じて環境モニタリングシステムの改善や画像ス

トレージシステムの強化を実施できた。30年度については、文化財情報に関わる情報セキュリティの

強化や、ウェブサイト公開機能の見直しを図るとともに、引き続いて画像ストレージシステムの強化

を継続したい。 

環境モニタリングシステムのサーバに対し 

自動送信を行うデータロガー（調整後の試験） 
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撮影風景（重要文化財「伝伎芸天立像」秋篠寺） 

 

 

業務実績書 

中期計画の項目 
（４）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

② その他有形文化財に関連する調査研究 

プロジェクト名称 ア 文化財アーカイブズの形成に関する理論的・実践的研究（(4)－②－2）） 

【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・情報資源の公開並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 【プロジェクト責任者】 資料室長 宮崎幹子  

【主な成果】 

デジタル撮影の安定的な稼働を目指し、撮影機材、環境、保存用ストレージ、体制等の整備を引き続き行い、多数

の撮影を実施した。情報システムや公開用データベースの更新を適宜行い、情報の拡充と公開に積極的に取り組んだ。 

(1)特別展「快慶－日本人を魅了した仏のかたち」並びに「源信－地獄・極楽への扉」の開催と連動して、彫刻・絵画・

書跡・工芸・考古の各分野の文化財の撮影を多数行った。快慶展では、現時点で移動・撮影可能な快慶作品のほぼ

すべてについて最新の撮影機材をもちいた撮影が叶い、学界で待望される快慶作品を集成した大型図録の出版にむ

けて基礎資料とすることが出来た。また、源信展でも多数の浄土教絵画の撮影を実施することが出来た。これらに

よって、当館における文化財アーカイブズの更なる充実が図られた。さらに、東京国立博物館で開催された「興福

寺中金堂再建記念特別展－運慶」に際し、当館の研究員と写真

技師が撮影事業の一端を担うこととなり、撮影機会の稀少な運

慶作品の画像を当館のアーカイブズに加えることが実現した。 

(2)28 年度に引き続き、ガラス乾板の保存活用のための作業を行

った。この作業は、デジタル化、ガラス乾板の保存処置（カビ

や埃の除去）、畳紙・保存箱への納入、新たな専用キャビネッ

トへの排架とが連動したもので、館内の貴重な歴史資料の保存

活用と公開を目指ざすものである。今後も継続して行う計画で

ある。 

(3)『日本彫刻史基礎資料集成』（水野敬三郎他編、中央公論美術

出版）画像を掲載するため、秋篠寺等において文化財調査にと

もなう撮影を実施した。当館のアーカイブズの充実にとどまら

ず、広く学界へ貢献する活動にも結び付けることができた。 

【備考】 

 

 

年度計画に対する総合的評価 

 

中期計画の実施状況の確認 

評定 判定の理由、改良・改善計画、次年度計画への反映等 

Ａ 

デジタル撮影を含む画像データの作成については、現在のところ安定的な稼働を維持できている。内部での処理

から最終的な情報公開までの一連の流れについて、今後とも人材及び機材の確保を含めた長期的な展望が必須であ

る。また、現在行っているカラー・近赤外線・透過Ｘ線のデジタル撮影に加えて、29年度より本格稼働したＣＴ撮

影についても、情報の蓄積と共有を実現させるべく、機材・設備の充実が急務である。 

当館では仏教美術分野において国内唯一と言っていい貴重な画像データのコレクションを運用しているが、ＣＴ

撮影に代表されるような文化財調査の進展に併せ、文化財アーカイブズの拡充が図れるよう、更なる体制整備が肝

要である。今後も文化財の保存・活用そして研究の基盤として機能するべく、文化財アーカイブズ形成の実践を続

けていくとともに、それを下支えする理論の構築にも取り組んでいく。 

 

【書式Ｂ/博】 施設名 奈良国立博物館 処理番号 1422C 

評定 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、文化財アーカイブズの形成を重要な活動のひとつとして位置付けている。なかでも拝観や移動、調査

の機会が稀少な文化財を画像データとして蓄積し、共有可能な研究資源としていくことには、大きな意味がある。

文化財の撮影は、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が、主な成果でも述べたとおり、学術的に重要でありな

がら撮影の機会を得ることが難しい文化財について、継続的に調査を実施して質の高い画像データを取得し、公開

へと繋げていることの意義は非常に大きい。近年では、文化財写真の黎明期を伝えるガラス乾板のデジタル化にも

取り組むなど、更なる発展も視野に入れている。今後も当館の展覧会事業等と密接に連携しつつ情報の蓄積を続け、

仏教美術情報の一大拠点として、文化財アーカイブズの質・量双方の維持に努める予定である。 

人員と予算が限られる現在のような体制で、他館と比して幅広い活動を展開できている点も評価できる。 
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【書式Ａ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1430A 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 ③国内外の博物館等との学

術交流等 

【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。 

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。 
3)国際的な講演・研究集会、シンポジウムを開催する。 
4)2019年ICOM（国際博物館会議）京都大会に向けた活動を促進する。 

（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。 
2)アジア国立博物館協会（ANMA）理事会・定期大会、 IEO（国際展覧会オーガナイザー会議）、日中韓国立博物館館長会議等の国際会

議へ参加する。 

担当部課 学芸企画部企画課国際交流室 事業責任者 課長（兼国際交流室長） 浅見龍介 

【実績・成果】 

（4館共通） 

1)中国、韓国、タイの博物館・美術館等から計 35人の研究者・研修生を招へい・受け入れ、研究交流を行った。 
2)中国、韓国、タイ、米国、ヨーロッパなど 10ヵ国・地域の博物館・美術館等へ研究職員を 67人派遣し、収蔵品とその活用に関する
研究および、研究交流を行った。 

3)文化庁支援、北米・欧州ミュージアム日本美術専門家連携・交流事業の一環として国際シンポジウム「ミュージアムにおける日本美
術の再発見」（30年 1月 12日～13日、東京国立博物館）及び日本美術専門家会議（30年 1月 14日、同館）を開催した。 

4)アジア国立博物館協会(ANMA)第 6回理事会・大会（12月 21日～22日、バンコク）への参加を通して、ICOM京都大会への参加を呼び

かけた。 
（東京国立博物館） 
1)韓国国立中央博物館及び中国・上海博物館等との学術交流協定に基づき、研究員の交流・派遣を行うとともに、海外での共同事業の

企画・実施準備、国際会議に研究員を派遣した。また、日タイ修好 130周年記念「日本美術のあゆみ－信仰とくらしの造形－」展（12
月 27日～30年 2月 18日、タイ・バンコク国立博物館）開催にあたり、現地の展示環境等に関する助言を行ったのをはじめ、国際的
な調査研究、ネットワーク構築、交流事業の推進を図った。 

2)第 10回韓中日国立博物館長会議に参加し、中国国立国家博物館及び韓国国立中央博物館の代表者と交流・情報交換を行い(30年 1月
25日ソウル)、国立博物館合同企画特別展「東アジアの虎美術―韓国・日本・中国―」を韓国国立中央博物館にて行った（30年 1月
26日～3月 18日）。 

【補足事項】 

（4館共通） 
上記研究員派遣人数は当館予算による派遣延べ人数を示す。 
科学研究費助成事業等外部資金等を含む人数は 89人。 

 
（東京国立博物館） 
1)学術交流発表会を次の通り実施し、研究交流成果を報告した。 

韓国国立中央博物館研究員（10 月 24 日尹芝蓮氏・11 月 22 日朴鉉澤
氏）、当館研究員（30 年 1 月 31 日河野正訓研究員・猪熊兼樹主任研究
員） 

2)毎年開催の日中韓国立博物館長会議では、次回 31年日本での会議・展覧
会開催等について協議した。 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 

経年

変化 

25 26 27 28 

海外からの研究者招聘 35人 - - 21 47 83 73 

海外への研究者派遣 67人 - - 41 18 47 60 

国際シンポジウム開催数 1回 - - - 2 1 1 

国際シンポジウム参加者数 334人 - - - 422 284 463 

【年度計画に 

対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

韓国国立中央博物館・上海博物館との協定に基づく招へいを含め、海外から合計35人の研究者を受け入れた。
また海外へは67人を派遣した。29年度で4度目となる米国・欧州ミュージアム日本美術専門家連携・交流事業に
は9ヵ国334人の参加があった。また、当館が韓国・中国と共に創設に携わったアジア国立博物館協会は19年の

設立以来2年に一度の大会を経て、今回新たに2ヵ国を加え16ヵ国が加盟し、発展を続けている。これらの取り
組みにより海外研究者・博物館関係者との交流が進み、今後の展覧会等事業や研究交流につながっている。今
後、交流対象国をさらに広めていくことに努めたい。 

【中期計画記載事項】 

我が国における博物館活動の先導的役割を果たすとともに、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へいし、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。さらに、2019年ICOM京都大会の開催にあたり、国内外の博物館・美術館や研究

機関等とのネットワークを構築し、博物館活動全体の活性化に寄与する。 

【中期計画に 

対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

例年規模の研究者招へいと派遣により成果を達成し、順調に遂行できた。第4回となった米国・欧州ミュージ
アム日本美術専門家会議では、日本美術の展示について前向きかつ活発な議論が進んだ。2日間のシンポジウム
には一般参加を含め延べ334人が参加し、国内外のミュージアム活性化の先導的役割かつネットワーク構築につ

いて着実な成果を結んできている。今後、2019年ICOM京都大会に向け、具体的な活動の更なる活発化を目指す。 

学術交流発表会(11/22)    ANMA 理事会(12/22) 
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【書式Ａ】   施設名 京都国立博物館 処理番号 1430B 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

③国内外の博物館等との学術交流等 

【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。 

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。 

3)国際的な講演・研究集会、シンポジウムを開催する。 

4)2019年ICOM（国際博物館会議）京都大会に向けた活動を促進する。 

担当部課 総務課 

学芸部 

事業責任者 課長 數馬厚人 

企画室長 伊藤信二 

【実績・成果】 

（４館共通） 

1)下記（2）～3)）のシンポジウム等のために海外研究者を2人招聘した。 

2)研究交流並びに研修のため職員を21人派遣した。 

3)9月21日～29日、ブリティッシュ・カウンシル統括責任者代理 HEDLEY SWAIN氏を招へいし、「イギリスにおける最

新文化政策動向とオリンピック文化ブログラム」講演会・ワークショップを開催した。 

4) 

・5月17日～22日、ICOM会長 Suay Fatama Aksoy氏を招聘し、国際博物館の日シンポジウム「ICOM京都大会へ向けて」

(参加者数：140人)での講演及びICOM京都大会に関する打ち合わせを行った。 

・ICOM京都大会に向けて、職員を関連の国際会議へ派遣した。 

【補足事項】 

2) 

・7月、海外交流招待事業として公開講座講演及び情報交換のため、当館職員1人を韓

国へ派遣した。 

・7月、国際シンポジウムでの発表のため、当館職員1人を中国へ派遣した。 

・ほか、アムステルダム博物館(オランダ)、河南省文物考古研究院(中国)などへ派遣

した。 

3)文化庁より「著名外国人招へいによる日本文化発信に係る調査研究事業」として受

託した。 

4) 

・4月、国際会議出席、ICOM京都大会の広報活動、アメリカ博物館協会大会参加し、職員 

1人をアメリカへ派遣し、情報収集を行った。 

・11月、ICOM-ICDAD国際委員会会議出席するため、職員1人をアメリカへ派遣した。 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 
経

年

変

化 

25 26 27 28 

海外からの研究者招聘 2人 - - 0 2 2 2 

海外への研究者派遣 21人 - - 19 14 17 21 

国際シンポジウム開催数 1回 - - - 1 1 0 

国際シンポジウム参加者数 140人 - - - 168 200 0 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

例年の海外交流に加えて、29年度はICOM京都大会開催に向けた活動促進のため、

アメリカを始め様々の国々に職員を派遣し、広報活動等を実施した。 

【中期計画記載事項】 

我が国における博物館活動の先導的役割を果たすとともに、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へいし、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。さらに、2019年ICOM京都

大会の開催にあたり、国内外の博物館・美術館や研究機関等とのネットワークを構築し、博物館活動全体の活性化に

寄与する。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

29年度はICOM京都大会の開催に向けて、ICOM会長  Suay Fatama Aksoy氏を招聘

し、国際博物館の日シンポジウムやICOM京都大会に関する打ち合わせ実施するな

ど、国内外の博物館・美術館や研究機関等とのネットワークを構築し、博物館活動

全体の活性化に寄与した。30年度以降においても引き続きICOM京都大会に向けた

国際シンポジウム等を開催し、一般の方々への広報活動を実施していく予定であ

る。 

国際博物館の日 

シンポジウム 
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【書式Ａ】   施設名 奈良国立博物館 処理番号 1430C 

中項目 １．有形文化財の保存と継承並びに有形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）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 ③国内外の博物館等との学術交流等 

【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。 

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。 
3)国際的な講演・研究集会、シンポジウムを開催する。 
4)2019年ICOM（国際博物館会議）京都大会に向けた活動を促進する。 

（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 事業責任者 部長 内藤栄 

【実績・成果】（４館共通） 
1)中国・韓国の博物館から研究者等11人を招聘し、最新の研究状況について情報交換するとともに、今後の研究や展示活動および博

物館活動全般について意見を交わした。また、特別展「快慶」でアメリカ合衆国の美術館から展示品を借用するにあたり、先方の
クーリエ(作品輸送の管理・監督、並びに展示立会を行う職員)をのべ6人招聘した。 

2)職員のべ22人を諸外国に派遣し、文化財に関する研修及び現地研究者との研究交流を実施した。 

3)国際研究集会「唐と西域文化」を11月28日に開催した。学術交流事業で招聘した国立慶州博物館研究員と当館研究員2人による研
究発表と討論を行い、計60人の参加があった。 

4)ICOMの委員会の一つであるCOMCOLの年次会合（12月5日～9日、スウェーデン、ウメオ市、 Västerbottens Museum）およびICOM2019

京都大会関係のワークショップと国際シンポジウム（ともに5月、京都）に参加した。 
（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職員を派遣し、また先方の館員を招聘

して、それぞれの専門分野にかかわる研究交流、意見交換を実施した。 

【補足事項】（４館共通） 

1)・中国・韓国からの招聘者の内訳は、韓国国立慶州博物館4人、中国上海博物館3人、中国河南博物院3人、中国浙江省博物館1人。
クーリエは、メトロポリタン美術館・ボストン美術館・キンベル美術館から借用時・返却時各1人。 

・前項のうち浙江省博物館 歴史文物部 研究員の魏 祝挺 氏の招聘では、2ヵ月間に及ぶ日本滞在を当館がサポートし、氏が専門

とする仏塔建築に関する有益な研究交流を実施できた。 
2)当館から海外への派遣人数の内訳は、韓国国立慶州博物館2人、韓国国立中央博物館3人、済州研究院済州学研究センター1人、中
国上海博物館5人、中国河南博物院1人、中国国家博物館1人、山東省博物館1人、国立故宮博物院5人、インドネシア国立中央博物館

1人、バリ博物館1人、スウェーデンVästerbottens Museum1人。 
3)国際研究集会「唐と西域文化」(於当館講堂)  11月28日 
 研究発表「アスターナ古墳群を通して見た唐代辺境の生活 附：大谷探検隊収集トルファン出土陶俑の出土地と編年検討」 

  発表者：李 泰熹（国立慶州博物館学芸研究士） 
 研究発表「正倉院宝物からみた『胡風』と『西域趣味』」 
  発表者：吉澤悟（当館列品室長） 

4)COMCOLの年次会合では、研究報告会に参加して発表したほか、ICOM京都大会2019におけ
るCOMCOL委員会オフサイトミーティング・プレカンファレンスに関する協議に加わった。 

（奈良国立博物館） 

1)学術交流協定に基づいて、以下の交流を実施した。 
・中国上海博物館から職員3人を10日間招聘し、当館から職員3人を10日間派遣した。 
・中国河南博物院から院長を含む3人を11月に5ヵ日間招聘し、今後5年間有効の交流協定書

を新たに結ぶことができた。12月には、この新協定書に基づき、当館から職員1人を4週
間派遣した。 

・韓国国立慶州博物館から職員2人を各1ヵ月間招聘し、当館から職員2人をそれぞれ4週

間と3週間派遣した。 
 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 
経

年

変

化 

25 26 27 28 

海外からの研究者招聘 17人 - - 9 9 13 9 
海外への研究者派遣 22人 - - 8 13 20 16 
国際シンポジウム開催数 － - - - - - - 
国際シンポジウム参加者数 － - - - - - - 
【年度計画に対する総合評価】 
評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 
招聘者の数は例年よりも増しているが、これは展覧会のクーリエが多かったためであり、

継続的な国際交流の数に絞れば例年並である。研究者の招聘時及び派遣時には、各研究者が

文化財調査や研究交流を着実に実施できている。29年度は長期の滞在を受け入れるなど新た
な試みもあったが、年度計画を大きく超えるとは言えないため、左記の評価とする。今後も
継続的な研究交流を、途切れることなく進めていかなければならない。 

【中期計画記載事項】 
我が国における博物館活動の先導的役割を果たすとともに、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へいし、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。さらに、2019年ICOM京都大会の開催にあたり、国内外の博物館・美術館
や研究機関等とのネットワークを構築し、博物館活動全体の活性化に寄与する。 
【中期計画に対する評価】 
評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 
当館の海外博物館との学術交流は、上海博物館と慶州博物館については20年の長きに及

び、河南博物院との間の交流も10年を超えている（本年度に今後5年間有効の協定を新たに結

んだ）。異国間相互の信頼関係の構築には継続性が何よりも肝要であり、その意味で着実な実
績を上げていると言える。それぞれの分野で優れた研究者を招聘することもできており、国
際研究集会を開いて情報交換する機会も設けている。さらに、ICOM京都大会を意識し、COMCOL

の国際会議に職員を派遣した。今後も、文化財研究における国際交流の拠点であるとの自覚
に基づき、多様な取り組みを進めていく。 

国立慶州博物館より招聘の金赫中先生

による古墳石室の調査（4月 20日） 
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【書式Ａ】   施設名 九州国立博物館 処理番号 1430D 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

③国内外の博物館等との学術交流等 

【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。 

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。 

3)国際的な講演・研究集会、シンポジウムを開催する。 

4)2019年ICOM（国際博物館会議）京都大会に向けた活動を促進する。 

（九州国立博物館） 

1)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 学芸部博物館科学課 

交流課 

総務課 

事業責任者 課長（兼環境保全室長） 木川りか 

課長 吉川利幸 

課長 菅原秀倫 

【実績・成果】 

（4館共通） 

1)韓国等海外の博物館・美術館等の研究者等を9人招聘した。また、特別展「タイ～仏の国の輝き～」の開会式に合わ

せ、タイ王国文化省芸術局長を招聘し交流を深めた。 

2)当機構職員を韓国、中国をはじめとした海外の博物館等に延べ47人派遣し、研究交流等を実施した。 

3)国際シンポジウムは、招聘予定者の母国（ミャンマー）における国内情勢が悪化したことから29年度の開催を見送

ることになった。 

4)イランで開催されたICOM-ASPACに出席した。また、30年度の当館におけるICOM-ASPACの開催に向け、準備を開始し

た。 

（九州国立博物館） 

1)従前の国際交流活動推進のための基盤を利用し、アジアを中心とする海外博物館との交流を実施した。（韓国国立公

州博物館、国立扶餘博物館） 

2)カナダからトム・ストラング氏、イタリアからチェザーレオ・ウバルド氏を招聘して、博物館等のIPM（総合的有害

生物管理）に関するセミナーを実施した（10月25日）。日本国内の全国の美術館、博物館等の担当者等の参加を得、

交流を促進した（参加人数：146人）。 

【補足事項】 
（４館共通） 

1)特別展「タイ～仏の国の輝き～」の開会式に合わせ、タイ王国文化省芸術局長を招聘し周

辺史跡の視察等を行った（4月10日～13日）。また、特別展記念講演会として、同局から研

究員を招聘し講演を行った（4月29日）。 

（九州国立博物館） 

1)学術文化交流協定に基づく交流事業により、韓国国立公州博物館及び国立扶餘博物館の研

究員各1人を招聘し（12月4日～17日）、また、当館の研究員2人を同2館に派遣して（11月

28日、12月5日～11日）研究員の交流を実施した。 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 

経年

変化 

25 26 27 28 

海外からの研究者招聘 9人 - - 16 35 51 43 

海外への研究者派遣 47人 - - 87 82 77 67 

国際シンポジウム開催数 0回 - - 1 2 1 1 

国際シンポジウム参加者数 0人 - - 207 403 80 173 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

韓国等海外の博物館・美術館等の研究者等を9人招聘し、また、学術文化交流協

定締結館を中心に47人の研究員を海外へ派遣して交流を深めた。年度計画どおり

事業を実施できた。 

【中期計画記載事項】 
我が国における博物館活動の先導的役割を果たすとともに、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へいし、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。さらに、2019年ICOM京都大会の開催にあたり、国内外の博物館・美術館

や研究機関等とのネットワークを構築し、博物館活動全体の活性化に寄与する。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

2人の海外の研究者を招聘し、博物館等のIPMに関するセミナーを実施するなど、

中期計画に沿った事業を順調に行うことができた。また、イランで開催された

ICOM-ASPACに出席するなど、国内外の博物館等とのネットワーク構築を推進する

ことができた。今後も海外の優れた研究者を招聘し、国際シンポジウムの開催や共

同調査の実施などの取組を進めていきたい。 

IPMセミナー講演の様子 

－　　－273



 

【書式Ａ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1440A 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

④調査研究成果の公表 
【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ズ」等を運をし、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』を刊行する。（年6回） 

担当部課 学芸企画部企画課 

学芸企画部博物館情報課 

事業責任者 課長（兼国際交流室長） 浅見龍介 

課長 田良島哲 

【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XVIII』を刊行した。 

（東京国立博物館） 

1) 

・「東京国立博物館研究情報アーカイブズ」の運用を継続し、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った。 

・特集印刷物リーフレット等6件のPDFファイル版を当館ウェブサイト上に全件公開することによって研究情報の普及

を図った。 

2) 

・『東京国立博物館紀要』53号を刊行した。 

・『東京国立博物館図版目録 経塚遺物篇(西日本)新訂』を刊行した。 

3)『法隆寺献納宝物特別調査概報XXXVII 古今目録抄4』を刊行した。 

4)研究誌『MUSEUM』667号～672号を刊行した。 

○『東京国立博物館セレクション「旧儀式図画帖」にみる宮廷の年中行事』を刊行した。 

○特別展図録5件・特集印刷物9件（ﾘｰﾌﾚｯﾄ6件、冊子3件）を編集した。 

○出版企画委員会3回、『MUSEUM』『紀要』等編集委員会6回を開催し、博物館出版事業の拡充を図った。 

【補足事項】 

○出版物については別記（ c-⑥ 調査研究刊行物一覧）を参照。 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 

経

年

変 

化 

25 26 27 28 

定期刊行物  16件 16件 Ｂ 16 16 16 16 

 紀要等 4件 4件 Ｂ 4 4 4 4 

 『MUSEUM』 6件 6件 Ｂ 6 6 6 6 

『東京国立博物館ニュース』 6件 6件 Ｂ 6 6 6 6 

特別展の開催回数（海外展除く） 5回 - - 6 6 6 8 

テーマ別展示の開催件数 28件 - - 33 22 31 33 

講演会等の開催回数 199回 - - 131 127 146 160 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

紀要、『MUSEUM』等の定期刊行物を16件刊行するとともに、文化財修理報告書、図版目録

等を計画どおり刊行することができた。また、「東京国立博物館研究情報アーカイブズ」で

研究員の調査研究活動等に関する情報を随時公開することができた。加えて、特集印刷物リ

ーフレットのPDFファイル版を当館ウェブサイトに掲載することで、さらなる情報公開に努

めた。 

【中期計画記載事項】 

文化財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事業に関わる刊行物などで発表するとともに、ウェ

ブサイトでの公開等、調査研究成果の発信を更に拡充する。なお、定期刊行物等を前中期目標の期間の実績以上刊行する。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

『東京国立博物館図版目録 経塚遺物篇（西日本）新訂』を発行するなど、図版目録、研

究紀要、学術雑誌並びに展覧事業に関わる刊行物などを順調に刊行するとともに、来館者の

要望が高い出版物を刊行し、販売部数を伸ばすことができた。また、ウェブサイトでの公開

等、インターネットを活用した調査研究成果の発信を行うことができた。また今後「東京国

立博物館研究情報アーカイブズ」での発信をさらに拡充する。  
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【書式Ａ】   施設名 京都国立博物館 処理番号 1440B 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 ④調査研究成果の公表 

【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の概要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 伊藤信二 

連携協力室長 淺湫毅 

【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15』を刊行した。 

(京都国立博物館) 

1)『学叢39号』を刊行した。29年度は学叢29号のPDFを当館ウェブサイトにて追加公開した。 

2)『社寺調査報告書28号』を刊行した。 

○特別展覧会にて2件、特集展示にて1件、特別企画にて1件の図録を刊行した。(定期刊行物実績値には含まない) 

【補足事項】 

(京都国立博物館) 

○特集展示「名刀聚英 ─永藤一の愛刀─」図録については名物秋田藤四郎をはじめ、正宗の系譜を引く左文字や秋

広などの数々の名刀を全点新規撮影し、掲載した解説付き図版目録である。 

○特別企画 貝塚廣海家コレクション受贈記念「豪商の蔵－美しい暮らしの遺産－」図録については、117件の出品作

品の解説と図版を掲載した図録であるとともに、1,000件を超える寄贈作品の一覧を掲載した。 

 

 

 

 

 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 

経

年

変

化 

25 26 27 28 

定期刊行物 11件 11件 Ｂ 10 10 11 10 

 紀要等 3件 3件 Ｂ 3 2 3 2 

『博物館だより』 4件 4件 Ｂ 4 4 4 4 

『Newsletter』 4件 4件 Ｂ 3 4 4 4 

特別展の開催回数（海外展除く） 2回 - - 3 2 3  2 

テーマ別展示の開催件数 8件 - - - 4 7 9 

講演会等の開催回数 32回 - - 21 36 39 45 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

定期刊行物件数については目標値を達成することができた。また、特集展示等の

図録を2件刊行し、展覧会に関する調査研究成果の公表も充分に行うとともに、来

館者サービスの向上に寄与することができた。成果としては充分である。 

【中期計画記載事項】 

文化財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事業に関わる刊行物などで発表する

とともに、ウェブサイトでの公開等、調査研究成果の発信を更に拡充する。なお、定期刊行物等を前中期目標の期間

の実績以上刊行する。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

昨年度刊行できなかった社寺調査報告書を刊行したことや、ウェブサイトへの

学叢の追加公開など、中期計画2年目として調査研究成果の発信を拡充することが

できた。引続き調査研究成果の発信を拡充していきたい。 

「名刀聚英 ―永藤一の愛刀―」図録 「豪商の蔵―美しい暮らしの遺産―」図録 
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【書式Ａ】   施設名 奈良国立博物館 処理番号 1440C 

中項目 １．有形文化財の保存と継承並びに有形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）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 ④調査研究成果の公表 

【年度計画】 

（奈良国立博物館） 

1)研究紀要『鹿園雑集』を刊行するとともに、学術研究公開の一環としてウェブサイトで公開する。 

2)東京文化財研究所と共同で実施している絵画作品などの光学的調査について、報告書を刊行する。 

3)文化財修理に関する印刷物を刊行する。 

担当部課 学芸部 事業責任者 部長 内藤栄 

【実績・成果】 

（奈良国立博物館） 

1)研究紀要『鹿園雜集』19号(7月31日刊行)・20号（30年3月31日刊行）を刊行。併せて当館ウェブサイトに掲載するこ

とで研究成果を広く公表した。 

2)東京文化財研究所と共同で実施している絵画作品などの光学的調査について報告書『朝護孫子寺蔵 国宝 信貴山

縁起絵巻－光学調査編－』を30年3月に刊行した。 

3)文化財修理に関する調査研究成果を『奈良国立博物館 文化財保存修理所 修理報告書』（案）として刊行するため、

準備を進めている。 

【補足事項】 

 展覧会図録・研究紀要等 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 

経

年

変

化 

25 26 27 28 

定期刊行物 6件 5件 Ａ 4 5 4 6 

 紀要等 2件 1件 Ｂ 0 1 0 2 

『博物館だより』 4件 4件 Ｂ 4 4 4 4 

特別展の開催回数（海外展除く） 3件 - - 3 3 3 3 

テーマ別展示の開催件数 4件 - - 10 9 4 4 

講演会等の開催回数 26回 - - 26 27 28 26 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

『鹿園雜集』19 号・20 号を刊行し、29 年 12 月までの調査研究事業報告を完了

することができた。また、東京文化財研究所と共同で行っている光学的調査の報

告書を刊行することができた。その他定期刊行物についても順調に刊行、公開す

ることができており、目標を達成している。また、29 年度中に刊行できなかった

ものについても、継続して準備作業を進めている。 

【中期計画記載事項】 

文化財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事業に関わる刊行物などで発表する

とともに、ウェブサイトでの公開等、調査研究成果の発信を更に拡充する。なお、定期刊行物等を前中期目標の期間

の実績以上刊行する。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

調査・研究の成果は、展覧会に関わる刊行物を中心に発信できている。また、文

化財研究の成果を研究紀要『鹿園雜集』として刊行、報告するとともに、ウェブサ

イトでの公開を実施し、中期計画は順調に遂行している。また、29年度から、文化

財の修理報告書を単体で刊行することとしたため、より充実した内容を目指し30

年度の刊行に向けて準備を進めている。 
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【書式Ａ】   施設名 九州国立博物館 処理番号 1440D 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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）有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

④ 調査研究成果の公表 

【年度計画】 

（九州国立博物館） 

1)研究紀要『東風西声』を刊行する。 

2)博物館科学に関する印刷物を刊行する。 

担当部課 学芸部博物館科学課 

学芸部文化財課 

事業責任者 課長（兼環境保全室長） 木川りか 

課長 河野一隆 

【実績・成果】 

（九州国立博物館） 

1)研究紀要『東風西声』第13号を刊行した（部数1,030部）。 

2)『九州国立博物館 博物館科学部門の取り組みIV』（発行部数1,000部）を編集、刊行した。23年度から27年度までの

「環境保全」、「科学調査」、「材質・技法」、「保存修理」にかかわる学会発表等の内容をまとめ、当館の博物館科学

の成果を広く紹介した。 

○特別展図録・特別展示図録等を9冊刊行した。（うち特別展示図録4冊） 

・特別展図録 

『タイ ～仏の国の輝き～』、『世界遺産 ラスコー展 クロマニョン人が見た世界』、『新・桃山展－大航海時代の

日本美術』、『王羲之と日本の書』。 

・特別展示図録等 

『水の中からよみがえる歴史－水中考古学最前線－』、『対馬－遺宝にみる交流の足跡－』、『大分県国東宇佐六郷満

山展～神と仏と鬼の郷～』、『白隠さんと仙厓さん』、『災害に学ぶ・備える～熊本地震と文化財レスキュー～』。 

【補足事項】 

1）『東風西声』第13号では11本の論文を掲載した。（うち当館職員執筆7本、

外部研究者からの寄稿1本、外部研究者との共同執筆3本） 

2)『九州国立博物館 博物館科学部門の取り組みIV』は、絵画、歴史資料、

教育、情報、考古、科学調査、修理など多岐にわたる内容であり、当館の

活動の幅広さを示すことが出来た。 

 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 

経

年

変

化 

25 26 27 28 

定期刊行物 5件 5件  5 5 5 5 

 紀要等 1件 1件  1 1 1 1 

季刊情報誌『アジアージュ』 4件 4件  4 4 4 4 

特別展の開催回数（海外展除く） 3回 - - 4 5 4  4 

テーマ別展示の開催件数 6件 - - 14 11 8 6 

講演会等の開催回数 84回 - - 90 82 87 77 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

研究紀要について、11本の論文を掲載し、「当館所蔵『大方広仏華厳経巻第十五

（泉福寺焼経）』及び長松寺所蔵『重要文化財 高麗版大般若経』の紙継ぎに使用

された膠着剤の調査」、「高等学校所在資料を活用した博学連携事業について」等、

内容がより充実したものを刊行することができた。その他、特別展図録、特別展示

図録においても調査研究の成果を報告した。 

【中期計画記載事項】 

文化財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事業に関わる刊行物などで発表する

とともに、ウェブサイトでの公開等、調査研究成果の発信を更に拡充する。なお、定期刊行物等を前中期目標の期間

の実績以上刊行する。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

予定通りに印刷物を刊行することができた。また、調査研究の結果を文化交流展

示やさまざまな機会に応じて公表することができ、中期計画に沿って順調に計画

を実施している。 

博物館科学部門

の取り組み IV 
東風西声第 13号

表紙 
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【書式Ａ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1510A 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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 （５）国内外の博物館活動への寄与 ①国内外の博物館等への有形文化財の貸与 

【年度計画】 

（４館共通） 

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 救仁郷秀明 

【実績・成果】 

（４館共通） 

1)国内の博物館等111機関に783件の作品を貸与した。 

（東京国立博物館・奈良国立博物館） 

1)いわき市考古資料館、和歌山県立紀伊風土記の丘と協力して、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)海外の博物館等6機関に131件の作品を貸与した。 

 海外交流展として2機関に116件を出品した。 

【補足事項】 

（４館共通） 

1)東京国立博物館収蔵品貸与促進事業として、秋田県立近代美術館「Ippin! 逸品 明治工芸の至宝展」（会期：9月23

日～11月26日）に8件、福島県立博物館の29年度企画展「山水憧憬 ―雪舟・蕪村・応挙 水墨の山野に遊ぶ―」（会

期：30年1月13日～2月28日）に19件を貸与した。 

（東京国立博物館・奈良国立博物館） 

1)東京国立博物館では、考古資料相互貸借事業経費により、いわき市考古資料館に9件、和歌山県立紀伊風土記の丘に

20件を貸与して、いわき市考古資料館から62件、和歌山県立紀伊風土記の丘から13件を借用した。借用品により、特

集「いわきの考古学―貝塚と横穴墓―」（会期：9月26日～12月25日）、特集「和歌山の埴輪―岩橋千塚と紀伊の古墳

文化―」（会期：30年1月2日～3月4日）を開催した。 

（東京国立博物館） 

2)英国大英博物館で開催された「北斎－富士を超えて－」には、4件の文化財を貸与し、関連するシンポジウムに2名、

作品展示・撤収・輸送随伴に2名の人員を派遣した。 

2)海外交流展 

・バンコク国立博物館 日タイ修好130周年記念「日本美術のあゆみ―信仰とくらしの造形―」展 出品件数：86件 

・韓国国立中央博物館 韓日中国立博物館合同企画特別展「東アジアの虎美術―韓国・日本・中国―」 出品件数：30件 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 経

年

変

化 

25 26 27 28 

貸与件数 914件 - - 1,137 1,130 991 946 

 うち国内の貸与件数 783件 - - 1,086 1,059 909 750 

うち国外の貸与件数 131件 - - 51 71 82 196 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

国内外の博物館等117機関に914件の作品の貸与を行った。29年度から東京国立博

物館収蔵品貸与促進事業を開始し、秋田県立近代美術館と福島県立博物館に27件を

貸与するなど、例年通りの貸与業務を行うことができた。タイ王国バンコク国立博

物館における海外交流展には、国宝・重要文化財を含む86件の文化財を出品し、展

示デザイン・展示環境に関する指導を行った。 

【中期計画記載事項】 

収蔵品については、その保管・展示状況、コンディション、貸出先の施設の状況等を総合的に勘案しつつ、国内外の

博物館等の要請に応じて、展示等の充実に寄与するため、貸与を実施する。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

中期計画に基づき、いわき市考古資料館や大英博物館など国内外の博物館等の要

請に応じて、展示等の充実に寄与するため、例年通りの規模で貸与を実施すること

ができた。貸与件数自体は近年減少傾向にあるが、次年度以降も内外の重要な展覧

会に有意義な貸与を実施し、外部の博物館活動に対して重要な寄与を果たしていく

予定である。 
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【書式Ａ】   施設名 京都国立博物館 処理番号 1510B 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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 （５）国内外の博物館活動への寄与 ①国内外の博物館等への有形文化財の貸与 

【年度計画】 

（４館共通） 

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 事業責任者 列品管理室長 宮川禎一 

【実績・成果】 

（４館共通） 

1)国内外あわせて62機関（機関は延べ件数）に対し、計349件の収蔵品・寄託品貸与を行った。 

収蔵品の貸与件数：193件 

寄託品の貸与件数：156件 

計：349件 

【補足事項】 

1)収蔵品の貸与に際しては、貸出先施設の保管体制、警備体制、虫害対策等を総合的に判断しながら先方の要望に応

じた。 

 具体的な例としては、奈良国立博物館の特別展「源信 地獄・極楽への扉」に国宝8件、重文10件、東京国立博物館

の特別展「仁和寺と御室派のみほとけ‐天平と真言密教の名宝‐」展に国宝8件、重文13件、九州国立博物館の特別

展「王羲之と日本の書」に国宝6件、重文5件を含む収蔵品・寄託品の貸与を行った。 

また、平成27年度に当館が購入した重要文化財「寸松庵色紙（ちはやふる）」を公益財団法人出光美術館の企画展「書

の流儀Ⅱ‐美の継承と創意」に貸与した。 

 

・貸与先の62機関の内訳 

 国立13機関、公立29機関、私立18機関、海外2機関 

・貸与作品349件（館蔵品193件、寄託品156件）の内訳 

 国宝33件（館蔵品16件、寄託品17件） 

 重要文化財126件（館蔵品75件、寄託品51件） 

 その他190件（館蔵品102件、寄託品88件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 経

年

変

化 

25 26 27 28 

貸与件数 349件 - - 626 582 303 367 

 うち国内の貸与件数 336件 - - 623 570 293 365 

うち国外の貸与件数 13件 - - 3 12 10 2 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

収蔵品の保存状況と貸出先のコンディションを勘案しながら、国宝・重要文化財

を含む収蔵品・寄託品を国内の博物館に中心に貸与を実施した。また、当館が購入

した作品の貸与要請にも応じ、館蔵品として貸与することが出来た。30年度も引き

続き、先方の要請に可能な範囲で応じていく予定である。 

【中期計画記載事項】 

収蔵品については、その保管・展示状況、コンディション、貸出先の施設の状況等を総合的に勘案しつつ、国内外の

博物館等の要請に応じて、展示等の充実に寄与するため、貸与を実施する。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

収蔵品の保管・展示状況と貸出先のコンディションを勘案しながら先方の要請

に適切に応じることができた。新規貸与先についても、貸与施設の展示・保管環境

等を十分に考慮したうえで可能な範囲で要請に応じた。また、国外で開催された展

覧会等においても同様に貸与を実施した。30年度以降も引き続き、要請に対し適切

に貸与を行っていく予定である。 

要文化財 寸松庵色紙（ちはやふる） 

（出光美術館の企画展「書の流儀Ⅱ‐美の継承と創意」貸与品） 
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【書式Ａ】   施設名 奈良国立博物館 処理番号 1510C 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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 （５）国内外の博物館活動への寄与 ①国内外の博物館等への有形文化財の貸与 

【年度計画】 

（４館共通） 

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 部長 内藤栄 

【実績・成果】 

（４館共通） 

1)収蔵品と寄託品を国内合わせて36の機関に、計210件の貸出を行った。 

（東京国立博物館・奈良国立博物館） 

1)鳥取県立博物館および浜松市（浜松市地域遺産センター）との間で考古資料の相互貸借事業を実施した。 

【補足事項】 

1)収蔵品・寄託品の貸与 

・貸与先36機関の内訳 

国立5件、公立21件、私立9件、海外1件 

・貸与作品210件の内訳 

国宝48件（館蔵品13件、寄託品35件） 

重要文化財58件（館蔵品16件、寄託品42件） 

その他104件（館蔵品47件、寄託品57件） 

貸与した館蔵品76件の内訳 

（絵画20件、彫刻5件、書跡11件、工芸19件、考古21件） 

貸与した寄託品134件の内訳 

（絵画60件、彫刻33件、書跡17件、工芸21件、考古3件） 

 

・相互貸借事業における貸与・借用品数 

浜松市（浜松市地域遺産センター）（貸与品：館蔵品2件、借用品：3件） 

鳥取県立博物館（貸与品：館蔵品4件、借用品：6件） 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 

経年

変化 

25 26 27 28 

貸与件数 210件 - - 135 149 145 165 

 うち国内の貸与件数 205件 - - 135 149 137 161 

うち国外の貸与件数 5件 - - 0 0 8 4 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

三井記念美術館・あべのハルカス美術館・山口県立美術館を巡回した「奈良 西

大寺」展に、国宝･重要文化財を含む多数の館蔵品・寄託品を貸し出したことによ

り、28年度よりも大幅に貸与件数が増え、奈良の歴史の発信に協力・貢献すること

ができた。また、他の国内外の展覧会に十分に協力・貢献することができた。考古

相互貸借事業を28年度に続いて実施しており、地域の文化財活用事業に貢献する

ことができた。 

【中期計画記載事項】 

収蔵品については、その保管・展示状況、コンディション、貸出先の施設の状況等を総合的に勘案しつつ、国内外の

博物館等の要請に応じて、展示等の充実に寄与するため、貸与を実施する。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

中期計画に基づき、貸与申請に対しては作品コンディション等を勘案して慎重

な対応を行っており、相手博物館での事故防止、ひいては展覧会の充実・成功に貢

献することができた。貸与実績も十分であり、中期計画の進展は順調と考えられ

る。 

貸与品：重要文化財「金銅山代忌寸真作墓誌 

戊辰十一年在銘」奈良県宇智郡大阿太村出土 

館蔵品 
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【書式Ａ】   施設名 九州国立博物館 処理番号 1510D 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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 （５）国内外の博物館活動への寄与 ①国内外の博物館等への有形文化財の貸与 

【年度計画】 

（４館共通） 

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 学芸部文化財課 事業責任者 課長 河野一隆 

【実績・成果】 

（４館共通） 

1)国内26機関・海外1機関に収蔵品およ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】 

1)国内の貸与先機関は、下記の通りである。 

 

・国および国立機関 

 文化庁、東京国立博物館、京都国立博物館、奈良国立博物館、国立歴史民俗博物館 

・地方公共団体および公立博物館・美術館 

 （福岡県内） 

九州歴史資料館、甘木市歴史資料館、伊都国歴史博物館、小郡市埋蔵文化財セン

ター、求菩提資料館、福岡市博物館 

 （福岡県外） 

 島根県立古代出雲歴史博物館、峰町歴史民俗資料館、島根県立石見美術館、長崎

歴史文化博物館、三重県立美術館、大分市歴史資料館、大分県立歴史博物館 

 

・私立博物館・美術館および私立団体 

 公益財団法人古都大宰府保存協会大宰府展示館、サントリー美術館 

 

○海外の貸与先機関は、下記の通りである。 

 バンコク国立博物館（タイ） 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 経

年

変

化 

25 26 27 28 

貸与件数 71件 - - 143 101 90 83 

 うち国内の貸与件数 67件 - - 117 89 88 72 

うち国外の貸与件数 4件 - - 26 12 2 11 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

29年度は、件数的には減少したものの、貸与実績の無い資料館にも、文化財の安

全確保を最優先にして規則に則りながら、活用を推進した。タイ・バンコク国立博

物館への収蔵品の貸与は、東京国立博物館と共同し、日本文化の紹介と文化財を通

じた交流という所期の目的を達成することができた。 

【中期計画記載事項】 

収蔵品については、その保管・展示状況、コンディション、貸出先の施設の状況等を総合的に勘案しつつ、国内外の

博物館等の要請に応じて、展示等の充実に寄与するため、貸与を実施する。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

通常の貸与に加え、巡回展示などの機会を通じて公私立博物館等の展示の充実

に寄与することができた。今後は中期計画に沿って、文化財の安全を最優先しつ

つ、主に貸与事業を通じた国内外での文化財活用の機会の拡大をはかっていきた

い。 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
バンコク国立博物館 

「日本美術のあゆみ ―信仰

とくらしの造形―」展出品 

重要文化財 色絵藤棚文大皿 
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【書式Ａ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 1520A 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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 （５）②国内外の博物館等への援助・助言等 

【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 

総務部 

事業責任者 部長 田沢裕賀 

部長 山下登 

【実績・成果】 

（４館共通） 

1)公私立博物館・美術館等が開催する展覧会及び運営等に対し、138件の援助・助言を行った。 

・文化庁、地方公共団体、公私立博物館等の文化財関係事業に関する助言・協力 37件 

  文化庁、鎌倉市教育委員会、福岡市経済観光文化局、国立民族学博物館、陸前高田市博物館他 

・文化財の展示・展覧会の運営に関する援助・助言 19件 

  国際交流基金、国立歴史民俗博物館、大和文華館他 

・文化財の調査・保存・修理に関する助言・指導 22件 

  北京大学、宮内庁三の丸尚蔵館、法隆寺、八戸市立博物館他 

・講演・セミナー・審査等での協力 37件 

  文化庁、故宮博物院、大英博物館、茨城県博物館協会、愛知県陶磁美術館、長野県立歴史館他 

・博物館等の運営・事業・環境に関する援助・助言 23件 

  藤田美術館、大阪城天守閣、水戸芸術館、國立故宮博物院、岩手県立美術館、大エジプト博物館他 

 

（東京国立博物館） 

1)新規貸与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。 

 環境調査を実施した新規貸与館は11館。 

 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 経年

変化 

25 26 27 28 

援助・助言等の件数 138件 - - 114 119 139 120 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】  

公私立博物館・美術館等が開催する展覧会及び運営等に対し、138件の援助・助言

を行った。また、新規貸与館に対する環境調査を 11館に対して行った。いずれも内

容・質ともに適切に実施し、年度計画を順調に達成することができた。 

 

【中期計画記載事項】 

国内外の博物館等からの要請に応じて、専門的・技術的な援助・助言を行うとともに、博物館関係者の情報交換・人

的・文化財等防災ネットワークの形成等に努める。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】  

中期計画期間に沿って、国内外の博物館等からの要請に応じて、適切に専門的・

技術的な援助・助言を行うことができた。30年度以降も引き続き、可能な限り国内

外の博物館等からの要請に積極的に応じていきたい。 
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【書式Ａ】   施設名 京都国立博物館 処理番号 1520B 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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 （５）国内外の博物館活動への寄与 ②国内外の博物館等への援助・助言等 

【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 事業責任者 部長 山本英男 

【実績・成果】 

・文化庁、地方公共団体、公私立博物館等の文化財関係事業に関する助言・協力（各種委員会等の委員としての助言

を含む）（65件） 

・文化財の展示・展覧会の運営に関する援助・助言（2件） 

・文化財の調査・保存・修理に関する助言・指導（28件） 

・講演・セミナー・審査等での協力（68件） 

・博物館等の運営・事業・環境に関する援助・助言（5件） 

【補足事項】 

・文化庁、地方公共団体、公私立博物館等の文化財関係事業に関する助言・協力 

滋賀県、島根県等の文化財保護審議会委員としての助言 

坂本龍馬記念館リニューアル基本構想検討委員会委員として助言 

公益財団法人京都古文化保存協会評議員として助言 

法隆寺金堂壁画保存活用委員会ワーキンググループ専門委員として助言 

ICOM京都大会2019組織委員会、京都推進委員会、運営委員会の委員として協力 

 

・文化財の展示・展覧会の運営に関する援助・助言 

特別展「幸村-奇想の誕生-」展示指導 

「山本竟山の学問ー湖南・雨山・鉄斎との文人交流ネットワーク」展覧会実施に

関する指導・助言 

 

・文化財の調査・保存・修理に関する助言・指導 

野﨑家塩業歴史館所蔵資料調査 

粟生寺展に伴う文化財調査 

キトラ古墳壁画の材料調査 

 

・講演・セミナー・審査等での協力 

「幕末の動乱と坂本龍馬」講演会 講師 

京都文化力プロジェクト推進フォーラムリレー対談 

「考古学のおもしろさ」 講師 

 

・博物館等の運営・事業・環境に関する援助・助言 

茶道資料館客員研究員として助言 

国際日本文化研究センター共同研究員として助言 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 経年

変化 

25 26 27 28 

援助・助言等の件数 168件 - - 43 29 65 112 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

国内外の各機関の要請に応じ、168件の援助、助言、指導及び協力を行った。内

容、件数ともに十分な実績をあげることができた。 

【中期計画記載事項】 

国内外の博物館等からの要請に応じて、専門的・技術的な援助・助言を行うとともに、博物館関係者の情報交換・人

的・文化財等防災ネットワークの形成等に努める。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

国内外の博物館等からの要請に応じて、専門的・技術的な援助、助言及び協力を

行うとともに、博物館関係者の情報交換・人的・文化財等防災ネットワークの形成

等に努めた。特にICOM京都大会に向けて、様々な委員会にも協力をしている。 

来年度以降についても、各機関からの要請に応じ、専門的・技術的な面で支援

し、文化財防災ネットワーク等の形成もさらに強化する予定である。 

 
 
 
 
 
 

 
野﨑家塩行歴史館所蔵資料調査 

 

 
 
 
 
 
 

 
キトラ古墳壁画の材料調査 
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【書式Ａ】   施設名 奈良国立博物館 処理番号 1520C 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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 （５）国内外の博物館活動への寄与 ②国内外の博物館等への援助・助言等 

【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 事業責任者 企画室長 野尻忠 

【実績・成果】 

（４館共通） 

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・助言は、72件あった。内訳は以下の通り。 

・文化庁、地方公共団体、公私立博物館等の文化財関係事業に関する助言・協力（各種委員会等の委員としての助言

を含む） 23件 

・文化財の展示・展覧会の運営に関する援助・助言 3件 

・文化財の調査・保存・修理に関する助言・指導 25件 

・講演・セミナー・審査等での協力 14件 

・博物館等の運営・事業・環境に関する援助・助言 7件 

【補足事項】 

・文化財の展示・展覧会の運営に関する援助・助言（3件）には、クリーブラン

ド美術館で開催される特別展に学術協力し、日本国内の出陳依頼に同行する

などした件を含む。 

・文化財の調査・保存・修理に関する助言・指導（25件）には、徳島県による

文化財調査に協力し助言した件を含む。 

 

 

 

徳島県による文化財調査（10月30日） 

 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 経年

変化 

25 26 27 28 

援助・助言等の件数 72 件 - - 71 58 58 62 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

海外の美術館への助言をはじめ、国公立・私立を問わず博物館全般あるいは地方

公共団体への援助・指導・助言を、幅広く実施できた。件数としては例年並のため、

左記の評価とする。 

【中期計画記載事項】 

国内外の博物館等からの要請に応じて、専門的・技術的な援助・助言を行うとともに、博物館関係者の情報交換・人

的・文化財等防災ネットワークの形成等に努める。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

数多くの協力要請に対し、可能な限り援助・助言を実施している。国内外の博物

館だけでなく、寺社等からも文化財調査や保存について助言を求められることが

あり、積極的に対応している。文化財の保存と活用に関わるすべての機関・人との

交流・情報交換は、今後も強く意識を持って継続していく。 
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【書式Ａ】   施設名 九州国立博物館 処理番号 1520D 

中項目 １． 有形文化財の保存と継承並びに有形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 （５）国内外の博物館活動への寄与 ②国内外の博物館等への援助・助言等 

【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)公私立博物館・美術館等職員・ボランティア等のための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 学芸部 事業責任者 部長（兼企画課長） 小泉惠英 

【実績・成果】 

（4館共通） 

1)以下のとおり、公私立の博物館・美術館等に対する援助・助言を行い、年度計画どおり事業を実施できた。 

・文化庁、地方公共団体、公私立博物館等の文化財関係事業に関する助言・協力（各種委員会等の委員としての助言

を含む（17件） 

・文化財の展示・展覧会の運営に関する援助・助言（1件） 

・文化財の調査・保存・修理に関する助言・指導（15件） 

・講演・セミナー・審査等での協力（58件） 

・博物館等の運営・事業・環境に関する援助・助言（14件） 

（九州国立博物館） 

1)古文書保存基礎講座を開催した。 

2)ＩＰＭシンポジウム、館内向け ＩＰＭ研修、ＩＰＭセミナー、ＩＰＭ研修を実施した。 

ＩＰＭシンポジウムは、4月8日に文化財保存修復学会との共催により「博物館におけるＩＰＭのこれから」と題し

て実施した。ＩＰＭ研修は館内・機構内希望者向けの一日コース、及び一般向けの二日コースの合計2回を開催した。

ＩＰＭセミナーは、カナダ、イタリアからＩＰＭに関わる研究者を招聘し、国内の博物館や研究所などからも最新

の知見について報告してもらう専門講座として開催した。 

○全国歴史民俗系博物館協議会を、7月13日、14日に九州歴史資料館と共同で開催した。 

 熊本地震に関する文化財レスキュー事業活動報告や、博物館と地域振興をテーマに事業報告が行われ、活発な意

見が交わされた。 

【補足事項】 

・4月8日に文化財保存修復学会と共催で、ＩＰＭシンポジウムを実施した

（会場：当館、受講人数：126名）。 

・5月24日に、館内・機構内希望者向けのＩＰＭ研修を実施した（会場：当

館、受講人数：24名）。 

・10月25日にＩＰＭセミナーを開催した（会場：当館、参加人数： 146名）。 

・10月26日～27日にＩＰＭ研修を実施した（会場：当館、受講人数：34名）。 

・30年1月19日、20日に古文書保存基礎講座を開催した（当館、筑紫野市歴

史博物館、参加人数：24名）。 

 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 経年

変化 

25 26 27 28 

援助・助言等の件数 105件 - - 64 57 67 87 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

九州地域の中核館としての役割を果たし、外部からの多くの問い合わせに対応

した。また、当館の特色である文化財修理やＩＰＭの普及啓発事業について外部か

らの要請をふまえて内容を吟味し研修を実施することができた。 

【中期計画記載事項】 

国内外の博物館等からの要請に応じて、専門的・技術的な援助・助言を行うとともに、博物館関係者の情報交換・人

的・文化財等防災ネットワークの形成等に努める。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

中期計画に従い、当館研究員の専門性を生かし国内外の博物館等からの要請に

応じて指導、助言を行うとともに、新しい内容に更新しつつ研修会を開催するな

ど、地域の核としての博物館の役割を果たしている。毎年新しい内容を取り入れる

など、今後のニーズも見据えてこれからもセミナー、研修等を実施していきたい。 

ＩＰＭ研修風景 
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文化財及び海外の文化遺産の保護に貢献する調査研究、協力事業等の実施 

 

【調査研究の評価軸及び評価指標等】 

（１）新たな知見の開拓につながる基礎的・探求的な調査研究 

①有形文化財（美術工芸品、建造物）及び伝統的建造物群に関する調査研究 

評価軸：我が国の美術工芸品や建造物の価値形成の多様性及び歴史・文化の源流の究明等に寄与しているか。 

成果 

美術工芸品については、京都府個人蔵の「四条河原遊楽図」の本格的調査を行い新たな知見を得た。また、

呉春筆「白梅図屏風」研究において基底材に絵絹ではなく「葛」が用いられていた可能性がはじめて指摘さ

れた。更に東京文化財研究所が所蔵する黒田清輝宛書簡について、養母貞子及び洋画家山本芳翠からの書簡

の翻刻を『美術研究』（東京文化財研究所刊行）に掲載することができた。 

建造物については、法隆寺古材調査によって、古代建造物の技法に関して成果をまとめるとともに、出雲

市内の神社本殿の悉皆調査、岡山県矢掛町や同県津山市の伝統的建造物群の調査も行い、文化財建造物や伝

統的建造物群の保存に資することができた。 

以上のことから、我が国の美術工芸品や建造物の価値形成の多様性及び歴史・文化の源流の究明等に寄与

することができた。 

評価軸：有形文化財の保存修復等に寄与しているか。 

成果 

薬師寺・仁和寺をはじめ、諸社寺の歴史資料及び書跡資料の調査研究を進め、それぞれの内容を明らかに

するとともに、当麻寺や金峯山寺など緊急性の高い資料の調査にも着手し、今後の保存に関する方向性を示

すことができた。 

以上のことから、有形文化財の保存修復等に寄与することができた。 

 

 

②無形文化財、無形民俗文化財等に関する調査研究 

評価軸：無形文化財、無形民俗文化財等の伝承・公開に係る基盤の形成に寄与しているか。 

成果 

日本伝統楽器製作を中心とした文化財保存技術の調査研究を実施し、高齢化が進む技術保持者等への広範

な聞き取り調査により大きな進展を得た。また、民俗技術「箕」の製作技術に関する「箕サミット－編み組

み細工を語る」を開催した。国指定重要無形民俗文化財である「箕」づくりの技術を持つ 3 団体による実演

とパネルディスカッションを行うなど、他では実施されていない機会をつくることができた。また、その成

果として、報告書『箕 箕サミット 2017の記録』を刊行することができた。 

以上のことから、無形文化財，無形民俗文化財等の伝承・公開に係る基盤の形成に寄与することができた。 

 

 

③記念物、文化的景観、埋蔵文化財に関する調査研究 

評価軸：記念物の保存・活用に寄与しているか。 

成果 

遺跡整備・活用研究集会を継続して実施し、29年度は「遺跡等を活かした地域づくり・観光振興」という

独特なテーマで遺跡等の整備と活用の事例を検討し、新たな活用に関する方向性を議論した。また、28年度

の研究集会の成果をまとめた報告書『近世城郭と近現代』を刊行し、成果の活用を促進した。 

以上のことから、記念物の保存・活用に寄与することができた。 

評価軸：古代国家の形成過程や社会生活等の解明に寄与しているか。 

成果 

平城宮東院地区の発掘調査では、平城宮内最大規模の井戸や、全国でも初例となる井戸と一体的に利用さ

れる溝・建物で構成される水場空間の発見など、律令国家の王権中枢部解明に関する重要な知見を得ること

ができた。また、飛鳥地域等の発掘調査においても、山田寺を取り巻く交通網の一端を解明し、飛鳥地域の

開発史について新たな知見を得ることができ、いずれも古代日本都城の解明等にかかる多大な研究成果を得

ることができた。 

以上のことから、古代国家の形成過程や社会生活等の解明に寄与することができた。 
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評価軸：文化的景観に関する保存・活用並びに研究の進展に寄与しているか。 

成果 

文化的景観に関する研究集会を定期的に開催し、現状に関する情報を集約するとともに、今後のあり方に

関して意見を交換し、研究を着実に進展させている。さらに平戸市、東近江市等で実地調査を行い、文化的

景観の保護のあり方について検討を深めた。 

以上のことから、文化的景観に関する保存・活用並びに研究の進展に寄与することができた。 

評価軸：埋蔵文化財に関する研究の深化に寄与しているか。 

成果 

古代瓦に関する研究集会においては、従来の軒瓦のみを対象とした研究ではなく瓦の製作技法そのものに

注目することにより、瓦生産を総体的に検討し、8 世紀における中央と地方との関係の具体相を把握するこ

とができ、古代社会研究の進化に寄与した。 

また、日本における水中遺跡保護体制の確立を目的とし、水中遺跡の保存・活用に関する取組を調査した。

特に、①国内における漂流・漂着・難破等に関する文献情報の整理・分類と分析、②国内の水中遺跡の保存

と活用の手法に関する調査研究（史跡鷹島神崎遺跡に関する保存と活用の調査研究、及び地方公共団体が実

施する水中遺跡調査への適切な指導・助言の在り方に関する調査研究 ）、③海外における水中遺跡保護に関

する最新情報の収集、④最終報告に向けたこれまでの調査研究のとりまとめの 4 件の課題を設定し、調査を

実施した。①文化庁から各都道府県の教育委員会に対して、日本各地の市町村史などに掲載されている漂流・

漂着・難破等に関する情報提供を依頼し、これを収集した。得られた 6,000 件を超えるデータを整理・分析

し、時代や地域による海難記録のばらつきなどを調べた。②長崎県松浦市鷹島の沖で発見された鷹島 2 号沈

没船の船首部の遺跡実測データ（琉球大学及び長崎県松浦市が作成）をもとに 1/10 の 3D プリンターモデル

及びスチロール材を使用した展示可能な原寸大ジオラマを作成した。また、地方自治体及び文化庁からの要

請を受け、福岡県新宮町、福岡県宗像市、鹿児島県徳之島(伊仙町他)、沖縄県多良間村において、水中遺跡

の調査・活用に関する取り組みの支援や指導・助言を行った。③日本の水中遺跡の保護体制の骨子を作る参

考とするため、諸外国における水中遺跡の調査と保護の先進的な事例の情報を集めた。特に、遺跡の現状保

存の方法、水中考古学のトレーニング・教育についてまとめた。また、台湾やトルコなどこれまでの調査で

焦点を当てていなかった国について、水中遺跡の保護体制など基礎的な情報を収集した。 

これまでの事業の総まとめを行ったことで、改めて日本の水中遺跡保護体制の整備を進める重要性を確認し

た。また、遺跡保護に関する諸問題を見出すことができた。当事業は、日本の水中遺跡保護の取り組みにお

いて重要な基礎を築き、また今後の調査で活用できる実用的な資料を提供することができた。特に、諸外国

の先進的な調査事例、遺跡探査手法、全国海難記録の分析結果など、水中遺跡をこれから保護・管理する各

自治体が必要とする情報をまとめたことは重要な成果である。 

 以上のことから、埋蔵文化財に関する研究の深化に寄与することができた。 

 

 

モニタリング指標 

 第 3期中期期間平均 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

論文等数 九博 1.3 2 5    

東文研 14.8 13 12    

奈文研 71.4 37 61    

計 86.2 50 73    

報告書等の

刊行数 

九博 1.0 2 1    

東文研 1.4 3 3    

奈文研 25.2 16 17    

計 26.6 19 21    
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（２）科学技術を応用した研究開発の進展等に向けた基盤的な研究 

①文化財の調査手法に関する研究開発  

評価軸：科学技術を的確に応用し，文化財の調査手法の正確性，効率性等の向上に寄与しているか。 

成果 

デジタル画像の形成方法の研究開発においては、不規則な平面を有する文化財の画像情報の取得・形成や

ガラス乾板などの古写真の画像情報の取得を実施した。媒体が脆弱で劣化が進み資料情報の保全に緊急を要

するガラス乾板からの画像取得については、東京文化財研究所所蔵資料のみならず外部機関が所蔵するガラ

ス乾板からの画像取得を実施することができた。画像取得に当たっては、より鮮明な画像が得られるよう 29

年度導入した撮影機材をメーカーと共同でカスタマイズし、過去の文化財の姿を伝える貴重な画像情報の利

活用の促進を実施することができた。 

埋蔵文化財の探査・計測方法においては、遺跡における地上 LiDAR（レーザーによる計測）の試験的な計測

と成果の精度、作業効率の評価を行う等、計測方法に関する実例研究を進め、調査手法の効率性等の向上に

寄与した。また、年輪年代調査・研究では、薬師寺東塔の建造年代に関する調査で見出した木部材が、『扶桑

略記』などの記述と整合的な 730 年に伐採されたと分かり、東塔の木部構造が藤原京の本薬師寺から移建し

たのではなく、平城京で新造されたものであると確定されるなどの重要な知見を得たほか、従来年代測定を

目的に活用されてきた年輪年代学的手法を木簡の同一材推定に活用する等、研究手法の応用を進めた。 

以上のことから、科学技術を的確に応用し，文化財の調査手法の正確性，効率性等の向上に寄与すること

ができた。 

 

②文化財の保存修復及び保存技術等に関する調査研究 

評価軸：科学技術を的確に応用し，文化財の保存・修復の質的向上に寄与しているか。 

成果 

 歴史的建造物における加湿温風殺虫処理について、国内で初めてとなる現地処理を日光山内の社寺におい

て実施した。その際、処理対象となる木材害虫について殺虫効果の評価試験を実施することができた。 

文化財の修復技法に関する研究においては、粘着テープや油汚損の除去に用いるジェルクリーニング方法

の検討を実施した。特にジェルからの作品への残留物質の有無の確認に焦点を当てて取り組んだ。 

近代文化遺産のうち鉄構造物の保存修復に関する調査研究においては、世界遺産登録や国指定等が進む一

方で保存修復の理念・技術が未だ確立していない現状から、国外の先進事例を踏まえて課題を包括的に整理

し、産官学の専門家と共同研究を実施することができた。 

 高松塚古墳の石室解体事業について、正式報告書として「特別史跡高松塚古墳発掘調査報告」を刊行し、

調査研究の質的向上に寄与した。さらにこの成果を熊本地震により被災した装飾古墳の被害状況調査に即応

させ、3次元レーザー計測ならびに SfM-MVS（多視点ステレオ写真測量）による地形計測、地中レーダー探査

による墳丘内の構造調査を行い、効率的に顕著な成果をあげ、被災文化財の保存・修復支援にも大きな貢献

がきた。 

 

モニタリング指標 

 第 3期中期期間平均 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

論文等数 東文研 16.4 18 17    

奈文研 26.2 34 51    

計 42.6 52 68    

報告書等の

刊行数 

東文研 5.0 5 5    

奈文研 2.6 1 3    

計 7.6 6 8    
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【書式Ｃ】     施設名 東京文化財研究所   処理番号 2111E-ｱ 

中期計画の項目 2-(1)-①-1) 新たな知見の開拓につながる基礎的・探求的な調査研究 

年度計画の項目 2-(1)-①-1)-ｱ 

①有形文化財、伝統的建造物群に関する調査研究 

1)我が国の美術を中心とする有形文化財等に関する調査研究  

ア 国内外の文化財に関する様々な情報について分析し、それらの情報を文化財保護に対して活用するため

の調査研究を実施する。また、イギリス・セインズベリー日本芸術研究所と研究会を開催する。その他機

関との連携も図りつつ、文化財情報の公開・活用のための、より望ましい手法等の研究を行う。 

プロジェクト名称 文化財に関する調査研究成果および研究情報の共有に関する総合的研究 

文化財情報資料部 
【プロジェクトスタッフ（責任者に○）】 

○江村知子（文化財アーカイブズ研究室長）、橘川英規（研究員）、安永拓世（研究員） 

【年度実績と成果】 

○調査研究の成果データの国際標準化に向けての調整・公開 

・28年度に引き続き、当研究所刊行の論文を Japanese Institutional Repositories Online（JAIRO）を通じて公開する作業

を進め、『美術研究』（879件）、『芸能の科学』（163件）、『無形文化遺産研究報告』（78件）、『保存科学』（745

件）、『音盤目録』（7件）、『日本美術年鑑』（72件）を 29年度新たに追加した結果、合計 6タイトル 3,454件の論文

のフルテキストを搭載・公開した。 

・1930（昭和 5）年から 2013（平成 25）年までの展覧会カタログ所載記事・論文のデータ約 5万件を「東京文化財研究所美術

文献目録」として、世界最大の共同書誌目録データベースである OCLCのセントラル・インデックスに公開した。 

○国内外の関連機関との研究協議 

・国際図書館連盟(IFLA)ヴロツワフ（ポーランド）世界大会に参加し、研究協議を行った（8月 19日～25日）。 

・日本資料専門家欧州協会（EAJRS）オスロ大会に参加し、ブース発表および研究協議を行った。（9月 12日～18日）。 

・ゲッティ研究所のゲッティ・リサーチ・ポータルに当研究所所蔵の貴重書で、デジタルコンテンツ化した『みづゑ』1～90

号（春鳥会、1901-1912年）及び『第一回特別展覧会目録、第二回特別展覧会目録〔合本〕』（東京帝室博物館、1901年）を

搭載し、今後も提供データを増やしていくための準備を進めた。 

・イギリス・セインズベリー日本藝術研究所と日本美術及び同研究に関する英語文献・記事情報の採録に関する運用面での協

議を行い、講演を行った（30年 2月 13日～17日）。 

年度計画評価  Ａ 

【評定理由】 

下記各観点から評価を行った。①適時性においては、公的機関として当研究所の研究・活動成果について国内はもとより海

外からもオープンアクセスによる利用拡大をめざし、国内外の関係機関と連携しながら公開コンテンツ数を飛躍的に増大させ

た。②独創性においては、アジア諸国から初めてゲッティ研究所のポータルサイトを通じた研究資料公開を行った点に高い独

創性を示し得た。③発展性においては、国内のみならず海外に向けても日本美術の情報発信を行うプロジェクトが始動し、今

後も搭載資料を増やしていく道筋が確保できた点で大きな成果を得た。④効率性においては、国内外の関係機関と連携を強化

し、国内外の利用者の情報取得・収集についての効率性が一段と高まった。⑤継続性においては、1930年の開所以来の蓄積・

実績に立脚しつつ、我が国における文化財情報の外部発信についてリーダーシップをとるとともに、その発信を積極的に行え

る環境を整えた。よって、順調かつ効率的に事業が推移していると判断した。 

観点 ①適時性 ②独創性 ③発展性 ④効率性 ⑤継続性 

定性評価 Ａ Ａ Ａ Ｂ Ａ 

【目標値】 

 

【実績値・参考値】 

調査・研究成果の公表環境の整備 1件（①） 

美術に関する情報公開 2件（②③） 

学会・研究会等発表 １件（④） 

定量評価 

－ 

①JAIRO への論文の追加（1,944件）（6月、10月、30年 2月） 

②ゲッティ・リサーチ・ポータルへのデジタルコンテンツ搭載（90件）（29年 5月） 

③OCLC への情報提供（約 5万件）（30年 1月） 

④塩谷純「崇敬と好奇、そして禁忌のまなざし―明治天皇の視覚表現をめぐって」（30年 2月 15日、イギリス・セインズベリ

ー日本藝術研究所） 

中期計画評価  Ａ 

中期計画記載事項 
我が国において古代から近現代までに制作された絵画・彫刻等を中心とする有形文化財、及びそれらに関連する国内外の文化

財について、その文化財の制作背景等とその後の評価の変遷、今日に至るまでの保護等に関する調査研究、文献・画像資料及び

文化財情報に関する調査研究とそれらの収集・整理を行い、調査研究成果を公開する。 

評定理由及び 

今後の見通し 

今中期計画に基づいて、当研究所の文化財に関する調査・研究の成果・データを国際標準に適合

させ、国内外の関係機関との連携を強化し、文化財情報の公開と活用を推進し、国際性・新規性・

卓越性の高い実績を上げることができた。30年度以降は、国際会議にも積極的に参加し、世界的な

動向を見据えながら引き続き専門性の高い研究資料コンテンツの公開・活用を推進する。 
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【書式Ｃ】     施設名 東京文化財研究所   処理番号 2111E-ｲ 

中期計画の項目 2-(1)-①-1) 新たな知見の開拓につながる基礎的・探求的な調査研究 

年度計画の項目 2-(1)-①-1)-ｲ 

①有形文化財、伝統的建造物群に関する調査研究 

1)我が国の美術を中心とする有形文化財等に関する調査研究 

イ 近世以前の日本を含む東アジア地域における美術作品を対象として、基礎的な調査研究及び光学調査を

進め、研究の基盤となる資料情報の充実を図る。併せて、これにかかる国内外の研究交流を推進する。ま

た、『水月観音光学調査報告書（仮）』を刊行する。 

プロジェクト名称 日本東洋美術史の資料学的研究 

文化財情報資料部 
【プロジェクトスタッフ（責任者に○）】○小林達朗（日本東洋美術史研究室長）、小野真由美（主任研

究員）、塩谷純（近・現代視覚芸術研究室長）、安永拓世（研究員） 

【年度実績と成果】 

○基礎研究調査 

・江村知子（文化財アーカイブズ研究室長）が京都府個人所蔵の「四条河原遊楽

図」の調査を行い、オープンレクチャーのテーマとも合わせ、豊富な知見を得

た。 

・本プロジェクトの調査研究の成果の一環として『水月観音像調査報告書』の刊

行（30年 3月）を行った。 

○研究基盤となる資料整備 

・美術史研究のためのコンテンツ（日本美術史年紀資料集成）を作成するため平

成 11年以降の展覧会図録から年紀のある作品の資料を順次収集し、ファイルメ

ーカーを使用して入力を行い、随時ホームページにて公開した。 

○研究交流の推進 

本プロジェクトにかかる研究会を 2回、3テーマで行った。 

①安永拓世「呉春筆「白梅図屏風」の史的位置」（5月） 

②津田徹英「資料紹介 滋賀・浄厳院蔵 木造 釈迦如来立像」（10月） 

③佐藤有希子（日本学術振興会特別研究員（RPD））「京都・青蓮院伝来の二体の毘沙門天立像に関する一考察」（10月） 

④近松鴻二氏（文化財情報資料部客員研究員）「黒田清輝関係文書書翰類の解読」（12月） 

年度計画評価  Ｂ 

【評定理由】 

下記各観点から評価を行った。①適時性及び②独創性においては、29年度オープンレクチャーのテーマに合わせ、はじめて

京都府個人蔵の「四条河原遊楽図」の本格的調査を行い、その美術史上価値の高さを知ることができた。③発展性においては、

28年度に引き続き、東京国立博物館と共同で館蔵の平安仏画の光学調査を行うとともに、研究協議会を行い、これまでの光学

調査において補充すべき調査内容を確認するとともに、成果公開をどのようにすすめていくかについての情報共有化を行った。

また、呉春筆「白梅図屏風」研究において基底材に絵絹ではなく「葛」が用いられていた可能性がはじめて指摘された。④継

続性においては、年紀資料集成については、28年度に引き続き新たに 887件を追加しホームページ上のデータベースで公開す

ることができた。よって、順調かつ効率的に事業が推移していると判断した。 

観点 ①適時性 ②独創性 ③発展性 ④継続性  

定性評価 Ｂ Ｂ Ａ Ｂ  

【目標値】 

 

【実績値・参考値】 

論文等 5件(①～④)、刊行物 1件（⑤）、研究会 2回、年紀資料集成追加件数 887件、 

研究発表 3件（上述「研究交流の推進」の通り） 

定量評価 

― 

①桃崇新「コータンドモコ仏寺遺跡出土千手観音像壁画の初歩的考察」（『美術研究』422 号、8 月）、②津田徹英「詞書の筆跡

からみた金蓮寺本「遊行上人縁起絵巻の位相」」（『美術研究』423 号、30 年 1 月）、③山下善也「狩野野山雪と「和」の画題―

「武家相撲絵巻」をめぐって」（『美術研究』423号、30年 1月）、④洪善杓「<夢遊桃源図>の創作世界」（『美術研究』424号、

30年 3月）、⑤『水月観音像調査報告書』（30年 3月、東京文化財研究所） 

中期計画評価  Ｂ 

中期計画記載事項 
我が国において古代から近現代までに制作された絵画・彫刻等を中心とする有形文化財、及びそれらに関連する国内外の文化

財について、その文化財の制作背景等とその後の評価の変遷、今日に至るまでの保護等に関する調査研究、文献・画像資料及び

文化財情報に関する調査研究とそれらの収集・整理を行い、調査研究成果を公開する。 

評定理由及び 

今後の見通し 

 今中期計画 2年目にあたり、年紀資料集成の作成、文化財調査、研究会の開催を順調に実施する
ことができた。29年度から着手した東京国立博物館との共同研究においては館蔵の主要平安仏画に
ついて撮影を行ったが、30年度以降も協議を行いつつ得られた成果の共有化と研究の深化に努めて
いきたい。 

年紀資料集成の入力作業 
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【書式Ｃ】     施設名 東京文化財研究所   処理番号 2111E-ｳ 

中期計画の項目 2-(1)-①-1) 新たな知見の開拓につながる基礎的・探求的な調査研究 

年度計画の項目 2-(1)-①-1)-ｳ 

①有形文化財、伝統的建造物群に関する調査研究 

1)我が国の美術を中心とする有形文化財等に関する調査研究 

ウ 近現代美術を対象として日本における展開を軸としつつ、その方向付けに大きく関わった欧米等の動向

も視野に入れて分析・考察する。併せて、作家や関係者及び美術館等の諸機関が所蔵する資料の調査を行

い、得られた情報を近・現代美術研究の基礎資料として整備する。29 年度には黒田清輝宛書簡のうち養母

及び山本芳翠書簡の研究成果を公表する。その事業のひとつとして日本美術家人名データベースの作成を

進める。 

プロジェクト名称 近・現代美術に関する調査研究と資料集成 

文化財情報資料部 

【プロジェクトスタッフ（責任者に○）】 

〇塩谷純（近・現代視覚芸術研究室長）、橘川英規（研究員）、城野誠治（専門職員）、田所泰（アソシ

エイトフェロー）、山梨絵美子（副所長）、三上豊、丸川雄三、田中淳、齋藤達也（以上、客員研究員） 

【年度実績と成果】 

○当研究所が所蔵する黒田清輝宛書簡について、黒田の養母貞子からの書簡の翻刻を『美

術研究』422号に、洋画家山本芳翠からの書簡の翻刻を『美術研究』423号に掲載した。 

○平成 22年刊行の『黒田清輝フランス語資料集』に収録された諸資料のウェブ公開に向

け、校正等の準備を始めた。 

○平成 27年に遺族より寄贈された彫刻家畑正吉のフランス留学期写真資料を、ウェブ上

で公開した。 

〇カリフォルニア大学ロサンゼルス校東アジア図書館に開設した美術評論家のヨシダ・

ヨシエ文庫の調査を行い（30年 2月 19、20日）、同文庫開設に携わった各部署担当者

とアーカイブ連携等についての研究協議会を開催した（30年 2月 20日）。 

○公開研究会「美術雑誌の情報共有に向けて」を開催（30年 3月 16日）、明治～昭和戦前期の美術雑誌を対象に、美術史研究

資料としての意義を検証し、その情報の整理、公開、共有のあり方について協議を行った。 

○久米美術館との共同研究を遂行、29年度は同館が所蔵する久米桂一郎宛黒田清輝書簡の翻刻作業を行った。 

○齋藤達也氏（客員研究員、パリ・ソルボンヌ大学在籍）の発表による部内研究会を開催、フランスにおける近代美術関連資

料の活用例をめぐって意見交換を行った。 

○岸田劉生に関する部内研究会を開催（12月 26日）、そのヨーロッパ古典絵画受容の面から大正初年における写実表現の形成

過程の内実を考察した。 

年度計画評価  Ａ 

【評定理由】 

 下記各観点から評価を行った。①適時性においては、28年に没したヨシダ・ヨシエ所蔵の資料が没後間もなく海外へ渡った

のに即応して情報収集に努めた点が高く評価される。②独創性においては、大正初年の岸田劉生の画業を、マンテーニャをは

じめとするヨーロッパ古典絵画の受容という観点から捉え直した点が高く評価される。③発展性においては、フランスより齋

藤達也氏を招聘し、現地のアーカイブの状況をふまえながら日仏の近代美術研究のあり方をめぐって討議を行った点が高く評

価される。④効率性においては、既刊『黒田清輝フランス語資料集』のコンテンツを、ウェブ上で効率よく公開するよう作業

を開始した点が評価される。⑤継続性においては、25年度以来続けている黒田清輝宛書簡の翻刻を 29年度も精力的に進めた

点が評価される。よって、順調かつ効率的に事業が推移していると判断した。 

観点 ①適時性 ②独創性 ③発展性 ④効率性 ⑤継続性 

定性評価 Ａ Ａ Ａ Ｂ Ａ 

【目標値】 

 

【実績値・参考値】 

論文等 1件（①） 

学会・研究発表 2件（②③） 

定量評価 

－ 

①田中淳「岸田劉生研究―「駒沢村新町」療養期を中心に」（『美術研究』422号、8月） 

②「フランスにおける近代美術資料 美術館・図書館・アーカイブ・インターネットリソースの紹介と活用例」（文化財情報資

料部研究会、9月 5日） 

③田中淳「岸田劉生における 1913年から 16年の「クラシツク」受容について」（文化財情報資料部研究会、12月 26日） 

中期計画評価  Ａ 

中期計画記載事項 
我が国において古代から近現代までに制作された絵画・彫刻等を中心とする有形文化財、及びそれらに関連する国内外の文化

財について、その文化財の制作背景等とその後の評価の変遷、今日に至るまでの保護等に関する調査研究、文献・画像資料及び

文化財情報に関する調査研究とそれらの収集・整理を行い、調査研究成果を公開する。 

評定理由及び 

今後の見通し 

29年度は、欧米等の動向も視野に入れた日本近代美術の研究という、年度計画にも掲げた点で、

フランスの近代美術研究の現況に関する情報収集や岸田劉生の西洋美術受容研究の遂行等、大きな

進展が見られた。現代美術についても、ヨシダ・ヨシエ資料のように、欧米での日本美術研究の高

まりとともに、調査の対象そのものが在外となるケースもみられ、30年度も国際的な視野のもとに

近現代美術の研究を展開していきたい。 
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【書式Ｃ】     施設名 東京文化財研究所   処理番号 2111E-ｴ 

中期計画の項目 2-(1)-①-1) 新たな知見の開拓につながる基礎的・探求的な調査研究 

年度計画の項目 2-(1)-①-1)-ｴ 

①有形文化財、伝統的建造物群に関する調査研究 

1)我が国の美術を中心とする有形文化財等に関する調査研究 

エ 美術作品を中心とする有形文化財についてのより深い理解を得ることを目的として、その表現・技術・

材料を対象として自然科学や伝統技術、また歴史学や国文学などの隣接諸分野と連携した多角的調査研究

を、主に南蛮漆器を中心に作品調査を実施するとともに、新たな研究手法の開発・普及に取り組む。 

プロジェクト名称 美術作品の様式表現・制作技術・素材に関する複合的研究と公開 

文化財情報資料部 

【プロジェクトスタッフ（責任者に○）】 

○小林公治(広領域研究室長)、津田徹英(部長)、二神葉子(文化財情報研究室長)、江村知子(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)、小林達朗(日本東洋美術史研究室長) 

【年度実績と成果】 

○漆器類に関わる研究 

・調査研究覚書を結んだ上で外部資金による修理を行なっている南蛮文化館所蔵品について、4月 19日に奈良国立博物館に搬

入し、南蛮文化館長矢野孝子氏、修理担当の北村繁氏及び奈良国立博物館保存修理指導室長鳥越俊行氏と研究協議を行った。 

・5月 3日、根津美術館にて、同館所蔵の螺鈿漆器類 3点の調査を実施した。 

・28年度刊行した公開研究会『南蛮漆器の多源性を探る予稿集』について全発表要旨についての英訳を加えたうえで、pdf化

データによる増補版を作成し、7月 31日より当研究所ホームページでインターネット公開を行った。 

・9月 21日に京都市内の錺金具工房での聞き取り調査、茨木市内の隠れキリシタン村において伝世漆器の調査を実施した。 

・30年 1月 11 日、南蛮文化館所蔵南蛮漆器について奈良国立博物館にて CTスキャニングによる構造調査及び非破壊法による

樹種同定・また年輪年代法への新たな研究方法の開発・応用研究を実施した。 

・30年 1月 12～13日、大和文華館・大阪城天守閣及び南蛮文化館にて各館が所蔵する南蛮

漆器ほかの調査を実施した。 

○研究成果公開 

・25年より研究を行ってきた甲賀市藤栄神社所蔵十字形洋剣について、科研費による招へ

いでアメリカ、メトロポリタン美術館武器武具部門長のピエール・テルジャニアン博士に

現地調査いただいた結果について、9月 22日に開催した第 7回文化財情報資料部研究会

において、「メトロポリタン美術館が所蔵するヨーロッパの武器武具と甲賀市水口に伝わ

るレイピアの検討」と題した発表を実施した。 

・11月 21日に開催した第 9回文化財情報資料部研究会において、タイ、サイアム大学の高

田知仁氏より「タイにおける螺鈿工芸の変遷とその意味」と題した発表を実施した。 

年度計画評価  Ｂ 

【評定理由】 

下記各観点から評価を行った。①適時性においては、28年度末に開催し印刷配布した公開研究会予稿集について英訳要旨を

加えたうえでインターネット公開を行い、参加者以外への迅速な研究内容・成果の周知を図った。②独創性においては、木質

文化財の CTスキャニングデータを利用した非破壊法による樹種同定・年輪年代応用を南蛮漆器において行い、これまでにない

新たな研究手法の開発に取り組むことができた。③発展性においては、25年来調査に取り組んできた南蛮漆器を中心とする作

例について各所蔵機関での調査の機会を得て、より大きな進展を得た。④効率性については、各機関に分散所蔵される作品に

ついて可能な限りまとめて調査できるよう調整を図り実施できた。⑤継続性については、25年より継続的に実施してきた調査

研究対象について、29年度は招へい者による研究会発表の機会を得ることができ、30年度の成果発表に向けて継続的な調査研

究に進展できた。上記によって全体として、順調かつ効率的に事業が推移していると判断した。 

観点 ①適時性 ②独創性 ③発展性 ④効率性 ⑤継続性 

定性評価 Ｂ Ａ Ａ Ｂ Ｂ 

【目標値】 

 

【実績値・参考値】 

（参考値）論文等 2件（①②） 

学会・研究発表 2件（③④） 

定量評価 

－ 

①『公開研究会南蛮漆器の多源性を探る 予稿集増補版』（東京文化財研究所、6月） 

②小林公治「アジアとの関係から考える朝鮮半島螺鈿史の検討課題」（Lee&Won財団、第 9回『国際学術講演会資料集』、9月） 

③ピエール・テルジャニアン「メトロポリタン美術館が所蔵するヨーロッパの武器武具と甲賀市水口に伝わるレイピアの検討」

（文化財情報資料部研究会、9月 22日） 

④高田知仁「タイにおける螺鈿工芸の変遷とその意味」（文化財情報資料部研究会、11月 21日） 

中期計画評価  Ｂ 

中期計画記載事項 
我が国において古代から近現代までに制作された絵画・彫刻等を中心とする有形文化財、及びそれらに関連する国内外の文化

財について、その文化財の制作背景等とその後の評価の変遷、今日に至るまでの保護等に関する調査研究、文献・画像資料及び

文化財情報に関する調査研究とそれらの収集・整理を行い、調査研究成果を公開する。 

評定理由及び 

今後の見通し 

29年度は、28年度に実施し広い反響を得た公開研究会の補足的な成果公開、またそれを受けた発

展的な漆器類の調査研究を実施したほか、新たな研究方法の開発に向けた検討作業の実施など、意

欲的に進めることができた。 30年度以降はこれまで上げてきた成果の精緻化を図ると共に、迅速

な成果の発表に努めたい。 

CT データの検討 

－　　－292



 

 

 

【書式Ｃ】     施設名 奈良文化財研究所   処理番号 2112F 

中期計画の項目 2-(1)-①-2) 新たな知見の開拓につながる基礎的・探求的な調査研究 

年度計画の項目 2-(1)-①-2) 

①有形文化財、伝統的建造物群に関する調査研究 

2)建造物及び伝統的建造物群に関する調査研究 

法隆寺古材調査を中心とする古代建築の調査研究を推進する。また、近世・近代を中心とした我が国の文化財建

造物の保存・修復・活用に関する基礎データの収集、未指定建造物の調査、歴史的建造物の今後の保存と復原に資

するための調査・研究を行い、纏まったものより順次公表を行う。伝統的建造物群及びその保存・活用に関する調

査研究を推進し、保存を行っている各自治体等への協力を行う。 

プロジェクト名称 歴史的建造物および伝統的建造物群の保存・修復・活用の実践的研究 

文化遺産部 
【プロジェクトスタッフ（責任者に○）】○島田敏男（建造物研究室長）、箱崎和久（都城発掘調査部遺

構研究室長）、西山和宏（都城発掘調査部主任研究員）ほか 5名 

【年度実績と成果】 

・法隆寺古材調査のとりまとめ 

 従来より行ってきた古代建築の技法に関する再検証「法隆寺古材調査」について、報告書にまとめるべく図面の作成と執筆・

編集作業に入った。 

・出雲市市内神社建造物調査の実施 

 28年度に出雲市内の神社本殿の悉皆調査を行い、29年度は補足調査を行うとともに

報告書を刊行。 

・矢掛町矢掛宿伝統的建造物群保存対策調査 

 岡山県矢掛町所在の矢掛宿の現況把握及び伝統的建造物の特質をあきらかにし、地

区保存方策の提案を行い、報告書を刊行。 

・津山市城西地区伝統的建造物群調査 

 岡山県津山市所在の旧津山城下町の城西地区について、現況調査を行うとともに、

伝統的建造物の詳細調査を行い、町の構造・伝統的建造物の特質をあきらかにし、

平成 30年度に報告書刊行予定。 

年度計画評価  Ｂ 

【評定理由】 

下記各観点から評価を行った。①適時性においては、地方の魅力の顕在化が叫ばれている今日に於いて地域の文化財調査を

通じて貢献した。②独創性においては、建造物及び伝統的建造物群調査の分野で調査後、指定選定となる割合において当研究

所の行った調査は他の追従を許さない。③発展性においては、現在行っている文化財建造物調査によって将来多くの文化財建

造物や伝統的建造物群保存地区が指定選定されることが期待できる。④効率性においては、限られた人員の中で充分に成果を

出している。よって、①から④についてはＢ（順調）、と判断した。 

観点 ①適時性 ②独創性 ③発展性 ④効率性  

定性評価 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ  

【目標値】 

 

【実績値・参考値】（参考値） 

論文等数 1件（①）  

刊行物  2件 

調査回数等 出雲市 2回、矢掛町 4回、津山市 5回 

定量評価 

Ｂ 

箱崎和久「出雲大社神社本殿の特質」『奈良文化財研究所紀要 2017』（29年 6月） 

中期計画評価  Ｂ 

中期計画記載事項 

建造物に関しては、古代建築の保存に資するため、法隆寺古材調査を中心とする古代建築調査を行って古代建築及びその修理

過程等を明らかにする。また、近世・近代の建造物等の調査研究を行い、成果を公開する。伝統的建造物群については、その保

存と活用に資するため、重要伝統的建造物群保存地区を目指している地区の調査を行い、成果を公開するとともに、各地の歴史

的建造物の保存に協力する。 

評定理由及び 

今後の見通し 

古代建築の技法に関する研究は、中期計画に対し順調に進捗している。当研究所が蓄積した過去

の研究成果を元にした当研究所ならではの研究である。法隆寺古材調査は膨大な作業量があるが地

道に研究成果をまとめて公表して行く。受託各事業は自治体や所有者の求めに応じて行っているが、

いずれも文化財建造物や伝統的建造物群の保存に大きく資するものである。30年度以降は、これに

ついても力を注ぎたい。 

津山市城西地区の町並 

－　　－293



 

 

 

【書式Ｃ】     施設名 奈良文化財研究所   処理番号 2113F 

中期計画の項目 2-(1)-①-3) 新たな知見の開拓につながる基礎的・探求的な調査研究 

年度計画の項目 2-(1)-①-3) 
①有形文化財、伝統的建造物群に関する調査研究 3)歴史資料・書跡資料に関する調査研究 近畿を中心とする古

寺社や旧家等が所蔵してきた歴史資料・書跡資料等に関して、原本調査、記録作成を悉皆的に実施するとともに、

仁和寺等の資料について公表に向けて整理研究を行う。 

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 

文化遺産部 
【プロジェクトスタッフ（責任者に○）】 

○吉川 聡（歴史研究室長） 

【年度実績と成果】 

・仁和寺所蔵の書跡資料の調査を実施し、御経蔵第 81函～第 83函聖教の調書原本校正・写真撮影を実施した。また、御経蔵

第 150函中世文書について、釈文を詳細に検討し、原本校正を行った。 

・薬師寺所蔵の歴史資料の調査を実施し、第 10函～第 11函の調書原本校正、第 26函の写真撮影を行った。また第 1函～第 8

函の書誌事項を詳細に検討した。 

・唐招提寺所蔵の書跡資料の調査を実施し、宝蔵の聖教第 9函・13函～16函、文書函の整理作業(写真)と、聖教第 5函～第 7

函の写真撮影を行った。 

・奈良市教育委員会と連携研究の協定を結び、氷室神社宮司の大宮家所蔵文書の函文書の調書を作成した。 

・三仏寺所蔵の歴史資料の調査を実施し、文書等の調書を作成した。また奉納経の調査検討・写真撮影を行い、その知見の一

部を公表した(②)。 

・東大寺所蔵の歴史資料の調査を、科学研究費助成事業の調査研究と併せて実施し、

新修東大寺文書聖教第 44函等の写真撮影等を実施した。 

・法華寺所蔵の歴史資料につき、近世の日記の調書作成・写真撮影を行った。 

・当麻寺所蔵の書跡資料の調査を実施し、東 1函～東 6函経典の調書を作成した。 

・金峯山寺関係の個人蔵の歴史資料について調査を実施した。 

・興福寺関係の個人蔵歴史資料につき、科学研究費助成事業の研究と併せて調査を行

った。 

・興福寺所蔵の歴史資料について、興福寺の二条家が作成した部類記を検討し、その

内容を公表した(①)。 

・奈良県の依頼で調査した生駒市長福寺所蔵の大型木札等の成果を公表した(③)。 

・調査協力の依頼を受けて、石山寺文化財調査・東大寺貴重書調査・文化庁による仁和

寺聖教調査に協力した。 

年度計画評価  Ｂ 

【評定理由】 
下記各観点から評価を行った。①適時性においては、特に当麻寺所蔵資料は、早急な対処が必要と判断し、新たに調査を実

施したものであり、適時性が高い。②独創性においては、三仏寺奉納経の調査成果を公表したが、その封のあり方から奉納経
一般の特色を論じており、独創性がある。③発展性においては、例えば公表した資料では、興福寺所蔵の部類記には中世大和
武士の書状等が多く含まれ、また、生駒市長福寺の大型木札も、鎌倉時代の生駒の田畠の様子を詳しく記す。いずれも当該分
野の基礎資料となり得るものであり、発展性がある。④効率性においては、資料の状況・緊急性等に合わせて調査方法を変え
ており、効率的に調査を行った。⑤継続性においては、膨大な資料を長年にわたり中断なく調査し、全容解明に努めており、
継続性に優れている。よって、順調かつ効率的に事業が推移していると判断した。 

観点 ①適時性 ②独創性 ③発展性 ④効率性 ⑤継続性 

定性評価 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 

【目標値】 

 

【実績値・参考値】 

(参考値)・論文等数：3（①②③） ・研究発表等数：2 

・調査資料点数：仁和寺：写真撮影 572 点 薬師寺：写真撮影 200 点 唐招提寺：写真撮

影 95 点 三仏寺：調書作成 138 点・写真撮影 48 点 東大寺：調査データ入力 925 点・

写真撮影 1080点 法華寺：調書作成 28点・写真撮影 34点 当麻寺：調書作成 80点 興

福寺関係個人蔵資料：調査データ入力 687点  

定量評価 

－ 

①吉川聡「興福寺二条家史料の抜書集」『奈良文化財研究所紀要 2017』(29年 6月) 

②吉川聡「封をする経巻―如法経の巻緒について」『古文書料紙論叢』(勉誠出版、29年 6月) 

③吉川聡他「生駒長福寺本堂と木札の調査」『木簡研究』第 39号(29年 11月) 

中期計画評価  Ｂ 

中期計画記載事項 
我が国の歴史、文化の解明及び理解の促進等を図るため、薬師寺・仁和寺等の近畿地方を中心とした寺社の歴史資料・書跡資

料等に関する調査研究を行う。 

評定理由及び 

今後の見通し 

古寺社に伝来した資料を近畿を中心に調査し、その成果を目録等の形で公表することを目指している。中期計

画 2年目の 29年度は、薬師寺・仁和寺等の寺社の調査を進め、書誌事項・釈文の精査を行った。また、当麻寺・

金峯山寺関係個人蔵資料は、緊急性が高いと判断して、新たに調査を開始した。堅調に調査研究を進めたと言え

よう。30年度以降は、成果の公表に向けた取り組みも必要になろう。 

唐招提寺所蔵資料の調査 

－　　－294



 

 

 

【書式Ｃ】     施設名 東京文化財研究所   処理番号 2121E 

中期計画の項目 2-(1)-②-1) 新たな知見の開拓につながる基礎的・探求的な調査研究 

年度計画の項目 2-(1)-②-1) 

②無形文化財、無形民俗文化財等に関する調査及び研究 
1)重要無形文化財の保存・活用に関する調査研究等  

無形文化財等の伝承実態に関する基礎的な調査研究及び資料の収集を行うとともに、現状記録を要する対
象を精査し、記録作成を実施する。記録作成に関しては、これまで継続してきた講談等の演芸に加え、邦楽
分野についても範囲を広げ実施する。 

調査研究等に基づく成果の一部については、一般向けの公開講座などを通して公表する。 
また、これまでに研究所で収集・保管してきた記録・資料の整理を行い、必要に応じて媒体転換等の措置

を講ずる。 

プロジェクト名称 
無形文化財の保存・継承に関する調査研究及び無形文化遺産に関わる音声・画像・映像資料のデジタル

化 

無形文化遺産部 

【プロジェクトスタッフ（責任者に○）】 

◯飯島満（部長）、前原恵美（無形文化財研究室長）、石村智（音声映像記録研究室長）、菊池理予(主

任研究員) ほか 

【年度実績と成果】 

○無形文化財に関する調査研究 

・芸能分野：古典芸能（歌舞伎・文楽・三味線音楽ほか）に関する調査研究・

日本伝統楽器製作を中心とした文化財保存技術の調査研究 

・工芸分野：古典的膠製造に関する試用依頼と結果報告、及び絹糸製作技術調

査（関・春日神社、宝生能楽堂） 

○現状記録を要する無形文化遺産の記録作成 

・諸芸：講談及び落語（正本芝居噺）の実演記録を作成（一龍斎貞水師 8 席・

神田松鯉師 6席・林家正雀師 2席） 

・平家：伝承曲及び復元曲の実演記録を作成（菊央雄司氏ほかによる伝承曲 1

曲、復元曲 3曲） 

○研究調査に基づく成果の公表                      【琵琶製作者・石田克佳氏（五世石田不識）】 

・特別座談会「能＋１ 絹と織－絹織物」（宝生能楽堂、4月 9日） 

・総合研究会「無形文化財保存技術に関する報告―三味線を中心に―」（東京文化財研究所、10月 3日） 

○無形文化遺産に関わるアナログ資料のデジタル化 

・音声資料：オープンリールテープに関しては、民謡テープ（約 80時間）についてデジタル化を実施 

・映像資料：録画再生機器の製造が中止された DVCPROのメディア変換等を実施 

年度計画評価  Ａ 

【評定理由】 

下記観点から評価を行った。①適時性については、無形の文化財を支える保存技術が注目される中、技術保持者の高齢化が

大きな問題となっている伝統楽器製作技術、及び工芸技術にとって重要な材料である膠や絹糸製造について調査研究を行った

点を高く評価した。②独創性及び⑤継続性については、当研究所による講談の記録作成は平成 14年度から行われており、口演

機会の激減している長編語り物の記録作成を継続的に実施しているのは当研究所のみであり、さらに 29年度より他では実施さ

れていない平家の伝承曲及び復元曲の実演記録も加わったことを評価した。③発展性については、織の技術及び絹織物と関連

付けて実際の能装束の用いた特別座談会「絹と織－絹織物」で、絹糸製作者・能役者・研究者が実演を交えた講演を行い、無

形文化遺産の情報発信の可能性を広げることができた点を評価した。④効率性については、専門分野が横断する文化財保存技

術の調査において、無形文化遺産部のみでは網羅できない調査は当研究所内より部・センターの垣根を越えた協力を得て実施

できたことを高く評価した。よって、順調かつ効率的に事業が推移していると判断した。   

観点 ①適時性 ②独創性 ③発展性 ④効率性 ⑤継続性 

定性評価 Ａ Ａ Ｂ Ａ Ａ 

【目標値】 

 

【実績値・参考値】 

（参考値）論文等発表 2件（①②）／学会・研究発表 2件（③） 
定量評価 

－ 

①前原恵美「江戸祭礼と歌舞伎をめぐる三味線音楽演奏者の動向―常磐津節を中心に」（『江戸総鎮守 神田明神論集』1、5月

15 日）、②前原恵美・橋本かおる「楽器を中心とした文化財保存技術調査報告 1」（『無形文化遺産研究報告』第 12 号、30 年 3

月 30日）、③前原恵美「江島弁財天信仰と常磐津節演奏家―浮世絵〈相州江之嶋弁才天開帳参詣群集之図〉を起点に―」（東洋

音楽学会、12月 2日） 

中期計画評価  Ａ 

中期計画記載事項 
重要無形文化財を中心とする古典芸能・伝統工芸技術及びそれらに関わる文化財保存技術について、調査研究・情報収集・記

録作成に努め、その保存伝承に資する成果を公開する。 

評定理由及び 

今後の見通し 

中期計画期間 2年目の 29年度は、とりわけ伝統楽器製作を中心とする文化財保存技術に関する研

究に関し、聞き取り等を含めたより具体的な調査を実施し、大きな進展を得た。30年度以降、実演

記録作成については、29年度より新たに加わった平家を含め、本中期計画中の継続的な実施を予定

している。 
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【書式Ｃ】     施設名 東京文化財研究所   処理番号 2122E 

中期計画の項目 2-(1)-②-2) 新たな知見の開拓につながる基礎的・探求的な調査研究 

年度計画の項目 2-(1)-②-2) 

②無形文化財、無形民俗文化財等に関する調査及び研究 
2)重要無形民俗文化財の保存・活用に関する調査研究等 

我が国の風俗慣習、民俗芸能、民俗技術等、無形の民俗文化財のうち、近年の変容の著しいものを中心に、
現在における伝承の実態、伝承組織、公開のあり方等を明らかにするとともに、各地の保存団体や保護行政
担当者等とこれら研究成果及び問題意識の共有化を図る。特に宮城県女川町における東日本大震災被災地の
民俗誌作成及び岐阜県岐阜市における和船調査等を中心に行う。 

さらに、無形文化遺産の記録やその所在情報を継続的に収集し、その情報の整理・公開に努めるとともに
ネットワーク構築を図る。 

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 

無形文化遺産部 

【プロジェクトスタッフ（責任者に○）】 

○飯島満（部長）、久保田裕道（無形民俗文化財研究室長）、石村智（音声映像記録研究室長）、 

今石みぎわ（主任研究員）、菊池理予（主任研究員）ほか 

【年度実績と成果】 

○無形民俗文化財に関する調査研究 

・風俗慣習調査：樹木祭祀・正月儀礼等の調査研究（福井県おおい町ニソの杜の習俗ほか 3道県の事例で実施） 

・民俗芸能調査：民俗芸能の分類に関わる調査研究（沖縄県多良間村ほか 6県の事例で実施） 

・民俗技術調査：民具製作・和船製作・食に関わる技術等の調査研究 

○選定保存技術に関する調査研究 

・当研究所と滋賀県草津市との研究協定に基づいた、青花紙製作（未指定）に関す

る草津市との共同調査研究・情報共有 

○無形文化遺産アーカイブスの開発と公開 

・被災地における無形文化遺産調査：東日本大震災被災地の無形文化遺産に関する

調査・記録保存・活用に拘わる研究 

・無形文化遺産アーカイブスの構築：無形文化遺産アーカイブスの開発と公開。映

像・画像等の収集とデジタル化 

○研究集会の開催 

・民俗技術「箕」の製作技術に関する「箕サミット」を開催（11月 13日） 

・草津市と共同で「ワークショップ青花紙と友禅染―伝統の材料と技術を検証する」を開催 

・無形民俗文化財研究協議会：第 12回協議会を「無形文化遺産への道―ユネスコ無形文化遺産条約と地域の遺産―」を 

テーマに開催（12月 18日）。成果は定期刊行物『第 12回無形民俗文化財研究協議会報告書』として発行した。 

年度計画評価  Ａ 

【評定理由】 

下記観点から評価を行った。①適時性においては、東日本大震災被災地域及び将来的な災害を想定した地域における無形文

化遺産の調査・研究は、社会的ニーズが高い課題として注目されており極めて適時性が高い。また伝承地域の過疎化や少子高

齢化により継承の危機に晒されている無形民俗文化財・選定保存技術の調査も同様に社会的ニーズが高く、時宜に適ったもの

と評価した。②独創性については、無形民俗文化財の研究部としては国内唯一の存在であり、全国の関係者とのネットワーク

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・強化に貢献するものとして、その独創性を十分に評価でき

る。③発展性については、これまで蓄積した無形民俗文化財に関する調査・研究の成果を研究協議会のみならず、報告書とし

て刊行することができ、積極的に情報発信することができた。④効率性については、無形民俗文化財に関する専門家（芸能・

工芸）をスタッフに擁し、効率的に調査研究を実施できた。⑤継続性については、無形文化遺産アーカイブスの開発と公開、

映像・画像等の収集とデジタル化を引き続き継続的に実施している。よって、順調かつ効率的に事業が推移していると判断し

た。 

観点 ①適時性 ②独創性 ③発展性 ④効率性 ⑤継続性 

定性評価 Ａ Ａ Ａ Ｂ Ｂ 

【目標値】 

 

【実績値・参考値】 

（参考値） 論文等発表 2件（①）／学会・研究発表 1件（②）／刊行物 3件（③④⑤） 
定量評価 

－ 

①今石みぎわ「生きた文化財を継承する―無形文化遺産と被災・復興」（『震災後の地域文化と被災者の民俗誌』、30 年 1 月 31

日）、②久保田裕道「神霊観念の諸相について」（日本宗教民俗学会、6月 10日）、③『かりやど民俗誌』（30年 3 月 11日、東

京文化財研究所）、④『箕 箕サミット 2017 の記録』（30 年 3 月 30 日、東京文化財研究所）、⑤『第 12 回無形民俗文化財研究

協議会報告書』（30年 3月 30日） 

中期計画評価  Ｂ 

中期計画記載事項 
無形民俗文化財においては、全国の民俗芸能・風俗慣習・民俗技術の情報を収集記録し、その保存及び活用に貢献しうる研究

成果を公開する。 

評定理由及び 

今後の見通し 

29年度は、当該年度計画を達成したため、中期計画としても順調と判定した。30年度以降は、前

中期計画において重点的に行ってきた東日本大震災の被災地域における無形民俗文化財の調査・研

究を継続しつつも発展させ、無形文化遺産の防災に繋げるとともに、継承が困難になりつつある全

国の無形文化遺産の保護・活用にも貢献することを目指す。 

【箕サミット会場風景】 
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【書式Ｃ】     施設名 東京文化財研究所   処理番号 2123E 

中期計画の項目 2-(1)-②-3) 新たな知見の開拓につながる基礎的・探求的な調査研究 

年度計画の項目 2-(1)-②-3) 

②無形文化財、無形民俗文化財等に関する調査及び研究 

3)無形文化遺産保護に関する研究交流・情報収集等  

日本と関連の深いアジア諸国等との間において研究員の交流や無形文化遺産関連調査を行うなど、無形文

化遺産分野における研究交流事業を実施する。ユネスコ無形文化遺産保護条約に関する調査研究を進める。 

プロジェクト名称 無形文化遺産保護に関する研究交流・情報収集 

無形文化遺産部 
【プロジェクトスタッフ（責任者に○）】〇飯島満（部長）、石村智（音声映像記録研究室長）、前原恵

美（無形文化財研究室長）、二神葉子（文化財情報資料部文化財情報研究室長） 

【年度実績と成果】 

○韓国文化財庁国立無形遺産院との研究交流 

韓国国立無形遺産院との研究交流の一環として、10月 24日～11月 10

日の間、韓国文化財庁国立無形遺産院研究員の林采石氏を受け入れ、日

本所在の韓国無形文化遺産関連資料に関する共同調査を実施した。調査

は主に東京文化財研究所・東京芸術大学・国会図書館の所蔵資料を対象

とし、特に植民地時代の朝鮮半島出身の美術工芸作家に関連した文献・

カタログ等の調査を実施した。その成果は 11月 10日の成果発表会（於：

当研究所）において発表した。 

 

○無形文化遺産の国際的な動向に関する調査研究 

ユネスコ無形文化遺産条約第 12回政府間委員会（開催国韓国：12

月 4日～9日）に 3名のスタッフ（石村・前原・二神）を派遣し、ユネ

スコ無形文化遺産条約に関する情報収集を行った。特に日本国政府 

代表団の発言に際し、「無形文化遺産と防災」に関連した助言を行い、当研究所の研究成果の発信につながった。なお本調査

の成果は『無形文化遺産研究報告』第 12号において「無形文化遺産の保護に関する第 12回政府間委員会における議論の概要

と今後の課題」として報告した。 

年度計画評価  Ｂ 

【評定理由】 

下記各観点から評価を行った。①適時性においては、現在、無形文化遺産に係る保護政策を国内的にも国際的にも促進して

いる韓国の現状を把握する上で韓国国立無形遺産院との研究交流は時宜に適ったものであるといえる。②独創性においては、

無形文化遺産に関する韓国の政府機関と直接の研究交流を行っているのは日本では当研究所のみであり、他に代え難い事業を

実施することができた。③発展性においては、今回の来訪研究員（林采石氏）と実施した共同調査は、将来的にアーカイブ化

など発展していく可能性があり、現在その内容を両機関で協議中であり、発展性に富んだ成果をあげることができた。④効率

性においては、ユネスコ無形文化遺産委員会において日本国政府代表団に助言を行うなど、当研究所の成果を効率的に発信す

ることができた。⑤継続性においては、韓国国立無形遺産院との研究交流の第三フェーズの一年目を順調に進めることができ

たこと、さらにユネスコ無形文化遺産委員会については毎年その動向を調査していることから、一定の継続性を達成している。

よって、順調かつ効率的に事業が推移していると判断した。 

観点 ①適時性 ②独創性 ③発展性 ④効率性 ⑤継続性 

定性評価 Ｂ Ｂ Ａ Ｂ Ｂ 

【目標値】 

 

【実績値・参考値】 

・（参考値）論文等発表 1件（①） 

 

定量評価 

－ 

①二神葉子「無形文化遺産の保護に関する第 12回政府間委員会における議論の概要と今後の課題」（『無形文化遺産研究報告』

第 12号、30年 3月 30日） 

中期計画評価  Ｂ 

中期計画記載事項 
無形文化財、無形民俗文化財等に関する課題に取り組み、その伝承・公開に係る基盤の形成に寄与する。 

評定理由及び 

今後の見通し 

韓国国立無形遺産院との研究交流は順調であり、29年度から第三フェーズに入り、今後もより発

展していくことが期待されることから、当初の計画通りに実施している。ユネスコ無形文化遺産条

約政府間委員会における情報収集については、毎年その動向を把握するとともに、その分析結果を

毎年『無形文化遺産研究報告』にて公開していることから、今後も継続的に実施していくことで、

中期計画の目標を十分達成していけると考える。 

韓国来訪研究員による成果発表会の様子 
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【書式Ｃ】     施設名 奈良文化財研究所   処理番号 2131F-ｱ 

中期計画の項目 2-(1)-③-1) 新たな知見の開拓につながる基礎的・探求的な調査研究 

年度計画の項目 
2-(1)-③

-1)-ｱ 

③記念物、文化的景観、埋蔵文化財に関する調査研究 

1)史跡・名勝の保存・活用に関する調査研究 

我が国の史跡・名勝に関し、以下の調査研究を行う。 

ア 遺跡等の整備に関連する国際的な動向も踏まえた資料の収集・調査・整理等を行う。また、近世等の遺跡の保

存・活用に関する研究集会を開催するとともに、過年度開催した研究集会の成果の取りまとめ及び公表を行う。 

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） 

文化遺産部 

【プロジェクトスタッフ（責任者に○）】 

〇内田和伸（遺跡整備研究室長） 高橋知奈津（遺跡整備研究室研究員） マレス・エマニエル 

（遺跡整備研究室アソシエイトフェロー）  

【年度実績と成果】 

・28年度の遺跡整備・活用研究集会報告書『近世城跡の近現代』の編集発行 

報告書掲載論文、内田和伸「近世城跡に立地する近現代遺構について」で

は幕末まで機能した近世城郭・陣屋・要害 340城跡の内、122か所の城跡にお

いて 565件の近現代遺構を確認した。重要文化財に指定されているもの、登

録文化財になっているもの、お雇い外国人や有名建築家の作品もある。名勝

に指定されている庭園、市の文化財保護条例で名勝に指定されている公園も

ある。一方、文化財的価値ではなく都市景観の構成要素として価値づけられ

ているものなどが確認できた。今後は地域の文脈の中でその価値を発見する

可能性があり、城跡整備における歴史的重層性の重要性を指摘できた。 

 

・29年度の遺跡整備・活用研究集会の企画・開催 

12月 22日に「遺跡等を活かした地域づくり・観光振興」をテーマに研究

集会を開催し、参加者は 77名であった。 

年度計画評価  Ａ 

【評定理由】 

下記の各観点から評価を行った。①適時性については、29年度の研究集会で文化庁の組織改革、文化財保護法の改正を控え

た状況の中、文化庁の研究官を招へいしての講演は時宜を得たものであった。②独創性においては出版した報告書は『近世城

跡の近現代』という独特なテーマであり、各地で遺跡の保存活用計画の策定が進んでいる中、歴史の重層性を重視した保存管

理の在り方について一定の提言ができた。③このテーマでは歴史のある城跡公園の名勝指定などへテーマが発展し、それへ向

けての課題出しなど更なる発展性が見込める。④効率性については、報告書に載せた「近世城跡に立地する近現代遺構につい

て」において、数か月であったが、インターネット等を利用した所在確認、状況調査において効率的に現状を把握でき、565

件を確認できた。⑤継続性については、毎年その時々で必要とされる研究テーマを選んでいるが、遺跡の保存活用という点で

は継続性をもっている。 

観点 ①適時性 ②独創性 ③発展性 ④効率性 ⑤継続性 

定性評価 Ａ Ａ Ａ Ｂ Ｂ 

【目標値】 

 

【実績値・参考値】 

（参考値） 

・論文等件数  4件 

・報告書刊行数 1件 

・研究発表等数 1件 

定量評価 

－ 

①内田和伸「遺跡の履歴と計画論-近世城跡の近現代-」『奈良文化財研究所紀要 2017』（29年 6月、奈良文化財研究所 pp.34-35） 

②内田和伸「近世城跡の近現代」『近世城跡の近現代』（12月 15日、奈良文化財研究所 2017 pp.1-2） 

③内田和伸「近世城跡の立地する近現代遺構について」『近世城跡の近現代』（12月 15日、奈良文化財研究所 2017 pp.33-73） 

中期計画評価  Ｂ 

中期計画記載事項 
記念物のうち史跡については、その保存・活用のためのマネジメントに関する調査研究を地域振興の観点に基づき国際的動向

も踏まえながら進める。名勝については、近世の庭園に関する調査研究を実施し、成果を公開する。 

評定理由及び 

今後の見通し 

近世の城跡に立地する近現代遺構などを取り上げ、その実態を把握でき、それらが保存活用計画においてどの

ように扱われているかも一部ながら明確にできた。史跡の本質的価値とは異なる近現代の事績を取り上げたこと

は、史跡のマネジメントにおいて極めて重要な視点であり、観光や地域振興を考える上で重要なものであり、遺

跡の価値の重層性を指摘したことは各地の保存活用計画等へも重要な指摘となったと言えよう。このため上記の

判断とした。今後は保存活用計画について研究集会を開催する予定である。 

平成 28年度遺跡整備・活用研究集会報告書 
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【書式Ｃ】     施設名 奈良文化財研究所   処理番号 2131F-ｲ 

中期計画の項目 2-(1)-③-1) 新たな知見の開拓につながる基礎的・探求的な調査研究 

年度計画の項目 
2-(1)-③-1)

-ｲ 

③記念物、文化的景観、埋蔵文化財に関する調査研究 

1)史跡・名勝の保存・活用に関する調査研究 

我が国の史跡・名勝に関し、以下の調査研究を行う。 

イ 近世庭園に関する研究集会「廻遊式庭園と庭園文化（仮称）」を開催する。また、近世庭園調査を行うととも

に、庭園に関する基礎資料の収集・整理、所蔵資料の整理を進める。 

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） 

文化遺産部 

【プロジェクトスタッフ（責任者に○）】 

〇内田和伸（遺跡整備研究室長） 高橋知奈津（遺跡整備研究室研究員） マレス・エマニエル（遺跡

整備研究室アソシエイトフェロー） 

【年度実績と成果】 

・28年度より実施している「庭園の歴史に関する研究会（近世）」について 29年度は「回遊式庭園と庭園文化」をテーマに研

究会を企画し、29年 10月 29日に開催した。庭園史・美術史・歴史の各分野の研究者 5名が発表を行い、ほか参加者 17名

と本テーマについて討議をおこなった。29年度末には研究集会報告書の出版を

行った。 

・連携研究「名勝法華寺庭園の保存活用にかかる調査研究」では、28年度に引き

続き、庭園実測調査をおこない平面図を作成するとともに、名勝法華寺庭園の保

存活用計画策定事業の中で、庭園の歴史や保存活用の現状等について調査研究を

行い、重要な知見を得ることができた。 

・奈良市教育委員会との連携研究「奈良市における庭園の悉皆的調査」では、民家

の庭園などの 24件の現地調査を実施した。これにより、平成 25年から継続して

きた現地調査について、予定物件の調査を完了した。また調査成果について、報

告書刊行に向けて、執筆・編集作業を進めることができた。 

年度計画評価  Ｂ 

【評定理由】 

①適時性について、名勝法華寺庭園の保存活用にかかる調査研究において、保存活用計画策定という時宜を得て、これまで

未着手であった法華寺庭園の歴史や維持管理の現状について詳細なデータを得ることができた。②独創性について、庭園の歴

史に関する研究会で、庭園について多分野の研究者が集まる機会は類がなく、貴重な討議の場となった。また法華寺庭園が門

跡尼寺（比丘尼御所）の庭園であるという特殊性から、その価値づけにおいて独創的で新たな見解を得ることができた。③発

展性について、研究論集『近世庭園の研究』の刊行に向けての議論を進めることができた。また保存活用計画策定に関わり、

他の庭園における計画策定にその知見を活かし得る状況になった。④効率性について、庭園の歴史に関する研究会、法華寺庭

園の調査、奈良市における庭園の悉皆的調査で得られた近世の庭園に関する諸成果を、相互に活かすことができた。また、奈

良市における庭園の悉皆的調査では、奈良市が所有者との調整を行うという役割分担により、効率的な調査ができた。⑤継続

性については、名勝庭園の保存活用計画策定や市内の悉皆的調査などを別所で展開し、継続できる可能性がある。以上から本

事業は良好な成果を上げていると判断した。 

観点 ①適時性 ②独創性 ③発展性 ④効率性 ⑤継続性 

定性評価 Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ 

【目標値】 

 

【実績値・参考値】 

（参考値）・報告書等の刊行数 1件 

・論文等 5件 （高橋 2件（④） マレス 3件（②③）） 

     ・奈良市内庭園の悉皆的調査 件数 24件 

・研究発表等数 5件 

定量評価 

－ 

①『平成 29年度 庭園の歴史に関する研究会 回遊式庭園と庭園文化』30年 3月 

②マレス・エマニュエル「妙蓮寺玉龍院庭園から唐招提寺東室庭園への庭園移転−森蘊による庭園遺構の移転復元−」『日本庭園

学会誌 31号』30年 3月 

③マレス・エマニュエル「画家クロード・モネの庭をめぐる考察—フランスの日本庭園、日本のフランス庭園」『観光資源         

としての庭園』30年 3月 

④高橋知奈津「昭和・庭園史研究の血潮」『遺跡学研究』第 14号、29年 11月 

中期計画評価  Ｂ 

中期計画記載事項 
記念物のうち史跡については、その保存・活用のためのマネジメントに関する調査研究を地域振興の観点に基づき国際的動向

も踏まえながら進める。名勝については、近世の庭園に関する調査研究を実施し、成果を公開する。 

評定理由及び 

今後の見通し 

中期計画ではこの五年間の研究テーマを近世庭園の研究としている。2年目の 29年度は計画通りに「回遊式

庭園と庭園文化」をテーマに研究会を開催し、回遊式庭園に関する研究の現状や課題を共有できた。30年度以

降は「庭園文化の近世的展開」「小堀遠州の作事」などをテーマに研究を進めていく。また、名勝法華寺庭園の

調査研究では、庭園の歴史だけでなく、現地に即した保存活用に関する詳細なデータも得ることができた。今

後も整備等のための詳細調査等を継続していく。以上のように近世の庭園について、歴史研究と実地研究の双

方から知見を得、相互に活かすことができたのは、非常に有意義であり、さらに研究を深めていく。 

奈良市の庭園の悉皆的調査の様子 
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【書式Ｃ】     施設名 奈良文化財研究所   処理番号 2132F-ｱ 1 

中期計画の項目 2-(1)-③-2) 新たな知見の開拓につながる基礎的・探求的な調査研究 

年度計画の項目 
2-(1)-③-2)

-ｱ 

③記念物、文化的景観、埋蔵文化財に関する調査研究 

2)古代日本の都城遺跡に関する調査研究 

国家の形成過程や当時の生活実態の解明に向けて、遺跡の発掘調査、出土品・遺構等に関する調査研究及び伝統

的建造物に関する基礎的調査研究を行う。 

ア 古代都城の解明のため、平城宮跡東院地区及び第一次大極殿院地区、平城京跡、東大寺塔院地区、藤原宮大極

殿院地区、藤原京跡、及び飛鳥地域等の発掘調査を行う。 

プロジェクト名称 平城宮東院地区の発掘調査➀ 

都城発掘調査部 

（平城） 

【プロジェクトスタッフ（責任者に○）】○渡辺晃宏（副部長）、馬場基・今井晃樹・国武貞克・庄田慎

矢（主任研究員）、鈴木智大（遺構研究室研究員）・山本祥隆（史料研究室研究員）・山藤正敏（考古第

二研究室研究員）ほか 

【年度実績と成果】 

・平城宮跡東院地区の学術調査。東院地区は東宮等に利用された重要な宮殿空

間であり、継続的な調査を実施している。 

調査面積：1103㎡ 

調査期間：29年 2月 6日～5月 29日 

・基本層序 

  表土（10cm）・整備盛土（20cm）・旧耕作土（30cm）・床土（15cm）・遺構面。

遺構検出面は h＝66.8ｍ～66.4ｍ程。 

・主な検出遺構 

  掘立柱建物 6棟、掘立柱塀 3条、溝 5条、石列 1条。 

・主な出土遺物 

土器（整理用コンテナ 27箱分）、瓦（整理用コンテナ 78箱分、うち軒丸

瓦 17点、軒平瓦 13点）、磚 2点。 

・調査所見 

  平城宮跡東院地区西辺北方において、時期を追う毎に建物が希薄化する傾向を明らかにすることができた。 

  東の中枢部の空間利用と併せて、今後解明すべき課題である。 

年度計画評価  Ｂ 

【評定理由】 

下記各観点から評価を行った。①適時性においては、隣接地の調査成果を生かしつつ、計画的な調査を行うことができた。

②独創性においては、建物配置の展開を精確に把握するために、調査手順等に様々な工夫を凝らした。③発展性においては、

隣接する調査区から建物が展開する状況を確認し、また、新たな建物を確認したことで、東院地区の空間利用等の解明に向け

た重要な成果を得ることができ、今後の調査に向けて重要な知見を得た。④効率性においては、既往の調査所見を十分に反映

することで、効率的な調査を行うことができた。⑤継続性においては、調査区中央部で大型の南北棟掘立柱建物 2棟の存在を

新たに確認し、従前の調査成果との照合をも行いつつ、今後の調査と合わせて調査を進める方向性を確認することで、遺構の

保全と学術的探求の両立を目指すことができた。よって、順調かつ効率的に事業が推移していると判断した。 

観点 ①適時性 ②独創性 ③発展性 ④効率性 ⑤継続性 

定性評価 Ｂ Ｂ Ａ Ｂ Ｂ 

【目標値】 

 

【実績値・参考値】 

(参考値) 

・論文等数：2件（①②） 

・記者発表数 1 ・新聞報道（5/18:奈良新聞 5/20:朝日新聞ほか 4紙） 

・現地説明会 1 参加者 519人 

・出土遺物件数等：土器（整理用コンテナ 27箱分）、瓦（整理用コンテナ 78箱分、うち軒

丸瓦 17点、軒平瓦 13点）、磚 2点。 

定量評価 

－ 

①「平城宮跡東院地区の調査―第 584次・第 587次・第 593次」『奈良文化財研究所紀要 2018』30年 6月刊行予定 

②山藤正敏「平城宮東院地区の調査（平城第 584次）」『奈文研ニュース』No.66、29年 9月 

中期計画評価  Ｂ 

中期計画記載事項 
古代日本の都城の解明等を図るため、平城地区では平城宮跡東院地区と東大寺塔院地区の調査研究を進め、飛鳥・藤原地区で

は藤原宮跡大極殿院地区と飛鳥地域の寺院遺跡の調査研究を進める。 

評定理由及び 

今後の見通し 

古代日本都城の解明等を図るため、平城宮東院地区の調査を継続的に実施している。本調査もそ
の一環であり、多くの研究成果を得ることができた。以上より、計画通り順調に進捗していると判
断した。 
今後も計画的・継続的に調査を進めていきたいと考えている。 

調査区全景写真（北東から） 
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【書式Ｃ】     施設名 奈良文化財研究所   処理番号 2132F-ｱ 2 

中期計画の項目 2-(1)-③-2) 新たな知見の開拓につながる基礎的・探求的な調査研究 

年度計画の項目 
2-(1)-③-2)

-ｱ 

③記念物、文化的景観、埋蔵文化財に関する調査研究 

2)古代日本の都城遺跡に関する調査研究 

国家の形成過程や当時の生活実態の解明に向けて、遺跡の発掘調査、出土品・遺構等に関する調査研究及び伝統

的建造物に関する基礎的調査研究を行う。 

ア 古代都城の解明のため、平城宮跡東院地区及び第一次大極殿院地区、平城京跡、東大寺塔院地区、藤原宮大極

殿院地区、藤原京跡、及び飛鳥地域等の発掘調査を行う。 

プロジェクト名称 平城宮東院地区の発掘調査② 

都城発掘調査部 

（平城） 

【プロジェクトスタッフ（責任者に○）】○渡辺晃宏（副部長）、馬場基・林正憲・丹羽崇・庄田慎矢・桑田訓

也（主任研究員）、小田裕樹（考古第二研究室研究員）、鈴木智大・福嶋啓人（遺構研究室研究員）、浦蓉子（考古第

一研究室アソシエイトフェロー）、佐藤由似（企画調整部国際遺跡研究室アソシエイトフェロー）ほか 
【年度実績と成果】 
・平城宮跡東院地区の学術調査。東院地区は東宮等に利用された重要な
宮殿空間であり、継続的な調査を実施している。 

調査面積：957㎡  調査期間：10月 2日～30年 1月 12日。 
 
・基本層序 
   表土・整備盛土（厚さ 0.1～0.3ｍ）、旧耕作土・床土（0.1～0.4ｍ）、
遺物包含層（礫混じり褐色粘質土、約 0.1ｍ）遺構検出面は h＝66.2
～66.6ｍ。 

 
・主な検出遺構 
  掘立柱建物 3棟・掘立柱塀 5条・溝 4条・井戸 1基 
   
・主な出土遺物 

土器・瓦・木製品・木簡・種子類 
 
・調査所見 
  奈良時代前半の床張りで縁を伴う大型東西棟建物を確認した。宮殿の中枢施設の可能性がある。 
  奈良時代後半の大型の井戸と関連する遺構群を確認した。東院地区を支えた厨施設を構成する可能性が高い。 

年度計画評価  Ａ 

【評定理由】 

下記の各観点から評価を行った。①適時性においては、計画通り継続的な調査を確実に実施出来た。②独創性においては、

平城宮内最大級の井戸や大型床張り建物等、大規模で希有な遺構の調査にあたり、当研究所が蓄積した発掘技術・経験・知見

を結集し、部局を超えた連携も行いつつ、適切な調査を行うことができた。③発展性においては、平城宮跡でも一、二を争う

規模で、かつその水を利用する溝を内部に取り込む全国でも類例のない建物を伴う井戸を検出したことで、平城宮東院の厨空

間の解明に大きな手がかりが得られた。その成果は、平城宮東院の全体構造の有機的な解明、ひいては律令国家の王権中枢部

の解明、さらに今後の調査計画に大きく資するものである。④効率性においては、予想外の大型遺構の発見に際し、遺物の迅

速な整理体制構築による発掘現場へのフィードバックや、全所的協力により効率を高め、十分な記録作成や分析を行うことが

できた。⑤継続性においては、従来の東院地区の発掘調査成果の蓄積を積極的に生かしつつ、今後の調査にむけて重要な情報

を蓄積することができた。よって、極めて順調に事業が推移していると判断した。 

観点 ①適時性 ②独創性 ③発展性 ④効率性 ⑤継続性 

定性評価 Ｂ Ｓ Ｓ Ａ Ａ 

【目標値】 

 

【実績値・参考値】 

(参考値) 

・論文等数：1件（①） 

・記者発表数 1・新聞報道（12/21: 朝日新聞ほか 5紙） 

・現地説明会 1回(12/23) 参加者 830人 

・出土遺物件数等：土器 93箱・瓦＊点・木製品 110点・木簡 4点 

定量評価 

－ 

①山藤正敬・小田裕樹他「東院地区の調査－第 584・587・593次」『奈良文化財研究所紀要 2018』30年 6月刊行予定 

中期計画評価  Ａ 

中期計画記載事項 
古代日本の都城の解明等を図るため、平城地区では平城宮跡東院地区と東大寺塔院地区の調査研究を進め、飛鳥・藤原地区で

は藤原宮跡大極殿院地区と飛鳥地域の寺院遺跡の調査研究を進める。 

評定理由及び 

今後の見通し 

古代日本都城の解明等を図るため、平城宮東院地区の調査を継続的に実施している。本調査もそ
の一環であり、とりわけ平城宮内最大規模の井戸や、全国でも初例となる井戸と一体的に利用され
る溝・建物で構成される水場空間の発見など、多大な研究成果を得ることができた。以上より、計
画以上に順調に進捗していると判断した。 
今後は、今回の調査成果を反映させながら、さらに継続的に調査を進めていきたいと考えている。 

調査区全景（南東から） 

－　　－301



 

 

 

【書式Ｃ】     施設名 奈良文化財研究所   処理番号 2132F-ｱ 3 

中期計画の項目 2-(1)-③-2) 新たな知見の開拓につながる基礎的・探求的な調査研究 

年度計画の項目 
2-(1)-③-2)

-ｱ 

③記念物、文化的景観、埋蔵文化財に関する調査研究 

2)古代日本の都城遺跡に関する調査研究 

国家の形成過程や当時の生活実態の解明に向けて、遺跡の発掘調査、出土品・遺構等に関する調査研究及び伝統

的建造物に関する基礎的調査研究を行う。 

ア 古代都城の解明のため、平城宮跡東院地区及び第一次大極殿院地区、平城京跡、東大寺塔院地区、藤原宮大極

殿院地区、藤原京跡、及び飛鳥地域等の発掘調査を行う。 

プロジェクト名称 平城京跡右京一条二坊四坪・西一坊大路の発掘調査 

都城発掘調査部 

（平城） 

【プロジェクトスタッフ（責任者に○）】 

○渡辺晃宏（副部長）、今井晃樹（主任研究員）・山藤正敏（考古第二研究室研究員）ほか 

【年度実績と成果】 

・奈良文化財研究所新庁舎造営に伴う発掘調査。遺構保全を目的と

し、遺構の状況を確認した。 

調査面積：42㎡ 

調査期間：6月 5日～6月 15日。 

 

・基本層序 

 表土(10cm)・盛土（65cm）・床土（35㎝）・遺構面。遺構検出面は

h＝69.0ｍ程。  

  

・主な検出遺構 

  東西溝 1条・穴 2基（奈良時代）・穴 14基（平安時代）。 

 

・主な出土遺物 

土器（整理用コンテナ 1箱分）、瓦（整理用コンテナ 1箱分）。 

 

・調査所見 

  奈良時代の坪内の排水状況と、平安時代の建物群の展開を確認することができた。 

年度計画評価  Ｂ 

【評定理由】 

下記各観点から評価を行った。①適時性においては、庁舎新営工事に先立つごく短期間に調査時間を適切に確保し、重要な

学術的問題を解決するための調査を実施することができた。②独創性においては、地中埋設物等の事前把握に努めて、調査手

順等について様々な工夫を凝らして調査を行った。③発展性においては、奈良時代の坪内排水の状況や、平安時代の掘立柱建

物群の展開がより一層明らかになったことなど、調査地点のみならず、平城京全体の変遷や都市空間としての役割の変化の解

明に繋がる、大きな成果を得ることが出来た。④効率性においては、従来の調査成果を勘案して、効率的な調査区設定や重機

による掘削を行うことができた。⑤継続性においては、本庁舎敷地内でこれまでに実施してきた調査成果を反映し、総合的な

調査・研究を行うことができた。本事業は当初計画通り遂行出来たと言える。 

観点 ①適時性 ②独創性 ③発展性 ④効率性 ⑤継続性 

定性評価 Ａ Ｂ Ｂ Ａ Ｂ 

【目標値】 

 

【実績値・参考値】 

(参考値) 

・論文等数：１件（①） 

・出土遺物件数等 土器（整理用コンテナ 1箱分）、瓦（整理用コンテナ 1箱分） 

定量評価 

－ 

①「2017年度 都城発掘調査部（平城地区）小規模調査等の概要」『奈良文化財研究所紀要 2018』30年 6月刊行予定 

中期計画評価  Ｂ 

中期計画記載事項 
古代日本の都城の解明等を図るため、平城地区では平城宮跡東院地区と東大寺塔院地区の調査研究を進め、飛鳥・藤原地区で

は藤原宮跡大極殿院地区と飛鳥地域の寺院遺跡の調査研究を進める。 

評定理由及び 

今後の見通し 

古代都城の解明等を図るため、平城宮・京の調査成果の蓄積を進めている。中期計画に沿って着

実に研究が進んでおり、計画通り順調に進捗していると判断した。 

今後も適切な機会をとらえつつ、調査を進めていきたいと考えている。 

調査区全景（南東から） 

－　　－302



東大寺東塔院南門・南面回廊の基壇（北東から） 

 

 

 

【書式Ｃ】     施設名 奈良文化財研究所   処理番号 2132F-ｱ 4 

中期計画の項目 2-(1)-③-2) 新たな知見の開拓につながる基礎的・探求的な調査研究 

年度計画の項目 
2-(1)-③-2)

-ｱ 

③記念物、文化的景観、埋蔵文化財に関する調査研究 

2)古代日本の都城遺跡に関する調査研究 

国家の形成過程や当時の生活実態の解明に向けて、遺跡の発掘調査、出土品・遺構等に関する調査研究及び伝統

的建造物に関する基礎的調査研究を行う。 

ア 古代都城の解明のため、平城宮跡東院地区及び第一次大極殿院地区、平城京跡、東大寺塔院地区、藤原宮大極

殿院地区、藤原京跡、及び飛鳥地域等の発掘調査を行う。 

プロジェクト名称 東大寺東塔院の発掘調査 

都城発掘調査部 

（平城） 

【プロジェクトスタッフ（責任者に○）】 

○渡辺晃宏（副部長）、神野恵（主任研究員）、芝康次郎（考古第一研究室研究員）ほか 

【年度実績と成果】 

・東大寺東塔院の解明のため、南門および、南面回廊・東門・西門の一

部の発掘調査（東大寺・奈良県立橿原考古学研究所との合同）を実施

した。 

調査面積：620.8㎡  調査期間：7月 19日～11月 22日 

・基本層序 

基盤層が褐色粘質土（マンガン混じり）で、一部礫が混じる。その

上位に礫混じりに砂質土を積むなどして基壇土を構築。 

・主な検出遺構 

  南門・南面回廊基壇、南門・南面回廊礎石建物、同雨落溝、参道（南

辺） 

・主な出土遺物 

  瓦（軒平瓦・軒丸瓦・鬼瓦・平瓦・丸瓦）、土師器、鉄釘 

・調査所見 

  南門・南面回廊の調査では、鎌倉時代と推定される礎石建物を検出

した。南門は梁行２間、桁行３間で、南面回廊は複廊と考えられる。

下層では、奈良時代創建期の建物に伴う遺構も確認した。 

年度計画評価  Ａ 

【評定理由】 

下記各観点から評価を行った。①適時性においては、整備計画・復原研究の本格的開始（29年度末）に合わせて、適切な発

掘調査を実施することができた。②独創性においては、奈文研ならではの総合的な調査・研究を行うと同時に、共同で調査し

た橿原考古学研究所のもつノウハウも合わせて導入することで大きな成果を上げることができた。③発展性においては、東塔

院南門の複数回の改造等を新たに確認し、また今後の調査に資する情報を得た。④効率性においては、従前の調査成果をふま

えて機械掘削等の作業を行うことで、効率を高めた。⑤継続性においては、28年度までの調査成果を元に調査区を設定、調査

計画を策定し、質の高い調査を実施した。以上から、Ａと判断した。 

観点 ①適時性 ②独創性 ③発展性 ④効率性 ⑤継続性 

定性評価 Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ 

【目標値】 

 

【実績値・参考値】 

(参考値) 

・論文数 1本（①） 

・記者発表数 1回・新聞報道（10/4 朝日新聞ほか 6紙、10/11中外日報） 

・現地説明会 1回（10/7） 参加者 801名 

・出土遺物件数等：土器コンテナ 5箱、瓦コンテナ 800箱、金属製品 286 点、銭貨 28点 

定量評価 

－ 

①芝康次郎ほか「東大寺東塔院の調査―平城第 589次」『奈文研紀要 2018』 30年 6月刊行予定 

中期計画評価  Ｂ 

中期計画記載事項 
古代日本の都城の解明等を図るため、平城地区では平城宮跡東院地区と東大寺塔院地区の調査研究を進め、飛鳥・藤原地区で

は藤原宮跡大極殿院地区と飛鳥地域の寺院遺跡の調査研究を進める。 

評定理由及び 

今後の見通し 

古代日本の都城解明等のために、東大寺塔院の発掘調査を進め、その様相を明らかにする中期計
画であり、29年度は塔院の囲繞施設に関しての情報を得る計画であった。計画通り順調に進捗して
いると判断した。 
今後も、東大寺東塔整備計画や復原研究と調整しながら、継続的に質の高い調査を進めていきた

いと考えている。 

－　　－303



 

 

 

 

【書式Ｃ】     施設名 奈良文化財研究所   処理番号 2132F-ｱ 5 

中期計画の項目 2-(1)-③-2) 新たな知見の開拓につながる基礎的・探求的な調査研究 

年度計画の項目 
2-(1)-③-2)

-ｱ 

③記念物、文化的景観、埋蔵文化財に関する調査研究 2)古代日本の都城遺跡に関する調査研究 

国家の形成過程や当時の生活実態の解明に向けて、遺跡の発掘調査、出土品・遺構等に関する調査研究及び伝統

的建造物に関する基礎的調査研究を行う。 

ア 古代都城の解明のため、平城宮跡東院地区及び第一次大極殿院地区、平城京跡、東大寺塔院地区、藤原宮大極

殿院地区、藤原京跡、及び飛鳥地域等の発掘調査を行う。 

プロジェクト名称 藤原宮大極殿院地区の発掘調査 

都城発掘調査部 

（藤原） 
【プロジェクトスタッフ（責任者に○）】○玉田芳英（部長）、尾野善裕（考古第二研究室長）、森川実（主任

研究員）、廣瀬覚（主任研究員）、大林潤（主任研究員）、前川歩（遺構研究室研究員）ほか 

【年度実績と成果】 

○藤原宮大極殿院回廊の発掘調査（第 195次）を実施した。 

・調査地：橿原市高殿町。 

・調査期間：10月 2日～30年 3月 27日。 

・調査面積：592㎡。 

 

○調査成果 

・藤原宮大極殿院回廊北東隅部を調査した。その結果、東面回廊および北面回廊の

礎石抜取穴、礎石据付掘方を確認し、大極殿院回廊北東部の構造を明らかにした。

また、回廊造営段階の排水溝を検出するとともに、凝灰岩の粉末を敷く整地を確

認するなど、藤原宮造営期の状況を明らかにした。本調査により、藤原宮大極殿

院の南北規模が確定し、大極殿院全体の計画を検討するうえで重要な成果を得る

ことができ、30年度以降の継続調査につながった。 

 

年度計画評価  Ｂ 

【評定理由】 

下記各観点から評価を行った。①適時性においては、藤原宮大極殿院の様相を解明するために必要な場所を選定し、適切な

調査を行った。②独創性においては、これまで不確定であった大極殿院の南北規模を明らかにしたうえで、回廊の構造が解明

された点、藤原宮造営期の排水溝の在り方や整地方法など、新たな成果を得ることができた。③発展性においては、藤原宮大

極殿院のみならず、藤原宮全体の配置計画を検討するうえで重要な成果を得ることができ、今後の都城研究において重要な成

果を得ることができた。④効率性では、従前の調査成果などから事前に充分な準備を行い、効率的に調査を実施できた。⑤継

続性においては、藤原宮の様相解明のための長期的な継続調査の一環として大極殿院の継続的な調査を行っており、今後の継

続調査に資する成果を得た。事業は所期の目標通り順調に進んでいると判断した。 

観点 ①適時性 ②独創性 ③発展性 ④効率性 ⑤継続性 

定性評価 Ｂ Ａ Ａ Ｂ Ｂ 

【目標値】 

 

【実績値・参考値】 
(参考値) 

・報道発表数：1件（①）    ・現地説明会数：1件（②） 

・現地説明会来場者数：645人   ・論文等数：2件（③・④） 

・出土遺物：軒瓦等 20点以上、丸・平瓦コンテナ約 200箱、土器コンテナ約 13箱ほか 

・記録作成数：遺構実測図 52枚、写真 514枚 

定量評価 

－ 

①奈良文化財研究所都城発掘調査部「藤原宮大極殿院回廊の調査（飛鳥藤原第 195次調査）記者発表資料」（30 年 3月） 

②奈良文化財研究所都城発掘調査部「藤原宮大極殿院回廊の調査（飛鳥藤原第 195次調査）現地説明会」（30年 3月） 

③大林潤・前川歩「藤原宮大極殿院回廊の調査（飛鳥藤原第 195次調査）」『奈文研ニュース No.68 』（30年 3月） 

④大林潤・前川歩「大極殿院回廊の調査―第 195次」『奈良文化財研究所紀要 2018』（30年 6月予定） 

中期計画評価  Ｂ 

中期計画記載事項 
古代日本の都城の解明等を図るため、平城地区では平城宮跡東院地区と東大寺塔院地区の調査研究を進め、飛鳥・藤原地区で

は藤原宮跡大極殿院地区と飛鳥地域の寺院遺跡の調査研究を進める。 

評定理由及び 

今後の見通し 

発掘調査による古代国家藤原宮の復元という中期計画の目標をもとに、藤原宮大極殿院地区の発

掘調査と研究を進める計画の 4年目で、平成 29年度は、大極殿院回廊北東部の発掘調査を実施して

東面及び北面回廊を検出し、既往の調査と合わせ大極殿院の南北規模を明らかにする成果を得た。

計画に対して順調に成果を上げており、30年度以降も大極殿院地区の発掘調査を進め、藤原宮中枢

部の構造解明を目指す。 

回廊遺構検出状況 

－　　－304



 

 

 

【書式Ｃ】     施設名 奈良文化財研究所   処理番号 2132F-ｱ 6 

中期計画の項目 2-(1)-③-2) 新たな知見の開拓につながる基礎的・探求的な調査研究 

年度計画の項目 
2-(1)-③-2)

-ｱ 

③記念物、文化的景観、埋蔵文化財に関する調査研究 2)古代日本の都城遺跡に関する調査研究 

国家の形成過程や当時の生活実態の解明に向けて、遺跡の発掘調査、出土品・遺構等に関する調査研究及び伝統

的建造物に関する基礎的調査研究を行う。 

ア 古代都城の解明のため、平城宮跡東院地区及び第一次大極殿院地区、平城京跡、東大寺塔院地区、藤原宮大極

殿院地区、藤原京跡、及び飛鳥地域等の発掘調査を行う。 

プロジェクト名称 飛鳥地域等の発掘調査 

都城発掘調査部 

（藤原） 

【プロジェクトスタッフ（責任者に○）】○玉田芳英（部長）、西山和宏（主任研究員）、諫早直人（考

古第一研究室研究員）、大澤正吾（考古第二研究室研究員）、清野陽一（考古第三研究室研究員）、栗山

雅夫（企画調整部写真室写真技師）ほか 

【年度実績と成果】 
○山田道（明日香村飛鳥・東山）発掘調査（第 193・194次） 

・調査期間：4月 10日～6月 29日 

・調査面積：214㎡ 

調査成果 

・店舗新築にともなう発掘調査区（第 194次）と、山田道の南側溝の存在予想地の調査区（第 193次）。

第 193次調査区では南側溝と考えられる東西溝を検出し、最も東よりの地点での検出事例となった。 

・第 194次調査区では、古墳時代の木質遺物集中部や飛鳥時代の池状遺構を検出した。池状遺構は県内

でも最も古い事例の一つで、山田道の敷設によってその性格を変え、飛鳥時代後半には埋め立てられ

る。あわせて実施した地質学的分析によって、人為的に築造されたことを明らかにした。 

・調査地周辺で古代に大規模、かつめまぐるしい地形改変がおこなわれたことが判明した。南東から北

西へとなだらかに傾斜する現在の景観の形成は池状遺構が完全に埋め立てられた 7世紀後半である

ことが明らかとなり、飛鳥の土地開発史を考える上で重要なデータが得られた。 
○大官大寺南方（明日香村奥山）発掘調査（第 196次） 

・調査期間： 30年 3月 6日～23日 

・調査面積：探査 10000㎡・試掘 45㎡ 

調査成果 

・大官大寺南門の確認とその南方に広がる未調査地の様相を解明することを目的とした調査を 29年度

から開始した。調査は広範な地域を対象とする地下探査と、試掘調査をあわせて実施した。 

・試掘調査では建物か塀とみられる柱穴を 9基検出したが、存在の予想される東四坊坊間路は削平さ

れていると考えられた。また調査区の東部では流路の西岸とみられる東に向かって下がる旧地形を検出し、7世紀後半頃にこの旧地形を埋

め立て、平坦な地形へと改変していったとみられることが判明した。 

年度計画評価  Ａ 

【評定理由】 

下記の各観点から評価した。①適時性においては、第 193 次調査では機会を巧みにとらえ、山田道の遺構を検出したことからＡとした。②

独創性においては、第 193・194 次調査で自然科学的分析を利用した新たな手法の調査研究大きな成果をあげたことと、第 196 次調査で新た

な地域の調査を開始したことからＡとした。③発展性においては、第 193・194 次調査は今後同様の調査事例の参考となり、第 196 次調査で

は未調査地の様相の解明が期待されるため、Ａとした。効率性に関しては、必要な分析と検討を適切に実施し、所期の目的を大幅に上回る重

要な成果を得ることができたため、Ａとした。⑤継続性においては、これまでの飛鳥地域での調査成果を踏まえた上で、山田道や大官大寺南

方で新たな知見を得ていることから、Ａとした。以上から、事業の進捗状況は年度計画以上であると判断した。 

観点 ①適時性 ②独創性 ③発展性 ④効率性 ⑤継続性 

定性評価 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

【目標値】 

 

【実績値・参考値】 
・論文等：3 件（①～③） 

・出土遺物：土器類コンテナ 13 箱、瓦類コンテナ 2 箱、木製品コンテナ 4 箱 

・調査件数：3件 

定量評価 

－ 

①諫早直人「発掘調査の概要 山田道の調査（飛鳥藤原第 193・194次）」『奈文研ニュース』No.67(29年 12月) 

②諫早直人ほか「山田道の調査―飛鳥藤原第 193・194次）」『奈良文化財研究所紀要 2018』（30年 6月予定） 

③清野陽一「大官大寺南方の調査」『奈良文化財研究所紀要 2018』（30年 6月予定） 

中期計画評価  Ａ 

中期計画記載事項 
古代日本の都城の解明等を図るため、平城地区では平城宮跡東院地区と東大寺塔院地区の調査研究を進め、飛鳥・藤原地区で

は藤原宮跡大極殿院地区と飛鳥地域の寺院遺跡の調査研究を進める。 

評定理由及び 

今後の見通し 

古代日本の都城の解明等を図るため、藤原宮跡大極殿院地区と飛鳥地域の寺院遺跡の調査研究を

進めるという中期計画に対して、山田寺を取り巻く交通網の一端を解明し、目標達成に向けて順調

に成果を上げただけでなく、飛鳥地域の開発史について新たな知見を得るという成果を上げた。ま

た、大官大寺南方で新たな課題を設定した調査も開始した。今後も、適宜機会をとらえて、これま

で調査の手が及んでいなかった地域の様相解明を目指した調査を進めてゆく予定である。 

山田道調査区全景（北東から） 

－　　－305



 

 

 

 

 

【書式Ｃ】     施設名 奈良文化財研究所   処理番号 2132F-ｲ 1 

中期計画の項目 2-(1)-③-2) 新たな知見の開拓につながる基礎的・探求的な調査研究 

年度計画の項目 2-(1)-③-2)-ｲ 

③記念物、文化的景観、埋蔵文化財に関する調査研究 2)古代日本の都城遺跡に関する調査研究 

国家の形成過程や当時の生活実態の解明に向けて、遺跡の発掘調査、出土品・遺構等に関する調査研究及び

伝統的建造物に関する基礎的調査研究を行う。 

イ 出土遺物及び遺構に関する調査、分析、復原的研究を総合的・多角的に行い、調査研究が纏まったものよ

り順次公表する。 

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 

都城発掘調査部 

（藤原） 

【プロジェクトスタッフ（責任者に○）】○玉田芳英（部長）、尾野善裕（考古第二研究室長）、清野

孝之（考古第三研究室長）、西山和宏（主任研究員）ほか 

【年度実績と成果】 
・29年度の発掘調査で検出した遺構の図面・写真資料の作成・整理・分析研究とともに、出土

した遺物の整理・分析研究を進めた。特に、大量で良好な遺物が出土した第 194・195次発

掘調査（山田道）の調査研究では、これまで知られていなかった飛鳥地域の開発史を明らか

にするという成果をあげることができ（②）木簡については木簡学会等でも公表した（②・

④）。 

・28年度までの遺構図面・写真資料の再整理・再検討・分析研究とともに、出土遺物の再調査・

再整理・分析研究を進めた。藤原京関係では、報告書刊行に向けて右京九条二・三坊、瀬田

遺跡の遺構及び出土品の整理・分析作業を重点的に進め、条坊に関する発掘調査成果のデー

タ化を継続的に実施した。飛鳥地域関係では、石神遺跡の遺構及び出土品の整理・分析作業

を重点的に進めた。これらの成果の一部は、『奈良文化財研究所紀要 2018』で公表の予定で

ある（㉔・㉕）。 

・高松塚古墳の発掘調査報告書（⑧）を刊行するとともに、２本の講演（⑤・⑥）をおこな

った。また、藤原宮造営に関して（⑦・⑧）、石神遺跡・藤原宮への須恵器供給に関して（⑨）

などの講演・研究発表を行う一方、瀬田遺跡出土の弥生時代編み籠の研究成果を記者発表

する（①）などし、調査研究成果の公表に務めた。 

年度計画評価  Ａ 

【評定理由】 
下記の観点から評価した。①適時性においては、新たに出土した資料を迅速に公表したことに加え、調査研究成果を広く公開に努め、研究

発表等数において 28 年度を大幅に上回る実績（4 件→8 件）を上げたことから、Ａとした。②独創性においては、自然科学的分析を利用した
新たな手法の調査研究で飛鳥地域の開発の歴史を明らかにしたことから、Ａとした。③発展性においては、高松塚古墳の発掘調査報告書を刊
行して今後の基礎資料を提示したことと、飛鳥・藤原地域の研究にとどまることなく、地方における研究との連携の可能性を示せたことから、

Ａとした。効率性に関しては、研究成果全体として例年と比べて遜色ない成果を上げていることから、Ｂとした。⑤継続性においては、過年
度の調査成果をもふまえた研究を遂行していることから、Ａとした。以上から、事業の進捗状況は年度計画以上であると判断した。  

観点 ①適時性 ②独創性 ③発展性 ④効率性 ⑤継続性 

定性評価 Ａ Ａ Ａ Ｂ Ａ 

【目標値】 

 

【実績値・参考値】 

（参考値） 

・記者発表件数：3 件（①～③） 

・研究発表等数：8 件（④） 

・報告書：1 件（⑤）、論文等数：23 件 

定量評価 

― 

①奈良文化財研究所都城発掘調査部「瀬田遺跡出土編みかごの調査成果記者発表資料」（29年 6月） 

②奈良文化財研究所都城発掘調査部「山田道の調査（飛鳥藤原第 193・194次）記者発表資料」（29年 11月） 

③廣瀬覚「デジタルデータでみる高松塚古墳」奈良文化財研究所第 9 回東京講演会、10 月 7 日 

④石田由紀子「藤原宮造営に伴う瓦生産体制と瓦窯構造の変化」窯跡研究会第 15 回研究会、6 月 3 日 

⑤奈良文化財研究所・文化庁編『特別史跡高松塚古墳発掘調査報告』文化庁、5 月 31 日 

中期計画評価  Ａ 

中期計画記載事項 
古代日本の都城の解明等を図るため、平城地区では平城宮跡東院地区と東大寺塔院地区の調査研究を進め、飛鳥・藤原地区で

は藤原宮跡大極殿院地区と飛鳥地域の寺院遺跡の調査研究を進める。 

評定理由及び 

今後の見通し 

古代日本の都城の解明等を図るため、藤原宮跡大極殿院地区と飛鳥地域の寺院遺跡の調査研究を

進めるという中期計画の目標達成に向けて、飛鳥地域の開発の歴史を明らかにするという成果を上

げたことに加え、高松塚古墳の発掘調査に関する正式報告書を刊行するなど、例年をはるかに上回

る成果を上げている。今後も順次整理・検討作業を進め、成果を公表していく予定である。 

高松塚古墳発掘調査報告書 

特別史跡高松塚古墳発掘調査報告 

－　　－306



 

 

 

【書式Ｃ】     施設名 奈良文化財研究所   処理番号 2132F-ｲ 2 

中期計画の項目 2-(1)-③-2) 新たな知見の開拓につながる基礎的・探求的な調査研究 

年度計画の項目 2-(1)-③-2)-ｲ 

③記念物、文化的景観、埋蔵文化財に関する調査研究 

2)古代日本の都城遺跡に関する調査研究 

国家の形成過程や当時の生活実態の解明に向けて、遺跡の発掘調査、出土品・遺構等に関する調査研究及び

伝統的建造物に関する基礎的調査研究を行う。 

イ 出土遺物及び遺構に関する調査、分析、復原的研究を総合的・多角的に行い、調査研究が纏まったものよ

り順次公表する。 

プロジェクト名称 平城宮・京跡出土遺物・遺構の調査・研究 

都城発掘調査部 

（平城） 

【プロジェクトスタッフ（責任者に○）】○渡辺晃宏（副部長）、高妻洋成（埋蔵文化財センター長）、

森本晋（企画調整部長）ほか 

【年度実績と成果】 

 (1)29年度の発掘調査及び既往の調査による検出遺構・出土遺物の整理と研究 

・平城宮東院地区の調査（平城第 584・593・595次）、平城宮第一次

大極殿院南門周辺の調査（受託、平城第 585次）、中山瓦窯の調査

（平城第 586次）等で検出した遺構の検討、および出土した各種

遺物の洗浄・整理・実測・分析・保存処理等を実施。 

・報告書の刊行に向け、旧大乗院庭園、平城宮東区朝堂院地区、平

城京左京三条一坊一・八坪、右京一条二坊四坪・二条二坊一坪等

で出土した遺構・遺物の整理・分析を実施。 

・遺物（木製品）保存方法の開発および遺物（瓦）観察に関する新

手法の研究（①）。 

 

(2)調査・研究成果の公表 

・28年度に実施した発掘調査について、『紀要 2017』(②)にて報告。 

・29年度の発掘調査の概報を作成。 

・特別展『地下の正倉院展』(10月 14日～11月 26日・於：平城宮

跡資料館)を開催し、図録(③)を刊行するとともに、記者発表を実施した。 

年度計画評価  Ａ 

【評定理由】 

下記各観点から評価を行った。①適時性においては、発掘調査の進展に対応し、迅速な遺物・遺構の整理作業を進め、調査

の効率的遂行に還元することが出来た。特に、第 593次調査出土の膨大な遺物を迅速に整理して遺構の理解に大きく資した。

また、平城宮出土木簡の国宝指定に合わせて現物展示を行うことができたことも特筆される。②独創性において、当研究所内

での各部局と連携しつつ、木簡の削屑保存処理後の管理方法を開発することなど、多くの成果を上げることができた。③発展

性においては、木製品保存環境に関する近年の研究成果を反映した保管方法の導入試験を行った。また、SFMによって瓦の文

様や加工痕跡をデジタル三次元データとして蓄積し、分析する研究手法の開発に着手した。④効率性においては、②の新手法

も取り入れつつ情報技術を活用することで、作業効率を高めた。⑤継続性においては、従来からの調査の積み重ねによって得

られた知見を踏まえつつ、さらに新知見を蓄積することができた。以上から着実に事業の成果を上げたと判断した。 

観点 ①適時性 ②独創性 ③発展性 ④効率性 ⑤継続性 

定性評価 Ｓ Ａ Ａ Ｂ Ｂ 

【目標値】 

 

【実績値・参考値】 

(参考値) 

・論文等数：1件（①） 

・報告書等の刊行数：1件（②） 

定量評価 

－ 

①「Ⅲ平城宮跡等の調査概要」『奈良文化財研究所紀要 2018』30年 6月刊行予定 

②『地下の正倉院展－国宝平城宮跡出土木簡－』29年 10月 

中期計画評価  Ａ 

中期計画記載事項 
古代日本の都城の解明等を図るため、平城地区では平城宮跡東院地区と東大寺塔院地区の調査研究を進め、飛鳥・藤原地区で

は藤原宮跡大極殿院地区と飛鳥地域の寺院遺跡の調査研究を進める。 

評定理由及び 

今後の見通し 

古代日本の都城解明等を図るため、遺物・遺構研究の蓄積を計画している。当初計画通りの継続
的な調査・研究の蓄積のみならず、予想をはるかに超えて膨大に出土した遺物の迅速な整理・調査
作業を実施して発掘調査現場にフィードバックしたり、遺物の保管方法や調査手法などにおいて新
たな手法の導入を行うなど、当初計画を超える研究を展開している。以上から、計画以上に順調に
進展していると判断した。 

新たな大型木製品の保管体制状況 

－　　－307



 

 

 

 

【書式Ｃ】     施設名 奈良文化財研究所   処理番号 2132F-ｳ 

中期計画の項目 2-(1)-③-2) 新たな知見の開拓につながる基礎的・探求的な調査研究 

年度計画の項目 2-(1)-③-2)-ｳ 

③記念物、文化的景観、埋蔵文化財に関する調査研究 

2)古代日本の都城遺跡に関する調査研究 

国家の形成過程や当時の生活実態の解明に向けて、遺跡の発掘調査、出土品・遺構等に関する調査研究及び

伝統的建造物に関する基礎的調査研究を行う。 

ウ 飛鳥時代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、出土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研究として、藤原宮・

京跡や飛鳥・藤原地域に所在する寺院の出土部材の研究を行う。 

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 

飛鳥資料館 
【プロジェクトスタッフ（責任者に○）】 

〇石橋茂登（学芸室長）、西田紀子（学芸室研究員）、若杉智宏（学芸室研究員）ほか４名 

【年度実績と成果】 

・壁画古墳関連で韓国、中国の壁画古墳・天文図に関する資料を収集した。                                                                  

・28年度調査の成果を論文等で発表した（下記刊行物①～③）。 

・飛鳥寺跡出土の耳環、長法寺出土御正体についてＸ線 CTスキャンを実施

した。また、飛鳥寺跡出土の金・銀製品について蛍光Ｘ線による調査を実

施した。成果は 30年度刊行の紀要で報告する予定。 

・銭弘淑塔について 28年度に引き続き、蛍光Ｘ線分析と写真撮影を行った。

成果の一部を研究図録で刊行した（下記刊行物④）。 

・山田寺跡出土部材の計測調査を継続した。 

 

年度計画評価  Ｂ 

【評定理由】 

①適時性、⑤継続性については、28年度に引き続き、飛鳥寺跡出土品や銭弘淑塔などについて展覧会や再整理を契機として

考古・金属工芸資料の調査を行っており、壁画古墳関連も資料調査を継続している。そのため次第に成果が蓄積されているこ

とが評価できる。②独創性については、飛鳥資料館が所蔵している飛鳥寺跡出土品の調査は他機関では難しいものであり、銭

弘淑塔の調査もこれまで国内で悉皆的に調査されたことがない研究として高く評価できる。③発展性、④効率性については、

徐々に成果が蓄積されていることにより、銭弘淑塔については写真を中心とした図録を作成できた。これを土台により研究的

な調査を実施できる。調査作業のペースはさほど急速ではないが、順調に前進していることから効率性も確保されていると評

価できる。 

観点 ①適時性 ②独創性 ③発展性 ④効率性 ⑤継続性 

定性評価 Ｂ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ 

【目標値】 

 

【実績値・参考値】 

（参考値） 

・論文等数 3件 

・報告書等の刊行数 1件 

定量評価 

－ 

①諫早直人・石橋茂登・降幡順子「飛鳥寺塔心礎出土耳環」『奈良文化財研究所紀要 2017』29年 6月 

②石橋茂登「飛鳥・藤原地域出土金属製品の調査－坂田寺 SK160出土銭－」『奈良文化財研究所紀要 2017』29年 6月 

③若杉智宏「あすかの宇宙―飛鳥人のみた星座―」『飛鳥・藤原京を読み解く 古代国家誕生の軌跡』10月 7日 

④飛鳥資料館研究図録『日本所在の銭弘俶八万四千塔の調査１』30年 3月 30日 

中期計画評価  Ｂ 

中期計画記載事項 
古代日本の都城の解明等を図るため、平城地区では平城宮跡東院地区と東大寺塔院地区の調査研究を進め、飛

鳥・藤原地区では藤原宮跡大極殿院地区と飛鳥地域の寺院遺跡の調査研究を進める。 

評定理由及び 

今後の見通し 

飛鳥資料館の所蔵である飛鳥寺跡出土品は古代寺院の研究上欠かすことのできない重要資料であ

り、順調に作業が進んで成果につながっている。銭弘淑塔の調査も成果をまとめられる段階まで進

捗してきた。これらを中心に今後も継続が期待される。また、キトラ古墳・高松塚古墳に代表され

る古代壁画古墳の関連資料の調査は、都城の葬送を考える上でも重要で、国際的な視点からの調査

により比較することで成果が期待できる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

飛鳥寺跡出土の金属製品など 
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【書式Ｃ】     施設名 奈良文化財研究所   処理番号 2132F-ｴ 

中期計画の項目 2-(1)-③-2) 新たな知見の開拓につながる基礎的・探求的な調査研究 

年度計画の項目 2-(1)-③-2)-ｴ 

③記念物、文化的景観、埋蔵文化財に関する調査研究 

2)古代日本の都城遺跡に関する調査研究 

国家の形成過程や当時の生活実態の解明に向けて、遺跡の発掘調査、出土品・遺構等に関する調査研究及び

伝統的建造物に関する基礎的調査研究を行う。 

エ アジアにおける古代都城遺跡、生産遺跡及び陶磁器に関する調査研究並びに研究協力について、日本の古

代都城及び北魏洛陽城等に関する中国社会科学院考古研究所との友好議定書締結と学術交流の推進、中国の

生産遺跡（鞏義市黄冶窯跡・白河窯跡及び生産品）に関する河南省文物考古研究院との共同研究、北票喇嘛

洞墓地出土の陶器等の調査・分析を中心とする遼寧省文物考古研究所との共同研究、日韓古代文化の形成と

発展過程に関する韓国国立文化財研究所との研究者の発掘現場交流を含む共同研究等を、協定に基づいて行

う。また、調査研究が纏まったものより順次公表する。 

プロジェクト名称 中国との共同研究 

都城発掘調査部 

（平城） 

【プロジェクトスタッフ（責任者に○）】 

○渡辺晃宏（副所長）、玉田芳英（部長）、尾野善裕（同考古第二研究室長）、今井晃樹・神野恵・丹羽

崇・広瀬覚（同主任研究員） 

【年度実績と成果】 

 

・社会科学院：北魏洛陽宮城出土遺物調査。 

       新たな友好議定書と共同調査について協議議。 

『友好共同研究議定書』（期間 10年）締結。 

3年度より 5年単位で友好共同研究議定書を締結し、洛陽永寧寺、漢長安城桂 

宮、唐長安城大明宮太掖池、洛陽北魏洛陽城宮城の共同発掘調査を実施してきてお 

り、24年度以降新しい共同発掘調査開始にむけて交渉を進めてきたが、主とし 

て中国側の事情で締結に至らない状況の下、粘り強い交渉を重ねた結果、30年 

2月、先方の陳星燦所長・朱岩石副所長を招へいし、10年を期間とする友好共同研 

究議定書の調印を実現し、懸案を解決することができた。 

 

・河南省：『黄冶窯発掘調査報告書』日本語版について編集作業を進めた。 

・遼寧省：日中学術研究会の成果を研究報告書として刊行するための編集作業。 

     喇嘛洞遺跡他出土資料の予備調査。 

     新たな共同研究計画書・協定書の協議および調印。 

年度計画評価  Ａ 

【評定理由】 

下記各観点から評価を行った。①適時性においては、これまでに蓄積した研究成果の公表に向けた作業を行うのみならず、

並行して研究課題を確認しつつ新たな研究計画を協議することができた。②独創性においては、遺物の調査や記録作成におい

て、日本側の技術を積極的に導入した。③発展性においては、社会科学院との新友好議定書調印や、遼寧省との行動研究計画

書・協定書調印を行った。とりわけ、中国社会科学院考古研究所との議定書調印は重要である。これにより、今後の共同研究

の基礎を築くことができた意義は大きいと考える。④効率性においては、メール等を利用しての綿密な打ち合わせ・連携によ

って作業を効率的に進めることができた。⑤継続性においては、従前からの研究成果の蓄積と、さらにそれらを踏まえての研

究計画策定・協定書の調印を行うことができた。以上から、事業を計画通り着実に遂行したのみならず、予定以上の大きな成

果を得ることができたと言える。 

観点 ①適時性 ②独創性 ③発展性 ④効率性 ⑤継続性 

定性評価 Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ 

【目標値】 

 

【実績値・参考値】 

・実測図 35枚以上、写真撮影数約 130カット以上 
定量評価 

- 

 

中期計画評価  A 

中期計画記載事項 
古代日本の都城の解明等を図るため、平城地区では平城宮跡東院地区と東大寺塔院地区の調査研究を進め、飛鳥・藤原地区で

は藤原宮跡大極殿院地区と飛鳥地域の寺院遺跡の調査研究を進める。 

評定理由及び 

今後の見通し 

古代日本の都城の解明等を図るため、アジアにおける古代都城遺跡、生産遺跡及び陶磁器に関す

る調査研究並びに研究協力について、長年の懸案であった議定書の締結に成功するなど、当初の計

画以上に多くの成果をあげることができた。この成果によって、30年度以降は、中国社会科学院と

の発掘調査交流の実施などより活発な研究が展開できると期待される。 

遺物撮影の様子 
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【書式Ｃ】     施設名 奈良文化財研究所   処理番号 2133F 

中期計画の項目 2-(1)-③-3) 新たな知見の開拓につながる基礎的・探求的な調査研究 

年度計画の項目 2-(1)-③-3) 

③記念物、文化的景観、埋蔵文化財に関する調査研究 

3)重要文化的景観等の保存・活用に関する調査研究 

文化的景観及びその保護に関する基礎的・応用的な調査研究を推進し、特に北海道沙流郡平取町や長崎県平

戸市等の重要文化的景観の整備活用に関する情報の収集や専門家等との意見交換等を行う。また、これまでの

成果を踏まえつつ、文化的景観の学術及び保護に資する検討会等を主催し、複数の事例研究を踏まえ、文化的

景観の概念及び調査・計画手法等の体系化に取り組む。 

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 

文化遺産部 
【プロジェクトスタッフ（責任者に○）】○島田敏男（景観研究室長）、中島義晴（主任研究員）、惠谷

浩子（景観研究室研究員）、本間智希（景観研究室アソシエイトフェロー） 

【年度実績と成果】 

○基礎的・体系的研究 

・文化的景観研究集会（第 9回）を 12月 9日～10日に実施し、文化的景観における公共事業の事例や課題等について参加者

とともに検討した。9日にシンポジウムを開催し、10日に滋賀県東近江市伊庭地区の文化的景観のエクスカーションを行っ

た。参加者は 105名であった。 

・「文化的景観学」検討会を 5月 21日、8月 31日、12月 8日に開催し、文化的景観の概念及び調査・計画手法等の体系化及

び整備活用に関する検討を進めた。成果の一部を、京都府宇治市及び石川県金沢市の重要文化的景観についてまとめ、文化

的景観スタディーズ第 4冊として刊行した。 

・28年度に開催した文化的景観研究集会「地域のみかたとしての文化的景観」

の報告書を刊行した（刊行物③）。また、これまで作成してきた鳥瞰図を

解説するためのリーフレット『文化的景観全覧図』を作成した。 

○文化的景観保護に関する現地調査・研究 

・平戸市、東近江市等の文化的景観について、現地で関係者等への聞き取り

調査等を行い文化的景観の保護のあり方について検討を進めた。 

・京都市、南山城村等をフィールドに、市・村の担当部局への協力を通じて

文化的景観の価値や継承等に関する検討を行った。 

・当研究所ウェブサイトにおいて公開している重要文化的景観選定地区の情

報について、最新情報を追加した。 

年度計画評価  Ｂ 

【評定理由】 

下記各観点から評価を行った。①適時性においては、近年日本の多くの地域において取り組まれている文化的景観の代表的

な事例や公共工事の現状を検討しその成果を刊行することができた。②独創性においては、これまであまり取り上げられるこ

とがなかった公共工事と文化的景観の保護の問題を研究集会で扱い、現状及び課題を把握することができた。③発展性におい

ては、研究集会等で公共工事と文化的景観の保護の様々な事例を収集、検討できたことにより、今後のさらなる発展を期待で

きる。④効率性においては、検討会に様々な研究者・行政担当者を招聘して幅広く情報を共有し、その議論を研究集会へと展

開させ、また、日程を連続させることで、事業を連動させて効率的に進めることができた。⑤継続性においては、研究集会及

び検討会を 28年度までの成果を踏まえつつ開催できた。以上から本事業は大きな成果を上げていると判断した。  

観点 ① 適時性 ②独創性 ③発展性 ④効率性 ⑤継続性 

定性評価 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 

【目標値】 

 

【実績値・参考値】 

(参考値)・論文等数 9件（①）        ・研究発表等数 4件（②） 

・報告書等の刊行数 3件（③） 

定量評価 

－ 

①惠谷浩子「文化的景観研究 2－様々な分野における自然基盤と風景の関係」『ランドスケープ研究 81(2)』29年 7月、 ほか 7件 

②本間智希「文化的景観から建築を考える–北山杉の里・中川の建築調査を通じて−」29年 7月、ほか 3件 

③奈文研『地域のみかたとしての文化的景観（第 8回文化的景観研究集会報告書）』文化的景観スタディーズ第 5冊 30年 3月、ほか 2件 

中期計画評価  Ｂ 

中期計画記載事項 
文化的景観の保存・活用の促進等を図るため、重要文化的景観に関する情報を収集・整理し、成果を公開する。あわせて、複

数の事例研究により文化的景観の調査手法の体系化を行う。 

評定理由及び 

今後の見通し 

研究集会・検討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できた上、研究集会・検討

会では文化的景観の概念及び調査・計画等の体系化に関する検討を深め、また、研究成果の刊行及びウェブサ

イトの更新をして情報を継続的に公開し、保護行政・学術研究への貢献を図った。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深められたことは。大いに評価できる 

30 年度以降は、文化的景観の保存計画や整備活用事例の基礎的な情報収集、また、個別の事例・課題に対す

る検討を行い、成果の公表等をしていく。 

第 9回文化的景観研究集会 
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【書式Ｃ】     施設名 奈良文化財研究所   処理番号 2134F-ｱ 

中期計画の項目 2-(1)-③-4)-ｱ 新たな知見の開拓につながる基礎的・探求的な調査研究 

年度計画の項目 2-(1)-③-4)-ｱ 

③記念物、文化的景観、埋蔵文化財に関する調査研究 

4)全国の埋蔵文化財に関する基盤的な調査研究 

我が国の埋蔵文化財及びその保存・活用に関し、以下の調査研究を行う。 

ア 全国の遺跡に関する資料収集及び分析に有効な指標や手法についての研究を進め、その成果をデータベー

ス化して順次公開する。 

プロジェクト名称 遺跡データベースの作成と公開 

埋蔵文化財センター 

企画調整部 

都城発掘調査部 

○金田明大（遺跡・調査技術研究室長）、馬場基（都城発掘調査部主任研究員）、小田裕樹（都城発掘調

査部考古第二研究室研究員）、村田泰輔（遺跡・調査技術研究室アソシエイトフェロー）ほか 

【年度実績と成果】 

・28年度開催した第 20回古代官衙・集落研究集会の報告書、『郡庁域の空間構成』(奈良文化財研究所研究報告第 19冊、①)

を編集・刊行した。 

・都城に関する報告書のめくり作業をおこない、建物・遮蔽施設その他政庁を構

成する遺構を収集・整理した。 

・上記のデータを基に第 21回古代官衙・集落研究集会「地方官衙政庁域の変遷と

特質」の研究報告資料(②)および、当日配布の「政庁域遺構集成地方官衙図版

編」(③) 「政庁域遺構集成宮都図版・表編」（④）を作成した。 

・新たに刊行された官衙関係遺跡・寺院遺跡について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。 

・岩手県・宮城県・埼玉県・群馬県・奈良県の井戸遺構に関する資料を収集した。 

・岩手県・埼玉県・奈良県の古代井戸遺構に関する資料を収集・整理しそれらを

データベース化した。 

・皇朝十二銭に関するデータベースを作成し、岩手県・宮城県・埼玉県・群馬県・

奈良県の資料収集・整理しデータベース化した。 

・か帯に関する資料収集をおこなった。 

年度計画評価  Ｂ 

【評定理由】 

下記各観点から評価を行った。①適時性において、文化財保護行政で需要の高い官衙遺跡の基礎情報を提供し、その研究と

保護の施策を講じる上で寄与している。②独創性において、全国を網羅し、多彩なデータベース項目を備えることで多様な分

析が可能であり、他に類を見ない。③発展性において、公開データ地域・件数、データ種類を広げている。④効率性において、

官衙・集落遺跡の研究は、膨大な量のデータを比較検討する必要があり、それを効率よく検索・集計することに大きく寄与し

ている。⑤継続性においては、長期にわたり情報の追加と改定を継続してデータベースのさらなる充実化を図り、報告書等に

より公開している。以上の様に、各観点からみて、所期の目標を十分に達成していると認められ、Ｂと評価する。 

観点 ①適時性 ②独創性 ③発展性 ④効率性 ⑤継続性 

定性評価 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ 

【目標値】 【実績値・参考値】 

（実績値） 

・データベース入力補訂件数；合計 5056件 
官衙（遺跡 37／文献 529／建物 542／画像 330）古代寺院（遺跡 18／文献 277／建物 90／画像 363）古代

井戸（遺跡 278／文献 420／井戸 164）皇朝十二銭（遺跡 393／文献 794／銭 1440）か帯（仮名）（遺跡 135

／文献 177） 

・公開データ数；合計 98801件 報告書件数：1件 (①)  

(参考値) 研究集会当日資料集：3件(②③④) 

定量評価 

－ 

①大澤正吾ほか編『郡庁域の空間構成』奈良文化財研究所研究報告第 19冊、29年 12月 

②海野聡ほか編『地方官衙政庁域の変遷と特質』第 21回古代官衙・集落研究会当日資料、29年 12月 

③海野聡ほか編『政庁域遺構集成第一分冊地方官衙図版編』第 21回古代官衙・集落研究会当日資料、29年 12月 

④海野聡ほか編『政庁域遺構集成第二分冊宮都図版・表編』第 21回古代官衙・集落研究会当日資料、29年 12月 

中期計画評価  Ｂ 

中期計画記載事項 
遺物及び遺構の解明とその保存・活用の促進等を図るため、官衙・集落遺跡、古代瓦等に関し全国的な情報収

集及び連携に基づく調査研究を実施し、成果を公開する。 

評定理由及び 

今後の見通し 

研究は計画通り順調に進捗した。継続的な情報の蓄積が着実に図られており、我が国の古代官衙・

集落研究に寄与するところが大きい。当研究所が推進する「全国遺跡報告総覧」を効果的に活用す

る上でも、特に需要の多い官衙・集落・井戸について、その効率的な分析・研究を支える本データ

ベースは重要である。今後も継続して情報の収集と公開活用を推進したい。 

データベース画面 

－　　－311



 

 

 

 

【書式Ｃ】     施設名 奈良文化財研究所   処理番号 2134F-ｲ 1 

中期計画の項目 2-(1)-③-4) 新たな知見の開拓につながる基礎的・探求的な調査研究 

年度計画の項目 2-(1)-③-4)-ｲ 

③記念物、文化的景観、埋蔵文化財に関する調査研究 

4)全国の埋蔵文化財に関する基盤的な調査研究 

我が国の埋蔵文化財及びその保存・活用に関し、以下の調査研究を行う。 

イ 古代官衙・集落遺跡に関する研究集会、古代瓦に関する研究集会を実施し、報告書を刊行する。 

プロジェクト名称 古代官衙・集落遺跡研究、古代瓦研究 

都城発掘調査部 

（平城） 

【プロジェクトスタッフ（責任者に○）】○玉田芳英（部長）、渡辺晃宏（副部長）、馬場基・林正憲（主

任研究員）、小田裕樹（考古第二研究室研究員）、海野聡（遺構研究室研究員）、清野陽一（考古第三研

究室研究員）、大澤正吾（考古第二研究室研究員） 

【年度実績と成果】 

(1)第 21回古代官衙・集落研究集会「地方官衙政庁域の変遷と特質」（12月 8日～

9日、於：平城宮跡資料館講堂）を開催。 

研究報告は、海野聡「国庁と郡庁の正殿にみる建築的比較」、廣谷和也「多賀城

政庁と周辺城柵・郡衙の政庁の変遷と特質」、箕輪健一「常陸国庁と周辺郡衙の政

庁域の変遷と特質」、志賀崇「出雲国庁と周辺郡衙の政庁域の変遷と特質」、杉原敏

之「大宰府管内における政庁域の変遷と特質」、古尾谷知浩「文献からみた国・郡・

寺院の「庁」における政務とクラ」、李陽浩「国庁・郡庁建築と前期難波宮」、の計

7本。 

報告後、会場からの質問や意見を交えつつ、李陽浩氏の司会により報告者を中心

とした討論を行った。研究集会に際しては、報告資料集（②・③）を編集・刊行し、参加者等に配布した。 

(2)『第 20回古代官衙・集落研究集会報告書 郡庁域の空間構成』（奈良文化財研究所研究報告 19冊）(①)の刊行 

28年度開催した第 20回研究集会の報告書を刊行し、研究成果の公開を行った。 

年度計画評価  Ｂ 

【評定理由】 

下記各観点から評価を行った。①適時性においては、古代官衙・集落遺跡の調査・研究推進上における重要かつ適切な課題

を設定し、第 21回研究集会を開催した。28年度に開催した第 20回研究集会の成果を、遅滞なく研究報告書として刊行し、広

く公開した。②独創性においては、政庁域に焦点を絞り、全国的な集成のもと、国庁・郡庁の比較を通じてその歴史的特性を

論じることができ、特に空間の利用方法を巡る議論は当初予想を超えて新たな研究の視点をもたらした。③発展性においては、

政庁域は地方官衙の中心的遺構群であり、その歴史的特性を論じることで、地方社会・地方支配を巡る新たな課題を、参加者

も含めて共有することができた。④効率性においては、資料集成を先行して行い、報告者と共有して、研究の速度向上に努め

た。⑤継続性においては、当研究所の事業として、21回目の研究集会を開催したことは大きな功績であり、継続的に当研究所

内外から積極的な情報提供や研究集会への参加等を得ていることは評価に値する。例えば本研究集会報告書バックナンバーは

当初予想を超えて多方面から強く希求されている。以上から、事業を計画通り着実に遂行したと言える。 

観点 ①適時性 ②独創性 ③発展性 ④効率性 ⑤継続性 

定性評価 Ｂ Ａ Ａ Ｂ Ｂ 

【目標値】 

 

【実績値・参考値】 

(参考値) 

・論文等数 7件(うち当研究所 1件)  ・研究発表等数 7件(うち当研究所 1件) 

・報告書等の刊行数 3件（①②③） 

・研究集会参加者 144名。アンケート・回収率 134名(回収率 93％) 大変有意義 91名、有意義

38名、普通 5名、あまり有意義ではなかった 0名、有意義ではなかった 0名、無回答 0名。 

定量評価 

－ 

①『第 20回古代官衙・集落研究集会報告書 郡庁域の空間構成』（奈良文化財研究所研究報告 19）29年 12月 

②『第 21回古代官衙・集落研究集会 地方官衙政庁域の変遷と特質 研究報告資料』29年 12月 

③『政庁域 遺構集成』（第一分冊 図版編、第二分冊 図版・表編）29年 12月 

中期計画評価  Ｂ 

中期計画記載事項 
遺物及び遺構の解明とその保存・活用の促進等を図るため、官衙・集落遺跡、古代瓦等に関し全国的な情報収集及び連携に基

づく調査研究を実施し、成果を公開する。 

評定理由及び 

今後の見通し 

官衙・集落に関する情報収集・調査研究および成果の公開のために、研究集会を毎年開催し、ま
た研究報告を毎年出版することを計画している。計画通り情報収集・研究会開催・報告書出版を行
うことが出来ており、順調に進捗していると判断した。 
今後も、継続的・計画的に事業を推進していきたいと考えている。 

第 21回古代官衙・集落研究集会の

討論の様子 

－　　－312



 

 

 

 
 

【書式Ｃ】     施設名 奈良文化財研究所   処理番号 2134F-ｲ 2 

中期計画の項目 2-(1)-③-4) 新たな知見の開拓につながる基礎的・探求的な調査研究 

年度計画の項目 2-(1)-③-4)-ｲ 

③記念物、文化的景観、埋蔵文化財に関する調査研究 

4)全国の埋蔵文化財に関する基盤的な調査研究 

我が国の埋蔵文化財及びその保存・活用に関し、以下の調査研究を行う。 

イ 古代官衙・集落遺跡に関する研究集会、古代瓦に関する研究集会を実施し、報告書を刊行する。 

プロジェクト名称 古代瓦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） 

【プロジェクトスタッフ（責任者に○）】 

○清野孝之（都城発掘調査部考古第三研究室長）、今井晃樹・林正憲・岩戸晶子（同部主任研究員）、石

田由起子・清野陽一（同部研究員） 

【年度実績と成果】 

(1)第 18回シンポジウム 8世紀の瓦づくりⅦ「一本づくり・一枚づくりの展開１」（30年 2

月 3日～4日、於:平城宮跡資料館講堂）を開催。研究報告は、 

・梶原義実「一本づくり・一枚づくりの展開」 

・岩戸晶子「大和の一本づくり・一枚づくり」 

・新田剛「東海地方西部の一本づくり・一枚づくり」 

・前田清彦「東海地方東部の一本づくり・一枚づくり」 

・三好清超「中部地方の一本づくり・一枚づくり」 

・昼間孝志「関東地方西部の一本づくり・一枚づくり」 

・山路直充「関東地方東部の一本づくり・一枚づくり」 

・藤木海・神田和彦・佐川正敏・吉野武・水戸部秀樹「東北地方の一本づくり・一枚づくり」 

・西井龍儀・春日真実・中原義史・熊谷葉月・松葉竜司「北陸地方の一本づくり・一枚づくり」 

の計 9本。 

報告後、報告者を中心とした総合討論会を開催し、会場からの質問や意見を交えつつ、討論を行った。 

シンポジウムに際しては、発表要旨集（①）、資料集（②）を編集・刊行し、参加者等に配布した。 

(2)『古代瓦研究Ⅷ』(③)の刊行。 

第 16・17回シンポジウムの報告書を刊行し、研究成果の公開を行った。 

年度計画評価  Ｂ 

【評定理由】 

下記各観点から評価を行った。①適時性において、当初の予定通り第 18回シンポジウムを開催した。27・28年度に開催し

た第 16・17回シンポジウムの成果を、シンポジウム要旨集・報告書として刊行した。②独創性については、従来の軒瓦のみを

対象とした研究ではなく瓦の製作技法そのものに注目することにより、瓦生産を総体的に検討し、8世紀における中央と地方

との関係の具体相を把握することができた。③発展性においては、製作技法そのものの研究のため、軒瓦のみではなく出土瓦

の大半を研究対象とすることで、軒瓦の出土しない遺跡をも検討することができた。④効率性においては、全国の資料を一所

で集中的に検討することにより、各地の瓦生産の特性を逐一確認し議論することができた。⑤継続性においては、30年度は同

一のテーマで西日本の資料を中心に検討する予定である。以上から、本事業を計画通り着実に実施したと言える。 

観点 ①適時性 ②独創性 ③発展性 ④効率性 ⑤継続性 

定性評価 Ｂ Ａ Ａ Ｂ Ｂ 

【目標値】 

 

【実績値・参考値】 

(参考値) 

・論文等数 9件(うち当研究所 1件)  ・研究発表等数 9件(うち当研究所 1件) 

・報告書等の刊行数 3件（①②③） 

・研究集会参加者 141名。アンケート・回収 77名(回収率 55％) 

定量評価 

－ 

①「第 18回シンポジウム 8世紀の瓦づくりⅦ 一本づくり・一枚づくりの展開１」30年 2月 

②「第 18回シンポジウム 8世紀の瓦づくりⅦ 一本づくり・一枚づくりの展開 1 資料集（東日本編）」30年 2月 

③「古代瓦研究Ⅷ 東大寺式軒瓦の展開・飛雲文軒瓦の展開」30年 2月 

中期計画評価  Ｂ 

中期計画記載事項 
遺物及び遺構の解明とその保存・活用の促進等を図るため、官衙・集落遺跡、古代瓦等に関し全国的な情報収集及び連携に基

づく調査研究を実施し、成果を公開する。 

評定理由及び 

今後の見通し 

瓦を通じて、古代社会の実相に迫るという計画を着実に実施し、予定通り研究集会を行って十分

な成果を上げていることから、Ｂと判定した。 

今後も、計画的・継続的に着実に事業を推進していきたいと考えている。 

第 18回シンポジウムの 

討論の様子 

－　　－313



 

 

 

 

【書式Ｃ】     施設名 東京文化財研究所   処理番号 2211E 

中期計画の項目 2-(2)-①-1) 科学技術を応用した研究開発の進展等に向けた基盤的な研究 

年度計画の項目 2-(2)-①-1) 

①文化財の調査手法に関する研究開発の推進 

1)デジタル画像の形成方法等の研究開発 

高精細デジタル撮影により、文化財が本来有する多様な情報を目的に応じて正確・詳細に視覚化するとと

もに、その公開を目指して、調査・研究を行う。 

プロジェクト名称 文化財情報の分析・活用と公開に関する調査研究 

文化財情報資料部 

【プロジェクトスタッフ（責任者に○）】 

○二神葉子（文化財情報研究室長）、小山田智寛（研究員）、城野誠治（専門職員）、竹花真由子（研究

補佐員）、谷口毎子（研究補佐員） 

【年度実績と成果】 

○デジタル画像の形成方法の研究開発 

・不規則な平面を有する文化財の画像情報の取得・形成やガラス乾板など古写真の情報の活用を中心に検討した。所内プロジ

ェクト、外部資金による他プロジェクトとも連携し、東京国立博物館所蔵の平安仏画、鏡神社所蔵《水月観音図》など多数

の文化財の光学的調査を実施した。 

・媒体が脆弱で劣化が進み、資料情報の保全に緊急を要するガラス乾板からの画像取得については、当研究所所蔵のみならず、

「京都府所蔵資料のデジタル化事業」を継続的に実施するなど、過去の文化財の姿を伝える貴重な資料を含んだ画像情報の

利活用の促進のため、外部機関が所蔵するガラス乾板からの画像取得を実

施した。画像取得に当たっては、29年度導入した撮影機材をメーカーと共

同でカスタマイズし、より鮮明な画像を得られるようにした。 

○他機関と連携による情報共有・公開情報の作成 

・文化財アーカイブズ研究室と連携し『サントリー美術館所蔵 重要文化財 

四季花鳥図屏風に関する光学調査成果報告』及びサントリー美術館所蔵《泰

西王侯騎馬図屏風》に関する調査研究成果を所内資料閲覧室で公開するに

あたり、軽快な高精細画像の拡大・縮小に加えて、蛍光Ｘ線分析による調

査が行われた画面上のポイントと分析データを紐付けして公開できるよう

に加工した。 

・『春日権現験記第三巻・第四巻 光学調査報告書』を 9月 30日付で刊行し

た。 

年度計画評価  Ｂ 

【評定理由】 

下記各観点から評価を行った。①適時性においては、高精細の画像取得は我が国の文化財に対する国内外の関心にこたえる

ものである。また、ガラス乾板は乳剤の寿命に達しており画像消失の恐れがあることからも、時宜に適ったものである。②独

創性においては、光学的調査に際しては、独自に開発・選択した技術・機材を最大に活用することができた。③発展性におい

ては、撮影に用いた光源から任意の 2種による画像を表示して同時に拡大・縮小でき、四季花鳥図屏風では 158点、《泰西王侯

騎馬図屏風》では 234点の蛍光 X線分析の全データを掲載するなど、紙媒体にはないウェブ公開の特徴を最大に生かした。④

効率性においては、刊行物を本プロジェクトでは１点刊行し、効率よく活動を所内外に伝達できた。⑤継続性においては、光

学的調査を継続的に実施した。よって、順調かつ効率的に事業が推移していると判断した。 

観点 ①適時性 ②独創性 ③発展性 ④効率性 ⑤継続性 

定性評価 Ｂ Ｂ Ａ Ｂ Ｂ 

【目標値】 

 

【実績値・参考値】 

・（参考値）刊行物 1点（①） 

 

定量評価 

－ 

①『春日権現験記第三巻・第四巻 光学調査報告書』（東京文化財研究所、9月 30日） 

中期計画評価  Ｂ 

中期計画記載事項 
文化財の現状及び経年劣化等の記録や解析に応用するため、デジタル画像の形成や 3D 記録製作等について研究開発を進める。 

評定理由及び 

今後の見通し 

上記の中期計画の記載事項についていずれも所期の目標を達成した。30年度以降も、運営費交付

金や外部資金による他プロジェクトと連携し、効率的に調査研究を実施する。研究成果については、

「文化財に関する情報資料の収集・整備及び調査研究成果の公開・活用」と連携し、ウェブによる

発信に引き続き努める。 

平安仏画の調査の様子 

－　　－314



 

 

 

【書式Ｃ】     施設名 奈良文化財研究所   処理番号 2212F 

中期計画の項目 2-(2)-①-2) 科学技術を応用した研究開発の進展等に向けた基盤的な研究 

年度計画の項目 2-(2)-①-2) 

①文化財の調査手法に関する研究開発の推進 

2)埋蔵文化財の探査・計測方法の研究開発 

埋蔵文化財の調査における新たな手法の開発・導入と応用に関する研究を行う。特に、情報取得手段として

の遺跡探査、地質の検証、遺構･遺物の計測についての手法及び成果を活用する方法について研究を進める。 

プロジェクト名称 埋蔵文化財の探査・計測方法の研究開発 

埋蔵文化財センター 

【プロジェクトスタッフ（責任者に○）】○金田明大（遺跡・調査技術研究室長）、山口欧志（遺跡・調

査技術研究室アソシエイトフェロー）、西村康（ACCU所長：客員研究員）、西口和彦（桜小路電気社長：

客員研究員）、中村亜希子（客員研究員） 

【年度実績と成果】 

・平城宮、東大寺、飛鳥・藤原地域等における、SLAM等技術（カメラを用いた 3次元計測技術）を応用した手法による遺構計

測を実施した。 

・日本文化財科学会第 34回大会において成果を発表した。 

・第 2回文化財方法論研究会を共同開催し、三次元計測の活用とワークショップによる技術の普及をおこなった。 

・地上 LiDAR（レーザーによる計測）の有効性を検証し、各地の遺跡において試験的な計測と成果の精度・作業効率の評価を

おこなった。 

・日本の遺跡における効率的なマルチチャンネル地中レーダーの試験を実施し、取得

手法・機材の改良と有効性を確認した。 

・平城宮跡・藤原宮跡・恭仁宮跡・井寺古墳・小坂大塚古墳・塚原古墳群・宮滝遺跡・

鞠智城などの地形計測・遺跡探査を実施した。 

・平城京、飛鳥・藤原地域、長門鋳銭司、大神神社、中根八幡遺跡などの出土考古資

料の計測を実施した。 

・都城調査部と連携して平城宮・京瓦基準資料のデータベース化に向けた三次元計測

を進め、資料を蓄積している。 

・兵庫県・山形県・鳥取県の依頼により、地域の文化財担当者向けの三次元計測の利

用と活用に関する講習会を実施した。 

・平城宮・京出土土器資料の三次元計測による土器製作技法の検討をおこなった。 

・インドネシア ボロブドゥール遺跡の三次元計測をおこなった。            

年度計画評価  Ａ 

【評定理由】 

下記各観点から評価を行った。①適時性においては、計測・探査など基礎的な分野の研究を行った。地方公共団体等からの

計測・探査実施あるいは技術指導の依頼や災害復旧に伴う緊急の調査要請が多く。それらに即応して成果を上げた。②独創性

において、自治体などでも導入可能な廉価な機器等を改良して文化財に特化した手法を確立し、新しい手法として普及を図っ

ている。③発展性においては、既存の調査・研究の蓄積との連携に配慮しながら、地方公共団体等で簡便かつ廉価に導入可能

な方法を開発しており、基礎的な記録手段として広範に普及しつつあり、文化財の調査方法の改良と得られたデータの利活用

への基礎を担うものと考える。④効率性において、遺跡・遺物の詳細なデータを従来の数十分の一の時間と労力で計測・記録

する手法を、低コストで実現しつつある。⑤継続性においては、独法化以前からの研究資産・研究水準を引き継ぎつつ、不断

の技術改良と現在の文化財研究及び保護に要求される水準に沿った研究を進め、成果を上げている。以上の様に、所期の目標

を上回る成果が得られていると認められ、Ａと評価する。 

観点 ①適時性 ②独創性 ③発展性 ④効率性 ⑤継続性 

定性評価 Ａ Ｂ Ａ Ａ Ｂ 

【目標値】 【実績値・参考値】 

探査件数：19件 計測件数：32件 論文等件数：22件（①～③） 

発表等件数：19件 報告書等の刊行数 1件 講習会開催 4件 

定量評価 

－ 

①山口欧志ほか 大型遺物実測における三次元計測の有用性 奈良文化財研究所紀要 2017、29年 6月  

②金田明大 遺跡・遺構の計測 季刊考古学 140 3D技術と考古学（29年 10月） 

③金田明大・山口欧志・中村亜希子・石松智子 高精度物理探査手法による鞠智城広域遺構配置の把握 鞠智城「特別研究」

論文集 鞠智城と古代社会 6（30年 3月） 

中期計画評価  Ｂ 

中期計画記載事項 
遺跡調査の質的向上及び作業の効率化等を図るため、遺跡の探査・計測等の調査手法に関する研究開発を進め

る。 

評定理由及び 

今後の見通し 

29年度は 28年度に続いて考古学研究及び発掘調査の手法開発に寄与する研究開発と成果の普及

を行い、著しい成果を上げた。研究発表や各地での計測作業への地域の研究者、担当者の参加とと

もに、３県から文化財担当者向けの講習会の要請があり、これに対応したことも特筆される。今後

も行政における埋蔵文化財調査に資する研究を推進したい。熊本の被災遺跡の調査援助など、研究

で実用化できた手法を用いた支援も活発化している。研究の順調な発展を図り、今後増加すること

が見込まれる各地への技術援助に対応するため、予算および人員の配分を求めるとともに、外部資

金の調達なども考えていきたい。 

 

被災古墳の探査（井寺古墳） 

－　　－315



 

 

 

 

【書式Ｃ】     施設名 奈良文化財研究所   処理番号 2213F 

中期計画の項目 2-(2)-①-3) 科学技術を応用した研究開発の進展等に向けた基盤的な研究 

年度計画の項目 2-(2)-①-3) 

①文化財の調査手法に関する研究開発の推進 

3)年輪年代学を応用した文化財の科学的分析方法の研究開発 

出土遺物、建造物、美術工芸品等の木造文化財の年輪年代調査を実施し、考古学、建築史学、

美術史学、歴史学等の研究に資するとともに、年輪データの蓄積を進める。特に、奈良文化財研

究所で開発、実用化したマイクロフォーカスＸ線ＣＴを用いた非破壊調査手法により、福島県い

わき市金光寺所蔵木製宝篋印塔など、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。 

プロジェクト名称 年輪年代学研究 

埋蔵文化財センター 
【プロジェクトスタッフ（責任者に○）】○高妻洋成（センター長）、大河内隆之（主任研究員）、星野

安治（年代学研究室研究員）ほか客員研究員 4名 

【年度実績と成果】 

・出土遺物、建造物、美術工芸品等の多岐にわたる木造文化財を対象とした

年輪年代調査・研究を実施した。 

・出土遺物の調査・研究：平城第 524 次調査（法華寺旧境内隣接地）から出

土した削屑木簡を年輪年代学的な視点から観察することで、同一材に由来

する群に分類し、同一簡について検討するという新たな視点を打ち出し、

日本文化財科学会大会にて発表、第 11回ポスター賞を受賞した。 

・建造物の調査・研究：国宝薬師寺東塔の年代測定成果を奈文研紀要 2017

にて公表した。年輪年代測定により、『扶桑略記』などの記述と整合的な

730 年に伐採された木部材を見出した。これにより、東塔の木部構造は藤

原京の本薬師寺から移建したのではなく、平城京で新造されたものである

ことが確定した。この成果は、全国紙の 1面にも取り上げられた。 

・美術工芸品の調査・研究：マイクロフォーカス X線 CTを用いた非破壊調査

手法により、福島県いわき市金光寺所蔵木製宝篋印塔の年輪年代測定を行

い、調査成果を日本文化財科学会大会にて発表した。 

年度計画評価  Ａ 

【評定理由】 

下記各観点から評価を行った。①適時性においては、発掘や解体修理の進捗状況に的確に対応した年輪年代調査を迅速に実

施した。②独創性および③発展性においては、従来、年代測定を目的に活用されてきた年輪年代学的手法を、木簡の同一材推

定に活用するなど、独創性を発揮するとともに、古代史学への波及が期待できる。④効率性においては、デジタル画像技術の

活用により、多数の削屑木簡を調査対象として供するなど、効率的かつ正確に年輪年代調査を実施した。⑤継続性においては、

各地域の年輪データの蓄積を継続的に実施し、標準年輪曲線の拡充を図っている。以上のように、順調に事業が推移している

と判断し、評価を行った。 

観点 ①適時性 ②独創性 ③発展性 ④効率性 ⑤継続性 

定性評価 Ｂ Ａ Ａ Ａ Ｂ 

【目標値】 

 

【実績値・参考値】 

・論文等：8件（①） 

・発表等：4件（②） 

定量評価 

－ 

①国宝薬師寺東塔木部材の年代測定－建立年代について－、奈良文化財研究所紀要 2017、29年 6月 30日ほか 7件 

②平城京跡出土木簡の年輪年代学的手法による同一材の推定－「皇」「太子」削屑の事例を中心に－、日本文化財科学会第 34

回大会、29年 6月 10日（第 11回ポスター賞）ほか 3件 

中期計画評価  Ａ 

中期計画記載事項 
年輪年代調査による木造文化財の年代確定に資するため、年輪データの地域性に関する研究を進める。また、

年輪年代の非破壊調査等の新たな手法に関する研究開発を進める。 

評定理由及び 

今後の見通し 

年輪年代調査・研究を通して、各種文化財に資する情報を提供することができた。とくに、薬師

寺東塔の年代調査について、報道情報だけでなく研究的基本情報を公表できたことにより、建築史・

美術史・考古学等に大きく寄与すると考えられる。また、従来、主に年代測定の手段として使用さ

れることの多かった年輪年代学を、同一材推定の視点から木簡への応用を進めた点も、29年度の大

きな特徴である。今後、古代史学への貢献が期待されるなど、年輪年代学による調査・研究が発展

的に進展するものと判断し、評価を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平城第 524 次調査出土 

削屑木簡の同一材推定 

 

－　　－316



 

 

 

 

【書式Ｃ】     施設名 奈良文化財研究所   処理番号 2214F 

中期計画の項目 2-(2)-①-4) 科学技術を応用した研究開発の進展等に向けた基盤的な研究 

年度計画の項目 2-(2)-①-4) 

①文化財の調査手法に関する研究開発の推進 

4)動植物遺存体の分析方法の研究開発 

藤原宮跡等から出土する動植物遺体の調査を実施して古環境や動植物資源利用の歴史を明らかにするととも

に、多様な調査手法について基礎的な研究を行う。また、環境考古学研究の基礎となる現生標本を継続的に収

集して、公開する。 

プロジェクト名称 動植物遺体の調査研究 

埋蔵文化財センター 
【プロジェクトスタッフ（責任者に○）】○高妻洋成（センター長）、山崎健（環境考古学主任研究員）、

松崎哲也（環境考古学研究室アソシエイトフェロー） 

【年度実績と成果】 

○ 金井東裏遺跡、金井下新田遺跡（以上、群馬県）、六反田南遺跡、石舟戸遺跡（以

上、新潟県）、大曲輪貝塚（愛知県）、旧大乗院庭園、纏向遺跡（以上、奈良県）

などの遺跡から出土した動物遺存体や骨角製品を分析した。 

○ 新潟県の六反田南遺跡や石船戸遺跡において、約 5,000点におよぶ焼けた動物骨

の分析を実施した。有機質遺物が残りにくい堆積環境であっても、骨が焼けて無

機化したために、残りやすくなったものと考えられる。貝塚の分布密度が低く出

土事例の少ない日本海側における生業活動を検討できることを明らかにした。 

○ 藤原宮下層運河、平城京右京一条二坊・二条二坊において、古環境復元のための調

査をおこなった。 

○ 現生骨格標本の収集と公開を進め、三次元計測による立体的な骨格図譜の Webサ

イト（3D Bone Atlas Database）を更新した。学会や研究会において、標本の公

開・活用を進める重要性を広めた。 

○ 研究成果の発信として日本動物考古学会や日本中国考古学会、日本ウマ科学会、研

究成果の社会還元や普及事業として、金沢大学や池上曽根弥生学習館などで公開

講座や講演をした。 

年度計画評価  Ｂ 

【評定理由】 

 下記各観点から評価を行った。①適時性において、東日本大震災の復興事業に伴う支援要請に対応しながら、全国の地方公

共団体からの緊急性のある依頼や相談を受けて、分析・研究を進めることができた。②独創性において、従来の研究が貝塚出

土資料で議論され太平洋側が中心であったのに対して、焼骨に着目して、日本海側でも生業研究が可能であることを実践した。

③発展性において、他の時代に比べて研究が低調であった古代の動物遺存体研究について、新たな研究視点や分析方法を提示

した。④効率性において、分析対象の選定や分析工程の効率化により、復興事業に伴う発掘調査調査による膨大な出土資料の

分析に対応した。⑤継続性において、研究の基礎資料である現生標本の継続的な収集・公開や、三次元計測による立体的な骨

格図譜の Webサイトを拡充・更新した。以上の様に、所期の目標を十分に達成していると認められ、Ｂと評価する。 

観点 ①適時性 ②独創性 ③発展性 ④効率性 ⑤継続性 

定性評価 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 

【目標値】 

 

【実績値・参考値】 

論文等数：6件（①、②） 

研究発表等数：8件（③） 

定量評価 

－ 

①山崎健「六反田南遺跡から出土した動物遺存体」『六反田南遺跡 V』新潟県埋蔵文化財調査事業団、30年 3月 16日 

②山崎健「馬の貢進・貝の貢進」『条里制・古代都市研究』33、30年 3月 1日、ほか 4件 

③松崎哲哉・山崎健「現生標本の現状と課題―文化財防災の観点から―」『日本動物考古学会第５回大会』6 月 18 日、ほか 7

件 

中期計画評価  Ｂ 

中期計画記載事項 
過去の生活・生業活動の解明等を図るため、分析に必要不可欠な現生の動植物標本を収集・整理

するとともに、発掘調査等で出土した動植物遺存体等の調査手法に関する研究開発を進める。 

評定理由及び 

今後の見通し 

 計画通り順調に研究が進展した。焼骨に着目した研究事例は、これから基礎研究として幅広く普

及していくと考えられる。研究が低調であった古代について、新たな研究視点や分析方法を提示す

ることもできた。研究の基礎資料となる現生標本の収集・公開や 3D Bone Atlas Database の拡充・

更新を継続的に実施するとともに、現生標本の重要性や公開の意義に関する研究発表や論文執筆を

おこなった。30年度以降も引き続き、復興調査事業の支援を継続的に進めながら、動植物遺体の調

査研究を着実に実施していく。 

 六反田南遺跡から出土した焼骨 
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【書式Ｃ】     施設名 東京文化財研究所   処理番号 2221E 

中期計画の項目 2-(2)-②-1) 科学技術を応用した研究開発の進展等に向けた基盤的な研究 

年度計画の項目 2-(2)-②-1) 

②文化財の保存修復及び保存技術等に関する調査研究 

1)生物被害の予防と対策に関する調査研究 

歴史的建造物、古墳環境など生物制御が困難な空間にある文化財を対象として、簡易・迅速な生物モニタリ

ング手法に関する基礎研究を行うとともに、虫菌害被害を受けた文化財に対する環境低負荷型の防除方法や生

物被害痕跡のクリーニング技術の開発に向けた応用研究を行う。 

プロジェクト名称 文化財の生物劣化の現象解明と対策に関する研究 

保存科学研究 

センター 

【プロジェクトスタッフ（責任者に○）】 

○佐藤嘉則（生物科学研究室長）、小峰幸夫（アソシエイトフェロー）、佐野千絵（センター長）ほか 

【年度実績と成果】 

○歴史的建造物における環境低負荷型の殺虫処置方法である加湿温風殺虫処理に

ついて、他研究機関と協働で開発研究を進め、11月に国内で初めてとなる現地処

理を日光山内の社寺において実施した。その際に、処理対象となる木材害虫につ

いて殺虫効果の評価試験を実施した。 

○茨城県にある装飾古墳の扉石表面に発生した微生物被害について、非培養法によ

る遺伝子解析によって微生物群集構造を明らかにするとともに有効な微生物制

御方法について検討した結果をまとめて学術雑誌を通して発表した。 

○古墳壁画の微生物被害痕跡のクリーニングに用いる酵素の選抜・基礎性状分析

（夾雑活性など）について成果をまとめて学術雑誌を通して発表した。 

○油彩画表面に発育したカビの分離同定及び顔料上での発育特性について調査研

究を実施し、成果をまとめて学会発表及び学術雑誌を通じた報告した。 

○浮遊菌を簡易・迅速に測定できる新たな機器を用いて、実際にカビの被害がある 

博物館収蔵庫を調査地としてデータ収集を行った。30年度もデータ収集を継続し、最終的には基準値の提案を目指す。 

年度計画評価  Ａ 

【評定理由】 

下記各観点から評価を行った。①適時性においては、管理保全計画策定の中で高い需要が今後ますます期待される歴史的建

造物の温風処置方法の実施に向けた研究を実施した点を高く評価した。②独創性及び③発展性においては、従来の処理法では

適応不可であった古墳壁画の彩色部分の微生物被害痕跡（カビの菌糸等）について、分解酵素を用いて処理する発想に高い独

創性があり、酵素の選抜と文化財材料及び修復材料への影響の確認を経て、実用化まで進めた点は発展性のある特筆すべき成

果である。⑤継続性においては、微生物に起因する文化財の劣化現象の解明という普遍的なテーマについて、装飾古墳の扉石

表面に発育した微生物の群集構造解明研究を通して継続的に研究を遂行した。④効率性においては、以上の業務をプロジェク

トスタッフのそれぞれの専門性を生かして分担しながら効率よく遂行することができたといえる。よって、順調かつ効率的に

事業が進行していると判断した。 

観点 ①適時性 ②独創性 ③発展性 ④効率性 ⑤継続性 

定性評価 Ａ Ａ Ａ Ｂ Ｂ 

【目標値】 

 

【実績値・参考値】 

（参考値）・論文・報告 3件（①、②、③）: 合計 3件 

     ・学会発表 2件（④、⑤）、ほか 4件： 合計 6件 

定量評価 

－ 

①「装飾古墳における生物劣化と対策-石室石材の表面状態の保存-」（佐藤嘉則、文化財保存修復研究センター紀要、112-115P、東北芸術工科

大学、５月）、②「虎塚古墳石室の扉石表面に形成したバイオフィルムの微生物群集構造解析とその制御」（佐藤嘉則ほか 4名、『保存科学』57

号、pp.67-76、30年 3月、東京文化財研究所）、③「油彩画に発生したカビの同定と各種顔料における抗カビ性」（相馬静乃、佐藤嘉則、米村

祥央、『保存科学』57 号、pp.133-144、30 年 3 月、東京文化財研究所）、④「石人山古墳装飾石棺表面の微生物群集構造解析」（佐藤嘉則ほか

6名、文化財保存修復学会第 39回大会、金沢歌劇座、7月 1日）、⑤「歴史的木造建造物における新たな害虫モニタリング手法の実用性の検討」

（小峰幸夫、佐藤嘉則ほか 4名、文化財保存修復学会第 39回大会、金沢歌劇座、7月 1日）、ほか 4件 

中期計画評価  Ｂ 

中期計画記載事項 
大規模燻蒸に替わる虫菌害対策のシステム化をより向上させるため、浮遊微生物量の短時間・連続測定など新しいモニタリン

グ技術について基礎研究を行う。屋外環境においては、木造建造物や古墳など環境制御が困難な場所における生物被害の予防策

および対処法に関する調査研究を行う。 

評定理由及び 

今後の見通し 

中期計画の 2年目として、歴史的建造物に対する環境低負荷型の殺虫方法の現地処理を実施する

ことができて、3年目にかけて行う処理後の評価も順調に進んでいる。酵素を用いた微生物痕跡の

クリーニングに関する研究は調査研究を計画通り実施し、成果をまとめた。簡易・迅速な新しい生

物モニタリング手法に関する基礎研究については 3年目も引き続きデータを収集していく見通しで

ある。以上の理由から、中期計画の 2年目として順調に研究業務が遂行されたといえる。 

日光山内の社寺での加湿温風殺虫処理の様子 
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【書式Ｃ】     施設名 東京文化財研究所   処理番号 2222E 

中期計画の項目 2-(2)-②-2) 科学技術を応用した研究開発の進展等に向けた基盤的な研究 

年度計画の項目 2-(2)-②-2) 

②文化財の保存修復及び保存技術等に関する調査研究 

2)文化財の保存環境と維持管理に関する調査研究 

全国の文化財施設における白色 LED、有機 EL 光源の導入状況を把握するとともに、資料保存上、また展示

照明としての問題点を抽出し、その原因の科学的検証を進める。さらに、展示ケース内汚染物質軽減方法の

検討と清浄化マニュアルの普及を行う。 

プロジェクト名称 保存と活用のための展示環境の研究 

保存科学研究 

センター 

【プロジェクトスタッフ（責任者に○）】 

◯吉田直人（保存環境研究室長）、石井恭子（研究補佐員）、呂俊民（客員研究員）、佐野千絵（センタ

ー長）ほか 

【年度実績と成果】 

◯28年度にアンケートとして実施した、全国の文化財保存施設における白色 LED導入状況や効果等に関する調査結果の解析を

進め、最終結果を照明学会の視覚・色・光環境分科会シンポジウムで発表し、また照明学会誌にて公表した。 

◯光源の LEDへの転換に伴う展示効果の相違を科学的に検証するための実験システムによって、照     

射・視野角の相違による彩色サンプルの反射スペクトルへの影響、また LEDの波長特性に依存した

有機染料からの蛍光の影響について検討した。 

○展示ケース内に有機 EL照明を使用している博物館を視察し、展示効果やケース周辺の光環境につい 

て調査を行い、周囲の照明によるガラスへの光の映り込みが視認性に大きな影響を及ぼすことを見

出した。 

○収蔵庫の空気環境評価と、その清浄化について換気量や外気取り入れ量、内装材からのガス放散量

から解析する手法について検討を行った。 

○これまで行ってきた、博物館や美術館の展示ケース等における空気環境清浄化に関する研究成果を

もとに、学芸員向けの「美術館・博物館のための空気清浄化の手引き（暫定版）」を 100部作成し、

完成版に向けて内容等に関する意見を求めるアンケート用紙とともに、全国 53館の施設に配布した。 

                                                       

収蔵庫の換気状況調査   

年度計画評価  Ｂ 

【評定理由】 

下記各観点から評価を行った。①適時性においては、展示照明の LEDへの転換と空気環境清浄化は文化財施設において不可

避かつ対応に苦慮している問題であり、時宜に適った研究課題とすることができた。②独創性においては、基礎的検討であっ

ても、実際の展示、収蔵空間をなるべく模した実験系において検討を行った。③発展性においては、実際の展示、収蔵空間に

おいて学芸員自ら問題解決に資することの出来る手法を求め、またその観点での公表に努めたことに高い発展性を得たと判断

した。④効率性においては、保存環境に関する典型的かつ緊急性の高い問題に絞って検討を行った。⑤継続性においては、空

気環境清浄化に関する長年の研究成果の蓄積が、美術館や博物館向けの「美術館・博物館のための空気清浄化の手引き」とし

て結実した。よって、順調かつ効率的に事業が推移していると判断した。 

観点 ①適時性 ②独創性 ③発展性 ④効率性 ⑤継続性 

定性評価 Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ｂ 

【目標値】 

 

【実績値・参考値】 

（参考値）論文・解説等 1件（①）、学会等発表 4件（②～⑤）、成果物 1件（⑥） 
定量評価 

－ 

①「美術館・博物館における照明の現状とこれから－アンケート調査を通して－」（吉田直人、『照明学会誌』101(12) 

pp.558-562）、②「Towards A new standard for museum lightings in Japan」（ N. Yoshizawa, Y. Mizokami, C. Sano, N. Yoshida、

Museum Lighting Symposium 、9月 12日、London）、③「白色 LED光が蛍光性文化財材料の色彩に与える影響について」（吉田

直人ほか、日本文化財科学会第 34 回大会、6 月 10 日～11 日）、④呂俊民ほか：「収蔵庫の空気環境の評価と清浄化について」

（文化財保存修復学会第 39回大会、7月 1日）、⑤吉田直人ほか：「白色 LED光の被照射面での挙動と色彩への影響に関する考

察」（文化財保存修復学会第 39回大会、7月 1日）、⑥「美術館・博物館のための空気清浄化の手引き（暫定版）」（30年 3月、

東京文化財研究所） 

中期計画評価  Ｂ 

中期計画記載事項 
文化財の展示照明として導入が進む白色 LED、有機 EL 光源が文化財の保存に与える影響並びにその展示照明としての評価方

法を検討する基礎研究を実施し、照明に関する新たな基準作成に資する。また、文化財に影響を与える展示ケース内汚染物質の

軽減方法に関して検討を行い、空気清浄化マニュアルを作成して成果普及を図る。 

評定理由及び 

今後の見通し 

中期計画をベースとした年度計画に沿って順調に成果を挙げた。今後、保存と活用の両立の観点

から、さらに LEDや有機 ELの展示照明としての適性評価に資する研究を推進する。また暫定版とし

て発行した『美術館・博物館のための空気清浄化の手引き』の最終版完成と全国の文化財施設への

普及を図りたい。 
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【書式Ｃ】     施設名 東京文化財研究所   処理番号 2223E 

中期計画の項目 2-(2)-②-3) 科学技術を応用した研究開発の進展等に向けた基盤的な研究 

年度計画の項目 2-(2)-②-3) 

②文化財の保存修復及び保存技術等に関する調査研究 

3)可搬型分析機器を用いた文化財の材質・構造、及び保存状態に関する調査研究 

複数の小型可搬型機器を活用して、絵画・工芸品等に関する高精度な材質・構造・状態調査を行う。可搬

型 X 線回折装置、小型 FCR 現像機のその場分析への適用を進め、定量的な評価手法を構築する。 

プロジェクト名称 文化財の材質・構造・状態調査に関する研究 

保存科学研究 

センター 

【プロジェクトスタッフ（責任者に○）】 

○犬塚将英（分析科学研究室長）、早川泰弘（副センター長）、城野誠治（文化財情報資料部専門職員）、

岡田健（客員研究員）、古田嶋智子（客員研究員） 

【年度実績と成果】 

○可搬型分析装置を用いたその場分析 

・可搬型蛍光Ｘ線分析装置による材料調査として、絵画、工芸品、金銅仏などの調

査を実施した。平安～鎌倉期の仏画を集中的に調査し、彩色材料の特徴を顕在化

させるとともに、白色顔料の変遷、緑色顔料の多様性等について検討を重ねた。 

・可搬型Ｘ線回折分析装置を用いて、煉瓦造建造物（INAXライブミュージアム）に

析出している塩類のその場分析を実施した。また、周辺の温湿度及び照度、煉瓦

の含水量の測定結果と比較することにより、煉瓦像建造物の劣化と保存環境に関

する検討を行った。 

・小型 FCR現像機から得られる高解像度Ｘ線画像データを用いた定量的な計測に関

する検討を行った。 

○検出器開発 

・可搬型Ｘ線回折装置への適用を目標として、2次元イメージング検出器の開発を行った。ガス電子増幅フォイルと新しい信

号読出しを行う基板を搭載した検出器の改良を行い、粉末試料からのＸ線回折像を検出する基礎実験を行った。 

○研究成果発表 

・これまでに得られた調査結果などをまとめて、論文 1件、学会発表 2件の研究成果発表を行った。また、これまでに調査を

実施した絵画作品に関する光学調査報告書を刊行した。 

年度計画評価  Ａ 

【評定理由】 

下記各観点から評価を行った。①適時性においては、絵画、工芸品、金銅仏等の様々な文化財の調査時に、それぞれの調査

の目的に応じて最適な分析手法を選択し、可搬型分析装置を用いた分析調査を迅速に実施した。②独創性においては、文化財

調査の分析手法の改良の一環として、Ｘ線の２次元イメージング検出器の開発を独自に進めている。③発展性においては、調

査対象に適した分析手法の改良や検出器の開発など、今後の文化財調査への発展が見込まれる点を高く評価した。④効率性に

おいては、分析装置の輸送・設置方法、データ解析の手法等の改良を重ねることにより、分析調査の効率が向上した。⑤継続

性においては、同一の手法を用いて分析を継続することにより、分析結果の正確性を維持している。よって、順調かつ効率的

に事業が推移していると判断した。 

観点 ①適時性 ②独創性 ③発展性 ④効率性 ⑤継続性 

定性評価 Ａ Ａ Ａ Ｂ Ｂ 

【目標値】 

 

【実績値・参考値】 

（参考値）論文等 1件（①）、学会発表等 2件（②、③）、報告書等 1件（④） 
定量評価 

－ 

①早川泰弘、城野誠治：「国宝信貴山縁起絵巻の蛍光Ｘ線分析」（『保存科学』57号、30年 3月）、②佐々木淑美、犬塚将英：「INAX

ライブミュージアム「窯のある資料館」における保存環境と塩類析出に関する調査」（日本文化財科学会第 34 回大会、6 月 9

日～11 日）、③早川泰弘：「国宝慈光寺経における真鍮泥の利用」（日本文化財科学会第 34 回大会、6 月 9 日～11 日）、④『春

日権現験記絵 巻五・巻六 光学調査報告書』（30年 3月、東京文化財研究所） 

中期計画評価  Ｂ 

中期計画記載事項 
各種の可搬型分析機器を用いた文化財の材質・構造に関する調査方法を確立し、日本絵画における顔料の変遷についての研究

を進めるとともに、金工品等における黄銅（真鍮）材料の利用実態を明らかにする。新たに可搬型 X 線回折装置を導入し、各種

文化財の保存状態等に関する調査研究を進める。 

評定理由及び 

今後の見通し 

可搬型蛍光Ｘ線分析機器を用いた分析調査を行ったことにより、日本絵画で用いられている顔料

についての研究成果が得られた（論文 1件①、学会発表 1件③、報告書 1件④）。また、可搬型Ｘ線

回折装置を活用することにより、金属製品に見られる腐食生成物の詳細な分析、及び建造物に見ら

れる析出塩類のその場分析（学会発表 1件②）を実施することができた。中期計画の 2年目に得ら

れたこれらの新たな分析結果及び考えられる劣化原因との関係を参考にしながら、30年度以降は文

化財の保存方法に関する調査へのさらなる発展も予定している。 

可搬型蛍光 X 線分析装置による 

絵画の彩色材料調査 
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【書式Ｃ】     施設名 東京文化財研究所   処理番号 2224E 

中期計画の項目 2-(2)-②-4) 科学技術を応用した研究開発の進展等に向けた基盤的な研究 

年度計画の項目 2-(2)-②-4) 

②文化財の保存修復及び保存技術等に関する調査研究 

4)屋外文化財の劣化対策に関する調査研究 

屋外に所在する石造・木質文化財及び自然史資料を対象に、覆屋の機能・遺構の露出展示に関する課題と

して、周辺環境等の劣化要因の究明及び修復材料・技術に関する研究を行う。また、石塔など石造文化財の

災害事例及び災害対策に関する基礎的調査を行う。また、現在一時保管場所での長期的な保管を余儀なくさ

れている被災文化財に関して、その保存・修復方法に関する研究を進める。 

プロジェクト名称 屋外文化財の劣化要因と保存対策に関する調査研究 

保存科学研究 

センター 

【プロジェクトスタッフ（責任者に○）】 

○朽津信明（修復計画研究室長）、森井順之（主任研究員）、栁沼由可子（研究補佐員） 

 

アンモナイト館における照度測定風景 

【年度実績と成果】 

屋外に位置する美術工芸品や文化財建造物等の劣化要因となる周辺環境   

の変化について、以下の通り調査研究を進めた。 

○覆屋の劣化軽減機能に関する調査研究では、遺構保存覆屋根に使われる

材料を対象に調査研究を進めた。吉胡貝塚（田原市）や須玖岡本遺跡・

ウトグチ瓦窯（春日市）において照度・紫外線強度データロガーを設置

し、積算照度と着生生物繁茂の関係について把握を進めた。 

○遺構の露出展示に関する調査研究では、地層大切断面（大島町）におけ

る侵蝕量調査を実施した。また、牧島アンモナイト館において化石産出

地の露頭に着生する藻類について照度連続観測をスタートしたほか、富

山市や神流町などの恐竜足跡化石露頭やいわき市アンモナイトセンター

など、化石産出地露頭の保存展示事例に関して調査を行った。また、断

層の現地展示事例に関しても調査を継続した。 

○石塔の地震対策に関する調査研究では、高知藩主山内家墓所（高知市）  

の石灯籠の倒壊事例などの調査を行った。 

○過去に修復された屋外文化財の保存状態評価では、27年度に保存修理を実施した鎌倉大仏において、損傷記録データの整理、

今後大仏内での地震計測を開始した。 

年度計画評価  Ｂ 

【評定理由】 

下記各観点から評価を行った。①適時性においては、熊本地震など直下型地震では石造文化財の被災が目立っており、二次

災害の危険性を考えても対策立案のための研究は急務である。②独創性においては、今まで文化財科学分野で取扱いが少なか

った自然史資料に目を向けた点が独創的であり、石造物や遺跡などの保存を行う立場からその保存活用の問題点や対策につい

て調査を開始した。③発展性においては、遺跡の活用において新しい材料を用いる機会が増えるなか、ここで得られた基礎デ

ータの活用が今後期待できる。④効率性においては、今後調査対象とする地震痕跡について網羅的に現地調査を行い、効率的

な問題点の整理を行うことができた。⑤継続性においては、多くの屋外文化財は過去の修理から年数が経っており、現在の保

存状態や次期修理を見据えた調査の継続が求められる。よって、順調かつ効率的に事業が推移していると判断した。 

観点 ①適時性 ②独創性 ③発展性 ④効率性 ⑤継続性 

定性評価 Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ 

【目標値】 

 

【実績値・参考値】 

・（参考値）論文等発表 2件（①、②） 

学会・研究発表 2件（③、④） 

定量評価 

－ 

①「多視点ステレオ技術に基づく磨崖和霊石地蔵の劣化状況評価」（朽津信明・森井順之・酒井修二・運天弘樹、『保存科学』 

57号、pp.1-10、30年 3月）、②「保存科学から見た被災古墳の修復史」（朽津信明、『保存科学』57号、pp.77-90、30年 3月）、

③「断層露頭の保存に関する保存科学的考察」（朽津信明・森井順之、文化財保存修復学会第 39 回大会、金沢歌劇座、7 月 1

日）、④「地質露頭の科学的保存と公開に関する研究」（朽津信明・森井順之、日本応用地質学会平成 29年度研究発表会、岡山

理科大学、10月 12日～13日） 

中期計画評価  Ｂ 

中期計画記載事項 
屋外に所在する石造物や木造建造物等について、凍結劣化や塩類風化、頻繁な生物被害などの屋外特有の保存環境要因、及び

地震や水害などの自然災害による劣化・破損を軽減するための方法について調査研究を行う。 

評定理由及び 

今後の見通し 

中期計画に沿って順調に各種文化財の劣化に関するデータが蓄積されている。特に、熊本地震の

被災文化財については、被災後 2年目となり、個々の被災状況が具体的に把握できてきている。30

年度以降、具体的な修復方針の策定に繋げられると期待される。また、自然史資料についても事例

が蓄積され、30年度からは具体的な保存対策の議論に進めることが期待される。以上より、順調に

計画通り実行されていると判断した。 
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【書式Ｃ】     施設名 東京文化財研究所   処理番号 2225E 

中期計画の項目 2-(2)-②-5) 科学技術を応用した研究開発の進展等に向けた基盤的な研究 

年度計画の項目 2-(2)-②-5) 

②文化財の保存修復及び保存技術等に関する調査研究 

5)文化財の修復技法及び修復材料に関する調査研究 

美術工芸品及び建造物等の修復においてこれまでに使用されてきた伝統材料及び今後使用が想定される新

しい修復材料について、調査研究と評価を行う。絵絹や染織品に用いられる絹の調査及び染色に用いられた

染料や染色技法について現地調査や物性調査を行う。また、酵素を用いた修復に関して、修復材料への影響

評価など多角的な検討をし、現場での具体的な適用方法を確立する。 

プロジェクト名称 文化財修復材料と伝統技法に関する調査研究 

保存科学研究 

センター 

【プロジェクトスタッフ（責任者に○）】 

○早川典子(修復材料研究室長)、佐藤嘉則（生物科学研究室長）、森井順之（主任研究員）、倉島玲央（研

究員）、濱田翠（研究補佐員）、菊池理予（無形文化遺産部主任研究員）ほか 

【年度実績と成果】 

〇文化財の修復材料に関する調査 

・古典的製法で作製された膠に関する研究 

28年度までデンプン糊やフノリに関する調査研究と現場適用を行ってきたが、29年度

は膠について研究を集中的に行った。古典的製法で作製された膠の現場適用にあたっての

使用条件について包括的に提示できるようになった。 

・染織品に関する調査 

28年度までの藍染に関する調査を踏まえて、29年度は基底材の調査を行った。特に、

画材にも用いられているセルロース系材料の識別を検討した。天然布系のうち、木綿、麻

のみならず葛布などとの判別方法に関して検討を行った。 

〇文化財の修復技法に関する研究 

・ジェルクリーニング方法に関する検討 

粘着テープや油汚損の除去などに関連し、作品の表面上に洗浄用液体を長くとどめておくために用いるジェルクリーニン

グ方法の検討を行った。29年度は特にジェルからの作品への残留物質の有無の確認に焦点を当てた。 

・汚れのクリーニングのための酵素適用条件の検討 

29年度は溶菌酵素の適用に関して、修復材料と色材への影響確認を行った。また、ポリビニルアルコール分解酵素の現場

適用について発表した。 

年度計画評価  Ａ 

【評定理由】 

下記各観点から評価を行った。①適時性においては、新規クリーニング材料として注目されているジェランガムの適応につ

いての検討や改良膠の現場適用を行っており、Ａと判定した。②独創性においては、従来の修復材料の物性を検証し改質する

ことで、修理対象に適した修理材料開発を目指している点が特に独創性が高いと判定した。③発展性においては、得られた基

礎データを従来は伝統材料による修復は難しいとされていた案件への適用を検討しており、その拡張性の広さからＡと判断し

た。④効率性においては、複数のテーマを効率的に遂行した。⑤継続性においては、30年度以降に基礎データ、修理現場への

還元を行う予定でＢと判断した。よって、順調かつ効率的に事業が推移していると判断し総合評価をＡとした。 

観点 ①適時性 ②独創性 ③発展性 ④効率性 ⑤継続性 

定性評価 Ａ Ａ Ａ Ｂ Ｂ 

【目標値】 

 

【実績値・参考値】 

論文 3件（①、②） 

学会発表 8件（③、④、⑤） 

定量評価 

－ 

①「ジェランガムゲル処置による紙資料への影響」（貴田啓子ほか、『保存科学』57号、pp.123-132、30年 3月）、②「法隆寺

金堂壁画写真原板のフィルム支持体に関する赤外分光分析」（濱田翠、早川典子、『保存科学』57号、pp.101-110、30年 3月）、

ほか 1件 ③「ポリビニルアルコール分解酵素の彩色・絵画修復への適用」（早川典子ほか、文化財保存修復学会第 39回大会、

金沢歌劇座、7月 2日）、④「膠の性状と装潢における適性の関連」（宇髙健太郎、早川典子ほか、文化財保存修復学会第 39回

大会、金沢歌劇座、7月2日）、⑤「Application of the enzymes for removing polyvinyl alcohol(PVA) from the artworks,」（Noriko Hayakawa, 

Kiyofumi Sakai and Wataru Kawanobe、ICOM-CC 18th triennal conference、Tivoli Hotel, Copenhagen,、9月 4～8日）、ほか 5 件 

中期計画評価  Ｂ 

中期計画記載事項 
美術工芸品や建造物等の修復に貢献するため、伝統的な修復材料・技法についての科学的調査を行い、その安定性についての

評価を行う。また旧来の材料・技法では施工が困難とされてきたものについて、新規の材料・技法の開発に関する調査研究を行

う。 

評定理由及び 

今後の見通し 

中期計画に沿った成果が得られていると考えた。伝統的な修復材料・技法についての科学的調査

としては膠の研究が現場適用を行うまで至っており、新規材料・技法の開発については、酵素を効

果的に用いる手法としてジェランガムの適用検討を開始した。30年度はさらにこれらを発展させつ

つ、彩色文化財の修復に関する包括的な知見を得ることを目的とする。 

天然布系の判別方法の検討 
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【書式Ｃ】     施設名 奈良文化財研究所   処理番号 2226F 

中期計画の項目 2-(2)-②-6) 科学技術を応用した研究開発の進展等に向けた基盤的な研究  

年度計画の項目 2-(2)-②-6) 

②文化財の保存修復及び保存技術等に関する調査研究 
6)考古遺物の保存処理法に関する調査研究 
種々の材料調査分析法を総合的に活用して出土遺物の材質、構造及び劣化状態に関する診断調

査を行い、保存処理法の開発に資する基礎的なデータを収集する。特に、鉄製遺物の効果的な新
規の脱塩法を確立するための基礎研究を行う。また、木製遺物の物性、化学組成及び組織構造に
関する基礎データを集積し、システマティックな含浸処理法に関する基礎研究を行う。 

プロジェクト名称 考古遺物の保存処理法に関する調査研究 

埋蔵文化財センター 

【プロジェクトスタッフ（責任者に○）】 

○高妻洋成（センター長兼保存修復科学研究室長）、田村朋美（都城発掘調査部研究員、保存修復科学

研究室研究員（併任））、柳田明進、松田和貴（以上、保存修復科学研究室研究員） 

【年度実績と成果】 

○X線透過撮影、蛍光 X線分析、走査型電子顕微鏡などの種々の手法を総合的に活用して、
薬師寺等の古代寺院出土金銅製木口金具について材質・構造調査を実施し、古代の建築
金具の製作技法に関する基礎的な情報を提示した。 

○鉄製遺物の新規脱塩法の開発のための実験室実験を実施し、新規法は従来法と同等もし
くはそれ以上の処置後の腐食抑制効果を示すとともに、処置中の腐食が従来法に比べて
顕著に低いことを示した。 

○「金属製遺物の調査・研究に関する最近の動向」と題した研究集会を開催し（30年 3月

9日）、金属製遺物の埋蔵環境中での劣化から出土後の自然科学的調査、保存処理及び

展示・保管・活用の各段階における課題について、全国の文化財担当者と情報を共有

し、意見交換を行った。 

○平城宮跡出土木製遺物の一時保管中の溶存酸素や酸化還元電位などの水質に関する基

礎的なデータを収集するとともに、 種々の環境因子が保管中の遺物の劣化に及ぼす影響を定量的に検討するための実験を

開始した。 

○木製遺物内部への保存処理薬剤の浸透性に大きく関与する物性値を実測するための基礎的な実験を開始した。 
○キトラ古墳出土品、山田寺跡出土木製品（重要文化財）、および将来指定候補となり得る平城宮京出土木簡の保存処理を良
好に実施した。 

○木簡の削り屑を効率よく保存処理する治具および保存処理後の保管箱を開発した。 

年度計画評価  Ａ 

【評定理由】 

 下記各観点から評価を行った。 

①適時性：金属製遺物や大型木製遺物の保存技術について未解決の課題に取り組んだ。キトラ古墳出土品および山田寺跡出

土木製品の保存処理および指定に向けた平城宮京跡出土木簡の保存処理を進めた。②独創性：鉄製遺物の新規脱塩法の開発を

進め、従来法との腐食抑制効果と比較して、極めて良好な結果を得た。木簡の木取や寸法に応じて卓越した技術により保存処

理を実施した。③発展性：様々な分析法を複合的に活用することにより、多様な考古遺物の材質・構造調査に対応できた。④

効率性：各種の材質構造を総合的に分析することで、効率よく遺物の診断調査を実施し、遺物の劣化原因を究明できた。保存

処理後の木簡の削り屑の保管箱を開発したことにより、効率よくまた安全に保管することが可能となった。⑤継続性：奈良文

化財研究所に大量に保管されている平城宮および飛鳥・藤原宮跡出土遺物を対象にすることで、多くの遺物の材質・構造調査

のデータを継続的に収集することができた。また、29年度に保管環境のモニタリング体制を構築したことにより、安定的に基

礎データを蓄積することができた。以上のことから、所期の目標を上回る成果が得られていると認められ、Ａと評価する。 

観点 ①適時性 ②独創性 ③発展性 ④効率性 ⑤継続性 

定性評価 Ａ Ａ Ｂ Ａ Ｂ 

【目標値】 

 

【実績値・参考値】 
(参考値) 
・論文等数：3件（①）   ・研究発表等数：8件（②③）   ・研究集会等の開催：1件 

・刊行物：1 件 

定量評価 

－ 

 

中期計画評価  Ａ 

中期計画記載事項 
考古遺物の診断調査から得られる情報を活用し、金属製遺物の脱塩・安定化法や木製遺物のシステマティック

な含浸処理法等、考古遺物を安定した状態で保存・活用するための新規の保存処理法に関する調査研究を行う。 

評定理由及び 

今後の見通し 

金属製遺物や大型木製遺物を中心に新たな保存処理法の開発が求められている中、28年度に着手

した鉄製遺物の新規脱塩方法の開発研究が進み、従来法と比較検討した結果、成果が得られつつあ

る。また、木製遺物についても、28年度に構築した一時保管中の水質データのモニタリング体制に

より、着実に基礎データを蓄積している。加えて種々の環境因子が保管中の遺物の劣化に及ぼす影

響を定量的に検討するための実験を開始したことならびに重要文化財級の遺物の保存処理を卓越し

た技術で実践したことから、所期の目標を上回る成果が得られていると認められ、Ａと評価した。 

薬師寺出土小口金具の電子顕微鏡像 

水銀アマルガム法による鍍金の痕跡 
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【書式Ｃ】     施設名 奈良文化財研究所   処理番号 2227F 

中期計画の項目 2-(2)-②-7) 科学技術を応用した研究開発の進展等に向けた基盤的な研究 

年度計画の項目 2-(2)-②-7) 

②文化財の保存修復及び保存技術等に関する調査研究 

7)遺構の安定した保存のための維持管理方法に関する調査研究 

環境制御による劣化抑制の成否について検証するため、平城宮跡遺構展示館等をフィールドとして、遺構の

劣化の進行速度と周辺の環境についてモニタリング調査を行う。石造文化財等の劣化要因である塩析出が材料

の劣化に及ぼす影響に関する基礎研究を行う。さらに、埋蔵環境における金属製品の腐食プロセスを解明する

ため、金属腐食実験を行い、環境因子と劣化の関係を定量的に評価する。 

プロジェクト名称 遺構の安定した保存のための維持管理方法に関する調査研究 

埋蔵文化財センター 
【プロジェクトスタッフ（責任者に○）】○高妻洋成（センター長）、脇谷草一郎（埋蔵文化財センター

主任研究員）、柳田明進、松田和貴（以上、保存修復科学研究室研究員） 

【年度実績と成果】 

 
カラム実験実施風景 

・平城宮跡遺構展示館において環境調査を実施するとともに、熱水分移動解析に基づく遺構劣

化の抑制方法を試験的に実施し、その効果について検証した。 

・大分市元町石仏の環境調査を継続して実施した。覆屋改修が石仏表面での塩析出の挙動にお

よぼす影響について、周辺環境の実測調査および熱水分移動解析から検証し、その成果を国

際会議にて発表した。 

・塩析出時に生じる磚や石仏表面の破壊を抑制するとともに材料中の塩除去を目的とした、パ

ルプによるフェイシング法について、その効果的な使用方法を検討するため、パルプの水分

移動性情について実験を実施した。 

・ガラスビーズを用いたカラム実験を実施し、カラム内の含水率と酸化還元環境状態の鉛直分

布と、金属片試料の腐食過程のモニタリングを実施した。得られた結果から、埋蔵環境とそ

の環境下での金属製遺物の腐食過程を定量的に把握するとともに、それらのモデル化を試み

た。 

・覆土保存が図られている出雲市荒神谷遺跡において、覆土を採取し水分移動特性に関する試

験を実施した。得られた物性値を用いて、遺構周辺地盤における熱水分移動の計算をおこな

い、地盤内部での遺構面の保存環境について検討した。 

年度計画評価  Ｂ 

【評定理由】 
 下記各観点から評価を行った。①適時性においては、近年、遺跡の公開・活用が重要視されており、適切な環境下で遺跡の安定した保存を

担保しつつ、観覧等の公開・活用に資する技術の研究・開発を行った。②独創性については、既往の手法が土や石材の強化に主眼を置くもの

であったのに対して、本研究は遺跡における熱水分移動解析に基づいて遺跡の整備後に生じる遺構の劣化を予測し、それを予め回避するため

に適切な環境の制御を行うことで遺構保存を実現することを目的としており、独創的な研究と言える。③発展性については、遺構を取り巻く

環境は無二のものであるが、乾湿の繰り返しや塩類析出など、遺構で生じる劣化現象は熱、水分と溶質移動によって引き起こされる普遍的な

ものである。したがって、本研究から得られた知見は汎用性に富むもので、広範な分野にわたる様々な遺構への応用が可能である。④効率性

については、フィールド調査で使用する機材や調査手法は、異なる環境下にある多種多様な遺構で使用可能なものであることから、機器類の

導入経費や運用面において効率は高いと考えられる。⑤継続性については、各調査フィールドにおいて調査の長期的な目標、及び各年の短期

的な目標を明確に設定し、各地方公共団体の文化財担当者と目標と成果を共有しつつ、長期的な文化財保護行政の一環としての調査研究とい

う位置づけを得て事業を継続している。 

観点 ①適時性 ②独創性 ③発展性 ④効率性 ⑤継続性 

定性評価 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 

【目標値】 【実績値・参考値】 
(参考値) 

・論文等数：10件（①－③） 

・研究発表等数：15件 

定量評価 

― 

① Kyoko K., Soichiro W., Nobumitsu T., Daisuke O., Masaru A. and Yohsei K., Environmental control for mitigating salt deterioration by sodium sulfate on Motomachi Stone 

Buddha in Oita prefecture, Japan, in proceedings of SWBSS2017, Potsdam, Germany, 20-22 Sept. 2017, pp.118-124, 2017  

② Nobumitsu T., Daisuke O., Soichiro W., Masaru A. Kyoko K., and Yohsei K., Numerical analysis on salt damage suppression of the Buddha statue carved into the cliff by 

controlling the room temperature and humidity in the shelter, in proceedings of SWBSS2017, Potsdam, Germany, 20-22 Sept. 2017, pp.1258-134, 2017 

③ 柳田明進、池田榮史、脇谷草一郎、高妻洋成「鷹島神崎遺跡における鉄製遺物の腐食に及ぼす埋蔵深度および共存する木製遺物の影響」、

考古学と自然科学、74, pp.45-55、2017 

中期計画評価  Ｂ 

中期計画記載事項 
遺構周辺の熱水分性状に関する環境調査及び物質移動、埋蔵環境についてモデル化を行い、遺構と埋蔵環境下

にある遺物の安定した保存のための維持管理方法に関する調査研究を行う。 

評定理由及び 

今後の見通し 

調査研究フィールドの殆どが前中期計画から調査を継続して実施しているものであることから、

十分量の実測データを蓄積するとともに、その成果として多くの研究発表を行うことができた。さ

らに、塩析出による多孔質材料の劣化に関する室内実験に加え、埋蔵環境下での金属製遺物の腐食

に関する室内実験にも着手したことから上記の評価を妥当と考えた。今後はこれまでの熱、水分移

動に加え、埋蔵環境を支配する溶存酸素などの溶質移動を考慮した埋蔵環境形成モデルの精度向上

を図る予定である。 
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【書式Ｃ】     施設名 奈良文化財研究所   処理番号 2228F 

中期計画の項目 2-(2)-②-8) 科学技術を応用した研究開発の進展等に向けた基盤的な研究 

年度計画の項目 2-(2)-②-8) 

②文化財の保存修復及び保存技術等に関する調査研究 

8)建造物の彩色に関する調査研究 

諸戸家住宅彩色等の材料調査を行い、使用されている材料の同定と彩色技法の調査研究を行う。復元された

平城宮跡大極殿において、建造物塗装彩色の経年変化に関する研究を行うため、環境調査並びに大極殿塗装彩

色及び暴露試験用塗装彩色手板の色彩測定を行う。 

プロジェクト名称 建造物の彩色に関する調査研究 

埋蔵文化財センター 
【プロジェクトスタッフ（責任者に○）】○高妻洋成（センター長）、脇谷草一郎（主任研究員）、柳田

明進（保存修復科学研究室研究員） 

【年度実績と成果】 

・第一次大極殿において環境調査を実施した結果、南側柱表面では秋から冬にかけて結

露が発生している可能性が示唆された。結露水が柱へ液水を供給する主たる要因であ

ると考えられた。 

・平城宮跡朱雀門において塗装の劣化状態調査を 28年度から継続して実施した。調査

の結果、北側の柱では塗装表面の劣化状態は軽微である一方で、南側では表面の剥落、

亀裂が顕著にみられた。また、28年度から継続して分光測色計を用いた塗装の色差

の測定を行い、変色・退色の定量化をおこなった。 

・造物彩色塗膜層の透湿抵抗値をカップ法（塗膜によって蓋をした容器内の水分重量変

化から、塗膜を透過した湿気量を測定するもの）によって実測した。測定の結果、彩

色塗膜の有無による透湿抵抗の差異は認められず、したがって、彩色塗膜層を介して

湿気は木材と外気間を容易に移動していると考えられた。 

・彩色塗膜の有無による濡れ性の差異を評価するため、彩色塗膜層の接触角を測定した。その結果、無塗装木材と比較して塗

装木材では接触角が大幅に低下しており、濡れ性が増すことが示唆された。また結露水などに由来する液水によって材料が

濡れることで、水溶性の膠着成分が溶解、移流し局所的に凝集することで、局所的な暗色化が生じることが示唆された。 

・彩色文化財の内部構造を非破壊で診断する技術として、テラヘルツ波イメージング技術に着目し、29年度は紙を基底材とし

た場合のテラヘルツ波分光イメージングについて基礎データの収集をおこなった。 

年度計画評価  Ｂ 

【評定理由】 
 下記各観点から評価を行った。①適時性においては、遺跡の公開・活用が重要視されるなか、遺構の展示のみならず復原建物を表示する例

が散見される。本研究から得られる成果は、現存する古代の建造物の彩色保存のみならず、公開・活用のための復原建物の保存にも寄与する

ところ大と考えられる。②独創性については、既往の建築物塗装の劣化に関する調査では、製作当初の材料、技法および現在に至るまでの外

界気象条件について、情報があまりに不明確であったことから、塗装の劣化について精緻な検討が困難であった。しかし、本研究ではそれら

の情報を得た上で、建築塗装の劣化に関する調査を実施できる点において独創性の高い研究と考える。③発展性については、遺跡の公開・活

用が求められる現在、その手法として復原建物の建設は今後も一定の需要があるものと考えられ、本研究の成果はそれらの保存、維持におい

て大きく寄与しうるものと考える。④効率性について、フィールド調査で使用する機材や調査手法は、異なる環境下にある多種多様な遺構で

使用可能なものであることから、機器類の導入経費や運用面において効率は高いと考えられる。 

観点 ①適時性 ②独創性 ③発展性 ④効率性  

定性評価 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ  

【目標値】 【実績値・参考値】 
(参考値) 

・論文等数：1件（①） 

・研究発表等数：4件（②③） 

定量評価 

－ 

④ Min jung Kim, Yohsei Kohdzuma,テラヘルツ波イメージング技術を用いた彩色文化財の界面調査, in proceedings of  The Sixth Symposium of 

the Society for Conservation of Cultural Heritage in East Asia, Shanghai, China, 24-25 Aug. 2017,(製本中のためページ数不明) 2017 

⑤ 金旻貞・高妻洋成「テラヘルツ波イメージング技術を用いた彩色文化財の界面調査」日本文化財科学会第 34 回大会（於東北芸術工科大

学）6月 10日～11日 

⑥ 長﨑紀子・脇谷草一郎・髙妻洋成「建造物塗装の劣化に関する研究 －塗膜および木材中の水分についてー」日本文化財科学会第 34 回

大会（於東北芸術工科大学）6月 10日～11日 

中期計画評価  Ｂ 

中期計画記載事項 
南都の寺社等の歴史的建造物の塗装彩色の修理に資するため、技法及び材料調査を実施するとともに、復元さ

れた平城宮跡大極殿において塗装彩色の経年変化のモニタリング法に関する研究を行う。 

評定理由及び 

今後の見通し 

主に平城宮跡大極殿を調査対象として気象条件の実測調査を継続して実施していること、及び塗

装の劣化に大きく影響をおよぼすと考えられる材料の透湿抵抗について室内実験による実測を行

い、塗装に関する基本的な物性値の蓄積していることから上記の評価が妥当と考える。今後は大極

殿を中心に、継続して定期的な劣化状態調査を実施するとともに、室内実験を通して塗装の劣化に

対して環境がおよぼす影響について検討し、現地において塗装の劣化を抑制する環境制御法につい

て検討する。 

第一次大極殿で実施している環境

調査（日射、照度、紫外線） 
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【書式Ｃ】     施設名 東京文化財研究所   処理番号 2229E 

中期計画の項目 2-(2)-②-9) 科学技術を応用した研究開発の進展等に向けた基盤的な研究 

年度計画の項目 2-(2)-②-9) 

②文化財の保存修復及び保存技術等に関する調査研究 

9)近代文化遺産の保存・修復に関する調査研究 

近代文化遺産の特徴であるレンガ・石・コンクリート・各種金属・各種合成樹脂・各種繊維等の多種多様

な材料の劣化状況や保存手法に関する基礎的調査研究を行う。特に鉄製構造物のこれまでの修復事例調査を

実施し、保存科学的観点からその修復・保存の理念を検証し、評価する。 

プロジェクト名称 近代の文化遺産の保存修復に関する調査研究 

保存科学研究 

センター 

【プロジェクトスタッフ（責任者に○）】 

○北河大次郎（近代文化遺産研究室長）、石田真弥（アソシエイトフェロー）、山府木碧（研究補佐員）、

中山俊介（文化遺産国際センター長） 

【年度実績と成果】 

○鉄構造物の保存修復について 

・鉄構造物の保存修復に関する勉強会を計２回実施し、現状の課題（サビの処理、リベット技能の  

伝承など）を整理した。勉強会には、プロジェクトスタッフのほかに、文化庁調査官、大学教授  

等の専門家が参加した。 

・英国と台湾における鉄構造物の保存修復に関する現状を把握し、日英、日台に共通する課題に 

ついて意見交換を行うために、各政府機関の専門家や大学教授などとともに現地調査（英国約 20

件、台湾約 20件）を行った。 

・国内の約 20件の先進事例について現地調査を行った。 

○文化庁調査員、近現代建造物の保存と活用の在り方に関する協力者会議委員（文化庁）、近代遺跡

の調査等に関する検討会委員（文化庁）、全国近代化遺産活用連絡協議会協力者会議委員（全近）

等として、今後の近代文化遺産の保存活用に関する調査・助言を行った。 

○保存修復の担い手が不足している近代土木遺産の分野の関係者を集め、担い手育成に向けた検  

討会を 2回実施した。 

○29年度の研究成果をまとめた報告書『煉瓦造建造物の保存と修復』、28年度の研究成果をまと

めた報告書の英語版『Principles for Conservation and Restoration of Modern Cultural 

Heritage Properties』を刊行した。 

年度計画評価  Ａ 

【評定理由】 

以下の各観点から評価を行い、事業が円滑かつ適切に実施されていると判断した。①適時性においては、世界遺産登録、国

指定等が進む一方で、保存修復の理念・技術が未だ確立していない鉄構造物に関する研究であり、適時性が極めて高い。②独

創性においては、国内だけでなく海外の先進事例を踏まえて、鉄構造物の課題を包括的に整理し、産官学の専門家と共に取り

組む共同研究は前例がなく、独創性が高い。③発展性においては、文献調査だけでなく修理技術者と議論を重ねて研究を進め

ており、修理実務への応用が期待でき、発展性は極めて高い。④効率性においては、勉強会を行うことで具体的テーマを早い

段階で絞り込み、現地調査物件についても専門家の意見を反映して厳選しており、効率的である。⑤継続性においては、27年

度の近代文化遺産に係る包括的課題整理と、28年度の煉瓦建造物に関する調査を継続・発展させた研究であり、継続的に計画

を進めている点を高く評価した。 

観点 ① 適時性 ②独創性 ③発展性 ④効率性 ⑤継続性 

定性評価 Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ 

【目標値】 

 

【実績値・参考値】 

・（参考値）論文 3件（①～③）／学会・研究発表 3件（④～⑥）／刊行物 2件（⑦、⑧） 
定量評価 

－ 

①「土木史研究の歴史的展開に関する研究」、（北河大次郎、土木史研究、土木学会、6 月 24 日）、②「東京形煉瓦を製造した工場の生産能力

に関する考察」（石田真弥、日本建築学会大会学術講演梗概集、7 月 20 日）、③「東京形煉瓦の品質に関する一考察」（石田真弥、日本建築学

会関東支部研究報告集、日本建築学会、30 年 3 月 1 日）、④「防災遺産の系譜と立山砂防」、（北河大次郎、富山県世界遺産登録推進事業実行

委員会、10月 1 日）、⑤「これからの近代化遺産を考える」、（北河大次郎、足利の近代化遺産を考える会、10 月 28日）、⑥「インフラ・土木

遺産の観光資源としての魅力と可能性」、（北河大次郎、土木学会西部支部、11月 22日）、⑦『煉瓦造建造物の保存と修復』（8月、東京文化財

研究所）、⑧『Principles for Conservation and Restoration of Modern Cultural Heritage Properties』（30年 3月、東京文化財研究所） 

中期計画評価  Ａ 

中期計画記載事項 
コンクリート構造物やレンガ構造等による産業・交通・土木関連の施設や機械類、合成樹脂等の複合的な材料が使われている

美術工芸品など、近代文化遺産の保存や修復に必要とされる理念・技術・方法を研究し、保存管理計画等の策定に寄与する。 

評定理由及び 

今後の見通し 

本研究では、毎年異なる材料を対象にして保存と修復に関する研究を行っており、28年度の煉瓦に引き続き、

29年度は鉄、そして 30年度はコンクリートを対象とする予定である。また、いずれも研究の蓄積が少なく、本

研究が全国的な先駆けになると考えられるため、各年度の研究成果を実務に反映する際の課題等についてもフォ

ローアップ調査も行う。これらはいずれも当初の計画通りに実施しているもので、所期の目的を十分達成したと

いえる。 

JR西日本と実施したリ

ベット工法の性能評価

に関する調査の状況 
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粗鬆化した部分の強化方法の検討 

 

 

 

 

【書式Ｃ】     施設名 東京文化財研究所   処理番号 2230E 

中期計画の項目 2-(2)-②-10) 科学技術を応用した研究開発の進展等に向けた基盤的な研究 

年度計画の項目 2-(2)-②-10)-ｱ 
②文化財の保存修復及び保存技術等に関する調査研究 

10)高松塚古墳・キトラ古墳の恒久的保存に関する調査研究 

ア 文化庁が行う高松塚古墳・キトラ古墳の壁画等の調査及び保存・活用に関して技術的に協力する。 

プロジェクト名称 高松塚古墳・キトラ古墳の恒久的保存に関する調査研究 

保存科学研究 

センター 

【プロジェクトスタッフ（責任者に○）】 

○佐野千絵（センター長）、早川泰弘（副センター長）、吉田直人（保存環境研究室長）、佐藤嘉則（生

物科学研究室長）、朽津信明（修復計画研究室長）、早川典子（修復材料研究室長）ほか 

【年度実績と成果】 

〇高松塚古墳壁画に関しては、29 年度も修理施設内での害虫等生息調査、浮遊菌・付着

菌量調査、温湿度推移のモニタリングを継続し、安全な保存空間の維持に努めた。ま

た、空調制御プロセスの解析を、構築した計測システムによって行った。 

修復作業に関連する調査研究としては、壁画表面のクリーニングを行うために粗鬆化し

た漆喰部分への強化方法の検討を行った。また、解体後 10年目であることを念頭に、

今後の保存についての協議を重ねた。 

 

〇キトラ古墳壁画に関しては、「四神の館」における保管及び公開の環境について調査

協力し、年間 4回の集中メンテナンスに立会い、状況の改善を検討した。さらに、

今までの修理記録についてデータベースの作成を行った。また、泥に覆われた箇所に該当すると推定される顔料の可視化に

ついて検討を行った。 

   

年度計画評価  Ａ 

【評定理由】 

下記各観点から評価を行った。①適時性においては、解体後 10年間を迎える高松塚古墳壁画の今後の保存方法に関する検討、

一般公開が開始され 1年のキトラ古墳壁画の保管環境への協力からＡと判定した。②独創性においては、日本では従来行われ

ていない古墳壁画の修復方法を検討し、得られた成果を修復現場に還元したためＡと判定した。③発展性においては、本調査

研究で改質した膠修復材料が他の修理への応用可能性が高い点を評価してＡと判定した。④効率性においては、限られたスタ

ッフの中で複数のテーマを遂行しており、Ｂと判定した。⑤継続性においては、30度以降の活用に向けてデータベースの構築

を行い、今後の資料とできること、および調査の発展も見込まれることからＢとした。よって、順調かつ効率的に事業が推移

していると判断した。 

観点 ①適時性 ②独創性 ③発展性 ④効率性 ⑤継続性 

定性評価 Ａ Ａ Ａ Ｂ Ｂ 

【目標値】 

 

【実績値・参考値】 

・論文 4件（①、②、③、④） 

・学会発表 1件（⑤） 

定量評価 

－ 

①「キトラ古墳壁画の保存修復報告」（早川典子、『月刊文化財』No.649、pp.7-10、29 年 10 月）、②「高松塚・キトラ古墳壁

画上の微生物汚れの除去－酵素の選抜とその諸性質－」（佐藤嘉則ほか、『保存科学』57 号、pp.11—22、30 年 3 月）、③「高松

塚・キトラ両古墳の Penicillium 属分離株の分子系統学的帰属および Penicillium sp. 2 の分類学的記載と生物劣化問題への

かかわり」（喜友名朝彦ほか、『保存科学』57 号、pp.49-66、30 年 3 月）、④「分子生物学的手法による高松塚・キトラ両古墳

の微生物群集構造解析」（西島美由紀ほか、『保存科学』57号、pp.23-48、30年 3月）、⑤「キトラ古墳壁画の修復」（早川典子、

川野辺渉、辻本与志一、山本記子、亀井亮子、宇田川滋正、建石徹、文化財保存修復学会第 39 会大会、金沢歌劇座、7 月 1 日）  

 

中期計画評価  Ｂ 

中期計画記載事項 
高松塚古墳、キトラ古墳の保存対策事業等、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、実践的調査研究を迅速かつ適切に行う。 

評定理由及び 

今後の見通し 

中期計画に沿った成果が得られていると考えた。29年度は高松塚古墳、キトラ古墳双方に進捗が

あり、特に本プロジェクトが立ち上がって 10年を迎えることから、今までの情報についてデータの

整理を行い、さらにこの先の展開について具体的検討が行われたことは、30年度以降、両古墳壁画

のみならず文化財分野全体における保存修復について寄与することが可能であると考えられる。 
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【書式Ｃ】     施設名 奈良文化財研究所   処理番号 2230F-ｱ 

中期計画の項目 2-(2)-②-10) 科学技術を応用した研究開発の進展等に向けた基盤的な研究 

年度計画の項目 
2-(2)-②-10)-

ｱ 

②文化財の保存修復及び保存技術等に関する調査研究 

10)高松塚古墳・キトラ古墳の恒久的保存に関する調査研究 

ア 文化庁が行う高松塚古墳・キトラ古墳の壁画等の調査及び保存・活用に関して技術的に協力する。 

プロジェクト名称 高松塚古墳、キトラ古墳の恒久的保存に関する調査研究 

埋蔵文化財センター 
【プロジェクトスタッフ（責任者に○）】 

○高妻洋成（センター長）、玉田芳英（都城発掘調査部長）、内田和伸（文化遺産部遺跡研究室長）、 

【年度実績と成果】 

古墳壁画保存対策 PT（発掘班・保存整備班・修復班・材料調査班・生物環境班）：東文研と奈文研で構成 

○高松塚古墳・キトラ古墳の恒久的保存に関する調査研究 

・石材の安定化を検討するため、床石のフレームの設計、含浸強化処置の効果を評価するための引張強度試験を行った。 

・キトラ古墳出土琥珀をマイクロフォーカスＸ線ＣＴ法により診断調査した。 

・石室解体事業に係る発掘調査の正式報告書として『特別史跡高松塚古墳発掘調査報告』を刊行した。 

・古墳の整備事例調査を行った。 

○文化庁が行う高松塚古墳・キトラ古墳の壁画等の調査及び保存・活用に関

する技術的協力 

・壁画の現状を把握するため、種々の分析調査を実施した。壁画を安全に測

定することのできるＸ線回折装置の開発を進め、実用化に目処をつけた。 

・文化庁の古墳壁画の保存活用に関する検討会の下に 29年度より設置された

熊本県被災装飾古墳ワーキンググループ第 1 回（6 月 30 日）および第 2

回（30 年 2 月 20 日）に参加するとともに、類似古墳調査の一環として、

地元自治体の要請に応じて、熊本地震で被災した装飾古墳（井寺古墳、塚

原古墳群）の被害状況を把握するため、研究員を現地へ派遣し、3 次元レ

ーザー計測ならびに SfM-MVS（多視点ステレオ写真測量）による地形計測、

地中レーダー探査による墳丘内の構造調査を行った。 

・高松塚古墳壁画修理施設の一般公開に解説員として研究員を派遣した。 

年度計画評価  Ｓ 

【評定理由】 

下記各観点から評価を行った。①適時性：高松塚古墳の石室解体事業完了から 10年の節目を迎え、その膨大な発掘データを

整理し、失われる考古学的情報や壁画の保存環境に関する情報を細大漏らさず収集すべくあらゆる手段を駆使して調査成果を

記録し発掘調査報告書として公開した意義は、今後の壁画の保存活用の方向性を示す上でも極めて大きい。また、当初計画に

なかった熊本地震により被災した装飾古墳の被害状況調査を地元自治体の要請に迅速に対応して実施したことも多大な貢献で

ある。②独創性：緻密かつ卓越した発掘調査技術により、不明な部分が多かった終末期古墳の築造過程等と合わせ、国宝壁画

の劣化原因を明らかにした高松塚古墳の発掘調査成果を報告書により広く公開したことはきわめて重要である。③発展性：被

災装飾古墳の被害状況を明らかにすることで今後の復旧作業の検討を行うために不可欠な基礎データを提示することができ

た。④効率性：被災装飾古墳の状況調査において地中レーダー探査を行うことで被災により内部調査が不可能な墳丘の状況を

触れずして正確に把握でき、かつ地形測量に SfM-MVS技術及び LiDAR システムを適用し複数の古墳に対して迅速な調査を行う

ことができたことは革新的な成果である。⑤継続性：高松塚古墳およびキトラ古墳の壁画の保存と活用を行うための調査研究

体制及び管理・活用の体制を構築して事業を継続するとともに、被災装飾古墳の調査についても随時、臨機応変に今後も対応

していくことにしている。以上のことから、所期の事業目標を量的かつ質的にも上回る顕著な成果を得ることができた。 

観点 ①適時性 ②独創性 ③発展性 ④効率性 ⑤継続性 

定性評価 Ｓ Ｓ Ａ Ｓ Ａ 

【目標値】 

 

【実績値・参考値】 

（参考値）・派遣人数：のべ 28人  ・報告書等の刊行数：1件（①） 

・研究発表等件数：1件（②）  ・論文：1件（③） 

定量評価 

― 

①文化庁・奈良文化財研究所ほか『特別史跡高松塚古墳発掘調査報告』 

②犬塚将英他「テラヘルツ波イメージング技術による高松塚古墳壁画のしっくいの調査『文化財保存修復学会第 39回大会』7月 

③和田浩他「キトラ古墳壁画の輸送環境解析から見た文化財の輸送および荷役作業の評価に関する考察」『考古学と自然科学』75号, 59-73 (30

年 2月) 

中期計画評価  Ａ 

中期計画記載事項 
高松塚古墳、キトラ古墳の保存対策事業等、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、実践的調査研究を迅速かつ適切に行う。 

評定理由及び 

今後の見通し 

29年度はキトラ古墳壁画保存管理施設の運用・管理、高松塚古墳及びキトラ古墳壁画の調査及び

保存・活用を効率よく実施するとともに、高松塚古墳石室解体事業の一環として行われた発掘調査

の成果を公共に資するための報告書を刊行した。さらに、熊本地震により被災した装飾古墳の被害

状況調査にも臨機応変に対応し、効率的に顕著な成果をあげることができた。30年度以降も両古墳

の調査及び保存・活用に資する事業を推進するとともに、類似する古墳等の調査にも臨機応変に対

応していきたい。 

LiDAR（三次元レーザー計測システム）

による塚原古墳群の地形測量 
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【書式Ｃ】     施設名 奈良文化財研究所   処理番号 2230F-ｲ 

中期計画の項目 2-(2)-②-10-ｲ 科学技術を応用した研究開発の進展等に向けた基盤的な研究  

年度計画の項目 2-(2)-②-10-ｲ 

②文化財の保存修復及び保存技術等に関する調査研究 
10）古墳壁画の恒久的保存に関する調査研究(埋文・保存修復科学研究室) 
イ 壁画の安定した保存と公開活用を行うための適切な石室内の熱水分環境について調査研究 

を行う。 

プロジェクト名称 古墳壁画の恒久的保存に関する調査研究 

埋蔵文化財センター 
【プロジェクトスタッフ（責任者に○）】○高妻洋成（センター長）、脇谷草一郎（主任研究員）、柳田

明進（保存修復科学研究室研究員） 

【年度実績と成果】 

図 1 模擬古墳での劣化試験の様子 

 

図 2 除湿器の運用状況 

・模擬古墳において炭素鋼、青銅を用いた劣化試験を行い（図 1）、古墳の石室内環境が
金属製遺物の腐食に及ぼす影響を検討した結果、鉄製遺物においては遺物表面の水膜
の厚さの差異に起因したマクロセル腐食が生じるとともに、床面の土中の鉄製遺物に
比べて石室内の鉄製遺物では腐食速度が約１/10に低下することが認められた。また、
鉄製遺物および青銅製遺物ともに、その腐食速度は埋葬されてからの数年で著しく低
下することが示された。 

・日田市ガランドヤ古墳 1、2号墳、および墳丘の被覆状況が異なる法恩寺山３号墳と穴
観音古墳の計 4基の装飾古墳において環境調査を実施した。29年度は、石室の保護施
設が完成したガランドヤ 1号墳において、28年度に引き続き石室内での結露抑制を目
的とした換気およびヒーターの運用方法の検討にくわえ、夏季の結露発生を一層抑制
すべく除湿器の運用方法ついて現地で検証作業を実施し（図 2）、通年石室における結
露の発生を抑制することに成功した。 

・宮崎市蓮ヶ池横穴群には羨道部が開口しているものと密閉されているものが混在して
いる。そこで、横穴の保存に適した閉塞方法について検討するため、29年度はそれら
の横穴において横穴内部の温熱環境調査と石材劣化状態調査を実施した。調査の結果、
開口している横穴では季節ごとに石材表面が乾湿を繰り返す様子が認められ、石材の
表層剥離を助長していると推察された。 

 

年度計画評価  Ｂ 

【評定理由】 

下記各観点から評価を行った。①適時性においては、国内に多数の壁画を有する古墳が存在する中で、安定した保存、公開方法を確立する

ため、壁画の現地での保存の可否の判断をおこなう根拠となる情報の蓄積を行った。②独創性においては、装飾古墳における環境の実測調査

および模擬古墳での劣化試験に基づき、古墳石室内での壁画の劣化モデルを構築し、解析的な手法による評価技術の開発を行った。③発展性

においては、古墳の立地や構造は様々ではあるものの、汎用性の高い土中空間での熱水分環境のシミュレーションモデルを国内の多くの壁画

古墳に広く適応し、科学的な根拠に基づく壁画古墳の保存法が提示されると期待される。④効率性においては、実験条件を同一に整えること

ができる模擬古墳において、様々な環境計測機器を設置したことで、自由度が高く、継続的かつ効率的に環境および遺物の劣化状態に関する

データを収集することができた。⑤継続性においては、装飾古墳、模擬古墳における調査ともに、定期的に現地における調査を実施し、継続

して研究事業を遂行している。以上のように、所期の目標を十分に達成していると認められ、Ｂと評価する。 

観点 ①適時性 ②独創性 ③発展性 ④効率性 ⑤継続性 

定性評価 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 

【目標値】 

  

【実績値・参考値】 
(参考値)・研究発表等数：3件（①、②） 

定量評価 

－ 
①脇谷草一郎：ガランドヤ古墳における結露抑制を目的とした石室内保存環境の検討、シンポジウム“台湾文化を後世に伝える-日本との違い”、

於東京芸術大学、10月 1日 
②脇谷草一郎、高妻洋成、柳田明進、金旻貞、和田浩、宇田川滋正、建石徹：キトラ古墳壁画搬送時の熱・水分環境評価、日本文化財科学会

第 34回大会、6月 10日～11日 

中期計画評価  Ｂ 

中期計画記載事項 
高松塚古墳、キトラ古墳の保存対策事業等、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、実践的調査研究を迅速かつ適切に行う。 

評定理由及び 

今後の見通し 

事業の 2年目となる 29年度は装飾古墳、模擬古墳での検討をおこなうことで、古墳内での温熱環境および遺

物劣化についての実測調査によるデータが蓄積されていることから、上記の評価が妥当と考えられる。30 年度

以降はより実際の壁画古墳の構造を考慮した新たな模擬古墳の建設を進めるとともに、古墳の石室を構成する石

材の劣化特性におよぼす水分状態の影響の検討などのデータの収集についても着手する予定である。 
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【書式Ｃ】     施設名 東京文化財研究所   処理番号 2311E 

中期計画の項目 2-(3)-①-1) 文化遺産保護に関する国際協働 

年度計画の項目 2-(3)-①-1)-ｱ 

①文化遺産保護に関する国際協働の総合的な推進 

1)文化遺産保護に関する国際情報の収集・研究・発信 

海外、特に国際協力活動の対象となる地域の文化遺産に関する情報の収集、諸外国の文化遺産保護施策等

に関する調査を行う。 

ア 世界遺産委員会をはじめとするユネスコ等が行う主要な国際会合へ出席して情報の収集を行うととも

に、国内外において文化遺産の保護をめぐる今日的課題等に関する調査研究を行う。また、収集した情報

の整理・公開及び比較研究等を通じて、今後の我が国の文化遺産保護施策の検討の用に供する。 

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 

文化遺産国際協力 

センター 

【プロジェクトスタッフ（責任者に○）】 

◯西和彦（国際情報研究室長）、二神葉子（文化財情報資料部文化財情報研究室長）、境野飛鳥、増渕麻

里耶（以上、アソシエイトフェロー）、石村智（無形文化遺産部音声映像記録研究室長） 

【年度実績と成果】 

○文化遺産保護に関する情報収集のため、以下の国際会議やシンポジウム等に出席した。収集した情報はデータベース等に蓄

積するとともに、『世界遺産年報 2018』所収「第 41回世界遺産委員会ニュース」を通じてなど成果の公表を行い、後述の世

界遺産研究協議会を開催して関係自治体等関係者に対して情報の周知を図っ

た。 

・7月 2日〜12日 第 41回世界遺産委員会（クラクフ） 

・11月 14日〜15日 第 21回世界遺産条約締約国総会（パリ） 

・11月 27日〜12月 4日 第 30回国際文化財保存修復研究センター総会（ロー

マ） 

・12 月 19 日～20 日 ACCU 奈良主催国際会議「アジア太平洋地域における文化

遺産保護人材養成の実情と課題」 等 

○文化遺産保護関連の法令の収集・分析及び翻訳作業を実施し、『各国の文化財

保護法令シリーズ［２２］韓国』を刊行した。 

◯上記の成果について広く共有を図るため、「世界遺産研究協議会」を開催し、

関係自治体等に対して得られた情報・知見の周知を図った（30年 1月 18日）。 

年度計画評価  Ａ 

【評定理由】 

 下記各観点から評価を行った。①適時性においては、近年の変動が大きい国際情勢に鑑みながら文化遺産保護の最新の国際

動向を把握し、ホームページでの活動報告や刊行物等で得られた知見を公開するとともに、情報を必要とする関連組織や関係

者に詳細かつ時宜に適う提供ができた。②独創性においては、国際動向と国内状況に鑑みながら様々な専門分野に対応し、当

研究所独自のネットワークを活用して情報収集と発信を行った。③発展性においては、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提供、情報共有を進め、新たに世界遺産研究協議会を開催するなど国際情報の発信

に大きな発展を得た。④効率性においては、国内外のネットワークを通じて、最小限の従事者・規模で着実に事業を進めるこ

とができた。⑤継続性においては、世界遺産委員会等の国際会議に継続的に参加することにより利用価値の高い情報の収集を

行うことができた。文化財保護法令シリーズについてはその法制度が過去から大きく変容した韓国を取り上げ、22冊目を刊行

することができた。よって、順調かつ効率的に事業が推移していると判断した。 

観点 ①適時性 ②独創性 ③発展性 ④効率性 ⑤継続性 

定性評価 Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ 

【目標値】 

 

【実績値・参考値】 

（参考値）国際会議出席 4回、会議開催 1回、刊行物発行 2冊（①、②） 
定量評価 

－ 

①『各国の文化財保護法令シリーズ［２２］韓国』（30年 3月 30日） 

②『世界遺産研究協議会 世界遺産推薦書の評価のプロセスと諮問機関の役割』（30年 3月 30日） 

中期計画評価  Ｂ 

中期計画記載事項 

海外、特に国際協力活動の対象となる地域の文化遺産に関する情報の収集、諸外国の文化遺産保護施策等に関する調査を行う。

国際情勢に鑑みながら毎年、優先度の高い国の文化遺産保護関連の法令について条文を和訳し、法令集として刊行する。また世

界遺産委員会などユネスコ等が行う主要な国際会合へ出席して情報の収集を行うとともに、文化遺産の保護をめぐる今日的な課

題等に関する調査研究を行い、その成果をインターネットなど多様な媒体を通じて国内外に情報発信する。 

評定理由及び 

今後の見通し 

中期計画期間中に、継続的に文化遺産保護に関する国際情報の収集・分析を行い、着実に情報発
信と成果公表を行い、国内外の研究ネットワーク強化に努める。29年度は国際情勢に鑑みながら、
国際会議等に参加するとともに、広く成果の周知を図るための会議を開催するなど、計画通りの成
果を上げることができた。よって順調かつ効率的に計画が実施できていると判断した。 

第 41 回世界遺産委員会 

（ポーランド・クラクフ） 
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【書式Ｃ】     施設名 奈良文化財研究所   処理番号 2311F 

中期計画の項目 2-(3)-①-1) 文化遺産保護に関する国際協働 

年度計画の項目 2-(3)-①-1)-ｲ    

①文化遺産保護に関する国際協働の総合的な推進 

1)文化遺産保護に関する国際情報の収集・研究・発信 

海外、特に国際協力活動の対象となる地域の文化遺産に関する情報の収集、諸外国の文化遺産保護施策等に

関する調査を行う。 

イ 英国・米国等の研究機関との間で文化遺産に関する研究交流を行う。 

プロジェクト名称 イギリスセインズベリー日本芸術研究所との共同研究 

企画調整部 
【プロジェクトスタッフ（責任者に○）】○森本晋（部長）玉田芳英（都城発掘調査部長）神野恵（都

城発掘調査部主任研究員）庄田慎矢（都城発掘調査部主任研究員） 

【年度実績と成果】 

・「曙光の時代 日本の考古学の連続と変革」展の英語版刊行に向けた準備を引き続き進めた。 

・5月 30日に国立科学博物館にて国際研究集会「農業学の過去、現在、未来：新しい日英共同研究の実現に向けて」を両研究

所の共催で開催した。7名の講演者のうち、2名は両研究所の交流担当者が行った（サイモン・ケイナー 

“Revisiting the ‘Agricultural Revolution’: archaeology, heritage and farming”庄田慎矢“Recent challenges 

revealing the diversity of plant use in prehistoric East Asia”）。 

・30年 2月 26日にイギリスの遺跡保護を担うＤＣＭＳ（文化・メディア・スポーツ省）の外郭団体である英国ヒストリック・

イングランドと考古学データアーカイブに関する意見交換会、30年 2月 27日に英国ヨーク大学 Archaeology Data Service

（以下、英国ＡＤＳ）において欧州の遺跡データベースであるアリアドネ Plusに関する次期計画に関する協議、EU提出書

類の詳細検討および最終チェック、およびデータ連携方式等に関する技術的協議を行った。 

・英国ＡＤＳは、考古学情報の長期保管の指針を策定している。日本においても文化庁の調査研究員会において、考古学情報

の長期保管について整理がなされているところで、喫緊の課題となっている。30年 2月の訪英において、既に英国にて策定

されている指針について情報収集できた。これから日本で議論される課題について、これらの成果を提供することで大きな

貢献ができる。 

・アリアドネ Plusは欧州 24か国 43機関が参加し、考古学情報基盤として世界的な流れを主導する大規模スキームである。

考古学情報の標準化など、考古学情報の将来的なあり方を実質的に規定していく枠組みとなる見込みである。アリアドネ

Plus 次期計画では、欧州以外の国（日本・アメリカ・アルゼンチン）が初めて参画することとなった。そのような枠組みに

アリアドネ Plus当初メンバーとして参画できた意義は非常に大きい。 

年度計画評価  Ｂ 

【評定理由】 

下記各観点から評価を行った。①適時性においては、現在一般社会に求められている、広い視点の課題をグローバルに論じ

る国際研究集会を開催した。②独創性については、交流を通じて欧米の最新の文化財活用に関する情報を収集するだけでなく、

日本の全国遺跡総覧データベースをヨーロッパのシステムへ連携を図るなど、奈文研ならではの成果を上げた。③発展性にお

いては、データベース公開・連携や海外でのワークショップを通じ、海外における日本の文化財関連研究者に有用な情報を提

供し、今後さらなる成果があがることが期待される。④効率性においては、世界的データ交換への参加で効率性の確保を図っ

た。⑤継続性においては、協定に基づいて今後も協力関係を維持することを双方で確認しており、30年度以降の計画について

も積極的に協議中である。以上から、事業は順調に推移していると判断した。 

観点 ①適時性 ②独創性 ③発展性 ④効率性 ⑤継続性 

定性評価 Ｂ Ａ Ａ Ｂ Ｂ 

【目標値】 

 

【実績値・参考値】 

・研究発表等数 5件 
定量評価 

Ｂ 

① Shinya Shoda, Recent challenges revealing the diversity of plant use in prehistoric East Asia, Exploring the past, 

present and future of the science of agriculture, 国立科学博物館、5月 30日 

② 国武貞克、発掘調査報告書の電子公開と活用の意義、遺跡データ国際ワークショップ、英国ヨーク大学、2月 27日 

中期計画評価  Ｂ 

中期計画記載事項 
海外、特に国際協力活動の対象となる地域の文化遺産に関する情報の収集、諸外国の文化遺産保護施策等に関

する調査を行う。また、奈文研における研究内容や文化財情報運用の事例を海外むけに積極的に発信し、国際社

会における奈良文化財研究所および国立文化財機構のプレゼンスを高める。 

評定理由及び 

今後の見通し 

28 年度からの事業であるが、諸事業が順調に行われている。特にデータベースの国際連携の分野など、共同

研究として充実した成果をあげており、30年度以降の発展も期待できる。 
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【書式Ｃ】     施設名 東京文化財研究所   処理番号 2312E-1 

中期計画の項目 2-(3)-①-2) 文化遺産保護に関する国際協働 

年度計画の項目 
2-(3)-①-2)-ｱ

-(ｱ)･(ｲ) 

①文化遺産保護に関する国際協働の総合的な推進 
2)文化遺産保護協力事業の推進 

国際共同研究等の実施を通じて諸外国の保存修復及び管理活用に関する考え方や手法に関する研究を進
め、国際協力を推進するための基盤を強化するとともに、その成果をもとにアジア地域を主とする諸外国に
おいて文化遺産保護協力事業を推進する。 
ア 文化遺産の保護協力事業及び国際共同研究事業を以下のように実施し、成果を広く公表する。 
(ア)カンボジア・アンコール遺跡群（特に西トップ遺跡及びタ・ネイ遺跡）やミャンマーをはじめとする東

南アジア地域等の文化遺産保護に関する調査研究及び保護協力事業を実施する。 
(イ)西アジア地域等の文化遺産保護に関する調査研究を実施する。特にイラン・アルメニア等において文化

遺産保護協力事業を実施する。 
プロジェクト名称 アジア諸国等文化遺産保存修復協力 

文化遺産国際協力 

センター 

【プロジェクトスタッフ（責任者に○）】 

○友田正彦（保存計画研究室長）、安倍雅史（研究員）、山田大樹、マルティネス・アレハンドロ、間舎

裕生（以上、アソシエイトフェロー）、北山奈央子（前研究補佐員）、荒木晶（事務補佐員） 

【年度実績と成果】 

○アンコールとバガンに関する研究者各 1名を招聘し、東南アジア古代都市・建築研究会を開催した。都市構造や木造宮殿建

築の復原考察等をめぐる最新研究動向を共有するとともに、日本人専門家も交えた議論を行った。 

○アンコール地域保存管理機構（APSARA）とタネイ遺跡保存整備計画策定協力を継続した。考古発掘調査により東参道及びテ

ラスの遺構を発見したほか、建造物リスクマッピング関連作業等を行い、進捗等を国際調整委員会会合にて報告した。 

○イラン文化遺産手工芸観光庁と協力し、エスファハーンにて「歴史的木造建造物及び木製文化財の保存に関する現地ワーク

ショップ」を開催した。外部専門家を含む 4名を派遣し、イラン側専門家と虫害対策をテーマに意見交換や共同調査等を行

った。また、同国国立博物館及び文化遺産観光研究所から各 1名の専門家を招聘し、博物館の環境管理に関する研修とスタ

ディツアーを実施した。 

○アルメニアに外部専門家を含む 3名を派遣し、染織文化遺産に関する保存修復研

修をエチミアジン大聖堂博物館等にて実施した。また、同国文化省副大臣との間

で、同様の研修を 30年度以降も継続することで合意した。 

○ブータンの版築造建造物保存に関するワークショップをティンプーにて同国内

務文化省文化局と共催し、民家建造物の歴史文化的価値と文化遺産としての保護

の方策等について、情報共有と意見交換を行った。 

○外部資金事業と連携し、ネパールの被災文化遺産保護に関する調査及び協議等を

行った。 

○インド・デリーで開催された第 19回イコモス総会・学術シンポジウムに参加し、 

我が国のヘリテージマネージャ制度に関して発表を行った。 

○NPO法人南アジア文化遺産センターと共催で、インド・デカン大学学長のヴァサ

ント・シンデ博士を招聘し、「インドにおける文化遺産保護と最新のインダス文

明研究」と題したセミナーを開催した（9月 26日）。 

年度計画評価  Ａ 

【評定理由】 

下記各観点から評価を行った。①適時性においては、イランやアルメニアとの新規協力事業を実施したほか、ブータンでの

ワークショップなど新たなニーズに即応することができた。②独創性においては、情報量の少ない東南アジアやインドにおけ

る最新研究動向をセミナー開催等を通じ、他に先駆けて国内関係機関に紹介することができた。③発展性においては、カンボ

ジアでの発掘では新たな遺構を発見し新知見を得た。また、相手国と従来からの協力関係をさらに深め、遺跡整備の実現に寄

与することができた。④効率性においては、カンボジアでの発掘やブータンでのワークショップなど、当初予定にない大きな

実績をあげることができた。⑤継続性においては、現地機関への技術移転等を図りつつ、着実に実績を積み上げることができ

た。よって、所期の予定を上回り、かつ効率的に事業が推移していると判断した。 

観点 ①適時性 ②独創性 ③発展性 ④効率性 ⑤継続性 

定性評価 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

【目標値】 

 

【実績値・参考値】 

・（参考値）専門家派遣 10 回（延べ 25 名）、専門家招聘 3 回（延べ 5 名）、研究会開催 2

回、報告書作成 3冊（①～③） 

定量評価 

－ 

①報告書『東南アジア諸国等文化遺産保存修復協力 平成 29年度成果報告書』、30年 3月 

②報告書『Iran-Japan On-site Workshop on the Conservation of Wooden Buildings and Wooden Objects』、8月 

③報告書『考古学的知見から読み取る大陸部東南アジアの古代木造建築』、30年 3月 

中期計画評価  Ａ 

中期計画記載事項 

諸外国における文化遺産の保存修復及び管理活用に関する研究会の開催や遺跡現地におけるワークショップを含む国際共同

研究等の実施を通じて、その理念と技術の両面における研究を進めるとともに、国際協力を推進するための基盤を強化する。ま

た、その成果をもとに、日本が得意とする調査技術や保存技術等を活かしつつ、ミャンマーやカンボジアなど ASEAN 諸国をはじ

め、諸外国での文化遺産保護に関する技術支援や体制強化などに資する協力事業を実施する。 

評定理由及び 

今後の見通し 

29年度は、アジア諸国における文化遺産保護水準の向上に資するための協力として、カンボジア
等における事業をさらに発展させることができた。また、イランやアルメニア等の新規相手国との
事業を開始することができた。30年度以降も、順調な進展が期待される。 

染織文化遺産に関する保存修復研修 

－　　－332



 

 

 

 

【書式Ｃ】     施設名 東京文化財研究所   処理番号 2312E-2 

中期計画の項目 2-(3)-①-2) 文化遺産保護に関する国際協働 

年度計画の項目 
2-(3)-①-2)-ｱ

-(ｳ) 

①文化遺産保護に関する国際協働の総合的な推進 

2)文化遺産保護協力事業の推進 

国際共同研究等の実施を通じて諸外国の保存修復及び管理活用に関する考え方や手法に関する研究を進

め、国際協力を推進するための基盤を強化するとともに、その成果をもとにアジア地域を主とする諸外国

において文化遺産保護協力事業を推進する。 

ア 文化遺産の保護協力事業及び国際共同研究事業を以下のように実施し、成果を広く公表する。 

 (ウ)上記各事業と連携しつつ、文化遺産の保護に関する研究会の開催等を通じて国内外の専門家との情報

の共有化を図る。 

プロジェクト名称 保存修復技術の国際的応用に関する研究 

文化遺産国際協力 

センター 

【プロジェクトスタッフ（責任者に○）】 

○加藤雅人（技術支援研究室長）、前川佳文（研究員）、増渕麻里耶（アソシエイトフェロー）、鴫原

由美（保存科学研究センターアソシエイトフェロー） 

【年度実績と成果】 

○ミャンマー・バガン遺跡における寺院壁画保存に向けた煉瓦造建造物外壁の調査準備

と保存修復方法の検討に関する研究協力者との打合せ及び事例調査を下記の日程で

行った。 

期間：4月 19日～28日 

場所：フィレンツェ国立修復研究所、ウルビーノ大学、フェッラーラ歴史地区 

○ミャンマー・バガン遺跡における煉瓦造寺院（NO.1205）の外壁調査と保存修復方法の

検討及び施工実験／ミャンマー・バガン遺跡における壁画の技法及び図像学的調査 

 期間：7月 7日～31日 

 場所：バガン遺跡群 1205寺院 

○本事業に関する発表 

・学会発表「Preliminar Scientific Investigations on Constitutive Materials from temple n.1205, Bagan Valley (Myanmar)」

TECHNART 2017（Spain）5月 2日～6日 

・学会発表「ミャンマー・バガン遺跡群における壁画保存修復に向けた調査研究」文化財保存修復学会第 39回大会（金沢）、

7月 2日 

・事業報告「第 10回バガン遺跡の地震被害に関する専門家会議」バガン考古学博物館（ミャンマー）、7月 27日 

年度計画評価  Ａ 

【評定理由】 

下記各観点から評価を行った。①適時性及び⑤継続性においては、28年度に引き続き 29年度も、28年 8月に発生したミャ

ンマー地震による被害への対応を実施したことをはじめ、当事国からの保存修復方法改善に向けた協力関係の継続要請は続い

ており、本事業は高い適時性と継続性を得ていると判断した。②独創性においては、当研究所の卓越した国際的ネットワーク

を生かし、当事国が抱える問題点の解決に向けてひとつひとつ丁寧に取り組む事業の進め方は他では行われていないため、独

創性は高い。③発展性においては、当事国より本事業における目標の設定方法及び進行管理方法に大きな関心が寄せられてい

ることから、研究成果のみならず文化財保存事業の総括的な進め方についても協議していくことができる。④効率性において

は、現地専門家との良好な関係性が築けたこともあり、限られた時間の中でも着実に成果が得られている。よって、順調かつ

効率的に事業が推移していると判断した。 

観点 ①適時性 ②独創性 ③発展性 ④効率性 ⑤継続性 

定性評価 Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ａ 

【目標値】 

 

【実績値・参考値】 

（参考値）発表等 4件、刊行物 1件 
定量評価 

－ 

 

中期計画評価  Ａ 

中期計画記載事項 

諸外国における文化遺産の保存修復及び管理活用に関する研究会の開催や遺跡現地におけるワークショップを含む国際共同

研究等の実施を通じて、その理念と技術の両面における研究を進めるとともに、国際協力を推進するための基盤を強化する。

また、その成果をもとに、日本が得意とする調査技術や保存技術等を活かしつつ、ミャンマーやカンボジアなど ASEAN 諸国を

はじめ、諸外国での文化遺産保護に関する技術支援や体制強化などに資する協力事業を実施する。 

評定理由及び 

今後の見通し 

中期計画期間開始時には想定できなかった地震被害が発生するなど、大幅な計画変更を余儀なく

されたが、寺院壁画の保存と現地保存修復士の育成という目標に変わりはない。 

29年度は、バガン遺跡における震災被害の復興に貢献できる成果を示すことができ、当事国関係

者より高い評価を得ることができた。今後も継続して良好な関係を維持しながら、ミャンマーの文

化財保存分野に貢献できる事業を行う。 

煉瓦造寺院の外壁調査 
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【書式Ｃ】     施設名 奈良文化財研究所   処理番号 2312F 

中期計画の項目 2-(3)-①-2) 文化遺産保護に関する国際協働の総合的な推進 

年度計画の項目 
2-(3)-①-2)-ｱ

-(ｱ) 

①文化遺産保護に関する国際協働の総合的な推進 

2)文化遺産保護協力事業の推進 

国際共同研究等の実施を通じて諸外国の保存修復及び管理活用に関する考え方や手法に関する

研究を進め、国際協力を推進するための基盤を強化するとともに、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遺産保護協力事業を推進する。 

ア 文化遺産の保護協力事業及び国際共同研究事業を以下のように実施し、成果を広く公表する。 

(ア)カンボジア・アンコール遺跡群（特に西トップ遺跡及びタ・ネイ遺跡）やミャンマーをはじ

めとする東南アジア地域等の文化遺産保護に関する調査研究及び保護協力事業を実施する。 

プロジェクト名称 カンボジア・西トップ遺跡の調査と修復 

企画調整部 
【プロジェクトスタッフ（責任者に○）】 
○佐藤由似（国際遺跡研究室専門職）、杉山洋（国際遺跡研究室特任研究員） 

【年度実績と成果】 
○29年度当初には、28年度後半期から引き続き北祠堂基壇部の

再構築を行った。 

○基壇部再構築に併行して、躯体部の仮組を行った。 

・仮組に当たっては、躯体部構築石材の探索を十分に行うととも

に南・西・北の 3 面に確認される如来立像レリーフ（写真 1）

の再構築を鋭意進めた。 

○29 年度後半には仮組を終えた躯体部の基壇上への再構築進め

た。 

○29年度 12月中北祠堂の再構築をほぼ終え、30年 1月に中央祠

堂屋蓋部・躯体部の解体を開始した。 

本調査修復事業においては、解体の後に十分な調査を行うことに 

より、その後の再構築を順調に進めることができる事賀着るように 

なるとともに、クメール石造建造物に関する新たな知見が得られ、調査解体による遺跡修復と歴史的新事実の 

解明という新たなシステムを構築できたと考える。 

年度計画評価  Ａ 

【評定理由】 

①適時性に関しては西トップ遺跡の保存状況に鑑み適時的に修復を開始したことが評価できる。②独創性に関しては調査と修復を組み合わ

せるこれまでにない修復のシステムを確立した点が評価できる。③発展性に関しては、遺跡の解体修復にとどまらず、上座部仏教の広がり、

クメール文明に於ける石造建造物の意味など広がりを持った成果を追求している点が評価できる。④効率性に関しては効率よく機材と人材を

使用配置することによって、予定より半年早く北祠堂を完成させることができた点を評価できる。⑤継続性に関しては当該調査修復が南祠堂

から北祠堂、さらには中央祠堂へと切れ目無く継続的に実施されていることが評価できる。 

以上の各評価基準に照らし、本事業の 29 年度の評価は多く観点から高い評価を与えることができ、A 評価に値すると考える。 

観点 ①適時性 ②独創性 ③発展性 ④効率性 ⑤継続性 

定性評価 Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ 

【目標値】 

 

【実績値・参考値】 
○論文発表：2件 ①、② 
○口頭発表：2件 ③、④ 

定量評価 

- 

①杉山洋、佐藤由似「西トップ遺跡の調査と修復」『奈良文化財研究所紀要 2017』29年 6月 
②佐藤由似、杉山洋「西トップ遺跡における上座部仏教の影響について『奈良文化財研究所紀要 2017』29年 6月 
③佐藤由似、杉山洋「西トップ遺跡北祠堂基壇下、レンガ状遺構の調査と性格」第 24回国際調整委員会技術小委員会、6月 21日 

④佐藤由似、ソク・ケオ・ソバンアラ「西トップ遺跡北石堂の再構築」第 29回国際調整委員、12月 13日 

中期計画評価  Ａ 

中期計画記載事項 
日本が得意とする調査技術や保存技術等を活かしつつ、ミャンマーやカンボジアなど ASEAN諸国をはじめ、諸

外国での文化遺産保護に関する技術支援や体制強化などに資する協力事業を実施する。 

評定理由及び 

今後の見通し 

西トップ遺跡の調査と修復事業においては、今中期計画において事業を完了する計画である。その目標に向か

って、28 年度は北祠堂の解体に着手し、解体後の調査において当時の葬送儀礼に関連する唯一の発見があり、

大きな成果を上げた。29 年度は北祠堂の再構築を行い予定より早く完成を見るとともに、中央祠堂の解体に着

手することができた。高い効率性と継続性をもって実施されており、中期計画の進展状況としても、予定より早

い事業進行と大きな成果に鑑みて、Ａ評価を与えることが可能である。 

北祠堂北面 

北祠堂北面如来像 

－　　－334
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【書式Ｃ】     施設名 東京文化財研究所   処理番号 2313E-1 

中期計画の項目 2-(3)-①-3) 文化遺産保護に関する国際協働 

年度計画の項目 2-(3)-①-3)-ｱ 

①文化遺産保護に関する国際協働の総合的な推進 

3)文化遺産の保存・修復に関する人材育成等 

文化遺産保護の担当者や学芸員及び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諸外国にお

ける文化遺産の保存・修復に関する人材育成と技術移転を積極的に進める。 

ア 国内外の諸機関等と連携して人材育成や技術移転等の国際支援を実施する。また海外の文化遺産保存担

当者を対象に、国内外において和紙及び紙・絹、漆及び漆文化遺産等についての保存修復の講義と実技を

行い、基礎的な知識を教授する。在外の日本古美術品を対象に事前調査を行い、その結果をもとに修復を

行う。 

プロジェクト名称 在外日本古美術品保存修復協力事業 

文化遺産国際協力 

センター 

【プロジェクトスタッフ（責任者に○）】 

○加藤雅人（技術支援研究室長）、元喜載、小田桃子（以上、アソシエイトフェロー）、江村知子（文化

財情報資料部文化財アーカイブズ研究室長） 

【年度実績と成果】 

○作品修復を以下の通り実施した。 

・日本技術美術博物館 Manggha（ポーランド）所蔵 遊女と禿図 絹本着色 掛軸 1幅 修復完了。返却。 

・日本技術美術博物館 Manggha（ポーランド）所蔵 瀑布渓流図 絹本着色 掛軸 1幅 修復完了。返却。 

・日本技術美術博物館 Manggha（ポーランド）所蔵 月下秋景図 絹本着色 掛軸 1幅 修復完了。返却。 

・ナショナルギャラリー・オブ・ビクトリア（オーストラリア）所蔵 親鸞聖人絵伝 絹本着色 掛軸 4幅 修復中。 

・ナショナルギャラリー・オブ・ビクトリア（オーストラリア）所蔵 般若図 絹本着色 掛軸 1幅 修復中。 

・インディアナポリス美術館（アメリカ合衆国）所蔵 煙寺晩鐘図・平沙落雁図 紙本墨画 掛軸 2幅 輸入。修復中。 

・インディアナポリス美術館（アメリカ合衆国）所蔵 太公望図・林和靖図 紙本墨画 掛軸 2幅 輸入。修復中。 

・インディアナポリス美術館（アメリカ合衆国）所蔵 八橋図・檜図 紙本金地着色 六曲一双 輸入。修復中。 

○共同研究を以下の通り実施した。 

・ドレスデン国立美術館-陶磁器資料館（ドイツ）所蔵 染付蒔絵鳥籠装飾広口大瓶の修復

方法に関する共同研究 

・報告書『ドレスデン国立美術館陶磁器資料館所蔵の日本美術品共同研究事業報告書 染

付蒔絵鳥籠装飾広口大瓶 – The Birdcage Vase -』東京文化財研究所、11月 

○所蔵館現地における作品調査を以下の通り実施した。 

・国家評議会ハバナ歴史事務所、同アジアの家、キューバ国立美術館、国立装飾博物館（キ

ューバ） 

・グラッシ民族学博物館（ドイツ） 

年度計画評価  Ｂ 

【評定理由】 

下記各観点から評価を行った。①適時性においては、近年日本の修復技術・材料に対する海外からの注目が集まっている。

また、引き続き、本事業への参加及び日本古美術品の保存修復に対する問い合わせがあり、その需要は高い。これらの需要に

即応し、29年度は 8件の作品修復を実施できたことから適時性が高いと判断した。②独創性においては、日本美術品について

の専門的な修復技術・知識を用いる本事業は、当研究所特有の知見を活かした事業であり、他では行われていない。③発展性

においては、修復することにより海外において日本の文化財の活用が進んだ。更に成果を日本語及び英語で国内外へ発信する

ことで技術の応用も期待できる。④効率性においては、最小限の員数及び限られた時間の中で、修復、基礎研究及び海外での

作品調査を行うことができた。⑤継続性においては、作品修復、また修復処置に対する助言等、海外の博物館美術館からの要

望が高く、継続性に値する。以上のことから、年度計画に従って順調かつ効率的に事業が推移していると判断した。 

観点 ①適時性 ②独創性 ③発展性 ④効率性 ⑤継続性 

定性評価 Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ 

【目標値】 

 

【実績値・参考値】 

・（参考値）修復作品 8件、共同研究 1件、報告書 1件、作品調査 2件 

 

定量評価 

－ 

 

中期計画評価  Ｂ 

中期計画記載事項 
諸外国の文化遺産担当者等を対象とした研修や専門家の派遣を通じて、文化遺産の保存・修復に関する人材育成と技術移転を

進める。研修は一時的な技術移転に留まらず、国際的な文化遺産保護に関する情報交換、技術移転、相互協力を行い、国際貢献

に努める。 

評定理由及び 

今後の見通し 

27年度に輸入した 5件 8点の作品のうち 3件 3点の修復を終え所蔵者に返還した。残る 2件 5点
及び 29年度輸入した 3件 6点の作品の修復を 30年度も引き続き行うとともに、次期修復候補作品
の調査及び情報収集を継続する。29年度に修復が終了した作品に関しては、30年度に日英二か国語
で報告書を刊行することで情報発信を行い、技術移転に努める。 

－　　－335



 

 

 

 

【書式Ｃ】     施設名 東京文化財研究所   処理番号 2313E-2 

中期計画の項目 2-(3)-①-3) 文化遺産保護に関する国際協働 

年度計画の項目 
2-(3)-①-3)-ｱ･

ｲ 

①文化遺産保護に関する国際協働の総合的な推進 

3)文化遺産の保存・修復に関する人材育成等 

文化遺産保護の担当者や学芸員及び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諸外国にお

ける文化遺産の保存・修復に関する人材育成と技術移転を積極的に進める。 

ア 国内外の諸機関等と連携して人材育成や技術移転等の国際支援を実施する。また海外の文化遺産保存担

当者を対象に、国内外において和紙及び紙・絹、漆及び漆文化遺産等についての保存修復の講義と実技を

行い、基礎的な知識を教授する。在外の日本古美術品を対象に事前調査を行い、その結果をもとに修復を

行う。 

イ ユネスコ･アジア文化センター (ACCU)等が実施する研修への協力を行う。 

プロジェクト名称 国際研修 

文化遺産国際協力セ

ンター 

【プロジェクトスタッフ（責任者に○）】 

○加藤雅人(技術支援研究室長)、後藤里架、五木田まきは（以上、アソシエイトフェロー） 

【年度実績と成果】 

○日本国内研修：国際研修「紙の保存と修復(International Course on Conservation of Japanese Paper)」の開催 

講義・実習（日本の文化財保護制度、和紙の基礎、巻子修復等）、視察（手漉き和紙工房、装こう修理工房等）により技

術移転を行った。 

・日時及び場所：8月 28日～9月 15日、東京文化財研究所ほか 

・主催：東京文化財研究所、文化財保存修復研究国際センター（ICCROM） 

・参加者：アルゼンチン、オーストラリア、中国、チェコ、ギリシャ、イスラ

エル、ラトビア、フィリピン、アメリカの紙及び本修復保存技術者（計 10名） 

・満足度：100％ 

○在メキシコ研修：ICCROM-LATAMプログラムにおける「International Course on 

Paper Conservation in Latin America」の評価 

24年度から 28年度まで 5回の研修を総括し、今後の研修の方針等の検討

を行うため評価を行った。評価方法としては研修受講者に対するアンケート

調査を実施した。 

・主催：東京文化財研究所、メキシコ国立人類学歴史機構（INAH） 

・対象：過去 5年間の研修受講者 50名 

・回収率：100％ 

年度計画評価  Ｂ 

【評定理由】 

下記各観点から評価を行った。①適時性においては、毎年開催している日本国内研修では、随時、研修方法及び内容の変更

を行ってきた。その結果、応募倍率は依然 7倍を超え、また 29年度のアンケートにおいては 100％の満足度を得るなど、時宜

に適ったものと判断した。②独創性においては、伝統技術を学ぶ実習に加え、材料学を含む多様な分野の専門家による講義、

紙漉現場などの実地学習を含んだ、他にはない紙の保存と修復に関する包括的な研修を実施できた。③発展性においては、研

修内容を各国の文化財への応用が可能なものとした。参加者が帰国後に同僚、学生などと知識や技術を共有したとの報告があ

った。また、参加者同士の修復技術者ネットワークづくりの場の提供にもなり、紙の保存と修復の国際的な発展に繋げること

ができた。④効率性においては、人員や設備利用体制を工夫し、限られた費用と期間で最大限の研修効果を得た。⑤継続性に

おいては、国際研修は既に 25年の歴史を持つが、29年度に実施したアンケート結果からも本研修の開催要望が高いことが示

された通り、今後も継続的な開催が強く望まれる。よって、順調かつ効率的に事業が推移していると判断した。 

観点 ①適時性 ②独創性 ③発展性 ④効率性 ⑤継続性 

定性評価 Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ 

【目標値】 

 

【実績値・参考値】 

（参考値）研修開催数：1 回、日本国内研修参加者：10 名、日本国内研修参加者満足度：

100％、在メキシコ研修アンケート回収率：100％ 

定量評価 

－ 

 

中期計画評価  Ｂ 

中期計画記載事項 
諸外国の文化遺産担当者等を対象とした研修や専門家の派遣を通じて、文化遺産の保存・修復に関する人材育成と技術移転を

進める。研修は一時的な技術移転に留まらず、国際的な文化遺産保護に関する情報交換、技術移転、相互協力を行い、国際貢献

に努める。 

評定理由及び 

今後の見通し 

国内外における研修を国際機関等と継続的に共催することにより、中期計画 2年目においても順

調に技術移転を行ったことからＢとした。在メキシコ研修に関しては、9月 17日発生したメキシコ

中部地震が共催者の INAHの予算及び業務内容面に大きく影響しており、30年度からの開催に関し

ては協議を続けている。 

日本国内研修の様子 

－　　－336



 

 

 

 

【書式Ｃ】     施設名 奈良文化財研究所   処理番号 2313F 

中期計画の項目 2-(3)-①-3) 文化遺産保護に関する国際協働 

年度計画の項目 2-(3)-①-3)-ｲ 

①文化遺産保護に関する国際共同の総合的な推進 

3)文化遺産の保護・修復に関する人材育成等 

文化遺産保護の担当者や学芸員及び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

諸外国における文化遺産の保存・修復に関する人材育成と技術移転を積極的に進める。 

イ ユネスコ・アジア文化センター（ACCU）等が実施する研修への協力を行う。 

プロジェクト名称 ユネスコ・アジア文化センター（ACCU）等が行う研修への協力 

企画調整部 

【プロジェクトスタッフ（責任者に○）】○森本晋（部長）中村一郎（写真室専門員）西山和宏（都城

発掘調査部主任研員）脇谷草一郎（埋蔵文化財センター主任研究員）山口欧志（埋蔵文化財センター遺

跡調査技術研究室アソシエイトフェロー） 

【年度実績と成果】 

 ユネスコアジア文化センター（ACCU）が行った以下の事業に協力し、文化遺産の調査研究・記録や保護に関する実践的な知

識や技術を移転し、人材育成を行うことができた。 

・集団研修「木造建造物の保存と修復」（8月 29日～9月 28日）では、アジア太平洋諸国 14ヵ国、15名の研修生に対して、

研究員 1名が 3日に渡り実習の講師を務めた。 

・個別テーマ研修「博物館等における文化財の保存と活用」（10月 10日～11月 3日）では、3ヵ国（フィジー、パプアニュー

ギニア、ソロモン諸島）からの 6名の研修生に対して、写真記録とデータ管理、遺跡博物館の実例に関する研修を研究員 3

名が行った。 

・ネパールで実施された「文化遺産ワークショップ」（11月 15日～11月 20日）に研究員 1名を講師として派遣し、ネパール

人専門家 20名に対して歴史的建造物の記録法、博物館収蔵品の記録法に関する研修を行った。 

    
集団研修の様子          ワークショップの様子 

年度計画評価  Ｂ 

【評定理由】 

 下記の各観点から評価を行った。①適時性において、本事業はアジア太平洋地域諸国からの、その時々の要望に応える研修

事業への対応であり、国際性も極めて高い。②独創性においては、研究所が長年にわたり蓄積してきた独自の知識や技術を研

修生に伝えている。③発展性においては、研修対象国が多様であり、研修内容の改良がなされている。④継続性においては、

長年にわたり継続的に対応している事業で、今後も継続が計画されている。以上から、事業は順調に推移していると判断した。 

観点 ①適時性 ②独創性 ③発展性 ④継続性  

定性評価 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ  

【目標値】 

 

【実績値・参考値】 

（参考値） 

・派遣講師、のべ 5名、研修日数、のべ 11日 

定量評価 

－ 

 

中期計画評価  Ｂ 

中期計画記載事項 

諸外国の文化遺産担当者等を対象とした研修や専門家の派遣を通じて、文化遺産の保存・修復に

関する人材育成と技術移転を進める。研修は一時的な技術移転に留まらず、国際的な文化遺産保護

に関する情報交換、技術移転、相互協力を行い、国際貢献に努める。 

評定理由及び 

今後の見通し 

長期に渡り継続している研修事業であり、相手国や研修生からの意見を取り入れて年々改良しな

がら進めている。現在の中期計画期間においても研究所の持つ包括的かつ先進的な知識・技術の移

転を行っており、29年度も順調に事業を遂行した。30年度以降も改良を続けながら研修を継続的に

進める予定である。 
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【書式Ｃ】  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 2320G 

中期計画の項目 2-(3)-② アジア太平洋地域の無形文化遺産保護に関する調査研究 

年度計画の項目 2-(3)-② 

アジア太平洋無形文化遺産研究センターは、アジア太平洋地域における無形文化遺産の保護のた

めの調査研究の推進拠点として、以下の事業を行う。 

・同地域における無形文化遺産保護分野の研究についての総合的情報収集、及びその成果に基づ

く無形文化遺産保護調査研究データベースの充実 

・無形文化遺産保護に関する研究の活性化に資する国際会議・研究者フォーラムの開催 

・同地域における無形文化遺産保護と災害リスクマネジメントに関する調査研究の実施 

・国際会合等への出席やユネスコ及び関連機関との連携を通じた無形文化遺産保護関連の国際的

動向の情報収集 

プロジェクト名称 アジア太平洋地域の無形文化遺産保護に関する調査研究 

研究担当 
【プロジェクトスタッフ（責任者に○）】○大貫美佐子(副所長兼研究担当室長)、野嶋洋子、児玉茂昭(以

上、アソシエイトフェロー)、石村智(東京文化財研究所無形文化遺産部室長・連携研究員) 

【年度実績と成果】以下の事業を通じ、無形文化遺産保護及びそのための研究に貢献した。 

(1)無形文化遺産保護パートナーシップ事業(文化庁受託) (※詳細は処理番号 3320Gを参照。) 

①〈マッピング事業 1〉無形文化遺産条約に関する IRCI国際会議 

②〈マッピング事業 2〉アジア太平洋諸国の無形文化遺産保護研究に関する文献調査 

③〈マッピング事業 3〉アジア太平洋地域における無形文化遺産保護に関する研究情報収集と活用の最適化 

④アジア太平洋地域の無形文化遺産保護に関する IRCI研究者フォーラム (※詳細は処理番号 3320Gを参照。) 

(2)アジア太平洋地域における無形文化遺産保護と災害リスクマネジメントに関する予備調査(文化財保存活用基金) 

①地域コミュニティにおける無形文化遺産と自然災害に関する現状把握 

・現地調査(バヌアツ：7月 17日～25日、フィジー：9月 25日～10月 1日、フィリピン：30年 1月 25日～31日) 

・研究者ネットワークを活用した事例収集(フィリピン・ベトナム・ミャンマー、計 6件) 

②ワーキンググループ会合(30年 3月 20日、東京文化財研究所)を開催 

(3)アジアのポストコンフリクト国等を対象とした無形文化遺産の緊急保護支援の研究 

①アフガニスタン対象のプロジェクト打合せ会(30年 3月 7日～9日、東京国立博物館ほか) 

②スリランカ対象のプロジェクト打合せ会(30年 3月 13日～15日、東京国立博物館ほか) 

(4)情報公開等：『IRCI概要 2017』日・英版作成、ウェブサイトリニューアル(30年 3月 1日より公開) 

年度計画評価  Ａ 

【評定理由】 無形文化遺産保護は喫緊の課題であることに加え、災害リスクマネジメント事業・ポストコンフリクト事業は、

緊急時における無形文化遺産への関心が高まりつつある国際的動向と合致し、先駆的と評価できることから①適時性をＡ評価

とした。また両事業とも重要かつ新しい取り組みとして事業対象国・ユネスコ等から高く評価されており、成果の幅広い共有

が期待されていることから、②独創性、③発展性ともＡ評価とした。④効率性においては、人員が限られているなか、東京文

化財研究所・国立民族学博物館・成城大学等との連携により、例年を大幅に上回る上記８項目（(1)①～④、(2)①②、(3)①②）

もの活動を実施できた。⑤継続性においては、事業予算の安定的確保が依然難しい状況があり、競争的資金である補助金を獲

得できなかったことで一部事業の始動に影響したことからＣ評価とした。 

観点 ①適時性 ②独創性 ③発展性 ④効率性 ⑤継続性 

定性評価 Ａ Ａ Ａ Ａ Ｃ 

【目標値】 

 

【実績値・参考値】 

(参考値)国際協力事業実施件数：6件((1)①～④、(2)、(3))、国際会議等開催件数：3件、

国際会議等出席件数 7件、海外調査件数 7件、刊行物 5冊 

定量評価 

－ 

①『IRCI概要 2017(日本語版)』(29年 12月)②『IRCI概要 2017(英語版)』(29年 12月)③『Preliminary Research on ICH Safeguarding and 

Disaster Risk Management in the Asia-Pacific Region: Project Report for FY 2016-2017』(30年 3月)、ほか 2冊 

中期計画評価  Ｂ 

中期計画記載事項 

アジア太平洋地域において活動する研究者・研究機関と連携のもと、無形文化遺産保護の実践及び方法論につ

いての国際会議やシンポジウム及び専門家会合並びに出版等の事業を通じた研究の活性化、研究情報の収集及び

その活用戦略の検討と開発を通じて、当該地域における無形文化遺産保護のための研究を促進する。特に、自然

災害等によって危機に瀕した無形文化遺産に注意を払い、その実態や保護事例についての調査研究を行うととも

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。 

評定理由及び 

今後の見通し 

災害リスクマネジメント事業が順調に進展していることに加え、29 年度よりポストコンフリクト事業を開始

し、危機に瀕した無形文化遺産の実態や保護事例について、具体的に研究する体制が整いつつある。また、これ

まで継続的に行ってきたマッピング事業によりアジア太平洋地域を対象とした情報収集も進み、外部機関との連

携による 2件の国際会議を開催することができ、域内における研究促進に貢献した。今後は研究の現状を把握す

るマッピングから次の段階に進み、国内外の研究機関との連携を強化しつつ持続可能な開発に焦点をあてた研究

を推進することにより、無形文化遺産保護の国際的充実に資するとともに、研究拠点形成に努める。 
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【書式Ｃ】     施設名 東京文化財研究所   処理番号 2411E 

中期計画の項目 2-(4)-① 文化財に関する情報資料の収集・整備及び調査研究成果の公開・活用 

年度計画の項目 
2-(4)-①-1)･

2)･3) 

①文化財情報基盤の整備・充実 

文化財関係の情報を収集して発信するため、文化財情報の計画的収集、整理、保管、公開並びにそれらの

電子化の推進による文化財に関する専門的アーカイブの拡充を行うとともに、調査研究に基づく成果として

のデータベースを充実させる。 

1)文化財に関するデータベースの充実並びにアーカイブ機能の更新及び拡張を行う。特に全国遺跡報告総覧

を充実させる。 2)被災文化財関連情報に関するデータベースの充実並びにアーカイブ機能の更新及び拡張を

行う。 3)文化財に関係する図書、雑誌等の収集、整理、公開、提供を充実する。 

プロジェクト名称 専門的アーカイブと総合的レファレンスの拡充 

文化財情報資料部 
○江村知子（文化財アーカイブズ研究室長）、橘川英規（研究員）、安永拓世（研究員）、小山田智寛（研

究員）、阿部朋絵（研究補佐員）、細川民子（研究補佐員）、増田政史（研究補佐員） 

【年度実績と成果】 

○全所的文化財情報を発信するため 4半期ごとにアーカイブズＷＧ協議会を開催した（5月 31日、6月 29日、9月 22日、30

年 3月 23日）。「研究情報の保存・開示に関する基準」についての所内ガイドラインを策定・実施して、適切な研究データ

管理を推進すると同時に、成果公開のための情報の標準化・規格化を進めた。 

○資料閲覧室のレファレンス機能の拡充 

・当研究所無形文化遺産部が所蔵する音声映像資料を、資料閲覧室で視聴に対応するよう環境を整えた。 

○美術資料のデータ化と公開：サントリー美術館所蔵「四季花鳥図屏風」・「泰西王侯騎馬図屏風」、徳川美術館所蔵「源氏物

語絵巻」に関するデジタルコンテンツ等を作成し、所内公開を行った。 

○明治・大正期刊行の雑誌類等資料のデジタル化推進 

・当研究所及び東京美術倶楽部所蔵の『売立目録』について、収載内容が画像ともども検索できるシステム改良を行い、併行

して収載内容のデータ入力を進めた。 

・当研究所の所蔵する近現代の美術作品カード（絵葉書資料）のデータ入力を進め、公開のための準備を行った。 

○資料閲覧室の運営・管理 

・資料受け入れ数：和漢書 3,066件、洋書 121件、展覧会図録・報告書等 1,374件、雑誌 3,846件（合計 8,407件） 

・閲覧室利用状況：公開日総数 137 日・年間利用者合計 931人 

年度計画評価  Ａ 

【評定理由】 

下記各観点から評価を行った。①適時性においては、当研究所の活動と研究成果を広く周知することをめざし、オープンア

クセスのみならずオープンサイエンス対応のため、当研究所として保存すべき情報・資料について具体的な指針を定め、実施

した。②独創性においては、当研究所が有する専門性・独自性の高い文化財情報の公開を念頭におき『売立目録』を、また、

英文を併載して国内外から閲覧希望の多い『在外日本古美術品保存修復事業 報告書』について、Web 上での公開を目指してデ

ータベース化を進めた。③発展性においては、国内外の関係機関と連携して、国内外に情報発信するための取り組みを積極的

に行い、今後の活動の基盤を強化した。④継続性においては、当研究所が有する情報・画像資料のデジタル化作業を年間通じ

て順調に進めた。あわせて、高い利便性と安定した資料の保管の双方に配慮しつつ、資料閲覧室としての公共性と高い専門性

を保持した運営を行い、週 3回、一般利用者への所蔵資料の提供を行った。以上により、順調かつ効率的に事業が推移してい

ると判断した。 

観点 ①適時性 ②独創性 ③発展性 ④継続性  

定性評価 Ａ Ｂ Ａ Ｂ  

【目標値】 

 

【実績値・参考値】 

美術資料のデジタルコンテンツ制作と公開 3件（①） 

論文等 1件（②） 

 

定量評価 

－ 

①サントリー美術館所蔵「四季花鳥図屏風」・「泰西王侯騎馬図屏風」、徳川美術館所蔵「源氏物語絵巻」（30年 3月） 

②佐野千絵・橘川英規「電動集密書架の定期的散開による環境制御効果の検討」（『保存科学』57号、30年 3月） 

中期計画評価  Ｂ 

中期計画記載事項 
文化財情報の計画的収集、整理、保管、公開並びにそれらの電子化の推進による文化財に関するアーカイブの拡充を行うとと

もに、調査研究に基づく成果としてのデータベースを充実させる。なお、文化財に関するデータベースの公開件数については、

前中期目標の期間の実績以上を目指す。 

評定理由及び 

今後の見通し 

28年度に引き続き 29年度は、文化財研究の専門機関として研究成果・情報のデータベース化に

あたって、汎用性・利便性を視野に入れつつ公開を推進し、あわせて資料閲覧室としての公共性と

専門性の双方を有する運営を進めることができた。30年度以降も当研究所が行う文化財の調査研究

とその成果を集約しつつ、データベースの継続的拡充を行い、専門的アーカイブと総合的レファレ

ンスの充実が見込まれる。 
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【書式Ｃ】     施設名 奈良文化財研究所   処理番号 2411F 

中期計画の項目 2-(4)-① 文化財に関する情報資料の収集・整備及び調査研究成果の公開・活用 

年度計画の項目 2-(4)-①-1) 

①文化財情報基盤の整備・充実 

 文化財関係の情報を収集して発信するため、文化財情報の計画的収集、整理、保管、公開並び

にそれらの電子化の推進による文化財に関する専門的アーカイブの拡充を行うとともに、調査研

究に基づく成果としてのデータベースを充実させる。 

1)文化財に関するデータベースの充実並びにアーカイブ機能の更新及び拡張を行う。特に全国遺

跡報告総覧を充実させる。 

プロジェクト名称 文化財に関するデータベースの充実 

企画調整部 【プロジェクトスタッフ（責任者に○）】○森本晋（部長） 高田祐一（文化財情報研究室研究員） 

【年度実績と成果】 

・文化財情報電子化の研究を行い、GIS（地理情報システム）を活用した遺跡情報の分析に関する研究発表 1件と全国遺跡報

告総覧に関する研究発表 2件を行った。 

・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、考古関連雑誌

論文情報補完の各データベースに関して、データの入力・更新を行うとともに、公開データベースの更新を行った。 

 

・データベースのデータ件数は 29年度末で以下のとおり、順調に増加している。た

だし（）内は 28年度末の値。（単位:件） 

 全文 213,927(213,810)、木簡 166,658(166,231)、抄録 103,028(96,474)、写真

729,474(640,855)、 

 遺跡 483,842(480,794)、航空写真 1,393,190(1,386,456)、図面画像

346,672(316,990)、論文補完 95,967(91,694)。 

 

・埋蔵文化財の発掘調査報告書の全文検索データベース「全国遺跡報告総覧」に関

して、関係機関との協議を計 9回行ったほか、全国各地で説明会を 5回開催した。 

年度計画評価  Ａ 

【評定理由】 

①適時性においては、最新のデータを提供して充実を図っている。②独創性においては、全国遺跡報告総覧のように他に類

を見ないデータを提供しており、独自のデータ解析も提供している。③発展性においては、既存のデータベースの内容を着実

に充実させているとともに、データベースの機能強化を実現している。④継続性においては、大規模なデータベースを維持し、

確実なデータ提供を多年に渡って実現している。 

観点 ①適時性 ②独創性 ③発展性 ④継続性  

定性評価 Ｂ Ａ Ａ Ａ  

【目標値】 

・文化財に関するデータベースの

公開件数 24件 

【実績値・参考値】 

（実績値）公開データベースの件数 31件 

（参考値）公開データベースのデータ件数    1,417,962 件 

     データベースへのアクセス件数    10,149,058 件 

     研究発表等数       3件（①②③） 

     全国遺跡報告総覧データ件数       21,083 件 

            アクセス件数     8,604,581 件 

定量評価 

Ｂ 

①高田祐一・国武貞克「全国遺跡報告総覧における旧石器関係シソーラスの構築」日本旧石器学会 総会・研究発表・シンポジウム 7月 1日 

②高田祐一「全国遺跡報告総覧と考古学ビッグデータ」奈良文化財研究所第 9回東京講演会 10月 7日 

③森本晋ほか「編年時間参照系モデルによる曖昧な時間属性に対する問合せ方式の実装」地理情報システム学会 10月 28日 

中期計画評価  Ａ 

中期計画記載事項 
文化財情報の計画的収集、整理、保管、公開並びにそれらの電子化の推進による文化財に関するアーカイブの

拡充を行うとともに、調査研究に基づく成果としてのデータベースを充実させる。なお、文化財に関するデータ

ベースの公開件数については、前中期目標の機関の実績以上を目指す。 

評定理由及び 

今後の見通し 

文化財情報に関する基礎的な研究を積み重ねつつ、継続性が重要なデータベースの充実を着実に進めている。

他機関と協力して進める大規模データベースである全国遺跡報告総覧ではアクセス件数が大幅に伸び、中期目標

を超える成果を上げ続けており、今後の発展も期待される。 

全国遺跡報告総覧説明会 
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【書式Ｃ】     施設名 奈良文化財研究所   処理番号 2413F 

中期計画の項目 2-(4)-① 文化財に関する情報資料の収集・整備及び調査研究成果の公開・活用 

年度計画の項目 2-(4)-①—3) 

①文化財情報基盤の整備・充実 

文化財関係の情報を収集して発信するため、文化財情報の計画的収集、整理、保管、公開並びにそれらの電

子化の推進による文化財に関する専門的アーカイブの拡充を行うとともに、調査研究に基づく成果としてのデ

ータベースを充実させる。 

3)文化財に関係する図書、雑誌等の収集、整理、公開、提供を充実する。 

プロジェクト名称 図書の収集・整理・公開・提供 

研究支援推進部 
【プロジェクトスタッフ（責任者に○）】○津田保行（連携推進課長）、渡 勝弥（課長補佐）伊藤久美

（事務補佐員）ほか 

【年度実績と成果】 

・資料の収集・整理・保管・提供 

書庫の狭隘化に伴い、空きスペースを活用した図書の移動作業を行った。また、全国遺跡報告総覧の登録データと図書資料

の書誌データを照合し、差異があった場合には図書の書誌データを修正する作業を開始した。 

・利用者サービス 

一般利用者の閲覧室における閲覧可能冊数上限を 5冊から 10冊に引き上げたことにより、利用者サービスの拡大と業務の

効率化を行った。 

 

購入図書   649冊 

寄贈図書  7,638冊 

雑誌    3,068冊 

   

一般利用者数        380人 

利用冊数       2,829冊 

来館者複写件数     1,041件 

 

遠隔利用：複写受付件数  560件 

     貸借貸出冊数  108冊          仮設庁舎の閲覧室（平成 30年度に引っ越しを予定） 

 

年度計画評価  Ｂ 

【評定理由】 

①適時性において、利用者のニーズに対応した資料の収集・配架を行った。②発展性において、全国遺跡報告総覧との整合

性を整備した。③効率性において、一般利用者の閲覧可能冊数の上限を引き上げることにより、業務の効率化を行った。④継

続性において、従来の継続的な業務を滞りなく行った。以上の観点から本事業は順調に推移したと判断する。 

 

観点 ① 適時性 ② 発展性 ③ 効率性 ④ 継続性  

定性評価 Ｂ Ｂ Ａ Ｂ  

【目標値】 

 

【実績値・参考値】 
（参考値） 

資料閲覧室・図書資料室の開室日数 183日 

資料閲覧室・図書資料室の利用者数 380人 

文化財に関する資料・図書等の総件数 466,253件 

定量評価 

－ 

 

中期計画評価  Ｂ 

中期計画記載事項 
文化財情報の計画的収集、整理、保管、公開並びにそれらの電子化の推進による文化財に関するアーカイブの拡充を行うとと

もに、調査研究に基づく成果としてのデータベースを充実させる。 

評定理由及び 

今後の見通し 

当初、仮庁舎での運営が 2 年間とされており、2 年間分の書庫スペースしか確保されていなかっ

たところ、2 年間の運営延長となったことにより、書庫スペースの維持・活用が危ぶまれたが、書

架の追加設置や余剰スペースの有効活用等により、サービスを低下させることなく運営することが

出来た。 

新庁舎への引っ越し後は、閲覧室の狭隘化となるため、蔵書検索用端末の削減または別置及び書

庫までの距離が遠距離となるため、一般利用者には閲覧希望資料の事前申請制を導入し、待ち時間

の短縮を計画している。 
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【書式Ｃ】     施設名 東京文化財研究所   処理番号 2421E 

中期計画の項目 2-(4)-② 文化財に関する情報資料の収集・整備及び調査研究成果の公開・活用 

年度計画の項目 2-(4)-②-1) 

②調査研究成果の発信 

文化財に関する調査研究の成果について、定期的に刊行するとともに、公開講演会、現地説明会、シンポ

ジウムの開催等により、多元的に発信する。また、研究所の研究・業務等を広報するためウェブサイトを充

実させるとともに、日本語はもとより多言語でのページを充実させる。 

1)定期刊行物の刊行 

・『東京文化財研究所年報』 ・『東京文化財研究所概要』 ・『東文研ニュース』 ・『美術研究』（年 3 冊） 

・『日本美術年鑑』 ・『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』 ・『保存科学』 

プロジェクト名称 定期刊行物の刊行 

東京文化財研究所 【プロジェクトスタッフ（責任者に○）】〇亀井伸雄（所長） 

【年度実績と成果】 

・『東京文化財研究所年報』2016年度版 

・『東京文化財研究所概要』2017年度版 

・『東文研ニュース』年 3回（64～66号） 

・『美術研究』（422号）（29年 6月） 

・『美術研究』（423号）（29年 12月） 

・『美術研究』（424号）（30年 3月） 

・『平成 28年版 日本美術年鑑』（30年 3月） 

・『無形文化遺産研究報告』第 12号（30年 3月） 

・『第 12回無形民俗文化財研究協議会報告書』（30年 3月） 

・『保存科学』57号（30年 3月） 

年度計画評価  Ｂ 

【評定理由】 

下記各観点から評価を行なった。①適時性においては、『美術研究』で翻訳により海外における研究の新動向を紹介できたこ

と、『日本美術年鑑』において近年の動向をきちんとまとめて報告した点が評価される。②発展性においては、『保存科学』刊

行では、29年度は投稿された論文に対して、より厳正な査読を行うために、『保存科学投稿規定』の改定を実施した。その結

果、文化財の保存と修復に関する幅広い内容の報文、報告を学術論文としてのより高い水準を担保しつつ公表することができ

た。③効率性においては、『日本美術年鑑』及び『美術研究』の編集作業で刊行物アーカイブシステムを本格的に導入した点や、

電子メール送受による校正作業を積極的に実施した点が評価される。④継続性においては、28年度に引き続き、カラー図版を

含む原稿をウェブサイトからダウンロードできるようにしたため、当該分野における『保存科学』の地位を高めること貢献し

た。⑤定量評価においては、所期の予定通り、29年度も文化財に関する調査研究の成果に関する刊行物を刊行することができ

た。よって、順調かつ効率的に事業が推移していると判断した。 

観点 ①適時性 ②発展性 ③効率性 ④継続性  

定性評価 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ  

【目標値】 

・定期刊行物等の刊行

件数 12点 

【実績値・参考値】 

（実績値）定期刊行物等の刊行件数 12件（以下のとおり） 

『東京文化財研究所年報』2016年度版 刊行部数 500部 

『東京文化財研究所概要』2017年度版 刊行部数 2,700部 

『東文研ニュース』64～66号 刊行部数各 1,600部 

『平成 28年版 日本美術年鑑』刊行部数・配布部数各 600部 

『美術研究』422号～424号 刊行部数各 400部、・配布部数各 380部 

『無形文化遺産研究報告』第 12号 発行部数 600部 

『第 12回無形民俗文化財研究協議会報告書』 発行部数 700部 

『保存科学』57号 発行部数 650部 

定量評価 

Ｂ 

 

中期計画評価  Ｂ 

中期計画記載事項 
国・地方公共団体や大学、研究機関との連携・協力体制を構築し、これらの機関が有する文化財に関する情報の収集、知見・

技術の活用、機構が行った調査研究成果の発信等を通じて、文化財に関する協力・助言を行う。 

評定理由及び 

今後の見通し 

中期計画どおり定期刊行物の作成を順調に実施することができた。また、各研究プロジェクトの

総括的な研究成果を多く公表することができた。 

30年度も、引き続き、学術誌としての一定の水準を保ちながら刊行する計画である。 

『東京文化財研究所年報』 

－　　－342



 

 

 

 

【書式Ｃ】     施設名 奈良文化財研究所   処理番号 2421F 

中期計画の項目 2-(4)-② 文化財に関する情報資料の収集・整備及び調査研究成果の公開・活用 

年度計画の項目 
2-(4)-②-1)･

2)･3) 

②調査研究成果の発信 

文化財に関する調査研究の成果について、定期的に刊行するとともに、公開講演会、現地説明会、シンポジウムの開催等により、

多元的に発信する。また、研究所の研究・業務等を広報するためウェブサイトを充実させるとともに、日本語はもとより多言語で

のページを充実させる。1)定期刊行物の刊行 ・『奈良文化財研究所紀要』・『奈良文化財研究所概要』・『奈文研ﾆｭｰｽ』・『埋蔵文化

財ﾆｭｰｽ』 2)公開講演会、現地説明会、シンポジウムの開催等 3)ウェブサイトの充実 

プロジェクト名称 定期刊行物の刊行、公開講演会・現地説明会等の開催、ウェブサイトの充実 

研究支援推進部 

企画調整部 
【プロジェクトスタッフ（責任者に○）】○津田保行（連携推進課長）、渡  勝弥（連携推進課課長補佐）梶原

孝次（連携推進課課長補佐）、ほか 

【年度実績と成果】 
◆定期刊行物の刊行 

・奈良文化財研究所概要 2017 30年 6月刊行予定、3,000部    

・奈良文化財研究所紀要 2017 30年 6月刊行予定、3,000部 

・奈文研ニュース「No.65」29年 6月「No.66」29年 9月「No.67」29年 12月「No.68」30年 3月 

・埋蔵文化財ニュース 30年 3月「No.170」「No.171」「No.172」「No.173」 

◆現地説明会 

5月 21日 平城宮東院地区の発掘調査(平城第 584次）現地説明会 於奈良市法華寺町 685ほか (参加者 519名) 

12月 23日 平城宮東院地区の発掘調査(平城第 593次）現地説明会 於奈良市法華寺町 685ほか (参加者 823名) 

10月 7日 東大寺東塔院跡の発掘調査(平城第 589次）現地説明会 於東大寺東塔院跡発掘現場 (参加者 801名) 

30年 3月 3日 藤原宮大極殿院の発掘調査（飛鳥藤原第 195次）現地説明会 於橿原市高殿町 (参加者 645名） 

◆講演会 

6月 17日 第 120回公開講演会 講演者：浦、清野（陽）、前川（参加者 195名） 

10月 7日 第 9回東京講演会タイトル「デジタル技術で魅せる文化財」講演者：森本・高田・渡邉・広瀬・山口・村田（参加者 340名） 

6月 10日 飛鳥資料館の春期特別展記念講演会「藤原京の役所を探る」10月 28日 秋期特別展記念講演会「高松塚古墳の構築技術を解明する」 

11月 11日 第 121回公開講演会 講演者：所長、大澤、岩戸（参加者 154名） 

◆シンポジウム 

9月 29日 第 1回 報告書データベース作成に関する説明会 12月 20日 第 2回 30年 1月 23日 第 3回 2月 2日 第 4回 2月 20日 第 5回 

12月 8日 第 21回古代官衙・集落研究集会「地方官衙政庁域の変遷と特質」(参加者 144名) 

12月 9日～10日 文化的景観研究集会（第 9回）（参加者 105名）  

12月 22日 遺跡整備・活用研究集会(参加者 77名) 

30年 2月 3日～4日 第 18回古代瓦研究会シンポジウム(参加者 141名) 

30年 3月 9日 保存科学研究集会 2017「金属製遺物の調査・研究に関する最近の動向」(参加者 102名) 

◆体験型イベント 

8月 9日～10日「つくろう!!ミニチュア玉枕」（飛鳥資料館）阿武山古墳から出土した玉枕のミニチュアをビー

ズで作るイベント（参加者 103名） 

8月 22日～23日「奈良の都の木簡に会いに行こう!」子供達が発掘現場から持ち帰った木簡を含む土の洗浄・

選別作業や木簡の解読等の体験を行った。（参加者 70名）（日本学術振興会「ひらめき✩ときめきサイエンス

～ようこそ大学の研究室へ～KAKENHI」採択事業） 

◆ウェブサイトの充実 

・全国遺跡報告総覧における発掘調査報告書等の公開件数が 21,187件、ウェブサイト全体のアクセス件数は

10,887,187件（28年度 4,990,661件）を達成した。 

・奈文研ブログ「探検！奈文研」No164～182 「コラム作寶樓」月 2回更新 

・飛鳥資料館のウェブサイトをリニューアルして、庭園、常設展示、特別展示等の展示内容の紹介とともに、「学び」

のページを新たに追加して、学習の場として利用する際のポイントを紹介 

年度計画評価  Ａ 

【評定理由】 下記各観点から評価を行った。①適時性においては、調査研究の成果を適時に刊行するとともに、現地説明会開催、ウェブ公

開いずれにおいても即時的に情報を発信した。②独創性において、当研究所の調査・研究内容の新規性及び卓越性を持たせ発信することがで

きた。③発展性においては、個々のデータベース登録数も増え、多様なブログ、コラム等を更新することによりＨＰの内容を一層充実させた。

また、当研究所の調査研究の成果を多元的に発信するために体験イベントを実施した。④継続性においては、定期刊行物、講演会、ウェブ公

開いずれにおいても従来から継続的に実施している上、データベースは随時、データを増加しており、アクセス数も上昇しているため、恒久

的な提供と利用が認められる。⑤定量的評価の観点について、刊行数においては目標通りに実施することができ、公開講演会等においては目

標を上回る回数を実施することができた。よって、順調かつ効率的に事業が推移していると判断した。 

観点 ①適時性 ②独創性 ③発展性 ④継続性  

定性評価 Ｂ Ｂ Ａ Ａ  

【目標値】 
（1）定期刊行物等の刊行件数 10点 

（2）公開講演会、現地説明会の開催回数 10回 

【実績値・参考値】 
（実績値）（1）定期刊行物等の刊行件数 10点 

（2）公開講演会、現地説明会の開催回数 19回 

定量評価 

(1)Ｂ 

(2)Ａ 
 

中期計画評価  Ａ 

中期計画記載事項 
文化財に関する調査研究の成果を定期刊行物や公開講演会、現地説明会、シンポジウムの開催等により、多元的に発信する。

また、ウェブサイトにおいては、日本語はもとより多言語でのページを充実させる。なお、定期刊行物等の刊行件数及び講演会
等の開催日数については、前中期目標の期間の実績以上を目指す。 

評定理由及び 

今後の見通し 

目標を上回る回数の公開講演会や現地説明会等を実施し、調査成果を精力的かつ多元的に発信している。また、

全国遺跡報告総覧などウェブサイトの利用率は飛躍的に上昇している。 

今後も公開講演会、現地説明会、ウェブサイトの充実等を通じて調査研究の成果をさらに発信していきたい。 

奈文研ニュース 
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【書式Ｃ】     施設名 東京文化財研究所   処理番号 2422E 

中期計画の項目 2-(4)-② 文化財に関する情報資料の収集・整備及び調査研究成果の公開・活用 

年度計画の項目 2-(4)-②-2) 

②調査研究成果の発信 

文化財に関する調査研究の成果について、定期的に刊行するとともに、公開講演会、現地説明会、シンポ

ジウムの開催等により、多元的に発信する。また、研究所の研究・業務等を広報するためウェブサイトを充

実させるとともに、日本語はもとより多言語でのページを充実させる。 

2)公開講演会、現地説明会、シンポジウムの開催等 

・公開講座（オープンレクチャー） 

プロジェクト名称 平成 29年度オープンレクチャー（調査･研究成果の公開） 

文化財情報資料部 
【プロジェクトスタッフ（責任者に○）】○小林達朗（日本東洋美術史研究室長）、津田徹英（部長）、

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） 

【年度実績と成果】 

○11月 2日、3日の 2日間にわたり、専門家はもとより広く一般からも聴講者を募集し、オープンレクチャー「かたちからの

道、かたちへの道」を開催した。 

 

○当研究所より 2名、外部より 2名の講演を行った。それぞれの講演テーマは次の通りである。 

・江村知子（文化財アーカイブズ研究室長）「海を渡った日本絵画―ライプツィヒ民  

族学博物館所蔵「四条河原遊楽図屏風」の紹介をかねて」 

・山本聡美（共立女子大学教授）「穢土としての身体―日本中世絵画に描かれた病と               

死体―」 

・小野真由美（主任研究員）「写された枇杷図―狩野探幽と江戸の再生（リヴァイバル）」 

・馬渕美帆（神戸市外国語大学准教授）「田楽を作る歌仙―伊藤若冲の歌仙図について」 

 

○外部からの聴講者は 11月 2日が 116名、3日が 109名の参加を得た。  

年度計画評価  Ｂ 

【評定理由】 

下記各観点から評価を行った。①適時性においては、両日合わせて 225名の一般参加者を見た。参加者からのアンケート結

果では、11月 2日の 80名の回答者数のうち、「大変満足した」と「おおむね満足だった」を合わせ 96.3％、11月 3日の 93名

の回答者のうち「大変満足した」と「おおむね満足だった」を合わせ 89.2％の回答を得ることができ、時宜に適った講演テー

マにて実施できた。②独創性においては、「かたちからの道、かたちへの道」という大テーマのもと、日本美術の多様な作品に

ついてこれまで未発表であった研究成果を公開できた。③発展性においては、日本美術について多様な面から研究成果を一般

に公開できた。④継続性においては、「古典の日」に合わせ、さらに台東区の「上野の山文化ゾーンフェスティバル」の一環と

しての協力を欠かさずに続けて開催している。また、定量評価においては、年 1回開催の目標を達成し、アンケートにより参

加者の高い満足度を得た。よって、順調かつ効率的に事業が推移していると判断した。 

観点 ①適時性 ②独創性 ③発展性 ④継続性  

定性評価 Ｂ Ｂ Ｂ Ａ  

【目標値】 

・講演会の開催回数 

1回 

【実績値・参考値】 

（実績値）目標値開催回数 １回 

（参考値）講演会の来場者数 225名 

定量評価 

Ｂ 

 

中期計画評価  Ｂ 

中期計画記載事項 
文化財に関する調査研究の成果を定期刊行物や公開講演会、現地説明会、シンポジウムの開催等により、多元的に発信する。

また、ウェブサイトにおいては、日本語はもとより多言語でのページを充実させる。なお、定期刊行物等の刊行件数及び講演会

等の開催回数については、前中期目標の期間の実績以上を目指す。 

評定理由及び 

今後の見通し 

28年度に続き今中期計画 2年目にあたる 29年度のプロジエクト事業を計画通り達成できた。30

年度も同様に「かたちからの道、かたちへの道」をテーマとして、講演者 2名、2日間の形態で開

催する予定である。 

 講演会の様子 

－　　－344



 

 

 

 

【書式Ｃ】     施設名 東京文化財研究所   処理番号 2423E 

中期計画の項目 2-(4)-② 文化財に関する情報資料の収集・整備及び調査研究成果の公開・活用 

年度計画の項目 2-(4)-②-3) 

②調査研究成果の発信 

文化財に関する調査研究の成果について、定期的に刊行するとともに、公開講演会、現地説明会、シンポ

ジウムの開催等により、多元的に発信する。また、研究所の研究・業務等を広報するためウェブサイトを充

実させるとともに、日本語はもとより多言語でのページを充実させる。 

3)ウェブサイトの充実 

・東文研総合検索システム ・東京文化財研究所刊行物一覧 ・学術情報リポジトリ 

プロジェクト名称 文化財情報基盤の整備・充実 

文化財情報資料部 

【プロジェクトスタッフ（責任者に○）】 

○二神葉子（文化財情報研究室長）、小山田智寛（研究員）、三島大暉（アソシエイトフェロー）、逢坂

裕紀子（研究補佐員）、安岡みのり（研究補佐員） 

【年度実績と成果】 

○ネットワーク環境の整備・充実 

・27年度に導入を開始した大容量ストレージシステムに、30年 3月、ストレージサーバを追加、容量を増強するとともに、

30年度更改予定の WWWサーバの基盤を整備した。また、30年 3月、DHCP（ネットワークアドレス自動割当装置）を更新し

た。 

○情報セキュリティの強化 

・ネットワーク機器及びソフトウェアに対し保守・監視を行い、国立文化財機構内他施設の担当者と情報交換しつつセキュリ

ティ水準の維持・向上に努めた。特に、10月に既存の資産管理システム「AssetView」に同ソフト未導入端末のネットワー

クへのアクセス制限機能を追加し、セキュリティの向上を図った。 

・当研究所職員の情報セキュリティへの意識向上を目的に研修を開催した（情報

システム部会平成 29年度第 1回研修会（9月 21日）、講師：二神、小山田、同・

第 2回研修会（30年 2月 21日）、講師：三島、小山田、二神）。 

○情報発信機能の強化 

・4件のウェブデータベースの新規公開、既存データベースへのデータ追加や機

能改善を実施した。 

・ウェブサイトを適宜更新した。 

○その他 

・文化財アーカイブズ研究室及び近・現代視覚芸術研究室と連携し、データベース管理システム｢Oracle｣による所内データベ

ース「刊行物アーカイブシステム」「売立目録」「日本美術年鑑入力支援システム」をカスタマイズし、利便性を向上させた。 

年度計画評価  Ａ 

【評定理由】 

下記各観点から評価を行った。①適時性においては、データベースの新規公開、データ追加は我が国の文化財に対する国内

外の関心にこたえるもので、時宜に適ったものである。②独創性においては、公開データベースは無料のデータベースエンジ

ンと、ウェブコンテンツを統合的に管理する content management system(CMS)により独自に開発したものであり独創性が高い

といえる。③発展性においては、大容量ストレージシステムは複数のストレージサーバを一体的に扱うことのできるシステム

で、28年度に引き続き容量を増強した。また、異なるデータの横断検索が可能で、画像、テキストいずれをも扱うことができ

るデータベースを構築、今後のデータベースの多様化にも対応していることに高い発展をみた。④効率性においては、情報シ

ステムへの理解を深める所内向け研修など、とても効率よく活動を所内外に伝達できた。このことは、当機構の標的型メール

攻撃訓練においても開封した職員が皆無であるなど、効果がみられたことからも検証できる。⑤継続性においては、ウェブサ

イト更新による情報発信、セキュリティ水準向上への対応も継続的に実施した。⑥定量評価は、目標値の 120%以上のデータベ

ースを公開できた。よって、順調かつ効率的に事業が推移していると判断した。 

観点 ①適時性 ②独創性 ③発展性 ④効率性 ⑤継続性 

定性評価 Ｂ Ａ Ａ Ａ Ｂ 

【目標値】 

・データベースの公開

件数 18件 

【実績値・参考値】 
（実績値）データベースの公開件数 26件 

（参考値）データベースのデータ件数 1,233,111件 

データベース等へのアクセス件数 1,643,823件 

定量評価 

Ａ 

 

中期計画評価  Ｂ 

中期計画記載事項 
文化財に関連する資料の収集・整理・保管を行うとともに、調査研究成果を公開し、国内外の諸機関との連携を強化すること

により、広く社会に還元する。 

評定理由及び 

今後の見通し 

上記の中期計画の記載事項についていずれも所期の目標を達成した。30年度以降も、運営費交付

金や外部資金による他プロジェクトと連携し、効率的に調査研究を実施する。また、情報システム

セキュリティの確保に留意しつつ、調査研究及びウェブを活用した成果公開のための情報基盤の整

備を行うとともに、国内外での事例調査を実施し、文化財情報データベースをさらに拡充する。 

研修会資料（対策の例） 
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【書式Ｃ】     施設名 奈良文化財研究所   処理番号 2431F 

中期計画の項目 2-(4)-③ 文化財に関する情報資料の収集・整備及び調査研究成果の公開・活用 

年度計画の項目 2-(4)-③-1) 

③展示公開施設の充実 

平城宮跡資料館、藤原宮跡資料室、飛鳥資料館の展示等を充実させ、来館者の理解を促進する。 

1)（平城宮跡資料館）・企画展「永野太造作品展‐草創期の奈文研を支えた写真家‐」（4 月 29 日～5 月 31 日）・

企画展「夏の子ども展示（仮称）」（7 月 22 日～9 月 3 日）・特別展「地下の正倉院展」（10 月 14 日～11 月 26

日）・ミニ展示「新春企画 平城京のいぬ（仮称）」（30 年 1 月 4 日～1 月 28 日）（飛鳥資料館）・特別展「藤

原京を掘る-藤原京一等地の調査-」（4 月 28 日～7 月 2 日）・企画展「第８回写真コンテスト「飛鳥の路」作

品展」(7 月 28 日～9 月 3 日）・特別展「壁画古墳の考古学（仮称）」(10 月 6 日～12 月 3 日)・企画展「飛鳥

の考古学 2017」(30 年 1 月 26 日～3 月 18 日) 

プロジェクト名称 平城宮跡資料館・飛鳥資料館・藤原宮跡資料室における展示公開 

企画調整部 
【プロジェクトスタッフ（責任者に○）】〇森本晋（部長）、加藤真二（展示企画室長）、石橋茂登（飛

鳥資料館学芸室長）ほか 

【年度実績と成果】 
 ●平城宮跡資料館 

・春期企画展「永野太造作品展－草創期の奈文研を支えた写真家－」実施（4

月 29日～5月 31日） 

・夏期企画展「ナント！すてきな！？平城生活」実施（7月 22日～9月 3日） 

・秋期特別展「地下の正倉院展－国宝 平城宮跡出土木簡－」実施（10月 14

日～11月 26日） 

・新春ミニ展示「新春企画 平城京の戌」実施（30年 1月 4日～1月 28日） 

・常設展展示物・施設のメンテナンス、常設展一部改修・展示替え 

・質問、取材、案内対応（4件/週）。展示物等の貸借業務（20件） 

●飛鳥資料館 

・春期特別展「藤原京を掘る－藤原京一等地の調査－」(4月 28日～ 

 7月 2日）開催。6月 10日講演会開催。 

・夏期企画展「第 8回飛鳥資料館写真コンテスト「飛鳥の路」」（7月 28日～9月 3日）開催。 

・秋期特別展「高松塚古墳を掘る－解明された築造方法－」(10月 6日～12月 3日)開催。10月 28日講演会開催。 

・冬期企画展「飛鳥の考古学 2017」(30年 1月 26日～3月 18日)開催。 

●藤原宮跡資料室 常設展示に加え、①藤原京右京九条二・三坊、瀬田遺跡出土遺物、②藤原宮大極殿院回廊出土遺物、③飛鳥地域出土湖西

窯産須恵器、④奥山廃寺出土朱線付平瓦、⑤瀬田遺跡出土台付編籠パネル、⑥大宝元年元日朝賀復元イラスト、をロビーで速報展示 

年度計画評価  Ｂ 

【評定理由】 
①適時性においては、平城宮跡出土木簡が国宝に指定されたタイミングで秋期展を実施できた。飛鳥資料館では、奈文研の発掘調査成果が正

報告書として刊行されたタイミングで研究成果を春・秋期展として公開できた。藤原宮跡資料室においても速報展を行うことができた。 

②独創性においては、平城宮跡資料館の夏期企画展では平城京の主な住人である役人の一日、一年、一生について子供向けに展示し大人から

も好評だった。リーフレットを近隣の小学校へ学習用に提供した。奈文研ならではの独創的な展示であった。 

③発展性においては、飛鳥資料館において春期展における模型への画像投影による展示、秋期展での内部に入れる実物大石室模型など、従来

のケース内展示と一線を画す挑戦的な手法や体験的展示を行っていることが高く評価できる。 

④効率性においては、平城宮跡資料館の春期企画展を帝塚山大学と共催し同大学の写真乾板を利用できた。また、同大学の広報やネットワー

クによって、奈良市写真博物館などにも周知することができ、同大学生、写真ファンなど、新たな来館者を掘り起こすことができた。 

⑤継続性においては、平城宮跡資料館・飛鳥資料館での各企画展は、継続的に実施しており、恒例の展覧会として定着している。 

・定量評価について、平城宮跡資料館・飛鳥資料館それぞれで特別展・企画展を年間 4件ずつ開催することができた。 

以上から目標以上の実績をあげて、順調かつ効率的に事業が推移していると判断した。 

観点 ①適時性 ②独創性 ③発展性 ④効率性 ⑤継続性 

定性評価 Ａ Ａ Ａ Ｂ Ｂ 

【目標値】 
（1）平城宮跡資料館特別

展・企画展開催件数 4件 

（2）飛鳥資料館特別展・

企画展等開催件数  4件 

【実績値・参考値】 
（実績値）（1）平城宮跡資料館特別展・企画展開催件数 4件 

     （2）飛鳥資料館特別展・企画展等開催件数  4件 

（参考値）平城宮跡資料館 入館者数 104,279名 開館日数 307日 

     飛鳥資料館 入館者数 33,696名 開館日数 304日 

     藤原宮跡資料室 入館者数 8,162名 開館日数 359日 

      図録等刊行実績：リーフレット等 7件 

定量評価 

（1）Ｂ 

（2）Ｂ 

①『永野太造作品展』（A5判フルカラー14ページ 4月 29日発行） 

②『ナント！すてきな！？平城生活』（AB判フルカラー24ページ ７月 22日発行） 

中期計画評価  Ｂ 

中期計画記載事項 
平城宮跡資料館、藤原宮跡資料室、飛鳥資料館については、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等を充

実させ、来館者の理解を促進する。なお、公開施設における特別展・企画展の開催件数については、前中期目標の期間の実績以

上を目指す。 

評定理由及び 

今後の見通し 

順調に事業をすすめられている。当研究所の調査研究成果を展示に生かした魅力的な展示や関連企画は独創的

かつ有意義なものであり、高く評価できる。今後もさまざまな研究成果をわかりやすく展示することで、文化財

研究の魅力を多面的に発信することが期待できる。 

飛鳥資料館秋期特別展 

ギャラリートーク 平城宮跡資料館常設展改修作業 
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【書式Ｃ】     施設名 奈良文化財研究所   処理番号 2432F 

中期計画の項目 2-(4)-③ 文化財に関する情報資料の収集・整備及び調査研究成果の公開・活用 

年度計画の項目 2-(4)-③-2) 
③展示公開施設の充実 

平城宮跡資料館、藤原宮跡資料室、飛鳥資料館の展示等を充実させ、来館者の理解を促進する。 

2)平城宮跡解説ボランティアの研修内容の充実及び運用の改善検討により活動を向上させる。 

プロジェクト名称 平城宮跡解説ボランティアの研修内容の充実及び運用改善 

研究支援推進部 

【プロジェクトスタッフ（責任者に○）】 

○津田 保行（連携推進課長）、梶原 孝次（連携推進課課長補佐）、岩井 靖子（連携推進課事務補佐

員）、林 尚代（連携推進課事務補佐員）、京牟礼 薫（連携推進課事務補佐員） 

【年度実績と成果】 
○解説ボランティア研修等 

解説ボランティアの育成に資するため、平城宮跡資料館における特別展、企画展にかかる解説研修を以下のとおり実施した。また、29年度

から新たに、解説ボランティア向けの発掘調査現地説明会、勉強会を実施した。 

・平城宮跡資料館春期企画展解説研修 29年 4月 28日・5月 1日  

・平城宮跡資料館夏期こども展示解説研修 29年 7月 21日・24日  

・平城宮跡資料館「地下の正倉院展」解説研修 29年 10月 12日・16日（Ⅰ期）、10月 30日（Ⅱ期）、11月 13日（Ⅲ期） 

・解説ボランティア向けの発掘調査現地説明会（平城宮跡東院地区） 29年 12月 22日  

・解説ボランティア勉強会 30年 1月 15日・20日、2月 17日・19日、3月 17日・19日（毎月同内容で 2回開催、平城宮跡資料館の展示等） 

 

○解説ボランティアの新規募集及び制度運用改善 

研究部と事務部が一体となった、ボランティア懇談会を組織し、解説ボランティア制度の運用改善等について検討を行い、グループ制、リ

ーダー制の導入、定期的な勉強会・連絡会議の実施等を盛り込んだ新制度を策定した。 

解説ボランティアの新規募集を行い、186 名の応募者から 174 名を採用した。また、採用者に向けて、平城宮跡における当研究所の最新の

研究成果を踏まえた基礎研修を企画実施した。平成 30年 3月 24日に平城宮跡歴史公園の開園に伴い開館した平城宮いざない館の詳覧ゾーン

（奈文研の出土遺物、レプリカ等を貸与して展示）に、勉強会（講義・実地研修）解説ボランティアを新たに定点として配置して解説案内を

行った。また、29年度から解説ボランティアからの意見を随時取り入れ、運用改善等に役立てるため、当研究所と解説ボランティアの班長に

よる連絡会議を月 1回開催した。 

・平城宮跡解説ボランティア懇談会（29年度は 16回開催） 

・解説ボランティア基礎研修 第１回 29年 10月 28日・11月 27日、第 2回 11月 13日・18日、第 3回 11月 20日・25日（それぞれ同内容

で 2回開催） 

・解説ボランティア連絡会議(29年度は 3回開催) 

年度計画評価  Ａ 

【評定理由】 

下記各観点から評価を行った。①適時性においては、所内に研究部と事務部が一体となって組織した平城宮跡解説ボランティア懇談会にお

いて、制度運用の改善を検討し、グループ制、リーダー制の導入、定期的な勉強会・連絡会議の実施等を盛り込んだ新たな制度を策定し、解

説ボランティアの新規募集を行い、新制度のもとで活動を開始することできた。また、開館日当日から平城宮いざない館の詳覧ゾーンに新た

に解説ボランティアを配置し、解説案内を行った。②独創性においては、解説ボランティアの基礎研修として、平城宮跡における当研究所の

最新の調査研究成果を踏まえ、講義に加え、解説案内に即した実地研修を企画実施した。③発展性においては、新制度の下、勉強会や連絡会

議を毎月実施し、ボランティアからの意見を随時取り入れる事で、活動の活性化や運用改善を図る体制を整えた。④継続性においては、これ

までの活動を中断する事なく新制度に移行することができた。よって、順調かつ効率的に事業が推移していると判断した。 

観点 ①適時性 ②独創性 ③発展性 ④継続性  

定性評価 Ａ Ａ Ａ Ｂ  

【目標値】 

 

【実績値・参考値】 

（参考値） 

・ボランティア登録人数：164人 

・ボランティア解説を受けた来場者延べ人数：70,413人 

・解説活動日数：304日 

定量評価 

－ 

 

中期計画評価  Ａ 

中期計画記載事項 
宮跡等への来訪者に文化財及び文化財研究所の研究成果等に関する理解を深めてもらうため、解説ボランティアを育成する。 

評定理由及び 

今後の見通し 

研究所の研究成果等をより広く、効果的に発信していくことを目指し、当研究所の研究部と事務部が一体とな

った体制を整え、平城宮跡解説ボランティア制度について運営体制等見直しと、解説ボランティアの新規募集を

行い、平成 30年 1月から新たなボランティア制度のもと、活動をスタートさせることができた。今後、この新

制度を円滑に運用していくとともに、定期的な勉強会や研修を通じて、ボランティアの育成を行っていく。また、

連絡会議の場を通じて、ボランティアの意見等を取り入れつつ、より効果的かつ効率的な制度運用を行う。 
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【書式Ｃ】     施設名 東京文化財研究所   処理番号 2511E 

中期計画の項目 2-(5)-① 地方公共団体等を対象とする文化財に関する研修及び協力等 

年度計画の項目 2-(5)-①-1)･2) 

①文化財に関する研修の実施 

1)文化財の担当者研修、博物館・美術館等の保存担当学芸員研修を行う。 

2)研修の体系を完成させるとともに、研修受講生を対象としたアンケート及び派遣元自治体を対象とした研

修成果の活用状況に関するアンケート調査を行い、その結果を踏まえ研修計画を策定する。 

プロジェクト名称 博物館・美術館等保存担当学芸員研修 

保存科学研究 

センター 

【プロジェクトスタッフ（責任者に○）】 

○吉田直人（保存環境研究室長）、倉島玲央（研究員）、石井恭子（研究補佐員）ほか 

【年度実績と成果】 

○第 34回博物館・美術館等保存担当学芸員研修を実施した（7月 10日～21

日、受講者 31名） 

・研修終了後にカリキュラム各項目の理解度や有用度、また今後の要望等に

関するアンケート調査を行った。 

 

〇28年度に実施した第 32回博物館・美術館等保存担当学芸員研修受講者の

所属長あてに、研修成果の活用実績やカリキュラム、応募手続き等に関す

る要望を問うアンケート調査を行った。その結果、受講効果については全

員から「あった」という回答が得られた。開催時期については、現状の 7

月の他、6月が望ましいという意見もあった。 

 

○平成 29年度保存担当学芸員フォローアップ研修－展示・収蔵空間における

空気環境の改善－を実施した(6月 16日、参加者 85名)。 

                                     

年度計画評価  Ｂ 

【評定理由】 

下記各観点から評価を行った。①適時性においては、文化財の「活用」に重きが置かれていく気運の中でも、「保存」に携わ

る学芸員の本研修に対するニーズは非常に高く、応募者が定員を大きく超えた。また、解説記事が多くの博物館や図書館で公

共の閲覧に供されている「博物館研究」誌に掲載されたことにより、広く「保存」の重要性、本研修の存在が認知されること

になった。そのため、高い適時性を得たと評価した。②独創性においては、館種や規模を問わず、幅広く参加者を募っており、

あらゆる種類の文化財に対応し、また予算や人員に乏しい状況でも実現性のある環境管理手法を伝えている。③発展性におい

ては、受講後も相談に応じ、またフォローアップ研修を通じて最新の知見を伝えるなどのアフターケアにより、各施設の環境

向上に資している。④効率性においては、限られた日数、時間の中で講義と実習を組み合わせ、実効性の高い研修効果を得る

べく努めている。⑤継続性においては、本研修は 30年以上毎年実施しており、個人レベルでの資質向上のみならず、世代間で

の継承においても高い意義を持っている。⑥定量評価においては、受講者数、実施件数、活用実績ともに十分なものであった。

よって、量的には十分であり、かつ非常に高い質での事業遂行がなされたと判断した。 

観点 ①適時性 ②独創性 ③発展性 ④効率性 ⑤継続性 

定性評価 Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ｂ 

【目標値】 

（1）実施件数 1件 

（2）受講者数 30人 

（3）アンケートによる研修

成果の活用実績 80％以上 

【実績値・参考値】 

（1）実施件数 1件 

（2）受講者数 31人 

（3）研修成果の活用実績 100% 

 

⑥定量評

価 

（1）Ｂ 

（2）Ｂ 

（3）Ａ 

（解説）「博物館・美術館等保存担当学芸員研修の意味と効果」、（吉田直人、博物館研究 Vol.52 No.10 pp.7-11 26年 10月） 

中期計画評価  Ａ 

中期計画記載事項 
文化財に関する高度な研究成果をもとに、地方公共団体等の文化財担当者に対し文化財に関する研修を行うとともに、保存担

当学芸員に対し保存科学に関する研修を行う。なお、研修の実施件数及び受講者数については、前中期目標の期間の実績以上を

目指す。また、アンケートによる研修成果の活用実績が 80％以上となることを目指す。 

評定理由及び 

今後の見通し 

中期計画どおり研修を実施し、また成果の活用実績は目標値を大きく上回るものであったためＡ

評価とした。30年度以降も継続して学芸員による環境管理を推進するための研修を行うが、アンケ

ート結果等を元に絶え間なくカリキュラムの検討を行いたい。今後、国指定品を含めた有形文化財

の移動を伴う公開がさらに増えることが予想され、そのためにも実践的な環境監視と維持に関する

講義や実習内容の強化を図っていく所存である。 

学芸員研修、講義中の様子 
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【書式Ｃ】     施設名 奈良文化財研究所   処理番号 2511F 

中期計画の項目 2-(5)-① 地方公共団体等を対象とする文化財に関する研修及び協力等 

年度計画の項目 
2-(5)-①-1)･

2) 

①文化財に関する研修の実施 

1)文化財の担当者研修、博物館・美術館等の保存担当学芸員研修を行う。 

2)研修の体系を完成させるとともに、研修受講生を対象としたアンケート及び派遣元自治体を対象とした研修

成果の活用状況に関するアンケート調査を行い、その結果を踏まえ研修計画を策定する。 

プロジェクト名称 文化財担当者研修 

企画調整部 

研究支援推進部 

【プロジェクトスタッフ（責任者に○）】○森本 晋（企画調整部長）、加藤 真二（企画調整室長）、

天野 千代子（総務係長） ほか 

【年度実績と成果】 

・以下の研修を実施した。 

①建築遺構調査課程       6月 12日～16日 受講者 7名 

②建造物保存活用基礎課程    6月 19日～23日 受講者 21名 

③出土品管理・活用課程     7月 10日～14日 受講者 22名 

④災害痕跡調査課程       7月 24日～28日 受講者 5名 

⑤遺跡情報記録調査課程     9月 12日～15日 受講者 8名 

⑥文化的景観整備活用課程    9月 20日～22日 受講者 6名 

⑦三次元計測課程        9月 25日～29日 受講者 14名 

⑧保存科学Ⅱ(有機質遺物)課程  10月 10日～18日 受講者 6名 

⑨古代・中近世瓦調査課程    11月 13日～17日 受講者 10名 

⑩文化財写真課程      11月 27日～12月 7日 受講者 18名 

⑪報告書編集基礎課程       12月 7日～14日 受講者 20名 

⑫報告書デジタル作成課程    12月 14日～21日 受講者 15名 

⑬名勝保存活用基礎課程   30年 1月 15日～19日 受講者 11名 

⑭保存科学Ⅲ(応急処置)課程   2月 13日～16日 受講者 15名 

合計 178名 

○研修の体系を整理するとともに、研修受講生を対象とし

たアンケート項目を見直した 

○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、地方公共団体等の文化財担当職員

を対象として、専門研修 14課程の研修を実施し、延べ

178名が受講した。 

○研修受講者に対するアンケート調査では、100％から「有

意義であった」「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。 

○派遣元を対象とした研修成果の活用状況に関するアンケ

ート調査を 3月に実施した。 

○文化財研修を紹介するパンフレットを年 3回作成し、各

都道府県・政令指定都市へ配布した。 

 

年度計画評価  Ａ 

【評定理由】 

下記各観点から評価を行った。①適時性においては、出土品管理・活用課程、災害痕跡調査課程、報告書デジタル作成課程

など、公共性、緊急性が特に高い研修を行い、これへの対応を行った。②独創性においては、いずれの研修も当研究所以外で

は実施できず、なおかつ最新の知見を盛り込むことで、研修内容のオリジナリティ、新規性、卓越性を実施した。③発展性に

おいては、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。④効率性においては、基本的に 5日間、研究所

の既存設備、適任者で行うこととし、時間的投資、人的投資、設備的投資上の効率性を実施した。⑤継続性においては、文化

財担当者研修は、前身の埋蔵文化財担当者研修及び埋蔵文化財発掘技術者研修を含め、昭和 49年より継続しており、のべ受講

者数も 9,490人となった。⑥定量的評価の観点においても、目標値に達成した。総じて、事業はきわめて順調に推移している

と言える。 

観点 ①適時性 ②独創性 ③発展性 ④効率性 ⑤継続性 

定性評価 Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ａ 

【目標値】 
（1）研修の実施件数（件／課程）14課程 

（2）研修の受講者数（人）156人 

（3）研修成果の活用状況（％）80％以上 

【実績値・参考値】 
（実績値）（1）研修の実施件数   14課程 

（2）研修の受講者数   178人 

（3）研修成果の活用状況 100％ 

定量評価 

（1）Ｂ 

（2）Ｂ 

（3）Ａ 

 

中期計画評価  Ｂ 

中期計画記載事項 
文化財に関する高度な研究成果をもとに、地方公共団体等の文化財担当者に対し文化財に関する研修を行うとともに、保存担

当学芸員に対し保存科学に関する研修を行う。なお、研修の実施件数及び受講者数については、前中期目標の期間の実績以上を

目指す。また、アンケートによる研修成果の活用実績が 80％以上となることを目指す。 

評定理由及び 

今後の見通し 

定性評価については、いずれの観点もＢ以上で、特に適時性、独創性、継続性ではＡと評価できた。また、定

量評価では、いずれの目標値とも達成した。特に研修成果の活用状況は 100％となっており、Ａ評価であった。

以上から、本プロジェクトは、順調に推移していると判断されたことから、Ｂと評価した。平成 29年度は、中

期計画期間の２年目ではあるが、１年目同様、順調に推移していると判断されたことから、本プロジェクトの進

め方が適格であることが確認された。今後とも、厳しい財源事情のなか、費用対効果も十分に勘案しながら研修

事業の充実を図りつつ、順調にプロジェクトを推進したい。 
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【書式Ｃ】     施設名 東京文化財研究所   処理番号 2521E-1 

中期計画の項目 2-(5)-② 地方公共団体等を対象とする文化財に関する研修及び協力等 

年度計画の項目 2-(5)-②-1) 

②文化財に関する協力・助言等 

国・地方公共団体や大学、研究機関との連携・協力体制を構築し、これらの機関が所有・管理する文化財

に関する情報の収集、知見・技術の活用、本機構が行った調査研究成果の発信等を通じて、文化財に関する

協力・助言を行う。 

1)地方公共団体等からの要請に応じ、文化財及びその保存・活用に関する協力・助言・専門的知識の提供等

を行う。 

プロジェクト名称 文化財の収集、保管に関する指導助言 

文化財情報資料部 
【プロジェクトスタッフ（責任者に○）】○津田徹英（部長）、塩谷純（近・現代視覚芸術研究室長）、

小林公治（広領域研究室長）、江村知子（アーカイブス研究室長）、安永拓世（研究員） 

【年度実績と成果】 

１．永世文庫美術館夏季展「細川護立と近代の画家たち」開催に関する協力・助言 

２．福井県立美術館開館 40周年特別展「狩野芳崖と四天王」開催に関する協力・助言 

３．滋賀・近江八幡市市史編纂室による文化財調査に関する協力・助言 

４．南蛮文化館の所蔵品修復に関わる協力・助言、 

５．韓国・Lee＆Won財団における漆工芸に関する協力・助言 

６．イタリア・ヴァチカン博物館収蔵庫新設等に関わる協力・助言、 

７．浦添市美術館における漆工芸品に関する協力・助言 

８．明治大学における漆工芸品に関する協力・助言 

９．逸翁美術館の所蔵品調査に関する協力・助言 

10. 土佐・絵金蔵の所蔵品調査に関する協力・助言 

11. 岡山県立美術館の所蔵品調査・展示に関する協力・助言 

12. 野崎家塩業歴史館の所蔵品調査に関する協力・助言 

13. 大阪・八尾市教育委員会管轄の文化財調査に関する助言・協力 

14. 大和文華館の所蔵品調査に関する協力・助言 

15. 和歌山県立博物館の所蔵品調査に関する協力・助言 

16. 和歌山市立博物館の所蔵品調査に関する協力・助言 

17. 山口・五橋文庫の尾形乾山に関する問い合わせへの助言 

18. 群馬・大川美術館の展覧会に関する協力・助言 

19. 滋賀・甲賀市教育委員会の文化財指定に関する助言 

年度計画評価  Ａ 

【評定理由】 

下記各観点から評価を行った。①適時性及び④継続性においては、国・地方公共団体等からの文化財に関するさまざまな要

請に対して、適時及び適切な指導・助言を行うことができた。特に、大和文華館をはじめ継続的に実施しているケースにおい

ては、指導・助言を通して高い信頼関係を築くことができているため、Ａ評価とした。②発展性においては、指導・協力要請

の件数が増加する中で、スタッフの有するスキル・専門性を存分に活用し、他ではできない当研究所独自の指導・助言を実施

できた。③効率性においては、担当を分けることによって、専門性の高い指導・助言を実施した。よって、順調かつ効率的に

事業が推移していると判断した。 

観点 ①適時性 ②発展性 ③効率性 ④継続性  

定性評価 Ａ Ａ Ｂ Ａ  

【目標値】 

 

【実績値・参考値】 

・指導・助言 19件 

 

定量評価 

― 

 

中期計画評価  Ｂ 

中期計画記載事項 
国・地方公共団体や大学、研究機関との連携・協力体制を構築し、これらの機関が有する文化財に関する情報の収集、知見・

技術の活用、機構が行った調査研究成果の発信等を通じて、文化財に関する協力・助言を行う。 

評定理由及び 

今後の見通し 

文化財情報資料部に要請されたさまざまな文化財に関する事項を、適時、継続的に、スタッフの

有するスキル・専門性にもとづいて協力し、適切な指導・助言を行ったので、Ｂと判断した。30年

度も引き続き、外部からの要請に対して協力・適切な指導・助言を行っていきたい。 

所蔵品調査の様子 

－　　－350



 

 

 

 

【書式Ｃ】     施設名 東京文化財研究所   処理番号 2521E-2 

中期計画の項目 2-(5)-② 地方）公共団体等を対象とする文化財に関する研修及び協力等 

年度計画の項目 2-(5)-②-1) 

②文化財に関する協力・助言等 

国・地方公共団体や大学、研究機関との連携・協力体制を構築し、これらの機関が所有・管理する文化財

に関する情報の収集、知見・技術の活用、本機構が行った調査研究成果の発信等を通じて、文化財に関する

協力・助言を行う。 

1)地方公共団体等からの要請に応じ、文化財及びその保存・活用に関する協力・助言・専門的知識の提供等

を行う。 

プロジェクト名称 無形文化遺産に関する助言 

無形文化遺産部 
【プロジェクトスタッフ（責任者に○）】 

○飯島満（部長）、前原恵美（無形文化財研究室長）、久保田裕道（無形民俗文化財研究室長） 

【年度実績と成果】 

○無形文化遺産の保存・伝承・活用等に関する助言 

・国指定等文化財の保存活用計画に関する文化庁への助言 2件 

・ユネスコ無形文化遺産に関する文化庁への助言 1件 

・民俗技術に関する文化庁への助言 1件 

・伝統音学普及促進支援事業に関する文化庁への助言 1件 

・選定保存技術に関する文化庁への助言 1件 

・国際芸術交流支援事業に関する文化庁への助言 1件 

・国立劇場民俗芸能公演に関する日本芸術文化振興会への助言 1件 

・国立劇場文楽公演に関する日本芸術文化振興会への助言 2件 

・一般財団法人日本青年館への助言 1件 

・公益社団法人全日本郷土芸能協会への助言 1件 

・神奈川県への助言 1件 

・茨城県への助言 1件 

・東京都武蔵野市への助言 1件 

・神奈川県箱根町への助言 1件 

・岐阜県岐阜市への助言 2件 

・岐阜県関市への助言 1件 

・福井県大飯郡あおい町への助言 1件 

・国立民族学博物館への助言 1件 

・東京都歴史文化財団への助言１件                【福井県大飯郡あおい町での風俗習慣に関する調査】 

年度計画評価  Ｂ 

【評定理由】 

下記各観点から評価を行った。 

①適時性、②独創性、③発展性及び④継続性においては、無形文化遺産を対象とする数少ない研究機関として、無形の文化

財（無形文化財・無形民俗文化財・文化財保存技術）を中心とする我が国の無形文化遺産に関わる各種委員会等に継続的に委

嘱されており、その各々において日頃の調査研究に基づく的確な助言を実施できたことは、いずれの定性評価においても、十

分であると考える。 

観点 ①適時性 ②独創性 ③発展性 ④継続性  

定性評価 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ  

【目標値】 

 

【実績値・参考値】 

（参考値）助言 22件 

 

定量評価 

－ 

 

中期計画評価  Ｂ 

中期計画記載事項 
国・地方公共団体や大学、研究機関との連携・協力体制を構築し、これらの機関が有する文化財に関する情報の収集、知見・

技術の活用、機構が行った調査研究成果の発信等を通じて、文化財に関する協力・助言を行う。 

評定理由及び 

今後の見通し 

中期計画期間 2年目にあたる 29年度も、例年通り、多様な助言依頼に対応できており、計画通り

の実績をあげることができた。 

30年度以降も、これまで得てきた信頼を損なわぬよう努めることとしたい。 
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【書式Ｃ】     施設名 東京文化財研究所   処理番号 2521E-3 

中期計画の項目 2-(5)-② 地方公共団体等を対象とする文化財に関する研修及び協力等 

年度計画の項目 2-(5)-②-1) 

②文化財に関する協力・助言等 

国・地方公共団体や大学、研究機関との連携・協力体制を構築し、これらの機関が所有・管理する文化財

に関する情報の収集、知見・技術の活用、本機構が行った調査研究成果の発信等を通じて、文化財に関する

協力・助言を行う。 

1)地方公共団体等からの要請に応じ、文化財及びその保存・活用に関する協力・助言・専門的知識の提供等

を行う。 

プロジェクト名称 文化財の虫菌害に関する調査・助言 

保存科学研究 

センター 

【プロジェクトスタッフ（責任者に○）】 

○佐藤嘉則（生物科学研究室長）、小峰幸夫（アソシエイトフェロー）、佐野千絵（センター長） 

【年度実績と成果】 

〇これまでに蓄積された文化財の生物被害対策に関する調査・研究の成果を活かし、

国や地方公共団体等からの要請に応じて専門的な見地から技術的な協力・助言を

行うことにより、文化財の保存に関する質的向上に貢献した。 

〇主な虫菌害問題の相談元は、国や地方公共団体の博物館、美術館、図書館、教育委

員会や社寺等の文化財保存担当あるいは文化財修復関係機関等であった。 

〇対応件数は、合計で 42件あり、内 16件については派遣依頼等を受けて現地にて調

査をしたものや研究所にて分析試験等を実施したものなど、より詳細な解析が必要

な事案であった。 

〇相談内容は、保存公開施設内における害虫やカビの発生に関すること、殺虫・殺菌

処理で使用する薬剤に関することなどが多かった。また、地中の木管に発生したシ

ロアリ被害と対保存対策や遺構表面を破壊するコガネムシ類の対策など屋内環境

だけでなく屋外遺跡・遺構等についての相談案件もあった。被害の規模は文化財展

示収蔵施設全体に関する事柄から、個別の作品に対する事柄まで多岐に渡った。 

〇台風の影響や建物の老朽化などの理由から漏水等によって、施設内にカビや昆虫が発生するなど緊急性を伴う事案にも対応

した。 

〇現場の対応とあわせて、啓発・普及活動を強化することで文化財の生物被害相談件数の減少を目指し、文化財展示収蔵施設

における生物被害を未然に防ぐために必要な知識を盛りこんだ啓発普及ポスターを制作した。ポスター制作にあたり、保存

担当者だけでは虫菌害対策が困難な現状を踏まえて、施設に関わる全職員が文化財ＩＰＭに参加・協力できるような枠組み

示すことを意識した。 

年度計画評価  Ａ 

【評定理由】 

 下記各観点から評価を行った。①適時性においては、生物被害の拡大抑止のために緊急の対応が必須の生物被害の相談案件

に対して、必要な最新の分析・調査を最短時間で優先的に実施し、迅速に対応することができたといえる。②発展性において

は、屋内のみならず屋外における生物被害に対する新たな対策について調査を行うことができ、研究課題への展開が期待され

る点を評価した。③効率性においては、現地調査や分析試験を昆虫学と微生物学の 2人が専門性を生かして協同し、想定以上

の件数に対応できたといえる。④継続性においては、これまでに蓄積した調査・研究の成果を活かして、毎年継続して、相談

案件の全てに対応することができた。よって、本事業は順調かつ効率的に実施できていると判断した。 

観点 ①適時性 ②発展性 ③効率性 ④継続性  

定性評価 Ａ Ａ Ａ Ｂ  

【目標値】 

 

【実績値・参考値】 

・協力・助言実施件数 ：42件 
定量評価 

－ 

 

中期計画評価  Ｂ 

中期計画記載事項 
国・地方公共団体や大学、研究機関との連携・協力体制を構築し、これらの機関が有する文化財に関する情報の収集、知見・

技術の活用、機構が行った調査研究成果の発信等を通じて、文化財に関する協力・助言を行う。 

評定理由及び 

今後の見通し 

国や地方公共団体等文化財からの生物被害に関する要請に対して協力・助言を行い、文化財の保

存に関する質的向上に貢献することができた。虫菌害の被害については、現場での対策のみならず、

普及・啓発活動を通して、基礎的な保存体制の意識改革が予防策としては重要であるが、2 ヵ年続

けて啓発普及用のポスターを作成することができた。これは長期的に虫菌害の被害の絶対数の減少

に繋がり、本業務の人的・時間的負担の軽減に繋がることが期待される。30年度も外部相談案件に

ついて真摯に対応し、同時にさらなる啓発普及活動も実施する予定である。 
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【書式Ｃ】     施設名 東京文化財研究所   処理番号 2521E-4 

中期計画の項目 2-(5)-② 地方公共団体等を対象とする文化財に関する研修及び協力等 

年度計画の項目 2-(5)-②-1) 

②文化財に関する協力・助言等 

国・地方公共団体や大学、研究機関との連携・協力体制を構築し、これらの機関が所有・管理する文化財

に関する情報の収集、知見・技術の活用、本機構が行った調査研究成果の発信等を通じて、文化財に関する

協力・助言を行う。 

1)地方公共団体等からの要請に応じ、文化財及びその保存・活用に関する協力・助言・専門的知識の提供等

を行う。 

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 

保存科学研究 

センター 

【プロジェクトスタッフ（責任者に○）】 

○朽津信明（修復計画研究室長）、北河大次郎（近代文化遺産研究室長）、早川典子（修復材料研究室長）、 

森井順之（主任研究員）、倉島玲央（研究員）、佐野千絵（センター長）ほか 

【年度実績と成果】 

(1)29 年度に実施した各地の国宝、史跡や重要文化財等の保存や修復に関する指導助言は以下のとおりである。 

国宝高松塚古墳壁画、特別史跡キトラ古墳壁画、国宝臼杵磨崖仏、国宝銅造阿弥陀如来坐像（鎌倉大仏）、国宝平等院鳳凰

堂、国宝東寺五重塔、史跡万田坑跡、史跡端島炭鉱跡、史跡屋形古墳群、史跡日岡古墳、史跡楠明重定古墳、史跡塚花塚古墳、

史跡竹原古墳、重要文化財通潤橋、史跡石人山古墳、史跡桜京古墳、史跡薬師堂石仏附阿弥陀堂石仏、史跡観音堂石仏、史跡

原城跡、史跡土佐藩主山内家墓所、史跡清戸迫横穴、史跡吉見百穴、重要文化財羅漢寺石仏、史跡下馬場古墳、史跡下総国分

寺跡附北下瓦窯跡、史跡佐渡金銀山遺跡、史跡足尾銅山、史跡韮山反射炉、史跡萩反射炉、史跡東京湾要塞跡、史跡原爆ドー

ム、史跡東京湾要塞跡、重要文化財常願寺川砂防施設、重要文化財菅尾磨崖仏、重要文化財東慶寺文書重要文化財末広橋梁、

重要文化財厳島神社大鳥居、重要文化財岩水寺所蔵木造地蔵菩薩像像内経、重要文化財伏見稲荷大社御茶室障壁画、重要文化

財旧鶴岡警察署、重要文化財旧弘前偕行社、重要文化財泉穴師神社、重要文化財近代教科書関係資料、重要文化財法隆寺金堂

外陣旧壁画（土壁）、名勝錦帯橋、興福寺油汚損文化財、熊本県内被災古墳。 

 

(2)地方自治体指定その他の文化財の保存と修復に関する指導助言は以下のとおりである。 

臼杵市内キリシタン遺跡、堅田図旧襖絵屏風、日本航空協会所蔵「飛燕」、関市若栗橋、日本郵船所有「氷川丸」、横浜市「日

本丸」、根津美術館蔵石造浮屠、慶応義塾大学蔵計算機、三原市磨崖和霊石地蔵、東京国立近代美術館所蔵近代絵画、富山市

大山恐竜足跡化石群、大阪新美術館準備室所蔵関根正二作品、東京国立博物館所蔵南蛮屏風図、福岡市名島橋、徳島市坂東俘

虜収容所。 

年度計画評価  Ｂ 

【評定理由】 

下記各観点から評価を行った。①適時性においては、29年度も 28年度から引き続いて油が文化財に撒かれる被害が起きて

おり、また熊本地震によって被災した文化財にも適切に対処しており、社会の要請にこれまで以上に的確かつ速やかに応える

ことができた。②独創性においては、保存科学の考え方があまり浸透していない、自然史資料の保存に関して様々な協力を行

った。③発展性においては、万田坑跡や端島炭鉱跡など、現在修復が行われている現場への協力を行っており、発展性が期待

される。④効率性においては、古墳や石仏など、各地域に存在する類似した対象に対して、総合に情報共有を促しながら協力

することで効率化が図られた。⑤継続性においては、高松塚古墳やキトラ古墳等、長年継続的に取り組んでいる事業に 29年度

も継続して寄与してきた。よって、総合的に順調かつ効率的に事業が推移していると判断した。 

観点 ①適時性 ②独創性 ③発展性 ④効率性 ⑤継続性 

定性評価 Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 

【目標値】 

 

【実績値・参考値】 

・（参考値）指導・助言件数 60件 
定量評価 

－ 

 

中期計画評価  Ｂ 

中期計画記載事項 
国・地方公共団体や大学、研究機関との連携・協力体制を構築し、これらの機関が有する文化財に関する情報の収集、知見・

技術の活用、機構が行った調査研究成果の発信等を通じて、文化財に関する協力・助言を行う。 

評定理由及び 

今後の見通し 

中期計画初年度に行った協力を 29年度も基本的に引き継ぐ形で、熊本の被災文化財や油被害文化

財への対処などを続けているが、28年度の経験が活かされ、新たな現場に対しても迅速に適切な助

言が行えるようになってきている。今後、さらに様々な形態の文化財に対して要請が出た時にも同

様に迅速に対応できるように、経験を蓄積して体制の充実を図っていく予定である。 
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【書式Ｃ】     施設名 東京文化財研究所   処理番号 2521E-5 

中期計画の項目 2-(5)-② 地方公共団体等を対象とする文化財に関する研修及び協力等 

年度計画の項目 2-(5)-②-1) 

②文化財に関する協力・助言等 

国・地方公共団体や大学、研究機関との連携・協力体制を構築し、これらの機関が所有・管理する文化財

に関する情報の収集、知見・技術の活用、本機構が行った調査研究成果の発信等を通じて、文化財に関する

協力・助言を行う。 

1)地方公共団体等からの要請に応じ、文化財及びその保存・活用に関する協力・助言・専門的知識の提供等

を行う。 

プロジェクト名称 文化財の材質・構造に関する調査・助言 

保存科学研究 

センター 

【プロジェクトスタッフ（責任者に○）】 

○犬塚将英（分析科学研究室長）、早川泰弘（副センター長） 

【年度実績と成果】 

 29年度は、蛍光Ｘ線分析、Ｘ線回折分析による材質調査、及びＸ線透過撮影によ

る構造調査などの調査・助言を実施した。調査を行った作品、所蔵先、調査月は以

下の通りである。 

 

○材質調査 

・漆工品（文化庁、4月）、 ・染織品（文化庁、4月）、 

・障壁画（二条城、5月）、 ・金工品（名古屋城、6月）、 

・銅造仏（大山寺、8月）、 ・壁画模写（東京藝術大学、10月）、 

・漆工品（東京国立近代美術館、10月）、 

・工芸品（文化庁、30年 2月）、 ・歴史資料（文化庁、30年 2月）、 

・工芸品（文化庁、30年 2月）、 ・絵画（文化庁、30年 2月）、 

・木彫像胸飾（文化庁、30年 3月） 

 

○構造調査 

・絵画（國學院大學、7月）、 ・出土遺物（明治大学、8月） 

年度計画評価  Ｂ 

【評定理由】 

下記各観点から評価を行った。①適時性においては、所蔵先の社寺、大学等からの要請に迅速に応じて、材質調査・構造調

査を実施した。調査後は速やかに調査報告書を作成し、文化財の材質・構造に関する助言を行った。②独創性においては、国

内では実績例の少ない可搬型Ｘ線回折分析装置を用いて、化合物の種類を調べる分析を実施した。③発展性においては、類似

した作品に関するデータが蓄積されたことにより、それらを比較検討し、文化財の材質に関する新たな知見が得られた。④効

率性においては、設置方法、運搬手段等の改良を重ねて、材質調査・構造調査の効率が向上した。よって、順調かつ効率的に

事業が推移していると判断した。 

観点 ①適時性 ②独創性 ③発展性 ④効率性  

定性評価 Ｂ Ｂ Ａ Ｂ  

【目標値】 

 

【実績値・参考値】 

・（参考値）調査・助言件数 14件 

 

定量評価 

－ 

 

中期計画評価  Ｂ 

中期計画記載事項 
国・地方公共団体や大学、研究機関との連携・協力体制を構築し、これらの機関が有する文化財に関する情報の収集、知見・

技術の活用、機構が行った調査研究成果の発信等を通じて、文化財に関する協力・助言を行う。 

評定理由及び 

今後の見通し 

29年度は、これまでに当研究所が実践してきた科学的調査技術に加えて、28年度から導入した可

搬型Ｘ線回折分析装置、可搬型イメージングプレート現像装置を活用した調査・助言を継続的に行

った。特に可搬型Ｘ線回折分析装置による金属表面の腐食生成物に関する分析データの蓄積は、保

存環境を改善するための有益な情報となり始めているため、今後も継続して実施する予定である。 

X 線回折分析による銅造仏の 

材質調査 
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【書式Ｃ】     施設名 東京文化財研究所   処理番号 2521E-6 

中期計画の項目 2-(5)-② 地方公共団体等を対象とする文化財に関する研修及び協力等 

年度計画の項目 2-(5)-②-1) 

②文化財に関する協力・助言等 

国・地方公共団体や大学、研究機関との連携・協力体制を構築し、これらの機関が所有・管理する文化財

に関する情報の収集、知見・技術の活用、本機構が行った調査研究成果の発信等を通じて、文化財に関する

協力・助言を行う。 

1)地方公共団体等からの要請に応じ、文化財及びその保存・活用に関する協力・助言・専門的知識の提供等

を行う。 

プロジェクト名称 美術館・博物館等の環境調査と援助・助言 

保存科学研究 

センター 

【プロジェクトスタッフ（責任者に○）】 

○吉田直人（保存環境研究室長）、佐野千絵（センター長）、石井恭子（研究補佐員） 

【年度実績と成果】 

○国指定品の所有者以外による公開、また公開承認施設申請に関わる資料保存環境

調査を 30館に対して行い、計 31通の報告書を作成・提出した。 

 

○全国の文化財施設等からの保存環境、また新築・施設改修・増築などの相談に対

して助言を行い、改善に資した。必要に応じて、現地調査を行った。 

 

 

 

 

パッシブインジケーター法による 

空気環境調査 

年度計画評価  Ａ 

【評定理由】 

下記各観点から評価を行った。①適時性においては、展覧会中の調査は困難であることが多く、また問題点を早期に見出し、

改善を促すため、早めの対応を心がけた。②発展性においては、調査対象館や相談館には一方的に調査や助言を行うものでは

なく、環境管理は自主的に行うものとの認識に立って、今後の環境監視方法等をアドバイスすることができた。③効率性にお

いては、少ないスタッフで対応しながらも、簡易的かつ確実なデータを取得できる調査方法を取り入れ、多数の環境調査に対

応することができた。④継続性においては、長期に渡って続けられた本事業によって蓄積されたデータや相談内容が保存環境

研究における重要な情報となっている。これらより、順調かつ効率的に事業が推移していると判断した。 

観点 ①適時性 ②発展性 ③効率性 ④継続性  

定性評価 Ｂ Ａ Ａ Ａ  

【目標値】 

 

【実績値・参考値】 

(参考値) 調査・助言件数 521件 

環境調査報告書作成数 31通 

定量評価 

－ 

 

中期計画評価  Ｂ 

中期計画記載事項 
国・地方公共団体や大学、研究機関との連携・協力体制を構築し、これらの機関が有する文化財に関する情報の収集、知見・

技術の活用、機構が行った調査研究成果の発信等を通じて、文化財に関する協力・助言を行う。 

評定理由及び 

今後の見通し 

中期計画に沿って、全国の博物館等文化財保存施設に対し、環境に関する援助・助言を行い、す

べての依頼に対して適切な対応を行い、安全な文化財の保存と展示に資することができた。30年度

以降は特に展示ケースの空気環境に関する相談が増加すると考えられ、適切に対処する必要がある。

また、次期通常国会に文化財保護法の改正案が提出される見込みであり、文化財の活用に重きが置

かれることを見越して、調査対象館の急増に備えた事業体制を整えたい。 

－　　－355



 

 

 

 

【書式Ｃ】     施設名 奈良文化財研究所   処理番号 2521F-1 

中期計画の項目 2-(5)-② 地方公共団体等を対象とする文化財に関する研修及び協力等 

年度計画の項目 2-(5)-②-1) 

②文化財に関する協力・助言等 

 国・地方公共団体や大学、研究機関との連携・協力体制を構築し、これらの機関が所有・管理する文化財に

関する情報の収集、知見・技術の活用、本機構が行った調査研究成果の発信等を通じて、文化財に関する協力・

助言を行う。 

1)地方公共団体等からの要請に応じ、文化財及びその保存・活用に関する協力・助言・専門的知識の提供等を

行う。 

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 

都城発掘調査部 

（平城） 

【プロジェクトスタッフ（責任者に○）】 

○渡辺晃宏（都城発掘調査部副部長）他 

【年度実績と成果】 

・発掘調査の概要は下表の通り 

次数 遺跡名 調査期間 面積 主な検出遺構・調査所見 

586 中山瓦窯 4月 17～20日 57.5㎡ 瓦窯の灰原、窯体、南北瓦列など 

587 法華寺町川崎（誠）宅 4月 24日～26日 70㎡ 奈良時代とみられる柱穴 5基 

591 佐紀東町岡口宅 9月 4日～6日 15㎡ 顕著な遺構無し 

592 法華寺町川崎（勝則）宅 2月 14日～27日 154㎡ 溝など。 

594 西大寺町鮫田宅 11月 6日～11月 7日 8.4㎡ 中世の土坑など。 

 

 

・立会調査の概要：遺構面の深度に関する情報を蓄積し、また遺構保護に尽力した。 

年度計画評価  Ａ 

【評定理由】 

下記各観点から評価を行った。①適時性においては、奈良県・奈良市からの要請に対し、適切かつ迅速に対応して、文化財

保護行政に資することができた。とくに中山瓦窯は史跡・遺構の保存に極めて重要な対応をすることができた。②独創性にお

いては、当研究所の有する調査技法を投入して精度の高い調査を進めることができた。③発展性においては、遺構面の把握を

通じて、今後の保存対策に資する情報を得ることができた。④効率性においては、発掘調査・立会調査を、作業スケジュール

の調整などを通じて、国民への負担を最低限に留めて調査を進めることができた。⑤継続性においては、平城宮・京内の遺跡

の状況に関する情報を、着実に蓄積することができた。以上から、計画通り要請に応じて的確に協力援助を実施した。 

観点 ①適時性 ②独創性 ③発展性 ④効率性 ⑤継続性 

定性評価 Ａ Ｂ Ｂ Ａ Ａ 

【目標値】 

 

【実績値・参考値】 

参考値） 

立会調査件数：47件、日数：延べ 168日 

定量評価 

－ 

 

中期計画評価  Ｂ 

中期計画記載事項 
文化財に関する協力・助言等 国・地方公共団体や大学、研究機関との連携・協力体制を構築し、これらの機関が所有・管理

する文化財に関する情報の収集、知見・技術の活用、本機構が行った調査研究成果の発信等を通じて、文化財に関する協力・助

言を行う。 

評定理由及び 

今後の見通し 

地方公共団体からの要請に応じて、適切に対応して文化財保護に資することを計画している。要
請に適切に対応しており、計画通り順調に進捗していると判断した。 
今後も、厳しい社会情勢のなか、多様な要請に対して臨機応変に対応していきたいと考えている。 

－　　－356



 

 

 

 

 

【書式Ｃ】     施設名 奈良文化財研究所   処理番号 2521F-2 

中期計画の項目 2-(5)-② 地方公共団体等を対象とする文化財に関する研修及び協力等 

年度計画の項目 2-(5)-②-1) 

②文化財に関する協力・助言等 

国・地方公共団体や大学、研究機関との連携・協力体制を構築し、これらの機関が所有・管理する文化財に

関する情報の収集、知見・技術の活用、本機構が行った調査研究成果の発信等を通じて、文化財に関する協力・

助言を行う。 

1)地方公共団体等からの要請に応じ、文化財及びその保存・活用に関する協力・助言・専門的知識の提供等を

行う。 

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 

都城発掘調査部 

（藤原） 

【プロジェクトスタッフ（責任者に○）】○玉田芳英（部長）、尾野善裕（考古第二研究室長）、清野孝

之（考古第三研究室長）、西山和宏（主任研究員）ほか 

【年度実績と成果】 
飛鳥・藤原地区で地方公共団体が行う発掘調査への援助事業は 11 件で、いずれも工事に伴う事前調査や立会調査である。緊急を要する事

前調査に効率よく対応し、藤原宮及び飛鳥・藤原地域についての考古学的基礎資料の継続的蓄積を図った。とりわけ、藤原京右京二条一坊、

醍醐遺跡、醍醐環濠において実施した第 192-4・5・6次調査では、中世から近世にかけての環濠を複数地点において検出し、中近世環濠集落

の実態と変遷を考える上での基礎情報を蓄積するなどの成果があった。 

次 数 調 査 地 調査原因 発掘面積 調査 期間 概 要 

第 192-1次 

第 192-2次 

 

第 192-3次 

 

第 192-4次 

 

第 192-6次 

 

第 192-7次 

第 192-9次 

第 192-10次 

第 192-11次 

飛鳥寺北方 

藤原京右京九条二坊・

四分遺跡 

藤原京右京九条二・三

坊、瀬田遺跡 

藤原京右京二条一坊、

醍醐遺跡、醍醐環濠 

藤原京右京二条一坊、

醍醐遺跡、醍醐環濠 

藤原宮跡 

飛鳥寺跡 

飛鳥水落遺跡 

飛鳥寺跡 

工事立会 

宅地造成 

 

工事立会 

 

住宅建設 

 

宅地造成 

 

水路改修 

工事立会 

住宅建設 

工事立会 

480㎡ 

150㎡ 

 

2514.27㎡ 

27㎡ 

 

65㎡ 

 

182㎡ 

480㎡ 

64.57㎡ 

2.54㎡ 

5.15～11.24 

5.31～6.27 

 

4.12～30.2.15 

 

6.5～6.14 

 

6.19～7.11 

 

11.27～12.15 

5.15～11.24 

10.19 

12.19 

歴史時代の溝・土坑・柱穴を検出 

弥生時代の環濠・包含層を検出 

 

顕著な遺構を認めなかった 

 

中近世の環濠とみられる大溝を検出 

 

中近世の溝・井戸を検出 

 

近世の流路を検出 

時期不明の土坑を検出 

遺構面まで達せず 

顕著な遺構を認めなかった 
 

年度計画評価  Ａ 

【評定理由】 

次記の観点から評価した。①適時性においては、地方自治体からの要請に適宜適切に対応した。とりわけ飛鳥寺北方において、工事との日

程調整が非常に厳しい中で小規模ながらも適切に発掘調査を実施し、遺構の確認を行ったことから、Ａとした。②独創性においては、調査期

間が限られている中で、調査方法・手順を工夫し調査を実現したことから、Ａとした。③発展性においては、これまで調査事例のなかった醍

醐環濠の調査を行い、中近世の環濠集落の研究の基礎資料を蓄積することができたため、Ａとした。④効率性においては、限られた時間の中

で適切に調査を実施し、概要報告ではあるが速やかに調査成果を公表していることから、Ａとした。⑤継続性においては、49年にわたって途

切れることなく飛鳥・藤原地域での調査を行っていることをふまえ、Ｂとした。以上から、事業の進捗状況は年度計画以上であると判断した。 
観点 ①適時性 ②独創性 ③発展性 ④効率性 ⑤継続性 

定性評価 Ａ Ａ Ａ Ａ Ｂ 

【目標値】 

 

【実績値・参考値】 
・援助（調査件数）9件 

・出土遺物：軒瓦 169点、瓦類コンテナ 426 箱、土器類コンテナ 72 箱など 

・論文等数：5件（①～⑤） 

定量評価 

－ 

①土橋明梨紗ほか「飛鳥寺北方の調査―第 192-1・9 次」『奈良文化財研究所紀要 2018』（30 年 6 月予定） 

②清野孝之ほか「藤原京右京九条二坊・四分遺跡の調査―第 192-2 次」『奈良文化財研究所紀要 2018』（30年 6月予定） 

③山本崇ほか「藤原京右京二条一坊、醍醐遺跡、醍醐環濠の調査―第 192-4・5・6次」『奈良文化財研究所紀要 2018』（30年 6月予定） 

④石田由紀子ほか「藤原宮外周帯の調査―第 191・192-7 次」『奈良文化財研究所紀要 2018』（30 年 6 月予定） 

⑤大林潤ほか「六条大路の調査―第 195 次」『奈良文化財研究所紀要 2018』（30 年 6 月予定） 

中期計画評価  Ａ 

中期計画記載事項 
国・地方公共団体や大学、研究機関との連携・協力体制を構築し、これらの機関が有する文化財に関する情報の収集、知見・

技術の活用、機構が行った調査研究成果の発信等を通じて、文化財に関する協力・助言を行う。 

評定理由及び 

今後の見通し 

我が国古代国家成立期の主要舞台である飛鳥・藤原地域の調査研究は、開発事業との調整のため、関係自治体

と緊密に連携して進めていく必要があり、従来通り今後も継続的に行ってゆく予定である。29 年度は、地方公

共団体からの要請に応えて、限られた条件の下であっても学術的調査を実施し、調査成果を速やか、かつ着実に

公開しており、中期計画に沿って順調に成果を上げている。とりわけ、飛鳥寺跡北方の調査（192-1・9 次）で

創建期のものを含む膨大な瓦資料の蓄積を実現し、醍醐環濠の調査（192-4・5・6次）これまで全く調査されて

いなかった中近世環濠を初めて検出するなど、当初予想以上の成果を挙げることができたため、Ａと評価する。 

－　　－357



 

 

 

【書式Ｃ】     施設名 奈良文化財研究所   処理番号 2521F-3 

中期計画の項目 2-(5)-② 地方公共団体等を対象とする文化財に関する研修及び協力等 

年度計画の項目 2-(5)-②-1） 

②文化財に関する協力・助言等 

 国・地方公共団体や大学、研究機関との連携・協力体制を構築し、これらの機関が所有・管理する文化財に

関する情報の収集、知見・技術の活用、本機構が行った調査研究成果の発信等を通じて、文化財に関する協力・

助言を行う。 

1)地方公共団体等からの要請に応じ、文化財及びその保存・活用に関する協力・助言・専門的知識の提供等を

行う。 

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 

奈良文化財研究所 【プロジェクトスタッフ（責任者に○）】〇松村恵司（所長） 

【年度実績と成果】 

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。 

 

現在就任している専門委員会委員（一部） 

・太宰府史跡調査研究指導委員会委員（福岡県太宰府市） 

・特別史跡百済寺跡再整備検討委員（大阪府枚方市） 

・史跡岐阜城跡整備専門委員会委員（岐阜市） 

・難波宮跡整備計画検討委員会議委員（大阪市） 

・丸亀市史跡丸亀城跡調査整備委員会委員（香川県丸亀市） 

・国史跡鳥海柵跡整備委員会委員（岩手県金ケ崎町） 

・史跡「石の宝殿及び竜山石採石遺跡」整備委員会委員（兵庫県高砂市） 

・名勝多神社奥書院庭園保存整備委員会委員（滋賀県多賀町） 

・重要文化的景観「宇治の文化的景観」の整備にかかる調査の指導（京都府宇治市） 

・史跡備後国府跡保存活用計画策定委員（東京都府中市） 

・史跡ガランドヤ古墳保存整備委員会（大分県日田市） 

・石見銀山遺跡調査専門委員会委員（鳥取県） 

・吉岡銅山関連遺跡調査委員会委員（大阪府高梁市） 

・清水山城館跡保存活用計画策定委員会（滋賀県高島市） 

・史跡兜山古墳環境整備検討委員会（福井県鯖江市） 

 

年度計画評価  Ｂ 

【評定理由】 

下記各観点から評価を行った。 

①適時性においては、地方公共団体の要請に対し、適時・適切に対応した。②独創性においては、当研究所独自の専門知識

を生かし各委員会に従事した。③発展性において、多様な要請に対応し今後の事業発展に貢献した。④継続性において、継続

的に検討が必要な委員会等は、再任・任期の延長によって継続的に協力している。総じて、年通じて出張回数も多く、要請に

応じた的確な対応をとることが出来た。 

観点 ①適時性 ②独創性 ③発展性 ④継続性  

定性評価 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ  

【目標値】 【実績値・参考値】 
（参考値） 

出張依頼を受けた件数：238件（委員会出席、審議会出席、その他（現地指導・現地調査等） 

定量評価 

－ 

 

中期計画評価  Ｂ 

中期計画記載事項 
国・地方公共団体や大学、研究機関との連携・協力体制を構築し、これらの機関が有する文化財に関する情報

の収集、知見・技術の活用、機構が行った調査研究成果の発信等を通じて、文化財に関する協力・助言を行う。 

評定理由及び 

今後の見通し 

全国で行われている遺跡の発掘調査、保存・修復・整備事業や、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・適切に対応することができた。当研究

所に対する社会的要求に応えるべく、今後も継続的に対応し、貢献していく。 

－　　－358



 

 

 

 

【書式Ｃ】     施設名 東京文化財研究所   処理番号 2522E 

中期計画の項目 2-(5)-② 地方公共団体等を対象とする文化財に関する研修及び協力等 

年度計画の項目 2-(5)-②-2） 

②文化財に関する協力・助言等 

国・地方公共団体や大学、研究機関との連携・協力体制を構築し、これらの機関が所有・管理する文化財

に関する情報の収集、知見・技術の活用、本機構が行った調査研究成果の発信等を通じて、文化財に関する

協力・助言を行う。 

2)蓄積されている調査研究の成果を活かし、他機関等との共同研究及び受託研究を行う。 

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 

東京文化財研究所 【プロジェクトスタッフ（責任者に○）】〇亀井伸雄（所長） 

【年度実績と成果】 

○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、受託研究等を行った。 

・著名外国人招へいによる日本文化発信に係る調査研究事業 

・絵金屏風の保存修理に関する調査研究 

・国宝高松塚古墳壁画恒久保存対策に関する調査等業務 

・特別史跡キトラ古墳保存対策等調査業務 

・被災資料有害物質発生状況調査業務 

・文化遺産国際協力コンソーシアム事業 

・文化遺産国際協力拠点交流事業「ネパールの被災文化遺産保護に関する技術的支援事業」 

・文化遺産保護国際貢献事業「ミャンマーにおける考古・建築遺産の調査・保護に関する技術移転を目的とした拠点交流事業・

建築分野」 

・文化遺産保護国際貢献事業「トルコ共和国における壁画の保存管理体制改善に向けた人材育成事業」 

 

 

このほか、一般財団法人日本航空協会と共同研究を行った（計 1件）。 

年度計画評価  Ｂ 

【評定理由】 

下記各観点から評価を行った。①適時性においては、地方公共団体等の要請に応じて、研究課題を的確に遂行した。②発展

性においては、これまで蓄積した調査・研究の成果を活かして取り組んだ結果、発展的な成果を得ることができた。③効率性

においては、多様な研究課題の実施に際し、正確な調査データを得るため、各所において所内適任者による調査を行った。④

継続性においては、28年度から引き続き、共同研究及び受託研究を複数実施することができた。よって、順調かつ効率的に事

業が推移していると判断した。 

観点 ①適時性 ②発展性 ③効率性 ④継続性  

定性評価 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ  

【目標値】 

 

【実績値・参考値】 

（参考値）受託研究 9件 

共同研究 1件 

定量評価 

－ 

 

中期計画評価  Ｂ 

中期計画記載事項 
国・地方公共団体や大学、研究機関との連携・協力体制を構築し、これらの機関が有する文化財に関する情報の収集、知見・

技術の活用、機構が行った調査研究成果の発信等を通じて、文化財に関する協力・助言を行う。 

評定理由及び 

今後の見通し 

地方公共団体等からの共同研究及び受託研究の依頼に対し、中期計画に基づき、文化財に関する

知見や調査成果を活かし、的確に対応した。多くの機関との共同研究及び受託研究を実施したこと

により、文化財に関する調査・研究の中核として、我が国全体の文化財の調査・研究の質的向上に

寄与できているものと考える。 

３０年度以降も、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、蓄積されている調

査研究の成果を活かし、他機関との共同研究及び受託研究に取り組んでいく。  
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【書式Ｃ】     施設名 奈良文化財研究所   処理番号 2522F 

中期計画の項目 2-(5)-② 地方公共団体等を対象とする文化財に関する研修及び協力等 

年度計画の項目 2-(5)-②-2) 

②文化財に関する協力・助言等 

国・地方公共団体や大学、研究機関との連携・協力体制を構築し、これらの機関が所有・管理する文化財に

関する情報の収集、知見・技術の活用、本機構が行った調査研究成果の発信等を通じて、文化財に関する協力・

助言を行う。 

2)蓄積されている調査研究の成果を活かし、他機関等との共同研究及び受託研究を行う。 

プロジェクト名称 他機関等との共同研究及び受託研究 

研究支援推進部 【プロジェクトスタッフ（責任者に○）】〇松村恵司（所長） 

【年度実績と成果】 
地方公共団体等が行う文化財の調査・保存・修復・整備・活用等について、これまで蓄積した調査・研究の成果を活かし、以下のような受

託研究等を行った。 

・考古資料および文献史料からみた過去の地震・火山災害に関する情報の収集とデータベースの構築・公開（国立大学法人東京大学地震研究

所） 

・平城宮跡歴史公園第一次大極殿院南門他発掘調査（国土交通省近畿地方整備局） 

・史跡 飛鳥寺跡に隣接する県道「橿原神宮東口停車場飛鳥線」の厳重立会調査（奈良県中和土木事務所） 

・平成 29年度文化遺産国際協力拠点交流事業実施委託業務（ミャンマーにおける考古・建築遺産の調査・保護に関する技術移転を目的とし

た拠点交流事業）（文化庁） 

・特別史跡キトラ古墳の保存・活用及びキトラ古墳壁画保存管理施設の管理・運営業務（文化庁） 

・国宝高松塚古墳壁画恒久保存対策に関する研究等業務（文化庁） 

・京都市の文化的景観保存計画策定調査（京都市） 

・鳥取県鳥取市青谷横木遺跡出土木簡等の保存処理等総合的研究（鳥取県埋蔵文化財センター） 

・平成 29年度 国史跡ガランドヤ古墳における運用手法の検討及び墳丘復元法検討業務（大分県日田市） 

・国宝薬師寺東塔遺物整理業務（奈良県） 

・矢掛町矢掛宿伝統的建造物群保存対策調査（岡山県矢掛町） 

・藤原京右京二条一坊、醍醐遺跡、醍醐環濠発掘調査（橿原市） 

・台の下貝塚出土の動物遺存体の分析（宮城県気仙沼市） 

・松帆銅鐸・舌の調査研究（兵庫県南あわじ市） 

 ほか 

 

 

年度計画評価  Ｂ 

【評定理由】 

下記観点から評価した。 

①適時性において、地方公共団体等の要請に応じて実施業務に適時・的確に対応した。②独創性において、独自の技術力そ

して唯一無二の専門性を生かして業務を遂行した。③発展性において、実施業務は多種多様であり、全国の地方公共団体等の

今後の保存や活用の業務に貢献した。④効率性において、受託業務にかける時間と人力等を効率よく配置し遂行した。よって、

順調に事業が推移していると判断した。 

観点 ①適時性 ②独創性 ③発展性 ④効率性  

定性評価 Ｂ Ａ Ｂ Ｂ  

【目標値】 

 

【実績値・参考値】 

（参考値） 

・受託調査研究受入・実施件数 34件 271,675 千円（28年度：41件 321,225千円） 

定量評価 

－ 

 

中期計画評価  Ｂ 

中期計画記載事項 
国・地方公共団体や大学、研究機関との連携・協力体制を構築し、これらの機関が有する文化財に関する情報の収集、知見・

技術の活用、機構が行った調査研究成果の発信等を通じて、文化財に関する協力・助言を行う。 

評定理由及び 

今後の見通し 

2 年目である 29 年度も地方公共団体等の要請に基づき、当研究所の培ってきた調査研究の成果を活かし、的

確に受託研究を遂行し、順調に推移している。今後も他機関と連携・協力体制を構築しながら、積極的に文化財

に関する調査研究等に取り組んでいく。 
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【書式Ｃ】     施設名 奈良文化財研究所   処理番号 2523F 

中期計画の項目 2-(5)-② 地方公共団体等を対象とする文化財に関する研修及び協力等 

年度計画の項目 2-(5)-②-3) 

②文化財に関する協力・助言等 

国・地方公共団体や大学、研究機関との連携・協力体制を構築し、これらの機関が所有・管理する文化財に

関する情報の収集、知見・技術の活用、本機構が行った調査研究成果の発信等を通じて、文化財に関する協力・

助言を行う。 

3)地震・水害等により被災した地域の復旧・復興事業に伴い、地方公共団体等が行う文化財保護事業への支援・

協力を行う。 

プロジェクト名称 被災した地域の復旧・復興事業に伴う地方公共団体等への支援・協力 

埋蔵文化財センター 

【プロジェクトスタッフ（責任者に○）】 

○高妻洋成（センター長）、金田明大（遺跡・調査技術研究室長）、脇谷草一郎（保存修復科学研究室主

任研究員）、山崎健（環境考古学研究室主任研究員）他 

【年度実績と成果】 

・東日本大震災により被災した地域の高台移転に伴う発掘調査により貝塚から出土した動物遺存体や骨角器の整理・調査分析

を行った。（波怒棄館遺跡、台の下遺跡、堂の前貝塚） 

・東日本大震災により被災した地域の高台移転に伴う発掘調査において、切

り取りを行った宮城県山元町の合戦原遺跡の横穴墓線刻壁画の再構成作業

および活用法に関する検討を行った。 

・九州歴史資料館および九州国立博物館との共催で九州北部豪雨により被災

した紙資料の応急処置に関するワークショップを九州歴史資料館で開催し

た。 

・熊本県からの依頼を受け、熊本地震により被災した小坂大塚古墳をはじめ

とした被災古墳の被害状況調査を行うともに、復興事業の一環で行われた

発掘調査を支援するための地中レーダー探査およびドローンを用いた 3次

元写真計測（SfM-MVS）等を行った。 

年度計画評価  Ａ 

【評定理由】 

下記各観点から評価を行った。①適時性については、東日本大震災、熊本地震、九州北部豪雨の被災自治体からの要請に応

じて専門家を現地に派遣し、復興事業、被害状況調査及びワークショップ等、様々な協力を迅速に行った。②独創性について

は、昨年度に引き続き、専門性を活かして東日本大震災への復旧・復興事業に取り組んだことに加え、当研究所が有する卓越

した地形測量技術、地中探査技術及び紙資料の応急処置技術等を状況に応じて展開することができた。③発展性については、

九州国立博物館、九州歴史資料館、書物研究会と連携し、九州北部豪雨被害を受けた紙資料の応急処置の技術移転を福岡県内

及び九州において進めることができた。④効率性については、様々な被災文化財に対して各分野の専門性を活かして、種々の

調査技術、修復技術を状況に応じて臨機応変に活用した。⑤継続性については、研究所内において担当を決め、東日本大震災

により被災した地域の復旧・復興支援を継続するとともに、熊本地震により被災した装飾古墳の復旧にも今後継続して取り組

むことにしている。また、月に 1度、文化財防災に関わる所内連絡会議を開催し、文化財防災および被災した地域の復旧・復

興の支援要請に即応できる体制をさらに強化・推進することができた。よって、きわめて良好に事業を推進することができた

と判断した。 

観点 ①適時性 ②独創性 ③発展性 ④効率性 ⑤継続性 

定性評価 Ｓ Ｓ Ａ Ａ Ａ 

【目標値】 

 

【実績値・参考値】 

（参考値） 

・現地派遣人数：熊本県（のべ 45人日）、福岡県（のべ 14人日） 

・口頭発表等件数：1件（①）  

・論文等数：2件（②③） 

定量評価 

― 

①松崎哲哉・山崎健「現生標本の現状と課題―文化財防災の観点から―」『日本動物考古学会第 5回大会』、29年 6月 

②高妻洋成「文化財防災ネットワークの構築について」『第 3回全国史料ネット研究交流集会報告書』、29年 12月 

③松崎哲哉「現生標本の現状と課題－文化財防災の観点から－」『動物考古学 35』、30年 3月 

中期計画評価  Ａ 

中期計画記載事項 
国・地方公共団体や大学、研究機関との連携・協力体制を構築し、これらの機関が有する文化財に関する情報の収集、知見・

技術の活用、機構が行った調査研究成果の発信等を通じて、文化財に関する協力・助言を行う。 

評定理由及び 

今後の見通し 

29年度は文化財防災ネットワーク推進事業所内連絡会議を定期的に開催し、文化財防災に関する

事業を効率よく推進する体制を整えた。また、熊本地震被災装飾古墳対応チームを編成し、熊本県

教委、文化庁と連携して、県内市町村からの要請に臨機応変に対応できるようにした。30年度以降

も、調査技術および応急処置技術の開発を進めるとともに、さらに状況に応じてより柔軟に対応で

きる実効性の高い支援体制の構築を推進したい。 

 
合戦原遺跡横穴墓線刻画の再構成 
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【書式Ｃ】     施設名 奈良文化財研究所   処理番号 2531F-1 

中期計画の項目 2-(5)-③ 地方公共団体等を対象とする文化財に関する研修及び協力等 

年度計画の項目 2-(5)-③-1) 

③平城宮跡、飛鳥・藤原宮跡等の公開・活用事業への協力文化庁、国土交通省が行う平城宮跡、飛鳥・藤原宮

跡等の公開・活用事業に協力する。また、ＮＰＯ法人平城宮跡サポートネットワーク及び周辺自治会等が行

う各種ボランティア活動に協力する。 

1)文化庁、国土交通省が行う平城宮跡、飛鳥・藤原宮跡等の公開・活用事業への協力・文化庁が行う平城宮跡、

藤原宮跡の整備・公開、管理事業への協力 

プロジェクト名称 文化庁、国土交通省が行う平城宮跡、飛鳥・藤原宮跡の整備・管理等への協力 

研究支援推進部 

【プロジェクトスタッフ（責任者に○）】 

○伴佳英（研究支援課長）、江川正（研究支援課宮跡等活用支援係長）、今西康益（研究支援課宮跡等活

用支援係係員）ほか 2名 

【年度実績と成果】 

①特別史跡平城宮跡内及び藤原宮跡内の現状等について、情報提供及び助言 

・消防訓練実施への協力 

・平城宮跡保存・活用連絡協議会ワーキング平成 29年度第 1回への参加 

・平城宮跡保存・活用連絡協議会（協議会・連絡会）平成 29年度第 1回への参加 

・第一次大極殿復原整備工事関係資料提供等 

・発生事案の報告及び対応 

・平城宮跡保存・活用連絡協議会及び連絡会平成 29年度第 1回への参加 

・平城宮跡及び藤原宮跡等の保存整備に関する検討委員会への参加 

 

②平城宮跡及び藤原宮跡内における不具合対応策提案及び整備管理業務の実施 

・平城宮跡等草刈り管理業務 

・平城宮跡施設整備計画の情報提供等 

・復原施設、遺構表示、便益施設等故障対応 

・宮跡内植栽管理への助言 

・国有地管理への助言 

・発生事案への報告及び対応 

 

年度計画評価  Ｂ 

【評定理由】 

 下記各観点から評価を行った。①適時性においては、過去の経緯等の情報提供及び助言を行う等、文化庁や国土交通省の要

望に適時的確に対応し、28年度の実績を上回る実績を上げた。②独創性においては、当研究所独自の視点から業務に従事した。

③発展性においては、文化庁、国交省等の等の委員会などに積極的な参加・協力による情報共有を行い、適確な審議が可能と

なるための助言を行った。④効率性においては、過去の維持管理及び修繕等事案毎に整理された情報を迅速に提供した。⑤継

続性においては、整備内容、発生事案など事例を継続的に積み重ねることによって、今後においても必要に応じて情報を提供

し事業進捗に協力した。よって、順調かつ効率的に事業が推移していると判断した。 

観点 ①適時性 ②独創性 ③発展性 ④効率性 ⑤継続性 

定性評価 Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ 

【目標値】 

・ 

【実績値・参考値】 

（参考値） 

・各種会議への参加件数（公園整備関係 3件）（①） 

・資料提供、協議等依頼への対応事項件数（文化庁 45件、国土交通省 25件） 

・立会調査等対応件数（日数）等（文化庁 10件、国土交通省 6件） 

定量評価 

－ 

①平城宮跡保存・活用連絡協議会（協議会・連絡会・ＷＧ）、平城宮跡安全・安心連絡協議会、平城宮跡及び藤原宮跡等の保存

整備に関する検討委員会 

中期計画評価  Ｂ 

中期計画記載事項 
 

文化庁と国土交通省が行う平城宮跡、飛鳥・藤原宮跡等の公開・活用事業に協力する。 

評定理由及び 

今後の見通し 

文化庁施設の公開・利用等の連絡調整、発掘調査等の連絡調整、文化庁施設の整備・維持管理及

び修繕等の相談に対応している。そして、文化庁施設（復原施設・便益施設等）の計画的整備に対

しても、必要な情報提供及び助言等の協力を行っている。今後も、国土交通省平城宮跡歴史公園整

備計画等への必要な情報提供及び助言等を行い、公開・活用事業に継続的な協力を行っていく。 

－　　－362



 

 

 

【書式Ｃ】     施設名 奈良文化財研究所   処理番号 2531F-2 

中期計画の項目 2-(5)-③ 地方公共団体等を対象とする文化財に関する研修及び協力等 

年度計画の項目 2-(5)-③-1) 

③平城宮跡、飛鳥・藤原宮跡等の公開・活用事業への協力 

文化庁、国土交通省が行う平城宮跡、飛鳥・藤宮跡等の公開・活用事業に協力する。また、ＮＰＯ法人平城

宮跡サポートネットワーク及び周辺自治会等が行う各種ボランティア活動に協力する。 

1)文化庁、国土交通省が行う平城宮跡、飛鳥・藤原宮跡等の公開・活用事業への協力・国土交通省が行う平城

宮跡第一次大極殿院の復原、朱雀大路・二条大路の整備等への協力 

プロジェクト名称 平城宮復原整備研究 

都城発掘調査部 

（平城） 

【プロジェクトスタッフ（責任者に○）】 

○渡辺晃宏（副部長）ほか 

【年度実績と成果】 

・国土交通省が行う平城宮跡展示館の建設に当たって、立会調査を行った。 

・国土交通省が行う平城宮跡及び二条大路、朱雀大路の整備に先立つ発掘調査を 5

箇所の調査区で行った。 

・国土交通省が行う第一次大極殿院の整備工事に当たって、立会調査を行った。 

・国土交通省が行う平城宮跡展示館、朱雀大路周辺、二条大路周辺、第一次大極殿院

周辺の整備設計あるいは整備工事に対する指導・助言を 10回以上行った。 

・第一次大極殿院の復元に向けて、出土金具を中心とする資料収集を進め、所内検討

会を 1度開催した。 

・第一次大極殿院の建築金具の復元に向けて、有識者会議を 3回開催した。 

・第一次大極殿院の復元研究報告書の作成にむけて準備を進めた。 

・文化庁が行う特別史跡平城宮跡の管理に対して、適時に適切な助言を行った。 

 

 

年度計画評価  Ｂ 

【評定理由】 

下記各観点から評価を行った。①適時性においては、国土交通省が行う整備及び整備工事に対し、工事の進捗に応じて柔軟

に対応し、施工計画とのすりあわせ等を十分に行い、適時に適切な発掘調査と指導・助言を行うことができた。②独創性にお

いては、第一次大極殿院の金具復原において、多様な角度から奈良時代前半の金具のデザインを検討した。③発展性において、

国土交通省への対応は、平城宮跡周辺の整備を進める上で適切に行い、それに基づいて質の高い整備を進めることを可能にす

ることができた。④効率性においては、整備工事施工業者との入念な打ち合わせによって、工事への影響を最小限に留めつつ

も遺構の保全に万全な対応をすることができた。また第一次大極殿院所用の金具の検討のための事例収集も効率的に行った。

⑤継続性においては、整備工事への対応、大極殿院の復原のいずれも、27年度以前より継続的に進め、それを元に 29年度も

作業を行うことができた。以上から、本事業は順調に実施できたと言える。 

 

観点 ①適時性 ②独創性 ③発展性 ④効率性 ⑤継続性 

定性評価 Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 

【目標値】 

 

【実績値・参考値】 

（参考値） 

・大極殿院の整備工事への立会対応件数 

・朱雀大路・二条大路の整備工事への立会による対応件数：14件以上（延べ 95日以上） 

・平城宮跡展示館、朱雀大路周辺、二条大路周辺、第一次大極殿院周辺の整備、あるいは

整備に関する工事に対する指導・助言：15回以上 

・第一次大極殿院の建築金具の復元に向けての検討会議および有識者会議開催回数：2回 

・第一次大極殿院の建築金具の復元検討会記録集の刊行：1冊（①） 

定量評価 

－ 

①『第一次大極殿院復原検討会記録 15』（30年 3月） 

中期計画評価  Ｂ 

中期計画記載事項 
文化庁と国土交通省が行う平城宮跡、飛鳥・藤原宮跡等の公開・活用事業に協力する。 

評定理由及び 

今後の見通し 

国土交通省による整備設計と整備工事に対し、発掘調査や立会調査、指導・助言などを適切に行

い、平城宮跡の保護と活用に資する計画となっている。これらの目的を、十分に達成している。 

30年度以降もこれらの成果を元に、適切に対応していく計画である。 

第一次大極殿院南門復原に伴う

基壇部分掘削の立会の様子 

－　　－363



 

 

 

 

 

【書式Ｃ】     施設名 奈良文化財研究所   処理番号 2531F-3 

中期計画の項目 2-(5)-③ 地方公共団体等を対象とする文化財に関する研修及び協力等 

年度計画の項目 2-(5)-③-1) 

③平城宮跡、飛鳥・藤原宮跡等の公開・活用事業への協力 

文化庁、国土交通省が行う平城宮跡、飛鳥・藤原宮跡等の公開・活用事業に協力する。また、ＮＰＯ法人平

城宮跡サポートネットワーク及び周辺自治会等が行う各種ボランティア活動に協力する。 

1)文化庁、国土交通省が行う平城宮跡、飛鳥・藤原宮跡等の公開・活用事業への協力国土交通省が建設する平

城宮跡展示館の開館に向けた展示への協力 

プロジェクト名称 国土交通省が行う平城宮いざない館の建設への協力 

企画調整部 

【プロジェクトスタッフ（責任者に○）】 

○加藤真二（展示企画室長）、田中恵美（展示企画室アソシエイトフェロー）、座覇えみ（展示企画室ア

ソシエイトフェロー）、杉山洋（国際遺跡研究室特任研究員） 

【年度実績と成果】 

国土交通省が建設を進めてきた平城宮跡歴史公園のガイダンス施設である

「平城宮跡展示館（仮称）」を「平城宮いざない館」とした。そのなかの出土品

等の展示を行う詳覧ゾーンについて協力を行ってきた。29年度は、600件に及

ぶ展示品とその展示方法の決定、各種原稿の作成・監修、展示品の梱包、輸送、

展示作業等を行い、30年 3月 24日に計画通り開館を迎えることができた。 

・国交省、展示業者との調整 

国交省打合せ 10回（4月 25日､5月 31日､6月 27日､8月 1日､9月 6日､10

月 5日､11月 7日､12月 6日､1月 11日､2月 1日） 

展示業者打合せ 14回以上（4月 19日､5月 22日､6月 7･22･29日､7月 4･25

日､ 8月 7･25日､9月 7･25日､10月 17日､11月 9日､12月 9日のほか、随時

調整を行った。） 

・展示品計測・レプリカ作成作業の日程調整・立ち合い のべ 152日 

・各種原稿作成、画像データ提供、展示内容の監修 

・展示品梱包、運搬、展示列品作業 

・展示評価（展示評価業者へ委託） 打合せ 9回（4月 19日､5月 22日（午前・午後）、6月 22日（午前・午後）、9月 7日､11

月 9日（午前・午後）､12月 7日） 

  企画展アンケート調査分析（アンケート実施期間：7月 22日～9月 3日）、詳覧ゾーンに関わる用語集（案）の作成 

年度計画評価  Ａ 

【評定理由】 
下記各観点から評価を行った。 

①適時性においては、30年 3月 24日の平城宮いざない館の開館に合わせて、詳覧ゾーンを中心とした展示に関わる膨大な作業を遂行するこ

とができた。 

②発展性においては、平城宮跡のガイダンス施設となる平城宮いざない館に奈良文化財研究所の調査研究成果を生かした展示を設置すること

ができ、奈文研・平城宮跡に対する国民の理解が格段に進むことが期待され、今後の調査研究と保護・活用に大いに寄与すると考えられる。 

③効率性においては、国交省、展示業者とともに展示の設計・施工に関わる膨大な作業を効率よく進めることができ、3月 24日に間に合わせ

ることができた。 

④基本構想以来、事業を長期に継続し、ようやく展示の施工、竣工まで行い、開館にこぎつけることができた。また、これからも展示物の管

理等に関わっていく必要がある。 

以上から、大きな成果をあげるとともに、順調かつ効率的に事業が推移していると判断した。 

観点 ①適時性 ②発展性 ③効率性 ④継続性  

定性評価 Ａ Ａ Ａ Ａ  

【目標値】 

 

【実績値・参考値】 

 
定量評価 

 

 

中期計画評価  Ａ 

中期計画記載事項 
文化庁と国土交通省が行う平城宮跡、飛鳥・藤原宮跡等の公開・活用事業に協力する。 

評定理由及び 

今後の見通し 

詳覧ゾーンの展示に関わる膨大な作業を効率的かつ的確に遂行し、30年 3月 24日の平城宮いざない館の開館

を無事迎えるという、大きな成果をあげることができた。このため、Ａと判断した。本プロジェクトとしては、

30年度には開館した詳覧ゾーンの監修業務をおこない、修正箇所を洗い出し、同ゾーン改善につなげる。また、

30年度からは、詳覧ゾーンの学芸業務を受託し、平城宮いざない館の運営・管理に協力する。 

いざない館詳覧ゾーン 

－　　－364



 

 

 

 

【書式Ｃ】     施設名 奈良文化財研究所   処理番号 2531F-4 

中期計画の項目 2-(5)-③ 地方公共団体等を対象とする文化財に関する研修及び協力等 

年度計画の項目 2-(5)-③-1) 

③平城宮跡、飛鳥・藤原宮跡等の公開・活用事業への協力 

文化庁、国土交通省が行う平城宮跡、飛鳥・藤原宮跡等の公開・活用事業に協力する。また、ＮＰＯ法人平

城宮跡サポートネットワーク及び周辺自治会等が行う各種ボランティア活動に協力する。 

1)文化庁、国土交通省が行う平城宮跡、飛鳥・藤原宮跡等の公開・活用事業への協力・文化庁が行うキトラ古

墳壁画保存管理施設の管理・運営と古墳壁画の公開事業への協力 

プロジェクト名称 文化庁が行うキトラ古墳壁画保存管理施設の管理・運営と古墳壁画の公開事業への協力 

飛鳥資料館 
【プロジェクトスタッフ（責任者に○）】○石橋茂登（学芸室長）、若杉智宏（学芸室研究員）、菊地智

慧（学芸室アソシエイトフェロー）ほか５名 

【年度実績と成果】 

・キトラ古墳壁画保存管理施設の管理運営を行うとともに、28年度より壁画公開

を 2回増加し、壁画を季節に合わせて 4回公開した。また、出土遺物等の展示

を併せて行った。また、見学者の理解を深めるための壁画の解説映像の製作と

放映を行った。 

・キトラ古墳壁画の第 3回公開事業（5月 14日～6月 11日）を実施した。 

・キトラ古墳壁画の第 4回公開事業（7月 15日～8月 13日）を実施した。 

・キトラ古墳壁画の第 5回公開事業（9月 23日～10月 22日）を実施した。 

・キトラ古墳壁画の第 6回公開事業（30年 1月 20日～ 2月 18日）を実施した。 

・壁画非公開期間においても展示室の公開を実施し、石材、堆積土サンプルなど

これまで公開機会のなかった資料を公開した。堆積土などについて展示の解説

シート４種を作成した。 

・壁画公開時に解説リーフレット、チラシ、ポスターを作成するとともに、常設で配布しているリーフレット「特別史跡キト

ラ古墳」のイタリア語版とフランス語版を新たに作成し、外国語対応を充実させた。 

・文化庁、国土交通省飛鳥歴史公園事務所、飛鳥管理センター、飛鳥保存財団と、連絡調整等のため月 1回の定例協議を継続

した。また、毎日キトラ古墳周辺地区内の飛鳥管理センターを訪問して相互に来館者数や作業の予定を交換した。広報につ

いても相互に情報提供しあい、相乗効果を出せるよう努めた。また、国営飛鳥歴史公園キトラ古墳周辺地区開園一周年記念

行事の一環として、「古代の星空-キトラ古墳の天文図を読み解く-」と題した講演会を 2回行った。 

年度計画評価  Ａ 

【評定理由】 

下記各観点から評価を行った。①適時性においては、壁画の四神（青龍・朱雀・白虎・玄武）が春夏秋冬に対応することを

生かし、季節に合わせた壁画公開を企画した。また、開園一周年の企画で講演会を開催した。②独創性においては、壁画実物

に合わせて解説パネルの内容を毎回変えたり、解説リーフレットに壁画の実物大写真を掲載してデザイン的な魅力と学術的な

正確さ・分かりやすさを両立させる工夫などを行ったことが評価できる。③発展性と⑤継続性においては、28年度は壁画公開

がたいへん混雑する状況があったが、継続的に壁画公開を実施してきたことで、参加者が適度な人数に落ち着き、余裕をもっ

て観覧できるようになった。また壁画非公開時にも展示室公開を継続したことで、利用者サービスを向上させた。それととも

に、展示ケースや壁面パネルを使って壁画公開時とは違う内容の展示を実施することができ、未公開資料の展示など展示内容

に多様性を持たせることができた。また施設の管理運営の面でも、温湿度など壁画保存環境は安定しており、順調に管理を継

続できたことが高く評価できる。④効率性においては、飛鳥資料館における展示公開などの業務と並行して当事業を実施しな

ければならないため困難な状況もあったが、毎回の公開における作業が滞ることなく、効率的に事業を実施することができた。 

以上のような観点から、キトラ古墳壁画保存管理施設の管理運営と壁画公開事業の単純な実施にとどまらず、さらに幅広い

調査研究成果の公開の場として施設を活用できたと評価でき、所期の目標を超える成果と言える 

観点 ①適時性 ②独創性 ③発展性 ④効率性 ⑤継続性 

定性評価 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

【目標値】 

 

【実績値・参考値】 
（参考値） 

・壁画公開実施 4回    ・協議等回数 計 12回 

・リーフレット 6冊    ・講演会    2回 

定量評価 

－ 

①『平成 29年度 キトラ古墳壁画 第 3回公開』5月 14日発行。②『平成 29年度 キトラ古墳壁画 第 4回公開』7月 15日発行。③『平成

29年度 キトラ古墳壁画 第 5回公開』9月 23日発行。④『平成 29年度 キトラ古墳壁画 第 6回公開』30年 1月 20日発行。⑤『特別

史跡キトラ古墳』イタリア語 9月 15日発行。⑥『特別史跡キトラ古墳』フランス語 11月１日発行 

中期計画評価  Ａ 

中期計画記載事項 文化庁と国土交通省が行う平城宮跡、飛鳥・藤原宮跡等の公開・活用事業に協力する。 

評定理由及び 

今後の見通し 

28年度は開園初年で管理や公開事業が秋から半年の期間だったのに対し、29年度は１年間通して

順調に事業を遂行できたことから、今後も事業を継続実施できるめどがついたといえる。壁画公開

事業においては展示や解説リーフレットを工夫することで、より分かりやすい魅力的な展示を目指

すことが期待できる。また、壁画非公開期間の展示においても、当研究所が行っている古墳壁画関

連調査の新知見を取り入れた展示などを実施することが可能であり、今後の発展が見込まれる。 

 
 
 
 
 
 
 
 

第４回公開事業の様子 

－　　－365



 

 

 

【書式Ｃ】     施設名 奈良文化財研究所   処理番号 2532F 

中期計画の項目 2-(5)-③ 地方公共団体等を対象とする文化財に関する研修及び協力等 

年度計画の項目 2-(5)-③-2) 

③平城宮跡、飛鳥・藤原宮跡等の公開・活用事業への協力 

文化庁、国土交通省が行う平城宮跡、飛鳥・藤原宮跡等の公開・活用事業に協力する。また、ＮＰＯ法人平

城宮跡サポートネットワーク及び周辺自治会等が行う各種ボランティア活動に協力する。 

2)ＮＰＯ法人平城宮跡サポートネットワーク及び周辺自治会等が行う各種ボランティア活動への協力 

プロジェクト名称 ＮＰＯ法人平城宮跡サポートネットワーク及び周辺自治会等が行う各種ボランティア活動への協力 

研究支援推進部 

【プロジェクトスタッフ（責任者に○）】 

○津田 保行（連携推進課長）、伴 佳英（研究支援課長）、梶原 孝次（連携推進課課長補佐）、江川

正（研究支援課宮跡等活用支援係長） 

【年度実績と成果】 
○ＮＰＯ法人平城宮跡サポートネットワークへの協力 

 ＮＰＯ法人平城宮跡サポートネットワークとの共催、後援事業等において、人員及会場提供等の協力を行った。 

・第 15回平城宮跡クリーン大会（共催）4月 8日 参加者数：170名 

・第 32回平城宮跡歴史講座（後援）（テーマ：おもしろ木簡シリーズ第 1回～役人たちの食卓事情～ 講師：舘野和己(奈良女子大学特任教

授)）5月 28日 参加者数：126名 

・第 33回平城宮跡歴史講座（後援）（テーマ：おもしろ木簡シリーズ第 2 回～市と交易と銭～ 講師：寺崎保広（奈良大学文学部教授））9

月 30日 参加者数：96名 

・第 34回平城宮跡歴史講座（後援）（テーマ：おもしろ木簡シリーズ第 3 回～文字と算術の習得～ 講師：市大樹（大阪大学大学院文学研究

科准教授））30年 1月 20日 参加者数：95名 

・第 10回遺跡見学会への協力 11月 12日 参加者数：18名（講師派遣） 

・ＮＰＯ法人平城宮跡サポートネットワーク文化部会研修への協力 30年 1月 24日 参加者数 18名（当研究所木簡関連施設のバックヤード

ツアー実施） 

・ＮＰＯ法人平城宮跡サポートネットワークとの連絡会議（6月から月 1回、計 10回実施） 

○周辺自治会等への協力 

 自治会主催の歴史教室への講師派遣、周辺中学校の職場体験への協力を行った。 

・「佐保川地域ふれあい会館の歴史教室」（佐保川自治連合会）への講師派遣 

箱崎室長（遺構研究室）「平城京の塔とその景観」6月 10日 

山藤研究員（考古第二研究室）「平城宮跡東院地区の発掘調査－第５８４次調査成果と展望－」

7月 8日 

渡邉副所長 「国宝指定答申の出た平城宮木簡研究の現在」9月 9日 

今井主任研究員（考古第三研究室）「奈良山の瓦窯見学案内」11月 11日 

丹羽主任研究員（考古第二研究室）「土器からみた奈良時代のものづくり」30年 1月 13日 

浦アソシエイトフェロー（考古第一研究室）「朱雀大路・二条大路の発掘調査成果」30年 3

月 10日 

・職場体験への協力 

 富雄中学校 11月 8日～9日 参加者数：3名 

 三笠中学校 11月 9日～10日 参加者数：2名 都跡中学校、富雄南中学校 11月 15日～17日 参加者数：4名 

年度計画評価  Ｂ 

【評定理由】 

下記各観点から評価を行った。①適時性においては、ＮＰＯ法人と協力しつつ、平城宮跡の清掃や普及活動を行った。また、ＮＰＯ法人と

の連携をより強化するため 29 年度から新たにＮＰＯ法人との定期的な連絡会議を実施し、当研究所木簡関連施設のバックヤードツアーを実

施するなど、そのときどきの要望に応じた対応を行うことができたためＡ評価とした。②発展性においては、ＮＰＯ法人の歴史講座等の支援

や、周辺自治会が企画する講座への講師派遣を通じて、広く情報発信を行うことができた。③効率性においては、ＮＰＯ法人の共催、後援事

業において、当研究所の施設を有効かつ効果的に活用できた。④継続性においては、ＮＰＯ法人への支援や、周辺自治会への協力を引き続き

実施し、将来的な協力体制を維持、発展させることができた。以上により、本事業については、順調かつ効率的に事業が推移していると判断

した。 

観点 ①適時性 ②発展性 ③効率性 ④継続性  

定性評価 Ａ Ｂ Ｂ Ｂ  

【目標値】 

 

【実績値・参考値】 

 
定量評価 

－ 

 

中期計画評価  Ｂ 

中期計画記載事項 
ＮＰＯ法人平城宮跡サポートネットワーク及び周辺自治会等が行う各種ボランティア活動に協力する。 

評定理由及び 

今後の見通し 

28 年度に引き続き、ＮＰＯ法人平城宮跡サポートネットワークの行う活動に協力した。また、周辺自治会等

の活動への協力も継続的に実施した。 

今後も引き続き、平城宮跡の有効な利活用や情報発信を目的とした同法人や周辺自治会等の活動に、協働して

取り組んでいく予定である。 

職場体験（発掘調査） 
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【書式Ｃ】     施設名 東京文化財研究所   処理番号 2541E 

中期計画の項目 2-(5)-④ 地方公共団体等を対象とする文化財に関する研修及び協力等 

年度計画の項目 2-(5)-④-1) 

④連携大学院教育の推進 

連携大学院教育を実施し、今後の我が国の文化財保護における中核的な人材を育成する。 

1)東京藝術大学、京都大学、奈良女子大学との間での連携大学院教育等の推進 

・東京藝術大学大学院：システム保存学(保存環境学、修復材料学) 

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 

保存科学研究 

センター 

【プロジェクトスタッフ（責任者に○）】 

〇佐野千絵（センター長）、早川典子（修復材料学研究室長）、朽津信明（修復計画研究室長）、貴田啓

子（東京藝術大学教育研究助手・客員研究員） 

【年度実績と成果】 

〇29年度開講した授業及び担当教員、受講者数  

保存環境計画論（前期、火曜 1限） 2単位 佐野千絵・吉田直人・佐藤嘉則  21名 

修復計画論  （前期、木曜 1限） 2単位 朽津信明・早川泰弘              8名  

修復材料学特論（前期、木曜 2限） 2単位 早川泰弘・早川典子              7名 

保存環境学特論（後期、火曜 1限） 2単位 吉田直人・佐藤嘉則        7名 

文化財保存学演習 

テーマ：「水損文化財の生物被害軽減のための初期対応」、講師：佐藤嘉則 

日時：6月 6日(火)13～17時、21名 

〇修士学生指導 

英語論文輪講（前期、水曜 3限）2単位 佐野千絵・早川典子 システム保存学修士 2年生対象 

修士論文指導 随時 システム保存学修士 2年生対象 

 池田芳妃 タイトル「ポリウレタンフォームとシリコーンゴムを用いた作品の調査と保存の検討‐1980年代に制作され

たマネキンについて‐」 

〇入学試験 

29年度東京藝術大学大学院美術研究科博士課程（前期）（後期）入学試験は受験者がなく実施せず。 

〇成績評価等、文化財保存学専攻運営への協力 

 教室会議（11回）、入試合同判定会議（2回）、博士・修士学位審査会への協力 

年度計画評価  Ｂ 

【評定理由】 

下記各観点から評価を行った。①適時性においては、最新の研究成果を盛り込んだ各種授業を展開でき、藝大基幹講座の付

する教育の幅を広げる点で有効であった。②独創性においては、プラスチック作品の保存と修復に係る問題を修士論文テーマ

に据えた学生と共に、他大学の追随を許さない総合性・新規性のある成果を得ることができた。③発展性においては、プラス

チックの劣化について、研究のレビュー、劣化指標の選定や具体的な諸データを得ることができ、今後のプラスチック作品の

保存と活用、修理のための基盤を作ることができた。④効率性においては、学生のテーマに沿って客員研究員の協力も得なが

ら研究を進めることができた。⑤継続性においては、藝大との協力関係を維持することによって、最新の研究成果を若手人材

育成に有効活用できている。よって、順調かつ効率的に事業が推移していると判断した。 

観点 ①適時性 ②独創性 ③発展性 ④効率性 ⑤継続性 

定性評価 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 

【目標値】 

 

【実績値・参考値】 

・（参考値） 

・開講時間： 前期 火曜 1限、木曜１限、木曜 2限 / 後期 火曜 1限 

・開講回数：90分×15回、受講者数：延べ 43名  

・開講時間 １限 9：00～10：30 2限 10：40～12：10  3限 13：00～14：30 

・開講回数 計 4コマ 各 2単位 

定量評価 

－ 

 

中期計画評価  Ｂ 

中期計画記載事項 連携大学院教育を実施し、今後の我が国の文化財保護における中核的な人材を育成する。 

評定理由及び 

今後の見通し 

第 4期中期計画では、文化財保存学専攻所属の大学院学生に対して 4授業 8単位を開講し、修士

論文指導、文化財保存学専攻に所属する学生全体への教育の質の向上に資するため教員交代を適宜

行う計画である。中期計画 2年目として、独創性・新規性の高いテーマで、修士学生の論文をまと

めることができた。文化財保存学専攻他教室に在籍している修士・博士学生の教育にも協力し、大

学側からの評価も高く、当初計画通りに遂行できた。30年度の教員は 1名交代する。 
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【書式Ｃ】     施設名 奈良文化財研究所   処理番号 2541F 

中期計画の項目 2-(5)-④ 地方公共団体等を対象とする文化財に関する研修及び協力等 

年度計画の項目 2-(5)-④-1) 

④連携大学院教育の推進連携大学院教育を実施し、今後の我が国の文化財保護における中核的な人材を育成す

る。 

1)東京藝術大学、京都大学、奈良女子大学との間での連携大学院教育等の推進 

・京都大学大学院：共生文明学（文化・地域環境論） 

・奈良女子大学大学院：比較文化学（文化史論） 

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 

研究支援推進部 【プロジェクトスタッフ（責任者に○）】〇松村恵司（所長） 

【年度実績と成果】 

・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実施。 

京都大学大学院人間・環境学研究科 

・玉田 芳英「原子・古代精神文化論 1・2」「文化遺産学演習 2A・2B」 

・高妻 洋成「保存科学論 2」「文化遺産学演習 5A・5B」 

・尾野 善裕「遺物調査法論 1・2」「文化遺産学演習 1A・1B」 

・馬場 基「史料学論 1・2」「文化遺産学演習 3A・3B」 

・山﨑 健「環境考古学論 1・2」「文化遺産学演習 4A・4B」 

奈良女子大学大学院人間文化研究科 

・渡邉 晃宏「歴史資料論Ⅰ・Ⅱ」 

・神野 恵「歴史考古学特論Ⅰ・Ⅱ」 

奈良大学文学部 

・中島義晴・前川歩・高橋知奈津・本間智希 

年度計画評価  Ｂ 

【評定理由】 

下記各観点から評価を行った。①適時性においては、本務において得た最新の研究成果などをもとに、研究指導を行った。

②独創性においては、当研究所が長年培ってきた専門知識を教授することができた。③発展性においては、連携大学院におけ

る講義や研究指導を通じて、次世代の研究者の育成・発展に大きく貢献した。④継続性においては、大学との連携協定を基に

長年継続しており、継続的に実施することができた。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育

成について、計画通り寄与することができた。 

観点 ①適時性 ②独創性 ③発展性 ④継続性  

定性評価 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ  

【目標値】 

 

【実績値・参考値】 

（参考値） 

・受入学生数(延べ人数)：108名 

京都大学   30名 

奈良女子大学 6名 

奈良大学    72名 

定量評価 

－ 

 

中期計画評価  Ｂ 

中期計画記載事項 
連携大学院教育を実施し、今後の我が国の文化財保護における中核的な人材を育成する。 

評定理由及び 

今後の見通し 

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。今後も、これまで蓄積してきた研究成果を基に連

携大学院教育を実施し、若手研究者の育成に寄与するため、学生に対して研究指導を実施していく。 
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【書式Ａ】   施設名 国立文化財機構 処理番号 2551-1 

中項目 ２．文化財及び海外の文化遺産の保護に貢献する調査研究、協力事業等の実施 

事業名 （５）地方公共団体等を対象とする文化財に関する研修及び協力等 ⑤文化財等の防災・救援等への寄与 
【年度計画】 
1)体制づくり 
有事における文化財等の防災・救援のための連携・協力体制づくりに向けた検討を行う。 
・文化遺産防災ネットワーク推進会議や文化遺産防災ネットワーク有識者会議を開催する。 
・けいはんなオープンイノベーションセンターについて、収蔵庫機能の維持管理等を行いつつ関西地区における文化財防災の拠点として活用する。 

担当部課 文化財防災ネットワーク推進本部 

文化財防災ネットワーク推進室 
事業責任者 室長 岡田健 

【実績・成果】※［ ］内は、実施担当の施設・部署を表す。 

1) 

a.文化遺産防災ネットワーク推進会議（参画機関24団体、うち29年度の新規加盟3団体）［推進室］ 

  第6回（5月24日於東京国立博物館）：特定非営利活動法人文化財保存支援機構の新規加盟報告、本事業の活動状況、熊本県被災

文化財レスキュー事業の状況報告、各機関からの活動報告、意見交換 

  第7回（11月22日於東京国立博物館）：日本民具学会及び九州・山口ミュージアム連携事業実行委員会の新規加盟報告、本事業の

活動状況、各地における地震等に伴う文化財等の被害・レスキュー活動の状況等報告、各機関からの活動報告、意見交換 

b.文化遺産防災ネットワーク有識者会議［推進室］ 

第6回（5月24日於東京国立博物館）：本事業の活動状況、熊本地震による文化財被災状況及び文化財レスキュー事業、関西広域

連合が取りまとめている「近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定」に基づく文化財建造物の被災調査に関する要

領の改正と文化財被災対応ガイドライン（案）の策定についての討議 

第7回（11月22日於東京国立博物館）：日本民具学会及び九州・山口ミュージアム連携事業実行委員会の新規加盟、本事業の活動

状況等についての報告、委員からの提出資料をもとにした意見交換等 

有識者会議幹事会（8月15日於キャンパスプラザ京都）：有識者会議における議論を深めるために、少数委員を招へいして会議を

開催した。歴史都市・歴史的建造物の防災と動産文化財の防災との連携について、文化財保護法の改正と文化財防災の取

り組み等について議論を行った。 

c.けいはんなオープンイノベーションセンター（KICK）収蔵庫機能の維持管理による文化財防災拠点の試験的運用［京都国立博物館］ 

・保管施設の整備と併せて、文化財を一時的に保管管理するための受託規則を整備し、施行した（「京都国立博物館防災対応受託

規則」、29年4月）。これにより、収蔵施設の緊急改修によって保管体制に困難が生じた建仁寺両足院の文化財を、防災対応受託と

してKICKへ搬入した。 

・落下・飛び出し防止対策、虫害調査、浮遊菌調査、温湿度管理等を実施して、保管管理のためのデータを取得した。 

・また、3年間にわたるKICKの試験運用の実績をもとに、「文化財防災体制構築に関する研究会」（30年1月30日於京都国立博物館）

を開催した。 

【補足事項】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 経年

変化 

25 26 27 28 

- - - - - - - - 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ａ 

【判定根拠、課題と対応】 

・推進会議参画団体を対象とする組織連携は順調に拡大が進むとともに、各団体の要望を聴

取し、専門性を活かした共同作業の検討を通じて、実質的な連携を図りつつある。29年度

に発生した局地的な豪雨災害に対して、即時の判断と連絡により迅速な対応を実現したこ

とは、これまでの活動の著しい成果である。 

・有識者会議による議論により、事業推進のための各種情報を得るとともに今後の活動の方

向性を検討した。 

・文化財防災拠点として収蔵施設維持管理の試験的運用を順調に進めている。 

・緊急時の組織間連携活動マニュアルの策定を急ぐとともに、参画団体としての国立文化財

機構が担う役割を明確にしていく必要がある。 
【中期計画記載事項】  
巨大地震等大規模災害に対応した文化財等の防災や被災した文化財等の救援・修理等の適切な処置を行うため、文化庁及び地方公共団体、文化財関

係各団体等の要望を踏まえつつ、機構として全国的な連携・協力体制の整備に向けて、以下の事業及び関連する調査研究等を行う。 
1)体制づくり 
有事における文化財等の防災・救援のための連携・協力体制づくりに向けた検討を行う。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ａ 

【判定根拠、課題と対応】 

・有事における文化財等の防災・救援のための連携・協力体制づくりに向けて、29年度に発

生した局地的な災害を通じて、文化庁との連携のもと、情報収集とその統合、救援活動実

施のための迅速な対応のための方向性を示すことができるようになってきたことは顕著

な成果である。これに地域連携を加え、大規模災害時に備えた体制構築のために、より一

体的な体制づくりを進めることが必要である。 

第6回文化遺産防災ネットワーク推進会議 

日時：5月24日 会場：東京国立博物館 
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【書式Ａ】   施設名 国立文化財機構 処理番号 2551-2 

中項目 ２．文化財及び海外の文化遺産の保護に貢献する調査研究、協力事業等の実施 

事業名 （５）地方公共団体等を対象とする文化財に関する研修及び協力等 ⑤文化財等の防災・救援等への寄与 
【年度計画】 
1)体制づくり 
有事における文化財等の防災・救援のための連携・協力体制づくりに向けた検討を行う。 
・機構各施設にて全国知事会のブロック割に準じ地区分担を行い、自治体や博物館等施設、史料ネット等へのヒアリング、情報交換会の開催、調査の
実施及び会議への参加等を通じて地域文化財防災ネットワーク構築を促進する。また、地域防災計画について、大規模地震防災・減災対策大綱に対
応した防災計画の検討を行う。 

・国際研修等を実施して、諸外国の防災の取り組みや被災文化財の保全処置方法に関する新たな知見の入手に努める。 
・本事業での取組についてウェブサイトでの情報公開に努める。 

担当部課 文化財防災ネットワーク推進本部 

文化財防災ネットワーク推進室 
事業責任者 室長 岡田健 

【実績・成果】※［ ］内は、実施担当の施設・部署を表す。 

1) 

d.地域連携体制の強化促進［国立文化財機構6施設・推進室］ 

・都道府県を基礎単位とする地域内の文化財防災体制の構築に寄与するため、4博物館・2研究所が全国を6つのブロックに分けて

担当し、都道府県の文化財所管課や博物館協会事務局等を訪問して、聞き取り調査及び協議を継続実施した。ブロック内での情

報共有を目的とした連絡協議会等の開催に努め、災害時における地方自治体相互の連携体制の確立に向けた意見交換を進めた。

各地の教育委員会や博物館が主催する講演会・研修等に参加し、文化財防災に関する講演を行ったほか、地域の文化財防災体制

等に関する情報収集を行った。 

・地域の未指定文化財の所在情報と災害時の地域内連携体制のあり方についての情報収集を目的として、「第4回全国史料ネット研

究交流集会」を、全国史料ネット研究交流集会実行委員会及び人間文化研究機構と共同で開催した（30年1月20日・21日於ノート

ルダム清心女子大学・カリタスホール、参加者151人）。また、28年度開催の研究交流集会にかかる報告書『第3回 全国史料ネッ

ト研究交流集会―愛媛―報告書』を29年12月に発行した。 

・地域防災計画は各自治体で整備されているものの、運用への理解は発展途上にあり、情報共有の場が不足している。都道府県の

文化財所管課担当者を対象として協議会を開催し、公務員としての職務の中で行われる文化財防災の取り組みがどのような限界

性と課題を持っているのかについて、情報交換を行った（30年3月19日於東京国立博物館、参加者54人 内訳：22都府県の担当者

25人、推進会議参画団体11人、有識者会議委員2人、文化庁3人、国立文化財機構職員13人）。 

e.国際研修への講師派遣［京都国立博物館・推進室］ 

 8月28日～9月16日の日程で実施されたユネスコ･チェア「文化遺産と危機管理」国際研修2017において、職員4人の講師派遣及び

京都国立博物館内での実習のための会場提供を行い、建造物や町並み等の不動産文化財を中心とした同研修の従来の内容に加え

て、動産文化財や無形文化遺産の災害対策･緊急対応･復興に関するプログラム実施に協力した。 

f.情報公開［推進室］ 

・文化財防災ネットワーク推進事業の活動情報を随時発信するため、推進事業ウェブサイトを年間で66回更新し、新規コンテンツ

を5つ追加した。また、ウェブサイト上に一般向けの問合せフォームを開設し、災害時の緊急連絡に対応できるようにした。同時

に、データ通信を暗号化するシステム改修を行い、サイトのセキュリティを向上させた。 

・事業紹介パンフレットを大幅に充実した内容に改訂し、文化財関連団体や地方公共団体に配布･周知した。 

【補足事項】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 経年

変化 

25 26 27 28 

- - - - - - - - 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ａ 

【判定根拠、課題と対応】 
・都道府県を基礎単位とする地域連携は順調に進みつつある。29年度に発生した局地的な豪雨災害や火事

災害等において、地域内の連携により迅速な対応が実現し、当推進室へ随時の連絡が入る地域が増えつ

つあることは、ネットワークが機能してきていることとして大いに評価できる。また、ウェブサイトの

充実により事業自体の認知度も高まっている。 

・緊急時の地域内連携マニュアルの策定を急ぐとともに、国立文化財機構として、地域の文化財が被災し

た場合の行動方針を明確にしていく必要がある。 

・国際シンポジウムの開催や国際研修への講師派遣を通じて、我が国の文化財防災の体制や技術を広く国

外に伝え、併せて外国の情報を積極的に収集した。 
【中期計画記載事項】 
巨大地震等大規模災害に対応した文化財等の防災や被災した文化財等の救援・修理等の適切な処置を行うため、文化庁及び地方公共団体、文化財関

係各団体等の要望を踏まえつつ、機構として全国的な連携・協力体制の整備に向けて、以下の事業及び関連する調査研究等を行う。 
1)体制づくり 
有事における文化財等の防災・救援のための連携・協力体制づくりに向けた検討を行う。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ａ 

【判定根拠、課題と対応】 
・有事における文化財等の防災・救援のための連携・協力体制づくりに向けて、29年度に発生した局地的

な災害を通じて、文化庁との連携のもと、情報収集とその統合、救援活動実施のための迅速な対応のた

めの方向性を示すことができるようになってきたことは顕著な成果である。これと組織連携が一体とな

った体制づくりを進めることが必要である。 

・分析により、自然災害時にウェブサイトへのアクセス数が顕著に増えることが分かった。推進会議参画

団体をはじめ、多くの人々がネットワークの活動に注目し、期待していることの表れであり、事業の更

なる促進が求められている。 

事業紹介パンフレット改訂版 

中面 p.3-4 
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【書式Ａ】   施設名 国立文化財機構 処理番号 2551-3 

中項目 ２．文化財及び海外の文化遺産の保護に貢献する調査研究、協力事業等の実施 

事業名 （５）地方公共団体等を対象とする文化財に関する研修及び協力等 ⑤文化財等の防災・救援等への寄与 
【年度計画】 
2)調査研究等の実施 
ア 文化財等の防災・救援に関する調査研究を行い、情報の収集と発信を行う。 
・全国の文化財防災の先進事例の収集や、地方指定等文化財情報に関する収集・整理・共有化や、文化財防災体制にかかる調査研究に取り組む。 
・データベースの作成として、被災した自然史標本等の所在情報や、歴史災害痕跡のデータベース等の運用・活用を図り、広く文化財全般の防災ネット 
ワーク構築に寄与する。また、文化財レスキュー活動において必要となる文化財情報や運営のあり方についての調査を行う。 

・被災資料の応急処置などに関わる動画を作成し、公開する。 

担当部課 文化財防災ネットワーク推進本部 

文化財防災ネットワーク推進室 
事業責任者 室長 岡田健 

【実績・成果】※［ ］内は、実施担当の施設・部署を表す。 

2)ア 

下記の通り、文化財等の防災・救援に関する調査研究を行い、情報の収集と発信を行った。 

a.地方指定文化財データベースの構築及びデータ整備［東京文化財研究所］ 

  27年度から継続する都道府県・市町村指定等文化財全ジャンルのデータベース化について、文化庁及び都道府県からの情報提供を得ながら作業

を進めた。都道府県・市町村の文化財保護条例データベースを作成し、東日本分を公開した。無形文化遺産分野に関しても情報収集を継続し、公

開可能なデータベース及びアーカイブスを作成し、試験的に和歌山県のデータを公開した。また、無形文化遺産防災のための情報発信・収集を目

的としたウェブサイトを構築し、公開を開始した。そのほか、データ収集・整理のモデルケースとして、京都府所蔵の文化財写真ガラス乾板等の

デジタル化を行い、電子媒体による情報の共有化の可能性について研究を行った。 

b.文化財防災体制構築のための調査研究［推進室］ 

現状の体制に関する調査として、自然災害時における文化財救出・保全活動とその後の防災体制構築の状況について、情報収集と分析を行った。

推進会議参画団体を対象として「文化財防災体制に関するアンケート調査」を実施し、当事業に対して、財政支援・人的支援・技術者派遣・情報

提供を期待する意見が寄せられた。 

c.各種文化財データベースの構築［奈良文化財研究所］ 

・地方自治体等の文化財関連施設における出土自然遺物を含めた自然史標本の所在調査を17か所行い、陸前高田市立博物館所蔵の212袋分の被災

した貝塚出土資料を調査・整理し、出土情報等が記載されたラベルの記録をデータ化して目録の作成を実施した。 

・科学技術・学術審議会の建議「災害の軽減に貢献するための地震火山観測研究計画」と連動しつつ、考古資料・文献史料を中心とした悉皆調査

とデータベース化を行った。28年度に引き続き、発掘調査データから災害痕跡データの抽出に取り組み、それらの場所・時期・災害類別を進め、

データベースの構築を進めた。熊本地震でのデータベースの有効性の検証と共に、南海トラフ起源地震への対応として、全国での事例を進めた。 

・膨大化するデータに対応するデータベース構造や検索システムの更新を進めると共に、東京大学史料編纂所の開発する文字情報型の歴史史料デ

ータベースとの統合情報検索システムのためのAPI開発を進めた。今後も国土地理院情報検索システム、産業総合研究所地質情報システムとの

連動のためのAPI開発や地質データの入力及び表示方法の開発を継続的に進める。 

・和歌山県有田郡湯浅町、広川町等の協力を得て、主として既存資料をもとにした両町の総合的な文化遺産リスト（非公開）と、リストにある情

報を検索・表示するための文化遺産保全地図システム（試作版、非公開）を作成し、報告書『―文化遺産防災総合シミュレーション調査―地域

の文化遺産保全リスト・地図作成事業 報告書（28・29年度）』を30年3月に発行した。 

d.汚損紙資料の応急処置方法についてのマニュアル動画『文化財防災マニュアル 汚損紙資料のクリーニング処置例』（日・英2言語版）を作成し、

30年3月にWEB上に日本語版を公開したほか、DVDで関連団体に頒布した。また、この動画のハンドブックを発行した。［推進室］ 
【補足事項】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 経年

変化 

25 26 27 28 

- - - - - - - - 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ａ 

【判定根拠、課題と対応】 
・各種の文化財データベースの構築を進め、自然災害による文化財の多岐にわたる被害に備えた防災デ

ータベースを確立しつつある。 
・被災文化財の応急処置のうち、汚損した紙資料についての処置を扱った動画マニュアルを作成する過
程で、異なる知見を持つ多くの専門家の意見を集約し、それをマニュアルとしてまとめる作業の課題

を明確にできたことは大きな成果である。 
【中期計画記載事項】 
巨大地震等大規模災害に対応した文化財等の防災や被災した文化財等の救援・修理等の適切な処置を行うため、文化庁及び地方公共団体、文化財関係各団体等の要望を踏

まえつつ、機構として全国的な連携・協力体制の整備に向けて、以下の事業及び関連する調査研究等を行う。 
2)調査研究等の実施 
ア 文化財等の防災・救援に関する調査研究を行い、情報の収集と発信を行う。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ａ 

【判定根拠、課題と対応】 
・文化財等の防災・救援に関する調査研究及び情報の収集と発信に関して、東京・奈良両文化財研究所
がその研究の特色を活かし、実際の文化財防災と災害後の救出活動、さらに復興のための手掛かりと

なり得る統合的な文化財データベースの構築を進めている。 
・データベースの公開方法や、将来にわたる継続的なデータの蓄積と管理方法などを想定した具体的な
運用の検討に入る段階に事業を進めることができた。 

汚損紙資料応急処置マニュアル動画 

『文化財防災マニュアル 汚損紙資料のクリーニング処置例』 
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【書式Ａ】   施設名 国立文化財機構 処理番号 2551-4 

中項目 ２．文化財及び海外の文化遺産の保護に貢献する調査研究、協力事業等の実施 

事業名 （５）地方公共団体等を対象とする文化財に関する研修及び協力等 ⑤文化財等の防災・救援等への寄与 
【年度計画】 
2)調査研究等の実施 
イ 保存科学等に基づく被災文化財等の劣化診断、安定化処置及び修理、保存環境等に関する研究を実施し、指針の策定を目指す。 
・自然災害により被災した様々な状態の被災資料に関する劣化診断・応急処置等の方法に関する研究を行う。 
・被災文化財等の安定的保管のための保存環境に関する研究を行う。 
ウ 無形文化遺産の防災と被災後の継承等に関する研究を実施する。 
・無形文化遺産の防災のため動態記録作成等を通じて、被災後の継承等に関する研究を実施する。 

担当部課 文化財防災ネットワーク推進本部 

文化財防災ネットワーク推進室 
事業責任者 室長 岡田健 

【実績・成果】※［ ］内は、実施担当の施設・部署を表す。 

2)イ 

下記の通り、保存科学等に基づく被災文化財等の劣化診断、安定化処置及び修理、保存環境等に関する研究を実施し、指針の策定を目指した。 

a.救出プロセスの構築、安定化処置方法並びに修復方法に関する調査研究 

・平成28年台風10号で水損した遠野市立図書館所蔵貴重本について、真空凍結乾燥を行い、カビの発生を抑え、良好な状態で乾燥を終えることが

できた。［奈良文化財研究所］ 

・固着した紙資料を剥がす方法について、中国国家図書館にて情報収集を行った（30年2月27日～3月2日）。［奈良文化財研究所］ 

・岩手県立博物館仮設陸前高田市立博物館被災文化財等保存修復施設において、安定化処置の全工程の処置水のサンプリング、水温計測を実施し

た。［東京文化財研究所］ 

・油彩画（カンバス画）の脱塩方法について、カンバスのサンプルの製作と既製カンバスの成分分析を進め、並行して岩手県立高田高校に保管さ

れている被災絵画の経過観察も行った。［東京国立博物館］ 

・漆資料（漆工品）の脱塩方法について、石膏法と湿布法を同形状の資料に実施し、それらを比較することで処置方法のメリット・デメリットを

整理した。［東京国立博物館］ 

・水損資料の劣化試験とX線CTを用いた内部の経時変化観察を行い、奈良国立博物館にて研究会を開催し（30年3月5日）、水損資料の経時変化やCT

調査の修理への応用などについて意見交換を行った。［奈良国立博物館・東京国立博物館］ 

b.保管環境に関する調査研究 

・福島県文化財センター「まほろん」において、福島県警戒区域内から搬出・避難した文化財等資料を保管している仮保管庫C・D棟の化学物質汚

染が改善しないことについて、これまでの空気環境計測データを元に解析した結果を説明し、今後の対策や必要な調査について助言した。［東

京文化財研究所］ 

・温湿度環境についての遠隔地での環境管理を目的に、無線通信機能を有するデータロガーと携帯電話網を用いる通信機器を組み合わせてクラウ

ドに送信する試験を実施し、遠隔からのデータ確認に成功した。［奈良国立博物館］ 

・熊本地震被災文化財について、電力供給が無いなどの条件下で、最大限適切な状況で保管することができるよう、状況に即した形で殺虫や応急

的なカビの除去、温湿度データ収集などを行い、検証を行った。［九州国立博物館］ 

ウ 

下記の通り、無形文化遺産の防災と被災後の継承等に関する研究を実施した。 

・全都道府県の無形文化遺産担当者を中心としたネットワークを形成し、メーリングリスト等による情報共有を図った。また、「無形文化遺産の防

災」連絡会議を開催した（30年2月6日・21日、参加45道府県）。［東京文化財研究所］ 

・無形文化遺産の所在する地域団体と連携して動態記録のモデル調査を行い、防災に資する映像記録作成のあり方を実証的に検討した（計5件：鵜飼

船造船技術、太平箕製作技術、大堀相馬焼、琵琶製作技術、三味線太棹製作・修理技術）。［東京文化財研究所］ 
【補足事項】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 経年

変化 

25 26 27 28 

- - - - - - - - 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ａ 

【判定根拠、課題と対応】 
・博物館を含む各施設がその特性を活かし、被災文化財の保全処置及び保管環境に関する科学的な研究
を進めている。長期化する保管体制の維持や、処置後に発生する新たな課題等に対して、国立文化財

機構ならではの重要な研究成果を上げている。 
・都道府県の無形文化遺産・民俗文化財の担当者を対象としたネットワーク構築は画期的で、都道府県
からの期待が大きく、無形文化遺産防災の重要な基盤となり得る。 

【中期計画記載事項】 
巨大地震等大規模災害に対応した文化財等の防災や被災した文化財等の救援・修理等の適切な処置を行うため、文化庁及び地方公共団体、文化財関係各団体等の要望を踏

まえつつ、機構として全国的な連携・協力体制の整備に向けて、以下の事業及び関連する調査研究等を行う。 
2)調査研究等の実施 
イ 保存科学等に基づく被災文化財等の劣化診断、保存環境、安定化処置及び修理等に関する研究を行う。 
ウ  無形文化遺産の防災と被災後の継承等に関する研究を行う。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ａ 

【判定根拠、課題と対応】 

・被災文化財に対していかに迅速に処置作業を行うか、また、いかに長期にわたって根気よく経過観察

を続けるかを考え、さらに将来に向けての防災対策について、有形・無形の両分野で地方自治体や関
係団体との連携を図りつつ研究を進めている。 

安定化処置の調査風景 

於：陸前高田市立博物館（旧生出小学校） 

－　　－372



 

 

【書式Ａ】   施設名 国立文化財機構 処理番号 2551-5 

中項目 ２．文化財及び海外の文化遺産の保護に貢献する調査研究、協力事業等の実施 

事業名 （５）地方公共団体等を対象とする文化財に関する研修及び協力等 ⑤文化財等の防災・救援等への寄与 
【年度計画】 
3)人材育成等の実施 
文化財等の防災・救援に関する指導・助言、研修、啓発・普及活動として、シンポジウム、講演会、研究集会、地方公共団体担当者等への研修会、地

域の防災体制構築のための人材育成等を実施する。 

担当部課 文化財防災ネットワーク推進本部 

文化財防災ネットワーク推進室 
事業責任者 室長 岡田健 

【実績・成果】※［ ］内は、実施担当の施設・部署を表す。 

3) 

a.講演会・シンポジウムを以下の通り開催した。 

・パレアアクシア企画展 関連シンポジウム「大規模災害時における博物館の役割」（7月5日）［推進室・九州国立博物館］ 

会場：くまもと県民交流館パレア10階 パレアホール、共同主催：熊本県、参加者数：143人 

・国際シンポジウム「日本と世界が共に目指す文化遺産防災」（9月16日）［推進室・京都国立博物館］ 

会場：立命館大学 衣笠キャンパス 創思館カンファレンスルーム、共同主催：立命館大学 歴史都市防災研究所、参加者数：75人 

・シンポジウム「文化財を災害から守る３ 文化財の記録と継承～文化財を守り、伝えるために～」（10月28日）［京都国立博物館］ 

会場：けいはんなオープンイノベーションセンター（KICK）2階ミュージアムホール、参加者数：60人 

b.以下の研修を実施し、防災・減災・レスキューといった視点から、体制構築に関わる知識と被災文化財の応急処置等の技術の習得

を促進することができた。 

・文化財等防災ネットワーク研修（10月31日～11月1日）［奈良文化財研究所］ 

会場：奈良文化財研究所、対象：地方自治体担当者等、参加者数：16人 

・水損資料応急処置ワークショップ（30年2月14日～2月15日）［奈良文化財研究所・九州国立博物館］ 

  会場：九州歴史資料館、対象：地方自治体担当者等、参加者数：31人 

・平成29年度文化財防災ネットワーク事業研修会「災害時への備えとしての環境モニタリング」（30年2月19日）［東京文化財研究

所］ 会場：東京文化財研究所、対象：博物館等文化財保存施設の学芸員、参加者数：19人 

・地域の文化財等防災体制構築のためのモデル策定「うきは市文化財サポーター育成講座」（27年度から継続）（10月16日～30年3

月5日、全6回）［九州国立博物館］ 会場：うきは市民ホール他、対象：うきは市民等、参加者数：延べ66人 

c.刊行物による普及・啓発 

・文化財防災ネットワーク推進事業紹介パンフレット改訂版（日本語版：1,000部・11月発行、英語版：500部・30年3月発行）［推

進室］ 

・『シンポジウム 文化財を災害から守る３ 文化財の記録と継承～文化財を守り、伝えるために～』報告書（300部・30年3月発

行）［京都国立博物館］ 

・『UNESCO・ICCROMによる 非常時における文化財の救出と保全の手引き』（原題：Endangered heritage, Emergency Evacuation 

of Heritage Collections. UNESCO, ICCROM, PARIS, 2016）和訳版（1,200部・30年3月発行）［京都国立博物館］ 

・『平成29年度文化財防災ネットワーク推進事業―九州国立博物館の取り組み―』（1,000部・30年3月発行）［九州国立博物館］ 

・『ユネスコ・チェア「文化遺産と危機管理」国際シンポジウム「日本と世界が共に目指す文化遺産防災」』報告書（日本語版：600

部・30年2月発行、英語版：400部・30年3月発行）［推進室・京都国立博物館］ 

・『文化遺産防災国際シンポジウム 文化遺産を大災害からどう守るか：ブルーシールドの可能性Ⅱ』報告書（28年度開催。日本

語版・英語版：各500部・30年3月発行）［推進室］ 
【補足事項】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 経年

変化 

25 26 27 28 

- - - - - - - - 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ａ 

【判定根拠、課題と対応】 
・毎年度継続して講演会・シンポジウムを開催する上で、29年度は広報手段を改善したこと
により、KICKでの講演会は28年度に比べ参加者数が増加した。さらに来場者アンケートで
は、シンポジウムの内容・パネル展示に関して半数以上の参加者から「とても良い／良い」
の評価を得て、30年度以降の開催継続を希望する意見を得ることができた。 

・地方自治体担当者や博物館・美術館学芸員等を対象とした研修会や、地域の住民サポータ
ー育成を目標とした講座に加え、九州北部豪雨の文化財被害とその救出活動を経て実施し
た九州歴史資料館での研修会など、地域との協力に根差した多様かつ実際的な内容の研修
を実施したことは、時宜に適い、本事業の効果が大きく表れた成果である。 

【中期計画記載事項】 
巨大地震等大規模災害に対応した文化財等の防災や被災した文化財等の救援・修理等の適切な処置を行うため、文化庁及び地方公共団体、文化財関

係各団体等の要望を踏まえつつ、機構として全国的な連携・協力体制の整備に向けて、以下の事業及び関連する調査研究等を行う。 
3)人材育成等の実施 文化財等の防災・救援に関する指導・助言、研修、啓発・普及活動を実施する。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ａ 

【判定根拠、課題と対応】 
・講演会や研修会にとどまらず、推進事業で制作した刊行物を国内の博物館、大学、図書館、
公文書館に継続的に納本し、多くの人々の閲覧に供するよう努めており、専門家及び一般
市民の情報収集に貢献している。 

・他方、推進事業の存在や趣旨についてアピールするシンポジウムの開催がないとの意見が
あり、30年度の課題として位置付け、事業計画に盛り込んだ。 

文化財等防災ネットワーク研修 

水損紙資料の応急処置についての実習 

日時：11月1日（2日目） 会場：奈良文化財研究所 
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業務実績書(受託事業) 

 

【受託】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 3112F-1 

中期計画の項目 2-(1)新たな知見の開拓につながる基礎的・探求的な調査研究 

【事業名称】 津山市城西伝統的建造物調査（①-2)） 

【委託者・受託経費】 

委託者： 津山市（岡山県） 

受託経費：2,500千円 

【担当部課】 文化遺産部建造物研究室 【事業責任者】 建造物研究室長 島田敏男 

【スタッフ】 

島田敏男（建造物研究室長）、西山和宏（都城発掘調査部主任研究員）、海野 聡（都城発掘調査部遺構研究室研究員）、

鈴木智大（都城発掘調査部遺構研究室研究員）、福嶋啓人（都城発掘調査部遺構研究室研究員）、前川歩（都城発掘調査

部遺構研究室研究員）、林良彦（客員研究員） 

【年度実績概要】 

 当調査研究は、29年度・30年度の 2ヵ年事業として受託したものである。 

 津山市では、旧津山城下町の城西地区について、伝統的建造物群としての保存を検討しており、当調査研究は、その

ための基礎調査に位置づけられる。 

 城西地区は旧津山城下町の西端に位置し、旧出雲街道沿いの町人地と寺町からなる。 

 調査地区の現況把握のため、調査地区全域にわたり、地区内の建造物の悉皆的な調査をおこない、1264 件の敷地そ

れぞれについて、現状の建物の形状・建築時期の把握、写真撮影をおこない、調査地区内すべての敷地の状況、敷地内

建物をリスト化した。当調査成果は、今後伝統的建造物群としての保存行政にかかる基礎資料として活用される。ま

た、30 年度は、この調査成果をもとに、絵図・文書等の資料検討と合わせて、城西地区の形成・変化の歴史をあきら

かにしてゆく予定である。 

 また、個別建物の詳細調査をおこなった。36件（1月段階 19件）について、聞き取り調査、復原調査、平面図作成、

断面図作成、写真撮影をおこなった。現段階では、座敷を 10 畳もしくは 12 畳として座敷空間の充実をはかる町家が

多いこと、地区の西半部における昭和戦前期の街路拡幅の際に、各町家ともに 1階の下屋を解体した上で、1階には新

たに腕木庇構造の表構えを貼り付けていることが、特徴としてあげられる。 

 また、社寺についても、11件について、本堂等の調書作成、平面図作成、写真撮影をおこなった。 

 今後、さらに調査を重ねるとともに、既調査成果の整理・検討を進め、城西地区の地区としての価値および、伝統的

建造物の特徴を明確にし、今後の保存方策を提案し、30年度末に報告書を刊行する予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           城西地区の町家 戦前期の道路拡幅の際に 1階は改造 

【実績値】 

悉皆調査野帳 150枚 

建造物調査野帳 150枚 

撮影写真 約 12600カット 
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業務実績書(受託事業) 

 

 

【受託】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 3112F-2 

中期計画の項目 2-(1)新たな知見の開拓につながる基礎的・探求的な調査研究 

【事業名称】 矢掛町矢掛宿伝統的建造物群保存対策調査（①-2)） 

【委託者・受託経費】 

委託者： 矢掛町（岡山県） 

受託経費：887千円 

【担当部課】 文化遺産部建造物研究室 【事業責任者】 建造物研究室長 島田敏男 

【スタッフ】島田敏男（建造物研究室長）、西山和宏（都城発掘調査部主任研究員）、福嶋啓人（都城発掘調査部遺構研

究室研究員）、前川歩（都城発掘調査部遺構研究室研究員）、 

【年度実績概要】 

 当受託事業は、矢掛町が旧矢掛宿地区の伝統的建造物群としての保存を検討するにあたっての基礎調査及び、保存

対策を検討するものである。 

 矢掛町は岡山県にあり、倉敷市の北西に位置する。江戸時代には矢掛宿がおかれ旧西国街道の宿場町として繁栄し、

近代も当該地域の中心地的な商業地であった。現在でも、宿場時代の本陣、脇本陣（ともに重要文化財）とともに、江

戸時代から昭和戦前期の伝統的な町家建築が良く残る。昭和 61年には、文化庁の補助による保存対策調査が、東京芸

術大学によって実施され、昭和 62 年 3 月に『矢掛町矢掛宿伝統的建造物群保存対策調査報告書』が刊行されている

が、その後は、伝統的的建造物群の保存制度を用いることなく、町並保存を継続的に行ってきた。 

 今回の調査は、矢掛町が伝統的建造物群の保存制度の導入を検討するにあたり、再度現況調査を行うとともに、地

区内の建造物の特徴を明確にした上で、保存にむけての方策を検討するものである。 

 旧宿場及びその近接部を調査対象地区とし、地区内のすべての敷地の現況及び、そこに建つ建造物の悉皆調査を行

い、調査地区の現況をあきらかにするとともに、宿場町時代の町割りの痕跡及び近代以降の変化を確認した。 

 主要な建物の詳細な調査はかつての調査でなされており、今回は補足的な詳細調査及び、主として外観調査から町

家型主屋の表構の形式を整理し、矢掛における町家型主屋の特徴をあきらかにして、今後の矢掛における修景事業等

の指針を示して保存対策に反映させた。 

 以上の調査成果及び保存対策の内容についての報告書として刊行した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

矢掛宿の町並 漆喰で塗り込められた重厚な町家で、平入と妻入混在する 

 

【実績値】 

悉皆調査野帳 80枚 

個別建造物調査野帳 11枚 

外観にかかわる調査野帳 40枚 

その他野帳 14枚 

撮影写真 約 7500カット 

報告書『矢掛町矢掛宿伝統的建造物群保存対策調査報告書（再調査編）』執筆・編集 
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業務実績書(受託事業) 

 

 

【受託】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 3112F-3 

中期計画の項目 2-(1)新たな知見の開拓につながる基礎的・探求的な調査研究 

【事業名称】 出雲市内神社建造物調査研究業務（①-2）） 

【委託者・受託経費】 

委託者： 出雲市 

受託経費：355千円 

【担当部課】 文化遺産部建造物研究室 【事業責任者】 建造物研究室長 島田敏男 

【スタッフ】 

島田敏男（建造物研究室長）、箱崎和久（都城発掘調査部遺構研究室長）、福嶋啓人（都城発掘調査部遺構研究室研究

員）、林良彦（客員研究員） 

【年度実績概要】 

28年度に出雲市からの受託で、市内の神社に残る建造物の悉皆的な調査及び、個別建物の詳細調査を行った。 

29年度には、補足調査として、当地方特有の随身像を安置する随身座に関する調査をおこない、28年度に調査した

内容をとともに報告書として刊行した。報告書では、出雲市内の 190 件の神社すべてに関する位置情報を含めた完全

なリスト、2 次調査を行った 140 棟についての解説、3 次調査を行った 17 件に関する図面び詳細な解説、当地方の神

社建築の特質に関する論考 4件を掲載した。 

今回の調査、報告書の刊行により、他地域とは異なり出雲大社をはじめとする妻入社殿が主としている展開する出

雲市内における神社建造物の特徴及び、それら形式の近代から現代に至る展開をあきらかにした。 

また、出雲市における神社建造物の悉皆的な現況把握により、今後、出雲市における文化財建造物保存のための基

礎データとして、調査内容および報告書は、今後当市における文化財建造物保存活用施策に貢献するものと考えられ

る。 

 

 

  

佐香神社本殿 右手階隠側面に随身座        佐香神社本殿 箱状の突出部内に随身像 

 

【実績値】（ ）内は 28年度実績 

調書 17枚（220枚） 

写真撮影 約 300カット（9000 カット） 

平図面作成 （24枚） 

配置図作成 142枚 

報告書『出雲市神社神社建造物調査報告書』執筆・編集 

－　　－377



                 

業務実績書(受託事業) 

 

 

【受託】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 3132F-1 

中期計画の項目 2-(1)新たな知見の開拓につながる基礎的・探求的な調査研究 

【事業名称】 山田道の発掘調査（③-2)-ｱ） 

【委託者・受託経費】 

委託者： 株式会社 崎山組 

受託経費：2,651千円 

【担当部課】 都城発掘調査部（飛鳥・藤原地区） 【事業責任者】 都城発掘調査部長 玉田芳英 

【スタッフ】諫早直人（考古第一研究室研究員）、西山和宏（都城発掘調査部主任研究員）、大澤正吾（考古第二研究室

研究員）、山本亮（前考古第三研究室アソシエイトフェロー）、栗山雅夫（企画調整部写真室技術職員） 

【年度実績概要】 

○店舗新築にともない、事業者からの受託事業として発掘調査を実施した。調査地は山田道の南方にあたる。 

・遺跡名：山田道 

・調査期間：4月 10日～6月 29日 

・調査面積：166㎡ 

 

○調査成果 

・調査区全面で、谷状の地形を利用して古墳時代後期から飛

鳥時代前半にかけて人為的に築造し、飛鳥時代後半に埋め

立てられた池状遺構を検出した。池状遺構の堆積層は上下

２層に大別され、上層は飛鳥Ⅳを中心とする土器や木製品

など、大量の遺物を含むのに対し、下層は遺物が少なく水生

植物が繁茂していた痕跡が認められる。前者は人為的な埋

立土、後者は池状遺構機能時の堆積層と判断される。堆積層

最下層から出土した土器や放射性炭素年代の測定値からみ

て、池状遺構の築造時期は古墳時代後期にまで遡る可能性

が高い。 

・調査区東南部、池状遺構の底面直下から東西 3.2m、南北 2.0m

にわたって木製品・加工木と土師器の集積を検出した。遺物

の集積は間層を挟んで上下 2 層にわかれ、上層からは古墳

時代前期後半の土師器とともに木製品や加工木が、下層か

らは古墳時代前期前半の土師器とともに、加工木や 1～2mほ

どの長さの木材が数本並んだ状態で出土した。木質遺物集

中部は池状遺構底面の最も深い地点（標高 99.8m）の直下か

ら検出され、このあたりはもともと周囲よりも低い谷状の

地形を呈していたとみられる。 

・出土遺物としては木質遺物集中部を中心とする古墳時代の

遺物と、池状遺構を中心とする飛鳥時代の遺物に大別され

る。古墳時代の遺物としては土師器・須恵器のほか、木質遺

物集中部から漆塗弓、鞘、刀形木製品、横槌、木錘、建築部

材などの木製品や、加工木、雑木が大量に出土した。また木

質遺物集中部下層の木材付近からは、コガネムシやキマワ

リとみられる昆虫遺体が出土している。飛鳥時代の遺物と

しては土器や、曲物、斎串、横櫛をはじめとする木製品や燃

えさし、加工木が大量に出土しており、このほかにも次に述

べる木簡や、有孔鉛円板や刀子といった金属製品も出土し

ている。 

【実績値】 

・出土遺物：土器類コンテナ 29 箱、瓦類コンテナ 1 箱、木製品コンテナ 70 箱、種実コンテナ 1 箱、炭・炭化物コン

テナ 1箱、木簡 6点、金属製品 8点 

・記録作成数：遺構実測図 10枚、土層断面図 6枚、デジタル写真（4×5）69枚、デジタルメモ写真 1380枚 

・論文等数：2件（①・②） 

①諫早直人「発掘調査の概要 山田道の調査（飛鳥藤原第 193・194次）」『奈文研ニュース』No.67(29 年 12月) 

②諫早直人ほか「山田道の調査―飛鳥藤原第 193・194次）」『奈良文化財研究所紀要 2018』（30年 6月予定） 

山田道（194 次調査区）遺跡全景 

木質遺物集中部上層検出状況 
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業務実績書(受託事業) 

 

【受託】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 3132F-2 

中期計画の項目 2-(1)新たな知見の開拓につながる基礎的・探求的な調査研究 

【事業名称】 平城宮跡歴史公園第一次大極殿院南門他発掘調査（③-2)-ｱ） 

【委託者・受託経費】 

委託者： 国土交通省近畿地方整備局国営飛鳥歴史公園事務所 

受託経費：15,483千円 

【担当部課】 都城発掘調査部（平城地区） 【事業責任者】 都城発掘調査部副部長 渡辺晃宏 

【スタッフ】  

○渡辺晃宏（副部長）、今井晃樹・国武貞克（同部主任研究員）、山本祥隆・山藤正敏（同部研究員）他 

【年度実績概要】 

・国土交通省による平城宮第一次大極殿院復原整備事業にともなう発掘調査。調査地は、大極殿院より西側の西区、

計 4トレンチ（Ａ～Ｄトレンチ）、及び大極殿院西面回廊付近・内庭部・南門付近の東区、計 7トレンチ（Ｅ～Ｋト

レンチ）。 

調査面積：西区 16㎡、東区 410.5㎡、合計 426.5㎡。 

調査期間：西区が 4月 10日～4月 18日、東区が 5月 9日～7月 27日。 

 

・基本層序 

 西区：Ａ～Ｄトレンチ･･･上から真砂土整備盛土（60～100 cm）・耕作土（1層、10

～20 cm）・床土（複数層、計 40～70 cm）・遺構面。遺構面の標高は、Ａ・Ｂ

トレンチが h=67.00ｍほど、Ｃ・Ｄトレンチが h=67.20ｍほど。 

 東区：Ｅ・Ｆトレンチ･･･上から回廊基壇復原表示のための整備盛土（40～60cm）・

Ｕ字溝撤去後の埋め戻し土（最大 120cm）・Ｕ字溝据付掘方埋土（最大 50cm）・

遺物包含層（灰色または褐色の混礫土、約 5cm）・遺構面。遺構面の標高は、

h=67.50～67.80ｍ。 

Ｇ～Ｊトレンチ･･･上から整備盛土（砂利および真砂土、30～50cm）・耕作土

（10～20cm）・床土（5～30cm）。遺構面の標高は、h=67.60～68.00ｍ。 

Ｋトレンチ･･･耕作土（最大 60cm）・床土（最大 30cm）。遺構面の標高は、

h=67.60～68.00ｍ、中央区朝堂院内庭部では h=67.20～67.40ｍ。 

 

・主な検出遺構 

 東区：Ｅ・Ｆトレンチ･･･大極殿院西面回廊の基壇土。西面回廊基壇に掘込地業が伴うことを確認した。 

Ｇ～Ｊトレンチ･･･大極殿院Ⅰ－4期の礫敷き舗装面。 

Ｋトレンチ･･･①大極殿院内庭部②南門基壇部分③中央区朝堂院内庭部を確認した。①②の境界付近で、南門

北面階段の抜取痕跡、階段設置に伴うとみられる掘込地業の存在を確認した。②で、南門基壇の掘込地業を

確認した。③で、南門掘込地業の下層に敷き粗朶層の展開を確認した。下ツ道敷設時の基礎地業と考えられ

る。 

 

・主な出土遺物 

 瓦磚類･･･軒丸瓦 5点、軒平瓦 12点、丸・平瓦片整理用袋約 40袋分、凝灰岩片約 40点 

 土器類･･･須恵器及び土師器など整理用コンテナ 2箱分 

 

・調査所見 

 第一次大極殿院南門基壇・南門階段・西面回廊基壇が掘込地業を伴うことを確認し、その規模と構築状況を明らか

にし、整備に資する重要な知見を得た。また、平城宮造営以前の下ツ道が、敷き粗朶の施工を行う等、大規模な造営工

事を伴うことを初めて明らかにすることができた。 

  

 

【実績値】 

論文等数：1件 

 「第 1次大極殿院南門・南面回廊の調査 －第 585次」『奈良文化財研究所紀要 2018』（30年 6月予定） 

 

（参考値）◆出土遺物は上記・主な出土遺物をコピー 

出土遺物：瓦磚類･･･軒丸瓦 5点、軒平瓦 12点、丸・平瓦片整理用袋約 40袋分、凝灰岩片約 40点 

     土器類･･･須恵器および土師器など整理用コンテナ 2箱分 

記録作成数：実測図 33枚（A2判）、デジタル写真約 1850枚 

第一次大極殿院南門の

発掘調査（南から） 

－　　－379



                 

業務実績書(受託事業) 

 

 
 

【受託】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 3133F-1 

中期計画の項目 2-(1)新たな知見の開拓につながる基礎的・探求的な調査研究 

【事業名称】 京都市の文化的景観保存計画策定調査（③-3)） 

【委託者・受託経費】 

委託者： 京都市 

受託経費：3,977千円 

【担当部課】 文化遺産部 【事業責任者】 景観研究室長 島田敏男 

【スタッフ】  
中島義晴（景観研究室主任研究員）、惠谷浩子（景観研究室研究員）、本間智希（景観研究室アソシエイトフェロー） 

【年度実績概要】 

・「京都の文化的景観」に関し、研究会議を 1回実施した他、委員会メンバーによるそれぞれの知見の報告と意見交換

を目的とした会議を 3 回実施した。その際にも報告を行い、各メンバーからの意見を集約し、報告書目次案修正作

業を進めた。また、これら会議の議事録を作成した。 

 

・「京都岡崎の文化的景観」の普及啓発として、価値の中心となる琵琶湖疏水に焦点を当てた子供向けパンフレット（16

ページ）の執筆・編集を行った。 

 

・「北山杉の林業景観」に関する現地調査を計 18回実施し、14件の民家調査や集落調査を通じて 64枚の実測野帳、12

枚の集落調査票を作成した。平成 30年 3月には住民向けの調査報告会を実施した。また、研究会議を 2回開催し、

議事録も作成した。それに伴い、調査報告書の目次案と本質的価値の改定を行った。 

 

・「京都の文化的景観」、「京都岡崎の文化的景観保存計画書」、「北山杉の林業景観」の調査や普及啓発事業、研究会議

の実施のため、京都市等との協議をのべ 14回行った。 

 

 

   
  

         「京都の文化的景観」会議の開催             「北山杉の林業景観」の調査 

 

【実績値】 

パンフレット：1点 

現地調査：18回 

実測野帳：64点 

調査票：12点 

研究会：3回 

デジタル写真：3,821点 
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業務実績書(受託事業) 

 

 

【受託】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 3133F-2 

中期計画の項目 2-(1)新たな知見の開拓につながる基礎的・探求的な調査研究 

【事業名称】 南山城村における文化的景観保存修景事業（③-3)） 

【委託者・受託経費】 

委託者： 南山城村 

受託経費：1,992千円 

【担当部課】 文化遺産部 【事業責任者】 景観研究室長 島田敏男 

【スタッフ】 

中島義晴（景観研究室主任研究員）、惠谷浩子（景観研究室研究員）、本間智希（景観研究室アソシエイトフェロー） 

 

【年度実績概要】 

・ 京都府選定の文化的景観「南山城村の宇治茶生産景観」の範囲となっている 4 地区（大河原地区、田山地区、

高尾地区、童仙房地区）を中心に現地調査を 4回実施した。それに伴い、4地区についての資料収集も行った。 

 

・ 上記の調査、資料収集に伴い、「南山城村の宇治茶生産景観」の普及啓発として、文化的景観の価値表現や地域

資源の継承を目的としたパンフレットの案を作成し、南山城村の各地区で計 4回のワークショップを行った。 

 

・ 「南山城村の宇治茶生産景観」の普及啓発であるパンフレットのため文化的景観の鳥瞰図を作成するとともに、

執筆・編集を行った。 

 

 

 

      
 

             聞き取り調査の様子                    鳥瞰図の作成 

【実績値】 

パンフレット：1点 

現地調査：4回 

デジタル写真：536点 
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業務実績書(受託事業) 

 

【受託】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 3134F 

中期計画の項目 2-(1)新たな知見の開拓につながる基礎的・探求的な調査研究 

【事業名称】 
考古資料および文献資料から見た過去の地震・火山災害に関する情報の収集とデータベースの構

築・公開（③-4)-ｱ） 

【委託者・受託経費】 

委託者：国立大学法人 東京大学地震研究所 

受託経費：7,980千円 

【担当部課】 埋蔵文化財センター 【事業責任者】 埋蔵文化財センター長 高妻洋成 

【スタッフ】 

村田 泰輔（埋蔵文化財センター遺跡・調査技術研究室 アソシエイトフェロー） 

小池 伸彦（埋蔵文化財センター遺跡・調査技術研究室 特任研究員） 

【年度実績概要】 

○本事業は、科学技術・学術審議会の建議「災害の軽減に貢献するための地震火山観測研究計画」に基づき、「考古資

料および文献資料から見た過去の地震・火山災害に関する情報の収集とデータベース構築・公開」を研究課題とし

て 26年度から 5ヵ年計画で進めている。これは「地震・火山噴火予知研究協議会」からの依頼による受託事業であ

り、ここに設置された「史料・考古部会」は、地震・火山噴火に関する近代的な観測データが整う以前の資・史料を

収集・調査・分析・活用し、低頻度で発生する大規模な地震や火山噴火現象等の理解・解明に資する役割を担って

いる。そのなかで当研究所は、主として災害痕跡の考古・地質学的データの収集とデータベース構築・公開を担当

しており、本年度の主たる実績は以下の通りである。 

1)発掘調査報告書のデータ抽出、分析、整理作業 

前年度に引き続き発掘調査データから災害痕跡データの抽出に取り組み、それらの場所、時期、災害類別を進め、デ

ータベースの構築を進めた。熊本地震でのデータベースの有効性の検証(図 1)と共に、南海トラフ起源地震への対応と

して、全国での事例を進めている。精査到達件数を県名の後に括弧付けで以下の通りに付記した。 

北海道（59）、青森県（50）、岩手県（90）、宮城県（227）、秋田県（13）、

山形県（8）、福島県（19）、茨城県（48）、栃木県（48）、群馬県（172）、

埼玉県（55）、千葉県（30）、東京都（12）、神奈川県（30）、新潟県（20,730）、

富山県 （24）、石川県（13）、福井県（23）、山梨県（50）、長野県（30）、

岐阜県（19）、静岡県（199）、愛知県（153）、三重県（15）、滋賀県（218）、

京都府（1,330）、大阪府（1,730）、兵庫県（64）、奈良県（2,041）、和

歌山県（1,207）、鳥取県（205）、島根県（13）、岡山県（6）、広島県（40）、

山口県（6）、徳島県（25）、香川県（34）、愛媛県（90）、高知県（13）、

福岡県（1,602）、佐賀県（12）、長崎県（10）、熊本県（1,296）、大分県

（1,057）宮崎県（13）、鹿児島県（16）、沖縄県（0） 
2)データベース入力 

データ量の増加と共に入力項目の整理が前年度に引き続き必要となり、各項目の再定義（文字情報、画像情報、ID

化情報等）をおこなった。これまでのデータをこの定義づけに従い更新し、データベース化を進めている。 

3)災害痕跡データベース構築とＧＩＳシステムの開発 

膨大化するデータに対応するデータベース構造や検索システムの更新を進めると共に、東京大学史料編纂所の開発

する文字情報型の歴史史料データベースとの統合情報検索システムのための API 開発を進めた。今後も国土地理院情

報検索システム、産業総合研究所地質情報システムとの連動のための API 開発や地質データの入力および表示方法の

開発を継続的に進める。 

4)発掘調査現場における災害痕跡の調査、試料採取・分析 

平城宮・京、藤原宮（以上、奈良県）、纏向遺跡（奈良市）、黒丸遺跡（長崎県大村市）で現地調査を行い、検出され

た地震痕跡等について現地指導を行った。また前年度行った遺跡群（平城宮・京、藤原宮、大桷遺跡、高住牛輪谷遺

跡、高住宮ノ谷遺跡、下坂本清合遺跡、武久川下流条里遺跡）については報告書執筆を行った。 

5)学会・シンポジウムでの情報発信 

IAG-IASPEI（国際学会）での発表（平成 29年 7月 30日～8月 4日）。 

災害の軽減に貢献するための地震火山観測研究計画成果報告シンポジウム成果報告（平成 30年 3月 14～16日）。 

【実績値】論文 1点、書籍 2点、報告書 6点 

プロシーディング『The Japan GIS database of the historical natural disaster and hazards using research 

data of archaeological excavation, geological survey, and historical documents.』 

書籍『New measures for the way of prevention and reduction of the effects of disaster, using archaeological 

excavation data』『発掘現場における災害痕跡の検討と記録』 

報告書『奈良文化財研究所紀要』『大桷遺跡３』『高住牛輪谷遺跡２』『高住宮ノ谷遺跡』『下坂本清合遺跡２』『武久川

下流条里遺跡』 

図 1 考古資料と文献史料の相互補完による歴史地震調
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業務実績書(受託事業) 

 

 

【受託】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 3212F-1 

中期計画の項目 2-(2)科学技術を応用した研究開発の進展等に向けた基盤的な研究 

【事業名称】 瑞巌寺周辺の岩窟・石塔の映像記録・測量調査(①-2)) 

【委託者・受託経費】 

委託者：松島町の文化遺産を活かした地域活性化事業実行委員会 

受託経費：850千円  

【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 金田明大 

【スタッフ】 

山口欧志（遺跡・調査技術研究室アソシエイトフェロー） 

 

【年度実績概要】 

 

 

平成 29 年度は、松島町内に所在する松島町指定文化財、天

麟院および雄島の岩窟・石塔の記録調査を実施した。当該文化

財の保存と活用を目的として、三次元情報と高解像度パノラマ

画像を作成した。 

  

・方法：高精度三次元レーザースキャナーによる三次元計測と、

写真から三次元モデルを作成する SfM-MVSを用いて三

次元計測を実施して、洞窟群・石塔の三次元形状と質

感を記録した。また、位置情報付き高解像度パノラマ

画像を作成し、その場に立った時の風景を体感できる

資料を収集した。 

 

・結果：天麟院と雄島の洞窟群の三次元形状と質感を詳細に記

録することができた（図 1）。計測は 74 地点でおこな

い、計測した洞窟群は 15 洞である。位置情報付き高

解像度パ 

ノラマ画像は 5地点で実施した。これらの成果は、今後の調査研究・保存・活用の基礎資料として活用するこ

とができる。 

 

・成果還元：受託事業の成果は、平成 30 年 3月 3日に開催された「松島れきし再発見講座 Lesson1」歴史講演会にお

いて、「瑞巌寺周辺の岩窟・石塔のデジタル記録」と題して 100名を超える一般の方々向けに講演した。 

 

【実績値】 

計測地点数：74地点 

計測対象および数：岩窟群 15洞 

講演回数：１回 

講演参加者：100名超 

天麟院洞窟・石塔の三次元計測結果 
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業務実績書(受託事業) 

 

 

【受託】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 3212F-2 

中期計画の項目 2-(2)科学技術を応用した研究開発の進展等に向けた基盤的な研究 

【事業名称】 吉野町宮滝遺跡の地中探査（①-2)） 

【委託者・受託経費】 

委託者： 吉野町教育委員会 

受託経費：150千円  

【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 金田明大 

【スタッフ】 

山口欧志（遺跡・調査技術研究室 アソシエイトフェロー）、中村亜希子（遺跡・調査技術研究室 客員研究員） 

【年度実績概要】 

 

奈良県吉野町に所在する宮滝遺跡の遺構の配置を明らかにするため、詳細な地中探査を実施した。 

 

方法：マルチチャンネルレーダーと GNSS測量器を組み合わせた地中探査を実施し、詳細な地中探査を高い位置精度で

実施した。 

 

結果：宮滝遺跡の地中の遺構配置について、非破壊で多くの情報を得ることができた。今後の調査研究・保存・活用の

基礎資料として活用することができる。 

 

成果還元：今回の調査成果は吉野町教育委員会による宮滝遺跡の発掘調査計画や未発掘地の遺構把握に活用される予

定である。 

 

 

【実績値】 

地中レーダー探査：約 11,000㎡ 

 

図 宮滝遺跡の GPR探査成果（平面） 
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業務実績書(受託事業) 

 

 
 

【受託】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 3214F 

中期計画の項目 2-(2)科学技術を応用した研究開発の進展等に向けた基盤的な研究 

【事業名称】 台の下貝塚出土の動物遺存体の分析（①-4)） 

【委託者・受託経費】 

委託者：気仙沼市（宮城県） 

受託経費：4,822千円 

【担当部課】 埋蔵文化財センター 【事業責任者】 環境考古学研究室主任研究員 山崎健 

【スタッフ】松崎哲也（環境考古学研究室アソシエイトフェロー） 

【年度実績概要】 

 

○台の下貝塚（宮城県気仙沼市）から出土した縄文時代後期初頭の動物遺存体の分析をおこなった。平成 29年度は現

場採集資料と 4mmメッシュ資料の分析および骨角貝器の素材同定をおこない、計 26,837点を同定した。 

 

○現場採集資料の同定結果 

貝類はマガキが主体であり、次いでウチムラサキ、アサリ、ムラサキインコ、ツメタガイが多く見られた。そのうち

ツメタガイには人為的な穿孔が認められた。哺乳類はニホンジカとイノシシが主体であり、ノウサギ、タヌキ、イヌ、

鰭脚目、アナグマ、オオカミ、カワウソ、クジラ目、キツネ、ツキノワグマ、テン、ニホンザル、ムササビも同定され

た。鳥類はキジ科が多く、ウ科、カモ科、タカ科も含まれた。魚類はマグロ属とマダイ亜科が多かった。 

 

○4mmメッシュ資料の同定結果 

貝類はアサリ、ムラサキインコ、マガキ、イガイが多く見られた。哺乳類はニホンジカ、イノシシ、ネズミ科が多

く、タヌキ、ノウサギ、モグラ科、クジラ目、ムササビも同定された。鳥類はキジ科が多く、カイツブリ科、タカ科、

ヒタキ科、カモ科も含まれた。魚類はアイナメ属、マダイ亜科が主体を占めており、次いでカレイ科、カサゴ亜目、サ

バ属などが見られた。そのほか爬虫類ではヘビ亜目、両生類では無尾目（カエル目）が多く同定された。 

 

○骨角貝器の素材同定 

釣針、銛頭、骨篦にはニホンジカの角や骨製のものが多く見られた。また装身具としてイノシシの牙、ツキノワグ

マ、オオカミ、ニホンザルの骨、ホタテガイが同定された。 

 

 

【実績値】 

分析点数：26,837点 

同定作業風景 
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業務実績書(受託事業) 

 

 

【受託】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 3222E 

中期計画の項目 2-(2) 科学技術を応用した研究開発の進展等に向けた基盤的な研究 

【事業名称】 絵金屏風の保存修理に関する調査研究(②-2)) 

【委託者・受託経費】 

委託者：公益財団法人熊本市美術文化振興財団 

受託経費：300千円 

【担当部課】 保存科学研究センター 【事業責任者】 保存科学研究センター長 佐野千絵 

【スタッフ】 

吉田直人（保存環境研究室長）、石井恭子（研究補佐員）、城野誠治（文化財情報資料部文化財情報研究室専門職員） 

【年度実績概要】 

 燻蒸事故によって変色した 5 点の絵金屏風作品は、28 年度に修理作業者による修理と画面の安定化が終了し、4 月

17日に所蔵者である赤岡絵金屏風保存会へ返却され、以降は絵金蔵において保管されることとなった。29年度に行っ

た作業の概要は次の通り。 

〇絵金蔵における保管・展示環境の改善と維持管理に関する調査研究 
28 年度より継続して行っている絵金蔵内収蔵庫や展示室の温湿度、空気環境の調査記録をもとに、今後の改善や

良好な状態維持のための方策について検討を行った（4月 17 日、12月 14、15日）。また、7月中旬の絵金祭りにあ

わせて、絵金蔵内で修理作品の短期展示を行うこととなったため、使用する展示室、展示ケースの環境監視、祭事終

了後の資料管理の方法についての助言を適宜行った。 

またより良い収納方法について、収蔵庫の構造の確認、水害への対応の提案、他の絵金図屏風の修理や調査に関

する相談の対応、空気環境の改善に関する手法の提案や試験結果の評価、新たな調査方法の助言を行った。 

〇絵金蔵における保管・展示に際しての取り扱いに関する助言 
保管や展示作業に際しての作品取扱いにおける手順や注意事項について、修理作業者同席のもとで学芸員に助

言を行った（4月 17日）。 

〇保管管理に関する指示書の作成 
絵金蔵で作品を安全に収蔵するにあたり、必要な環境条件とその維持管理について記した指示書を作成し、学芸

員に提出、説明を行った（4月 17日）。 

〇修理完了後 1年目の状態点検に関する助言 
修理完了後 1 年目の状態点検を実施し、安定が保たれていることを確認した上で、引き続き安全な環境維持や取

扱いに留意する旨の助言を行った（12月 14、15日）。 

〇高精細画像による彩色復元のための画像処理に関する研究 

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」について、修理後の高精細画像を元に、絵金蔵所有の事故前のポジフィルムも参考にしつつ、日本画表現から検

討して同色と思われる表現色をピクセル単位で載せ、彩色復元のための画像処理について研究した。研究成果とし

てデータを赤岡絵金屏風保存会に提出した。 

   

【実績値】 

 

搬出作業の様子 

輸送中の安全を図るため、ガスバリア袋に収めた。 
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業務実績書(受託事業) 

 

 

【受託】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 3226F-1 

中期計画の項目 2-(2)科学技術を応用した研究開発の進展等に向けた基盤的な研究 

【事業名称】 松帆銅鐸・舌の調査研究（②-6)） 

【委託者・受託経費】 

委託者：南あわじ市 

受託経費：2,451千円 

【担当部課】 埋蔵文化財センター 【事業責任者】 センター長 髙妻洋成 

【スタッフ】田村朋美（都城発掘調査部研究員、埋蔵文化財センター研究員（併任））、柳田明進（埋蔵文化財センター

保存修復科学研究室研究員）、村田泰輔（埋蔵文化財センター遺跡・調査技術研究室アソシエイトフェロー）、難波洋三

（埋蔵文化財センター客員研究員） 

【年度実績概要】 

○本事業の対象は、27 年に南あわじ市で発見された銅鐸及び舌である。本資料は、舌を伴う点やこれらを吊り下げる

紐が残存する点など、銅鐸の具体的な使用方法や埋納年代を知る上で非常に重要である。29 年度は、これら銅鐸の

舌（７本）について、各種の自然科学的調査を実施した。 

また全ての銅鐸が砂利取り場から出土し本来の包蔵地が不明であるため、砂利採取場のある三原平野全体の地形発

達史と景観復原に取り組み、本来の包蔵地を絞り込むと共に当時の集落社会への理解を深める取り組みを始めた。 

以下に 29年度の研究結果の概要を記す。 

 

1)舌７点について、クリーニング及びアクリル樹脂を用いた仮強化処置を実施した。 

2)舌７点について、Ｘ線透過撮影及びＸ線ＣＴ撮影を実施し、内部構造調査を実施した。その結果、個体によりスの多

寡や分布に差異があることが明らかになった。 

3)銅鐸 7 点について作業工程が進行する毎に三次元スキャンを

実施し、銅鐸内外の表面構造の現状記録および計測をおこな

った。データは記録のみならず、今後の実測作業に用いる。 

4)昨年度おこなった三次元可視化システムを用いた紐の構造解

析の成果について、さらにボイド解析などを加え、繊維の流

れについての立体構造解析を進めている。その結果、紐の縒

り方などが明らかになりつつある。解析については継続して

いく。 

5)ボーリング・コア掘削を新たに 3 地点でおこない、三原平野

全体の表層地質についての情報の集積を行った。現在、層相

解析を進めており、基本層序を検討しつつ地形発達史を読み

解く作業を継続していく。 

 

【実績値】 

○事業報告書：1件 

『平成 29年度 松帆銅鐸・舌の調査研究に関する報告書』30年 3月 

松帆銅鐸舌のＸ線透過画像 
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業務実績書(受託事業) 

 

 

【受託】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 3226F-2 

中期計画の項目 2-(2)科学技術を応用した研究開発の進展等に向けた基盤的な研究 

【事業名称】 非破壊調査による絵画構造解明のための基礎研究（②-6)） 

【委託者・受託経費】 

委託者：愛知県立美術館 

受託経費：309千円 

【担当部課】 埋蔵文化財センター 【事業責任者】 センター長 高妻洋成 

【スタッフ】 

杉岡奈穂子（埋蔵文化財センターアソシエイトフェロー）、犬塚将英（東京文化財研究所保存科学研究センター分析科

学研究室長） 

 

【年度実績概要】 

○古いカンバスを下地で塗りつぶして新たに描かれ

た絵画作品などには、現在、表面から 鑑賞するこ

とのできる図像の下に、別の図像が存在している事

例が数多く見られる。このような作品に対して、非

破壊・非接触な手法で積層構造を調査することによ

り、作品に損傷を与えることなく、表面からは見る

ことのできない図像の存在を明らかにすることが

できる可能性がある。本研究では、上記のような古

いカンバスを下地で塗りつぶして別の図層を描い

た作品を想定して、考えられるいくつかのパターン

の積層構造を有する手板試料を制作した。 

○手板試料に対し、X 線透過撮影及びテラヘルツイメ

ージングによる分析を適用し、絵画構造の解明のた

めの基礎実験を行った。 

○塗布した鉛白に影響により、カンバスの織目に対応

したコントラストを有する X 線画像が得られた。 

○バーミリオンとカドミウムイエローは図像を認識することができたが、プルシアンブルーの図像を X 線画像上で確

認することはできなかった。 

○最後に塗布する下地絵具（インディゴ）の有無の違いは見られなかった。 

○X 線画像上で茶紙、メディウム、ワニスによる影響は見られなかった。 

○テラヘルツ波イメージングでは、鉛白下地が塗布されている面の方が表面における反射波の強度が高くなった。ま

た、表面にインディゴを塗布した面の方が反射波の強度は小さくなった。不透明水彩の層と茶紙との界面において

強度の強い反射波が観測された。 

 

【実績値】 

手板試料：3点 

Ｘ線画像：3点 

テラヘルツ波イメージング画像：3点 

報告書：1件 

 

手板試料のテラヘルツ波イメージング 
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業務実績書(受託事業) 

 

【受託】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 3227F 

中期計画の項目 2-(2)科学技術を応用した研究開発の進展等に向けた基盤的な研究 

【事業名称】 平成 29年度 国史跡ガランドヤ古墳における運用手法の検討及び墳丘復元法検討業務（②-7)） 

【委託者・受託経費】 

委託者：日田市（大分県） 

受託経費： 356千円 

【担当部課】 埋蔵文化財センター 【事業責任者】 センター長 高妻洋成 

【スタッフ】 

脇谷草一郎（埋蔵文化財センター主任研究員） 

【年度実績概要】 

 

大分県日田市に位置する史跡ガランドヤ古墳１号墳は、装飾が描かれた奥壁などの石材表層で剥離や析出物が認め

られる。このような装飾劣化の主たる要因は石材表面における結露の発生と考えられることから、装飾の保存のため

に、26年度に石室保護施設を設置し、施設内部で結露を抑制する環境の制御法について検討してきた。28年度は、夏

期の結露発生を抑制するため、石室内でヒーティングを行うとともに、外気温湿度の季節変化に応じた施設内空気の

換気を行い、適切な環境制御法について検討した。しかし、夏期に石室内が高湿度化し、側壁底部で結露が発生したこ

とから、29 年度は石室内のヒーティングに加え、下記に詳述するように保護施設内において夏期に除湿器を稼働させ

て一層の結露抑制をはかった。 

 

①4月中旬までは外気の相対湿度が 65％以下の時に施設内空気の換気を実施した。 

②4月中旬以降、換気を停止して保護施設を密閉し、外気由来の湿気の侵入を抑制した。 

③5月下旬に保護施設内部で除湿器の運用を開始し、内部の温度上昇にともなって発生した水蒸発を除去した。 

④8月上旬に石室内においてヒーティング開始した。 

⑤10 月初旬に外気の絶対湿度が十分減少したのにともない、保護施設の換気を再開した。またこの際、石室内のヒー

ティングおよび除湿器の運用も停止した。 

 

 

  

 

 以上の環境制御法を実施した結果、28年度まで石室側壁下部で発生して

いた夏期の結露を抑制することができた。これまでの現地調査結果に基づ

き、石室内での結露を抑制する季節ごとの環境制御法を策定した。 

 また、墳丘封土が部分的に残存するガランドヤ 2号墳については、恒久

的な石室保護施設の環境設計をするために、仮設の保護施設を設置し、そ

の環境下での石室内の温熱環境調査を実施する予定である。墳丘封土を完

全に失っている１号墳とは異なる与条件のもと、29年度は 2号墳の保存環

境について検討するとともに、石室内温熱環境調査を実施した。 

【実績値】 

事業報告書：1件 

① 『国史跡ガランドヤ古墳における運用手法の検討及び墳丘復元法検討業務』30年 3月 

研究発表：1件 
① 脇谷草一郎：ガランドヤ古墳における結露抑制を目的とした石室内保存環境の検討、シンポジウム“台湾

文化を後世に伝える-日本との違い”、於東京芸術大学、10月 1日 
 

夏季の除湿器運用状況 
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業務実績書(受託事業) 

 

 

【受託】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 3228F 

中期計画の項目 2-(2)科学技術を応用した研究開発の進展等に向けた基盤的な研究 

【事業名称】 法隆寺若草伽藍跡西方の調査出土壁画片の調査（②-8)） 

【委託者・受託経費】 

委託者：斑鳩町（奈良県） 

受託経費：374千円  

【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 髙妻洋成 

【スタッフ】 

脇谷草一郎（埋蔵文化財センター主任研究員）、田村朋美（都城発掘調査部主任研究員）、柳田明進（以上、保存修復

科学研究室研究員）、中村一郎（企画調整部写真室専門職員） 

【年度実績概要】 

○28 年度に引き続き、奈良県斑鳩町所在の法隆寺若草伽藍跡西方より出土した、20 点の壁画片の材料調査を実施し

た。 

○これらの壁画片は法隆寺創建時の若草伽藍に用いられた壁画であり、火災を受けたことで当初の色調が変色した状

態にある。 

○資料の現状を記録するため、写真室において写真撮影を実施した。 

○調査資料 20 点について光学顕微鏡による観察、X 線透過撮影、赤外線写真の撮影を実施し、下地や彩色層の状態な

どの壁画の層構造を観察した。その結果、すべての壁画片において表層、中層、最下層からなる３層を有し、最下層

では礫を含むモルタルであるとともに、繊維状の物質が含まれていた痕跡が観察された。 

○壁画資料の蛍光 X 線分析及び X 線回折分析を実施し、下地層、彩色部に用いられた材料について検討した。その結

果、白色の下地層ではカルシウムが明瞭に含まれている結果は得られず、アルミニウム、ケイ素が検出されている

ことから、下地層として白土が使用された可能性が考えられた。また、赤色部では蛍光 X 線分析から鉄が顕著に検

出されるとともに、X 線回折において赤鉄鉱が検出されたことからベンガラが顔料として使用されていると考えら

れる。また、黒色部の銅が顕著に検出された箇所においては、X線回折分析において孔雀石が検出されており、本来

は銅化合物の含量が使用されていたものの、火災によって色調が変化した可能性が示唆される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

壁画片の赤外線写真 

 

【実績値】 

事業報告書：1件 

  『法隆寺若草伽藍跡西方の調査出土壁画片の調査報告』30年 3月 

 調査資料点数：20点 
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業務実績書(受託事業) 

 

 

【受託】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 3230E-1 

中期計画の項目 2-(2) 科学技術を応用した研究開発の進展等に向けた基盤的な研究 

【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（②-10)-ｱ） 

【委託者・受託経費】 

委託者：文化庁 

受託経費：37,350千円 

【担当部課】 保存科学研究センター 【事業責任者】 保存科学研究センター長 佐野千絵 

【スタッフ】 

早川泰弘（副センター長）、吉田直人（保存環境研究室長）、犬塚将英（分析科学研究室長）佐藤嘉則（生物科学研究室

長）、朽津信明（修復計画研究室長）、早川典子（修復材料研究室長）ほか 

【年度実績概要】 

 国宝高松塚古墳壁画の恒久的な保存方針に基づき、壁画の修理、修理環境の保全及び壁画の保存・活用に係る調査・

研究業務を実施した。 

〇壁画の修理内容及び修理環境の保全に関連する事項 

・壁画の修理方針や内容に関する科学的・学術的助言 

壁画表面のクリーニングを行うために粗鬆化した漆喰部分への強化方法

の検討を行った。また、解体後 10年目であることを念頭に、今後の保存方

法についての協議を重ねた。特に、今後については石材についての要素を

含めての検討が必要となっている。 

・修理施設内の温湿度・生物等の調査 

高松塚古墳壁画修理施設 修理作業室の温湿度モニタリングを実施し

た。温度は 20～22℃で推移、相対湿度は夏季に若干高めであったが、期間

を通じて概ね 50％台を維持した。また、施設の空調制御運用法について検

討した。 

高松塚古墳壁画仮設修理施設の歩行性昆虫調査及び除塵清掃を、第 1回目の調査（5月 10日）、第 2回目（8月 18

日）、第 3回目（11月上旬）、第 4回目および除塵清掃（2月上旬）で実施した（委託先：イカリ消毒株式会社）。 

高松塚古墳壁画仮設修理施設の浮遊菌等調査を、第 1 回目（9月 14日）、第 2回目（1月下旬）で実施した（委託

先：カビ相談センター）。 
〇壁画の保存・活用に関連する事項 

・壁画面の状態調査及び状態図の作成について 

修理施設に定期的に修理施設で文化庁・装こう師連盟と研究協議を行った。また修理材料についての調査研究を

実施した。 

・他の古墳壁画にかかる事項の調査研究 

  史跡屋形古墳群、史跡日岡古墳において保存環境調査を行うと共に、史跡下馬場古墳では久留米市教育委員会が

行う保存環境調査に対する助言を行った。 

また、他の装飾古墳の微生物あるいは植物根等の調査研究を進めた。 

○その他 

・奈良文化財研究所と共同して、高松塚古墳壁画の材料に関する分析調査を継続的に実施した。またテラヘルツ分光

分析により、下地を形成している漆喰層の状態の調査を行った。 

・29年度 4回行われた国宝高松塚古墳壁画仮設修理施設（国営飛鳥歴史公園内）の一般公開に際して、延べ 18名を派

遣し、立会い説明等を行った（5月 13日～19日、7月 15日～21日、9月 23日～29日、30年 1月 20日～26日）。 

・古墳壁画保存関連の事業全般について情報共有を行い、効率的で正確な作業を行うために、4月 18日、10月 6日、

30年 1月 17日の 3回にわたり、奈良文化財研究所と古墳壁画保存対策プロジェクトチーム会議を開催した。 

・6月 30日、30年 2月 20日に開催された文化庁の「古墳壁画の保存活用に関する検討会」（第 22回、23回）に、奈

良文化財研究所とともに事務局として出席した。  

【実績値】 

・論文 3件（①、②、③） 

①「高松塚・キトラ古墳壁画上の微生物汚れの除去－酵素の選抜とその諸性質－」（佐藤嘉則ほか、『保存科学』57号、

pp.11—22、30 年 3 月）、②「高松塚・キトラ両古墳の Penicillium 属分離株の分子系統学的帰属および Penicillium 

sp. 2の分類学的記載と生物劣化問題へのかかわり」（喜友名朝彦ほか、『保存科学』57号、pp.49-66、30年 3月）、③

「分子生物学的手法による高松塚・キトラ両古墳の微生物群集構造解析」（西島美由紀ほか、『保存科学』57号、pp.23-

48、30年 3月） 

粗鬆化した漆喰部分の位置検出の

ためのテラヘルツ分光装置の応用 
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キトラ古墳壁画の点検の様子 

                 

業務実績書(受託事業) 

 

 

【受託】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 3230E-2 

中期計画の項目 2-(2) 科学技術を応用した研究開発の進展等に向けた基盤的な研究 

【事業名称】 特別史跡キトラ古墳保存対策等調査業務（②-10)-ｱ） 

【委託者・受託経費】 

委託者：文化庁 

受託経費：19,006千円 

【担当部課】 保存科学研究センター 【事業責任者】 保存科学研究センター長 佐野千絵 

【スタッフ】 

早川泰弘（副センター長）、吉田直人（保存環境研究室長）、犬塚将英（分析科学研究室長）佐藤嘉則（生物化学研究室

長）、朽津信明（修復計画研究室長）、早川典子（修復材料研究室長）ほか 

【年度実績概要】 

 特別史跡キトラ古墳の取り外した壁画の保存修復措置に係る資料整備、古墳・壁画の保存・活用に係る調査・研究の

業務を実施した。 

 

〇壁画の保存修復措置に関する事項 

・最適な保存処置方法の検討 

壁画の集中メンテナンスを四神の館で 4回行った（6月 20～24日、7月 4～7日、8月 22～25日、11月 7～10日）。

壁画は概ね安定していたが、再構成を行っていた高松塚古墳壁画修理施設との環境設定の差異が若干あるため、装

潢師連盟と協力し、適宜剥落どめ及びクリーニングを行い、安定化をはかった。 

また平成 16年の取り外し開始以降の全ての画像記録のデータベース化を計り、概ねの作業が終了した。 

・保存管理に最適な設備環境の検討 

壁画の保管及び展示公開を行っている「四神の館」において、環境調査及び改善に協力した。 

・材料調査と保存収縮処置方法の検討 

奈良文化財研究所との共同により、キトラ古墳の材料に関する分析調査を継続的に実施している。29 年度は泥に

覆われた部分の下にあると推定される画像の撮影検討を行った。 

・他の古墳壁画にかかる事項の調査研究 

  高松塚古墳壁画の調査と連携して、効率的に実施した。 

【実績値】 

・論文 4件（①、②、③、④） 

・学会発表 1件（⑤） 

①「キトラ古墳壁画の保存修復報告」（早川典子、『月刊文化財』No.649、pp.7-10、29年 10月）、②「高松塚・キトラ

古墳壁画上の微生物汚れの除去－酵素の選抜とその諸性質－」（佐藤嘉則ほか、『保存科学』57 号、pp.11—22、30 年 3

月）、③「高松塚・キトラ両古墳の Penicillium 属分離株の分子系統学的帰属および Penicillium sp. 2 の分類学的記

載と生物劣化問題へのかかわり」（喜友名朝彦ほか、『保存科学』57 号、pp.49-66、30 年 3 月）、④「分子生物学的手

法による高松塚・キトラ両古墳の微生物群集構造解析」（西島美由紀ほか、『保存科学』57号、pp.23-48、30年 3月）、

⑤「キトラ古墳壁画の修復」（早川典子、川野辺渉、辻本与志一、山本記子、亀井亮子、宇田川滋正、建石徹、文化財

保存修復学会第 39会大会、金沢歌劇座、7月 1日） 
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業務実績書(受託事業) 

 

【受託】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 3230F-1 

中期計画の項目 2-(2)科学技術を応用した研究開発の進展等に向けた基盤的な研究 

【事業名称】 特別史跡キトラ古墳の保存・活用及びキトラ古墳壁画保存管理施設の管理・運営業務（②-10)-ｱ） 

【委託者・受託経費】 

委託者： 文化庁 

受託経費：82,879千円 

【担当部課】 

文化遺産部遺跡整備研究室・都城発掘調査

部（飛鳥・藤原地区）・埋蔵文化財センター

保存修復科学研究室・飛鳥資料館 

【事業責任者】 埋蔵文化財センター長 髙妻洋成 

【スタッフ】都城発掘調査部長・玉田芳英、文化遺産部遺跡整備研究室長・内田和伸、飛鳥資料館学芸室長・石橋茂

登、埋蔵文化財センター保存修復科学研究室主任研究員・脇谷草一郎ほか 

【年度実績概要】 

○壁画保存管理施設に研究員、アソシエイトフェローおよび事務補佐員が常駐し、施設の管理・運営業務を適切に行

った。 

○壁画の安定した保存管理を行うため、壁画管理室、展示室、外気の温湿度を記録し、適切な温湿度管理を行った。ま

た、害虫トラップを設置し、害虫による被害の予防に努めた。展示室内展示ケースの空気室環境改善対策を行った。 

○キトラ古墳壁画の一般公開において、チラシ、ポスター、パンフレットの作成、展示室における出土遺物の企画展

示、見学者の理解を進めるための壁画の解説映像の制作と放映、監視員の配置を行った。 

○壁画の非公開時においては、出土遺物の企画展示、解説パネルの設置、監視員の配置を行った。 

○キトラ古墳出土琥珀をマイクロフォーカスＸ線ＣＴ法により

診断調査した。 

○発掘調査成果の整理・活用にかかる事業として、キトラ古墳の

石室及び仮設保護覆屋の 3Ｄ測量データを用いてモデリング作

業を行い、デジタルデータを作成した。 

○キトラ古墳壁画の写真記録を行った。 

○天井の蛍光Ｘ線元素分析をおこない、星宿を斜めに横断する鉛

の分布を検出した。 

○『キトラ古墳整備報告書』の編集及び刊行準備を行った。 

○リーフレット『特別史跡キトラ古墳 整備の概要』の編集、発

行を行った。 

○キトラ古墳壁画乾拓板および高松塚古墳壁画乾拓板を用いて

乾拓体験およびキトラ古墳現地見学会を 4回行った。 

【実績値】 

キトラ古墳壁画解説映像の制作：『星宿』と『北壁（玄武と十二支「子」「丑」）』 

リーフレットの発行：『特別史跡キトラ古墳 整備の概要』 

キトラ古墳壁画の公開（第 3回） 

 公開期間：5月 14日～6月 11日 

 参加人数：13,989人 

キトラ古墳壁画の公開（第 4回） 

 公開期間：7月 15日～8月 13日 

 参加人数：9,118人 

キトラ古墳壁画の公開（第 5回） 

 公開期間：9月 23日～10月 22日 

 参加人数：10,382人 

キトラ古墳壁画の公開（第 6回） 

 公開期間：1月 20日～2月 18日 

 参加人数：4,589人 

壁画非公開時の展示企画 

 4月 1日～5月 9日（13,328人）、6月 15日～7月 11日（2,150 人）、8月 17日～9月 19日（5,110人）、10月 25日

～30年 1月 16日（12,994人）、2月 19日～2月 28日現在（734人） 

キトラ古墳現地見学会および乾拓体験 

 5月 13日（9人）、8月 26日（6人）、11月 3日（5人）、2月 24日（9人） 

害虫トラップ調査：10回 

除塵清掃：１回 

 

キトラ古墳壁画保存管理施設の非公開時の展示 
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業務実績書(受託事業) 

 

 
 

【受託】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 3230F-2 

中期計画の項目 2-(2)科学技術を応用した研究開発の進展等に向けた基盤的な研究 

【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（②-10)-ｱ） 

【委託者・受託経費】 

委託者： 文化庁 

受託経費：59,557千円 

【担当部課】 

文化遺産部遺跡整備研究室・都城

発掘調査部考古第一・埋蔵文化財

センター保存修復科学研究室 

【事業責任者】 埋蔵文化財センター長 高妻洋成 

【スタッフ】文化遺産部遺跡整備研究室長・内田和伸、都城発掘調査部長・玉田芳英、考古第一研究室主任研究員・廣

瀬覚、考古第三研究室主任研究員・林正憲、保存修復科学研究室主任研究員・脇谷草一郎 

【年度実績概要】 

・床石の安定化ならびに展示に使用するフレームの設計を行った。 

・有機ケイ酸エステルによる含浸強化処置の効果を検討するため、引張強度による評価を行った。 

・石室解体事業に係る発掘調査の正式報告書として『特別史跡高松塚古墳発掘調査報告書』を刊行した。 

・天井石 3 と 4 の間の東側面の石室目地漆喰の台座を作製した。 

・高松塚古墳壁画の経年変化の記録撮影を行った。 

・これまで得られている蛍光Ｘ線分析調査のデータを整理し、報告書として刊行するための準備を進めた。 

・壁画の現状を記録するため、天井石 1、2、3 および 4、東壁 1、2 及び 3、西壁 1、2 及び 3、北壁の可視光線及び赤

外線を用いたデジタルスキャニングを行った。 

・色料に関する面的な情報を得るため、東壁 2、東壁 3、

西壁 2 に対して紫外線スキャニングを行った。 

・天井 1、2、3、4 の漆喰の状態を把握するため、テラ

ヘルツ波イメージングを行った。 

・西壁 1 のテラヘルツ波イメージングのデータ解析及

び触診調査により、漆喰の損傷マップを作製した。 

・熊本地震により被災した装飾古墳の被害状況調査を

行った。 

・古墳の整備事例調査を行った。 

・5 月、7 月、9 月、30 年 1 月の高松塚古墳壁画修理

施設の一般公開に際し、解説員として研究員を派遣

した。 

 

【実績値】 

・床石の安定化並びに展示に使用するフレームの設計：1件 

・報告書の刊行：文化庁・奈良文化財研究所ほか『特別史跡高松塚古墳発掘調査報告』29年 5月 

・天井石 3と 4の間の東側面の石室目地漆喰の台座作製：1点 

・高松塚古墳壁画の経年変化記録撮影： 

・デジタルアーカイブスキャニング：可視光 15件、赤外線 15件、紫外線 3件 

・テラヘルツ波イメージング：4件 

・熊本地震被災装飾古墳の調査：塚原古墳群、井寺古墳、小坂大塚古墳 

・高松塚古墳壁画修理施設一般公開派遣研究員数：のべ 28人日 

 

 

高松塚古墳壁画のテラヘルツ波イメージング 
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業務実績書(受託事業) 

 

【受託】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 3311E 

中期計画の項目 2-(3) 文化遺産保護に関する国際協働 

【事業名称】 文化遺産国際協力コンソーシアム事業（①-1)-ｱ） 

【委託者・受託経費】 

委託者：文化庁 

受託経費：44,348千円 

【担当部課】 文化遺産国際協力センター 【事業責任者】 センター長 中山俊介 

【スタッフ】 

中野照男（事務局長・客員研究員）、川嶋陶子、松保小夜子、牧野真理子（以上、アソシエイトフェロー）、五嶋千雪

（事務補佐員） 

【年度実績概要】 

 文化遺産国際協力に係る諸課題について議論するとともに、関係機関との連携を図るために会議を開催した。文化

遺産保護に関する国際協力の活動を広報するため、研究会やシンポジウムを開催するとともに、コンソーシアム公式

ウェブサイトを通して文化遺産に関する情報を発信したほか、活動紹介のための小冊子を制作した。また、文化遺産

国際協力における先進国の事業実施体制に関する調査を実施した。 

Ⅰ. コンソーシアムの会議の開催 

・運営委員会を 2回開催し、活動方針等を協議した。30年 2月には活動報告のための総会を開催した。 

・企画分科会を 4回、東南アジア・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、中南米分科会を各 2回ずつ、計 16回開催した。 

・ミャンマーの文化遺産の現況を議論するため、ミャンマーワーキンググループを 2回開催した。 

 

Ⅱ. 情報収集と情報発信 

・文化遺産国際協力事業の基礎情報データベースに関し、現状の問題点と課題を整理し、改善へ向けて計画を立て

た。 

・コンソーシアム公式ウェブサイトで文化遺産国際協力に関わる活動を広く取り上げた。また、英語での情報発信

を強化した。 

・研究会「危機に瀕する楽園の遺産―ミクロネシア連邦ナンマトル遺跡

を中心に―」、「文化遺産のリコンストラクションに関する国際動向」

を開催した（上智大学と共催）。 

・国際シンポジウム「東南アジアの歴史的都市でのまちづくり―町の魅

力を、町の自慢に―」を開催した（文化庁、国際交流基金アジアセン

ターと共催）。 

・関係機関との連携強化の一環として、独立行政法人国際協力機構

（JICA）と共催で、ODAスキーム説明会を実施した。 

・会員向けのメールニュース（コンソーシアムイベント告知、国内外文

化遺産関連イベントの案内等）を配信した。 

 

Ⅲ. 文化遺産国際協力の推進に資する調査 

・28 年度に引き続き、欧州各国の文化遺産国際協力の政策や体制につい

て、欧州分科会の審議を通して選定した国内専門家に委託して情報収集を行った（調査対象国：ドイツ、フラン

ス、スペイン計 3カ国）。 

【実績値】 

総会の開催：1回、運営委員会の開催：2回、分科会の開催：（企画分科会 4回、東南アジア・南アジア分科会 2

回、西アジア分科会 2回、東アジア・中央アジア分科会 2回、欧州分科会 2回、アフリカ分科会 2回、中南米分科

会 2回）合計 16回、研究会の開催：2回、シンポジウムの開催：1回、ミャンマーワーキンググループ：2回 

（成果物ドキュメント名） 

①記念誌『文化遺産国際協力コンソーシアム 10 周年記念誌―コンソーシアム 10 年のあゆみと文化遺産からつながる

未来―』（日本語版：300部、30年 3月刊行） 

②報告書『東南アジアの歴史的都市でのまちづくり―町の魅力を、町の自慢に―』（日本語版：300 部、英語版：200

部、30年 3月刊行） 

③小冊子『文化遺産の国際協力』（日英併記：2,000部、30年 3月刊行） 

国際シンポジウムの様子（基調講演） 
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業務実績書(受託事業) 

 

【受託】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 3312E-1 

中期計画の項目 2-(3) 文化遺産保護に関する国際協働 

【事業名称】 
文化遺産国際協力拠点交流事業「ネパールの被災文化遺産保護に関する技術的支援事業」（①-2)-

ｱ-(ｱ)) 

【委託者・受託経費】 

委託者：文化庁 

受託経費：20,535千円 

【担当部課】 文化遺産国際協力センター 【事業責任者】 保存計画研究室長 友田正彦  

【スタッフ】山田大樹、間舎裕生（以上、アソシエイトフェロー）、金善旭（前研究補佐員）、久保田裕道（無形文化遺

産部無形民俗文化財研究室長）、石村智（無形文化遺産部音声映像記録研究室長）、伊藤純（無形文化遺産部研究補佐

員） 

【年度実績概要】 

 27年4月のゴルカ地震で被災したネパールの文化遺産復興を技術的に支援するため、カウンターパートである同国

文化・観光・民間航空省考古局をはじめ関係機関との協働のもと、建築史・建築構造・都市計画・修復技術・無形文

化遺産等の各分野において、以下のような現地活動等を同局に派遣中のJICA専門家とも連携しつつ行った（括弧内は

出張期間と派遣人数）。なお、歴史的建造物の構造学的調査は東京大学生産技術研究所腰原幹雄研究室、歴史的集落

の保存と復興に関する調査は東京大学大学院工学系研究科西村幸夫研究室にそれぞれ再委託して実施した。 

（5月 29日～6月 27日：12名） 

 ハヌマンドカ王宮内アガンチェン寺周辺建物群の実測調査、28年度に実施した調査成果の現地関係者への報告会、

歴史集落保全に関するワークショップ、トリプバン大学における材料実験、アガンチェン寺及びシヴァ寺周辺での地

盤調査（ボーリング標準貫入試験）、シヴァ寺基壇部の発掘調査など。 

（7月 19日～24日：2名） 

コカナ集落における無形文化遺産調査。 

（7月 29日～8月 4日：2名） 

トリプバン大学における材料実験の実施。 

（9月 3日～14日：4名） 

ハヌマンドカ王宮内アガンチェン寺周辺建物群の内壁面仕上げ層調査、 

カトマンズ盆地内歴史的集落現状調査、歴史集落保全に関する行政担当者ワークショップ開催。 

（10月 29日～11月 10日：6名） 

アガンチェン寺周辺建物群の実測調査、3D スキャニング、建物変位に関するモニタリングのための初期作業、ハヌ

マン門改造痕跡調査等。 

（11月 20日～25日：2名） 

アガンチェン寺周辺建物群の実測調査、シヴァ寺基壇部発掘調査による出土遺物の記録作業。 

（12月 2日～11日：2名） 

カトマンズ盆地内歴史的集落調査。 

（12月 23日～29日：5名） 

カトマンズ盆地内歴史的集落保全に関する市長フォーラムの開催、カトマンズ盆地内歴史的集落調査ほか。 

（30年 2月 2日～6日：4名） 

アガンチェン寺周辺建物群の 3Dスキャニング追加調査、揚家工事施工詳細検討。 

（30年 2月 12日～18日：2名） 

コカナ集落における無形文化遺産調査。 

（30年 2月 22日～3月 1日：4名） 

アガンチェン寺周辺建物群の修復計画協議、同建物群破損状況・改造痕

跡調査、映像記録撮影に関する調査等。 

【実績値】 

専門家派遣 11回（延べ 45名）、現地会合 7回、報告書 1冊、研究論文 7件、研究発表 9件 

アガンチェン寺周辺建物群の調査 
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業務実績書(受託事業) 

 

 

【受託】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 3312E-2 

中期計画の項目 2-(3) 文化遺産保護に関する国際協働 

【事業名称】 
文化遺産保護国際貢献事業「ミャンマーにおける考古・建築遺産の調査・保護に関する技術移転

を目的とした拠点交流事業・建築分野」（①-2)-ｱ-(ｱ)) 

【委託者・受託経費】 

委託者：奈良文化財研究所 

受託経費：4,750千円 

【担当部課】 文化遺産国際協力センター 【事業責任者】 保存計画研究室長 友田正彦 

【スタッフ】マルティネス・アレハンドロ（アソシエイトフェロー）、金善旭（前研究補佐員）、腰原幹雄（東京大学教

授）、多幾山法子（首都大学東京准教授）、宮本慎宏（香川大学准教授）、中内康雄（文化財建造物保存技術協会） 

【年度実績概要】 

 28 年 8 月 24 日に発生した地震により大きな被害を受けたミャンマー中部所在のバガン遺跡群について、その適切

な保存・修復対策を検討すると同時に、同国宗教文化省考古局をはじめとする現地当局が目下実施中の修復事業の質

的向上に向けた情報提供や技術的助言を行うことを主な目的として、以下のような現地調査を実施した。 
 

・（5月 17日～25日：3名）歴史的建造物に使用される煉瓦材に関する材料学的調査及び構造挙動モニタリング： 

 文化遺産建造物修理、建築生産、建築構造の専門家計 3 名を派遣し、材料組成や力学的強度等に関する実験を行う

ための煉瓦試料を採取したほか、構造挙動モニタリング調査を開始した。煉瓦の試料は、建物の種別や建築年代、使用

部位、材寸等を考慮しつつ 6棟の被災建造物から破損した部材片計 24点を採取し、現地で試験体の形状に加工した。

同時にミャンマー国内での材料試験の実施に向けて Myanmar Engineering Society（MES）関係者との協議及び実験施

設視察を行った。構造挙動モニタリングに関しては、28 年度調査で明らかにした典型的な亀裂と変形のパターンがみ

られる 3棟の建造物を対象に、クラックゲージや変形の測点となるターゲットを設置し、初期値を計測した。 
 

・（7月 7日～19日：1名）文化遺産建造物修復事業の体制に関する調査及び構造挙動モニタリング： 

 建築生産、建築構造の専門家 1 名を派遣し、構造挙動モニタリングを継続するとともに、現地当局が目下実施中の

修復事業に携わる考古局エンジニア等の技術者や煉瓦積み職人等の技能者への聞き取り調査を実施し、修復事業の体

制に関する情報収集を行った。 
 

・（9月 17日～10月 2日：6名）煉瓦造歴史的建造物における構法調査、材料試験及び構造挙動モニタリング： 

 文化遺産建造物修理、建築生産、建築構造の専門家計 6 名を派遣し、構造挙動モニタリングを継続するとともに、

歴史的建造物における煉瓦壁の構法に関する調査を実施した。併せて、現地で修理に携わってきた煉瓦積み職人への

聞き取り調査を実施し、煉瓦及びモルタル試料を採取した。また、考古支局スタッフを対象に、日本人専門家によるレ

クチャーを行った。さらに、ヤンゴンにて MES及び Yangon Technological University (YTU) の協力を得て煉瓦単体

の圧縮強度試験を行った。 
 

・（11月 25日～30日：2名）文化遺産建造物における構法調査、材

料試験及び構造挙動モニタリング： 

 文化遺産建造物修理、建築生産、建築構造の専門家計 2名を派遣

し、歴史的煉瓦造建造物の構法に関する調査、煉瓦積み職人への聞

き取り調査を行った。構造挙動モニタリングにおいては計測を継続

するとともに現地スタッフに対してモニタリング測定方法に関す

る研修を実施した。 
 

・（12月 7日～18日：1名）材料試験： 

 建築構造の専門家 1名を派遣し、前回に引き続き MESと YTUの協

力を得て煉瓦プリズムの強度試験を行った。 

 

・（30年 2月 8日～12日：2名）構造挙動モニタリング： 

 建築遺産保存専門家 2名を派遣し、歴史的煉瓦造建造物の構法に

関する補足調査及び構造挙動モニタリングを行った。 

 

【実績値】 

専門家派遣 6回（のべ 15名）、現地ワークショップ 1回、報告書 1冊 

 

     変形測定のためのターゲット設置作業 
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業務実績書(受託事業) 

 

 

【受託】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 3312F 

中期計画の項目 2-(3)文化遺産保護に関する国際協働 

【事業名称】 
平成２９年度文化遺産国際協力拠点交流事業実施委託業務（ミャンマーにおける考古・建築遺産

の調査・保護に関する技術移転を目的とした拠点交流事業）(①-2)-ｱ-(ｱ)) 

【委託者・受託経費】 

委託者：文化庁 

受託経費：11,900千円 

【担当部課】 企画調整部 【事業責任者】 部長 森本晋 

【スタッフ】佐藤由似（企画調整部国際遺跡研究室専門職）、杉山洋（同特任研究員）影山悦子（同アソシエイトフェ

ロー）、山藤正敏（都城発掘調査部考古第二研究室研究員）、田村朋美（同考古第一研究室研究員） 

【年度実績概要】 

 本事業は、ミャンマー宗教・文化省考古・国立博物館局を相手国拠点とし、ヤンゴン大学考古学部の協力を得て、考

古・建築遺産の調査・保護に必要な技術の移転をはかることを目的としている。奈文研は考古分野の研修を実施し、建

築分野の研修は東京文化財研究所が実施した（再委託）。 

 

 奈文研は、考古部門の研修を以下のとおり日本とミャンマーにおいて実施した。 

①陶磁器の調査研究 

・8月 21～27日：ヤンゴン大学考古学部の講師 2名と大学院生 1名

を日本に招へいし、ミャンマー出土陶磁器の科学分析に関する研

修を行った。受講生は講師の指導のもと、エネルギー分散型蛍光

Ｘ線分析装置を操作し、青磁碗の胎土などに含まれる元素の測定

を行った。町田市立博物館等を訪れ、東南アジア陶磁器のコレク

ションを調査した。 

・30 年 2 月 6 日～12 日：ミャンマーのモン州およびカイン州に、

奈文研の考古学者他 3名および町田市立博物館の陶磁器専門家 1名

を派遣し、窯跡および出土陶磁器の調査研修を行った。現地の考古

学者 2名、ヤンゴン大学・ダゴン大学の考古学部の講師 2名と大学

院生 1名が参加した。 

 

②考古遺跡の測量 

・10月 15日～21日：ミャンマー宗教・文化省考古・国立博物館局

の考古学者 3名を日本に招へいし、考古遺跡の測量方法に関する

研修を行った。受講生は、トータルステーションの設置方法、角

度と距離の計測方法を習得し、測定結果から手計算で測点の座標

を求める作業を行った。受講生からミャンマーのシュリクシェト

ラ遺跡における基準点の設置や使用状況について情報を得た。 

・12月 10日～15日：ミャンマーのシュリクシェトラ遺跡内にある

考古学フィールドスクールに奈文研の考古学者他 3名を派遣し、

現地の測量会社の協力を得て、4日間にわたり考古遺跡の測量方

法をテーマとした研修を行った。研修受講者は 24 名であった。

考古遺跡の測量に関する基本的な知識と技術の習得を目的とし、

測量に関する講義と、トータルステーションの設置・操作の実習

を行った。 

 

【実績値】 

・専門家派遣 2回、7名 

・専門家招へい 2回、6名 

・研修 4回、35名 

ミャンマーでの測量研修（12 月） 
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業務実績書(受託事業) 

 

 

【受託】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 3313E 

中期計画の項目 2-(3) 文化遺産保護に関する国際協働 

【事業名称】 
文化遺産保護国際貢献事業「トルコ共和国における壁画の保存管理体制改善に向けた人材育成事

業」(①-3)-ｱ) 

【委託者・受託経費】 

委託者：文化庁 

受託経費：7,242千円 

【担当部課】 文化遺産国際協力センター 【事業責任者】 センター長 中山俊介 

【スタッフ】 

前川佳文（研究員）、増渕麻里耶（アソシエイトフェロー）、鴫原由美（保存科学研究センターアソシエイトフェロー） 

【年度実績概要】 

トルコ共和国には、制作された時期や趣旨の異なる数多くの壁画が現存し、それらは同国の貴重な文化
遺産であるとともに、主要な観光資源としても活用されている。中でも世界的に有名なのは、カッパドキ
ア地域に広がるあまたの奇岩を彫りぬいてつくられた古代の宗教施設、すなわち岩窟教会群の壁画である。
本事業は、こうしたトルコ共和国の壁画を保存・管理していくうえで重要となる応急処置のあり方につい
てそのプロトコルを確立させ、本事業に参加する文化財保存分野の専門家が、応急処置が必要となる様々
な場面において的確な判断を行い、正しい介入が行えるようなプロセスの構築を目指すものである。 
 

 

■トルコ共和国国内における壁画文化財に関する調査 

カッパドキア地方及びトルコ共和国内に現存する壁画の保存状況調査を通じ
て、現時点における同国の保存管理体制を把握するとともに、収集した情報を研
修事業の構成に反映させた。同調査は、28 年度より当研究所運営交付金の枠内で
開始していたため、本事業では対象地域を変えながら継続させる形で実施した。
なお、近年におけるトルコ共和国内の壁画保存修復事業の多くは、イタリアの大
学及び専門機関の協力を得て実施されている。イタリアにおける保存修復概念が
広く定着していることに配慮して、本調査には国立フィレンツェ修復研究所をは
じめとするイタリアの専門家にも同行を依頼した。 

 

 

 

 

■研修事業の開催 

調査結果をもとに、トルコ共和国の壁画を保存していくうえで重
要となる応急処置のあり方を見直し、そのプロトコルを確立させて
いくことを目標とする研修事業を開催した。研修にはトルコ共和国
内に 10 箇所設置された国立保存修復センター所属の専門家を対象
とし、各センターから 3 名ずつ、計 30 名の保存修復士が参加した。
（＊当日に参加希望者があり結果 33 名） 

本研修では発表者と受講者との間で意見交換の場を設け、個々人
が自分の考えを述べることで課題と向き合い、真剣に取り組む姿勢
を生み出すことを目標に全体を構成した。その結果、事業参加者の
間では結束力が高まり、事業終了後には非常に高い評価を得るこ 

ができた。 

【実績値】 

研究発表 1件、刊行物 1件 

 

○事業終了後に実施したアンケート調査 

Excellent: 17, Very Good: 11, Good: 5, Fair: 0, Poor: 0 

 

ギョレメ岩窟教会 (name unknown)での壁画調査 

 

研修風景 

Excellent, 17
Very Good, 11

Excellent Very Good Good Faire Poor
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業務実績書(受託事業) 

 

 

【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 3320G 

中期計画の項目 2-(3)アジア太平洋地域の無形文化遺産保護に関する調査研究 

【事業名称】 平成 29年度無形文化遺産保護パートナーシップ事業（②） 

【委託者・受託経費】 

委託者：文化庁 

受託経費：51,683千円 

【担当部課】 ― 【事業責任者】 アジア太平洋無形文化遺産研究センター所長 岩本渉 

【スタッフ】 

大貫美佐子(副所長(兼)研究担当室長)、林洋平(係長)、加藤智子、児玉茂昭、坂本翼、野嶋洋子、長谷川悟郎、古川幸

恵(以上、アソシエイトフェロー) 

【年度実績概要】 

(1)無形文化遺産保護分野研究に関する情報収集及びデータベースの拡充(書式 C2320G(1)②・③に対応) 

 ①現地機関・研究者と協力し、東南アジア・オセアニア地域の 6カ国を対象として文献調査を実施した。 

 ②上記①で入手した情報を、IRCIのデータベース「Research Database on ICH Safeguarding in the Asia-

Pacific Region」に追加した。 

(2)無形文化遺産保護及びその研究活性化に資する国際会議の開催 

 ①成城大学との共催により、国際シンポジウム「無形文化遺産をグローカルに見る：地域社会と研究者、国家、ユ

ネスコの相互作用」を 7月 7日～9日に東京で開催した。アジア太平洋 6カ国より専門家や無形文化遺産を継承

するコミュニティのメンバー22名、及び米国研究者 2名に加え、ユネスコ本部無形遺産課長が参加した。(書式

C2320G(1)①に対応) 

 ②「第六回 IRCI運営理事会」を 12月 22日に大阪市で開催し、30年度事業計画について承認を受けた。 

 ③国立民族学博物館との共催により、国際シンポジウム「無形文化遺産をめぐる交渉」を 11月 29日～12月 1日に

大阪で開催した。アジア太平洋 6カ国より専門家を招くとともに、ユネスコハノイ事務所や中国音楽学院、韓国

のカテゴリー2センター(ICHCAP)からも参加者を得た。(書式 C2320G(1)④に対応) 

(3)国際会議への出席やユネスコとの連携を通じた国際動向の把握 

 ①2017 亜太無形文化資産論壇-前瞻教育與当代実践（International Forum on Intangible Cultural Heritage: 

The Pedagogy of Intangible Cultural Heritage in Contemporary Asia）(5月 11日～13日、台湾・台中市) 

 ②A Meeting of the Open-Ended Intergovernmental Working Group on Developing an Overall Results 

Framework for the 2003 Convention（6月 11日～13日、中国・成都市） 

 ③Fifth Annual Coordination Meeting of Category 2 Centres Active in the Field of Intangible Cultural 

Heritage(9月 10日～11日、イラン・シラーズ) 

 ④Annual Workshop for Cultural Managers in Viet Nam (9 月 21日、ベトナム・フエ) 

 ⑤Second Coordination Meeting with UNESCO Category 2 Institutes and Centres (C2Cs) and UNITWIN/UNESCO 

Chairs related to the UNESCO Culture Sector（11月 23日～24日、フランス・パリ） 

 ⑥12th Session on the UNESCO Intergovernmental Committee for the 

Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage(12 月 4日～9

日、韓国・済州市)  

 ⑦2017 Annual Governing Board Meeting of the International 

Information and Networking Centre for Intangible Cultural 

Heritage in the Asia-Pacific Region (ICHCAP)（韓国カテゴリー２

センター運営理事会）（12月 15日、韓国・ソウル市） 

(4)情報公開等 

①IRCIウェブサイトの定期的更新、リニューアルを行った。 

②上記（3）⑥に記載の 12th Session on the UNESCO Intergovernmental 

Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage に

おけるサイドイベントとして、IRCI紹介パネル展示を実施した。 

【実績値】 

 国際会議等開催件数：3件、国際会議等出席件数 7件 

 データベース検索件数：1,363 件（4月 1日～30年 3月 31日）、登録件数：2,319件 

 ウェブサイトアクセス件数：9,469件（4月 1日～30年 3月 31日） 

 刊行物：①『Proceedings of the International Symposium on Glocal Perspectives on Intangible Cultural 

Heritage: Local Communities, Researchers, States and UNESCO』（30年 1月）、②『International 

Symposium “Negotiating Intangible Cultural Heritage”』（30年 3月） 

国立民族学博物館との 

国際シンポジウム 
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業務実績書(受託事業) 

 

 
 

【受託】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 3411E 

中期計画の項目 2-(4)文化財に関する情報資料の収集・整備及び調査研究成果の公開・活用 

【事業名称】 著名外国人招へいによる日本文化発信に係る調査研究事業(①-1)･2)･3)) 

【委託者・受託経費】 

委託者：文化庁 

受託経費：997千円 

【担当部課】 文化財情報資料部 【事業責任者】 文化財アーカイブズ研究室長 江村知子 

【スタッフ】山梨絵美子（副所長）、津田徹英（部長）、橘川英規（研究員）、安永拓世（研究員）、田所泰（アソシエイ

トフェロー）、増田政史（研究補佐員） 

【年度実績概要】 

 世界最高レベルの文化財に関する研究機関、ゲッティ研究所副所長の

キャスリーン・サロモン氏を 12 月 4～10 日に日本に招へいし、美術アー

カイブについての講演及び東京文化財研究所、東京国立博物館、東京国立

近代美術館、国立西洋美術館、国立新美術館、国際日本文化研究センター

などの美術アーカイブを視察し、各機関の業務責任者・担当者の案内のも

と視察を行い、研究協議を行った。 

 

○「キャスリーン・サロモン氏（ゲッティ研究所副所長）講演会―日本 

 美術資料の国際情報発信に向けて」の開催 

 12 月 6 日に東京国立博物館黒田記念館セミナー室を会場に開催した。

定員を上回る 41 名の参加があり、文化庁、国際交流基金、国立文化財機

構、国立美術館、人間文化研究機構、公立私立美術館、公立私立大学等の

図書・アーカイブ担当者など、実際の現場で業務に携わる多くの関係者が

出席した。 

 サロモン氏の講演では、ゲッティ財団、ゲッティ研究所の成り立ち、図書館の所蔵資料と活動について説明したの

ち、同氏が近年、積極的に推進している情報の国際的共有についてのさまざまな取り組みの紹介があり、日本の美術

図書館にもこうした国際的な枠組みに参加してほしいとの提言を示した。 

 サロモン氏による講演に続いて、国立西洋美術館の川口雅子氏をコメンテーターに迎えて講演を総括し、討議を行

った。日本は国際情報発信が遅れていると、社会全体で問題視されているものの、日本の美術館・博物館・図書館など

では国際的に見ても研究性・有益性の高いデジタルコンテンツを独自に保有している機関も少なくない。今後の国内

外の機関が連携を強化していくことによって、自らの組織力と独自性を向上させ、日本文化の国際発信に寄与できる、

という問題意識を多くの参加者と共有することができた。また日本では研究・非営利目的であっても美術作品の画像

がオープンアクセスとなっていないことにも話が及んだ。画像利用については多くの組織・機関が抱える問題でもあ

るため、大変有意義な研究討議となった。 

 参加者アンケートでは満足（大変満足・概ね満足）が 96％という結果を得た。 

 本研究会の概要は、速報として『アート・ドキュメンテーション通信』116 号に掲載した。またサロモン氏による講

演、川口氏による総括、討議内容については、当研究所ウェブサイトで公開した。 

【実績値】 

○講演会１件： キャスリーン・サロモン「日本美術資料の国際情報発信に向けて」（東京国立博物館黒田記念館セミナ

ー室、12 月 6 日） 

○同講演会参加者に対する満足度アンケート（回収率 58％）：満足（大変満足・概ね満足）96％ 

○報告１件：江村知子「研究会「キャスリーン・サロモン氏（ゲッティ研究所副所長）講演会―日本美術資料の国際情

報発信に向けて」開催報告」（『アート・ドキュメンテーション通信』116 号、30 年 1 月 25 日） 

 

サロモン氏の講演風景 
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業務実績書(受託事業) 

 

 
 

【受託】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 3521E 

中期計画の項目 2-(5) 地方公共団体等を対象とする文化財に関する研修及び協力等 

【事業名称】 被災資料有害物質発生状況調査業務(②-1)) 

【委託者・受託経費】 

委託者：陸前高田市 

受託経費：2,399千円 

【担当部課】 保存科学研究センター 【事業責任者】 センター長 佐野千絵 

【スタッフ】吉田直人（保存環境研究室長）、森井順之（主任研究員）、内田優花（文化財防災ネットワーク推進室アソ

シエイトフェロー）、呂俊民（客員研究員）、古田嶋智子（日本学術振興会特別研究員・客員研究員） 

【年度実績概要】 

これまでに安定化処理及び修理した資料に残存する異臭を発する資料、及び安定化処理を施していない資料から発

せられる有害物質の状況について調査し、今後の保管及び安定化処理等の進め方について、改善方法を提案する。 

 
〇保管環境の調査 

・温湿度調査 各作業室、資料収蔵室に温湿度測定機器を設置した。 

・空気質調査 

文化財の保管環境としてアンモニア、ギ酸・酢酸濃度について、ガス検知管を用いて調査した。また二酸化窒素

について、ガスバッジを用いて調査した。アンモニア、ギ酸・酢酸については、各室いずれも汚染ガス濃度は低

く、文化財の保管環境として問題ない範囲であった。二酸化窒素については、文化財の保管環境として監視の必要

な状況であり、室内発生源への対処、定期的な換気促進などを提案した。 

労働環境の観点から二酸化窒素濃度について、また室内大気のガスクロマトグラフ質量分析計による定性分析

調査を実施した。二酸化窒素濃度については、日平均濃度として基準値を超える場所はなかったが、より下げるた

めの換気方法について提案した。被災文化財の保管場所において、被災繊維製品の保管用に用いられていた防虫剤

の主成分がナフタレンであることを分析で同定し、その濃度が労働安全衛生上、問題のある状況にあることを確認

した。多点での測定から、発生源は 1カ所と特定した。換気促進、薬剤除去、ガスバリア袋による封鎖、吸着剤・

吸着シートによる改善について提案し、喫緊の課題として 10月に改善作業を実施した。 

〇処置作業改善 

・各種モニタリング 

  現地での作業工程ごとの水温、溶存酸素等の測定、処

理工程ごとの処理水サンプリングを実施した。 

・作業改善のための分析  

  被災資料に付着した糖、脂肪酸、アミノ酸組成分析を

実施した。脂肪酸が検出されず、アミノ酸総量が付着し

た砂の重量の 1％を超えた状態にあることが明確になっ

た。 

 

【実績値】 

被災資料有害物質発生状況調査業務報告書 1件 

陸前高田市立博物館（旧生出小学校） 
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業務実績書(受託事業) 

 

 
 

【受託】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 3521F-1 

中期計画の項目 2-(5)地方公共団体等を対象とする文化財に関する研修及び協力等 

【事業名称】 第一次大極殿院建造物復原整備他にかかる調査委託(②-1)) 

【委託者・受託経費】 

委託者： 国土交通省近畿地方整備局国営飛鳥歴史公園事務所 

受託経費：36,398千円 

【担当部課】 都城発掘調査部 【事業責任者】 副部長 渡辺晃宏 

【スタッフ】 

箱崎和久（都城発掘調査部遺構研究室長）、西山和宏・大林潤・山本崇・丹羽崇史・国武貞克・庄田慎矢（同部主任研

究員）、鈴木智大・福嶋啓人・芝康次郎・海野聡・諫早直人・前川歩（同部研究員）、浦蓉子・大橋正浩・坪井久子（同

部アソシエイトフェロー）、西田紀子（企画調整部研究員）、島田敏雄（文化遺産部長）、脇谷草一郎（埋蔵文化財セン

ター主任研究員）、田村朋美・柳田明進（同センター研究員）、小池伸彦・窪寺茂（客員研究員） 

【年度実績概要】 

国土交通省による第一次大極殿院地区の整備に伴った復原検討を行

う受託研究。奈良時代前期（Ⅰ－2期）の第一次大極殿院を構成する、

南門、東楼・西楼、築地回廊の各建物、及び大極殿院の地形や諸施設等

について往時の形態を復原するのが目的である。 

29 年度は、大極殿院の建築金具および回廊隅架構の復元研究を進め

た。建築金具については、奈文研所蔵の出土金具の目視観察および科学

分析をもとにした古代建築金具の製作技術の検討、軒先木口金具（地垂

木・飛檐垂木・隅木・尾垂木）・破風拝み金具・高欄木口金具の意匠検

討、上記 2 つの検討をもとにした試作金具の製作についての検討をお

こなった。回廊架構については古代から近世までの現存する回廊の事

例から、とくに隅部の架構について具体的な構造に関する検討をおこ

なった。検討会は所内で行う復原検討会を 2回、有識者を招聘した検討

会（建築金具検討会）を計 2回、出土金具観察会を 1回開催した。これ

らの検討内容を収録した記録については、『第一次大極殿院復原検討会記録』（内部資料）を刊行した。また、これまで

の検討内容をまとめ、報告書を刊行するための準備を進めた。 

建築金具の検討（出土金具観察会、第 66回検討会、第一次大極殿院復原建築金具検討会） 

・当研究所所蔵の出土金具について、製作技術解明の一端として目視観察、蛍光Ｘ線分析、Ｘ線透過撮影、走査電子顕

微鏡での観察を行った。具体的な製作技術そのものと工程が明らかとなり、既往研究の裏付けとなる成果とともに

新たな知見を得た。 

・古代の軒先木口に用いられる文様に注目し、垂木や隅木など各部位ごとにどのような手法を用いて文様を構成・展

開させていくかについて検討した。 

・前年度の金具の意匠の検討結果、奈文研所蔵の出土金具、古代寺院の現存建築に取り付いていたと考えられる金具

を参考とし、南門の、軒先木口金具・破風拝み金具・高欄木口金具を中心に意匠の復原検討を行った。 

回廊架構の検討（第 67回検討会） 

・現存する古代の廻廊は事例が限られるため、隅部の架構については近世までの現存類例を調査対象とした。 

・類例から、具体的な架構方法と部材のおさまりの手法について検討し、方針を決定した。 

報告書の作成 

・28年度までの検討の内容を報告書として刊行すべく、原稿執筆及び各種資料の整理や編集作業などを進めた。  

【実績値】 

・第一次大極殿院復原検討会：2回（第 66回、第 67回） 

・第一次大極殿院復原建築金具検討会（8月 22日、30年 1月 24日）：有識者 4名招聘 

論文等数件：3件（①、②、③） 

①大橋正浩「南門軒先木口金具の意匠について－第一次大極殿院の復原研究 24－」（30年 3月） 

②芝康次郎・大橋正浩・脇谷草一郎・田村朋美・柳田明進「古代寺院出土軒先木口金具の製作技術について－第一

次大極殿院の復原研究 25－」（30年 3月） 

③坪井久子「回廊隅部の架構の検討－第一次大極殿院の復原研究 26－」（30年 3月） 

報告書等数：1件（④） 

④『第一次大極殿院復原検討会記録 15』(30年 3月)（内部資料） 

第 66回検討会（10月 27日） 
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業務実績書(受託事業) 

 

 

【受託】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 3521F-2 

中期計画の項目 2-(5)地方公共団体等を対象とする文化財に関する研修及び協力等 

【事業名称】 史跡 飛鳥寺跡に隣接する県道「橿原神宮東口停車場飛鳥線」の厳重立会調査（②-1）） 

【委託者・受託経費】 

委託者： 奈良県中和土木事務所 

受託経費：4,232千円 

【担当部課】 都城発掘調査部（飛鳥・藤原地区） 【事業責任者】 部長 玉田芳英 

【スタッフ】 

大澤正吾（考古第二研究室研究員）、和田一之輔（考古第一研究室研究員）、尾野善裕（考古第二研究室長）、土橋明梨

紗（考古第一研究室アソシエイトフェロー）ほか 

【年度実績概要】 

○本調査は、明日香村大字飛鳥の県道橿原神宮東口停車場

飛鳥線上における電線共同溝、および側溝工事にともな

う厳重立会調査である。奈良県中和土木事務所からの受

託により実施した。対象地は史跡飛鳥寺跡の北辺に接す

る幅約 4ｍの狭隘な道路上で、道路脇にも民家等が立ち

並ぶため、一定区間ごとの工事掘削にあわせて遺構の有

無を確認し、遺構が検出されれば発掘調査に切り替える

という手順で調査を進めた。 

・調査地：明日香村大字飛鳥 

・調査期間： 5月 15日～11月 24日 

・調査面積：480㎡ 

 

○調査成果 

・発掘調査区から、溝・土坑・柱穴などの遺構を検出したが、

調査区が狭隘なため、性格を明らかにするには至らなかっ

た。しかし、包含層から出土した遺物量は膨大で、とりわけ 100 点を超える軒瓦は、飛鳥寺所用瓦の研究を進める

上での貴重な資料となった。 

 

【実績値】 

・出土遺物：瓦約 350・土器 32箱、木器・木製品 1点、石器・石製品 3点など 

・記録作成数：遺構実測図 14枚、メモ写真 628枚。 

・論文等数：1件（①） 

①土橋明梨紗ほか「飛鳥寺北方の調査―第 192-1・9次」『奈良文化財研究所紀要 2017』（30年 6月予定） 

 

 

 

発掘調査区遺構検出状況（北東から） 
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業務実績書(受託事業) 

 

 

【受託】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 3521F-3 

中期計画の項目 2-(5)地方公共団体等を対象とする文化財に関する研修及び協力等 

【事業名称】 鳥取県鳥取市青谷横木遺跡出土木簡等の保存処理等総合的研究（②-1)） 

【委託者・受託経費】 

委託者： 鳥取県埋蔵文化財センター 

受託経費：598千円 

【担当部課】 都城発掘調査部史料研究室 【事業責任者】 都城発掘調査部史料研究室長 渡辺晃宏 

【スタッフ】 

渡辺晃宏（都城発掘調査部史料研究室長）、馬場基・桑田訓也（同部主任研究員）、山本祥隆（同部研究員）、脇谷草一

郞（埋蔵文化財センター主任研究員）、星野安治・松田和貴（同センター研究員）ほか 

【年度実績概要】 

鳥取県鳥取市に所在する青谷横木遺跡から出土した木簡のうち 22 点について、

科学的な保存処理を実施した上で釈文を確定し、その歴史的な意義を明らかにする

ための事業である。 

 事業は概ね以下の手順で行った。 

①保存処理前の状態（水漬け状態）における、肉眼による釈読、及び材の形状や加

工痕跡の観察などを行い、それらを踏まえた記帳ノートを作成した。 

②可視光線（カラー）、赤外線の 2 種類のデジタル撮影を実施した。墨痕がなく文

字が浮き上がりでしか残らないものについては、斜光による撮影を併用した。デ

ータは奈文研と鳥取県埋蔵文化財センターの双方で同じものを保管している。 

③釈文の検討を最新鋭の赤外線テレビカメラ装置を用いて実施し、釈文案を作成し

た。 

④埋蔵文化財センター年代学研究室において、顕微鏡観察による樹種の絞り込み、

及び樹種同定を実施した。 

可能な資料については、委託主体の了解を得た後、切片を採取し、プレパラート

を作成した。 

⑤①～④の終了後、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。保存処理方法は、高級アルコールを含浸させた上で、真空凍

結乾燥を行う方法によった。 

⑥保存処理後の状況を、②と同じ要領で、可視光線（カラー）、赤外線の 2 種類の

デジタル撮影を実施した。 

⑦③と同じ要領で釈文を再検討し、最終的な釈文を決定した。 

 29年度対象とした木簡の中では、承和 12年（845）の年紀をもつ勧請板木簡が

特筆される。墨が流れ浮き上がりの状態で残る文字の解読や保存処理を十全に実

施し、遺跡の性格解明に新しいデータを提供することができた。また、同じ遺跡

から出土した女人群像板絵 1点についても保存処理を実施し、樹種同定や色料分析を実施した。 

 

以上の調査の結果、青谷横木遺跡出土木簡が、鳥取県内や山陰地方にとどまらず、全国的にみても有数の古代官衙

遺跡出土木簡群であることをさらに明確にすることができた。青谷横木遺跡出土のそれぞれの木簡の読みを確定し、

その歴史的価値を明らかにする一方で、貴重な資料を確実に将来に伝えるため、現在取り得る最善の方法による科学

的保存処理を実施し、安定した状態とすることができた。 

 具体的な調査成果については、委託主体である鳥取県埋蔵文化財センターに業務完了報告書の形で報告した。 

また、28 年度までの成果と合わせて委託者の鳥取県埋蔵文化財センターが刊行した『青谷横木遺跡Ⅲ 自然科学・

総括編』（30年 3月）に、「出土文字資料からみた青谷横木遺跡」と題する報文を渡辺晃宏が執筆した。 
 

【実績値】 

保存処理 23点 

記録作成 210点（可視光写真 93点、赤外線写真 95点、記帳 22点） 

 

青谷横木遺跡出土勧請板木簡

(斜光撮影) 
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業務実績書(受託事業) 

 

【受託】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 3521F-4 

中期計画の項目 2-(5)地方公共団体等を対象とする文化財に関する研修及び協力等 

【事業名称】 鳥取県鳥取市大桷遺跡出土大型呪符木簡他の保存処理等の総合的研究（②-1)） 

【委託者・受託経費】 

委託者： 公益財団法人 鳥取県教育文化財団 

受託経費：199千円 

【担当部課】 都城発掘調査部史料研究室 【事業責任者】 都城発掘調査部史料研究室長 渡辺晃宏  

【スタッフ】 

渡辺晃宏（都城発掘調査部史料研究室長）、馬場基・桑田訓也（同部主任研究員）、山本祥隆（同部研究員）、脇谷草一

郞（埋蔵文化財センター主任研究員）、星野安治・松田和貴（同センター研究員）ほか 

【年度実績概要】 

鳥取県鳥取市に所在する大桷遺跡は、古代の木簡が出土する遺跡として知られるが、木簡と共伴

して大型の呪符が出土した。この資料は、大きさに加えて、ほぼ全面にあったとみられる墨が全く

残らず、墨のあった部分が白く抜けた状態で残る、極めて特異な状態にある点に大きな特徴がある。

まずはどのような墨痕があったかを確定させ、その上で細心の注意を払った科学的保存処理を行う

必要があり、奈文研で受託してこれを実施することとした。但し、材が大型で分厚いため、単年度

での実施は困難と判断したため、行程を区切っての受託となった。29年度は科学的保存処理を完了

した。なお、大桷遺跡出土木簡について、別途受託契約を結んで実施している保存処理事業始動後

に確認された木簡 2 点についても、大型呪符木簡に関する本受託事業と一括して実施し、これらに

ついては 29年度中に科学的保存処理を終えている。 

事業は概ね以下の手順で行った。 

①保存処理前の状態（水漬け状態）における、肉眼による墨のあった部分の観察、及び材の形状や

加工痕跡の観察などを行った。 

②可視光線（カラー）、赤外線の 2種類のデジタル撮影を実施した。墨痕がなく文字が白く抜けた状

態で残るのみであるため、斜光による撮影を併用した。データは奈文研と公益財団法人鳥取県教

育文化財団の双方で同じものを保管している。 

③埋蔵文化財センター年代学研究室において、顕微鏡観察による樹種の絞り込み、及び樹種同定を

実施した。また、委託主体の了解を得た後、切片を採取し、プレパラートを作成した。 

④①～③の終了後、埋蔵文化財センター保存修復科学研究室において、科学的な保存処理工程に入

り、28 年度に実施済みの工程(下記 1)～3)）に引き続き、29 年度は薬剤含浸以降の全工程(下記

4)～7))を実施し、当該呪符の保存処理を完了した。 

保存処理工程 

1) 処理前記録作成(写真撮影、軟 X線透過撮影など) 

2) 処理前のクリーニング(泥や砂の除去) 

3) 脱水工程(第三ブチルアルコール水溶液への浸漬) 

4) 薬剤含浸工程(ステアリルアルコールの第三ブチルアルコール溶液への浸漬) 

5) 真空凍結乾燥 

6) 表面処理(表面に残留した含浸薬剤の除去) 

7) 処理後記録作成(写真撮影など)・処理前記録作成(写真撮影、軟 X線透過撮影など) 

 

 8 世紀に遡る呪符はあまり類例が多くなく、大桷遺跡のこの呪符はその中でも特異な事例とい

え、その実態解明は、古代の精神世界の解明に上で大きなインパクトをもつものとなることが期

待される。 

  

 なお、具体的な調査成果は、委託主体である公益財団法人鳥取教育文化財団に業務完了報告書

の形で報告した。  

【実績値】 

保存処理 保存処理 3点 

記録作成 31点（可視光写真 13点、赤外線写真 16点、記帳 2点 

 

 

 

 

大桷遺跡出土

大型呪符木簡

（保存処理後・

斜光撮影） 
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業務実績書(受託事業) 

 

 
 

【受託】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 3521F-5 

中期計画の項目 2-(5)地方公共団体等を対象とする文化財に関する研修及び協力等 

【事業名称】 藤原京右京七条二坊、四分遺跡（宅地造成）発掘調査（②-1)） 

【委託者・受託経費】 

委託者： 橿原市 

受託経費：3,059千円 

【担当部課】 都城発掘調査部（飛鳥・藤原地区） 【事業責任者】 部長 玉田芳英 

【スタッフ】清野孝之（考古第三研究室長）、山本崇（都城発掘調査部主任研究員）、張祐榮（考古第二研究室アソシ

エイトフェロー）、和田一之輔（考古第一研究室研究員）、栗山雅夫（企画調整部写真室技術職員） 

【年度実績概要】 

○橿原市飛騨町内における宅地造成にともなう発掘調査であり、橿原市からの受託により実施した。当地は藤原京右 

京七条二坊東北坪で、弥生時代の四分遺跡南東部にあたる。 

・調査地：橿原市飛騨町 71番地 

・調査期間：5月 31日～6月 27日（火） 

・調査面積：150㎡ 

・出土遺物：弥生土器・石器など 

 

○調査成果 

・調査区のほぼ全域にわたって弥生時代中期の遺物包

含層（黒褐色粘質土）の広がりを確認し、その上面

で幅 3.8ｍ、残存深度 1.3ｍの東西方向の大溝を検

出した。大溝は、埋土から出土した土器からみて、

弥生時代後期の集落を取り巻く環濠と考えられ、四

分遺跡の集落域を復元する手がかりを得ることが

できた。 

・環濠の他には、調査区北端で南北方向の小柱穴列 3

間分と土坑 2基、その南側で梁行 2間、桁行 1間以

上の掘立柱建物、調査区中央で南北柱穴列 2 間分な

どを検出した。土坑からは、弥生時代後期の土器が

出土した。 

【実績値】 

・出土遺物：石製品・木製品などコンテナ 3箱、土器コンテナ 20箱。 

・記録作成数：実測図 12枚、デジタル写真 10枚、デジタルメモ写真 436枚。 

・論文等数：1件（①） 

①清野孝之ほか「藤原京右京七条二坊、四分遺跡の調査―第 192-2 次」『奈良文化財研究所紀要 2018』（30 年 6 月予

定） 

東西大溝（環濠）検出状況（南西から） 
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業務実績書(受託事業) 

 

 

【受託】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 3521F-6 

中期計画の項目 2-(5)地方公共団体等を対象とする文化財に関する研修及び協力等 

【事業名称】 長門鋳銭所跡出土木簡等の保存処理等を経ての総合的研究（②-1)） 

【委託者・受託経費】 

委託者： 下関市（山口県） 

受託経費：2,152千円 

【担当部課】 都城発掘調査部 【事業責任者】 副部長 渡辺晃宏 

【スタッフ】 

渡辺晃宏（都城発掘調査部副部長）、馬場基・桑田訓也・庄田慎矢（都城発掘調査部主任研究員）、山本祥隆（同部研究

員）、脇谷草一郎（埋蔵文化財センター主任研究員）、星野安治・松田和貴（同センター研究員）他 

【年度実績概要】 

 山口県下関市に所在する長門鋳銭所跡から平成 22年に出土した木簡数百点（推定）について、科学的な保存処理を

実施した上で釈文を確定し、その歴史的な意義を明らかにするための事業である。27・28年度にそれぞれ木簡 50点に

ついて実施し、29年度はそれらの成果を受けて、さらに木簡 40点を対象とした。また、木簡とあわせて遺跡の歴史的

価値を明らかにするため、同じ調査で出土した鋳銭遺物のうち 14点（坩堝 5点・銅銭 1点・銭笵 4点・鞴羽口 2点・

スラグ 2点）について、自然科学的分析を実施した。 

 調査は概ね以下の手順で行った。 

 

〔木簡〕 

①保存処理前の状態（水漬け状態）について、肉眼による文字の釈読及び木の形状や加工の観察な

どを行い、それらを踏まえた調書（記帳）を作成。 

②同上について、可視光線（カラー）、赤外線の 2種類の写真をデジタルカメラで撮影。データは、

奈文研と下関市教育委員会の双方に保管している。 

③同上について、釈文の検討を最新鋭の赤外線テレビカメラ装置を用いて実施し、釈文案を作成。 

④同上について、埋蔵文化財センター年代学研究室において、顕微鏡観察による樹種の絞り込み及

び同定を実施。40点中 32点については、委託主体と相談の上で切片を採取しプレパラートを作成

した。 

⑤①～④の終了後、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。 

保存処理は、高級アルコール含浸の上、真空凍結乾燥を施した。 

⑥保存処理後の状態について、②と同じ要領で写真撮影を実施。 

⑦同上について、③と同じ要領で釈文を再検討し、最終的に釈文を確定。 

 

〔鋳銭遺物〕 

①坩堝・鞴羽口・スラグについて、非破壊による蛍光Ｘ線分析を行い、ヒ素含有の有無など金属

成分の評価がどこまで可能かを検討。 

②銅銭・銭笵について、 SfM/MVS による遺物の三次元モデルを構築し、鋳型と銭の間の字形など

の類似性を評価する方法について検討。 

 

以上の調査の結果、「城」（長門城か）に関わる銭の付札など、27・28 年度の成果に加えて、銭貨鋳造の現場管理・

運営の様相を彷彿とさせる豊かな内容が読み取れ、全国有数の古代官衙遺跡出土木簡群であることを明確にできた。

長門鋳銭所跡出土の個々の木簡の釈読を確定してその歴史的価値を明らかにする一方で、貴重な資料を確実に後世に

残すための最善の科学的保存処理を実施することができた。鋳銭遺物については、現在分析を進めているところであ

る。 

 具体的な調査成果については、委託主体である下関市教育委員会に業務完了報告書の形で報告した。今後先方と相

談の上、研究成果の公表方法を検討していきたい。 

【実績値】 

保存処理 40点 

記録作成 123点（可視光線写真 46点、赤外線写真 46点、記帳 31点） 

蛍光Ｘ線分析 9点 

三次元モデル作成 5点 

「城銭」付札木簡 
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業務実績書(受託事業) 

 

 

【受託】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 3521F-7 

中期計画の項目 2-(5)地方公共団体等を対象とする文化財に関する研修及び協力等 

【事業名称】 国宝薬師寺東塔遺物整理業務（金属製品）（②-1）） 

【委託者・受託経費】 

委託者： 奈良県 

受託経費：990千円 

【担当部課】 都城発掘調査部（平城地区） 【事業責任者】 副部長 渡辺晃宏 

【スタッフ】 

国武貞克・庄田慎矢（都城発掘調査部主任研究員）、芝康次郎（同部研究員）、浦蓉子（同部アソシエイトフェロー） 

ほか 

【年度実績概要】 

・国宝薬師寺東塔の解体修理にともなう発掘調査で出土した金属製品（おもに鉄製品）について、報告書作成（2020

年度末刊行予定）に向けた整理作業をおこなっている。 

・出土した金属製品には、銅製品 7 点、鉄製品 196 点があり、鉄製品のうち鉄釘が 169 点と最も多い。本年度はおも

にこの鉄釘についてレントゲン写真撮影を行い、その一部について実測作業、クリーニング作業（錆落とし）を進め

た（継続中）。 

・現在までに実測作業が完了したものは 70点、クリーニング作業が完了したものは 5点である。 

・これらの作業と並行して、東塔解体前に部材に取り付けられていた鉄釘約 20点についての実地調査（目視観察、実

測作業、写真撮影）を奈良県文化財保存事務所薬師寺出張所においておこない、出土遺物との対応関係についての

調査を進めている。 

 

【実績値】 

計測等 203点全点完了 

レントゲン撮影 120点（鉄器）必要分すべて完了 

実測 70点完了 

クリーニング 5点完了 

実測作業の様子 クリーニング作業の様子 
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業務実績書(受託事業) 

 

 
 

【受託】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 3521F-8 

中期計画の項目 2-(5)地方公共団体等を対象とする文化財に関する研修及び協力等 

【事業名称】 国宝薬師寺東塔遺物整理業務（石材）(②-1)) 

【委託者・受託経費】 

委託者： 奈良県 

受託経費：228千円 

【担当部課】 都城発掘調査部（平城地区） 【事業責任者】 副部長 渡辺晃宏 

【スタッフ】 

今井晃樹・丹羽崇史（都城発掘調査部主任研究員）、高田祐一（企画調整部研究員）ほか 

【年度実績概要】 

・国宝薬師寺東塔の解体修理にともない、基壇外装を中心として取り外された石材の調査。 

・加工痕跡の調査・実測図作成・写真撮影を行った。 

・対象となる２６点の石材について、加工痕跡の調査を行い、実測図の作成・写真撮影を行った。 

・各時代の石材の悉皆的な調査を通じ、たとえば中世の矢穴にみられる特徴的な様相が徐々に明らかになりつつある

など、石材加工の時代変遷・特徴に関する知見を蓄積しつつある。 

  

 

 

 

【実績値】 

実測図 26枚 

写真 214枚 

石材実測状況 
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業務実績書(受託事業) 

 

 

【受託】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 3521F-9 

中期計画の項目 2-(5)地方公共団体等を対象とする文化財に関する研修及び協力等 

【事業名称】 藤原京右京二条一坊、醍醐遺跡、醍醐環濠（森村宅）発掘調査（②-1） 

【委託者・受託経費】  

委託者： 橿原市 

受託経費：678千円 

【担当部課】 
都城発掘調査部（飛鳥・藤原

地区）  
【事業責任者】 部長 玉田芳英 

【スタッフ】 

山本亮（前考古第三研究室アソシエイトフェロー）・山本崇（主任研究員）・栗山雅夫（企画調整部写真室技術職員） 

【年度実績概要】 

○醍醐町内における個人住宅の家屋解体・宅地造成にともなう発掘調査であり、橿原市からの受託事業として実施し

た。調査地は、藤原京右京二条一坊及び西一坊大路、醍醐環濠にあたり、条坊関連遺構の存在とともに環濠集落に関

連する遺構の存在が推定された。 

・調査地：奈良県橿原市醍醐町 

・調査期間：6 月 5 日～6 月 14 日 

・調査面積：27 ㎡ 

 

○調査成果 

・検出した遺構は、南北溝１条、２時期にわたる大規模な落ち込みである。

南北溝は、埋土に確実な中世の遺物を含まず、弥生土器や藤原京期の遺物

を含むことから、古代に遡る可能性がある。落ち込み１は、幅 6.5ｍ以上、

深さは残存遺構面から 1.1ｍ以上で、調査区外西へ延びる。中世の遺物を

含むことから、中世期の醍醐環濠であると推測される。落ち込み２は、落

ち込み１を埋め立てた後、石積みの護岸を築いて深さ 0.6ｍ程度に改変し

た落ち込み。幅１ｍ以上で、調査区外西へ延びる。近世に改作された環濠

と推測される。 

・本調査によって、中世から近世にかけての醍醐環濠集落の様相と変遷を解

明する上での手がかりを得た。 

【実績値】 

・出土遺物：瓦コンテナ 1 ケース、土器・陶磁器木箱 3 ケース。 

・記録作成数：遺構実測図 3枚、写真 18枚、メモ写真 85枚。 

・論文等数：1件（①） 

①山本崇ほか「藤原京右京二条一坊、醍醐遺跡、醍醐環濠の調査―第 192-4・5・6次」『奈良文化財研究所紀要 2018』

（30年 6月予定） 

検出した石積みの護岸（西から） 
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業務実績書(受託事業) 

  

 
 

【受託】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 3521F-10 

中期計画の項目 2-(5)地方公共団体等を対象とする文化財に関する研修及び協力等 

【事業名称】 藤原京右京二条一坊、醍醐遺跡、醍醐環濠（宅地部分）発掘調査(②-1)) 

【委託者・受託経費】 

委託者： 橿原市 

受託経費：1323千円 

【担当部課】 都城発掘調査部（飛鳥・藤原地区） 【事業責任者】 部長 玉田芳英 

【スタッフ】清野孝之（考古第三研究室長）、山本崇（都城発掘調査部主任研究員）、張祐榮（考古第二研究室アソシ

エイトフェロー）、栗山雅夫（企画調整部写真室技術職員） 

【年度実績概要】 

○醍醐町内における宅地開発にともなう発掘調査であり、橿原市からの受託により実施した。調査地は藤原京右京二

条一坊、醍醐遺跡、醍醐環濠にあたる。 

・調査地：橿原市醍醐町 212 番地 

・調査期間：6 月 19 日～7 月 11 日 

・調査面積：65 ㎡ 

 

○調査成果 

・幅 3～4ｍ、長さ 5ｍの調査区を、敷地の南東・南西・北

東・北西に長さ 1ヶ所ずつ、計 4ヶ所設定した。 

・南東調査区では、斜行溝を検出した。192-5次調査区の南

部で検出した斜行溝の延長線上に位置することから、一

連の溝ではないかと考えられる。この調査区の南東隅で

検出した石積井戸は、重複関係から斜行溝よりも新しく、

その掘方からは鎌倉時代の須恵器鉢と瓦器椀が出土し

た。 

・南西調査区では、南北方向の大溝の東肩を検出した。幅は

2.5ｍ以上、深さは残存遺構面から 0.9ｍで、溝の東肩が

調査区のほぼ中央を南北に縦断しているが、西肩は調査

区外のため未確認である。埋土から出土した土師器皿な

どから、室町時代の遺構と推測される。調査区の東壁と北

壁で柱穴を 4 基確認した。柱穴の出土遺物は中世の土器

片が大半を占める。 

・北東調査区と北勢調査区からは、東西方向の大溝の北肩と

南肩を検出した。深さは残存遺構面から 1.3～1.5ｍであ

る。192-5次調査区北辺で検出した東西大溝Ａと一連と考

えられ、溝幅は 5ｍとなる。溝からは江戸時代初期の土器・陶磁器、鹿骨などが出土した。 

・いずれの調査区でも、藤原京期の遺構は検出されなかったが、中世から近世にかけての醍醐環濠の様相を解明する

上での手がかりを得た。 

【実績値】 

・出土遺物：瓦コンテナ 4箱、土器・陶磁器コンテナ 2箱、木製品・その他コンテナ 1箱。 

・記録作成数：実測図 8枚、デジタル写真 10枚、デジタルメモ写真 178枚。 

・論文等数：1件（①） 

①山本崇ほか「藤原京右京二条一坊、醍醐遺跡、醍醐環濠の調査―第 192-4・5・6次」『奈良文化財研究所紀要 2018』

（30年 6月予定） 

飛鳥藤原第 194-6次調査区 

遺構検出状況（北西から） 
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業務実績書(受託事業) 

 

 
 

【受託】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 3521F-11 

中期計画の項目 2-(5)地方公共団体等を対象とする文化財に関する研修及び協力等 

【事業名称】 藤原京右京二条一坊、醍醐遺跡、醍醐環濠（道路部分）発掘調査(②-1)) 

【委託者・受託経費】 

委託者： 森村 禎子 

受託経費：1479千円 

【担当部課】 都城発掘調査部（飛鳥・藤原地区） 【事業責任者】 部長 玉田芳英 

【スタッフ】清野孝之（考古第三研究室長）、山本崇（都城発掘調査部主任研究員）、張祐榮（考古第二研究室アソシ

エイトフェロー）、栗山雅夫（企画調整部写真室技術職員） 

【年度実績概要】 

○醍醐町内における宅地開発にともなう発掘調査であり、開発者からの受託事業として実施した。調査地は、藤原京

右京二条一坊、醍醐遺跡、醍醐環濠にあたる。 

・調査地：橿原市醍醐町 212 番地 

・調査期間：6 月 19 日～7 月 11 日 

・調査面積：60 ㎡ 

 

○調査成果 

・調査区北端で東西方向の大溝（東西大溝Ａ）の南端を検出した。大

溝の幅は 2.7ｍ以上、深さは残存遺構面から 1.3ｍで、埋土下層に江

戸時代初期の遺物を含む。本調査区の北東と北西に約 3ｍの距離を

隔てて設けた 192-6 次北東・北西調査区からも、一連のものと考え

られる大溝の北端を検出しており、これを参考にすると幅 5ｍに復

元できる。東西大溝Ａ以南では、東西溝 2条（東西溝 1･2）を確認し

た。いずれも埋土に室町時代の遺物を包含する。 

・調査区中央で東西方向の大溝（東西大溝Ｂ）を検出した。幅 3.4ｍ、

深さは残存遺構面から 1.3ｍである。出土遺物には、漆器椀・土師器

皿などがあり、室町時代の遺構と推定される。この東西大溝 B の埋

め立て土の上面から、調査区の東に延びる東西棟の西妻と思われる

柱穴を 3 基検出した。柱穴からは瓦器片が出土しており、中世以降

の掘立柱建物と考えられる。 

・調査区中央の東西大溝 B から南へ 2ｍ付近で北西－南東方向の斜行

溝を検出した。埋土から弥生時代の土器・石鏃、古墳時代の土師器・

須恵器が出土した。幅は 0.5～1.3ｍで、深さは残存遺構面から 0.3

ｍである。 

・調査区南端で井戸を検出した。井戸枠材とみられる木材や石材など

は全く出土しておらず、素掘り井戸と考えられる。直径は 11ｍ、深

さは残存遺構面から 1.5ｍである。埋土から瓦器などが出土してお

り、中世のものと考えられる。 

 今回の調査では、藤原京期の遺構は検出されなかったが、中世から

近世にかけての醍醐環濠集落の様相と変遷を解明する上での手がか

りを得た。 

【実績値】 

・出土遺物：瓦コンテナ 4箱、漆器や木製品・石鏃などコンテナ 1箱、土器・陶磁器コンテナ３箱。 

・記録作成数：実測図 11枚、デジタル写真 11枚、デジタルメモ写真 281枚。 

・論文等数：1件（①） 

①山本崇ほか「藤原京右京二条一坊、醍醐遺跡、醍醐環濠の調査―第 192-4・5・6次」『奈良文化財研究所紀要 2018』

（30年 6月予定） 

飛鳥藤原第 192-5次調査南区 

遺構検出状況（北から） 
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業務実績書(受託事業) 

 

 

【受託】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 3521F-12 

中期計画の項目 2-(5)地方公共団体等を対象とする文化財に関する研修及び協力等 

【事業名称】 特別史跡藤原宮跡（別所町水路改修）発掘調査（②-1)） 

【委託者・受託経費】 

委託者： 橿原市 

受託経費：1,783千円 

【担当部課】 都城発掘調査部（飛鳥・藤原地区） 【事業責任者】 部長 玉田芳英 

【スタッフ】 

石田由紀子（考古第三研究室研究員）、尾野善裕（考古第二研究室長）、福嶋啓人（遺構研究室研究員）土橋明梨沙

（考古第一研究室アソシエイトフェロー）、栗山雅夫（企画調整部写真室技術職員） 

【年度実績概要】 

○別所町内における水路改修にともなう発掘調査であり、橿原市からの受託事業として実施した。調査地は、藤原宮

外濠と六条大路の間にある外周帯にあたる。 

・遺跡名：藤原宮外周帯 

・調査面積：約 182㎡（東西全長 88.8ｍ） 

・調査期間：11月 27日～12月 15日 

 

○調査成果 

・基本層序は、①表土（15～40㎝）、②現代水路関連層（20～40㎝）、③水路埋

土（10～30 ㎝）、④茶褐色砂質土（飛鳥藤原第 191 次で確認した古代の整地層

に対応：5～30㎝）、⑤黒灰粘土（古墳～弥生時代以前の沼状堆積層）。調査区

は全体にわたって水路による削平が著しく、Y－17,775以西では④層上面で遺構

検出をおこなったが、④層が残っていなかった Y－17,775 以東では⑤層上面で

遺構検出をおこなった。遺構検出面の高さは標高 74.50～74.80ｍ。 

・調査区東端で幅 16ｍ以上、深さ約 50㎝の自然流路を検出した。流路は自然地形

に沿って北西方向に斜行する。2度にわたる洪水層の上に細砂の流路層が確認で

き、断続的に土砂が流入したものと考えられる。最下層に近世後期の陶器片を含

む。 

・調査区は水路による削平が著しく、上記の近世後期の自然流路以外は、明確な遺

構を確認できなかった。しかしながら、当該地周辺は、藤原宮造営以前は軟弱な

沼状堆積層が広がっており、藤原宮造営に際しては、この沼状堆積層に大規模な

整地をおこない、利用可能な地盤に改変していったと考えられ、藤原宮以前の旧

地形に関わる知見を得ることができた。 

【実績値】 

出土遺物：土器（弥生時代～近代）6箱、瓦（古代～近代）9箱、銭貨（寛永通宝）1点 

 記録作成数：遺構実測図 11枚、土層断面図５枚、デジタル写真（4×5）12枚、デジタルメモ写真 187 枚 

 論文等数：1件（①）。 

①石田由紀子ほか「藤原宮外周帯の調査―第 191・192－7次」『奈良文化財研究所紀要 2018』（30年 6月予定） 

調査区全景（西から） 
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業務実績書(受託事業) 

 

 

【受託】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 3521F-13 

中期計画の項目 2-(5)地方公共団体等を対象とする文化財に関する研修及び協力等 

【事業名称】 香川県岸の上遺跡出土木簡の保存処理等を経ての総合的研究（②-1)） 

【委託者・受託経費】 

委託者： 香川県埋蔵文化財センター 

受託経費：93千円 

【担当部課】 都城発掘調査部 【事業責任者】 都城発掘調査部史料研究室長 渡辺晃宏 

【スタッフ】 

渡辺晃宏（都城発掘調査部史料研究室長）、馬場基・桑田訓也（同部主任研究員）、山本祥隆（同部研究員）、脇谷草一

郞（埋蔵文化財センター主任研究員）、星野安治・松田和貴（同センター研究員）ほか 

【年度実績概要】 

 香川県丸亀市に所在する岸の上遺跡から出土した木簡 2 点について、科学

的な保存処理を実施した上で釈文を確定し、その歴史的な意義を明らかにする

ための事業である。29年度は木簡 2点について実施した。 

 調査は概ね以下の手順で行った。 

 

①保存処理前の状態（水漬け状態）について、肉眼による文字の釈読及び木の

形状や加工の観察などを行い、それらを踏まえた調書（記帳）を作成。 

②同上について、可視光線（カラー）、赤外線の 2 種類の写真をデジタルカメ

ラで撮影。 

③同上について、釈文の検討を最新鋭の赤外線テレビカメラ装置を用いて実施

し、釈文案を作成。 

④同上について、埋蔵文化財センター年代学研究室において、樹種同定のため

委託主体と相談の上で切片を採取しプレパラートを作成した。 

⑤①～④の終了後、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。 

 保存処理は、高級アルコール含浸の上、真空凍結乾燥を施した。 

⑥保存処理後の状態について、②と同じ要領で写真撮影を実施。 

⑦同上について、③と同じ要領で釈文を再検討し、最終的に釈文を確定。 

 

 具体的な調査成果については、委託主体である香川県埋蔵文化財センターに業務完了報告書の形で報告した。今後

先方と相談の上、研究成果の公表方法を検討していきたい。 

  

【実績値】 

保存処理 2点 

記録作成 18点（可視光線写真 8点、赤外線写真 8点、記帳 2点） 

 

岸の上遺跡出土木簡樹種検討用切片 
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業務実績書(受託事業) 

 

 

【受託】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 3531F-1 

中期計画の項目 2-(5)地方公共団体等を対象とする文化財に関する研修及び協力等 

【事業名称】 特別史跡平城宮跡及び藤原宮跡地内における歴史的環境維持業務（③-1)） 

【委託者・受託経費】 

委託者： 文化庁 

受託経費：16,076千円 

【担当部課】 研究支援推進部研究支援課 【事業責任者】 課長 伴佳英 

【スタッフ】 

江川正(宮跡等活用支援係長）、今西康益 (宮跡等活用支援係係員）、辻本信一 (宮跡等活用支援係係員）、窪田さゆり 

(宮跡等活用支援係係員） 

【年度実績概要】 

 特別史跡平城宮跡地内及び藤原宮跡地内における不具合対応策提案及び整備管理業務の実施 

平城宮跡地内及び藤原宮跡地内において文化庁が実施する事業を補助し、遺構の保存、公開・活用への環境整備の

円滑な進捗を図るもの。実施期間 4月 1日から 30年 3月 31日（休日を除く） 

1特別史跡平城宮跡地内及び藤原宮跡地内における不具合対応策提案業務の実施 

 －1 環境維持、宮跡内施設等の安全確保のための対策提案 

    〇復原施設、遺構表示、便益施設設備の状況観察及び故障等不具合へ対応策提案、対応手配等協力 

① 平城宮跡北面大垣整備地排水対応 

② 第一次大極殿免震装置点検 

③ 朱雀門風鐸等点検 

④ 東院庭園建物・橋等点検 

⑤ 宮跡内植栽管理への助言 

⑥ 平城宮跡国有地管理への助言 

⑦ 藤原宮跡国有地管理への助言 ほか 

－2 緊急事案発生への対応提案 

    ○事件、事故等緊急事案対応への応策提案、対応手配等協力 

① 平城宮跡内危険箇所表示損傷対応 

② 平城宮跡内水路増水対応 

③ 平城・藤原宮跡内倒木対応 ほか 

2特別史跡平城宮跡地内及び藤原宮跡地内における整備管理業務の実施 

  －1 平城宮跡及び藤原宮跡における草刈り業務（別途業務外注）管理の実施 

○計画及び実施工程等の調整 

〇施工箇所の点検・確認 

〇事前の調整（地元自治会等への説明会同席、要望への反映） 

〇周辺住民等からの要望・苦情の聴取 

〇聴取内容、施工箇所変更などの業者への伝達 

  －2 平城宮跡及び藤原宮跡における整備、改修・修繕等の実施にかかる調整対応を実施 

     〇計画及び実施工程等の調整、施工箇所の確認 

① 東院庭園隅楼屋根改修工事 

② 平城宮跡サイン設置工事 

③ 遺構展示館養生シート更新 

④ 平城・藤原宮跡水路修繕等 

⑤ 藤原宮跡民有地等境界柵整備 

⑥ 平城宮跡（植栽剪定） 

      ⑦ 藤原宮跡（植栽剪定） ほか 

【実績値】 

 1－1 不具合対応策提案及び整備管理業務の実施（対応策提案件数 226件） 

 1－2 緊急事案発生への対応提案（対応提案件数 9件） 

2－1 草刈り業務管理の実施 平城宮跡 670,206.17 ㎡・藤原宮跡 400,597.20 ㎡、（地元要望調整等対応件数 160   

件） 

 2－2 計画及び実施工程等の調整、施工箇所の確認（調整対応件数 56件） 
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業務実績書(受託事業) 

 

 

【受託】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 3531F-2 

中期計画の項目 2-(5)地方公共団体等を対象とする文化財に関する研修及び協力等 

【事業名称】 平城宮いざない館詳覧ゾーンにかかる学芸業務(③-1)) 

【委託者・受託経費】 

委託者： 一般財団法人 公園財団飛鳥管理センター 

受託経費：756千円 

【担当部課】 企画調整部 【事業責任者】 部長 森本晋 

【スタッフ】  
○加藤真二（展示企画室長）、廣瀬智子（展示企画室アソシエイトフェロー）、田中恵美（展示企画室アソシエイトフェ

ロー）、座覇えみ（展示企画室アソシエイトフェロー）、杉山洋（国際遺跡研究室特任研究員） 

【年度実績概要】 

・平城宮いざない館詳覧ゾーンの展示の準備、梱包、運搬、開  

梱、並びに実施（30年 3月１日～3月 22日）。 

・平城宮いざない館企画展示室の展示の準備、一部展示品の梱  

包、運搬、開梱、並びに実施（30年 3月１日～3月 23日）。 

・平城宮いざない館開館にともなう詳覧ゾーンにおける来館 

者、報道対応（30年 3月 8日奈良テレビ、3月 22日内覧会 

に関わる各種対応、3月 24日開館式典対応）。 

・平城宮いざない館開館にともなう解説ボランティアへの対応  

（30年 3月 17日、19日、27日～31日）。 

 

平成 30 年度からは、今回、展示を実施した詳覧ゾーンに関

して、学芸業務を受託する。この中で、詳覧ゾーンの展示を的

確に管理するとともに、よりよい活用を図っていきたい。 

また、企画展示室での企画展についても公園管理センターと

協議・調整を進め、協力できるものについては、積極的に協          

力していきたい。 

  

【実績値】 

詳覧ゾーン展示品 600件 

企画展室展示品約 130件 

解説ボランティア学習会等参加者のべ 184名 

詳覧ゾーンでの展示作業 
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業務実績書(受託事業) 

 

 
 

【受託】 施設名 奈良文化財研究所 処理番号 3531F-3 

中期計画の項目 2-(5)地方公共団体等を対象とする文化財に関する研修及び協力等 

【事業名称】 平城京跡西大寺跡の発掘調査（③-1)） 

【委託者・受託経費】 

委託者： 岡本薫 岡本保司 

受託経費：2,173千円 

【担当部課】 都城発掘調査部（平城地区） 【事業責任者】 副部長 渡辺晃宏 

【スタッフ】  

○渡辺晃宏（都城発掘調査部副部長）、林正憲（同部主任研究員）、浦蓉子（同部研究員）ほか 

【年度実績概要】 

・共同住宅建設にともなう事前調査。 

 調査面積：約 155㎡。 

調査期間：30年 2月 20日～3月 30日。 

 

・基本層序 

現地表土（60㎝）、茶灰土（10～15cm、遺物包含層・部分的）、地山（GL

－75～80㎝・ｈ＝74.83～74.9m）。遺構検出は地山面で行った。 

 

 

・主な検出遺構 

南北溝 2条、方形遺構 2、幢竿遺構 

幢竿遺構は、東西幅 2.2m、南北幅 2.6ｍ、深さ検出面より 2.1ｍの大土

坑。掘方の北西に寄せて、直径約 0.7m の柱（樹種同定の結果ヒノキ）が

据えられていた。この柱を直立させるために、建築部材の転用材で根固め

されていた（図 9）。この柱は、薬師金堂の心より約 220 尺南に位置する

（＝一条条間路心より約 180 尺）。また、西大寺の伽藍中軸より約 227.6

尺東、薬師金堂の回廊の東の柱筋から約 63尺東に位置する。 

 

 

・主な出土遺物 

 土師器・須恵器・瓦質土器・陶磁器類、軒丸・軒平瓦、丸瓦・平瓦、柱根、板材、木製品、銭、鉄製品、石製品、冶

金遺物、モモ核など。 

 

・調査所見 

西大寺の幢竿の可能性がある掘立柱の柱根を初めて確認することができた。この幢竿は、西大寺薬師金堂の回廊の

南東隅に位置し、他寺院の幢竿遺構との類似性がある。 

 

 

【実績値】 

（参考値） 

出土遺物：土師器・須恵器・瓦質土器・陶磁器類 17箱 

軒丸瓦 28点、軒平瓦 36点、丸瓦・平瓦整理用コンテナ 113箱 

柱根１本、板材 13本、木製品整理用バット 8箱、木端整理用バット 12箱 

銭 2点、鉄製品 1点、石製品 12、冶金関連 6点、モモ核など。 

記録作成数：実測図 7枚（A2判）、デジタル写真約 1190枚 

幢竿遺構 
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【書式Ａ】 施設名 本部事務局 処理番号 7110 

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．業務改善の取組 

事業名 （１）組織体制の見直し 

【年度計画】 

・国際業務の推進体制の整備の一環として、2019年 ICOM京都大会に向けて、機構内における組織体制を整備する。 

・情報セキュリティの確保・維持の重要性に鑑み、本部情報担当部門の設置を検討する。 

担当部課 本部事務局総務企画課 事業責任者 課長 木村守平 

【実績・成果】 

・国際業務の推進体制の整備のため、28年度に副理事の職を新設し、併せてICOM京都大会の実施に向けて、30年3月に 

ICOM京都大会準備室に職員を1名派遣した。 

・情報セキュリティの確保・維持のため、7月に情報担当のアソシエイトフェローを1名採用し、本部情報担当分門の設

置を推進した。 

【補足事項】 

 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 
経年変化 

25 26 27 28 

- - - - - - - - 

【年度計画に対する総合評価】 

評定： Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

 国際業務の推進体制整備の一環として、29年度は予定通りICOM京都大会準備室へ

の人員配置を行うことができた。また、情報担当の人員を増員することで、情報セ

キュリティの確保・維持の推進を図った。 

国際業務の推進体制整備、情報セキュリティへの対応を、引き続き進めていく。 

【中期計画記載事項】 

組織の機能向上のため、組織・体制等の見直しを行う。特に、2019年 ICOM京都大会及び 2020年東京オリンピック・

パラリンピック競技大会の開催に向けて、機構の事業全体を通じて、各施設横断的に国際業務を戦略的に推進する体

制を整備する。 
【中期計画に対する評価】 

評定： Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

 中期計画に沿って、組織の機能向上のための組織・体制の見直しを実施した。28

年度の副理事の職の新設に引き続き、「2019年ICOM京都大会」に向けて職員の派遣を

行うことで、事業を推進している。 

 30年度以降も、「2019年ICOM京都大会」、「2020年東京オリンピック・パラリンピッ

ク競技大会」の開催に向けた国際業務の推進体制整備を、情報セキュリティへの対

応と併せて引き続き進めていく。 
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【書式Ａ】 施設名 本部事務局 処理番号 7120 

中項目 １．業務改善の取組 

事業名 （２）人件費管理の適正化 

【年度計画】 

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国家公務員の水準を超え

ないよう取り組み、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。 

担当部課 本部事務局総務企画課 事業責任者 課長 木村守平 

【実績・成果】 

・人事給与統合システムが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。また、人事給与

統合システムを利用し、人件費のシミュレーション等を行うことにより、人件費に関する計画を円滑かつ詳細に企

画・立案することできるようになり、29年度も適正な人件費管理を行っている。 

・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。30年度も引き続き公表することとしている。 

 

【補足事項】 

・当法人の給与規程は、国家公務員の職員給与を規定している一般職の給与に関する法律等に準拠している。また、国

と異なる諸手当はない。 

・ラスパイレス指数は、28年度は、事務・技術職員が98.7、研究職員が99.8となっており、その水準維持に努めた。な

お、29年度のラスパイレス指数は30年9月に総務省ウェブサイトにて公表予定である。 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 経年

変化 

25 26 27 28 

- - - - - - - - 

【年度計画に対する総合評価】 

評定： Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

年度計画に沿って、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、

対国家公務員指数は国家公務員の水準を超えないよう取り組み、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している。 

【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適正な水準を維持するよ

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。 

【中期計画に対する評価】 

評定： Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

 28年度に引き続き、中期計画に沿って人件費管理の取り組みを実施している。 

30年度も引き続き、着実に人件費管理の取り組みを検討、実施する。 
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【書式Ａ】 施設名 法人全体 処理番号 7130 

中項目 １．業務改善の取組 

事業名 （３）契約・調達方法の適正化 

【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・業務委託について引き続き企画競争を実施する。 

担当部課 本部事務局財務課（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

研究支援推進部管理課、奈良文化財研究

所研究支援推進部総務課、アジア太平洋

無形文化遺産研究センター総務担当 

事業責任者 事務局長 山下 登 

【実績・成果】 

①「独立行政法人における調達等合理化契約の取組の推進について（平成 27年 5月 25日総務大臣決定）」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 29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（12月 6日開催） 

    第 2回契約監視委員会（30年 6月 26日開催予定） 

②東京国立博物館（レストラン、正門プラザ（ミュージアムショップ））、京都国立博物館（平成知新館（ミュージア

ムショップ・レストラン））、奈良国立博物館（ミュージアムショップ・レストラン）、奈良文化財研究所（飛鳥資

料館ミュージアムショップ、平城宮跡資料館ミュージアムショップ）については企画競争を実施済み。29 年度にお

いては、貸借期間終了に伴い、東京国立博物館では平成館ラウンジ飲食店、黒田記念館カフェ、ミュージアムショッ

プについて企画競争を実施した。同様に、京都国立博物館では、南門カフェの企画競争を実施した。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。 

○・11月に機構内の会計系職員を対象とした研修を行った。（24人が参加）  

・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 28年度 29年度 増減 

件数 155件 129件 △26件  

 

【補足事項】 

 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 経年

変化 

25 26 27 28 

- - - - - - - - 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

計画どおり取組を実施している。 

【中期計画記載事項】 

「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」（平成27年5月25日総務大臣決定）に基づき、引き続き

取組を着実に実施し、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、経費の効率化を行い、随意契約によることができる事由を会計規定等において明確化し、公正性・透明

性を確保しつつ合理的な調達を実施する。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

計画どおり取組を実施している。 
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【書式Ａ】 施設名 法人全体 処理番号 7140 

中項目 １．業務改善の取組 

事業名 （４）共同調達等の取組の推進 

【年度計画】 

本部事務局、東京国立博物館、東京文化財研究所について、上野地区（東京藝術大学、国立科学博物館、国立西洋美

術館）における再生PPC用紙、トイレットペーパー、廃棄物処理、古紙等売買、複写機賃貸借、トイレ洗浄機器等賃貸

借の共同調達を引き続き実施する。他施設での実施についても、引き続き周辺機関と協議する。 

担当部課 本部事務局財務課（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

研究支援推進部管理課、奈良文化財研究

所研究支援推進部総務課、アジア太平洋

無形文化遺産研究センター総務担当 

事業責任者 事務局長 山下 登 

【実績・成果】 

・本部事務局、東京国立博物館、東京文化財研究所について、引き続き上野地区（東京藝術大学、国立科学博物館、国

立西洋美術館）における再生PPC用紙、トイレットペーパー、廃棄物処理、古紙等売買の共同調達を実施した。また、

便器洗浄機器賃貸借、複写機賃貸借及び保守業務についても共同調達を開始した（便器洗浄機賃貸借：東京国立博物

館、国立科学博物館、国立西洋美術館／複写機賃貸借及び保守業務：本部事務局、東京国立博物館、東京文化財研究

所、国立科学博物館）。 

・京都国立博物館では、京都国立近代美術館、国際日本文化研究センター、総合地球環境学研究所と共同調達を実施し

た（PPC用紙及びトイレットペーパー）。 

・奈良国立博物館では、 PPC用紙及びトイレットペーパーについて、近隣の共同調達契約を調査し、業者と交渉した結

果、共同調達と同額又はそれ以下に納入金額を引き下げて調達を実施した。共同調達については、事務負担等を考慮

し、現状では見合わせているが、近隣の共同調達契約の動向に応じて、必要があれば共同調達への参加について今後

も検討を進める。 

・九州国立博物館では、九州地区の大学とPPC用紙及びトイレットペーパーについて共同調達を実施した。 

・奈良文化財研究所では、PPC用紙及びトイレットペーパーについて、近隣機関の共同調達における納入金額と同額に

て独自に調達を実施した。その他の物品の共同調達については、引き続き検討を進める。 

【補足事項】 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 経年

変化 

25 26 27 28 

- - - - - - - - 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

計画どおり取組を実施している。 

【中期計画記載事項】 

各施設の業務内容や地域性を考慮しつつ、コピー用紙等の消耗品や役務について、周辺の他機関等との共同調達等

の取組を推進する。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

計画どおり取組を実施している。 
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【書式Ａ】 施設名 本部事務局 処理番号 7151 

中項目 １．業務改善の取組 

事業名 （５）一般管理費等の削減 ①機構内の共通的な事務の一元化による業務の効率化 

【年度計画】 

1)人事、給与、共済業務の在り方を見直し、事務の効率化を引き続き図る。  

2)機構のネットワークの統合を検討し、業務の効率的な運用及び情報の共有化を推進する。 

担当部課 本部事務局総務企画課 事業責任者 総務企画課長 木村守平 

【実績・成果】 

1)共通的な事務の一元化と事務の効率化のため、機構共通の業務システムである、グループウェア、財務会計システ

ム、人事給与統合システム、web給与明細システムの運用を継続した。 

2）機構のネットワークの統合について継続して検討を進めた。 

【補足事項】 

2)業務の効率的な運用と情報共有化のため、機構共通の業務システム及び基盤となるネットワークの運用を継続した。

情報共有については、グループウェア上の機構内全職員に共有すべき重要情報を整理統合したコンテンツ「機構内

共有情報」を継続して運用・更新し、「行事予定一覧」等の情報を効率的かつ分かりやすく共有することに努めた。 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 

経

年

変

化 

25 26 27 28 

一般管理費 754百万円 
中期目標期間中 

15％以上効率化 
 607 832 1,080 831 

業務経費 6,159百万円 
中期目標期間中 

5％以上効率化 
 6,213 6,319 6,580 5,417 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

 機構共通の業務システムの運用を継続し、事務の効率化を引き続き図った。 

効率化のための共通事務システムの管理運用と次期機構ネットワークの検討につ

いては、計画通り進めることができた。 

 

【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（２）及びⅨ４．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、事務、事業、組織等の見直しや、サービスの質を維持した上で

外部委託により経費削減が可能な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機構内の共通的な事務の一元化による業務の効率化（略） 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

・効率化のための共通事務システムの管理運用及び次期機構ネットワークの検討に

ついて、計画通り進めることができた。 
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【書式Ａ】 施設名 法人全体 処理番号 7152 

中項目 １．業務改善の取組 

事業名 （５）一般管理費等の削減 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） 
・警備及び看視案内の一部並びに売札及び清掃業務 
・資料館業務の一部 

・施設内店舗業務 
（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 
（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 本部事務局財務課（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

研究支援推進部管理課、奈良文化財研究

所研究支援推進部総務課、アジア太平洋

無形文化遺産研究センター総務担当 

事業責任者 事務局長 山下 登 

【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、構内樹木等維持管理業務、

清掃業務、各種事務補助作業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民間委託している。また、研究所は警備業務の全てを民間委託してい

る。  

・博物館の来館者サービスに関しては、売札業務、受付・案内業務、託児業務、ロケーション撮影対応業務、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。  

・東京国立博物館では、茶室及び大講堂等の施設貸出業務について民間委託を実施している。 

【補足事項】 

 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 経年

変化 

25 26 27 28 

- - - - - - - - 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

計画どおり外部委託を実施している。 

【中期計画記載事項】 

（略）事務、事業、組織等の見直しや、サービスの質を維持した上で外部委託により経費削減が可能な業務を引き続き

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。 

（略）②計画的なアウトソーシング 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

計画どおり外部委託を実施している。 
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【書式Ａ】 施設名 法人全体 処理番号 7153 

中項目 １．業務改善の取組 

事業名 （５）一般管理費等の削減 ③使用資源の減少 

【年度計画】 

・省エネルギー 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。 

・廃棄物減量化 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 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 本部事務局財務課（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

研究支援推進部管理課、奈良文化財研究

所研究支援推進部総務課、アジア太平洋

無形文化遺産研究センター総務担当 

事業責任者 事務局長 山下 登 

【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、照明のLED化の推進等を行っ

た。 

・廃棄物削減では、両面印刷の励行、館内LAN・電子メール等の活用を引き続き行い、会議でのiPad活用による文書の

ペーパーレス化を実施した。 

・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 

光熱水使用量                                          

事項 28年度 29年度 増減 増減率 

電気（kwh） 25,475,017 25,703,795 228,778 0.90% 

ガス（㎥） 1,961,450 1,984,170 22,720 1.16% 

水道（㎥） 144,711 154,269 9,558 6.60% 

日常の節電節水の周知徹底、冷暖房の省エネ運転等を実施したが、以下の外的要因により使用量はいずれも増加

した。 

電気使用量 京都国立博物館において、夏季夜間開館等による開館時間の増加に伴う空調機運転に要する使用量が

増加したため。（29年度より7～9月の金・土曜日は21時まで開館実施） 

ガス使用量 奈良国立博物館において、入館者数が増加（前年度比22.23％増）し、また収蔵庫が増床（前年度比

8.22％増）したため。 

水道使用量 東京国立博物館、京都国立博物館、奈良国立博物館において入館者数が増加したため。（東京国立博

物館前年度比34.71％増、京都国立博物館前年度比145.08％増） 

廃棄物排出量                                         

事項 28年度 29年度 増減 増減率 

一般廃棄物（kg） 225,453 232,251 6,798 3% 

  両面印刷の励行、ペーパーレス化等を実施したが、以下の外的要因により排出量は増加した。 

 奈良国立博物館において、天候の影響により、敷地内の落ち葉等の処理量が増加したため。 

【補足事項】 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 

経年

変化 

25 26 27 28 

光熱水量 

 電気量(kwh) 

 ガス量(㎥) 

 水道量(㎥) 

廃棄物排出量(kg) 

 

25,703,795 

1,984,170 

154,269 

232,251 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

25,749,324 

1,912,122 

153,108 

238,041 

 

26,425,896 

1,904,708 

148,365 

241,900 

 

24,981,029 

1,888,670 

143,070 

225,151 

 

25,475,017 

1,961,450 

144,711 

225,453 

【年度計画に対する総合評価】 

評定： Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

各施設においては計画通り節減に努めており、光熱水使用量及び廃棄物排出量の

増加は当年度の外的要因によるところが大きい。 

【中期計画記載事項】 

（略）事務、事業、組織等の見直しや、サービスの質を維持した上で外部委託により経費削減が可能な業務を引き続き

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。 

（略）③使用資源の減少 

・省エネルギー ・廃棄物減量化 ・リサイクルの推進 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

 各施設においては計画通り節減に努めており、光熱水使用量及び廃棄物排出量の

増加は当年度の外的要因によるところが大きい。 
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【書式Ａ】 施設名 本部事務局 処理番号 7200 

中項目 ２．業務の電子化 

事業名 業務の電子化 

【年度計画】 

機構ウェブサイトにおいて、機構に関する情報の提供を引き続き行い、政府の方針に沿ってオープンデータを推進

し、各事務システムの継続運用とバックアップ・インフラ増強に努める。 

担当部課 本部事務局総務企画課 事業責任者 総務企画課長 木村守平 

【実績・成果】 

・引き続き機構ウェブサイトを運用し、機構に関する情報の提供を行った。 

・機構内の博物館4館の各館所蔵品データを横断的に検索する「国立博物館所蔵品統合検索システム」（略称：ColBase） 

 を引き続き運用し、オープンデータの推進に努めた。 

・30年3月22日よりColBaseと国立国会図書館サーチとの連携を開始した。これにより、国立博物館の収蔵品と関連す

る書籍や論文の情報を一括で検索できるようになった。 

・30年3月30日よりColBaseと文化遺産オンライン（文化庁）との連携を開始した。これにより、国立博物館の収蔵品

を、他の美術館・博物館等の所蔵作品とあわせて検索できるようになった。 

・機構共通の各事務システム（グループウェア「サイボウズ」、財務会計システム「GrowOne」、人事給与統合システム 

 「U-PDS」、web給与明細システム「U-PHS HR」）及びその基盤ネットワーク「機構VPN(Virtual Private Network)」 

 を継続運用した。 

【補足事項】 

・「国立博物館所蔵品統合検索システム」登録データ数 

 （29年度末時点）： 

  日本語基本データ数：133,519件（うち画像あり8,386件） 

  英語基本データ数：  28,769件（うち画像あり7,990件） 

 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 経年

変化 

25 26 27 28 

- - - - - - - - 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

 国立博物館所蔵品統合システム（ColBase）を継続運用し、国立国会図書館サーチ、

文化遺産オンラインとの連携を開始して、オープンデータ推進の取り組みを進めた。 

【中期計画記載事項】 

機構に関する情報の提供、オープンデータの推進、業務・システムの最適化等を図ることとし、ＩＴ技術を活用した

業務の効率化に努める。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

国立国会図書館サーチ、文化遺産オンラインとの連携は、30年度見込みとして準

備を進めてきたものであるが、予定より早く年度内に実現することができた。30年

度以降は、掲載データの内容や画像の充実を図っていく。 
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【書式Ａ】 施設名 本部事務局 処理番号 7300 

中項目 ３．予算執行の効率化 

事業名 予算執行の効率化 

【年度計画】 

運営費交付金収益化基準として業務達成基準が原則とされたことを踏まえ、収益化単位の業務を設定するとともに、

収益化単位の業務及び管理部門の活動と運営費交付金の対応関係を明確にする。 

担当部課 本部事務局財務課 事業責任者 課長 香取 雄太 

【実績・成果】 

「独立行政法人の中期計画、中長期計画及び事業計画に係る予算等について」（中央省庁等改革推進本部事務局 平

成12年4月策定，平成27年3月総務省行政管理局修正）の記載（「業務経費については、中期目標等、中期計画等の業務

運営の効率化に関する項や業務の質の向上に関する項において具体的に記載される業務内容との対応関係が明らかに

なるように定めるものとする。」）に基づき、収益化単位と中期目標、中期計画記載事項とを一致させ、法人業務の成果

を予算的にも国民に分かりやすいものになるよう取り組んだ。 

【補足事項】 

 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 経年

変化 

25 26 27 28 

- - - - - - - - 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

計画どおり取組を実施している。 

【中期計画記載事項】 

運営費交付金収益化基準として業務達成基準が原則とされたことを踏まえ、収益化単位の業務ごとに予算と実績を

管理する体制を構築する。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

計画どおり取組を実施している。 

 

－　　－427



 
 

【書式Ａ】 施設名 法人全体 処理番号 8110 

大項目 Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置 

中項目 １．自己収入拡大への取組 

事業名 （１）自己収入拡大への取組 

【年度計画】 

機構全体において、展示事業等収入額について前中期目標の期間の実績の年度平均を上回ることを目指す。 

担当部課 本部事務局財務課（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

研究支援推進部管理課、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 山下 登 

【実績・成果】 

展示事業等収入については、下表のとおり2,260,173千円となり、目標を上回った。 

 

 目標値 平成 29年度 

展示事業等収入 1,538,510千円 2,260,173千円 

※目標値は、前中期目標期間の実績の年度平均。 

※受託研究・受託事業を除く。 

  ※還付消費税を含む金額。還付消費税を除くと2,095,202千円となる。 

【補足事項】 

 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 
経年

変化 

25 26 27 28 

自己収入額 

（展示事業等収入） 
2,260,173千円 1,538,510千円 Ａ 1,240,226 1,730,218 1,817,119 1,714,563 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ａ 

【判定根拠、課題と対応】 

 来館者数が28年度実績より100万人近く増加したことに伴い、展示事業等収入も

381,040千円（還付消費税を除く）増加し、目標を大幅に上回ることができた。 

【中期計画記載事項】 

展覧事業の集客力を高める工夫による来館者数の増加に努め、自己収入の確保を図るとともに、賛助会員等への加

入者の増加に継続的に取り組み、寄附金の獲得を目指す。また、（略）競争的資金の獲得等財源の多様化を図り、機構

全体として積極的に自己収入の増加に向けた取組を進めることにより、前中期目標の期間の実績以上の自己収入を得

ることを目指す。 
【中期計画に対する評価】 

評定：Ａ 

【判定根拠、課題と対応】 

来館者数の増加により、目標を大幅に上回ることができた。 
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【書式Ａ】 施設名 法人全体 処理番号 8120 

中項目 １．自己収入拡大への取組 

事業名 （２）外部資金の獲得 

【年度計画】 

機構全体において、寄附金等の外部資金獲得により財源の多様化を図る。 

担当部課 本部事務局財務課（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

研究支援推進部管理課、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 山下 登 

【実績・成果】 

寄附金については、下表のとおり 732,210千円となり、目標値を上回った。 

 

 目標値 平成 29年度 

寄附金 439,574千円 732,210千円 

※目標値は、前中期目標期間の実績の年度平均。 

 

【補足事項】 

 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 
経年変化 

25 26 27 28 
寄付金等額 

（その他寄付金等） 
732,210千円 439,574千円 Ａ 172,318 789,808 795,744 753,812 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ａ 

【判定根拠、課題と対応】 

計画どおり取組を実施しており、目標を大幅に上回ることができた。 

【中期計画記載事項】 

展覧事業の集客力を高める工夫による来館者数の増加に努め、自己収入の確保を図るとともに、賛助会員等への加

入者の増加に継続的に取り組み、寄附金の獲得を目指す。また、（中略）競争的資金の獲得等財源の多様化を図り、機

構全体として積極的に自己収入の増加に向けた取組を進めることにより、前中期目標の期間の実績以上の自己収入を

得ることを目指す。 
【中期計画に対する評価】 

評定：Ａ 

【判定根拠、課題と対応】 

計画どおり取組を実施しており、目標を大幅に上回ることができた。 
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。【書式Ａ】 施設名 東京国立博物館 処理番号 8130A 

中項目 １．自己収入拡大への取組 

事業名 （３）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、学校等外部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 竹之内勝典 

【実績・成果】 
（博物館４施設） 
①年間2回、会員向けに「東大寺講演会」の開催をはじめ、主催、共催や後援による講演会を開催した。 
②ホームページや関係団体からの申し込み、学校訪問等の機会を通じて、講堂や茶室をはじめ各施設の利用促進を図
った。 

③主に入館者の拡大と施設の有効利用を目的として、コンサートや寄席、野外シネマなど38件のイベントを実施し、約
20,000人の参加があった。また、国際交流イベントとして「留学生の日」を実施し、無料観覧（総合文化展のみ）の
ほか、茶会、英語ガイド、ガイドツアーなどを行い1,622人が来場した。 

【補足事項】 
②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を図った。 
・企業等のパーティーによるユニークベニューの収入は、14件 43,077千円であった。 
・撮影による収入は、336件 25,865千円であった。（28年度実績 325件 32,317千円） 
・重要文化財「表慶館」は、展覧会の開催がない時期にユニークベニューとして活用し、大型イベントの誘致を行
った。 
・27年 7月より業務効率化と民間の接客対応を取り入れるため、撮影業務の外部委託を実施した。 

③新規来館者のうち、特に若年層の獲得を図るため、「博物館で野外シネマ」を昨年度に引き続き実施し、2,811 人
（2日間実施予定のうち雨天のため 1日中止）の来場があった。新規来館者向けに、開館時間の延長や館内マップ
の作成など、博物館の魅力を知る機会とした。また、「プレミアムフライデー」に併せて、夜間開館の活用を促す
ために、「プレミアムな！東博寄席」（2回、385名）、「東博納涼怪談」（196名）、「トーハク BEER NIGHT!」（4回、
4,580名）や「nukumori MOON LIVE」（2,087名）等のイベントを実施した。 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 
経年

変化 

25 26 27 28 

施設の有効利用件数 866件 - - 676 664 652 747 

 うち有償利用件数 581件 - - 393 402 434 529 
【年度計画に対する総合評価】 
評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 
開館時間以外の時間帯を活用した敷地内施設の利用促進によって、当館の認知度

向上と外部資金の調達を図った。特に、夜間開館の拡充や訪日外国人の増加を受け
て、アンケート調査等の結果を反映し、非日常的な体験を博物館で体験する野外シ
ネマ、ビアガーデンやライブなどを開催した。施設の有効活用と新たな取り組みに
より着実に新規来館者とリピーターの獲得を図っており、目的を達成することがで
きた。 

【中期計画記載事項】 

（略）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、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などの施設の有効利用の推進、競争的

資金の獲得等財源の多様化を図り、機構全体として積極的に自己収入の増加に向けた取組を進めることにより、前中期目標の期間の

実績以上の自己収入を得ることを目指す。 
【中期計画に対する評価】 
評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

当館のブランド戦略を考慮し、事案毎に適切な判断を行いながら、保有資産の外

部への貸出を進めることができた。伝統ある博物館の施設や敷地内の空間を活かし、

新たな魅力を発信する取り組みを自主企画や貸会場として行うなど、中期計画を順

調に実施することができた。 

「博物館で野外シネマ」実施の様子 プレミアムフライデー「トーハク 

BEER NIGHT!」実施の様子 
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【書式Ａ】   施設名 京都国立博物館 処理番号 8130B 

中項目 １．自己収入拡大への取組 

事業名 （３）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、学校等外部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 事業責任者 課長 數馬厚人 

【実績・成果】 

（博物館４施設） 

①展覧会に関する講演会、土曜講座の他に、公益財団法人文楽協会と連携し、「解説と実演による文楽鑑賞入門」を開

催した。 

②新たにロケーション撮影に関する制度を設けたほか、講堂等の利用案内（利用時間、料金等）を当館ホームページ

へ掲載した。また、明治古都館の一部をイベント会場等として外部に貸し出すなど、保有資産の有効利用の推進を

図った。 

③従前の「京都・らくご博物館」、の他に、留学生を対象に日本文化への理解を深めるため、「留学生の日」を設け、平

成知新館名品ギャラリー無料観覧、明治古都館での書道パフォーマンスおよび庭園での書道体験を行った。 

【補足事項】 

①講座・講演会等 

・「解説と実演による文楽鑑賞入門」 場所：平成知新館講堂 参加人数：189人 

 文楽の太夫、三味線、人形の解説と体験（三味線は解説のみ）に続き、本館にもつながりのある五条橋を舞台とした

「牛若丸 弁慶 五条橋」を実演した。 

②外部への会場提供 

・映像(テレビ、映画等)・商品カタログ等の撮影(平成知新館、庭園、茶室)、茶会の開催(茶室)、会議・講演会等の開

催(講堂)、式典・パーティ等の開催(平成知新館グランドロビー、庭園)、企業の展示会イベント（明治古都館）。 

③コンサート等のイベント 

・「京都・らくご博物館」 場所：平成知新館講堂 参加者数：430人 

・「留学生の日」 場所：平成知新館 参加者数：88人 

・書道パフォーマンス 場所：明治古都館 参加人数：200人 

・書道体験 場所：庭園 参加人数：300人 

 

 

 

 

 

 

     文楽入門鑑賞     企業のイベントにる施設貸出（明治古都館）   書道パフォーマンス 

  

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 
経年

変化 

25 26 27 28 

施設の有効利用件数 122件 - - 28 63 112 105 

 うち有償利用件数 86件 - - 25 57 104 93 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

ロケーション撮影に関する新制度を設けたほか、講堂等の利用案内について、当

館ホームページへの掲載を行い、外部に対して積極的に広報を行った。30年度以降

は、新たな活用方法の検討、外部との連携等を試みたい。 

入館者拡大のために、無関心層を取り込むための新たなイベントを試みた。今年

度は特に、参加者体験型および展覧会に関連したイベント内容を意識して、企画を

検討した。 

件数についても、過去4年間の平均を上回っており、計画通りに有効活用を推進

することができた。 

【中期計画記載事項】 

（略）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、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などの

施設の有効利用の推進、競争的資金の獲得等財源の多様化を図り、機構全体として積極的に自己収入の増加に向けた

取組を進めることにより、前中期目標の期間の実績以上の自己収入を得ることを目指す。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

ウェブサイトでの周知等の新たな広報手段の活用や規則の整備に取り組むとと

もに、入館者数拡大のための新規イベントを企画し、本来業務に支障のない範囲で

実施した。その結果、中期計画通りに順調に成果を上げている。 
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【書式Ａ】   施設名 奈良国立博物館 処理番号 8130C 

中項目 １． 自己収入拡大への取組 

事業名 （３）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、学校等外部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 事業責任者 課長 室溪浩 

【実績・成果】 

（博物館４施設） 

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小学生を対象に世界遺産学習を実施した。 

③地元自治体等と連携し、入館者の拡大を目的とした各種イベントを実施した。 

【補足事項】 

①講座・講演会 

 公開講座(13回)、サンデートーク(12回)、正倉院展ボランティア解説(97回)、特別鑑賞会(9回)、文化財保存修理所

特別公開（1回）等 

②世界遺産学習(27校) 

③イベントの実施 

・講堂：「親子で学ぼう博物館」、親子講座「エンマさまと地獄めぐり」、第69回正倉院展親子鑑賞会、文化財保存修理

所特別公開、「笑い飯哲夫のおもしろ仏教講座」、『お水取り「講話」と「粥」の会』、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「着て楽しむ！ほとけさまのファッション」、特別展「快慶」関連イベント「截

金技法の体験をしてみよう！」、特別展「源信」関連イベント「つくってわかる！立体地獄絵」、奈良トライアング

ルミュージアムズワークショップ「写仏散華づくり」、「第2回ボランティア・フェスタ」 

・仏教美術資料研究センター：「正倉院展特別セミナー」、 Daiwa Sakura Aid Presents「冬の桜」、「仏教美術資料研

究センター公開」 

・庭園・茶室：庭園散策ツアー（2回）、「コンサート音燈華 ジュスカ・グラン

ペール」、「おん祭と春日信仰の美術」茶会 

○会場提供 

・講堂：講演会「奈良の仏」、講義「天才仏師 快慶」、多摩美術大学講義、講義

「美術館めぐり」、鹿愛護会による講演、なら国際映画祭   

・仏教美術資料研究センター：テレビ番組「今夜も生でさだまさし」の収録、

重要文化財指定建造物の現地研修 

・庭園：正倉院展「野点のお茶席」                 

・茶室：茶会 

・敷地内：なら燈花会、ライトアッププロムナード・なら2017、奈良県柿の日

消費拡大イベント、春日若宮おん祭執行に係る敷地提供、なら瑠璃絵等 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 
経年

変化 

25 26 27 28 

施設の有効利用件数  111件 - - 144 117 117 113 

 うち有償利用件数 19件 - - 43 34 33 21 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

講堂では、公開講座、サンデートーク、親子向けの鑑賞会等を積極的に実施し

た。また、なら国際映画祭やなら瑠璃絵に対して会場提供を行う等、博物館の認知

の向上及び、施設の有効活用ができた。 

【中期計画記載事項】 

（略）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、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などの

施設の有効利用の推進、競争的資金の獲得等財源の多様化を図り、機構全体として積極的に自己収入の増加に向けた

取組を進めることにより、前中期目標の期間の実績以上の自己収入を得ることを目指す。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

コンサート会場として施設を提供したり、地元自治体等と連携してイベントを

実施したりすることで博物館の認知を向上させることができており、計画通り順

調に施設を有効利用し成果をあげている。今後は、旅行会社や観光団体との連携を

強化し、更なる施設の利用促進を図る。 

講演会「奈良の仏」 
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【書式Ａ】   施設名 九州国立博物館 処理番号 8130D 

中項目 １．自己収入拡大への取組 

事業名 （３）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、学校等外部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 

総務課 

事業責任者 課長 吉川利幸 

課長 菅原秀倫 

【実績・成果】 

（博物館４施設） 

①特別展及び特別展示等に関する講演会・講座等を開催した。 

②ミュージアムホール及び茶室、研修室等の外部団体への貸出を積極的に行った。 

③落語家による「みゅーじあむ寄席」の開催や、ミュージアムコンサート等を行い、施設の有効利用を図った。 

【補足事項】 

①展示関連の講演会等の開催 

1)特別展及び文化交流展（特別展示）関連イベント 

・特別展「世界遺産 ラスコー展」関連講演会「クロマニョン人

はどこから来たのか？」 

（7月11日開催 参加者数：259人） 

・特別展示「水の中からよみがえる歴史」関連シンポジウム  

「水中文化遺産の多様性 － 縄文から龍馬まで －」  

（8月26日開催 参加者数：50人） 

②外部団体への施設の貸出 

・6月24日 全国邪馬台国連絡協議会 第6回九州大会（全国邪

馬台国連絡協議会九州支部） 

・7月 8日 秋園美緒コンサート（筑紫言の葉舎主催） 

・11月25日 第50回NPO法人日本口腔科学会九州地方部会（第50

回NPO法人日本口腔科学会九州地方部会主催） 

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の開催 

・プレミアムフライデーライブ「里地帰～二胡の夕べ～」（5月26日 参加者数：120人） 

・みゅーじあむ寄席「ようこそ九博地獄めぐりへ」（8月12日 参加者数：240人） 

 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 
経年

変化 

25 26 27 28 

施設の有効利用件数 280件 - - 269 321 392 355 

 うち有償利用件数 96件 - - 122 120 118 116 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

会議室の貸与及び展示・講演会のためのミュージアムホールの貸与など、有効利

用の推進を行った。施設の利用件数については、29年度から小･中学生を対象とし

た学校教育活動支援事業を本格的に開始したことにより、研修室やミュージアム

ホールの貸出し日数が減ったため、28年度に比べて減少した。30年度以降も29年度

と同様の状況になることが予想されるが、効率的なスケジュール管理を行い、施設

の有効利用に努める。 

【中期計画記載事項】 

（略）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、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などの

施設の有効利用の推進、競争的資金の獲得等財源の多様化を図り、機構全体として積極的に自己収入の増加に向けた

取組を進めることにより、前中期目標の期間の実績以上の自己収入を得ることを目指す。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

中期計画に沿って、28年度に引き続き会議室の貸与及び展示・講演会のためのミ

ュージアムホールの貸与など、有効利用の推進を図った。29年度から開始した学校

教育活動支援事業により施設の貸与件数が減少したものの、新規来館者開拓策と

して開始した当該事業が、当館に対する親近感とリピーターの増となるよう、今後

当該事業を充実させていくことにより収入増を図る。 

特別展示「水の中からよみがえる歴史」関連

シンポジウムの様子 
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【書式Ａ】 施設名 東京文化財研究所 処理番号 8130E 

中項目 １．自己収入拡大への取組 

事業名 （３）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 外間尹隆 

【実績・成果】 

（文化財研究所２施設） 

・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29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。また、本事業はbeyond2020プログラムとして認証を受け実施することができた。 

・当研究所の本来業務に支障のない範囲で外部機関へ施設の有償貸付を実施した。  

 

【補足事項】 

・第51回オープンレクチャー「かたちからの道、かたちへの道」  

 

   
 

 

・有償貸付例：「第7回文化財ＩＰＭコーディネータ資格取得講習会」（12月6日～8日 公益財団法人文化財虫菌害研究所） 

 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 
経年

変化 

25 26 27 28 

施設の有効利用件数 200件 - - 177 164 186 185 

 うち有償利用件数 10件 - - 23 12 7 9 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

施設の有効利用の促進を図るべく、当研究所の会議室及びセミナー室の有償貸付を

実施した。例年開催しているオープンレクチャーについては、beyond2020プログラム

として認証を受けて実施することができるなど、施設利用の拡大を図ることができた。

なお、外部機関への有償貸付は10件実施した。 

【中期計画記載事項】 

（略）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、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などの施設の有

効利用の推進、競争的資金の獲得等財源の多様化を図り、機構全体として積極的に自己収入の増加に向けた取組を進める

ことにより、前中期目標の期間の実績以上の自己収入を得ることを目指す。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

今中期計画期間2年目である29年度は、beyond2020プログラムとして認証を受ける事

業を実施することができた。30年度も同様に、当研究所の会議室及びセミナー室の有

効利用を図る予定である。 

オープンレクチャーの様子 
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【書式Ａ】   施設名 奈良文化財研究所 処理番号 8130F 

中項目 １．自己収入拡大への取組 

事業名 （３）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 研究支援推進部研究支援課 事業責任者 課長 伴佳英 

【実績・成果】 

（文化財研究所２施設） 

当研究所ウェブサイトに講堂等の一時使用について、掲載し、広く周知して、利用者の獲得を図った。 

 

施 設 名 29年度 

平城宮跡資料館 講堂 137件 （内 有償貸与 7件） 

平城宮跡資料館 小講堂 136件 （内  有償貸与 11件） 

飛鳥資料館 講堂 54件 （内 有償貸与 0件） 

その他（仮庁舎・収蔵庫等） 20件 （内 有償貸与 17件） 

合  計 347件 （内 有償貸与 35件） 
 

【補足事項】 

28年度実績 

 

施 設 名 28年度 

平城宮跡資料館 講堂 129件 （内 有償貸与  17件） 

平城宮跡資料館 小講堂 130件 （内 有償貸与  22件） 

飛鳥資料館 講堂 21件 （内 有償貸与  0件） 

その他（仮庁舎・収蔵庫等） 16件 （内 有償貸与  13件） 

合  計 296件 （内 有償貸与  52件） 
 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 
経年

変化 

25 26 27 28 

施設の有効利用件数 347件 - - 1,142 286 256 296 

 うち有償利用件数 35件 - - 37 26 43 52 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ  

【判定根拠、課題と対応】 

・県が行うイベント開催と研究集会等の日程が重なること等が原因で利用件数が

減少したが、施設の貸与を積極的に実施し、自己収入の獲得に貢献した。 

・30年度以降についても、現状の分析及び利用者のニーズ等、その結果をもとに、

施設の有効利用の推進を本来業務に支障の無い範囲で実施する。 

【中期計画記載事項】 

（略）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、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などの

施設の有効利用の推進、競争的資金の獲得等財源の多様化を図り、機構全体として積極的に自己収入の増加に向けた

取組を進めることにより、前中期目標の期間の実績以上の自己収入を得ることを目指す。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ  

【判定根拠、課題と対応】 

・29年度も引き続き、一般利用申し出に対する有効利用の推進等を行い、自己収入

の増加を図った。今中期計画においても、本来業務に支障の無い範囲で実施しな

がら、前中期目標期間の実績以上の自己収入を得ることを目指す。 
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【書式Ａ】 施設名 本部事務局 処理番号 8300 

中項目 ３．決算情報・セグメント情報の充実等 

事業名 決算情報・セグメント情報の充実等 

【年度計画】 

独立行政法人会計基準等を踏まえ、決算情報セグメント情報の充実を図る。 

担当部課 本部事務局財務課 事業責任者 課長 香取 雄太 

【実績・成果】 

前年度に引き続き、28年度決算（29年度実施）についても、「独立行政法人会計基準」（27年1月改訂）に従い以下の

通り公表情報の充実を図った。 

・財務諸表附属明細書「セグメント情報」については、「臨時損失等」「行政サービス実施コスト」欄を設け、公表情報

を充実化している。 

・決算報告書については、機構全体の決算報告に加えてセグメント（事業区分）毎の情報を公表した。 

 

【補足事項】 

 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 経年

変化 

25 26 27 28 

- - - - - - - - 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

計画どおり取組を実施している。 

【中期計画記載事項】 

機構の財務内容等の一層の透明性を確保し、活動内容を政府・国民に対して分かりやすく示し、理解促進を図る観

点から、事業のまとまりごとに決算情報・セグメント情報の公表の充実等を図る。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

 計画どおり取組を実施している。 
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【書式Ａ】 施設名 本部事務局 処理番号 8400 

大項目 Ⅳ 予算（人件費の見積もりを含む）、収支計画及び資金計画 

中項目 １．予算 ２．収支計画 ３．資金計画 

事業名 予算、収支計画、資金計画 

【年度計画】 

１．予算 別紙のとおり 

２．収支計画 別紙のとおり 

３．資金計画 別紙のとおり 

担当部課 本部事務局財務課 事業責任者 課長 香取 雄太 

【実績・成果】 

・29年度事業開始前の3月1日付で当初予算配分を実施し、早期に業務を遂行できる体制を整備した。 

・年度内に新たに発生した法人全体又は各施設に関わる業務で緊急性且つ必要性が高いと認められた事業に関しては、 

理事長了解の下、予め本部で留保していた予算（理事長裁量経費）を該当施設へ速やかに予算配分することで業務遂

行に支障をきたさない運営を実施した。 

・人件費にかかる予算は本部一括管理とし、無駄のない効果的な運用が図られた。 

・11月に各施設へ優先度は高いが予算不足のため調達できない文化財や研究機器、工事等を照会した。第5回役員会（12

月5日）にて、本部で留保している予算を重要度が高い事業に対し配分することを決定し、機動的な予算管理を実施

した。 

・獲得した外部資金の中には精算払のものもあり、資金繰りの悪化が予想される施設には予め資金の貸与を行うこと

で法人全体として効率的な資金管理を実施した。 

・運営費交付金は四半期ごとの入金であるが、予め国へ四半期ごとの必要額を伝えることにより、計画的な資金管理

を実施した。 

【補足事項】 

 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 経年

変化 

25 26 27 28 

- - - - - - - - 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

概ね当初計画に沿った管理が行われている。また、年度内に起こった不測の事態

にも速やかに対応した。 

【中期計画記載事項】 

管理業務の効率化を図る観点から、各事業年度において、適切な効率化並びに積極的な自己収入の増加に向けた取

組を踏まえた予算及び収支計画による運営を行う。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

計画どおり取組を実施している。 
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【書式Ａ】 施設名 本部事務局 処理番号 9100 

大項目 Ⅴ その他業務運営に関する目標を達成するためにとるべき措置 

中項目 １．内部統制 

事業名 内部統制 

【年度計画】 

内部統制委員会、リスク管理委員会を開催する。また、内部監査及び監事監査等のモニタリングを実施し、必要に応

じて見直しを行うとともに、各種研修を実施し、職員の意識並びに資質の向上を図る。 

担当部課 本部事務局総務企画課 事業責任者 総務企画課長 木村守平 

【実績・成果】 

（内部統制委員会、リスク管理委員会の開催） 

・内部統制委員会を 2回開催した。（10月23日、30年2月19日） 

・リスク管理委員会を 2回開催した。（10月23日、30年2月19日） 

・洗い出したリスクの内、新たに3件についてリスク管理計画を策定した。 

・28年度に策定したリスク管理計画の運用を進めた。 

（内部監査及び監事監査等のモニタリング） 

・内部監査を以下の日程で本部事務局及び各施設を対象に順次行った。 

  会計監査  10月16日～11月28日（全施設） 

  給与簿監査 10月11日～11月10日（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、本部事務局・東京国立博物館） 

・保有個人情報管理監査を次の日程で行った。 

 30年2月15日～16日 本部事務局、東京国立博物館、東京文化財研究所 

・監事監査を以下の日程で行った。 

  定期監査（業務） 6月21日 

  定期監査（会計） ①月次監査 毎月 ②決算時の監査 6月21日 

  臨時監査（会計） 30年2月15～16日 本部事務局・東京国立博物館、東京文化財研究所 

（研修の実施） 

・職員の啓発や能力向上による内部統制能力強化のため各種研修を実施した。（処理番号9430参照） 

【補足事項】 

 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 経年

変化 

25 26 27 28 

- - - - - - - - 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

 内部統制委員会とリスク管理委員会を各2回開催し、内部統制とリスク管理の運用

の状況を把握することで、計画の確認、見直しを行うことができた。リスク管理委

員会においては新たに3件のリスク管理計画を策定した。 

 また、内部監査及び監事監査等・各種研修を積極的に実施した。 

【中期計画記載事項】 

コンプライアンスの徹底、理事長のマネジメント強化、リスクマネジメント等を含めた内部統制環境や規定を整備

し、運用する。また、内部監査等により定期的にそれらの整備状況・有効性をモニタリング・検証するとともに、監事

による監査機能・体制の強化に取り組み、必要に応じて内部統制に関する見直しを行う。さらに、研修等を通じて職員

の理解促進、意識や取組の改善を行う。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

 今中期計画の2年目として、初年度である28年度に策定したリスク管理計画の運用

を進めることができた。29年度に新たに策定された計画についても運用を進める。 

内部監査や研修については、第2回の内部統制委員会で審議し承認された計画に従っ

て、30年度以降も取り組みを行うこととする。 

 また、30年度以降も事業継続計画の策定を引き続き行う。 
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【書式Ａ】 施設名 本部事務局 処理番号 9210 

中項目 ２．その他 

事業名 （１）自己評価 

【年度計画】 

運営委員会、外部評価委員会の開催等、外部有識者の意見を踏まえた客観的な自己評価を実施し、その結果を組織、

事務、事業等の改善に反映させる。 

担当部課 本部事務局総務企画課 事業責任者 総務企画課長 木村守平 

【実績・成果】 

・28年度の当機構における各事業、調査研究等について自己点検評価を行い、報告書にまとめた。 

・上記自己点検評価報告書は下記外部評価委員会に提出し、外部有識者による評価が行われた。 

  外部評価委員会 

   研究所・センター調査研究等部会：4月28日 

   博物館調査研究等部会・総会：5月30日 

・外部有識者の意見等を踏まえ「平成28年度自己評価書」を作成し、文部科学大臣に提出した。 

・運営委員会（8月1日）を開催し、機構の管理運営の重要事項について理事長への助言がなされた。また、28年度運営

委員会にて挙がった意見について、組織・事務・事業への改善反映状況を報告した。 

【補足事項】 

 

・自己点検評価において、受託事業の書式の見直しを行った。また統計表を見直し、パスポート制度の変更に伴う様式

の修正や、統計表の内容を他の資料に活用するために書式の変更等を行った。 

 これらの書式は、29年度事業の自己点検評価から使用することとした。 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 経年

変化 

25 26 27 28 

- - - - - - - - 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

 外部評価委員会等を開催し、外部有識者の意見を踏まえた客観的な自己評価を実

施した。 

【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回以上事業に関する自己評価を実施し、

その結果は組織、事務、事業等の改善に反映させる。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

 中期計画で定める「事業評価の在り方の検討」については、中期計画の2年目とし

て、28年度に変更した書式の更なる改善に加え、受託事業の書式の改善、統計表の

修正・変更を行った。 

 また、自己評価のほか、運営委員会、外部評価委員会を開催し、自己評価の結果を

組織・事務・事業等の改善に反映させることができた。 

 30年度以降も、事業評価の在り方について検討を進めるとともに、自己評価を引

き続き実施し、事業等の改善への反映に努める。 

運営委員会（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（4月 28日） 

外部評価委員会 総会（5月 30日） 
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【書式Ａ】 施設名 本部事務局 処理番号 9220 

中項目 ２．その他 

事業名 （２）情報セキュリティ対策 

【年度計画】 

情報セキュリティ対策については、政府機関の統一基準群・ガイドライン等を踏まえ、情報セキュリティをとりまく

環境の変化に応じて機構として必要な対応を検討し、規定等を適時適切に見直すとともに、これに基づき対策を講じ、

不正アクセスや標的型攻撃等のリスクに対する対策、攻撃に対する組織的対応能力の強化に取り組む。 

また、自己点検、監査を実施し、その結果に基づいて情報セキュリティ対策を改善する。 

担当部課 情報システム・セキュリティ委員会 事業責任者 最高情報セキュリティ責任者(CISO) 

【実績・成果】 

・情報システム・ネットワークにおける情報セキュリティ対策については「政府機関の情報セキュリティ対策のため

の統一基準(平成26年度版)」に沿って28年度に改正した情報セキュリティ関係規程等に基づき、政府や関係機関か

らの情報に注視しながら適宜必要な対策を講じた。機構内各施設における情報セキュリティ対策の実施にあたって

は、 NICH-CERTにて情報共有、検討を行った。 

・標的型攻撃メール対応訓練を2回実施した。（10月30日、11月20日） 

・情報セキュリティ監査は、外部機関に委託して実施した。（30年2月1日、5日） 

・情報セキュリティ対策の自己点検を実施した。（30年2月16日依頼、2月28日とりまとめ） 

・メールシステムの機構内統合の第1段階として、メールゲートウェイの統合を行った。（12月4日：本部・東博・IRCI、

12月14日：京博・東文研・奈文研、12月21日：奈良博） 

・監査法人による監査の一環として、システム監査を実施した。（30年3月5日） 

 

【補足事項】 

・情報システム・セキュリティ委員会を2回開催した（第1回：8月28日、第2回：30年3月15日） 

・NICH-CERT連絡会を3回開催した（第1回：6月30日、第2回：10月24日、第3回：30年2月7日） 

・メールシステムの機構内統合の第2段階として、30年度に予定しているメールサーバー統合に向けて、準備を進めた。 

・情報セキュリティ監査は、29年度は東京地区の施設（本部・東博・東文研）のシステムを対象に脆弱性診断を行っ

た。 

・情報セキュリティ対策の自己点検の点検項目は、政府統一基準順守事項とした。 

・監査法人によるシステム監査では特に指摘事項はなかった。 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 経年

変化 

25 26 27 28 

- - - - - - - - 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

計画どおり、政府統一基準に沿った機構の情報セキュリティ関係規程等に基づき、

必要な情報セキュリティ対策を実施した。特に、メールシステムの機構内統合につ

いて、計画通り進めることができた。 

【中期計画記載事項】 

情報セキュリティ対策については、政府機関の統一基準群を踏まえ、情報セキュリティをとりまく環境の変化に応

じて機構として必要な対応を検討し、規定等を適時適切に見直すとともに、これに基づき対策を講じ、不正アクセスや

標的型攻撃等のリスクに対する対策、攻撃に対する組織的対応能力の強化に取り組む。 

また、自己点検、監査を通じて情報セキュリティ対策の実施状況を毎年度把握し、その結果に基づいて改善する。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

中期計画どおり、政府統一基準を踏まえて28年度に改正した規程・体制にて運用

を継続し、情報セキュリティ対策を適切に実施した。 

政府統一基準が26年度版から28年度版へ変更され、機構においても規程等の改正

検討を要するが未了である。また、政府統一基準（28年度版）では適用対象に独法も

含まれる旨が明記され、政府から独法へのセキュリティ対応依頼事項が急増した。

機構のセキュリティ対応業務の体制と人員について継続的な検討を要する。 
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【書式Ａ】 施設名 本部事務局 処理番号 9300 

中項目 ３．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） 

施設設備の内容 予  定 額 財  源 

・東京国立博物館 
 仮収蔵庫等整備及び本館リニューアル工事 

1,714 
1,714 

施設整備費補助金 
 

・京都国立博物館 
 本館収蔵庫等改修及び本館免震改修等工事 

 仮設収蔵庫内部改修等工事 

525 
90 

435 

施設整備費補助金 
 

・奈良文化財研究所 
 本庁舎建替工事  

1,347 
1,347 

施設整備費補助金 
 

 

担当部課 本部事務局環境整備課 事業責任者 課長 若林賢一 

【実績・成果】 

(東京国立博物館) 

・28年度当初予算より、仮設収蔵庫建設に伴う建設用地の埋蔵文化財発掘調査を実施し29年3月に完了した。同年11月

より建物本体工事を実施中である。(31年10月完了予定) 

 

(京都国立博物館) 

・東収蔵庫の減築整備を実施中。（30年9月完了予定） 

・減築工事後の内部改修等工事について今後発注手続きを実施する。（31年3月完了予定） 

・文化財保存修理所燻蒸設備更新の設計を完了。 

 

 (奈良文化財研究所) 

・新庁舎建設工事が平成30年3月に完成した。 

 30年度には仮庁舎から新庁舎への移転、仮庁舎解体及び原状復旧を実施する。（31年3月完了予定） 

【補足事項】 

本館改修を見込み、先行して設備設計会社へ本館の既存電気､機械設備を図面化するための調査を依頼し実施してい

る。 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 経年

変化 

25 26 27 28 

- - - - - - - - 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

 概ね所期の目標を達成している。 

【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のとおりの計画に沿った整備を推進する。 

施設設備の内容 予  定 額 財  源 

・東京国立博物館 

 仮収蔵庫等整備及び本館リニューアル工事  
（平成 28 年度～32 年度） 

 柳瀬荘黄林閣屋根茅葺工事 （28 年度） 

18,657 

18,612 
 

45 

施設整備費補助金 

・京都国立博物館 
 本館収蔵庫等改修及び本館免震改修等工事 

（平成 28 年度～32 年度） 

992 
992 

施設整備費補助金 

・奈良文化財研究所 

 本庁舎建替工事 （平成 28 年度～29 年度） 

1,530 

1,530 

施設整備費補助金 

 

（別紙４）      施設設備に関する計画（単位：百万円） 

 

 

 

 

 

 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

 概ね初期の目標を達成しているが、今後の施設整備課題と予算確保の不一致等の

諸課題について一層の取り組みが必要である。 
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【書式Ａ】 施設名 本部事務局 処理番号 9410 

中項目 ４．人事に関する計画 

事業名 （１）中長期的な人事計画の策定 

（２）評価制度の導入 

【年度計画】 

（１）中長期的な人事計画の策定を検討する。その際、理事長の裁量によって、一定数の職員を配置できる仕組みを併

せて検討する。 

（２）職員の能力向上と組織のパフォーマンス向上を目的とした評価制度を導入する。 

担当部課 本部事務局総務企画課 事業責任者 課長 木村守平 

【実績・成果】 

（１）中長期的な人事計画の策定 

・事務系職員の人事については、9月に各施設の副館長等にヒアリングを行った。また、交流機関と9月から10月にかけ

て30年度以降の人事交流について打ち合わせを行った。 

・研究職の人事に関して、採用については、理事長、理事、施設の長で構成する研究職員人事選考委員会において、採

用の必要性、緊急性等を考慮のうえ、採用を必要とする専門性（分野）、採用時期等を審議し、決定している。また、

人事異動については、研究調整役が各施設の長と調整し、理事長が決定する仕組みを設けている。 

・人件費管理の観点から、雇用経費を外部資金等の運営費交付金以外を財源とすることで、人員の確保を図っている。 

 

（２）評価制度の導入 

・4月に各施設の総務担当課長等を対象とした評価制度説明会を実施した。 

・10月からの施行に向けて、各施設の担当者が、所属職員に対して評価制度説明会を実施した。 

・6月に部長、課長級を対象とした外部講師による管理職研修を実施し、当該研修において評価制度の意義・目標管理

についての講義を行い、各施設における円滑な導入を図った。 

・10月から常勤職員を対象として評価制度の施行を開始した。 

 

【補足事項】 

 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 経年

変化 

25 26 27 28 

- - - - - - - - 

【年度計画に対する総合評価】 

評定：Ｂ  

【判定根拠、課題と対応】 

事務系職員の人事について、各施設・交流機関との協議により、人事交流も含めた

人事計画の策定を推進した。研究職の人事についても、人事選考委員会を通した採

用の実施や理事長の決定による人事異動など、組織としての包括的な人事計画に向

けて取り組んでいる。 

評価制度については、28 年度に計画した通り、29 年度の 10 月から施行すること

ができた。30年度も試行期間として引き続き施行し、課題等を洗い出す。 

【中期計画記載事項】 

中長期的な人事計画等を策定し、理事長の裁量によって一定数の職員を配置できる仕組を導入する。また、国家公務

員の制度改革や社会一般の動向を勘案しつつ、職員個々の能力向上を通じて、組織のパフォーマンスを高めるための

制度を導入する。 

【中期計画に対する評価】 

評定：Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

中長期的な人事計画の策定については、人事選考委員会における議論やヒアリン

グを踏まえ、30年度も引き続き検討していく。 

 評価制度については、28年度の検討内容を基に予定通り施行することができてお

り、中期計画に沿って順調に事業を推進できている。30年度も引き続き試行期間と

して課題等を洗い出し、本施行の時期等を決定していく。 
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【書式Ａ】 施設名 本部事務局 処理番号 9420 

中項目 ４．人事に関する計画 

事業名 （３）能力や適性に応じた採用・人事の実施 

（４）女性の活躍の推進 

【年度計画】 

性別、年齢、国籍、障がいの有無等にとらわれない、能力や適性に応じた採用・人事を引き続き行う。 

担当部課 本部事務局総務企画課 事業責任者 課長 木村守平 

【実績・成果】 

（３）能力や適性に応じた採用・人事の実施 

・19年度に、人事交流若しくは国立大学法人等職員採用試験に頼らず機構が独自に採用できる制度を導入した。29年

度は、事務職員について、2名の採用を行った。 

・20年度に、常勤の研究職員に準じた人事制度（アソシエイトフェロー制度）を新たに整備し、専門的事項の調査研究

を行う者又は専門的知識を有する者を採用できる制度を導入した。29年度は機構全体で34名の採用を行った。 

・26年度に、高度に優れた専門的技術を兼ね備えた人材を確保するため、専門制度を導入した。29年度は1名の採用を

行った。 

・28年度に、60歳を超える優秀な人材を採用することができるよう、任期付職員制度の改定を行った。29年度は3名の

採用を行った。 

・29年度は、係員相当の職以外も担当できるよう再雇用制度の改定を行った。 

 

（４）女性の活躍の推進 

・6月に部長、課長を対象とした外部講師よる管理職研修を実施し、当該研修のなかでハラスメントの防止を取り上げ、

管理職として求められる役割についての理解を深めた。 

・7月にハラスメント防止を目的とした研修を実施し、外部講師による専門的見地からの講義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った。 

・育児と仕事の両立の観点より、有期雇用職員の育児に関する休暇について有給化の改正を行った。 

 

【補足事項】 

 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 経年

変化 

25 26 27 28 

- - - - - - - - 

【年度計画に対する総合評価】 

評定： Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

28年度に改定した任期付職員制度及び29年度に改定した再雇用制度により、能力

や適性に応じた採用・人事を着実に実施できている。 

 また、ハラスメントについて社会的で頻繁に問題が取りざたされる情勢の中で、

管理職研修においてハラスメント防止の理解を深められるよう取り組めたことは、

時宜に叶った事業成果である。 

【中期計画記載事項】 

②性別、年齢、国籍、障がいの有無等にとらわれない、能力、適性に応じた採用及び人事配置を行い、職員の多様な働

き方を促進する。 

③多様性を受容できる組織風土の醸成を図るため、例えば女性や障がいのある方の活躍を推進するなどし、それを支

える就業環境の整備や教育・研修を実施する。 

【中期計画に対する評価】 

評定： Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

30年度も引き続き、性別、年齢、国籍、障がいの有無等にとらわれない、能力や適

性に応じた採用・人事を引き続き行う。また、就業環境の整備やハラスメント防止

の注意喚起、研修等を引き続き実施する。 
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【書式Ａ】 施設名 本部事務局 処理番号 9430 

中項目 ４．人事に関する計画 

事業名 （５）研修及び人事交流等の検討 

【年度計画】 

職員のキャリアパスの形成のため、職位に応じた研修の実施を企画・立案する。 

担当部課 本部事務局総務企画課 事業責任者 課長 木村守平 

【実績・成果】 

・本年は以下の研修を実施した。なお、管理職研修は、29年度に新規に実施した。 

 

研修名称 日程 受講対象者 受講者数 

＜階層別＞ 

管理職研修 6月21日、23日 部長、課長等 45名 

新任職員研修 7月5日～7日 28年度以降の新任職員等 53名 

＜分野別＞ 

研究倫理教育研修 

(e-ラーニング等) 

11月10日～12月11

日他（各施設で実

施） 

研究者番号を持つ研究員、

事務担当者等 

約160名 

会計事務研修 11月1日～2日 機構内の会計系職員 47名 

施設系職員研修 10月26日～27日 

3月8日～9日 

機構内の施設系職員 12名 

9名 

＜能力開発＞ 

ハラスメント防止に関する研修 7月5日 28年度以降の新任職員等、

ハラスメント防止等委員

会委員及び相談員等 

60名 

情報セキュリティ研修 7月5日 28年度以降の新任職員等 45名 

接遇研修 7月7日 28年度以降の新任職員等 17名 

コンプライアンス教育研修 

（科研費説明会と併せて実施） 

9月26日他（各施設

で実施） 

研究者番号を持つ研究員、

事務担当者等 

約280名 

 

 

 

【補足事項】 

e-ラーニングに関しては、東京国立博物館と東京文化財研究所において28年度受講した職員は当該施設の方針により

今年度受講を免除されたため受講者が約100名減少した。このため全体も同様に減少している。 

【定量的評価】項目 29年度実績 目標値 評定 経年

変化 

25 26 27 28 

- - - - - - - - 

【年度計画に対する総合評価】 

評定： Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

29年度は管理職研修を機構発足後初めて実施し、職位に応じた研修を実施し、職

員のキャリアパスに寄与することができた。 

【中期計画記載事項】 

④職員のキャリアパスの形成に寄与するために、研修・人事交流等を多角的に企画・立案する。特にグローバル化・多

様化する社会に対応できる人材の育成を図る。 

【中期計画に対する評価】 

評定： Ｂ 

【判定根拠、課題と対応】 

中期計画に沿って新たに管理職研修を実施することで、職員のキャリアパスに寄

与することができた。30年度以降も引き続き、職員のキャリアパスの形成のため、

各種研修や人事交流を企画・立案・実施していく。 
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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 ２２，４３８ 

延面積 ７２，２２２ 

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 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 

 ５，５４２ 

１９，４０６ 

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 

 

建 

延 

展示面積 

収蔵庫面積 

 

 

７２４ 

１，９９６ 

２６４ 

２５ 

その他 建 

延 

 ３，６１３ 

９，７６５ 
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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 １３，５１７ 

延面積 ３１，８２８ 

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 

旧管理棟 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 

 １，７０７ 

１，８９９ 
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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 １５９，８４４ 

法人 １０，７９８  

県 １４９，０４６  

建物 

 

建築面積 １４，６２３  

延面積 

 

３０，６７５  

法人  ９，３００  

県   ５，７８０  

共用 １５，５９５  

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  
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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          １０，５１６ 

 

 

 

【奈良文化財研究所】 

土地・建物                                      （㎡） 

 土地面積 建物 

本館地区 ８,８７９ 
建築面積 

延面積 

２,８１２ 

１１,３８７ 

平城宮跡資料館地区 (文化庁所属の国有地を無償使用) 
建築面積 

延面積 

１３,３２８ 

２１,３９５ 

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 

 

 

平成２９年度 

 
（第 11期事業年度） 

 

財 務 諸 表 
 

 

 

 

 

 

独立行政法人国立文化財機構 
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 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 4,347,750,803         運営費交付金債務 473,104,371

　 　　 たな卸資産 39,119,433 　    　預り寄附金 1,555,499,229

　 　　 立替金 28,026,061      　 未払金 5,301,325,827

   　　 前払費用 7,082,684 　    　未払費用 72,654,850

     　 未収金 3,855,464,524 　    　前受金 4,059,803

　   　 その他の流動資産 1,621,051       　預り金 291,694,731

           流動資産合計　 8,279,064,556      　 その他の流動負債 1,138,071

　   　　　流動負債合計 7,699,476,882

Ⅱ　固定資産 Ⅱ　固定負債

  １有形固定資産      　 資産見返負債

　　　　建物 92,428,360,051      　  　資産見返運営費交付金 2,594,659,734

　　  　   減価償却累計額 -38,165,292,256 54,263,067,795      　  　資産見返寄附金 136,255,469

    　　構築物 4,511,326,710 　   　 　 資産見返物品受贈額 23,653,264

     　  　減価償却累計額 -2,664,576,935 1,846,749,775 　   　 　 資産見返その他補助金 77,798,221

    　　機械・装置 744,108,183 　   　 　 建設仮勘定見返運営費交付金 10,613,600

　　　　　減価償却累計額 -391,106,962 353,001,221 　   　 　 建設仮勘定見返施設費 1,113,026,400

    　　車両運搬具 65,602,234 　   　 　 建設仮勘定見返寄附金 3,508,920

　   　　　減価償却累計額 -57,271,450 8,330,784      　 　　　資産見返負債合計 3,959,515,608

　 　 　工具器具備品 8,487,934,746 　　　 引当金

     　　　減価償却累計額 -6,028,824,320 2,459,110,426 　　　　　退職給付引当金 1,867,552

   　 　収蔵品 119,580,505,765      　 その他の固定負債

    　　土地 44,410,675,104 　   　 　 長期未払金 28,361,451

　 　 　建設仮勘定 1,126,090,320 　   　　  固定負債合計 3,989,744,611

　　　　　有形固定資産合計 224,047,531,190       　　    負債合計 11,689,221,493

　２無形固定資産 （純資産の部）

　　　　ソフトウエア 120,607,091 Ⅰ　資本金

　　　　電話加入権 3,477,600 　　　　政府出資金 104,713,813,740

　　　　その他の無形固定資産 2,942,223 　　　　　 資本金合計 104,713,813,740

　　　　　無形固定資産合計　 127,026,914

Ⅱ　資本剰余金

　３投資その他の資産       　資本剰余金 156,668,012,303

　　　保証金 180,000      　 損益外減価償却累計額（－） -41,611,751,422

　　　長期前払費用 4,265,680      　 損益外減損損失累計額（－） -3,376,800

　　　　　投資その他の資産合計 4,445,680 　   　　　資本剰余金合計 115,052,884,081

　　　　　　固定資産合計 224,179,003,784

Ⅲ　利益剰余金

         前中期目標期間繰越積立金 627,392,448

         目的積立金 57,531,433

　　　　積立金 106,881,115

　　　  当期未処分利益 210,344,030

　　　　（うち当期総利益) (210,344,030)

　   　　　利益剰余金合計 1,002,149,026

　　　　　　　純資産合計 220,768,846,847

資産合計 232,458,068,340 　        　　　 負債純資産合計 232,458,068,340

　（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1,879,631,806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233,776,553円であります。

貸　借　対　照　表

平成３０年３月３１日現在

金　　            　　額 金　　　           　額
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独立行政法人国立文化財機構

経常費用
業務費

人件費 3,419,251,514
業務経費

収集保管業務費 454,843,107
展覧業務費 2,097,718,740
教育普及業務費 124,671,396
博物館研究業務費 257,177,548
博物館支援業務費 95,814,448
基礎研究業務費 291,969,995
応用研究業務費 114,534,218
国際遺産保護業務費 97,164,899
情報公開業務費 260,153,759
研修協力業務費 66,824,480
受託業務費 570,174,331 4,431,046,921

減価償却費 627,496,949 8,477,795,384

一般管理費
人件費 939,498,344
一般管理経費 612,225,527
減価償却費 79,734,471 1,631,458,342

財務費用 2,644,662
雑損 208,080 1,634,311,084

経常費用合計 10,112,106,468

経常収益
運営費交付金収益 6,147,083,718
受託収入

政府関係・地方自治体受託収入 570,328,407
その他受託収入 8,609,465 578,937,872

入場料収入 1,299,266,604
展示事業等附帯収入 506,468,777
財産利用収入 275,182,969
寄附金収益 473,752,619
施設費収益 16,643,985
その他補助金収益 169,403,276

資産見返負債戻入
資産見返運営費交付金戻入 621,324,475
資産見返寄附金戻入 32,940,949
資産見返物品受贈額戻入 1,701,756
資産見返その他補助金戻入 18,578,836
建仮見返運営費交付金戻入 29,700 674,575,716

財務収益
受取利息 183,774
その他財務収益 191

雑益 179,471,654

経常収益合計 10,320,971,155

　経常利益 208,864,687

臨時損失
固定資産除却損 27,459,195
その他臨時損失 90,203,166 117,662,361

臨時利益
資産見返運営費交付金戻入 11,441,885
資産見返寄附金戻入 14,150,341
資産見返物品受増額戻入 2
資産見返その他補助金戻入 1,510,789
建仮見返施設費戻入 90,203,166
固定資産売却益 15,119 117,321,302

当期純利益 208,523,628

前中期目標期間繰越積立金取崩額 1,820,402

当期総利益 210,344,030

（注）

損　益　計　算　書

 （平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日）

（単位：円）

ファイナンス・リース取引が損益に与える影響額は416,874円であり、当該損益を除いた当期総利益は
210,760,904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 -4,465,615,668

　　　　業務支出 -5,020,077,821

　　　　科学研究費支出 -250,584,224

　　　　消費税等支払額 -72,820,800

　　　　運営費交付金収入 8,325,430,000

　　　　科学研究費収入 237,593,278

　　　　展示事業等収入 1,943,331,119

　　　　財産利用収入 287,333,703

　　　　受託収入 564,172,042

　　　　寄附金収入 732,210,216
　　　　消費税等還付額 85,563,700

　　　　その他補助金による収入 184,153,181

　　　　その他の業務収入 26,144,047

小計 2,576,832,773

　　　　利息の受取額 1,082,322

　　　　利息の支払額 -2,610,193

2,575,304,902

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

　　　　有形固定資産の取得による支出 -3,567,368,077

　　　　無形固定資産の取得による支出 -37,321,456

　　　　施設費による収入 2,245,850,400

　　　　定期預金の払戻しによる収入 432,725,297

　　投資活動によるキャッシュ・フロー -926,113,836

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 -30,850,349

　　財務活動によるキャッシュ・フロー -30,850,349

Ⅳ　資金増加額 1,618,340,717

Ⅴ　資金期首残高 2,729,410,086

Ⅵ　資金期末残高 4,347,750,803

（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 4,347,750,803 円

　　 資金期末残高 4,347,750,803 円

（２）重要な非資金取引

　　①現物寄附の受入

収蔵品 4,468,597,132 円

工具器具備品、ソフトウェア 37,485,239 円

合計 4,506,082,371 円

　　②ファイナンス・リースによる資産取得 15,778,117 円

キャッシュ・フロー計算書

（平成２９年４月１日～平成３０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 8,477,795,384
一般管理費 1,631,458,342
財務費用 2,644,662
雑損 208,080
臨時損失 117,662,361 10,229,768,829

        （控除）　　　　　　
受託収入 -578,937,872
入場料収入 -1,299,266,604
展示事業附帯収入 -439,409,635
財産利用収入 -275,182,969
寄附金収益 -473,752,619
財務収益 -183,965
雑益 -179,471,654
資産見返寄附金戻入 -47,091,290 -3,293,296,608

Ⅱ　損益外減価償却相当額 3,235,486,145

Ⅲ　損益外除売却差額相当額 756,034

Ⅳ　引当外賞与見積額 7,917,503

Ⅴ　引当外退職給付増加見積額 17,990,832

Ⅵ　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貸借取引の
　　　機会費用 142,369,654
　　　政府出資等の機会費用 80,190,989 222,560,643

Ⅶ　行政サービス実施コスト 10,421,183,378

（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、6,096,579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貸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30年3月末利回りを
　　 参考に0.04％としております。

行政サービス実施コスト計算書

（平成２９年４月１日～平成３０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 210,344,030    

当期総利益 210,344,030    

Ⅱ 　利益処分額

積立金 21,977,133      

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た額

業務拡充積立金 188,366,897    210,344,030    

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、管理部門の職員給与、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）、減価償却費及び財務費用については、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職員給与、法定福利費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。 

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（リース資産を除く） 

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～１７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（リース資産を除く） 

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）リース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 

 

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、当事業年度末に係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、
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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、会計基準

第３８に基づき計算された退職一時金に係る退職給付引当金（期末自己都合要支給額）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 

（１）貯蔵品等･･･最終仕入原価法を採用しております。 

（２）未成受託研究支出金･･･個別法による低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．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貸借取引の機会費用の

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）及び堺市行政財産の目的外使用に関する条例（昭和３

９年５月２９日付条例第３６号）により計算しております。 

 

（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３０年３月末利回りを参考にして０．０４％で計算しており

ます。 

 

８．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。 

 

Ⅱ．固定資産の減損 

 該当なし 

 

Ⅲ．重要な債務負担行為 

東京国立博物館仮設収蔵庫整備 1,268,424,720円 

東京国立博物館本館リニューアル工事 209,987,280円 

京都国立博物館本館収蔵庫改修等工事 169,246,000円 

京都国立博物館本館耐震改修等工事 65,816,000円 

合  計 1,713,474,000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．金融商品の時価等に関する事項 

  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。 
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                                   （単位：円） 

 貸借対照表計上額 時  価 差  額 

(1)現金及び預金 4,347,750,803 4,347,750,803 ― 

(2)未収金 3,855,464,524 3,855,464,524 ― 

(3)未払金 (5,301,325,827) (5,301,325,827) ― 

  （注１）金融商品の時価の算定方法に関する事項 

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 

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

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。 

 

Ⅶ．退職給付に係る注記 

１．採用している退職給付制度の概要 

当機構では、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）の退職給付に充てるため、非積立型の退職一時金制度を採用しております。当該制

度では、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しており、簡便法により退職給付引当

金及び退職給付費用を計算しております。 

 

２．確定給付制度 

（１）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表 

 (単位：円)     

区 分 平成29年4月1日～30年3月31日 

期首における退職給付引当金 2,822,574 

退職給付費用 1,460,256 

退職給付の支払額 △2,415,278 

期末における退職給付引当金 1,867,552 

 

（２）退職給付に関連する損益 

 (単位：円)     

区 分 平成29年4月1日～30年3月31日 

簡便法で計算した退職給付費用 1,460,256 
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附　属　明　細　書

第11期

自：平成29年 4月 1日

至：平成30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． 科学研究費補助金の明細

１９． 主な資産、負債、費用及び収益の明細

第11期　附属明細書

自：平成29年 4月 1日

至：平成30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 2,753,052,145 83,400,654 28,987,302 2,807,465,497 1,521,707,869 135,716,721 0 0 0 1,285,757,628

　構築物 152,180,369 14,796,000 0 166,976,369 105,734,057 10,967,664 0 0 0 61,242,312

　機械・装置 45,908,382 69,182,532 332,343 114,758,571 28,571,640 16,293,531 0 0 0 86,186,931

　車両運搬具 59,288,259 734,400 1,319,412 58,703,247 50,372,475 3,861,814 0 0 0 8,330,772

　工具器具備品 5,155,359,816 329,679,569 172,845,212 5,312,194,173 3,991,535,237 503,143,811 0 0 0 1,320,658,936

計 8,165,788,971 497,793,155 203,484,269 8,460,097,857 5,697,921,278 669,983,541 0 0 0 2,762,176,579

　建物 84,532,628,298 5,088,266,256 0 89,620,894,554 36,643,584,387 2,880,698,314 0 0 0 52,977,310,167 (注)

　構築物 3,941,220,158 403,130,183 0 4,344,350,341 2,558,842,878 129,167,227 0 0 0 1,785,507,463 (注)

　機械・装置 654,940,648 0 25,591,036 629,349,612 362,535,322 68,143,258 0 0 0 266,814,290

　車両運搬具 6,898,987 0 0 6,898,987 6,898,975 0 0 0 0 12

　工具器具備品 2,426,763,949 642,600,000 23,740,277 3,045,623,672 2,037,289,083 157,477,346 0 0 0 1,008,334,589 (注)

計 91,562,452,040 6,133,996,439 49,331,313 97,647,117,166 41,609,150,645 3,235,486,145 0 0 0 56,037,966,521

　工具器具備品 115,757,468 14,359,433 0 130,116,901 0 0 0 0 0 130,116,901

　収蔵品 113,376,744,633 6,203,761,132 0 119,580,505,765 0 0 0 0 0 119,580,505,765

　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 3,528,675,720 911,486,520 3,314,071,920 1,126,090,320 0 0 0 0 0 1,126,090,320 (注)

計 161,431,852,925 7,129,607,085 3,314,071,920 165,247,388,090 0 0 0 0 0 165,247,388,090

　建物 87,285,680,443 5,171,666,910 28,987,302 92,428,360,051 38,165,292,256 3,016,415,035 0 0 0 54,263,067,795 (注)

　構築物 4,093,400,527 417,926,183 0 4,511,326,710 2,664,576,935 140,134,891 0 0 0 1,846,749,775 (注)

　機械・装置 700,849,030 69,182,532 25,923,379 744,108,183 391,106,962 84,436,789 0 0 0 353,001,221

　車両運搬具 66,187,246 734,400 1,319,412 65,602,234 57,271,450 3,861,814 0 0 0 8,330,784

　工具器具備品 7,697,881,233 986,639,002 196,585,489 8,487,934,746 6,028,824,320 660,621,157 0 0 0 2,459,110,426 (注)

　収蔵品 113,376,744,633 6,203,761,132 0 119,580,505,765 0 0 0 0 0 119,580,505,765

　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 3,528,675,720 911,486,520 3,314,071,920 1,126,090,320 0 0 0 0 0 1,126,090,320 (注)

計 261,160,093,936 13,761,396,679 3,566,887,502 271,354,603,113 47,307,071,923 3,905,469,686 0 0 0 224,047,531,190

　ソフトウエア 525,841,866 66,308,216 130,110,186 462,039,896 341,432,805 37,247,879 0 0 0 120,607,091

計 525,841,866 66,308,216 130,110,186 462,039,896 341,432,805 37,247,879 0 0 0 120,607,091

　ソフトウエア 2,600,777 0 0 2,600,777 2,600,777 0 0 0 0 0

計 2,600,777 0 0 2,600,777 2,600,777 0 0 0 0 0

　電話加入権 7,610,400 0 756,000 6,854,400 0 0 3,376,800 0 0 3,477,600

　その他無形固定資産 2,541,523 430,400 29,700 2,942,223 0 0 0 0 0 2,942,223

計 10,151,923 430,400 785,700 9,796,623 0 0 3,376,800 0 0 6,419,823

　ソフトウエア 528,442,643 66,308,216 130,110,186 464,640,673 344,033,582 37,247,879 0 0 0 120,607,091

　電話加入権 7,610,400 0 756,000 6,854,400 0 0 3,376,800 0 0 3,477,600

　その他無形固定資産 2,541,523 430,400 29,700 2,942,223 0 0 0 0 0 2,942,223

計 538,594,566 66,738,616 130,895,886 474,437,296 344,033,582 37,247,879 3,376,800 0 0 127,026,914

　保証金 180,000 0 0 180,000 0 0 0 0 0 180,000

　長期前払費用 0 4,265,680 0 4,265,680 0 0 0 0 0 4,265,680

計 180,000 4,265,680 0 4,445,680 0 0 0 0 0 4,445,680

（注）当期増加額のうち856,008,000円は東京国立博物館仮設収蔵庫等整備工事によるもの、83,114,915円は京都国立博物館文化財保存修理所燻蒸庫工事によるもの、51,969,600円は京都国立博物館本館収蔵庫改
修等工事によるもの、6,078,865,218円は奈良文化財研究所本庁舎建替工事によるものであります。

無形固定資産
（償却費損益外）

投資その他の
資産

無形固定資産
（非償却）

無形固定資産
合計

無形固定資産
（償却費損益内）

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 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
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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

41,584,311 23,038,990 0 28,787,117 0 35,836,184

0 3,283,249 0 0 0 3,283,249

41,584,311 26,322,239 0 28,787,117 0 39,119,433

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。

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

未成受託研究支出金
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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 2,822,574 462,773 1,417,795 1,867,552

　退職一時金に係る債務 2,822,574 462,773 1,417,795 1,867,552

2,822,574 462,773 1,417,795 1,867,552

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。

　退職給付引当金

区 分
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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 36,170,871,659 6,133,996,439 0 42,304,868,098 施設費による特定資産の取得

目 的 積 立 金 515,342,463 0 0 515,342,463

運営費交付金 18,750,101,811 1,585,164,000 0 20,335,265,811 運営費交付金による収蔵品の取得

寄 附 金 等 579,143,250 150,000,000 0 729,143,250 寄附金による収蔵品の取得

贈 与 90,626,935,940 4,482,956,392 0 95,109,892,332 寄贈品の受け入れ

収 蔵 品 編 入 12,057,822 173 0 12,057,995

損益外固定資
産除売却差額

-2,288,470,333 -50,087,313 0 -2,338,557,646
出資財産の除却
政府出資により取得した特定資産の除却

計 144,365,982,612 12,302,029,691 0 156,668,012,303

損 益 外 減 価
償 却 累 計 額

-38,425,596,556 -3,235,486,145 -49,331,279 -41,611,751,422 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 105,937,009,256 9,066,543,546 -49,331,279 115,052,884,081

区 分

資 本 金

資本剰余金
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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

0 106,881,115 0 106,881,115 　注１

629,212,850 0 1,820,402 627,392,448 　注2

0 57,531,433 0 57,531,433 　注3

629,212,850 164,412,548 1,820,402 791,804,996

（注記）

1 通則法44条1項積立金の当期増加額は、平成28年度利益処分によるものです。

　平成28年度利益処分による増加額 106,881,115 円

2

3 業務拡充積立金の当期増加額は、平成28年度利益処分のうち目的積立金として積立てることが承認された額です。

前中期目標期間繰越積立金の当期減少額は、受託研究費購入資産に係る除却損相当分及び減価償却費相当分等に
係る取崩し等によるものです。

区 分

通 則 法 44 条 1 項 積 立 金

前中期目標期間繰越積立金

業 務 拡 充 積 立 金

計
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13．目的積立金の取崩しの明細

（単位：円）

金 額 摘 要

前中期目標期間繰越積立金取崩額 1,820,402 　注１

計 1,820,402

合 計 1,820,402

（注記）

１　前中期目標期間繰越積立金取崩額の内訳は次のとおりです。

　　　受託研究費購入資産に係る除却損相当分及び減価償却相当分取崩し額 1,774,360 円

      ファイナンスリース損益に係る取崩し額 46,042 円

区 分

目的積立金取崩額
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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

（２）運営費交付金債務の当期振替額及び主な使途の明細

　①運営費交付金収益への振替額及び主な使途の明細

　②資産見返運営費交付金及び建仮見返運営費交付金、資本剰余金への振替額並びに主な使途の明細

（単位：円）

（単位：円）

（単位：円）

期 首 残 高
交　 付　 金
当期交付額

当 期 振 替 額

期 末 残 高運　 営　 費
交付金収益

資 産 見 返
運営費交付金

建 仮 見 返
運営費交付金

資本剰余金 小　　計

　期間進行基準による振替額

合　　計

1,298,208,578 1,148,993,610
人件費：852,967,363円、
一般管理費：294,098,303円、
その他：1,927,944円

6,147,083,718

8,219,128,839 473,104,371

区　　分
運営費交付金
収　　　　　益

運営費交付金の主な使途

費　　用 主 な 使 途

366,803,210 8,325,430,000 6,147,083,718 486,450,721 430,400 1,585,164,000

人件費：1,754,240,798円、
一般管理費：22,999,680円、
業務費：1,110,222,678円、その他：0円

退職手当：0円、
一般管理費：40,856,044円、
業務費：0円、その他：0円

　業務達成基準による振替額

　国立博物館等の事業

　共　通

2,793,641,232

53,356,320

2,887,463,156

40,856,044

　文化財研究所等の事業 2,001,877,588 2,001,041,333
人件費：1,296,377,362円、
一般管理費：8,659,140円、
業務費：696,004,831円、その他：0円

6,078,354,143

主 な 使 途

財務会計システム（ソフトウェア）
30,736,028円
財務会計システム（ハードウェア）
6,819,784円
その他
704,376円

東京文化財研究所ﾐｸﾛ分析機構
27,043,200円
東京文化財研究所大型資料分析
機構
20,736,000円
奈良文化財研究所HP 統合ﾌｧｲﾙ
ｻｰﾊﾞｼｽﾃﾑSDSｻｰﾊﾞ
14,007,600円
その他
88,234,883円

奈良国立博物館大型文化財用Ｘ
線ＣＴスキャナー
64,476,000円
東京国立博物館平成館昇降機設
備工事
21,600,000円
九州国立博物館空調設備（イン
バータ等）改修工事
15,120,000円
その他
196,972,850円

主 な 使 途

建仮見返運営費交付金への振替資産見返運営費交付金への振替
セ グ メ ン ト

合　　計

共　　通

文化財研究所
等　の　事　業

国 立 博 物 館
等　の　事　業

430,400

0

430,400

0

振 替 額

486,450,721

38,260,188

150,021,683

298,168,850

振 替 額

資本剰余金への振替

振 替 額 主 な 使 途

1,585,164,000

陳列品購入
東京国立博物館252,720,000円
京都国立博物館291,808,000円
奈良国立博物館400,000,000円
九州国立博物館640,636,000円

0

0

奈良文化財研究所特許出願審査
430,400円

1,585,164,000
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（３）運営費交付金債務残高の明細

文化財研究所
等の事業

国際遺産保護業務
アジア太平洋無形文化

遺産研究センター
無形文化遺産保護に関する調査研究事業について、海外の研究機関との情報交換、予備
調査の調整に時間を要し、業務が完了しなかったことから、翌期に1,319千円使用予定。

一般管理費 奈良文化財研究所

本庁舎建物新営設備について、収蔵庫の温湿度管理計画及び消火設備計画の決定に時
間を要し、業務が完了しなかったことから、翌期に19,542千円使用予定。

本庁舎建替事業について、本庁舎の防犯計画及び、収蔵庫の温湿度管理計画、消火設備
計画の決定に時間を要し、業務が完了しなかったことから、翌期に40,945千円使用予定。

共通 一般管理費

国立文化財機構 退職手当について、役員等が再任となったことから、退職時に47,133千円使用予定。

本部事務局

29年度に更新を行った財務会計システムについて、平成33年6月まで保守を予定してい
る。平成33年度までに12,848千円使用予定。

情報システムネットワークの統合について、新しい技術・サービス利用による設計方針の変
更に伴い、改めて検討期間が必要になったことから、翌期に86,170千円使用予定。

博物館支援業務 東京国立博物館
海外交流展の調査及び展示品借用元との調整について、相手国担当者との調整に時間を
要し年度内の完了が困難であったことから、翌期に2,764千円使用予定。

博物館研究業務 京都国立博物館
分析装置について、仕様の再検討を要し、年度内の納品が困難であったことから、翌期に
7,428千円使用予定。

一般管理費 東京国立博物館
埋蔵文化財調査報告書作成業務につき、台東区教育委員会に持ち込まれての査読・校正
に時間がかかっており、業務が完了しなかったことから、翌期に39,852千円使用予定。

（単位：円）

計 473,104,371

○翌事業年度への繰越額はない。

運営費交付金債務残高 使 用 見 込 み

420,367,371
 業務達成基準を採用
 した業務に係る分

 期間進行基準を採用
 した業務に係る分

－

○翌事業年度に繰り越した運営費交付金債務残高と使用見込みの明細は別表１のとおりです。

別表１　翌事業年度に繰り越した運営費交付金債務残高と使用見込みの明細

 留保分 52,737,000 ○予算配分を留保した運営費交付金債務の繰越事由と必要性は別表２のとおりです。

別表２　予算配分を留保した運営費交付金債務残高と繰越事由

セ グ メ ン ト

共　通

繰越事由と必要性

予定外退職者の退職手当や災害等不測の事態に対応、その他理事長が必要と判断する案件に対応するため、本部に
52,737千円を留保し、翌期以降該当する案件が発生した場合に予算配分を行う。

繰越事由、債務残高及び使用見込みセ グ メ ン ト 業 務 名 称 施　設　名

国立博物館等
の事業

収集保管業務

東京国立博物館
美術品台帳の画像データ作成について、一部の台帳が状態が悪く、修理を行ってからの作
業となったため、翌期に2,398千円使用予定。

京都国立博物館
文化財購入について、手続きに必要な日数を確保することが困難であったことから、翌期に
2,368千円使用予定。

九州国立博物館
文化財購入について、手続きに必要な日数を確保することが困難であったことから、翌期に
30,900千円使用予定。

展覧業務

東京国立博物館

券売機及びゲートシステムについて、仕様の再検討を要し、年度内の納品が困難であった
ことから、翌期に36,500千円使用予定。

構内公衆無線ＬＡＮ設備について、Ｗｉ－Ｆｉ電波エリアの範囲の調査に時間を要し、年度内
の完了が困難であったことから、翌期に3,215千円使用予定。

展示ケースの製作について、設計要件の検討に時間を要し、年度内の納品が困難であっ
たことから、翌期に11,893千円使用予定。

奈良国立博物館
展示ケースの製作について、仕様の再検討を要し、年度内の納品が困難であったことから、
翌期に75,092千円使用予定。
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15．運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

15－1　施設費の明細

（注）その他の内訳は、施設費収益：16,643,985円です。

15－2　補助金等の明細

（注）収益計上の内訳は、その他補助金収益：169,403,276円です。

京 都 国 立 博 物 館
文 化 財 保 存 修 理 所
燻 蒸 設 備 の 更 新

83,683,800 0 83,114,915 568,885

計 169,403,276 0 0 169,403,276

京 都 国 立 博 物 館
文 化 芸 術 振 興 費 補 助 金

5,176,287 0 0

東 京 国 立 博 物 館
文 化 芸 術 振 興 費 補 助 金

18,297,833 0 0 18,297,833

5,176,287

区　　分 当期交付額

左の会計処理内訳

摘　　要建設仮勘定
見返補助金

資産見返
補 助 金

収益計上

国 立 文 化 財 機 構
文 化 芸 術 振 興 費 補 助 金

145,929,156 0 0 145,929,156

0

2,842,576,464

2,925,691,379

その他

奈 良 文 化 財 研 究 所
本 庁 舎 建 替 工 事

計

723,155,280

132,852,720

52,180,200

2,858,440,964

3,850,312,964

0

907,977,600

0

0

16,643,985

当期交付額区　　分

左の会計処理内訳

建設仮勘定
見返施設費

資本剰余金

東 京 国 立 博 物 館
仮 設 収 蔵 庫 等 整 備 工 事

東 京 国 立 博 物 館
本 館 リ ニ ュ ー ア ル
（ 収 蔵 庫 仕 上 工 事 費 等 ）

京 都 国 立 博 物 館
本 館 収 蔵 庫 改 修 工 事

723,155,280

132,852,720

51,969,600

（単位：円）

（単位：円）

摘　　要

0

0

210,600

15,864,500
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16．役員及び職員の給与の明細

（単位：千円，人）

（ 3,840 ） （ 3 ） （ 0 ） （ 0 ）

35,031 　 2 　 0 　 0 　

（ 860,365 ） （ 463 ） （ 2,752 ） （ 9 ）

2,772,447 347 150,272 9

（ 864,205 ）  （ 466 ）  （ 2,752 ）  （ 9 ）

2,807,478 349 150,272 9

（１）　支給人員数は、報酬又は給与については平成２９年４月～平成３０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、理事80,000円、監事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。

理事2名　895,000円　(報酬月額)　、818,000円　(報酬月額)　

区 分
報　酬　又　は　給　与 退　　職　　手　　当

支　　給　　額 支 給 人 員 支　　給　　額 支 給 人 員

役　員

職　員

合　　計

理事長　　965,000円　(報酬月額)　　　　　　　　　

等に基づき支給しております。

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

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。

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

基づき支給しております。

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

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
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17．セグメント情報　（平成29年4月1日～平成30年3月31日）

独立行政法人 国立文化財機構 （単位：円）

国立博物館等 文化財研究所等 計 共　通 合　　計

Ⅰ事業費用,事業収益及び事業損益

5,703,035,921 2,774,759,463 8,477,795,384 0 8,477,795,384

2,066,420,855 1,352,830,659 3,419,251,514 0 3,419,251,514

3,153,113,067 1,277,933,854 4,431,046,921 0 4,431,046,921

454,843,107 0 454,843,107 0 454,843,107

2,097,718,740 0 2,097,718,740 0 2,097,718,740

124,671,396 0 124,671,396 0 124,671,396

257,177,548 0 257,177,548 0 257,177,548

95,814,448 0 95,814,448 0 95,814,448

0 291,969,995 291,969,995 0 291,969,995

0 114,534,218 114,534,218 0 114,534,218

0 97,164,899 97,164,899 0 97,164,899

0 260,153,759 260,153,759 0 260,153,759

0 66,824,480 66,824,480 0 66,824,480

122,887,828 447,286,503 570,174,331 0 570,174,331

483,501,999 143,994,950 627,496,949 0 627,496,949

866,225,267 408,413,360 1,274,638,627 356,819,715 1,631,458,342

417,379,634 295,483,544 712,863,178 226,635,166 939,498,344

379,552,278 109,180,579 488,732,857 123,492,670 612,225,527

69,293,355 3,749,237 73,042,592 6,691,879 79,734,471

1,027,489 1,617,173 2,644,662 0 2,644,662

51,763 156,317 208,080 0 208,080

6,570,340,440 3,184,946,313 9,755,286,753 356,819,715 10,112,106,468

3,495,678,325 2,332,645,261 5,828,323,586 318,760,132 6,147,083,718

125,156,148 450,930,220 576,086,368 2,851,504 578,937,872

1,296,579,544 2,687,060 1,299,266,604 0 1,299,266,604

457,102,385 48,636,322 505,738,707 730,070 506,468,777

264,745,318 10,437,651 275,182,969 0 275,182,969

321,448,719 111,555,916 433,004,635 40,747,984 473,752,619

779,485 15,864,500 16,643,985 0 16,643,985

108,559,150 52,363,789 160,922,939 8,480,337 169,403,276

531,600,574 136,283,263 667,883,837 6,691,879 674,575,716

485 215 700 183,265 183,965

152,423,716 23,643,127 176,066,843 3,404,811 179,471,654

6,754,073,849 3,185,047,324 9,939,121,173 381,849,982 10,320,971,155

183,733,409 101,011 183,834,420 25,030,267 208,864,687

Ⅱ臨時損益等

23,509,827 90,779,399 114,289,226 3,373,135 117,662,361

23,509,827 90,779,399 114,289,226 3,373,135 117,662,361

23,509,827 90,438,340 113,948,167 3,373,135 117,321,302

23,509,827 90,438,340 113,948,167 3,373,135 117,321,302

183,733,409 -240,048 183,493,361 25,030,267 208,523,628

0 1,820,402 1,820,402 0 1,820,402

183,733,409 1,580,354 185,313,763 25,030,267 210,344,030

Ⅲ行政サービス実施コスト

6,593,850,267 3,275,725,712 9,869,575,979 360,192,850 10,229,768,829

-2,559,146,077 -616,741,900 -3,175,887,977 -117,408,631 -3,293,296,608

4,034,704,190 2,658,983,812 6,693,688,002 242,784,219 6,936,472,221

2,931,963,644 300,032,437 3,231,996,081 3,490,064 3,235,486,145

1 756,033 756,034 0 756,034

4,312,527 2,971,272 7,283,799 633,704 7,917,503

-13,070,416 26,235,617 13,165,201 4,825,631 17,990,832

0 142,369,654 142,369,654 0 142,369,654

74,403,450 5,810,399 80,213,849 -22,860 80,190,989

7,032,313,396 3,137,159,224 10,169,472,620 251,710,758 10,421,183,378

Ⅳ総資産  

3,086,945,161 675,800,903 3,762,746,064 4,516,318,492 8,279,064,556

207,718,192,898 16,395,810,855 224,114,003,753 65,000,031 224,179,003,784

43,969,387,537 10,270,511,071 54,239,898,608 23,169,187 54,263,067,795

119,419,531,198 160,974,567 119,580,505,765 0 119,580,505,765

40,238,675,104 4,172,000,000 44,410,675,104 0 44,410,675,104

4,090,599,059 1,792,325,217 5,882,924,276 41,830,844 5,924,755,120

210,805,138,059 17,071,611,758 227,876,749,817 4,581,318,523 232,458,068,340　総資産計

　流動資産

　固定資産

　　建物

　　収蔵品

　　土地

　　その他の固定資産

　行政サービス実施コスト

　　 　業務費用合計

　 　損益外減価償却相当額

　 　損益外除売却差額相当額

　 　引当外賞与見積額

　 　引当外退職給付増加見積額

　 　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

　　 　政府出資又は地方公共団体等の機会

　　 　費用

　　 　（控除）自己収入

　事業収益計

　事業損益

　 　臨時損失

　臨時損失計

　 　臨時利益

　臨時利益計

　当期純利益

　目的積立金取崩額

　当期総利益

　 　業務費用

　　 　損益計算書上の費用

　　 雑益

　事業収益

　 　運営費交付金収益

　 　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

　 　その他補助金収益

　 　資産見返負債戻入

　　 財務収益

　事業費用計

　　　　 国際遺産保護業務費

　　　　 情報公開業務費

　　　　 研修協力業務費

　　　　 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

　　　　 応用研究業務費

区分

　事業費用

　 　業務費

　　  人件費

　　　業務経費

　　　　 収集保管業務費

　　　　 展覧業務費

　　　　 教育普及業務費

　　　　 博物館研究業務費

　　　　 博物館支援業務費

　　　　 基礎研究業務費
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（注）

１．事業の種類の区分方法及び事業の内容

（１）国立博物館等の事業

　　有形文化財の保存と継承並びに有形文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信等の事業を行っております。　　　　

　　東京国立博物館、京都国立博物館、奈良国立博物館及び九州国立博物館を設置し、事業を行っております。　　

（２）文化財研究所等の事業

　　文化財及び海外の文化遺産の保護に貢献する調査研究、協力事業等の実施等の事業を行っております。

　　東京文化財研究所、奈良文化財研究所及びアジア太平洋無形文化遺産研究センターにおいて、事業を行っております。

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356,819,715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、その他補助金収益であります。

　　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381,849,982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4,581,318,523円であり、全て本部事務局に係る資産であります。

　　中期目標等における一定の事業等のまとまりごとの区分に基づくセグメント情報を開示しております。
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５．施設別の事業費用,事業収益及び事業損益等の情報は以下のとおりであります。

独立行政法人 国立文化財機構 （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 本部事務局 合　　計

Ⅰ事業費用,事業収益及び事業損益

2,419,264,019 1,023,878,465 926,288,100 1,243,196,271 977,259,086 1,709,400,965 88,099,412 8,387,386,318 90,409,066 8,477,795,384

1,046,857,272 370,331,420 318,155,699 329,237,448 487,215,260 845,406,419 20,208,980 3,417,412,498 1,839,016 3,419,251,514

1,284,642,521 483,197,575 556,697,502 740,005,419 421,843,285 788,574,104 67,516,465 4,342,476,871 88,570,050 4,431,046,921

162,049,887 125,001,253 25,258,071 142,533,896 0 0 0 454,843,107 0 454,843,107

807,450,337 284,279,872 480,716,553 525,271,978 0 0 0 2,097,718,740 0 2,097,718,740

102,729,648 6,766,729 13,375,191 1,799,828 0 0 0 124,671,396 0 124,671,396

135,303,571 51,147,732 31,760,224 38,966,021 0 0 0 257,177,548 0 257,177,548

36,782,502 15,046,083 5,587,463 19,319,347 0 0 0 76,735,395 19,079,053 95,814,448

0 0 0 0 57,581,571 234,388,424 0 291,969,995 0 291,969,995

0 0 0 0 78,876,915 35,657,303 0 114,534,218 0 114,534,218

0 0 0 0 58,030,856 23,300,409 15,833,634 97,164,899 0 97,164,899

0 0 0 0 52,641,305 207,512,454 0 260,153,759 0 260,153,759

0 0 0 0 36,471,368 30,353,112 0 66,824,480 0 66,824,480

40,326,576 955,906 0 12,114,349 138,241,270 257,362,402 51,682,831 500,683,334 69,490,997 570,174,331

87,764,226 170,349,470 51,434,899 173,953,404 68,200,541 75,420,442 373,967 627,496,949 0 627,496,949

382,450,439 173,248,983 187,072,405 123,453,440 200,389,646 182,328,300 25,695,414 1,274,638,627 356,819,715 1,631,458,342

150,474,790 89,673,062 123,458,297 53,773,485 142,115,658 131,938,359 21,429,527 712,863,178 226,635,166 939,498,344

201,755,032 74,992,811 50,119,556 52,684,879 57,376,314 47,545,441 4,258,824 488,732,857 123,492,670 612,225,527

30,220,617 8,583,110 13,494,552 16,995,076 897,674 2,844,500 7,063 73,042,592 6,691,879 79,734,471

87,629 0 0 939,860 166,067 1,451,106 0 2,644,662 0 2,644,662

0 0 4,590 47,173 156,134 183 0 208,080 0 208,080

2,801,802,087 1,197,127,448 1,113,365,095 1,367,636,744 1,177,970,933 1,893,180,554 113,794,826 9,664,877,687 447,228,781 10,112,106,468

1,460,384,817 508,430,268 588,336,440 938,526,800 877,736,096 1,407,439,185 47,469,980 5,828,323,586 318,760,132 6,147,083,718

42,594,896 955,906 0 12,114,349 138,241,270 261,006,119 51,682,831 506,595,371 72,342,501 578,937,872

687,244,158 281,722,610 241,391,068 86,221,708 0 2,687,060 0 1,299,266,604 0 1,299,266,604

259,095,216 66,001,486 109,595,099 22,410,584 10,786,465 37,849,857 0 505,738,707 730,070 506,468,777

170,331,806 66,014,190 23,425,700 4,973,622 2,875,969 7,561,682 0 275,182,969 0 275,182,969

137,728,721 55,826,482 70,648,379 57,245,137 49,258,583 48,030,977 14,266,356 433,004,635 40,747,984 473,752,619

0 779,485 0 0 0 15,864,500 0 16,643,985 0 16,643,985

36,278,722 29,183,813 6,257,347 15,921,199 24,021,572 28,342,217 0 140,004,870 29,398,406 169,403,276

117,392,733 178,932,580 64,929,451 170,345,810 65,734,246 70,167,987 381,030 667,883,837 6,691,879 674,575,716

370 95 20 0 0 215 0 700 183,265 183,965

59,232,812 12,987,565 19,906,801 60,296,538 11,474,368 12,168,759 0 176,066,843 3,404,811 179,471,654

2,970,284,251 1,200,834,480 1,124,490,305 1,368,055,747 1,180,128,569 1,891,118,558 113,800,197 9,848,712,107 472,259,048 10,320,971,155

168,482,164 3,707,032 11,125,210 419,003 2,157,636 -2,061,996 5,371 183,834,420 25,030,267 208,864,687

Ⅱ臨時損益等

1,557,786 2,519,980 15,641,352 3,790,709 0 90,738,018 41,381 114,289,226 3,373,135 117,662,361

1,557,786 2,519,980 15,641,352 3,790,709 0 90,738,018 41,381 114,289,226 3,373,135 117,662,361

1,557,786 2,519,980 15,641,352 3,790,709 0 90,396,959 41,381 113,948,167 3,373,135 117,321,302

1,557,786 2,519,980 15,641,352 3,790,709 0 90,396,959 41,381 113,948,167 3,373,135 117,321,302

168,482,164 3,707,032 11,125,210 419,003 2,157,636 -2,403,055 5,371 183,493,361 25,030,267 208,523,628

0 0 0 0 46,042 1,774,360 0 1,820,402 0 1,820,402

168,482,164 3,707,032 11,125,210 419,003 2,203,678 -628,695 5,371 185,313,763 25,030,267 210,344,030

Ⅲ行政サービス実施コスト

2,803,359,873 1,199,647,428 1,129,006,447 1,371,427,453 1,177,970,933 1,983,918,572 113,836,207 9,779,166,913 450,601,916 10,229,768,829

-1,353,881,726 -482,045,769 -482,152,453 -241,066,129 -205,956,029 -344,836,684 -65,949,187 -3,175,887,977 -117,408,631 -3,293,296,608

1,449,478,147 717,601,659 646,853,994 1,130,361,324 972,014,904 1,639,081,888 47,887,020 6,603,278,936 333,193,285 6,936,472,221

970,548,109 1,066,575,744 434,140,118 460,699,673 115,745,066 184,287,371 0 3,231,996,081 3,490,064 3,235,486,145

0 0 0 1 0 756,033 0 756,034 0 756,034

1,081,052 3,739,839 -245,986 -262,378 848,736 2,045,190 77,346 7,283,799 633,704 7,917,503

7,961,728 -3,533,250 -30,009,227 12,510,333 -8,154,477 33,513,818 876,276 13,165,201 4,825,631 17,990,832

0 0 0 0 0 141,579,654 790,000 142,369,654 0 142,369,654

34,684,287 19,415,853 10,404,379 9,898,931 2,185,940 3,624,459 0 80,213,849 -22,860 80,190,989

2,463,753,323 1,803,799,845 1,061,143,278 1,613,207,884 1,082,640,169 2,004,888,413 49,630,642 10,079,063,554 342,119,824 10,421,183,378

Ⅳ総資産  

1,545,828,323 292,724,190 955,195,376 293,197,272 232,410,848 367,039,658 76,350,397 3,762,746,064 4,516,318,492 8,279,064,556

94,856,444,563 52,208,172,652 31,272,668,275 29,380,907,408 5,553,175,302 10,841,369,189 1,266,364 224,114,003,753 65,000,031 224,179,003,784

14,352,907,773 15,654,322,157 5,963,558,314 7,998,599,293 2,657,385,991 7,613,125,080 0 54,239,898,608 23,169,187 54,263,067,795

51,710,621,734 26,154,951,860 21,012,919,484 20,541,038,120 0 160,974,567 0 119,580,505,765 0 119,580,505,765

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

1,960,127,056 1,327,001,735 421,180,273 382,289,995 245,789,311 1,545,269,542 1,266,364 5,882,924,276 41,830,844 5,924,755,120

96,402,272,886 52,500,896,842 32,227,863,651 29,674,104,680 5,785,586,150 11,208,408,847 77,616,761 227,876,749,817 4,581,318,523 232,458,068,340　総資産計

　流動資産

　固定資産

　　建物

　　収蔵品

　　土地

　　 雑益

　　　　 国際遺産保護業務費

　　　　 情報公開業務費

　　　　 研修協力業務費

　　その他の固定資産

　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

　事業収益計

　 　運営費交付金収益

　　　　 受託業務費

　　　減価償却費

 　　一般管理費

　 　その他補助金収益

　 　資産見返負債戻入

　　　人件費

　　　一般管理経費

　　　減価償却費

　 　財務費用

　 　雑損

　　 財務収益

　　　　 応用研究業務費

区分

　事業費用

　 　業務費

　　  人件費

　　　業務経費

　　　　 収集保管業務費

　　　　 展覧業務費

　　　　 教育普及業務費

　　　　 博物館研究業務費

　　　　 博物館支援業務費

　　　　 基礎研究業務費

　事業費用計

　事業収益

　 　施設費収益

　 　臨時損失

　臨時損失計

　 　臨時利益

　臨時利益計

　当期純利益

　　 　業務費用合計

　 　損益外減価償却相当額

　 　損益外除売却差額相当額

　目的積立金取崩額

　当期総利益

　 　業務費用

　　 　損益計算書上の費用

　　 　（控除）自己収入

　行政サービス実施コスト

　　 　機会費用

　　 　政府出資又は地方公共団体等の機会

　　 　費用

　 　引当外賞与見積額

　 　引当外退職給付増加見積額

　 　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
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18．科学研究費補助金等の明細

18－1　科学研究費補助金の明細 （単位：円）

種 目 件 数 摘要

( 3,946,000 )

1,183,800 3

( 19,000,000 )

5,700,000 2

( 36,763,580 )

11,029,074 39

( 60,602,822 )

17,814,900 83

( 36,038,000 )

10,811,400 49

( 3,750,000 )

1,125,000 4

( 5,820,000 )

1,746,000 2

( 21,400,000 )

6,420,000 8

( 27,536,561 )

8,260,968 33

( 260,000 )

78,000 1

( 10,400,000 )

0 3

( 3,303,388 )

630,000 4

( 469,488 )

0 1

( 229,289,839 )

64,799,142 232

18－2　建設技術研究開発費補助金の明細 （単位：円）

種 目 件 数 摘要

( 7,540,000 )

2,260,000 1

( 7,540,000 )

2,260,000 1

科 学 研 究 費
基 盤 研 究 （ Ｃ ）

科 学 研 究 費
挑 戦 的 萌 芽 研 究

科 学 研 究 費
挑 戦 的 研 究 （ 開 拓 ・ 萌 芽 ）

科 学 研 究 費
若 手 研 究 （ Ａ ）

科 学 研 究 費
若 手 研 究 （ Ｂ ）

科 学 研 究 費
研 究 活 動 ス タ ー ト 支 援

科 学 研 究 費
基 盤 研 究 （ Ｂ ）

当 期 受 入 額

科 学 研 究 費
新 学 術 領 域 研 究

科 学 研 究 費
基 盤 研 究 （ Ｓ ）

科 学 研 究 費
基 盤 研 究 （ Ａ ）

（注）当期受入額は間接経費相当額を記載し、直接研究費相当額は外数として（　　　）書きで記載しております。

特 別 研 究 員 奨 励 費

国 際 共 同 研 究 加 速 基 金
国 際 活 動 支 援 班

計

（注）当期受入額は間接経費相当額を記載し、直接研究費相当額は外数として（　　　）書きで記載しております。

研 究 成 果 公 開 促 進 費
デ ー タ ベ ー ス

当 期 受 入 額

建 設 技 術 研 究 開 発 費

計
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19．主な資産、負債、費用及び収益の明細

19－1　未収金の明細 （単位：円）

取 引 先 未 収 金 の 内 訳 金 額

文化庁 施設整備費補助金　他 3,448,459,264

東京上野税務署 消費税還付金 221,392,409

陸前高田市長 陸前高田市受託事業「被災美術工芸資料修理業務」委託料 37,450,068

官署支出官近畿地方整備局総務部長 第一次大極殿院建造物復原整備他にかかる調査委託料 36,469,487

一般財団法人東京国立博物館協力会  ﾐｭｰｼﾞｱﾑｼｮｯﾌﾟ運営業務(H30年1-3月分)売上手数料　他 15,529,100

その他 96,164,196

3,855,464,524

19－2　未払金の明細 （単位：円）

取 引 先 未 払 金 の 内 訳 金 額

㈱鴻池組 奈良文化財研究所本庁舎新営その他工事 2,010,798,000

不二熱学工業㈱ 奈良文化財研究所本庁舎新営その他機械設備工事他 448,001,820

㈱トーエネック 奈良文化財研究所本庁舎新営その他電気設備工事他 228,441,600

株式会社読売新聞東京本社 特別展「仁和寺」共催者への配分額送金他 170,795,145

㈱日立製作所 関西支社 文化財用高エネルギーX線CT装置他 145,273,500

金剛㈱ 行灯型展示ケースの製造 54,000,000

鹿島建物総合管理株式会社 九州国立博物館建物保守業務（3月分）他 31,566,364

ネットワンシステムズ㈱ 奈良文化財研究所ネットワークスイッチ等更新他 25,587,684

㈱内藤建築事務所 本庁舎新営その他工事監理業務他 24,463,080

株式会社フクシ・エンタープライズ 東京国立博物館等の展示場における来館者応対等業務 3月分他 21,624,354

その他 2,140,774,280

5,301,325,827

19－3　資産見返運営費交付金の明細 （単位：円）

区 分 金 額

建物 1,241,048,137

構築物 42,767,499

機械・装置 86,186,929

車両運搬具 5,800,224

工具器具備品 1,109,110,854

ソフトウエア 107,682,468

差入敷金・保証金 180,000

その他無形固定資産 1,883,623

合 計 2,594,659,734

19－4　建設仮勘定見返施設費の明細 （単位：円）

金 額

959,148,000

153,878,400

1,113,026,400

合 計

合　　　　　　　　　　　　　　　　　計

合 計

区　　　　　　　　　　　　　　　　　　分

東京国立博物館仮設収蔵庫等整備工事

京都国立博物館本館収蔵庫改修等工事
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（単位：円）

予　算　額 決　算　額 差　　額 備　考 予　算　額 決　算　額 差　　額 備　考 予　算　額 決　算　額 差　　額 備　考

5,793,776,000   5,790,901,000   -2,875,000       2,531,654,000   2,534,529,000   2,875,000         8,325,430,000     8,325,430,000     -                      

432,840,000     991,872,000     559,032,000     （注記）１ 1,346,769,000   2,858,440,964   1,511,671,964   （注記）１ 1,779,609,000     3,850,312,964     2,070,703,964     （注記）１

-                    130,628,038     130,628,038     （注記）２ -                    53,351,962       53,351,962       （注記）２ -                      183,980,000       183,980,000       （注記）２

1,508,571,000   2,174,769,033   666,198,033     （注記）３ 67,135,000       85,404,375       18,269,375       （注記）４ 1,575,706,000     2,260,173,408     684,467,408       

36,030,000       128,007,652     91,977,652       （注記）５ 551,414,000     450,930,220     -100,483,780    （注記）６ 587,444,000       578,937,872       -8,506,128         

406,984,000     637,070,006     230,086,006     （注記）７ 32,590,000       95,140,210       62,550,210       （注記）７ 439,574,000       732,210,216       292,636,216       （注記）７

8,178,201,000   9,853,247,729   1,675,046,729   4,529,562,000   6,077,796,731   1,548,234,731   12,707,763,000   15,931,044,460   3,223,281,460     

7,302,347,000   7,700,862,109   398,515,109     2,598,789,000   2,567,742,636   -31,046,364     9,901,136,000     10,268,604,745   367,468,745       

1,345,397,000   1,180,717,141   -164,679,859    437,343,000     410,495,011     -26,847,989     1,782,740,000     1,591,212,152     -191,527,848      

628,192,000     590,901,785     -37,290,215     223,334,000     246,696,921     23,362,921       （注記）８ 851,526,000       837,598,706       -13,927,294       

717,205,000     589,815,356     -127,389,644    （注記）９ 214,009,000     163,798,090     -50,210,910     （注記）１０ 931,214,000       753,613,446       -177,600,554      （注記）
９,１０

5,956,950,000   6,520,144,968   563,194,968     2,161,446,000   2,157,247,625   -4,198,375       8,118,396,000     8,677,392,593     558,996,593       

1,583,257,000   1,544,050,048   -39,206,952     1,013,345,000   974,364,730     -38,980,270     2,596,602,000     2,518,414,778     -78,187,222       

1,779,489,000   2,104,547,858   325,058,858     （注記）１１ -                    -                    -                    1,779,489,000     2,104,547,858     325,058,858       （注記）１１

2,043,242,000   2,260,665,215   217,423,215     （注記）１2 -                    -                    -                    2,043,242,000     2,260,665,215     217,423,215       （注記）１2

138,997,000     150,638,793     11,641,793       -                    -                    -                    138,997,000       150,638,793       11,641,793         

341,200,000     412,309,210     71,109,210       （注記）１3 -                    -                    -                    341,200,000       412,309,210       71,109,210         （注記）１3

70,765,000       47,933,844       -22,831,156     （注記）１４ -                    -                    -                    70,765,000         47,933,844         -22,831,156       （注記）１４

-                    -                    -                    483,333,000     457,101,389     -26,231,611     483,333,000       457,101,389       -26,231,611       

-                    -                    -                    173,657,000     221,352,938     47,695,938       （注記）15 173,657,000       221,352,938       47,695,938         （注記）15

-                    -                    -                    150,725,000     137,656,545     -13,068,455     150,725,000       137,656,545       -13,068,455       

-                    -                    -                    321,612,000     348,674,819     27,062,819       321,612,000       348,674,819       27,062,819         

-                    -                    -                    18,774,000       18,097,204       -676,796         （注記）１６ 18,774,000         18,097,204         -676,796           （注記）１６

432,840,000     991,872,000     559,032,000     （注記）１ 1,346,769,000   2,858,440,964   1,511,671,964   （注記）１ 1,779,609,000     3,850,312,964     2,070,703,964     （注記）１

-                    117,039,487     117,039,487     （注記）２ -                    52,363,789       52,363,789       （注記）２ -                      169,403,276       169,403,276       （注記）２

36,030,000       123,958,456     87,928,456       （注記）５ 551,414,000     453,833,746     -97,580,254     （注記）６ 587,444,000       577,792,202       -9,651,798         

406,984,000     515,324,082     108,340,082     （注記）１７ 32,590,000       97,184,136       64,594,136       （注記）１５ 439,574,000       612,508,218       172,934,218       （注記）１７

8,178,201,000   9,449,056,134   1,270,855,134   4,529,562,000   6,029,565,271   1,500,003,271   12,707,763,000   15,478,621,405   2,770,858,405     

（注記）

　１．過年度予算の平成２９年度への繰越によるものであります。

　２．文化庁による美術館・歴史博物館重点分野推進支援事業及び地域の核となる美術館・歴史博物館支援事業によるものであります。

　３．展示事業等収入（博物館）の差額は、入場者数が見込みより増えたこと、イベント等の建物貸付収入が増えたこと等によるものであります。

　４．展示事業等収入（研究所）の差額は、当初見込になかった科学研究費等の契約があったためであります。

　５．受託収入及び受託事業費（博物館）の差額は、当初の受入見込みになかった受託調査研究等の契約があったためであります。

　６．受託収入及び受託事業費（研究所）の差額は、当初見込に対して実際の契約が少なかったためであります。

　７．文化財保存活用基金及び賛助会等の寄附金によるものであります。

　８．一般管理人件費の差額は、退職手当の予算計上区分の相違によるものであります。

　９．一般管理費の差額は、施設整備等に係る経費が見込より減少したこと等によるものであります。

　１０．一般管理費（研究所）の差額は、奈良文化財研究所本庁舎が竣工したことにより、過年度建設仮勘定の費用化分を控除したことによるものであります。

　１１．収集保管事業費の差額は、自己収入財源による事業拡充によるものであります。

　１２．展覧事業費の差額は、夜間開館対応、多言語化対応等に伴う経費が増加したこと等によるものであります。

　１３．博物館研究事業費の差額は、自己収入財源による事業拡充によるものであります。

　１４．博物館支援事業費の差額は、事業実施に伴う予算の組み替えによるものであります。

　１5．応用研究事業費の差額は、寄附金等財源による事業拡充によるものであります。

　１6．研修協力事業費の差額は、寄附金等財源による事業拡充によるものであります。

　１7．その他寄附金等の差額は、寄附金等財源による事業拡充によるものであります。

　１8．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

　　　（６）損益計算書に計上されている一般管理経費のうち83,778円、応用研究業務費のうち754,540円、国際遺産保護業務費のうち2,244円は決算報告書上、受託事業費に計上されております。

　　　（1）博物館収蔵品の取得支出1,735,164,000円は決算報告書上、収集保管事業費に表示されております。

　　　（４）損益計算書に計上されている一般人件費のうち8,480,337円、業務人件費のうち36,496,321円、展覧業務費のうち2,541,352円、教育普及業務費のうち2,634,935円、博物館支援業務費のうち74,190,258円、
　　　　　　研修協力業務費のうち45,060,073円は決算報告書上、文化芸術振興費補助金に計上されております。

　　　（５）損益計算書に計上されている一般管理経費のうち46,234,657円、業務人件費のうち2,348,519円、収集保管業務費のうち70,665,919円、展覧業務費のうち223,212,379円、教育普及業務費のうち1,359,326円、
　　　　　博物館研究業務費のうち9,969,936円、博物館支援業務費のうち1,699,946円、基礎研究業務費のうち30,297,161円、応用研究業務費のうち11,445,415円、国際遺産保護業務費のうち4,562,245円、
　　　　　情報公開業務費のうち13,163,857円、研修協力業務費のうち35,216,338円は決算報告書上、寄附金に計上されております。

　　　（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、下記の各事業経費に表示されております。
　　　　　一般管理経費939,498,344円、収集保管業務費85,012,006円、展覧業務費282,971,823円、教育普及業務費28,853,989円、博物館研究業務費66,194,816円、博物館支援業務費56,989,654円、
　　　　　基礎研究業務費188,807,654円、応用研究業務費45,007,758円、国際遺産保護業務費54,018,567円、情報公開業務費66,045,455円、研修協力業務費24,586,495円。

　　　（３）損益計算書に計上されている一般管理経費のうち16,643,985円は決算報告書上、施設整備費に計上されております。

平成２９年度　　決算報告書

　受託事業費

計

　文化芸術振興費

　　業務経費

　　　　人件費

　　　　収集保管事業費

　　　　博物館研究事業費

　　　　博物館支援事業費

　　　　基礎研究事業費

　　　　応用研究事業費

　　　　国際遺産保護事業費

　　　　情報公開事業費

　展示事業等収入

　受託収入

　その他寄附金等

　計

合　　計

　文化芸術振興費補助金

区　　　　　　　　　　分
国立博物館等 文化財研究所等

収　　入

　運営費交付金

　施設整備費補助金

　その他寄附金等

支　　出

　運営事業費

　　管理経費

　　　　人件費

　　　　研修協力事業費

　　　　一般管理費

　施設整備費

　　　　展覧事業費

　　　　教育普及事業費
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独立行政法人国立文化財機構 平成 29 年度事業報告書 

 

１．国民の皆様へ 

 

私ども独立行政法人国立文化財機構（以下「機構」といいます。）は、平成 19 年

4 月に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されて設立され

ました。国の文化財保護行政を総合的に支え、社会の要請に機動的・効果的に対応

することを目的とし、歴史・伝統文化の保存と継承の中心的拠点として、収蔵品の

整備と次代への継承、文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信及び文化

財に関する調査・研究の推進等を任務としております。 

 

博物館においては、今年度も延べ 473 万人という多くのお客様をお迎えすること

ができました。平常展示において延べ 165 万人（東京国立博物館 103 万人、京都国

立博物館 14 万人、奈良国立博物館 14 万人、九州国立博物館 35 万人）のお客様にご

来館いただいたことに加え、特別展示にも数多くのお客様にご来館いただきました。

また、国からの交付金や皆様からのご寄附により、四館で 65 件の文化財を購入でき

たほか、四館で 519 件の文化財をご寄贈いただき、収蔵品を充実させることができ

ました。 

研究所・センターにおいては、東京文化財研究所では基礎的・探求的な調査研究

や文化遺産保護に関する国際協働事業などを着実に実施したほか、奈良文化財研究

所では国や地方公共団体が行う文化財関連事業を継続的に支援したことに加え、高

松塚古墳発掘調査における成果を公共に資するための報告書を刊行するなどの成果

がありました。アジア太平洋無形文化遺産研究センターでは引き続きアジア太平洋

地域における無形文化遺産の調査研究を推進しました。 

施設整備の面では、奈良文化財研究所本庁舎の建替工事を終えたほか、京都国立

博物館の文化財保存修理所燻蒸設備の改修工事を完了しました。 

今後は、東京国立博物館仮設収蔵庫等整備工事及び本館リニューアル工事、京都

国立博物館収蔵庫改修等工事を進め、老朽化の著しい建物や設備の整備を計画的に

進めるとともに、2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、国

内外の皆様に日本の文化財の魅力を発信できる環境の整備を進めて参ります。 

 

私ども機構は、国の文化財行政の土台をしっかりと支えていくという大きな使命

の下、引き続き、文化財の収集保管、展示公開、調査研究、そして国際協力という

四つの大きな柱を機能させ、更なる活性化を推進して参ります。 

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申し上げます。 
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２.法人の基本情報 

 

(1) 目的、業務内容、沿革、設立に係る根拠法、主務大臣、組織図その他法人の概要 

 

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（文化庁文化財部美術学芸課） 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   研究支援推進部 
 

    管理課 
 

  文化財情報資料部 
 
  無形文化遺産部 
 
  保存科学研究 
  センター 
 
  文化遺産国際 

協力センター 
    

⑥ 組織図（平成 30 年 3 月 31 日現在）   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ その他法人の概要   

  機構は、ともに文化財の保存及び活用という同一の目的を有する独立行政法 

人国立博物館と独立行政法人文化財研究所の二つの法人の統合により、平成 19 

年 4 月に発足いたしました。 

 統一的なマネジメントの下で、貴重な国民的財産である文化財の保存・活用 

を一層効果的かつ効率的に推進するため、各施設はそれぞれ次のような役割を 

果たしています。 

1) 東京国立博物館 

我が国の人文系の総合的な博物館として、日本を中心として広くアジア諸

地域にわたる文化財について、収集、保存、管理、展示、調査研究、教育普

及事業等を行っています。 

 

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 
  環境整備課 
  

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 

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 
 

環境整備課 
 
 

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 
 
   

監査室 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  総務課 
   

 学芸部 
       

 上席研究員 

館長 

奈良国立博物館 

 

副館長 

文化財防災ネットワーク

推進室 
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2) 京都国立博物館 

京都に都が置かれた平安時代から江戸時代の京都文化を中心とした文化財 

について、収集、保存、管理、展示、調査研究、教育普及事業等を行ってい 

ます。 

3) 奈良国立博物館 

仏教美術及び奈良を中心とした文化財について、収集、保存、管理、展示、

調査研究、教育普及事業等を行っています。 

4) 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文化財について、収集、保

存、管理、展示、調査研究、教育普及事業等を行っています。 

5) 東京文化財研究所 

我が国の文化財の研究を、基礎的なものから先端的・実践的なものまで多

様な手法により行い、成果を積極的に公表・活用するとともに、世界の文化

財保護に関する国際的な研究交流等を実施する国際協力の拠点としての役

割を担っています。 

6) 奈良文化財研究所 

平城宮跡に隣接し、遺跡・建造物・庭園等の土地に結びついた文化財及び

南都諸大寺及び近畿周辺を中心とした古社寺等における文化財の保存・活用

を図るために発掘・調査・研究を行うとともに、全国各地の発掘調査等に対

する協力・助言等を行っています。 

7) アジア太平洋無形文化遺産研究センター 

アジア太平洋地域における危機に瀕した無形文化遺産保護のための調査

活動や、無形文化遺産保護の国際的動向に関する情報収集と配信を行ってい

ます。 

 

(2) 事務所（従たる事業所を含む）の所在地 

本部：東京都台東区上野公園 13－9 

支部：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） 

奈良県奈良佐紀町 247－1（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） 

 

(3) 資本金の額及び出資者ごとの出資額（前事業年度末からのそれぞれの増減を含む） 

 （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 
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(4) 役員の氏名、役職、任期、担当及び経歴 
 

役 職 氏 名 任 期 担 当 経  歴 

理事長 
(常勤) 

松村 恵司 
 

自 平成 29

年 4 月 1日 

至 平成 33

年 3 月 31 日 

 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 

平成 23年 10 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 

(独)国立文化財機構理事((兼)奈良文化財研究所長) 

現在に至る 

理 事 
(常勤) 

島谷 弘幸 自 平成 29

年 10 月 1日 

至 平成 33

年 9 月 30 日 

文化財の

収集、保

管、公開、

調査研究

担当 

昭和 59年 4月 

平成  6 年 7 月 

平成 13 年 4 月 

平成 15 年 4 月 

平成 19 年 4 月 

平成 20 年 4 月 

平成 23年 4月 

 

平成 27 年 4月 

東京国立博物館 

東京国立博物館学芸部美術課書跡室長 

(独)東京国立博物館学芸部資料課長 

(独)東京国立博物館文化財部展示課長 

(独)東京国立博物館文化財部長 

(独)東京国立博物館学芸研究部長 

(独)東京国立博物館副館長((兼) (独)国立文化財機構

本部調整役) 

(独)九州国立博物館館長 現在に至る 

理 事 
(常勤) 

杉野 剛 自 平成 29

年 7 月 11 日 

至 平成 33

年 3 月 31 日 

総務，財

務，施設担

当 

昭和 59年 4月 

平成 15年 7月 

平成 17年 7月 

平成 18年 10 月 

平成 20年 7月 

平成 22年 7月 

平成 23年 9月 

 

平成 24 年 9月 

平成 26年 4月 

平成 27年 8月 

平成 28年 6月 

平成 29年 7月 

文部省入省 

文部科学省高等教育局専門教育課長 

文部科学省研究振興局学術研究助成課長 

文部科学省高等教育局私学行政課長 

厚生労働省医政局医事課長 

文部科学省高等教育局国立大学法人支援課長 

文部科学省生涯学習局主任社会教育官 

(命)生涯学習総括官 

文部科学省国立教育政策研究所次長 

(独)日本学生支援機構理事長代理 

文部科学省高等教育局私学部長 

国立教育政策研究所長 

退職 

理 事 
 (非常勤) 

林田 スマ 自 平成 29

年 4 月 1日 

至 平成 33

年 3 月 31 日 

教育普及，

生涯学習、

男女共同

参画担当 

昭和 43年 4月 

昭和 55年 5月 

平成 8 年 4 月 

 

平成 21 年 4 月 

 

RKB毎日放送 

フリーアナウンサー 

大野城まどかぴあ女性センター所長（現 男女平等推

進センター） 

大野城まどかぴあ女性センター館長（現 男女平等推

進センター） 現在に至る 

監 事 
(非常勤) 

久留島典子 自 平成 27

年 4 月 1日 

至 平成 32

年度財務諸

表承認日 

 昭和 56年 4月 

平成  4 年 4 月 

平成 11年 4月 

平成 14年 4 月 

平成 25年 4月 

平成 27年 4月 

東京大学史料編纂所助手 

東京大学史料編纂所助教授  

東京大学史料編纂所教授 現在に至る 

東京大学総長補佐 

国立大学法人東京大学史料編纂所長 

国立大学法人東京大学副学長 現在に至る 

国立大学法人東京大学附属図書館長 現在に至る 

監 事 
(非常勤) 

中元 文德 自 平成 26

年 7 月 1日 

至 平成 32

年度財務諸

表承認日 

 昭和 50年 3月平

成 15年 9月平成

16 年 4 月 

平成 21 年 4 月 

平成 24年 4月 

監査法人中央会計事務所  

公認会計士中元文德事務所代表 現在に至る  

国立大学法人金沢大学監事 

熊本学園大学会計専門職大学院専任教授 現在に至る 

国立大学法人総合研究大学院大学監事 現在に至る  

 

(5) 常勤職員の数（前事業年度末からの増減を含む。）及び平均年齢並びに法人への 

出向者数 

常勤職員は平成 29 年度末現在 350 人（前期末比 7 人増）、平均年齢は 45 歳（前

期末に同じ）です。このうち、国等からの出向者は 10 人、民間からの出向者は 0

人、平成 30 年 3 月 31 日退職者は△5 人です。 
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３.財務諸表の要約 

 

(1) 要約した財務諸表 

 

①   貸借対照表 

              平成 30 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 

工具器具備品 

 建設仮勘定 

その他 

 無形固定資産 

 その他の資産 

     固定資産合計 

 

4,348 

3,855 

76 

8,279 

 

 

 

54,263 

119,581 

44,411 

2,459 

1,126 

2,208 

127 

4 

224,179 

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 

 

473 

5,301 

1,925 

7,699 

 

 

3,960 

30 

3,990 

負債合計 11,689 

純資産の部  

資本金 

資本剰余金 

利益剰余金 

104,714 

115,053 

1,002 

純資産合計 220,769 

資産合計 232,458 負債純資産合計 232,458 

 

②  損益計算書 

平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 （単位：百万円） 

 金 額 

経常費用(A） 10,112 

  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 

 

3,419 

4,431 

627 

 

939 

612 

80 

3 

経常収益(B) 10,321 

  運営費交付金収益 

  受託収入 

  入場料収入 

  展示事業等収入 

  財産利用収入 

  寄附金収益 

  施設費収益 

  資産見返負債戻入 

  その他 

6,147 

579 

1,299 

506 

275 

474 

17 

675 

349 

臨時損失(C) 

臨時利益(D) 

118 

117 

前中期目標期間繰越積立金取崩額(E) 2 

当期総利益(B－A＋C＋D＋E) 210 
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③  キャッシュ・フロー計算書  

平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 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) 2,575 

  人件費支出 -4,466 

運営費交付金収入 8,325 

自己収入等 4,035 

その他の支出 -5,346 

その他収入 26 

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー(B) -926 

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー(C) -31 

Ⅳ資金増加額（又は減少額）(D＝A＋B＋C) 1,618 

Ⅴ資金期首残高(E) 2,729 

Ⅵ資金期末残高(F＝D＋E) 4,348 

 

 

④   行政サービス実施コスト計算書 

平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日   （単位：百万円） 
 

 金 額 

Ⅰ業務費用 6,936 

  損益計算書上の費用 

（控除）自己収入等 

10,230 

-3,293 

（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 3,235 

Ⅲ損益外除売却差額相当額 1 

Ⅳ引当外賞与見積額 8 

Ⅴ引当外退職給付増加見積額 18 

Ⅵ機会費用 223 

Ⅶ行政サービス実施コスト 10,421 

 

(2) 財務諸表の科目の説明 

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 ：運営費交付金のうち、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自己収入等を控除した相当額 

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)  財務諸表の概要 

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 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

資産 220,058 220,040 221,434 222,995 232,458 

負債 9,747 8,780 9,650 11,550 11,689 

利益剰余金（又は繰越欠損金） 778 1,000 1,054 794 1,002 

純資産 210,311 211,260 211,784 211,444 220,769 

経常費用 9,257 10,154 10,421 10,161 10,112 

経常収益 9,280 10,377 10,521 10,270 10,321 

当期総利益 31 225 139 164 210 

業務活動によるキャッシュ・フロー 2,056 1,988 2,642 1,651 2,575 

投資活動によるキャッシュ･フロー -5,310 -3,277 -2,804 -2,569 -926 

財務活動によるキャッシュ・フロー -14 -34 -35 -27 -31 

資金期末残高 5,193 3,870 3,674 2,729 4,348 

 

（資産） 

平成 29 年度末現在の資産合計は、2,324 億 58 百万円と前年度比 94 億 64 百万円

（4.2％）の増加となりました。流動資産が 82億 79百万円と同 29億 16百万円（54.4％）、

固定資産が 2,241 億 79 百万円と同 65 億 47 百万円（3.0％）増加しました。流動資産

の増加は、東京国立博物館仮設収蔵庫等整備工事に係る施設整備費補助金の入金等によ

る現金及び預金が 43 億 48 百万円と同 11 億 86 百万円（37.5％）増加したこと、奈良

文化財研究所本庁舎建替工事に係る施設整備費補助金等の未収金が 38 億 55 百万円と

同 17 億 39 百万円（82.1％）増加したことが主な要因です。固定資産の増加は、奈良

文化財研究所本庁舎完成等により建物が 924 億 28 百万円と同 51 億 43 百万円（5.9％）

増加したこと、減価償却が同 30 億 4 百万円進んだこと、収蔵品が 1,195 億 81 百万円

と同 62 億 4 百万円（5.5％）増加したこと、奈良文化財研究所本庁舎建替工事等に係

る建設仮勘定が 11 億 26 百万円と同 24 億 3 百万円（68.1％）減少したことが主な要因

です。 

 

（負債） 

平成 29 年度末現在の負債合計は、116 億 89 百万円と前年度比 1 億 39 百万円（1.2％）

の増加となりました。流動負債が 76 億 99 百万円と同 26 億 94 百万円（53.8％）増加、

固定負債が 39 億 90 百万円と同 25 億 55 百万円（39.0％）減少しました。流動負債の

増加は、奈良文化財研究所本庁舎建替工事等により未払金が 53 億 1 百万円と同 23 億

53 百万円（79.8％）増加したことが主な要因です。固定負債の増加は、奈良文化財研

究所本庁舎完成等により建設仮勘定見返施設費が 11 億 13 百万円と同 23 億 91 百万円

（68.2％）減少したことが主な要因です。 

 

 （純資産） 

平成 29 年度末現在の純資産合計は、2,207 億 69 百万円と前年度比 93 億 24 百万円

（4.4％）の増加となりました。資本剰余金が 1,150 億 53 百万円と同 91 億 16 百万円
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（8.6％）増加、利益剰余金が 10 億 2 百万円と同 2 億 9 百万円（26.3％）増加しまし

た。資本剰余金の増加は、資産増加に伴う増加 123 億 2 百万円と損益外の減価償却に

伴う減少 31 億 86 百万円の差し引きによるものです。 

 

（経常費用） 

平成 29 年度の経常費用は 101 億 12 百万円と前年度比 49 百万円（0.5％）の減少となりまし

た。業務費が 84億 78 百万円と同 3億 26 百万円（4.0％）増加、一般管理費が 16億 31 百万円

と同 3 億 75 百万円（18.7％）減少しました。業務費は、展覧事業拡大等により業務経費が 44

億 31 百万円と同 2 億 71 百万円（6.5％）増加したことが主な要因です。一般管理費は、前年

度に東京国立博物館等で施設整備に伴う修繕費が発生していたこと等により一般管理経費が 6

億 12 百万円と同 3億 64 百万円（37.3％）減少したことが主な要因です。 

 

（経常収益） 

平成 29 年度の経常収益は 103 億 21 百万円と前年度比 51 百万円（0.5％）の増加となりまし

た。国からの運営費交付金が削減されていることや有形固定資産の購入等により、運営費交付

金の収益化額が 61億 47 百万円と同 2億 72 百万円（4.2％）減少したこと、東京国立博物館及

び京都国立博物館において共催展入場料収入が伸び、入場料収入が 12億 99 百万円と同 3億 90

百万円（42.9％）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 2 億 9 百万円に、臨時損失 1 億 18 百万円と臨時利益 1 億 17 百

万円を差し引きし、前中期目標期間繰越積立金取崩額 2 百万円を加え、平成 29 年度当

期総利益は前年度比 46 百万円（27.9％）増加の 2 億 10 百万円となりました。臨時損

失及び臨時利益は、工具器具備品等の除却に伴う除却損および戻入益と、奈良文化財

研究所本庁舎建替工事に伴う既存固定資産撤去に係る費用および戻入益です。 

 

（業務活動によるキャッシュ・フロー） 

平成 29 年度の業務活動によるキャッシュ・フローでは、収入が 25 億 75 百万円と前

年度比 9 億 24 百万円（56.0％）増加しました。消費税等支払額が 73 百万円と同 1 億

62 百万円（69.0％）減少したことに加えて消費税等還付額が 86 百万円新たに発生し

たこと、展示事業等収入が 19 億 43 百万円と同 5 億 72 百万円（41.8％）増加したこと、

前年度に国庫納付金の支払額が 3 億 69 百万円発生してい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 29 年度の投資活動によるキャッシュ・フローでは、支出が 9 億 26 百万円と前

年度比 16 億 43 百万円（63.9％）減少しました。前年度に定期預金預入による支出が 4億

33百万円発生していたことおよび定期預金の払戻しによる収入が4億33百万円新たに発生し

たこと、有形固定資産の取得による支出が 35 億 67 百万円と同 2 億 82 百万円（8.6％）

増加したこと、施設費による収入が 22 億 46 百万円と同 10 億 55 百万円（88.7％）増

加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 29 年度の財務活動によるキャッシュ・フローでは、支出が 31 百万円と前年
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度比 4 百万円（15.0％）増加しました。当該区分は、リース債務の支払による支出

のみであり、同支払の増加によるものです。 

 

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） 

 

（参考）施設別総資産の経年比較                    （単位：百万円） 

 

総資産は 2,324 億 58 百万円と前年度比 94 億 64 百万円（4.2％）増加しました。国

立博物館等の事業では同 51 億 66 百万円（2.5％）の増加、文化財研究所等の事業で

は同 24 億 44 百万円（16.7％）の増加となりました。 

以下、施設別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 964 億 2 百万円と同 24 億 78 百万円（2.6％）増加しま

した。主な資産としては、減価償却により建物が 143 億 53 百万円と同 8 億 77 百万円

（5.8％）減少、建設仮勘定が 9 億 59 百万円と同 8 億 56 百万円（831.1％）増加、収

蔵品が 517 億 11 百万円と同 19 億 52 百万円（3.9％）増加しました。 

京都国立博物館においては 525 億 1 百万円と同 7 億 52 百万円（1.4％）減少しまし

た。主な資産としては、減価償却により建物が 156 億 54 百万円と同 8 億 57 百万円

（5.2％）減少、収蔵品が 261 億 55 百万円と同 3 億 54 百万円（1.4％）増加しました。 

奈良国立博物館においては 322 億 28 百万円と同 7 億 61 百万円（2.4％）増加しまし

た。主な資産としては、減価償却により建物が 59 億 64 百万円と同 4 億 38 百万円

（6.8％）減少、収蔵品が 210 億 13 百万円と同 5 億 84 百万円（2.9％）増加しました。 

九州国立博物館においては 296 億 74 百万円と同 26 億 79 百万円（9.9％）増加しま

した。主な資産としては、減価償却により建物が 79 億 99 百万円と同 4 億 55 百万円

（5.4％）減少、収蔵品が 205 億 41 百万円と同 33 億 14 百万円（19.2％）増加しまし

た。 

東京文化財研究所においては 57 億 86 百万円と同 1 億 23 百万円（2.1％）減少しま

した。主な資産としては、減価償却により建物が 26 億 57 百万円と同 97 百万円（3.5％）

減少しました。 

奈良文化財研究所においては 112 億 8 百万円と同 25 億 69 百万円（29.7％）増加し

 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

国立博物館等の事業 206,975 206,237 206,342 205,639 210,805 

文化財研究所等の事業 12,471 12,386 13,793 14,628 17,072 

共 通 611 1,417 1,299 2,727 4,581 

合  計 220,058 220,040 221,434 222,994 232,458 

 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

東京国立博物館 92,548 93,585 94,163 93,924 96,402 

京都国立博物館 56,092 54,385 53,928 53,253 52,501 

奈良国立博物館 31,725 31,607 31,296 31,467 32,228 

九州国立博物館 26,610 26,660 26,955 26,995 29,674 

東京文化財研究所 6,508 6,216 6,245 5,908 5,786 

奈良文化財研究所 5,897 6,092 7,472 8,639 11,208 

アジア太平洋無形文化遺産研究センター 66 78 76 81 78 

共 通 611 1,417 1,299 2,727 4,581 

合  計 220,058 220,040 221,434 222,994 232,458 
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ました。主な資産としては、本庁舎建替工事に伴い、建物が 76 億 13 百万円と同 48

億 67 百万円（177.2％）増加、構築物が 6 億 59 百万円と同 3 億 93 百万円（147.8％）

増加、工具・器具・備品が 8 億 67 百万円と同 6 億 30 百万円（266.2％）増加、建設

仮勘定が 2 百万円と同 33 億 12 百万円（99.9％）減少しました。 

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 78 百万円となりま

した。建物は借用しており、資産のほとんどは現金預金及び未収金となります。 

共通は、機構本部事務局その他の資産であり、45 億 81 百万円と同 18 億 54 百万円

（68.0％）増加しました。主な資産としては、施設整備費補助金の未収金等により流

動資産が 45 億 16 百万円と同 18 億 25 百万円（67.8％）増加しました。 

 

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） 

 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

国立博物館等の事業 2 112 62 75 184 

文化財研究所等の事業 4 13 21 14 0 

共通 18 98 16 20 25 

合  計 23 223 99 109 209 

 

（参考）施設別事業損益の経年比較                （単位：百万円） 

 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

東京国立博物館 2 25 41 52 168 

京都国立博物館 2 72 4 1 4 

奈良国立博物館 1 -0 13 9 11 

九州国立博物館 -3 15 4 13 0 

東京文化財研究所 4 6 18 11 2 

奈良文化財研究所 0 5 1 3 -2 

アジア太平洋無形文化遺産研究センター 0 2 2 -0 0 

共通 18 98 16 20 25 

合  計 23 223 99 109 209 

 

事業損益は 2 億 9 百万円の利益と前年度比 1 億円（91.6％）増加しました。国立博

物館等の事業では同 1 億 8 百万円（142.9％）の増加、文化財研究所等の事業では同

14 百万円（99.3％）の減少となりました。 

以下、施設別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、1 億 68 百万円の利益と同 1 億 17 百万円（225.1％）

増加しました。これは事業費用が 28 億 2 百万円と同 6 百万円（0.2％）減少、事業収

益が 29 億 70 百万円と同 1 億 10 百万円（3.9％）増加したことの差し引きによります。

事業収益の増加は、入場料収入が 6 億 87 百万円と同 2 億 22 百万円（47.6％）増加し

たことが主な要因です。 

京都国立博物館においては、4 百万円の利益と同 2 百万円（148.4％）増加しまし

た。これは事業費用が 11 億 97 百万円と同 63 百万円（5.6％）増加、事業収益が 12

億 1 百万円と同 65 百万円（5.7％）増加したことの差し引きによります。事業費用の

増加は、展覧業務等の業務経費が 4 億 83 百万円と同 1 億 2 百万円（26.7％）増加し

たこと、昨年度に本館収蔵庫改修等工事に伴い増加していた一般管理経費が 75 百万

円と同 76 百万円（50.3％）減少したことが主な要因です。事業収益の増加は、入場
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料収入が 2 億 82 百万円と同 1 億 76 百万円（167.3％）増加したこと、固定資産取得

等に伴い運営費交付金収益が 5 億 8 百万円と同 1 億 46 百万円（22.3％）減少したこ

とが主な要因です。 

奈良国立博物館においては、11 百万円の利益と同 2 百万円（24.7％）増加しまし

た。これは事業費用が 11 億 13 百万円と同 60 百万円（5.7％）増加、事業収益が 11

億 24 百万円と同 62 百万円（5.8％）増加したことの差し引きによります。事業費用

の増加は、退職手当の増加等により業務人件費が 3 億 18 百万円と同 35 百万円

（12.3％）増加したこと、展覧業務等の業務経費が 5 億 57 百万円と同 36 百万円

（6.9％）増加したことが主な要因です。事業収益の増加は、入場料収入が 2 億 41

百万円と同 42 百万円（21.1％）増加したことが主な要因です。 

九州国立博物館においては、42 万円の利益と同 13 百万円（96.8％）減少しました。

これは事業費用が 13 億 68 百万円と同 2 百万円（0.2％）減少、事業収益が 13 億 68

百万円と同 15 百万円（1.1％）減少したことの差し引きによります。事業費用の減少

は、退職手当の減少等により業務人件費が 3 億 29 百万円と同 14 百万円（4.2％）減

少したことが主な要因です。事業収益の減少は、入場料収入が 86 百万円と同 50 百万

円（36.6％）減少したことが主な要因です。 

東京文化財研究所においては、2 百万円の利益と同 9 百万円（80.3％）減少しまし

た。これは事業費用が 11 億 78 百万円と同 33 百万円（2.7％）減少、事業収益が 11

億 80 百万円と同 42 百万円（3.4％）減少したことの差し引きによります。事業費用

の減少は、受託研究の減少等により業務経費が 4 億 22 百万円と同 30 百万円（6.7％）

減少したことが主な要因です。事業収益の減少は、受託研究の減少により受託収入が

1 億 38 百万円と同 20 百万円（12.6％）減少したこと、運営費交付金収益が 8 億 78

百万円と同 27 百万円（3.0％）減少したことが主な要因です。 

奈良文化財研究所においては、2 百万円の損失と同 5 百万円（172.0％）減少しま

した。これは事業費用が 18 億 93 百万円と同 1 億 77 百万円（8.6％）減少したこと、

事業収益が 18 億 91 百万円と同 1 億 82 百万円（8.8％）減少したことの差し引きによ

ります。事業費用の減少は、退職手当の減少等により業務人件費が 8 億 45 百万円と

同 67 百万円（7.3％）減少したこと、受託研究の減少等により業務経費が 7 億 89 百

万円と同 1 億 4 百万円（11.7％）減少したことが主な要因です。事業収益の減少は、

退職手当の減少等に伴い運営費交付金収益が 14億 7百万円と同 1億 14百万円（7.5％）

減少したこと、受託研究の減少により受託収入が 2 億 61 百万円と同 85 百万円

（24.5％）減少したことが主な要因です。 

アジア太平洋無形文化遺産研究センターにおいては、1 万円の利益と同 17 万円

（103.3％）増加しました。これは、事業費用が 1 億 14 百万円と同 8 百万円（6.7％）

減少、事業収益が 1 億 14 百万円と同 8 百万円（6.6％）減少したことの差し引きによ

ります。 

共通は、本部事務局その他の損益で 25 百万円の利益と同 5 百万円（25.5％）増加

しました。これは、事業費用が 4 億 47 百万円と同 56 百万円（14.3％）増加し、事業

収益が 4 億 72 百万円と同 61 百万円（14.8％）増加したことの差し引きによります。

事業費用の増加は、受託研究の増加等により業務経費が 89 百万円と同 38 百万円

（75.9％）増加したこと、寄附金の増加により一般管理経費 1 億 23 百万円と同 44

百万円（54.7％）増加したことが主な要因です。事業収益の増加は、同様の理由によ

り受託収入が 72 百万円と同 43 百万円（147.5％）増加したこと、寄附金収益が 41
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百万円と同 31 百万円（328.7％）増加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 2 億 10 百万円については、経常利益 2 億 9 百万円について目的積

立金として申請する予定です。前中期目標期間繰越積立金取崩額 2 百万円は、受託

研究費及び使途不特定寄附金購入資産に係る減価償却相当分の取崩です。 

 

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） 

 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

業務費用 6,847 7,780 7,873 7,538 6,936 

損益計算書上の費用 9,282 10,157 10,570 10,166 10,230 

 （控除）自己収入等 -2,434 -2,377 -2,697 -2,628 -3,293 

損益外減価償却相当額 3,265 3,617 4,120 3,330 3,235 

損益外除売却差額相当額 151 1 28 10 1 

損益外減損損失相当額 295 － － － － 

引当外賞与見積額 21 -1 14 5 8 

引当外退職給付増加見積額 -76 -97 -94 -77 18 

機会費用 1,398 922 138 269 223 

行政サービス実施コスト 11,900 12,222 12,080 11,075 10,421 

 

平成 29 年度の行政サービス実施コストは 104 億 21 百万円と、前年度比 6 億 54

百万円（5.9％）減少しました。これは、業務費用が 69 億 36 百万円と同 6 億 2 百

万円（8.0％）、損益外減価償却相当額が 32 億 35 百万円と同 94 百万円（2.8％）、

損益外除売却差額相当額が 1 百万円と同 9 百万円（92.3％）、機会費用が 2 億 23

百万円と同 46 百万円（17.3％）減少したこと、引当外賞与見積額が 8 百万円と同

2 百万円（44.0％）、引当外退職給付増加見積額が 18 百万円と同 95 百万円（123.4％）

増加したことの差し引きによります。 

 

(2) 重要な施設等の整備等の状況 

① 当事業年度中に完成した主要施設等 

＜奈良文化財研究所＞ 

本庁舎建替工事 

 

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＞ 

 仮設収蔵庫等整備工事 

本館リニューアル工事 

＜京都国立博物館＞ 

本館収蔵庫改修等工事 

本館耐震改修等工事 

 

③ 当事業年度中に処分した主要施設等 

該当なし 
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(3) 予算及び決算の概要 

国立文化財機構（過去５ヵ年の推移）                      (単位：百万円) 

区  分 
25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 差額理由 

予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算  

《収入》            

運営費交付金 8,392 8,392 8,239 8,239 8,441 8,441 8,387 8,387 8,325 8,325  

施設整備費補助金 2,854 6,830 2,990 3,157 2,921 2,757 1,335 2,495 1,780 3,850 繰越予算 

文化芸術振興費補助金 － 5 － 205 － 179 － 177 － 184 
文化庁補助金

交付決定 

政府開発援助ユネスコ

活動費補助金 
－ 10 － 8 － 5 － 5 － － 

 

展示事業等収入 1,322 1,240 1,323 1,730 1,323 1,817 1,475 1,715 1,576 2,260 
入場料、科研

費等収入増加 

受託収入 26 625 26 541 26 630 577 659 587 579 
受託調査研究

費等収入増加 

その他寄附金等  － 172  － 790  － 796 350 754 440 732 賛助会等 

合  計 12,594 17,274 12,578 14,670 12,710 14,625 12,124 14,192 12,708 15,931  

《支出》  

9,714 

 

9,720 

  

9,562 

 

10,288 

  

9,763 

 

10,982 

 

9,862 

 

9,640 

 

9,901 

 

10,268 

 

運営事業費  

 ・人件費 2,781 2,900 3,101 3,137 3,250 3,322 3,472 3,391 3,448 3,356 
退職手当繰越

等 

 ・業務経費 6,933 6,820 6,461 7,151 6,513 7,660 6,390 6,249 6,453 6,912 事業拡充等 

施設整備費 2,854 6,830 2,990 3,157 2,921 2,757 1,335 2,495 1,780 3,850  

文化芸術振興費 － 5 － 205 － 179 － 177 － 169  

政府開発援助ユネスコ

活動費 
－ 10 － 8 － 5 － 5 － － 

 

受託事業費 26 611 26 539 26 627 577 655 587 578  

その他寄附金等 － － － － － － 350 471 440 613 事業拡充 

合  計 12,594 17,176 12,578 14,197 12,710 14,551 12,124 13,443 12,708 15,479  

 

(4) 経費削減及び効率化に関する目標及びその達成状況 

① 経費削減及び効率化目標 

機構においては、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ています。 

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 

・廃棄物減量化 

・リサイクルの推進 
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 ② 経費削減及び効率化目標の達成度合いを測る財務諸表等の科目（費用等）の経年比較 

一般管理費の経年比較                            （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 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

金額 比率 金額 比率 金額 比率 金額 比率 金額 比率 

一般管理費 1,080 100% 831 76.9% 754 69.8%       

※比率は対前中期目標期間終了年度 

 

 

５.事業の説明 

 

 (1) 財源の内訳 

 ① 内訳（補助金、運営費交付金、借入金、債券発行等） 

機構の経常収益は 103 億 21 百万円で、その内訳は、運営費交付金収益 61 億 47 百万円

（59.6％）、受託収入 5 億 79 百万円（5.6％）、入場料収入 12 億 99 百万円（12.6％）、展

示事業等附帯収入 5億 6百万円（4.9％）、財産利用収入 2億 75 百万円（2.7％）、寄附金収

益 4億 74 百万円（4.6％）、施設費収益 17 百万円（0.2％）、その他補助金収益 1億 69 百万

円（1.6％）、資産見返負債戻入 6億 75 百万円（6.5％）等です。 

 ② 自己収入の明細（自己収入の概要、収入先等） 

機構では、年間を通じて博物館を開館し、収蔵品を観覧に供する外、年複数回の特別展覧

会を開催し、今年度は 12 億 99 百万円の入場料収入を得ています。この外に展示事業等附帯

収入として 5 億 6 百万円を得ています。主な内訳としては、年間パスポート販売 1 億 6 百万

円、ミュージアムショップやレストランの販売手数料収入 88 百万円、科学研究費補助金間接

経費収入 67 百万円などです。また財産利用収入として 2 億 75 百万円を得ています。主な内

訳としては、文化財画像利用等に伴う版権・特許権使用料 52 百万円、ショップやレストラン

等の建物年間貸付料 62百万円、イベント等の建物貸付料 46百万円などです。 

 

(2) 財務情報及び業務の実績の説明 

① 有形文化財の保存と継承並びに有形文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信（国

立博物館等の事業） 

ア 有形文化財の収集・保管、次代への継承（収集保管事業） 

収集保管事業は、文化財機構が設置する東京国立博物館、京都国立博物館、奈良国立博物

館及び九州国立博物館（以下総称して「国立博物館」という。）において、収集保管のため

の施設設備を適切に維持管理するとともに、建物の歴史文化的価値を考慮に入れたメンテナ

ンスサイクルを構築すること、調査研究の成果に基づき体系的・通史的にバランスのとれた

有形文化財（美術工芸品）（以下①において「有形文化財」という。）を計画的に収集する

こと、有形文化財の状態に応じた適切な保存展示環境や管理に必要なデータを整えるととも

に必要な修理等を施すことにより、有形文化財の収集・保管、次代への継承を行うことを目

的としています。 

事業に要した費用は 4 億 55 百万円です。その財源は運営費交付金 1 億 87 百万円及び自己

収入等 2億 68 百万円です。 

イ 展覧事業（展覧事業） 

展覧事業は、国立博物館が保管する有形文化財（以下「収蔵品等」という。）についての  
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専門的な調査研究に基づき、収蔵品等の状態に留意しつつ可能な限り多くを平常展で展示し、

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こと、収蔵品等以外の文化

財を含めた調査研究の成果を基にした特定テーマの特別展や国際文化交流の進展を目的とし

た特別展を計画的に開催し、文化財のより広い深い理解に寄与すること、施設やサービス、

運営等の観覧環境の向上に努め、外国人を含めた来館者の満足度を高めることにより、有形

文化財を活用し、歴史・伝統文化を国内外へ発信することを目的としています。 

事業に要した費用は 20億 98 百万円です。その財源は運営費交付金 6億 95百万円及び自己

収入等 14億 03 百万円です。 

ウ 教育普及活動等（教育普及事業） 

教育普及事業は、講演会等の実施や各種図録の出版、学校との連携事業の実施、ボランテ

ィアの受入れ、展覧事業及び各種事業に関する広報、ウェブサイトにおける収蔵品等情報の

公開等により、収集保管事業や展覧事業等の国立博物館の多様な業務を広く普及することを

目的としています。事業に要した費用は 1 億 25 百万円です。その財源は運営費交付金 67 百

万円及び自己収入等 58百万円です。 

エ 有形文化財（美術工芸品）の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究（博

物館研究事業） 

博物館研究事業は、有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等その他事業を行

うための基礎となる調査研究活動の計画的な実施、国内外の博物館等との学術交流の進展に

資することを目的としたシンポジウム等の開催や学術交流等を通じて、有形文化財の保存と

活用を促進し、有形文化財の次代への継承及び我が国の文化の向上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 2 億 57 百万円です。その財源は運営費交付金 1 億 36 百万円及び自己

収入等 1億 22 百万円です。 

オ 国内外の博物館活動への寄与（博物館支援事業） 

博物館支援事業は、国内外の博物館等への有形文化財の貸与、専門的・技術的な協力等を

行うことにより、国立の文化施設として国内外の博物館活動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 96百万円です。その財源は運営費交付金 26百万円及び自己収入等 70

百万円です。 

② 文化財及び海外の文化遺産の保護に貢献する調査研究、協力事業等の実施（文化財研究所等

の事業） 

ア 新たな知見の開拓につながる基礎的・探求的な調査研究（基礎研究事業） 

基礎研究事業は、有形文化財（美術工芸品、建造物）（以下②において「有形文化財」と

いう。）及び伝統的建造物群に関する調査研究、無形文化財・無形民俗文化財等に関する調

査研究、記念物・文化的景観・埋蔵文化財に関する調査研究を行い、文化財をよりよい状態

で将来に継承するための新たな知見の開拓につながる研究基盤等の蓄積を行うことを目的と

しています。 

事業に要した費用は 2 億 92 百万円です。その財源は運営費交付金 2 億 62 百万円及び自己

収入等 30百万円です。 

イ 科学技術を応用した研究開発の進展等に向けた基盤的な研究（応用研究事業） 

応用研究事業は、文化財の調査研究に最先端の科学技術を積極的に応用することにより、

文化財の調査手法や文化財の保存修復及び保存技術等に関する研究の進展を図り、文化財を

よりよい状態で将来に継承するための調査研究の精度を高めることを目的としています。 
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事業に要した費用は 1 億 15 百万円です。その財源は運営費交付金 1 億 11 百万円及び自己

収入等 4百万円です。 

ウ 文化遺産保護に関する国際協働（国際遺産保護事業） 

国際遺産保護事業は、「海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律」

及び同法に基づく「海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する基本的な方針」

に掲げる国立文化財機構の役割を踏まえ、文化遺産保護の国際協力を推進するとともに、国

際協力推進体制について中核的な役割を果たすこと、及びアジア太平洋地域の無形文化遺産

保護に関する調査研究を行うことにより、諸外国との文化的交流及び相互理解の促進に貢献

することを目的としています。 

事業に要した費用は 97 百万円です。その財源は運営費交付金 90 百万円及び自己収入等 8

百万円です。 

エ 文化財に関する情報資料の収集・整備及び調査研究成果の公開・活用（情報公開事業） 

情報公開事業は、文化財に関する情報及び図書・雑誌等を収集・整理し、公開すること、

調査研究の成果を刊行物や講演会等を通じて広く公表するとともに平城宮跡資料館・飛鳥資

料館等の公開施設において公開すること、調査研究に関する論文等についてウェブサイトで

の公開を進めることにより、文化財に関する研究の進展や行政事務の効率化に資することを

目的としています。 

事業に要した費用は 2 億 60 百万円です。その財源は運営費交付金 2 億 15 百万円及び自己

収入等 45百万円です。 

オ 地方公共団体等を対象とする文化財に関する研修及び協力等（研修協力事業） 

研修協力事業は、地方公共団体等の職員を対象とした有形文化財・記念物等の保存及び修

復に関する研修並びに埋蔵文化財等に関する各種研修について、研修項目、課程等の体系を

示し、地方公共団体等の要望を踏まえた研修計画を策定し実施すること、文化財に関する国・

地方公共団体の行政事務や博物館の業務等に関する依頼等について専門的・技術的見地から

協力等を行うことにより、我が国の文化財の調査研究の質的向上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 67 百万円です。その財源は運営費交付金 16 百万円及びその他補助金

等 50百万円です。 

③ 受託事業 

受託事業は、有形文化財の保護並びに文化財に関する専門的又は技術的事項に関する調査

研究等を行う唯一の国立機関として、国や地方公共団体等の要請に応じ、我が国の文化財保

護行政を推進するうえで必要な調査研究や発掘調査等の事業を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 5億 70 百万円です。その財源は受託収入のみです。 
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６．事業等のまとまりごとの予算・決算の概況   

平成 29 年度事業等のまとまりごとの予算・決算の概況            (単位：百万円) 

区  分 
国立博物館等 文化財研究所等 合 計 

差額理由 

予算 決算 予算 決算 予算 決算 

《収入》        

運営費交付金 5,794 5,791 2,532 2,535 8,325 8,325 
 

施設整備費補助金 433 992 1,347 2,858 1,780 3,850 
繰越予算 

文化芸術振興費補助金 － 131 － 53 － 184 
文化庁補助金

交付決定 

展示事業等収入 1,509 2,175 67 85 1,576 2,260 
入場料、科研

費等収入増加 

受託収入 36 128 551 451 587 579 
受託調査研究

費等収入増加 

その他寄附金等 407 637 33 95 440 732 
賛助会等 

合  計 8,178 9,853 4,530 6,078 12,708 15,931 
 

《支出》       
 

運営事業費 7,302 7,701 2,599 2,568 9,901 10,269 
 

 管理経費 1,345 1,181 437 410 1,783 1,591 
 

  人件費 628 591 223 247 852 838 
退職手当 

  一般管理費 717 590 214 164 931 754 
事業繰越等 

 業務経費 5,957 6,520 2,161 2,157 8,118 8,677 
 

  人件費 1,583 1,544 1,013 974 2,597 2,518 
 

  収集保管事業費 1,779 2,105 － － 1,779 2,105 
自己収入によ

る事業拡充 

  展覧事業費 2,043 2,261 － － 2,043 2,261 
夜間開館等 

  教育普及事業費 139 151 － － 139 151 
 

  博物館研究事業費 341 412 － － 341 412 
自己収入によ

る事業拡充 

  博物館支援事業費 71 48 － － 71 48 
 

  基礎研究事業費 － － 483 457 483 457 
 

  応用研究事業費 － － 174 221 174 221 
寄附金等によ

る事業拡充 

  国際遺産保護事業費 － － 151 138 151 138 
 

  情報公開事業費 － － 322 349 322 349 
 

  研修協力事業費 － － 19 18 19 18 
寄附金等によ

る事業拡充 

施設整備費 433 992 1,347 2,858 1,780 3,850 
 

文化芸術振興費 － 117 － 52 － 169 
 

受託事業費 36 124 551 454 587 578 
 

その他寄附金等 407 515 33 97 440 613 
事業拡充 

合  計 8,178 9,449 4,530 6,030 12,708 15,479 
 

 

 以 上 
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はじめに 

 本委員会は、国立文化財機構（以下、「機構」という。）における平成29年度事業及び自

己点検評価について、研究所・センター調査研究等部会、博物館調査研究等部会、総会の3

回に分けて開催し、評価の適正性や、各事業内容及び業務運営の効率化等について、外部

有識者による評価を実施した。評価にあたっては、定性的・定量的評価を基に客観性のあ

る評価に努めた。 

総 評 

（平成 29度実績の概観） 

・平成 29年度も機構は全体として、日本の文化財保護における中核的な組織として、基礎

的な業務から先端的なものまで、幅広く実施してきており、その実績は高く評価される

べきである。 

・予算を投入しての購入品、更に信頼関係にもとづく寄託品の状況を見ると、４館それぞ

れの特徴が反映されていて順調に推移している。 

・４博物館とも寄贈、寄託品の受入れに積極的に取り組み、既存資料とのバランスなどを

考慮した戦略的な受入れが行われている。特に、京都国立博物館（以下、「京博」） 

や九州国立博物館（以下、「九博」）における大型寄贈は、時間をかけて寄贈者の信頼

を得ることで可能となった事業であり高く評価できる。 

・入館者数の増加が、平常展においても特別展においても著しく、インバウンド効果やシ

ニア層の取り込みに成功した大きな成果をあげた年度だったと高く評価できる。 

・展覧事業の評価は来館者数のみでなされるべきものではないが、指標の一つとして多く

の来館者を集めた特別展が多かったことは事実であり、各館の努力に敬意を表したい。 

・一方、行列に耐える体力が無ければ展覧会を見られない、という事態は、今日公共施設

にユニバーサルな対応が求められるなか、改善すべきである。混雑する展覧会でも椅子

を必要とする来館者もいる。健康弱者への視点を忘れないでいただきたい。 

・各館とも海外からの来館者の急増に対応して、多言語対応を急速に進め、多言語対応に

ついてアンケートも行っており、きめ細かい接遇に寄与していると思われる。 

・外国語使用者の観覧増加は今後も続く可能性が高いが、これに対応して展示内容の説明

の多言語化が進められていることは評価される。 

・各機関で多岐にわたる教育・普及活動を展開しており大きな成果が上がっている。各館

とも体験型イベントの実施に積極的に取り組んでおり、特に京博においては子供の入館

者の大幅な増加に貢献するだけでなく、博物館活動全体の広報にも好影響を与えている。

今後も同様の活動を続けるとともに、他の年齢層を対象とした体験型活動の拡充にもよ

り一層の努力が望まれる。 

・本年度、予定を前倒しした形で「国立博物館所蔵品統合検索システム」と「国立国会図

書館サーチ」及び、「文化遺産オンライン」の連携が実現できたことは、国民の利便性か

らみて、大きな前進であったと評価できる。 
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（国立文化財機構をとりまく状況について） 

・近年のインバウンドの増加に対応するために重要なのが平常展であることは言うまでも

ない。東京国立博物館（以下、「東博」）の 100 万人は特筆すべきであるが、他館もみ

な十分に対応していることが来館者数から読み取れ、評価される。 

・展覧会の質と獲得した観覧者数は必ずしも正比例しない。いかに質の高い展覧会を開催

し、そこに多くの観覧者数を得るかは、展覧会を企画し、実行する者にとって永遠の課

題といえる。 

・40 年以上も前から博物館に関わってきた立場からすると、全体に業務量が多くなってい

て、個々の研究者が多忙に過ぎるのではないかという危惧の念をいだく。もう少し事業

の数を減らすなりして、研究者の力を集約すれば、Ａ評価やＳ評価の事業も多くなるの

ではなかろうか。 

・緊縮予算が続く中、各機関は期待を裏切らない成果を上げ続けていると思う。ただ、法

人が機構に統合されて以降、その効用が十分に発揮されているとは言い難いようにも感

じる。博物館ではそれぞれ独立した事業展開を尊重しつつも相互の連携や、多言語化や

施設計画など共通課題対策の合理化が求められよう。一方、研究所・センターは、国際

部門と無形部門、更に保存科学や分析部門についても、再編を含めた長期的展望の議論

があってもよいのではないか。 

・各機関においては、文化財の「活用」への政策転換の中、文化財の保全と理解を周知す

る役割が一層必要とされていると考える。 

・自己収入拡大への努力は継続されるべきであるが、それと同時に運営交付金の増大に向

けた戦略も必要である。欧米諸国に比べに、日本の文化予算が低い水準におかれてきた

ことは周知の事実であり、政府が掲げる「文化芸術立国」の大方針が具体的に反映され

るような予算配分を獲得するための理論武装と戦略が必要である。 

・観光立国として、内外の需要を喚起して、経済成長に結びつけることが、国家戦略にお

いて重要であるとするのであれば、自己収入には限界があるわけなので、運営費交付金

をより拡充するくらいの大胆な予算化も必要ではないかと思われる。 

・近年、海外における日本美術研究の停滞が著しい。そのような状況のなかで、機構が果

たすべき役割は大きいといえる。 

・近年、地方の美術館、博物館の疲弊ぶりには著しいものがあるが、特に予算と情報の不

足が大きな問題となっている。予算については如何ともし難いが、情報の提供について

は、機構が果たすべき役割は大きいと思う。 

・地方公立博物館の相次ぐ閉館や、社寺管理者の高齢化に伴う文化財保管の困難化の問題

は、相変わらず深刻である。国立博物館は、こうした文化財が海外や民間へ流出するこ

とを防ぎ、国・地方の宝を守るべく、従来にも増して、資料の寄贈や寄託はもとより、

購入も積極的に進める必要を迫られている。 
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・近年の国の動向を眺めると、将来に向けての文化財保存や修理よりも、現在の観光振興・

経済振興に向けた文化財の展示・公開が先行していることは否めない。本来、国立博物

館は、未来の人々に向けた資料保存や修理などを担う、重要な文化財保存機関なのであ

る。そうした役割について、もっと広く国民に知らせることが重要で、このような取り

組みが、是非、今後も継続されることを願う。 

 

（国立文化財機構の将来について） 

・いわゆる常設展については、各館とも工夫を凝らして充実した展示を行っているが、観

覧者数としては、必ずしも満足できる水準に達していないと思われる。今後、独法４館

の常設展示がいかに優れているかを、更にアピールしていくことが必要ではないか。 

・2019 年に開催されるＩＣＯＭ（国際博物館会議）の日本（京都）大会は、我が国の博物

館及び博物館学の歴史の上で、記念すべきイベントである。平成 29年度は、ＩＣＯＭ会

長を招聘し、講演会や打ち合わせが行われたが、今後、ＩＣＯＭ京都大会の実現に向け

て、事務局となる京博はもとより、国立各館には一層の尽力を願いたい。 

・2020 年に向けて、更にインバウンド需要が増加することは改めていうまでもないが、館

内案内や展示説明といった来館者満足にとどまらず、グッズ売り場の商品説明、併設レ

ストランへの案内なども多言語で実施し、一段の増収につなげていっていただきたい。 

・2020 年以降も引き続き大勢の海外客に足を運んでもらうためには、観覧文化財の質の高

さ、展示のわかりやすさ、場の快適さはもちろんのこと、博物館そのものが「特別な空

間」であることが不可欠。館ごとに特性や歴史は異なるだろうから、それぞれの博物館

が、この博物館はどんな空間であることをめざすのか、スタッフや幹部が明確なビジョ

ンを示すという手法も有効ではないだろうか。 

・近年の地震・豪雨その他の災害の頻発に対して、文化財防災ネットワークが十分に機能

することが重要であることが明らかになってきた。そのために文化財防災ネットワーク

推進本部・推進室が積極的に取り組んでいることを高く評価したい。しかし、その重要

性の認識が、災害が起きることによってもたらされる傾向にあることは否めないが残念

である。地球温暖化の影響等で近未来における災害の増加がさかんに指摘されているこ

とに鑑み、更に取り組みを促進することを望みたい。 

・先ごろＥＵが個人情報の取り扱いの枠を定めたＧＤＰＲ（EU 一般データ保護規則）を実

施し、国内企業でも対応に追われている。外国人入館者が増え、グローバル化が進むに

つれ、海外の基準にあわせて運営が求められる。 

・現在、様々な機関で文化財の説明に関する英訳が行われているが、精粗があり、また同

じ用語が異なる英単語に訳されていることもよくみられる。2020 年を目安として、博物

館だけではなく、文化財研究所も含めた機構全体として（あるいは文化庁の事業として）、

文化財に関わる専門用語や解説の英語表記を定め、英訳をする際の一つの基準として、

出版物、ウェブサイトなど複数の媒体を使って、国内外に広く周知していくことが望ま
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しい。 

・欧米のミュージアムでは充実したミュージアムガイド・ボランティアガイドがあり，入

場者と双方向の会話を楽しむ光景が日常化している。特別展は入場者が多く難しい面が

あろうが，平常展こそ，展示室での双方向の語りを充実するようお願いしたい。 

・科学技術は日々、進歩している。理化学研究所などこれまで文化財とは無関係と思われ

る機関との連携を模索したら新しい発見があるかもしれない。 

・現状のままですべての業務を目標通りに達成していくのは、予算的にも人員的にも無理 

がある。事業全体の見直しをはかり、成果が十分にみられないものは縮小・廃止して、 

効率化の見込めるところに力を注いでいった方がよい。  
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Ⅰ 国民に対して提供するサービスその他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． 有形文化財の保存と継承並びに有形文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発

信 

（1） 有形文化財の収集・保管、次代への継承 

（概観） 

・既にある所蔵品と関連する資料を見出し所蔵できたことは、運もあるだろうが、日常的

な調査研究の賜物であるはずで今後ともこうした襲蔵を期待する。その点では寄贈や寄

託も日常的で地道な調査研究とは無関係であるはずもなく、そうした努力を続けられた

ことに対し、大いに評価すると共に敬意を払いたい。 

・寄贈・寄託の持つ意味は重要である。京博・九博はじめ各館とも実績を上げている。こ

れは博物館と所蔵者との信頼関係のたまものである。 

・京博の廣海家からの寄贈品を時代やジャンルに分類せず「豪商の蔵」として一括展示し

たことは新しい試みで今後の活動への示唆に富む。 

・九博の故坂本五郎氏のコレクションも同様であろうが、こつこつと何年にもわたって人

間関係を積み重ねて、機が熟するタイミングでしっかりと形を残すことによって、次の

コレクターとの信頼関係にもつながっていくと考える。 

・修理についても各館とも専門的に高度な取り組みをおこなっていると認められた。 

・計画に沿って国内外において継続的な資料収集が行われており、保存措置とともに、公

表を意識したデータベース化、デジタル化も着実に進められている。次世代への継承の

ために必要な資料の保管手法の研究も、新規な方法を順次取り入れており、全体として

高く評価できる。 

（特記事項） 

・東博における古写真、ガラス乾板、館史資料などの整理、デジタル化作業の進捗は高く

評価できる。更に公開に向けて一層の作業を進めてほしい。 

・修理技術のアソシエイトフェローを配置し、財政事情が厳しい中、寄附金を活用して国

宝・重要文化財の修理が大きく進んだことは評価したい。 

（希望事項） 

・有形文化財の購入費用が一定程度維持されていることは喜ばしい。しかし、絶対額が不

足しているので、政府による特段の財政措置により、国民の貴重な文化遺産が十分な保

存環境・研究環境の中に確保されることを望みたい。 

・博物館と所蔵者との信頼関係を保証するのは、学芸員等が安定的に在籍し、長年にわた

って信頼をつないでいることが大きい。この観点から、任期が切られず安定的に在籍す

る学芸員等の増加を望みたい。 

・次世代に文化財を伝え、展示等活用していくためには、修理修復が不可欠である。その

ための費用が寄附金によってまかなわれた事例があるが、本来はそのための財源が安定
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的に措置されてしかるべきであるので、この点の予算措置を望みたい。 

・東博と京博では、収蔵施設の改修計画が進められているが、博物館にとって収蔵庫は心

臓部ともいえるので、着実な実行を願いたい。京博については、本館の免震補強と改修

が早期に実現することを期待したい。 

・奈良国立博物館（以下、「奈良博」）の寄贈が１件だけだったのが気になった。もちろ

ん質の高い中国の銅像であり、貴重な寄贈品だが、同館はここ４年間、各年０～２件と

少ない。常設展の充実のためにも更なる努力を期待する。 

 

(2)展覧事業 

（概観） 

・東博平常展の来館者数が 100 万突破は喜ばしいニュース。ただ急増だけに冷静な分析が

求められる。一方京博は新館効果で特別展来館者は期待通りというところ。 

・東博「運慶」「仁和寺と御室派のみほとけ」、京博の「海北友松」「国宝」、九博「ラ

スコー展」と来館者数の定量的評価がＳのものが多かった。 

・快慶展（奈良博）や新・桃山展（九博）のような研究面でも画期的な成果を上げたもの

が多く、評価する 

・テーマ展示、特集展示、特別陳列、特別企画と各館呼称はさまざまだが、テーマ性を絞

った展示は、いずれも好感がもてる。今後とも担当学芸員の研究成果の発表の場として、

こうした展示が継続的に行われることを期待する。 

・団塊の世代の来館者が増えることは、現状では自然であるが、入館者数をそれに頼るの

ではなく、次世代の来館につなげるためにも若い人々の来館増加に努力が必要である。 

（特記事項） 

・東博の平常展が 100万人以上の来館者、前年比プラス 20万人以上で目標の 2倍というの

は見事。インバウンド増加というマーケット自体の成長のおかげという見方はあろうが、

企画、運営、ＰＲなど各ステージにおける努力と工夫の結果といえる。 

・奈良博の「快慶」「源信」はともにＡ評価とされているがほぼＳ評価とみなしてよい。 

・混雑や行列については、今後も大きな課題のひとつである。共催社の設定する入場者目

標を達成するには、一定の数を受け入れざるをえないという事情は理解できるが、より

よい対策を模索、検討するべきであろう。 

・平常展の来館者数は博物館の実力指標とも見なすことができ、増加していることは評価

できるが、展示替件数を活動指標とする必要があるだろうか。短期間の展示替えは作品

にも人的にも負担がかかる。一定の日数の展示が確保されなければ、広報においても情

報が浸透する前に展示が終わってしまう。 

・特別展に関しては、各館とも極めて質の高い展覧会を行ない、学術的な研究成果を上げ、

それに伴い来館者も多く集めたことが高く評価できる。ただし、平成 29年度のようなビ

ッグ・ネームの企画を例年維持することは不可能であり、平成 29 年度の実績が平成 30
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年度以降の目標や規準となることは避けなければならない。 

・従来まとまって紹介されることがなかった室町時代のやまと絵の特集展示などが行われ

た点を評価したい。 

（希望事項） 

・展覧事業評価は来館者数とその満足度の高さに左右される。特に特別展については、そ

の企画や学術的価値の比重をより大きくとりたい。例として東博の特別展では、入場制

限してもなお満足度が 90％を超えたことで高評価とされたが、分析はそこでとどまらず、

更に深めてほしい。 

・総来館者数が平成 28年度に比べ 100万人以上増加している点は、各館の不断の努力、創

意工夫の賜物であり高く評価できる。アンケート調査によると来館者の満足度も高いと

いう報告を受けたが、観覧状況の改善を望む声もしばしば聞かれる。アンケート結果に

満足することなく、海外の博物館の取り組み（時間帯による予約制度の導入など）を参

考にしながら更なる改善の努力を望みたい。また、来館者数は評価の目安の一つに過ぎ

ないため、数値だけに拘泥せず、地道な日常の調査研究の成果を公開するような展示テ

ーマの設定も継続してほしい。 

・チケットの買い方・館内の移動経路・現在地確認・各種設備が有料か無料か（雨時の傘

立てはその一例）など、施設の使い方の外国語表示の促進が求められる。 

・災害発生時における外国語使用者に対して避難誘導、避難経路の指示、館内放送など十

分に準備し、態勢を整えておく必要がある。 

・空調や照明への不満、混雑や行列への苦情が多いようだ。空調や照明については文化財

保護の必要性を理解していただけるよう、更なる周知が必要であろう。 

・近代美術の展示にも美術史的視点から計画的な展示を行ってほしい。 

・京博の「国宝展」についてはキャパシティを超えた来館者に対する根本的な解決として

は、開館時間の大幅な延長を行うべきではなかったか。過剰な広告に予算を割くよりも

そうした方向にスポンサーの対応を求めることも必要ではないだろうか。 

 

(3) 教育・普及活動 

（概観） 

・東博の「日本文化体験」、京博の「京博すいぞくかん」、九博の「全国高等学校歴史学

フォーラム」その他、外国人・次世代を対象とした注目すべき取り組みが行われたこと

は評価される。 

・東博の「親と子のギャラリー」という場において、博物館での新たな日本美術鑑賞法を

見出した点、注目したい。また京博も「体験型プログラム」の支持が高く、今後の方向

性を示唆する。 

・少子化の中、将来を担うこどもたちに博物館に親しんでもらうことは極めて重要である。 

・ＳＮＳの活用を是非とも広げていただきたい。若い世代に博物館の価値を伝えるために
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も、海外に向けて日本の文化財の良さを知らせるためにも、ＳＮＳは極めて有効なツー

ルになる。 

・奈良博の「子どもといっしょ割引き」も興味深く効果に期待したい。 

・収蔵資料のデジタル・データベース化作業は順調に進んでおり、国民への資料公開を視

野に入れ、更なる推進を期待したい。資料保存の基礎となる、保存カルテの作成やＩＰ

Ｍの徹底化及び、適切な資料修理も重要な業務である。 

（特記事項） 

・多くの博物館・研究所等でウェブサイトへのアクセス数が大幅に増加していることは重

要で、今後ますます増加する一方であろう。 

・「ｅ国宝」は極めてよくできたコンテンツで、国宝の魅力を余すことなく伝えてくれる。

スマホで利用しても使いやすく、写真も美しい。実物を観覧することが難しい名宝、秘

宝など、教育の現場や地域の文化施策にもっと活用できるのではないか。 

・東博の「博物館に初もうで」などの経年の取り組みは定着してきており継続することが

重要であろう。 

・今日の博物館において、ミュージアムショップやレストランの存在意義は大きいが、オ

リジナルグッズの開発や、特別展にちなんだ特別メニューの開発なども、従来、国立博

物館に関心を向けなかった新規利用者の開拓のためには、重要なことと思われる。 

・ミュージアムショップでは独自商品の開発など魅力的な試みが成功しているが、効率化

の一方で国立博物館というリーダー的立場としては、専門書、図録の販売といった専門

家への対応も充実する必要があろう。 

・東博や京博の公式キャラクターの活用も、子どもは近寄りがたいと思われがちだった国

立博物館のイメージの柔軟化に一役買っているものと思われる。 

（希望事項） 

・教育普及、調査研究支援のボランティア活動、「文化財ソムリエ」や解説グループの養 

成、インターンシップなど、文化財の利活用として重要であり、それぞれ質を高める更

なる努力が求められよう。 

・ウェブサイトのアクセスを一回限りのものに終わらせず、更に博物館への来館、学術研

究の促進、国民への情報提供の拡大に着実に結び付けていくために、一層の取り組みを

期待する。 

・次の時代の博物館を積極的に支えてくれる層への先行投資として一層力を注いでいただ

くことをお願いしたい。 

・学童生徒、学生への教育普及活動に各館知恵を絞っているようで、今後とも様々な工夫

をお願いする。 

・各館においては、このような活発な活動を支える人員配置・サポート体制に十分配慮し、

担当者に過重な負担がかからないように注意していただきたい。 

・独法各館のホームページなどを閲覧すると、まだまだ外部に対する情報の提供が充分と
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はいえない。特に東博においては収蔵品の数が多いこともあって、検索しても必要な作

品情報が得られないことも多い。今後の課題として取り組んでいただきたいと思う。 

・館を横断した ColBaseは高く評価できるが、専門的なニーズには情報が少ない。 

・キャンパスメンバーズやインターンシップ制度、ボランティア活動などを通した、大学

生・大学院生の博物館利用の促進等の継続も願いたい。 

 

(4) 有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

（概観） 

・国立博物館の活動は、調査研究によってこそ支えられている。報告内容は非常に多岐に

渡り、限られた人数、予算で多くの調査研究に取り組み、成果をあげていることが認め

られた。 

・複数館の専門家が合同で調査、研究を行う試みは評価できる。文化財研究所との提携も

評価でき、より活発に行うことも可能であろう。 

・特別展の機会を捉えた出陳作品の調査、一定の計画に基づく継続的な調査は、各博物館・

研究所とも着実に進められていることを評価したい。 

・京博の国宝展は、メディア戦略に成功したと感じる。国宝展を、文化財の展示の場とし

てだけではなく、調査研究の発表の場として意欲的、積極的にとらえていた。しかも 28

年度から計画的に準備をしてきたそうで、文化財修復途中での新発見やＣＴ調査の結果

を蓄積し、丁寧に披露、発表していた。 

・館蔵品、寄託品の地道な研究とその成果としての展示は、担当学芸員の仕事の核となる

もので、更なる精進を期待する。 

（特記事項） 

・現在、独法４館において、研究者はそれぞれ多端な業務を抱えており、研究に専念でき

る環境が整っているとは言い難い。そのなかで、専門分野を同じくする研究者が集まっ

て、所管の作品について研究する機会が得られることは、収蔵品を保管し、次代へ継承

していく上で、たいへん重要なことと考える。 

・科学的な調査手法により、平安仏画の背景空間の彩色（東博）、奈良時代に遡る木心乾

漆像の発見（奈博）、四天王寺の掛守の内部構造の解明（京博）その他、大きな発見が

なされていることに注目したい。 

・文化財の調査研究のニュースが日々の新聞紙面でなかなか大きく取り上げられない。も

ちろん折りに触れて大きな記事になることもあるのだが、全体のごく一部にとどまって

いる。それは調査研究の成果に問題があるというよりも、メディアとしてもニュースと

しての評価が難しいからだ。 

・九博の新・桃山展では、日本の屏風の受容が世界的な拡がりを持っていたことが示され

た。あえてこのことを特記し今後ともこの方面での調査の継続を願う。一過性の調査と

ならないことを切に望む。 
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（希望事項） 

・博物館における展示自体はますます工夫が凝らされ、多言語解説などインバウンド来訪

者への対応もずいぶん改善されてきた。他方、不特定多数が来訪する施設自体の利用法

に関する案内や表示については不案内者に対する更なる配慮が望まれる。文化財の利活

用をますます重視する社会的要請の中、従来の調査研究や展示の専門性にとどまらず、

施設計画やデザインの専門員を常勤スタッフに加えることまで考慮されてよい。 

・所蔵品調査の成果は、『MUSEUM』などの研究論文発表だけでなく、報告書をネットで公

開してほしい。 

・調査研究は多岐に渡るが、九博が行った「スーパーハイビジョンシアターでの映像公開

に関する調査研究」は、多言語化による外国人来館者へのサービス向上に大きく貢献す

る可能性があり今後の展開を期待したい。 

・せっかくの研究結果を、できるだけ多くの方に知っていただけるよう、知恵をしぼって

いただきたい。 

 

(5) 国内外の博物館活動への寄与 

（概観） 

・公私立博物館・美術館に対する援助等は適切に行われ、指導的役割を果たしていること

を評価する。 

・有形文化財の国内外施設への貸与は、各地の期待値も高いと推察されるところ、安全を

期しつつ更なる量的拡充を求めるべきであろう。特に英国、タイ、韓国への海外向け貸

与実績は、双方向で進められるべきであるとともに、文化交流・多文化理解の面、更に

インバウンド観光への貢献など、派生的効果も評価したい。 

・国外の大英博物館・バンコク国立博物館等や国内の公立・私立博物館・美術館に対する

有形文化財の貸与は妥当な規模で行われていると判断される。各館とも、その収蔵品の

コンディション、貸出先の施設の状況等を総合的に勘案しながら、適正に行われている

点、評価したい。 

（特記事項） 

・国際研修へ講師を派遣するなど、海外展の活動にも寄与していると判断出来る。 

（希望事項） 

・国内機関への有形文化財の貸し出しには力を入れておられるとのことであるが、文化財

教育という観点からみると地域格差は甚だしいといわざるをえない。文化財の地方巡回

が難しいならば、デジタルデータを利用して文化財に触れる機会を設けるなど、地方へ

の普及を検討していただきたい。 

・地方に向けて積極的に情報を発信していくことが必要と思われる。 
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２． 文化財及び海外の文化遺産の保護に貢献する調査研究、協力事業等の実施 

(1） 新たな知見の開拓につながる基礎的・探求的な調査研究 

（概観） 

・基礎的・探求的な調査研究としては、各機関ともに限られた予算・人員の制約がありな

がら、大きな成果を挙げているものと評価できる。美術工芸品・建造物・無形文化財・

埋蔵文化財等の各分野において、長年にわたって実施してきた調査研究の継続ではある

が、定期的な成果物の刊行物も含め、調査の継続こそが特に重要なことであると痛感す

る。 

・東京文化財研究所（以下、「東文研」）による論文・貴重書・無形文化財に関する諸デ

ータ等の基礎的データのデータベース登録、ウェブ上の公開は着実に進められていると

判断される。 

・奈良文化財研究所（以下、「奈文研」）による平城宮・飛鳥地域その他における発掘調

査とそれにともなう研究は、着実な成果を上げていると評価できる。 

・平城宮の発掘調査は奈文研の根幹ともいえる分野であり、長年にわたる実績の厚みを感

じさせる。遺跡、遺構の保全だけでなく、それらに関する調査研究に関する蓄積を継続

的に将来にも残し、他研究機関にも伝えていくことも重要である。 

（特記事項） 

・特に、東文研が実施した日本伝統楽器製作を中心とした文化財保存技術の調査研究は、

緊急の課題に積極的に取り組んでいる点だけでなく、無形文化遺産とその継承を支える

無形技術を合わせて記録、調査する枠組みを示した点でも高く評価できる。 

・音楽・芸能の芸態とそれらを根底から支える物質文化は、これまで専門の異なる研究者

によって個別に調査される傾向があった。しかし、両者は不可分であり、一つの文化シ

ステムを構成しているため、これらを包括的に記録研究する姿勢は新しい知見の開拓に

欠かせない。 

・奈文研による大掛かりな発掘事業は、稀有な発見があって衆目が集まると高い評価につ

ながり年度評価Ａも珍しくない。他方建造物関係の事業は所有者やコミュニティとの関

係もあって期待を大きく上回るような成果を得ることが容易でない、という理解はして

おく必要があろう。 

・奈文研の歴史建造物などの保存・修復・活用についての研究は、今後観光資源としての

活用というような要請が強まるなか、活用のあり方に注意を呼びかける上で重要であり、

続けていくことに意義がある。古寺社所蔵歴史資料の調査も重要であり、継続が必要で

ある。 

（希望事項） 

・発掘調査の報告が、研究所事業、受託事業合わせて多数あるが、史跡指定地内以外は調

査後の保存計画が気になるところ。保存整備の展望と極力一体となったプロジェクトの

立ち上げ方、その上での評価を望みたい。 
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・黒田宛書簡の翻刻は、研究所が保管する書簡をもとに、外部の美術館、研究者との連携

を行うことで黒田関係研究ネットワークを全国に構築しつつある。今後も続けていくも

のとして成果をあげているので、これを軸に関連の調査研究、研究会をまとめて単独の

プロジェクトとしても良かったのではないだろうか。 

・断絶の危機に瀕している音楽・芸能ジャンルは増加する一方であり、今後は対象を広げ

つつ同種の調査研究に取り組んでほしい。 

・文化財研究所は、寺社が所有する指定文化財も幅広く調査できるという、他機関にはな

い優位な立場にあり、絵巻などの色材調査において、研究の蓄積を行っている。所蔵者

の許可は必要と思われるが、得られた成果を、学界だけではなく、できるだけ広く一般

に知らしめることも検討した方がよい。 

 

（2） 科学技術を応用した研究開発の進展等に向けた基盤的な研究 

（概観） 

・科学的な手法を文化財研究に応用する分野は、年々増えてきており、各機関とも十分な

成果を挙げていると評価できる。中でも、東文研と奈文研による高松塚・キトラ古墳の

恒久的保存に関する調査研究は、調査技術・保存環境・保存技術等様々な分野の協業が

必要となる事例であり、顕著な成果をあげたといえよう。特にこうした分野においては、

十分な予算措置が必要ではないかと推察する。 

・各博物館・研究所とも、蛍光 X線分析、X線透過撮影、X線回析、CT、電子顕微鏡その他

の装置を駆使して研究分析に多くの成果を上げていることを評価したい。 

（特記事項） 

・奈文研の薬師寺東塔に関する年輪年代学研究、鉄製遺物の新規脱塩法の開発、高松塚古

墳・キトラ古墳の恒久的保存に関する研究、東文研の鉄製構造物の保存修復に関する研

究などは顕著な成果を上げたものの事例であろう。 

・キトラ古墳の調査研究が熊本の装飾古墳に応用できた例は高く評価できる。成果を公表

し他機関にも活用の可能性も広げることができればなお良い。 

（希望事項） 

・奈文研の「高松塚古墳、キトラ古墳の恒久的保存に関する調査研究」は、発掘・保存環

境に関する膨大なデータを網羅的に収集し公開することで、今後の研究の不可欠な基礎

資料を生みだした。基盤的研究の模範例であると判断できる。 

・東文研は、通常業務として行っている研究のほかに、行政組織や様々な機関からの単発

的な分析研究依頼を受けているようだが、それが過重な負担になっていないかを見直す

必要がある。場合によっては有償とし、受け取った費用で人員を雇うことも考えていい

のではないか。 

・赤外線、蛍光 X 線、X 線 CT による文化財の調査分析は国立文化財機構のみが可能である

はずで、広く分析を行うことはもとより、その成果を広く公開することを期待する。 
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・分析機器を扱う部門の物理的「窮屈さ」を感じざるを得ない。 

 

（3） 文化遺産保護に関する国際協働 

（概観） 

・海外に対する日本の保存修復技術の伝達と、欧米における最新の研究情報の収集がバラ

ンスよく行われており、活発な活動が実施されているとみてよい。 

・有形文化遺産に関しては、東京、奈良の研究所が東南アジア（カンボジア、ミャンマー）

における保存修復方法の改善に向けた恊働を継続しており、海外からの新たな協力要請

（地震被害への対応や人材育成のための専門家の派遣など）にも積極的に対応している。 

・文化財に関する保存・修理・調査・展示の各分野において、各機関ともに国際協力を進

めており、高く評価できる。 

・東京奈良の両研究所およびアジア太平洋無形文化遺産研究センター（以下、「IRCI」）

において、カンボジア・ミャンマー・アジア太平洋地域その他のアジア地域における調

査・保存修復やその協力は適切に進められたと評価できる。 

・研究所分野では、東文研の国際協力センターに期待するところが大きいが、奈文研でも

活発な事業展開が見られる。また IRCIは十全とは言えない財務状況の中、無形分野での

貢献が著しい。更には法律に基づきながら、いまだに受託事業でしかないコンソーシア

ムも節目の十年を超えて実績を重ねている。2019年に控える ICOM大会は、博物館分野も

そうした戦略の一翼を担う契機となるかもしれない。 

（特記事項） 

・世界の文化遺産保護に関係する世界各国の機関・研究者との研究協力、意見交換は適切

に進められたと判断できる。 

・機構全体として、これらを総合した我が国の国際戦略としての議論は決して深められて

いるとは言い難い。いずれがリーダーシップをとるべきかも含め、長期的展望を見据え

た検討、提案を待ちたい。 

・ IRCI は平成 30 年度で設立 8 年目を迎える。少ない人員と予算の中で国際専門家会合を

実施し、11 か国で文献調査を試み、研究データベースの構築と公開にも取り組むなど活

動は意欲的だ。日本政府とユネスコ間の協定で開所した機関であり、政府がもっと注目

し、充実した態勢づくりに取り組むべきだ。 

・南洋資料、台湾先住民族資料、チベット仏教作品の調査も重要な成果をあげており、継

続、充実が期待される。近代史の視点からの館内の史料調査と公開も評価できる。今後

一層写真資料の調査の成果を展示、データベース充実を期待する。 

（希望事項） 

・西アジア情勢はいまだ機構の活動環境には程遠い地域が多く、東文研国際協力センター

の担当室が廃されたというが、近い将来、復興需要が見込まれるだけにその体制の見直

しには意を払ってほしい。 
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・国立文化財機構がこの分野で挙げた成果に敬意を表したいが、この問題は一文化財機構

に留まるものではなく、日本及び日本政府が取り組むべきであろう。そのための必要資

金は日本政府が保証すべきで、機構は人的貢献の役割を担うべきだろう。 

・IRCI の活動は今後活発化するのであろうが、国際協働を推進して目に見える形で成果が 

表れることを期待したい。 

 

（4）文化財に関する情報資料の収集・整備及び調査研究成果の公開・活用 

（概観） 

・各博物館・研究所・センターとも、基礎的諸資料（音声映像資料・旧雑誌その他の貴重

資料等・遺跡情報その他）のデジタル化、データベースへの登録等は、順調に進められ

ていると評価できる。 

・博物館・文化財研究所に蓄積された膨大な知のデータの公開は大きな意味を持っている。

その点で、ウェブサイト・データベース等による情報発信は極めて重要で、年々、情報

量が増大し、検索方法も簡便な方向に向かっていると思われ、大いに評価される。特に

「全国遺跡報告総覧」データベースのアクセス数が１千万件を超えたと聞くが、驚くべ

き数であり、今後も引き続きデータの充実につとめ、利用者の期待に応えてもらいたい。 

・奈文研が展覧用施設の充実につとめている点を評価したい。資料保護のために LED 照明

が導入されるようになってきたが、東文研などが最近研究しているように、退色の問題

がクローズアップされてきており、注意を払っておく必要がある。 

（特記事項） 

・各博物館・研究所・センターとも、定期刊行物・報告書その他の刊行、ウェブ情報の充

実、講演会・シンポジウム等、特別展・企画展の開催等による調査研究成果の公開・活

用は適切に進められていると評価できる。 

・国立文化財機構の所蔵管理する文化財、文書、記録類の公開等については、分野によっ

ては、なお不十分であると思う。せいぜいマイクロフィルムによる公開で、更に一歩進

めて、活字化も考えるべきではないか。 

（希望事項） 

・調査研究成果の発信方法としての紙媒体の刊行物は、今でもその種類が極めて多様で、

かつ量も多い。大いに評価されてよい点だが、各機関の階層構造どのがように反映され

ているのか、定期化、シリーズ化されている刊行物がどれほどあるのかを含め、機構内

で整理、公表することを考えてはどうか。 

・文化財研究所の日常的活動は国民の目に直接触れる機会が乏しいことに鑑み、自前の媒

体のみならず、ローカルなメディアや放送網の協力を仰ぐとともに、特に地方との共同

事業などは Youtubeなどネット環境の活用も考慮してはどうか。 

・資料閲覧室で音声映像資料を見られること、美術資料のデータ化、明治大正期雑誌類や

売り立て目録など研究所が古くから所蔵してきた資料や、絵はがき資料のデータ化はそ
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れぞれ重要であり、研究者の利便性の高い事業である。「美術資料のデータ化と公開」

も継続されており成果をあげているが、同じ機構内の博物館所蔵品を対象にしたり博物

館で展示したりするなどの連携を行っても良いのではないか。 

・東文研のウェブサイトは、階層化が乱れており、同じ情報が数カ所にあらわれるなど、

利用しづらい状況になっている。なんでもトップページにもってくればいいのではなく、

少ないクリックで、必要な情報にストレスなくたどり着けるように誘導することが重要

である。 

・刊行物が多すぎて、周知したい情報がどれであるのか、誰に向けて発信したいのかがよ

くわからなくなっている。一つの案であるが、例えば「政府（文化庁？文科省？）向け」

「研究者向け」「マスメディア向け」「一般向け」とカテゴリーをわけ、情報と媒体を

適宜ふりわけて整理してはどうだろうか。また出版にふさわしいものとウェブサイトの

掲載で十分なものがあるので、整理していくことで経費と労力の節減につなげられると

思う。 

 

 (5) 地方公共団体等を対象とする文化財に関する研修及び協力等 

（概観） 

・地方公共団体等に対する、文化財の調査指導および研修についても、継続して実施され

ており、その実績を高く評価したい。 

・文化財を観光資源として「活用」するような方向に進む状況がある中、今後こうした活

動が非常に重要になっていくと考えられる。 

・東文研は文化財の収集、保管、修復、整備に関する助言、奈文研は主に発掘調査への協

力、助言を行った。また、両研究所とも地方の文化財担当者や学芸員の研修を 30年以上

実施してきており、平成 29年度も継続した。応募者が定員を大きく上回ったことは、こ

の種の研修に対するニーズの大きさを示しており、今後どのように対応していくのか検

討する必要がある。 

・奈文研のデータベースへのアクセス数が高い伸びを示しているのは地方自治体での調査

成果の入力作業が徹底してきたことによることが大きいとのこと。中央と地方の協力関

係を大事にしたい。 

・防災マニュアルの動画やハンドブックなど、いざというときに役立つノウハウが構築さ

れており、国内外からの期待は大きいだろう。重要な課題であり、今後も地方自治体へ

の情報共有や研修の機会を確保していただきたい。 

（特記事項） 

・奈文研は文化財担当者向けの専門研修を毎年実施し，平成 29年度は 178名の受講があっ

たという。近年は，全国の自治体が新規採用する文化財担当者数が 100 名あまりである

ことを考えると，それを優に越える数の研修参加者であり，全国の文化財担当者の資質

向上に大きく寄与していることが分かる。 
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・神戸淡路、東北、そして熊本とつづく大震災による文化財被害を振りかえるとき、防災

ネットワーク事業の安定的な継続の必要性を強調したい。 

（希望事項） 

・京都のイノベーションセンターの借用がそれに叶うか、また九博が果たした拠点機能を

どう評価するか、などを含め具体的な検討に入るべきではないか。 

・文化財受容における地域間格差は著しい。4国立博物館の出開帳的展覧会をそれぞれの地

方で期待する。この方面での努力は全く不十分だからである。 

・文化遺産防災ネットワークの推進、地域連携、指定文化財 DB の構築、整備は、災害に備 

える上できわめて重要な活動であり、今後もこのような地道な活動と、その周知に期待 

したい。
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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 

（概観） 

・自己収入の拡大への取り組みが成功している。第一の要因は外国人入館者の増加であり、

このチャンスを生かしてグローバルな意味での文化財機構全体の存在感を高めるべきで

あろう。 

（特記事項） 

・諸業務のアウトソーシングが計画的に行われていることは、一般管理費の削減の観点か

ら評価される。しかし「計画的」の意味が十分に理解しにくい。アウトソーシングすべ

きこととしてはならないことの振り分けの基準を十分に検討したうえで計画的に進めて

いただきたい。 

・博物館の学芸業務には、そもそも「効率化」にはなじまない仕事もあることを承知の上

でのことである点を特記しておく。 

・博物館、研究所などの業務においては、あらゆる面で長期にわたる継続性が重視される

ように思う。そのような観点からいえば、研究職員の非常勤化は決して望ましいことと

はいえない。 

（希望事項） 

・多言語による表記や情報発信について、それぞれの機関で様々な努力が重ねられている

ようだが、これを機構全体の継続的事業として位置づけ、その成果の蓄積と継承を効率

的に図るべく、新たな組織的運営ができないものか、一考を促したい。 

・使用資源の減少を進めることは、博物館等の活動の活発化と矛盾する場合がある。たと

えば夜間開館の増加は観覧者へのサービスの向上として評価されるものであるが、他方

では水道光熱費・人件費の増加につながり使用資源の減少とは相反する結果となる。両

方のバランスをとった運営、また評価を望みたい。 

・映画やドラマ撮影での利用は、博物館のＰＲ効果という面では期待できるので、利用の

促進も必要かと思われる。 
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Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置 

（概観） 

・運営費交付金の総額がさして減少していないにも拘わらず、往年に比して割合が少なく

見えるのは、独自収入を上げようとする各館の努力の賜ということができるだろう。独

立行政法人としての体勢を維持するために、今後とも更なる「営業努力」が必要とされ

るように思う。 

・寄附金の暫定値が目標値を大幅に上回ったことは、獲得のための努力を含めて、大いに

評価できる。 

・保有資産の有効利用は、各博物館・研究所とも様々に工夫して十分に適正に行われてい

ると評価される。 

（特記事項） 

・過去 4 年間ほぼ同額で推移しているのは、継続的な寄付によるものなのか単発的な寄付

の合計がたまたま同額近くになったのか、内容説明がないのでわからないが、今後も努

力を期待したい。 

・企業等のパーティーなどの場合、文化的・学術的機関の保有財産であることに留意して、

品格の維持に十分留意して進めることが必要であろう。 

・東博の有効利用件数、有償利用件数は群を抜いて多く、過去年度と比しても増加してお

り、B評価となっているが、A評価に値すると考える。 

・事業の原資として寄付金の獲得努力を図るべきという意見は多くの関係者が等しく頷く

ところだが、その具体策については未だ大きく分厚い壁が立ちはだかっていて議論半ば

のままのように見受けられる。現状では、民間企業の各種財団やメセナ活動の協議会な

ど、国民個人レベルへの期待に比べ、企業活動の中にいくらか光明を見出すことができ

るのでないか。そういうネゴシエーションを機構のどの部門が担当するかも課題とした

い。 

（希望事項） 

・入場単価については、英国のナショナルギャラリーの無料化のような措置は、独法の自

己収入の強化の側面からすると採りえないものとすると、来客数に乗じる変数として重

要な点と思われるので、協賛社との合意プロセスについて、より開かれたものにする必

要があるのではと思われる。 

・寄付金の増額が政府からの運営交付金の減額に結びつかないように留意する必要がある。 

・施設の有効利用件数と有償利用件数が定量的評価項目とされており、前者が増加しても

後者の増加が伴わない場合は評定が B 評価とされてしまうふしが見られるのは残念であ

る。無償利用の多くは学会・研究会・シンポジウム・セミナー・芸術的展示などの学術

性・文化性の高いものが多くを占めると判断され、我が国における学術文化活動を下支

えしていて、数値評価になじまない。この点を配慮して、有償利用件数による評価を過

度に優先しないことが望ましい。 
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・入館者増により自己収入が拡大したことは良いが、過剰な入館者に収入を頼るのは展示

環境、鑑賞環境の悪化を招き将来的には観客の育成にならない。 

・科研費の取得だけでは限界がある。民間のファンドのほか、寄附やクラウドファンディ

ングの積極的な活用も検討した方がよい。 
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Ⅳ 予算（人件費の見積もりを含む）、収支計画及び資金計画 

（概観） 

・不測の事態にも適切な対応が行われていたことが報告されており、運用面でも機能的な

業務遂行ができているものと拝察する。無駄は排除すべきだが、必要なものには資金を

投じる判断も重要である。 

・研究所・センターの運営交付金の配分が少ない点は大きな問題である。例えば、IRCI の

場合、平成 29 年度に実施された事業 7 件のうち、運営交付金で行われた事業はわずか 1

件であった。外部資金獲得への努力が必要なことは言うまでもないが、大半のプロジェ

クトを外部資金に依存する体制では、継続的な事業の企画・推進は極めて難しいと判断

する。 

（特記事項） 

・業務経費の分類法は、いまなお機関ごとに行われている事業の計画・報告、あるいは中

期目標の I～VI の大項目との対応関係が明示されず、残念ながらせっかくのデータが事

業規模の推移を測る指標とはなりえていない。 

・文化施設では、一般の経済活動とは異なり、文化・文化財の維持には、欠かせない経費

の範囲があるので、それらの確保のためにも収益は、有効に使用されることを望みたい。 

（希望事項） 

・特別展の新規性において新たな努力と評価されると説明されたと理解しているが、「新

たな」努力だけでなく、本評価書の「Ⅰ 国民に対して提供するサービスその他業務の

質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置」の全項目において、通常努力に

よる達成を超える重要な成果を上げた場合にも、その分のインセンティブが確保される

ように、政府への働きかけを行ってほしい。 

・アソシエイトフェローなどの人件費が、事業費から捻出されるような事態が生じていな

いか、など事業費目に対応する収支データの掲載法を工夫することはできないものか。 

・東文研は全国の博物館、美術館の要となるべき存在であり、機構内では東文研のみが近

代美術研究を担うが、依然としてそれに見合う予算、人の配置がなされているとは言い

がたい。 

・文化財の活用が声高に言われている。外国人は日本の文化にあこがれて来日するケース 

が増えており、文化行政の充実と発展は欠かせない。それを実現するためにも文化庁予 

算の増加は必然だ。それに伴って運営費交付金も増やすいい機会であろう。 
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Ⅴ その他業務運営に関する目標を達成するためにとるべき措置 

（概観） 

・任期なしの研究職の増加は、特に博物館において、特別展における展示品の借用、寄付

金の獲得、寄贈・寄託品の増加等、博物館の信用という問題と深く関連している。 

（特記事項） 

・博物館学芸業務は継続性こそが重要だし、そもそも研究調査で成果を挙げるためには継

続あればこそだろう。 

・研究に関わる職員は、期限なしの常勤が望ましい。それが困難な場合は、年限を区切っ

た研究計画を策定し、その間だけ大学院生などをアソシエイトフェローとして雇用する

ことで、研究推進と同時に後進の人材育成も行うということも、視野に入れておいた方

がよい。 

（希望事項） 

・コンプライアンスの徹底と各種ハラスメントの防止は、博物館・研究所が十全に活動し

ていくための社会的信用を確保・維持していくうえで重要である。すでに取り組んでい

ることは十分に評価されるが、更に取り組みを強めていただくことを希望する。 
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独立行政法人国立文化財機構外部評価委員評価書 

外部評価委員名

※事項ごとに評価コメントを記入 坂本 弘子 

Ⅰ 国民に対して提供するサービスその他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．有形文化財の保存と継承並びに有形文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

（1） 有形文化財の収集・保管、次代への継承 

○タイミングというのは何事においても大切ではあるが、まさに時宜を得たといえるのが京博の廣海家か

らの大型寄贈であろう。寄贈の規模が通算１０００件以上に達し、２９年度に特別展を開催し、寄贈主に

開催の報告をしたあと、当該の寄贈者が亡くなられたとのこと。寄贈者と博物館との長年の信頼関係が、

もっともふさわしいタイミングで結実した好例と思われる。 

九博の故坂本五郎氏のコレクションも同様であろうが、こつこつと何年にもわたって人間関係を積み重

ねて、機が熟するタイミングでしっかりと形を残すことによって、次のコレクターとの信頼関係にもつな

がっていくと考える。 

(2)展覧事業 

○文化財への関心を高め、文化や歴史の世界にいざなうという観点からいうと、なんといっても博物館入

館者の数は重要である。２９年度の顕著な数字の伸びは高い評価に値する。特別展で特筆すべきは東博の

運慶展、京博の国宝展で、いずれも目標の２～３倍、６０万人以上が足を運んでおり、大きな成果といえ

る。それにも増して、東博の平常展が１００万人以上の来館者、前年比プラス２０万人以上で目標の２倍

というのは見事。インバウンド増加というマーケット自体の成長のおかげという見方はあろうが、企画、

運営、ＰＲなど各ステージにおける努力と工夫の結果といえる。 

○各館とも海外からの来館者の急増に対応して、多言語対応を急速に進めておられることがわかった。多

言語対応についてアンケートも行っており、きめ細かい接遇に寄与していると思われる。２０２０年に向

けて、さらにインバウンド需要が増加することは改めていうまでもないが、館内案内や展示説明といった

来館者満足にとどまらず、グッズ売り場の商品説明、併設レストランへの案内なども多言語で実施し、一

段の増収につなげていっていただきたい。 

○各館とも来館者アンケートに積極的に取り組んでおられることがわかる。観覧環境への満足度が６０～

７０％とあり、低いというわけではないにしろ、高いともいいきれない。空調や照明への不満、混雑や行

列への苦情が多いようだ。空調や照明についは文化財保護の必要性を理解していただけるよう、さらなる

周知が必要であろう。また混雑や行列については、今後も大きな課題のひとつである。共催社の設定する

入場者目標を達成するには、一定の数を受け入れざるをえないという事情は理解できるが、よりよい対策

を模索、検討するべきであろう。 

(3) 教育・普及活動 

○ＳＮＳの活用をぜひとも広げていただきたい。若い世代に博物館の価値を伝えるためにも、海外に向け

て日本の文化財のよさを知らせるためにも、ＳＮＳはきわめて有効なツールになる。各館ともツイッター

に取り組んでおられるが、フォロアー数が東博でも６万人、他館はそれよりも少ない。フォロアーを増や

すためにも、内容に工夫がほしい。現状では「お知らせ」の発信にとどまっており、「見落としがちだけ

れどオススメの観覧ポイント」や、博物館の舞台裏のこぼれ話など、プロには当たり前でも素人にはおも

しろい話題を提供していただきたい。また、４館が横の連携をとって情報を発信しあうという試みもおも

しろいのではないだろうか。 
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○「ｅ国宝」はきわめてよくできたコンテンツで、国宝の魅力を余すことなく伝えてくれる。スマホで利

用しても使いやすく、写真も美しい。実物を観覧することが難しい名宝、秘宝など、教育の現場や地域の

文化施策にもっと活用できるのではないか。アプリのダウンロード数も増えているとのことではあるが、

なお一層の展開を期待したい。 

(4) 有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

○メディアの一員として残念に思うのは、文化財の調査研究のニュースが日々の新聞紙面でなかなか大き

く取り上げられないこと。もちろん折りに触れて大きな記事になることもあるのだが、全体のごく一部に

とどまっている。それは調査研究の成果に問題があるというよりも、メディアとしてもニュースとしての

評価が難しいからだ。その点、京博の国宝展は、メディア戦略に成功したと感じる。国宝展を、文化財の

展示の場としてだけではなく、調査研究の発表の場として意欲的、積極的にとらえていた。しかも２８年

度から計画的に準備をしてきたそうで、文化財修復途中での新発見やＣＴ調査の結果を蓄積し、丁寧に披

露、発表していた。こうした形で発表していただくと、メディアとしても、ニュース判断がしやすく大変

ありがたい。今回は開館１２０周年記念の事業ということで、かっちりとした態勢づくりが可能だったと

いう利点はあるだろうが、日々の調査研究をいつ、どのような形で発表するかによって、その情報の広が

り方は大きく異なる。せっかくの研究結果を、できるだけ多くの方に知っていただけるよう、知恵をしぼ

っていただきたい。 

(5) 国内外の博物館活動への寄与 

○個人的には、２年前に東京を離れ、名古屋に住む。文化財機構のような高いレベルの博物館が地元にな

いことをとても寂しく感じる。国内機関への有形文化財の貸し出しには力を入れておられるとのことであ

るが、文化財教育という観点からみると地域格差は甚だしいといわざるをえない。文化財の地方巡回が難

しいならば、デジタルデータを利用して文化財に触れる機会を設けるなど、地方への普及を検討していた

だきたい。 

２．文化財及び海外の文化遺産の保護に貢献する調査研究、協力事業等の実施 

(1） 新たな知見の開拓につながる基礎的・探求的な調査研究 

○無形文化財は、担い手の高齢化が進み、どのジャンルにおいても技術の保存や継承が大きな課題になっ

ているが、東京文化財研究所が２９年度に取り組まれた伝統楽器の製作や、めったに見られない平家の伝

承曲や復元曲の実演記録など、比較的地味と思われる分野に取り組んでおり高く評価したい。 

（2） 科学技術を応用した研究開発の進展等に向けた基盤的な研究 

○高松塚古墳・キトラ古墳の恒久的保存に関する調査研究は、高松塚が解体から１０年となる節目であり、

またキトラは公開開始から１年とのことで、いずれも成果の集約や整理、今後の方向性において成果をあ

げていると考える。また、そうした研究が熊本地震被災の装飾古墳の被害調査にも役だっていることは意

義深い。 

（3） 文化遺産保護に関する国際協働 

○両研究所ともにアジア地域の文化遺産の調査や保存研究、修復への協力を推進しておられ、今後もさら

なる広がりが期待される。それぞれの地域固有の事情はあるだろうが、信頼関係を築き、国際的な人的ネ

ットワークを構築することが重要。国際会議への積極的な参加など、日本からの発信を強化していただき

たい。 

（4） 文化財に関する情報資料の収集・整備及び調査研究成果の公開・活用 

○奈良文化財研究所の平城京跡解説ボランティアの充実ぶりに感心した。今年実施した新規募集への応募

者も多く、研修や勉強会も定期的に開かれ、運用のための制度改善も進んでいる。解説を受けた来場者は

７万人以上とのこと。研究施設の持つポテンシャルを上手に引き出している。 
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(5) 地方公共団体等を対象とする文化財に関する研修及び協力 

○文化財防災にかかわる事業が順調に展開しており、いつ起きるかわからない有事への備えが整いつつ

あると感じる。防災マニュアルの動画やハンドブックなど、いざというときに役立つノウハウが構築され

ており、国内外からの期待は大きいだろう。重要な課題であり、今後も地方自治体への情報共有や研修の

機会を確保していただきたい。 

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 

○自己収入の拡大への取り組みが成功している。第一の要因は外国人入館者の増加であり、このチャンス

を生かしてグローバルな意味での文化財機構全体の存在感を高めるべきであろう。２０２０年以降も引き

続き大勢の海外客に足を運んでもらうためには、観覧文化財の質の高さ、展示のわかりやすさ、場の快適

さはもちろんのこと、博物館そのものが「特別な空間」であることが不可欠。館ごとに特性や歴史は異な

るだろうから、それぞれの博物館が、この博物館はどんな空間であることをめざすのか、スタッフや幹部

が明確なビジョンを示すという手法も有効ではないだろうか。 

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置 

○寄附金が大きく目標を上回っており高く評価できる。賛助会員などの加入増が成功している。今後も引

き続きの努力を期待したい。 

○施設の有効利用も進んでおり、より効果的な活用に努めていただきたい。

Ⅳ 予算（人件費の見積もりを含む）、収支計画及び資金計画 

○不足の事態にも適切な対応が行われていたことが報告されており、運用面でも機能的な業務遂行ができ

ているものと拝察する。無駄は排除すべきだが、必要なものには資金を投じる判断も重要である。 

Ⅴ その他業務運営に関する目標を達成するためにとるべき措置 

○さきごろＥＵが個人情報の取り扱いの枠を定めたＧＤＰＲを実施し、国内企業でも対応に追われてい

る。外国人入館者が増え、グルーバル化が進むにつれ、海外の基準にあわせて運営が求められる。迅速で

的確な対応に努めていただきたい。 

○働き方改革が社会的なアジェンダとなっている。普及や研究活動のためには時間集約的な仕事も不可欠

だろうが、職場としての文化財機構のあり方にも注意を払う必要があるだろう。 

その他（総合的な事項、自己点検評価について等） 

○年々、課題への取り組みがスピードアップしている印象を受けた。自己点検評価もバランスよく配分さ

れている。またＢと自己評価しつつも、残る課題をしっかりと記入しておられるケースも多く、丁寧な資

料作りと感じた。 
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独立行政法人国立文化財機構外部評価委員評価書 

外部評価委員名

※事項ごとに評価コメントを記入 小笠原直 

Ⅰ 国民に対して提供するサービスその他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．有形文化財の保存と継承並びに有形文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

（1） 有形文化財の収集・保管、次代への継承 

・従来から、社会的に有益な成果を上げていたが、平成 29 年度は、特に、寄贈・寄託品の受け入れに関

して、大型寄贈に寄与し、特筆すべき大きな成果があったといえる。 

(2)展覧事業 

・入館者数の増加が、平常展においても特別展においても著しく、インバウンド効果やシニア層の取り込

みに成功した大きな成果をあげた年度だったと高く評価できる。 

・S評定3事業、A評定10事業は、中期目標を大幅に上回る定量的な成果である。 

・今後は、定量的ではない文化的・歴史的価値のある展示をどのように定性評価をすることを課題として

あげるべきと思われる。（外交的な側面があるのであれば、その定性的な意味合いなど） 

・九博の「新 桃山展-大航海時代の日本美術」は、定量的な評価は C となっているが、非常に興味深い

テーマであると考える。 

・快適な観覧環境の提供については、リピート層の開拓のためにも、既存の実績にとらわれずに、今後強

化していっていただきたい。 

(3) 教育・普及活動 

・S自己評価となった京博の子供向け体験型プログラムにおいて、大きな成果があったと思われる。 

(4) 有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

・29年度も前年度と同様の高い成果を上げていると判断する。 

(5) 国内外の博物館活動への寄与 

・当該文化交流・協力をもとに更に諸外国との友好、相互理解の礎になるような活動を期待したい。 

２．文化財及び海外の文化遺産の保護に貢献する調査研究、協力事業等の実施 

(1） 新たな知見の開拓につながる基礎的・探求的な調査研究 

・非常に多くの新知見や新研究があったことを評価する。 

（2） 科学技術を応用した研究開発の進展等に向けた基盤的な研究 

・奈文研の高松塚古墳・キトラ古墳の恒久的保存に関する調査研究において、大きな成果があったことを 

評価する。 

（3） 文化遺産保護に関する国際協働 

・従来と変わらぬ成果があったと評価する。 

（4） 文化財に関する情報資料の収集・整備及び調査研究成果の公開・活用 

・ウエブサイトの充実が図られ、アクセス件数が飛躍的に伸びている。また定期刊行物や講演会なども充
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実している点も高く評価する。 

(5) 地方公共団体等を対象とする文化財に関する研修及び協力等 

・文化財に関する協力・助言等において高く評価できる一方で、連携大学院教育の推進については、さら

に積極的に、後継者を育成する意味で、積極的な活動を期待したい。 

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 

・限られた予算や人員の中で、自己収入の大幅増加や来客者数の増加への対応を成果として上げたことは

高く評価できる。 

・29年度においては、ICOM京都大会準備室への人員配置も行うことができた等、堅実な運営を行いなが

ら、業務の効率化を進めたものと評価する。 

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置 

・インバウンド、シニア層の文化財への関心の高まり等の外部要因があるとはいえ、当該フォロー要因を

平常展示の来客数の増加及び特別展での入館者数の増加に結実させたことは、特筆すべき成果であると思

われる。 

・入場単価については、英国のナショナルギャラリーの無料化のような措置は、独法の自己収入の強化の

側面からすると取りえないものとすると、来客数に乗じる変数として重要な点と思われるので、協賛社と

の合意プロセスについて、より開かれたものにする必要があるのではと思われる。海外の同規模の博物館

との入場料比較なども検討する必要があるのではと思われる。 

・上記の意味では、単価設定が適正であることためには、計画コストの見積もりも重要であり、各特別展

の収支をより正確に算定できることが望ましいと思われる（既に算定されており、今回の資料に包摂され

ていないだけかもしれないが。）。 

・寄付金等を含む外部資金の獲得は、今日の財務状況をより改善するうえでは、重要項目であり、もっと

評価の対象としてよい項目と思われるが、その具体的な方策については、より幅広く考慮すべきものと思

われる。 

・観光立国として、内外の需要を喚起して、経済成長に結びつけることが、国家戦略において重要である

とするのであれば、自己収入には限界があるわけなので、運営費交付金をより拡充するくらいの大胆な予

算化も必要ではないかと思われる。 

Ⅳ 予算（人件費の見積もりを含む）、収支計画及び資金計画 

・予算執行は滞りなく行われていることは評価するが、上述のとおり、観光立国として、内外の需要を喚

起して、経済成長に結びつけることが、国家戦略において重要であるとするのであれば、自己収入には限

界があるため、運営費交付金をより拡充するくらいの大胆な予算化も必要ではないかと思われる。 

Ⅴ その他業務運営に関する目標を達成するためにとるべき措置 

・人事制度のついては、採用・運用・評価のあらゆる面において、絶えず見直し、刷新することで、有望

な人財を獲得、つなぎとめるよう、従来以上に力を入れていただきたい。その意味では、評価制度の導入

については、今後注目していきたい。 

その他（総合的な事項、自己点検評価について等） 

・自己点検評価活動においては、各部会で、かなり詳細な評価を行っていることに正直驚いたが、許容で

きる範囲で、点検評価作業をもう少し省力化、メリハリ化してもよいのではないかと考える。 
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独立行政法人国立文化財機構外部評価委員評価書 

外部評価委員名

※事項ごとに評価コメントを記入 名児耶 明 

Ⅰ 国民に対して提供するサービスその他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．有形文化財の保存と継承並びに有形文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

（1） 有形文化財の収集・保管、次代への継承 

 有形文化財の収集については、四館ともにそれぞれの館の収集の目的にそって成果をあげていると評

価できる。また、寄贈、寄託をうける文化財についても展示の充実にむけての方針に沿って順調に進めら

れていると認められる。そして文化財そのものの保存に向けた研究や収納ケースの環境調査など、保存に

関する取り組みも評価できる。次世代のために、今後も文化財資料の充実、資料のデータベースの構築に

向けて計画通り実施されることを期待する。そうした関連の九州国立博物館の高校所蔵の考古資料の博学

共同研究などの次世代の参加する事業など、将来を見据えており、評価できるものである。 

(2)展覧事業 

平常展における入館者が、東京国立博物館で年間100万人を超えたのは、喜ばしい現象といえる。外国

人の観覧者の増加などもその要因と思えるが、展覧会事業としては、もっとも評価すべきことだと思う。

さらに欲を言えば、こうした増加に若年層が増えていくことを期待したい。団塊の世代の来館者が増える

ことは、現状では自然であるが、入館者数をそれに頼るのではなく、次世代の来館につなげるためにも若

い人々の来館増加に努力が必要である。また昨年も指摘したが、平常展における展示替件数が目標に達し

ない場合に、自己評価をさげているが、基準の設定に工夫が必要かと思う。展示の内容が大事で、その満

足度を評価すべきである。来館者の満足度が高ければ、展示品の効果が確認されたことになるであろう。 

特別展は、東京国立博物館での6回は、多すぎと思われるが、報告資料から来館者は満足したと判断でき、

評価に値する。ただし、もう少しじっくりと鑑賞できる特別展も期待したい。 

(3) 教育・普及活動 

各種講演会の回数やギャラリートークの実施回数等の充実度は安定している。さらに、九博では建物設

計の段階から公開を前提に作られているように、東博でも定期的に実施しているバックヤードツアーの公

開等は、これからの普及活動にとっても意義深く、評価できる。ただし、関わるスタッフの確保等にもさ

らなる努力が必要であると思う。職員への負担が多くなり、実施内容の質の低下とならないような配慮も

考えていただきたい。 

(4) 有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

基本的な活動として、例年通りの蔵品の調査研究、蔵品以外の数多くの調査研究に取り組んでいるこ

とが評価できる。またその実績を多くの報告書等に反映させており、着実な成果を上げていることが認め

られる。科学研究費等の外部資金も積極的に獲得し、熱心に取り組む様子も感じられる。また、特別展に

関する作品調査、研究が数多く報告され、展示の充実を図っている点も評価できる。 

(5) 国内外の博物館活動への寄与 

都道府県単位の文化財防災体制構築への取り組みや、文化財防災ネットワーク推進事業の情報発信の

ためにウエブサイトを絶えず更新していることなど、博物館活動への寄与は認められる。国際研修へ講師

を派遣するなど、海外展の活動にも寄与していると判断出来る。 
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２．文化財及び海外の文化遺産の保護に貢献する調査研究、協力事業等の実施 

(1） 新たな知見の開拓につながる基礎的・探求的な調査研究 

文化財研究所をはじめ、各機関の有形文化財（美術工芸分野）、無形文化財、無形民俗文化財、記念物、

文化的景観、埋蔵文化財の各分野の調査研究は、目標を達成するかそれ以上の成果があると認められ、報

告書も充実している。こうした基礎的な研究は続けることが重要なので、この体制を続けてもらいたい。 

（2） 科学技術を応用した研究開発の進展等に向けた基盤的な研究 

現代の高い科学技術を活用し、多くの研究を実施していることについては、丁寧な報告書などからも着

実な成果をあげていると認められる。 

（3） 文化遺産保護に関する国際協働 

報告書等から判断して、調査や修復そのほか順調に成果を上げていると判断できる。昨年も記述したが、

博物館活動が、世界に目を向ける必要に迫られていることを考慮すると、もう少し積極的な事業展開があ

ってもよいかと考える。 

（4） 文化財に関する情報資料の収集・整備及び調査研究成果の公開・活用 

研究所その他からの各種報告書に見られるように、情報資料の収集・整備及び調査研究成果については、

地道に活動していることが認められる。いつものことながらこれらの成果がより身近に一般研究者にも広

く伝わるためのさらなる努力を願いたい。 

(5) 地方公共団体等を対象とする文化財に関する研修及び協力等 

文化財防災ネットワーク推進本部を中心とした文化財の防災・救援に関する調査研究、情報の収集や発

信の成果は、評価でき、自己評価においてもおおむねA評価であるのは妥当である。 

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 

業務の改善のために行われている取組として、人事給与統合システムの導入以来、順調に人件費管理を

行っていることが認められる。今後も努力は必要と思うが、業務の質の低下に繋がらないように望みたい。 

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 一般管理費の削減や計画的なアウトソーシングなど、改善に向けての取り組みで、計画をほぼ達してい

る実績を評価したい。 

Ⅳ 予算（人件費の見積もりを含む）、収支計画及び資金計画 

予算の効率的な運用をした結果が評価される。また法人として、全体の入場料が増加しおり、特に平常

展での伸びは、努力の結果が現れていることは大いに評価できる。しかし、つねに収益が上がるものでは

ないことも考慮することが必要であろう。文化施設では、一般の経済活動とは異なり、文化・文化財の維

持には、欠かせない経費の範囲があるので、それらの確保のためにも収益は、有効に使用されることを望

みたい。 
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Ⅴ その他業務運営に関する目標を達成するためにとるべき措置 

内部統制委員会、リスク管理等に関する諸規定を見直すための各種研修を実施している点が大いに評価

できる。情報セキュリティー対策のための対応訓練はじめ各対策のための活動も評価できる。 

その他（総合的な事項、自己点検評価について等） 

全体に、現体制の中においては各事業において成果をあげていることを認める。 

自己評価の評定は、やや辛めに見る傾向もあると思われるが、目標の数字に達しないものにつては評価を

下げているが、数字だけでは表せない評価もあると思うので、評価の仕方にも工夫が必要であろう。概ね

自己評価も適切な判断であったと思われる。 
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独立行政法人国立文化財機構外部評価委員評価書 

外部評価委員名

※事項ごとに評価コメントを記入 浜 田 弘 明 

Ⅰ 国民に対して提供するサービスその他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．有形文化財の保存と継承並びに有形文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

（1） 有形文化財の収集・保管、次代への継承 
 自己評価の大半がＢ評定と示され、Ｓ・Ａ評定も散見されることから、ほぼ計画は達成されているとい

える。 
 東京国立博物館（以下、東博）と京都国立博物館（以下、京博）では、収蔵施設の改修計画が進められ

ているが、博物館にとって収蔵庫は心臓部ともいえるので、着実な実行を願いたい。また、新館での特別

展開催に苦心している京博については、本館の免震補強と改修が早期に実現することを期待したい。 
 地方公立博物館の相次ぐ閉館や、社寺管理者の高齢化に伴う文化財保管の困難化の問題は、相変わらず

深刻である。国立博物館は、こうした文化財が海外や民間へ流出することを防ぎ、国・地方の宝を守るべ

く、従来にも増して、資料の寄贈や寄託はもとより、購入も積極的に進める必要を迫られている。そのよ

うな中、各館において積極的に資料収集が進められたことは評価したい。中でもＳ評定とされた、京博に

おける貝塚廣海家からの 1000 件を超える寄贈や、九州国立博物館（以下、九博）における故坂本五郎氏

からの250件に及ぶコレクションの寄贈は、特筆すべき大きな成果であったと考える。今後も、相応の資

料収集のための予算とともに、収蔵スペースを確保することは欠かせない課題である。 
 収蔵資料のデジタル・データベース化作業は順調に進んでおり、国民への資料公開を視野に入れ、更な

る推進を期待したい。資料保存の基礎となる、保存カルテの作成やＩＰＭの徹底化及び、適切な資料修理

も重要な業務である。東博においては、修理技術のアソシエイトフェローを配置し、財政事情が厳しい中、

寄附金を活用して国宝・重要文化財の修理が大きく進んだことは評価したい。文化財修復を担う国立博物

館の役割は、今後も大きくなっていくものと思われる。 

(2)展覧事業 
 自己評価において、Ｃ評定が１件あるものの、Ｓ・Ａ評定も目立ち、計画はほぼ達成されているといえ

る。 
 常設展示の来館者数を増やすことは、どこの博物館も苦心を強いられているところであるが、東博はこ

の5年間右肩上がりとなっていて、本年度については、目標値の2倍となる100万人の来館を達成したこ

とは注目すべき評価点である。この背景として、特別展への来館者数が好調であったこともあるが、年

6,600 件に上る常設展示替えや、子ども・親子向けの体験・体感型の展示に取り組んだり、歴史系博物館

でありながら、異分野の国立科学博物館（以下、科博）や上野動物園と協力したプログラムを実施するな

ど、地道な作業を続けた賜物であると評価できる。 
 博物館の評価は、数値のみによってされるべきものではないが、京博の「国宝展」は目標値の3倍を超

える62万人、東博の「運慶展」は目標値の2.4倍を超える60万人という来館者を数え、その満足度も高

い評価を得ていることから、観覧者に支持された特別展であったことがうかがえる。このような人気のあ

る特別展は、混雑などの影響により観覧環境が下がるのが一般的であるが、京博や奈良博で前年度よりも

満足度が向上している。京博では、観覧環境に関する自己評価をＤ評定としているが、そもそもの目標値

が高すぎる設定であった結果と思われ、前年度比で相対的に評価するならば、Ｂ評定もしくはＡ評定でも

良いように思われる。東博においても、体験型プログラム等の参加者数が20万人から27万人に増えたに

も関わらず、Ｂ評定とされているが、これはＡ評価に相当するものであろう。 
今日の博物館において、ミュージアムショップやレストランの存在意義は大きいが、オリジナルグッズ

の開発や、特別展にちなんだ特別メニューの開発なども、従来、国立博物館に関心を向けなかった新規利
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用者の開拓のためには、重要なことと思われる。 

(3) 教育・普及活動 
自己評価の大半がＢ評定とされ、一部にＳ・Ａ評定も見られ、ほぼ計画は達成されているといえる。 

 次世代を担う子どもの博物館利用促進に向けた取り組みは重要で、東博で実施された「親と子のギャラ

リー」や「びょうぶとあそぶ」、京博で実施された「京博すいぞくかん」は特筆すべき企画であった。「親

と子のギャラリー」では、親子を対象に、歴史系博物館の東博が、異分野の国立科学博物館や上野動物園

と連携し、また「京博すいぞくかん」では、子ども対象に、京博が異分野の京都水族館と協力するなど、

これまでにない新たな展開が見られた。東博の「びょうぶとあそぶ」は、高精細複製品と最新のＩＣＴ技

術を駆使したもので、新たな体感型展示プログラムとしてとても良い試みであったと考える。 
 京博のミュージアムカートでの体験型プログラム参加者が、前年度の 2 万人から 28 万人へと大きく増

加したことも特筆すべき点で、博物館の努力と来館者の参加・体験型のプログラムへの関心の高さがうか

がえる。国立博物館は、とかく敷居が高く、子どもは行きにくいというイメージを持たれがちであるが、

将来の利用者となる子どもたちに対しても、開かれた博物館であることは重要である。奈良国立博物館（以

下、奈良博）においては、「源信展」で親子ワークショップが開催され、九州国立博物館（以下、九博）

においても、従前から高校生を対象としたフォーラムが開催されるなどしているが、このような将来の利

用者となる若年層への取り組みが、継続性されていくことを期待したい。 
さらには、若者を博物館に呼び込むために、ウェブサイトを活用した情報発信にも、今後を期待すると

ともに、キャンパスメンバーズやインターンシップ制度、ボランティア活動などを通した、大学生・大学

院生の博物館利用の促進等の継続も願いたい。中学生を対象とした職場体験の受け入れや、高校生を対象

としたジュニア学芸員（九博）などの取り組みも、広がりに期待したい。 
 また、東博や京博の公式キャラクターの活用も、子どもは近寄りがたいと思われがちだった国立博物館

のイメージの柔軟化に一役買っているものと思われる。国立博物館のソフト戦略として、子どもの博物館

への関心が一層高まることを期待したい。 

(4) 有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 
 自己評価の大半がＢ評定とされ、Ｓ・Ａ評定も散見されることから、ほぼ計画は達成されているといえ

る。各館の研究成果が紀要等を通して発信され、海外の博物館との交流も順調に進んでいることが確認さ

れる。 
 コレクションの保存と修理に関する研究の一環として東博が実施している、「バックヤードツアー」に

加え、九博が実施した文化財の保存や修理に関する研究成果が、常設展示「文化財をまもりつたえる博物

館」として公開されたことは意義深い取り組みであると考える。近年の国の動向を眺めると、将来に向け

ての文化財保存や修理よりも、現在の観光振興・経済振興に向けた文化財の展示・公開が先行しているこ

とは否めない。本来、国立博物館は、未来の人々に向けた資料保存や修理などを担う、重要な文化財保存

機関なのである。そうした役割について、もっと広く国民に知らせることが重要で、このような取り組み

が、是非、今後も継続されることを願う。 
 また、先にも触れた、東博の「びょうぶであそぶ」における、高精細複製品と最新のＩＣＴ技術を駆使

した、参加体験型の五感を刺激する展示研究や、京博の「京博すいぞくかん」における、異分野の水族館

と連携した、子ども向けの展示研究は、博物館活動と博物館学の進展に期待できる取り組みであったと考

える。 
2019 年に開催されるＩＣＯＭ（国際博物館会議）の日本（京都）大会は、我が国の博物館及び博物館

学の歴史の上で、記念すべきイベントである。本年度は、ＩＣＯＭ会長を招聘し、講演会や打ち合わせが

行われたが、今後、ＩＣＯＭ京都大会の実現に向けて、事務局となる京博はもとより、国立各館には一層

の尽力を願いたい。 

(5) 国内外の博物館活動への寄与 
自己評価はすべてＢ評定とされ、計画はほぼ達成されているといえる。 
博物館「冬の時代」と言われて久しいが、当機構が地方公共団体等に果たす役割はより大きくなってお
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り、全国の文化財担当者や、博物館学芸員に対する技術研修の促進に期待したい。 
 文化遺産防災ネットワークの存在は、相次ぐ災害の中で重要な意味を持っていることを再確認した。平

成28年の熊本地震や、23年の東日本大震災の被災地への文化財等救援・復旧・復興事業には、引き続き

力を入れて行く必要がある。本年度は、マニュアル動画『文化財防災マニュアル 汚損紙資料のクリーニ

ング処置例』が、日英2言語で作成、公開され、さらにハンドブックが発行されたことは大きな成果であ

ったといえる。 

２．文化財及び海外の文化遺産の保護に貢献する調査研究、協力事業等の実施 

(1） 新たな知見の開拓につながる基礎的・探求的な調査研究 

自己評価では、Ｂ評定とＡ評定が拮抗しており、ほぼ計画は達成されているといえる。 

 当機構は、わが国の物質文化研究の拠点として重要な役割を果たしている。調査研究の柱とも言うべき、

有形文化財に関わる調査研究に多数取り組み、その成果が報告書・論文等で多数公表されていることは喜

ばしいことである。 

しかし、研究成果は研究者だけのものではなく、マルチメディアやウェブサイトなどを通して、広く国

民に周知されるべきものと考える。社会的認知を得るような、基礎的・探求的な調査研究となっていくこ

とを期待したい。 

（2） 科学技術を応用した研究開発の進展等に向けた基盤的な研究 

自己評価では、Ｂ評定とＡ評定が拮抗し、Ｓ評定も含まれることから、計画はほぼ達成されているとい

える。当機構は、国内屈指の情報機器や分析装置を有しており、科学技術を的確に応用し、文化財の調査・

保存・修復の向上に大きく寄与しているといえる。 

（3） 文化遺産保護に関する国際協働 

 自己評価では、Ｂ評定とＡ評定が拮抗しており、計画はほぼ達成されているといえる。高い保存・修復

技術を持つ当機構の使命として、アジア地域を中心とする文化財保護への技術支援と人材育成の更なる促

進に期待したい。 

（4） 文化財に関する情報資料の収集・整備及び調査研究成果の公開・活用 

自己評価では、Ｂ評定とＡ評定が拮抗しており、計画はほぼ達成されているといえる。当機構の研究成

果が、国内はもとより、多言語発信により広く世界に向けて公開されることは、今後より重要となる。調

査研究成果の公開は、報告書や論文の形でだけなく、広く国民に理解されるよう平易な形で、ウェブサイ

トを含め、公開講座や展示等を通して発信して行くことが重要と思われる。 

(5) 地方公共団体等を対象とする文化財に関する研修及び協力等 

自己評価では、Ｂ評定とＡ評定が拮抗しており、計画はほぼ達成されているといえる。博物館「冬の時

代」と言われる中で、当機構が地方公共団体等に果たす役割はより大きくなっており、全国の文化財担当

者や、学芸員に対する技術研修の促進に期待したい。 
 博物館・美術館等保存担当学芸員研修は、毎年実施されているが、近年自然災害による文化財被害が増

える傾向にあり、地方自治体の文化財担当者や博物館学芸員に対する、こうした研修制度の更なる充実を

期待したい。 

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 

自己評価はすべてＢ評定とされ、計画はほぼ達成されているといえる。 

経費の削減が進む厳しい状況下にも関わらず、各館の経営努力の跡を窺い知ることができ、健闘してい

ると言える。 
また本年度、予定を前倒しした形で「国立博物館所蔵品統合検索しシステム」と「国立国会図書館サー

チ」及び、「文化遺産オンライン」の連携が実現できたことは、国民の利便性からみて、大きな前進であ
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ったと評価できる。 

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 自己評価は大半がＢ評定であるが、自己収入と外部資金の獲得に関してはＡ評定となっており、計画は

達成されているといえる。 

本年度は、来館者数の大きな伸びから、自己収入額も目標値の1.5倍近くとなり、寄付金についても標

値の1.6倍を超える額を獲得出来たことは、喜ばしい限りである。しかし、それでも、欧米のような寄付

金による博物館運営に至るには、まだまだ長い道のりが必要とされよう。 
自己収入の剰余金が独自に活用できる仕組みについては、さらに博物館活動の励みとなるような自己運

用が出来るよう、更なる改善が望まれる。 
その他、施設の目的外使用とはなるが、映画やドラマ撮影での利用は、博物館のＰＲ効果という面では

期待できるので、利用の促進も必要かと思われる。 

Ⅳ 予算（人件費の見積もりを含む）、収支計画及び資金計画 

 博物館は、国際的定義（ＩＣＯＭ規約）からしても非営利の機関であり、独立採算は到底あり得ない施

設である。機構の健全な事業運営の上で、運営費交付金のこれ以上の削減については避けるよう、国（政

府）で再検討し、文化国家としての責務を果たして頂きたい。 
 機構各職員の尽力により、外部資金である科学研究費や寄附金の獲得額を伸ばしていることは喜ばしい

ことであるが、欧米の博物館運営のような寄附による博物館運営のあり方について、今後、国民に一層広

く知らしめる必要があろう。 
過去の評価においても述べたが、健全な事業運営の上で、機構の総予算の削減は、もう限界であると言

わざるを得ない。国内最大規模の東京国立博物館でさえも、諸外国の国立博物館に比較すると、その予算

規模・職員定数は極めて少ないと言わざるを得ず、国（政府）には、博物館への理解を一層深めて欲しい

と願うばかりである。 
 国民に、より親しみが持てる機構（博物館）づくりを目指して、各館は、今後も地道な活動を一つ一つ

積み上げていって欲しい。こうした地道な活動の上に、国民の文化が成り立っているということを国（政

府）にも是非ご理解いただき、積極的支援がなされることを期待したい。 

Ⅴ その他業務運営に関する目標を達成するためにとるべき措置 

わが国の博物館は、諸外国の国立博物館に比較して、予算規模・職員定数ともに、極めて少ないと言わ

ざるを得ない。適正な機構運営のためには、これ以上の定数削減や人件費の圧縮は決して望ましいことで

はない。 
事業の推進には、新たなシステムの整備とともに、人的整備も必要となる。現在、東博で働く終身雇用

の研究員は52名ほどとのことであるが、欧米の大規模博物館と比較したならば1/10にも満たない人員で

あり、予算とともに人員の確保についても、迫られた課題である。終身雇用の研究員が増員できない中、

任期付きのアソシエイトフェローが増員されているが、優秀な研究者の使い捨てとならないよう、特段の

配慮を願うばかりである。 

その他（総合的な事項、自己点検評価について等） 

国民に、より親しみが持てる国立博物館づくりを目指して、今後も引き続き、地道な活動を一つ一つ積

み上げていって欲しい。こうした地道な活動の上に、国民の文化が成り立っているということを国（政府）

にも是非理解いただき、ことに積極的財政的支援がなされることを期待したい。 
博物館は、文化財公開の拠点施設であり、それを担う「学芸員」は、文化財と国民とをつなぐ重要な「核」

となっている。文化財を扱うプロである「学芸員」の専門性や重要性を、再評価する必要があろう。 
また博物館は、100 年後、1000 年後を見据えた文化財の収集と保存を行っている機関である事を忘れ

ず、目先の観光振興のために文化財を消耗させ、経済振興のために文化財を消費することは、あってはな

らないことである。 
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独立行政法人国立文化財機構外部評価委員評価書 

外部評価委員名

※事項ごとに評価コメントを記入 榊原 悟 

Ⅰ 国民に対して提供するサービスその他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．有形文化財の保存と継承並びに有形文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

（1） 有形文化財の収集・保管、次代への継承 

既に言い尽くされたことだが、有形文化財の収集・保管は国立文化財機構に課せられた責務である。各

館限られた予算の中でよくこの責務を果たしたと思う。ことに既にある所蔵品と関連する資料を見出し所

蔵できたことは、運もあるだろうが、日常的な調査研究の賜物であるはずで今後ともこうした襲蔵を期待

する。その点では寄贈や寄託も日常的で地道な調査研究とは無関係であるはずもなく、そうした努力を続

けられたことに対し、大いに評価すると共に敬意を払いたい。 

(2)展覧事業 

大規模な特別展では、快慶展（奈良博）や新・桃山展（九博）のような研究面でも画期的な成果を上げ

たものが多く、評価する。その点ではテーマ展示、特集展示、特別陳列、特別企画と各館呼称はさまざま

だが、テーマ性を絞った展示は、いずれも好感がもてる。今後とも担当学芸員の研究成果の発表の場とし

て、こうした展示が継続的に行われることを期待する。 

(3) 教育・普及活動 

（2）で言及した特集展示、特別陳列での充実ぶりが評価できるだけに、これについて普及、広報活動の

工夫を期待する。博物館へ行くのは、何も特別展を見るためだけではない。そんな状況を願う。学童生徒、

学生への教育普及活動に各館知恵を絞っているようで、今後ともさまざまな工夫をお願いする。 

(4) 有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

寄贈、寄託が多いことは学芸員の日常的な調査研究がベースにあり、それが所蔵家の信を得たからであ

るはずだし、（2）で評価した特集陳列も日常的調査研究の成果であろう。 

館蔵品、寄託品の地道な研究とその成果としての展示は、担当学芸員の仕事の核となるもので、さらな

る精進を期待する。 

(5) 国内外の博物館活動への寄与 

国内の中核博物館として、様々な活動での先駆的試みを望みたい。 

展覧会を通し、海外の博物館、研究者との情報の交換、提供の様子が窺われ心強く思うと共に、今後と

もそうした活動の継続を強く願う 

２．文化財及び海外の文化遺産の保護に貢献する調査研究、協力事業等の実施 

(1） 新たな知見の開拓につながる基礎的・探求的な調査研究 

文化財に対する基礎的、探究的な調査研究は国立文化財機構が率先すべき業務で、各館それぞれ特色を

生かして取り組んでいることが認められ評価する。九博の新・桃山展では、日本の屏風の受容が世界的な

拡がりを持っていたことが示された。あえてこのことを特記し今後ともこの方面での調査の継続を願う。

一過性の調査とならないことを切に望む。 
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（2） 科学技術を応用した研究開発の進展等に向けた基盤的な研究 

赤外線、蛍光X線、X線CTによる文化財の調査分析は国立文化財機構のみが可能であるはずで、広く分

析を行うことはもとより、その成果を広く公開することを期待する。 

（3） 文化遺産保護に関する国際協働 

国立文化財機構がこの分野で挙げた成果に敬意を表したいが、この問題は一文化財機構に留まるもので

はなく、日本及び日本政府が取り組むべきであろう。そのための必要資金は日本政府が保証すべきで、機

構は人的貢献の役割を担うべきだろう。 

（4） 文化財に関する情報資料の収集・整備及び調査研究成果の公開・活用 

国立文化財機構の所蔵管理する文化財、文書、記録類の公開等については、分野によっては、なお不十

分であると思う。せいぜいマイクロフィルムによる公開で、さらに一歩進めて、活字化も考えるべきでは

ないか。 

(5) 地方公共団体等を対象とする文化財に関する研修及び協力等 

以前も指摘したことだが、文化財受容における地域間格差は著しい。四国立博物館の出開帳的展覧会を

それぞれの地方で期待する。この方面での努力は全く不十分だからである。 

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 

博物館の学芸業務には、そもそも「効率化」にはなじまない仕事もあることを承知の上でのことである

点を特記しておく。 

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置 

国公立大学のとりわけ文学部・文系学部の教員の個人研究費の惨状を見れば分かるように、財務内容の

改善と言っても、必要な経費は必要ということをまずはしっかりと押さえてからの議論だろう。決して無

駄な消費を認めるわけではないが、Ⅱでも述べたように、そもそも効率化にはなじまない仕事もあること

を改めて強く述べておきたい。 

Ⅳ 予算（人件費の見積もりを含む）、収支計画及び資金計画 

Ⅱ、Ⅲを前提に計画したい。 

Ⅴ その他業務運営に関する目標を達成するためにとるべき措置 

博物館学芸業務は継続性こそが重要だし、そもそも研究調査で成果を挙げるためには継続あればこそだ

ろう。その意味で、期限付き職員、アシスタントフェロー（分かったようで分からない。この呼称は即刻

やめるべき）の採用はやめ、正規常勤の職員にすべきである。 

その他（総合的な事項、自己点検評価について等） 
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独立行政法人国立文化財機構外部評価委員評価書 

外部評価委員名

※事項ごとに評価コメントを記入 小松 大秀 

Ⅰ 国民に対して提供するサービスその他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．有形文化財の保存と継承並びに有形文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

（1） 有形文化財の収集・保管、次代への継承 

東京国立博物館を始め、独法４館が収蔵する作品の数には厖大なものがある。これらを悉皆調査などの

手順を経て適切に把握することが、収蔵品を保管、管理していく上で必須の要件であると考える。今回、

委員会における質疑応答の中で、東博以下いずれの館においても適切な方法で調査が行われ、収蔵品の数

量について確定的な数字が得られていることが判明した。過去にいわゆる悉皆調査に関わって、これがい

かに困難な作業かを知悉している立場からすると、この調査を計画し、実践した関係者各位の努力に敬意

を表したい。また、「法隆寺献納宝物」、「書蹟」、「工芸」、「彫刻」、「絵画」の各分野において複

数次にわたって特別調査が継続されている点についても評価したい。現在、独法４館において、研究者は

それぞれ多端な業務を抱えており、研究に専念できる環境が整っているとは言い難い。そのなかで、専門

分野を同じくする研究者が集まって、所管の作品について研究する機会が得られることは、収蔵品を保管

し、次代へ継承していく上で、たいへん重要なことと考える。この特別調査が今後も継続され、その成果

が世代を超えて受け継がれていくことを期待したい。 

(2)展覧事業 

 独法４館ともに意欲的に展示活動に取り組んでいると評価することができる。展覧会の質と獲得した観

覧者数は必ずしも正比例しない。いかに質の高い展覧会を開催し、そこに多くの観覧者数を得るかは、展

覧会を企画し、実行する者にとって永遠の課題といえる。その観点からみると、東博の「運慶」、京博の

「国宝」、奈良博の「正倉院展」、九博の「王羲之と日本の書」といった各展覧会においては、展覧会の

質を高め、しかも多数にのぼる観覧者をいかに満足させるか、といった点についてさまざまな新しい試み

がなされており、この課題についての意識の高まりを実感することができる。多くの観覧者数が予測され

る大規模展の開催にあたっては、今後もさらに工夫を重ねていく必要があると思う。なお、いわゆる常設

展については、各館とも工夫を凝らして充実した展示を行っているが、観覧者数としては、必ずしも満足

できる水準に達していないと思われる。今後、独法４館の常設展示がいかに優れているかを、さらにアピ

ールしていくことが必要ではないか。 

(3) 教育・普及活動 

各館ともそれぞれのシステムに合わせて意欲的な活動が行われていると評価することができる。なかで

も、「A」評価となっている東博の「博物館環境デザインに関する調査研究」は注目すべきプロジェクト

である。九博においては、施設が新しいこともあって、開館当初よりいかに観覧者にわかりやすいサイン

を提示するか、などの工夫がなされてきたと思うが、既設３館においてはその点が必ずしも充分ではなか

ったように思う。ここで東博が、さらに国際化して多言語化が求められる現況を踏まえて新しい試みを重

ねていくことは、たいへんに重要であり評価できる。また、九博における「観覧者の理解促進のための教

育普及プログラム」も、たいへん充実したプロジェクトだったと思う。九博では以前から国と福岡県が協

調して教育普及プログラムに力を入れてきたが、その積み重ねがここにきて実を結びつつあるように思

う。九博の場合、教育普及にかかわるスタッフも相対的に充実しており、さらなる進展を期待したい。 
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(4) 有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

各館ともに業務多端のなかで、着実に収蔵品、あるいは他所で収蔵される文化財について調査・研究を

数多く行い、国の博物館ならではの多大な成果をあげていると評価することができる。とくに東博で行わ

れた「日本刀における連続と変容の表現に着目した歴史的展開の考察」は、従来の定型化した日本刀研究

に新しい視点を導入したものとして、今後の進展を期待したい。また、京博で行われた「幕末近代の商家

が伝えた文化財の総合調査」は、幕末から近代にかけて盛んに事業を行なった商家の収蔵品に焦点をあて

て総合調査を行い、その成果を展覧会の形で発表したものである。絵画から工芸、民俗資料にいたるまで、

多岐にわたる作品群を隈なく調査したプロジェクトはきわめて意義深いものであり、「A」評価は当然と

いえる。また、このプロジェクトは豪商家の収蔵品が大量に寄贈されたことに依拠しており、日常、所蔵

者との繋がりを密にしておくことの重要性を再認識させる事例といえる。 

(5) 国内外の博物館活動への寄与 

「自己点検評価報告書」には、国内、海外の博物館研究者との交流、協力の事例が多数掲載されており、

この分野において独法４館が着実に成果をあげていることが確認できる。とくに九博の「日タイ間の文化

交流に関する資料集成と統合的研究」では、さまざまな調査、交流の機会が設けられ、その成果が東博に

おける展覧会「タイ～仏の国の輝き～」展として結実しており、具体的な成果のあがったプロジェクトと

して注目される。 

２．文化財及び海外の文化遺産の保護に貢献する調査研究、協力事業等の実施 

(1） 新たな知見の開拓につながる基礎的・探求的な調査研究 

 海外、とくに中東や東南アジア地域においては、たいへんに貴重な遺跡、遺物を擁しながら、政治的状

況、経済的状況から調査などが充分に行われていない事例が多い。文化財研究所の報告によれば、こうい

った地域の調査研究および協力事業などが積極的に行われているとのことであり、たいへん有意義なこと

と思われる。予算面、人材面での課題はあると思うが、今後もこのような事業の継続が期待される。 

（2） 科学技術を応用した研究開発の進展等に向けた基盤的な研究 

 各館において CT スキャナなどを始めとする分析機器が整備されつつある状況が明らかになった。個々

の文化財について自然科学的な分析が可能となる環境が整ってきたことはたいへん有意義なことと評価

できる。文化財研究所とも協調しつつ、さらに科学技術を応用した研究を進めていってほしいと思う。 

(3) 文化遺産保護に関する国際協働 

 近年、海外における日本美術研究の停滞が著しい。そのような状況のなかで、独法４館および研究所が

果たすべき役割は大きいといえる。今年度の報告で、東博の「日本染織コレクションの形成に関する研究」

など、さまざまな研究活動が行われ、また継続していることが明らかになった。この分野においても、研

究者各位の引き続きの努力を期待したい。 

（4） 文化財に関する情報資料の収集・整備及び調査研究成果の公開・活用 

 報告によれば、東博を中心として博物館情報、文化財情報の整備、資源化が進められているとのことで、

方向性としてはそうあるべきだと思う。ただ、独法各館のホームページなどを閲覧すると、まだまだ外部

に対する情報の提供が充分とはいえない。とくに東博においては収蔵品の数が多いこともあって、検索し

ても必要な作品情報が得られないことも多い。今後の課題として取り組んでいただきたいと思う。 

(5) 地方公共団体等を対象とする文化財に関する研修及び協力等 

 近年、地方の美術館、博物館の疲弊ぶりには著しいものがあるが、とくに予算と情報の不足が大きな問

題となっている。予算については如何ともし難いが、情報の提供については、独法４館や研究所が果たす

べき役割は大きいと思う。しかしながら現状ではこの情報やノウハウの提供などが充分に行われていると

は言いがたい。今後は地方に向けて積極的に情報を発信していくことが必要と思われる。 
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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 

各施設の報告後に行われた質疑応答の際、「研究職員の非常勤化」が進んでいる状況が明らかになった。

博物館、研究所などの業務においては、あらゆる面で長期にわたる継続性が重視されるように思う。その

ような観点からいえば、研究職員の非常勤化はけして望ましいこととはいえない。業務運営の効率化は重

要だが、研究職員の質が低下すれば元も子もないので、そのような事態を招かないよう留意していくこと

が必要と思われる。 

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置 

運営費交付金の総額がさして減少していないにも拘わらず、往年に比して割合が少なく見えるのは、独

自収入を上げようとする各館の努力の賜ということができるだろう。独立行政法人としての体勢を維持す

るために、今後ともさらなる「営業努力」が必要とされるように思う。とくに、博物館の生命線ともいう

べき常設展において入場者数の堅調な伸びが見られない点は、機構の将来を考えていく上で憂慮すべきと

ころといえる。 

Ⅳ 予算（人件費の見積もりを含む）、収支計画及び資金計画 

 各館、各分野において予算を効率的に運用すべく、さまざまな努力がなされていることが明らかで、そ

の点はおおいに評価できる。国の博物館は、地方自治体の展示施設や、財団法人を母体とする民間の展示

施設に較べれば、相対的に恵まれているようにみえるが、それでも作品の購入や研究に要する資金は充分

とはいえない。独法４館は国の文化力のバロメーターでもあり、引き続きできるだけ多くの資金が得られ

るよう、さまざまな方策がとられることを期待したい。 

Ⅴ その他業務運営に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 独法博物館、研究所ともに予算、あるいは人材面で課題を抱えており、さまざまな使命を果たす上で、

必ずしも十全の体勢が整っているとはいえない。しかし、報告にあるように、各施設とも精一杯の努力で

多くの事業に取り組んでいることは明らかである。２９年度の報告には上がっていないが、３０年度には

機構に「文化財活用センター」が発足したことでもあり、今後はさまざまな事業をさらに効率的、かつ効

果的に運営していくことが期待される。 

その他（総合的な事項、自己点検評価について等） 

 全体としてＢ評価が多く、所期の目標を達成した事業が多いという結果が出ている。それはそれでけっ

こうなことだが、40年以上も前から博物館に関わってきた立場からすると、全体に業務量が多くなってい

て、個々の研究者が多忙に過ぎるのではないかという危惧の念をいだく。もう少し事業の数を減らすなり

して、研究者の力を集約すれば、Ａ評価やＳ評価の事業も多くなるのではなかろうか。機構内部における

検討、調整をお願いしたい。 
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独立行政法人国立文化財機構外部評価委員評価書 

外部評価委員名

※事項ごとに評価コメントを記入 栄原永遠男 

Ⅰ 国民に対して提供するサービスその他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．有形文化財の保存と継承並びに有形文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

（1） 有形文化財の収集・保管、次代への継承 

・有形文化財の購入費用が一定程度維持されていることは喜ばしい。しかし、絶対額が不足しているので、

政府による特段の財政措置により、国民の貴重な文化遺産が十分な保存環境・研究環境の中に確保される

ことを望みたい。この状況の中で、寄贈・寄託の持つ意味は重要である。京都国立博物館・九州国立博物

館はじめ各館とも実績を上げている。これは博物館と所蔵者との信頼関係のたまものである。その信頼関

係を保証するのは、学芸員等が安定的に在籍し、長年にわたって信頼をつないでいることが大きい。この

観点から、任期が切られず安定的に在籍する学芸員等の増加を望みたい。 

・次世代に文化財を伝え、展示等活用していくためには、修理修復が不可欠である。そのための費用が寄

附金によってまかなわれた事例があるが、本来はそのための財源が安定的に措置されてしかるべきである

ので、この点の予算措置を望みたい。 

(2)展覧事業 

・東京国立博物館「運慶」「仁和寺と御室派のみほとけ」、京都国立博物館の「海北友松」「国宝」、九

州国立博物館「ラスコー展」と来館者数の定量的評価がSのものが多かった。奈良立博物館の「快慶」「源

信」はともにA評価とされているがほぼS評価とみなしてよい。展覧事業の評価は来館者数のみでなされ

るべきものではないが、指標の一つとして多くの来館者を集めた特別展が多かったことは事実であり、各

館の努力に敬意を表したい。 

・近年のインバウンドの増加に対応するために重要なのが平常展であることは言うまでもない。東京国立

博物館の100万人は特筆すべきであるが、他館もみな十分に対応していることが来館者数から読み取れ、

評価される。 

(3) 教育・普及活動 

・東京国立博物館の「日本文化体験」、京都国立博物館の「京博すいぞくかん」、九州国立博物館の「全

国高等学校歴史学フォーラム」その他、外国人・次世代を対象とした注目すべき取り組みが行われたこと

は評価される。次の時代の博物館を積極的に支えてくれる層への先行投資として一層力を注いでいただく

ことをお願いしたい。 

・多くの博物館・研究所等でウェブサイトへのアクセス数が大幅に増加していることは重要で、今後ます

ます増加する一方であろう。このアクセスを一回限りのものに終わらせず、さらに博物館への来館、学術

研究の促進、国民への情報提供の拡大に着実に結び付けていくために、一層の取り組みを期待する。 

(4) 有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

・特別展の機会を捉えた出陳作品の調査、一定の計画に基づく継続的な調査は、各博物館・研究所とも着

実に進められていることを評価したい。その中で、科学的な調査手法により、平安仏画の背景空間の彩色

（東京国立博物館）、奈良時代にさかのぼる木心乾漆像の発見（奈良国立博物館）、四天王寺の掛守の内

部構造の解明（京都国立博物館）その他、大きな発見がなされていることに注目したい。 

(5) 国内外の博物館活動への寄与 

・国外の大英博物館・バンコク国立博物館等や国内の公立・私立博物館・美術館に対する有形文化財の貸
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与は妥当な規模で行われていると判断される。各館とも、その収蔵品のコンディション、貸出先の施設の

状況等を総合的に勘案しながら、適正に行われている点、評価したい。 

・公私立博物館・美術館に対する援助等は適切に行われ、指導的役割を果たしていることを評価する。 

２．文化財及び海外の文化遺産の保護に貢献する調査研究、協力事業等の実施 

(1） 新たな知見の開拓につながる基礎的・探求的な調査研究 

・東京文化財研究所による論文・貴重書・無形文化財に関する諸データ等の基礎的データのデータベース

登録、ウェブ上の公開は着実に進められていると判断される。 

・奈良文化財研究所による平城宮・飛鳥地域その他における発掘調査とそれにともなう研究は、着実な成

果を上げていると評価できる。 

（2） 科学技術を応用した研究開発の進展等に向けた基盤的な研究 

・各博物館・研究所とも、蛍光 X 線分析、X 線透過撮影、X 線回析、CT、電子顕微鏡その他の装置を駆使

して研究分析に多くの成果を上げていることを評価したい。 

・Ⅰ-1-(4)で指摘したように、各博物館において科学技術を応用した基盤的な研究が成果を上げているこ

とは評価できる。 

・奈良文化財研究所の薬師寺東塔に関する年輪年代学研究、鉄製遺物の新規脱塩法の開発、高松塚古墳・

キトラ古墳の恒久的保存に関する研究、東京文化財研究所の鉄製構造物の保存修復に関する研究などは顕

著な成果を上げたものの事例であろう。 

（3） 文化遺産保護に関する国際協働 

・東京奈良両研究所・センターにおいて、カンボジア・ミャンマー・アジア太平洋地域その他のアジア地

域における調査・保存修復やその協力は適切に進められたと評価できる。 

・世界の文化遺産保護に関係する世界各刻の機関・研究者との研究協力、意見交換は適切に進められたと

判断できる。 

（4） 文化財に関する情報資料の収集・整備及び調査研究成果の公開・活用 

・各博物館・研究所・センターとも、基礎的諸資料（音声映像資料・旧雑誌その他の貴重資料等・遺跡情

報その他）のデジタル化、データベースへの登録等は、順調に進められていると評価できる。 

・各博物館・研究所・センターとも、定期刊行物・報告書その他の刊行、ウェブ情報の充実、講演会・シ

ンポジウム等、特別展・企画展の開催等による調査研究成果の公開・活用は適切に進められていると強化

できる。 

(5) 地方公共団体等を対象とする文化財に関する研修及び協力等 

・近年の地震・豪雨その他の災害の頻発に対して、文化財防災ネットワークが十分に機能することが重要

であることが明らかになってきた。そのために推進本部・推進室が積極的に取り組んでいることを高く評

価したい。しかし、その重要性の認識が、災害が起きることによってもたらされる傾向にあることは否め

ないが残念である。地峡温暖化の影響等で近未来における災害の増加がさかんに指摘されていることに鑑

み、さらに取り組みを促進することを望みたい。 

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 

・諸業務のアウトソーシングが計画的に行われていることは、一般管理費の削減の観点から評価される。

しかし「計画的」の意味が十分に理解しにくい。アウトソーシングすべきこととしてはならないことの振

り分けの基準を十分に検討したうえで計画的に進めていただきたい。 

・使用資源の減少を進めることは、博物館等の活動の活発化と矛盾する場合がある。たとえば夜間開館の

増加は観覧者へのサービスの向上として評価されるものであるが、他方では水道光熱費・人件費の増加に

つながり使用資源の減少とは相反する結果となる。両方のバランスをとった運営、また評価を望みたい。 
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Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置 

・寄附金の暫定値が目標値を大幅に上回ったことは、獲得のための努力を含めて、大いに評価できる。過

去4年間ほぼ同額で推移しているのは、継続的な寄付によるものなのか単発的な寄付の合計がたまたま同

額近くになったのか、内容説明がないのでわからないが、今後も努力を期待したい。なお寄付金の増額が

政府からの運営交付金の減額に結びつかないように留意する必要がある。 

・保有資産の有効利用は、各博物館・研究所とも様々に工夫して十分に適正に行われていると評価される。

企業等のパーティーなどの場合、文化的・学術的機関の保有財産であることに留意して、品格の維持に十

分留意して進めることが必要であろう。なお東京国立博物館の有効利用件数、有償利用件数は群を抜いて

多く、過去年度と比しても増加しており、B評価となっているが、A評価に値すると考える。 

・施設の有効利用件数と有償利用件数が定量的評価項目とされており、前者が増加しても後者の増加が伴

わない場合は評定がB評価とされてしまうふしが見られるのは残念である。無償利用の多くは学会・研究

会・シンポジウム・セミナー・芸術的展示などの学術性・文化性の高いものが多くを占めると判断され、

我が国における学術文化活動を下支えしていて、数値評価になじまない。この点を配慮して、有償利用件

数による評価を過度に優先しないことが望ましい。 

Ⅳ 予算（人件費の見積もりを含む）、収支計画及び資金計画 

・5月29日の外部評価委員会総会において、インセンティブの確保について議論があったが、この点は私

も大きな関心のあるところである。特別展の新規性において新たな努力と評価されると説明されたと理解

しているが、「新たな」努力だけでなく、本評価書の「Ⅰ 国民に対して提供するサービスその他業務の

質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置」の全項目において、通常努力による達成を超える

重要な成果を上げた場合にも、その分のインセンティブが確保されるように、政府への働きかけを行って

ほしい。 

Ⅴ その他業務運営に関する目標を達成するためにとるべき措置 

・研究職の人事について、外部評価委員会総会において多くの議論がなされたように、任期なしの研究職

の増加は、特に博物館において、特別展における展示品の借用、寄付金の獲得、寄贈・寄託品の増加等、

博物館の信用という問題と深く関連している。任期つき職員の任期なし職員化を促進することを希望した

い。 

・コンプライアンスの徹底と各種ハラスメントの防止は、博物館・研究所が十全に活動していくための社

会的信用を確保・維持していくうえで重要である。すでに取り組んでいることは十分に評価されるが、さ

らに取り組みを強めていただくことを希望する。 

その他（総合的な事項、自己点検評価について等） 

・外国語使用者の観覧増加は今後も続く可能性が高いが、これに対応して展示内容の説明の多言語化が進

められていることは評価される。しかし、たとえばチケットの買い方・館内の移動経路・現在地確認・各

種設備が有料か無料か（雨時の傘立てはその一例）など、施設の使い方の外国語表示の促進が求められる。 

・災害発生時における外国語使用者に対して避難誘導、避難経路の指示、館内放送など十分に準備し、態

勢を整えておく必要がある。 
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独立行政法人国立文化財機構外部評価委員評価書 

外部評価委員名

※事項ごとに評価コメントを記入 岡田保良 

Ⅰ 国民に対して提供するサービスその他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．有形文化財の保存と継承並びに有形文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

（1） 有形文化財の収集・保管、次代への継承 

・予算を投入しての購入品、さらに信頼関係にもとづく寄託品の状況を見ると、４館それぞれの特徴が反

映されていて順調に推移している。 

・東博における修理事業のうち、「機構文化財保存活用基金」、また民間企業の寄付をそれぞれ原資とし

た国宝修理の継続が報告されている。こうした修理対象の選定がどういう原則に基づくのか、年度評価を

Aとしているだけに、さらなる説明が必要ではないか。 

・4館共通して科学技術の導入のほとんどが蛍光X線分析またはX線画像の利用で、東博のみがA評定と

されるが、報告では一読して妥当な判定とする根拠を示しているとは言えないように思えるがいかがか。 

(2)展覧事業 

・東博平常展の来館者数が100万突破は喜ばしいニュース。ただ急増だけに冷静な分析が求められる。一

京博脅は新館効果で特別展来館者は期待通りというところ。 

・かねてより指摘されていることだが、展覧事業評価は来館者数とその満足度の高さに左右される。ある

程度はやむを得ないとしても、とくに特別展については、その企画や学術的価値の比重をより大きくとり

たい。例として東博の特展では、入場制限してもなお満足度が90％を超えたことで高評価とされたが、分

析はそこでとどまらず、さらに深めてほしい。また外国人来訪者からもアンケート集計はなされているの

か、なければ今後の課題としたい。 

(3) 教育・普及活動 

・東博の「親と子のギャラリー」という場において、博物館での新たな日本美術鑑賞法を見出した点、注

目したい。また京博も「体験型プログラム」の支持が高く、今後の方向性を示唆する。 

・教育普及、調査研究支援のボランティア活動、「文化財ソムリエ」や解説グループの養成、インターン

シップなど、文化財の利活用として重要であり、それぞれ質を高めるさらなる努力が求められよう。 

(4) 有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

 総会での意見にあったことだが、博物館における展示自体はますます工夫が凝らされ、多言語解説など

インバウンド来訪者への対応もずいぶん改善されてきた。他方、不特定多数が来訪する施設事態の利用法

に関する案内や表示については不案内者に対するさらなる配慮が望まれる。文化財の利活用をますます重

視する社会的要請の中、従来の調査研究や展示の専門性にとどまらず、施設計画やデザインの専門員を常

勤スタッフに加えることまで考慮されてよい。もちろん従来の人員に加えてという意味で。 

(5) 国内外の博物館活動への寄与 

・有形文化財の国内外施設への貸与は、各地の期待値も高いと推察されるところ、安全を期しつつさらな

る量的拡充を求めるべきであろう。とくに英国、タイ、韓国への海外向け貸与実績は、双方向で進められ

るべきであるとともに、文化交流・多文化理解の面、さらにインバウンド観光への貢献など、派生的効果

も評価したい。 
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２．文化財及び海外の文化遺産の保護に貢献する調査研究、協力事業等の実施 

(1） 新たな知見の開拓につながる基礎的・探求的な調査研究 

・奈文研による大掛かりな発掘事業は、稀有な発見があって衆目が集まると高い評価につながり年度評価

A も珍しくない。他方建造物関係の事業は所有者やコミュニティとの関係もあって期待を大きく上回るよ

うな成果を得ることが容易でない、という理解はしておく必要があろう。とはいえ、報告のある2件の伝

建築調査（矢掛、津山）と出雲の神社調査は自治体からの委託事業であり、これらを継続的な法隆寺古材

調査お同列に評価するべき一つのプロジェクトとして評価するべきか、事業が細分化されている埋蔵部門

と比較して、いささか無理があるようにおもう。 

・発掘調査の報告が、研究所事業、受託事業合わせて多数あるが、史跡指定地内以外は調査後の保存計画

が気になるところ。保存整備の展望と極力一体となったプロジェクトの立ち上げ方、その上での評価を望

みたい。 

（2） 科学技術を応用した研究開発の進展等に向けた基盤的な研究 

 昨年度、今年度と研究所施設を拝見して思うことだが、とくに分析機器を扱う部門の物理的「窮屈さ」

を感じざるを得ない。東京・奈良の棲み分け、合理化、あるいは高松塚、キトラを含めた予算配分に課題

はないのか、検討の余地がありそうだ。 

（3） 文化遺産保護に関する国際協働 

・西アジア情勢はいまだ機構の活動環境には程遠い地域が多く、東文研国際協力センターの担当室が廃さ

れたというが、近い将来、復興需要が見込まれるだけにその体制の見直しには意を払ってほしい。 

・研究所分野では、東京の国際協力センターに期待するところが大きいが、奈文研でも活発な事業展開が

見られる。また IRCI は十全とは言えない財務状況の中、無形分野での貢献が著しい。さらには法律にも

とづきながらいまだに受託事業でしかないコンソーシアムも節目の十年を超えて実績を重ねている。2019

年に控える ICOM 大会は、博物館分野もそうした戦略の一翼を担う契機となるかもしれない。しかるに、

機構全体として、これらを総合した我が国の国際戦略としての議論は決して深められているとは言い難

い。いずれがリーダーシップをとるべきかも含め、長期的展望を見据えた検討、提案を待ちたい。 

・「世界遺産推薦書の評価のプロセスと諮問機関の役割」を副題とし、合わせて 2017 年の世界遺産委員

会の動向をまとめた『世界遺産協議会』報告が年度末に刊行されており、世界遺産条約とそのシステムの

今後についてきわめて興味深い内容となっている。基本的には中期計画に従った事業とみなしうるが、こ

の協議会の位置づけや公開性、継続性、また文化庁が外部に委託する同種の調査事業をとの棲み分けにつ

いて、明晰さにやや欠けるのではないか。 

・奈文研による「中国との共同研究」プロジェクトが、平城、飛鳥等の調査研究という中期計画の枠で報

じられている。これは立派な「国際協働」だと思うが「保護」ではないということか。 

（4） 文化財に関する情報資料の収集・整備及び調査研究成果の公開・活用 

・調査研究成果の発信方法としての紙媒体の刊行物は、今でもその種類がきわめて多様で、かつ量も多い。

大いに評価されてよい点だが、各機関の階層構造どのがように反映されているのか、定期化、シリーズ化

されている刊行物がどれほどあるのかを含め、機構内で整理、公表することを考えてはどうか。 

・文化財研究所の日常的活動は国民の目に直接触れる機会が乏しいことに鑑み、自前の媒体のみならず、

ローカルなメディアや放送網の協力を仰ぐとともに、とくに地方との共同事業などはYoutubeなどネット

環境の活用も考慮してはどうか。 

(5) 地方公共団体等を対象とする文化財に関する研修及び協力等 

・奈文研のデータベースへのアクセス数が高い伸びを示しているのは地方自治体での調査成果の入力作業

が徹底してきたことによることが大きいとのこと。中央地方の協力関係を大事にしたい。 

・神戸淡路、東北、そして熊本とつづく大震災による文化財被害を振りかえるとき、防災ネットワーク事

業の安定的な継続の必要性を強調したい。京都のイノベーションセンターの借用がそれに叶うか、また九
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州国立博物館が果たした拠点機能をどう評価するか、などを含め具体的な検討に入るべきではないか。 

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 

 多言語による表記や情報発信について、それぞれの機関で様々な努力が重ねられているようだが、これ

を機構全体の継続的事業として位置づけ、その成果の蓄積と継承を効率的に図るべく、新たな組織的運営

ができないものか、一考を促したい。 

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 事業の原資として寄付金の獲得努力をはかるべきという意見は多くの関係者が等しく頷くところだが、

その具体策については未だ大きく分厚い壁が立ちはだかっていて議論半ばのままのように見受けられる。

現状では、民間企業の各種財団やメセナ活動の協議会など、国民個人レベルへの期待に比べ、企業活動の

中にいくらか光明を見出すことができるのでないか。そういうネゴシエーションを機構のどの部門が担当

するかも課題としたい。 

Ⅳ 予算（人件費の見積もりを含む）、収支計画及び資金計画 

 報告書の中で、資金や予算といった収支関係の 29 年度データは、博物館と研究所グループそれぞれ分

けて掲載されているものの、業務経費の分類法は、いまなお機関ごとに行われている事業の計画・報告、

あるいは中期目標のI～VIの大項目との対応関係が明示されず、残念ながらせっかくのデータが事業規模

の推移を測る指標とはなりえていない。とくに、アソシエイトフェローなどの人件費が、事業費から捻出

されるような事態が生じていないか、など事業費目に対応する収支データの掲載法を工夫することはでき

ないものか。文化財事業の国際比較のうえでも一考の余地がるのではないか。 

Ⅴ その他業務運営に関する目標を達成するためにとるべき措置 

緊縮予算が続く中、各機関は期待を裏切らない成果を上げ続けていると思う。ただ、法人が機構に統合

されて以降、その効用が十分に発揮されているとはいいがたいようにも感じる。博物館ではそれぞれ独立

した事業展開を尊重しつつも相互の連携や、多言語化や施設計画など共通課題対策の合理化が求められよ

う。一方、研究所・センターは、国際部門と無形部門、さらにおそらく保存科学や分析部門についても、

再編を含めた長期的展望の議論があってもよいのではないか（すでにあるのかもしれないが）。 

その他（総合的な事項、自己点検評価について等） 

 総会と二つの部会とに区別して現在行われているこの外部評価の仕組みについて、会議の最後にその妥

当性について疑義が呈された。博物館部会委員は研究所部会の評価報告書の口頭説明を聞かず、研究所部

会委員は書式Bの説明を聞かない仕組みになっている。こうした書式の類別、さらには中期目標・計画と

報告書との関係などについても、説明の時間を割けないものか。とくに委員がかなり入れ替わった今年度

など、配慮がほしかった。 

－　　－598



独立行政法人国立文化財機構外部評価委員評価書 

外部評価委員名

※事項ごとに評価コメントを記入 齋藤 努 

Ⅰ 国民に対して提供するサービスその他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．有形文化財の保存と継承並びに有形文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

（1） 有形文化財の収集・保管、次代への継承 

計画に沿って国内外において継続的な資料収集が行われており、保存措置とともに、公表を意識したデ

ータベース化、デジタル化も着実に進められている。 

次世代への継承のために必要な資料の保管手法の研究も、新規な方法を順次取り入れており、全体とし

て高く評価できる。 

(2)展覧事業 

奈文研が展覧用施設の充実につとめている点を評価したい。 

資料保護のためにＬＥＤ照明が導入されるようになってきたが、東文研などが最近研究しているように、

退色の問題がクローズアップされてきており、注意を払っておく必要がある。 

一般の来場者に対しては、展示物の配置のほか、照明による見せ方の効果も大きい。引き続き、照明の

当て方、色温度などにも気をつけていただきたい。東博で行われた「名作誕生－つながる日本美術」はそ

れらの点に配慮されており、見やすい展示が行われていた。 

(3) 教育・普及活動 

東文研のウェブサイトは、階層化が乱れており、同じ情報が数カ所にあらわれるなど、利用しづらい状

況になっている。なんでもトップページにもってくればいいのではなく、少ないクリックで、必要な情報

にストレスなくたどり着けるように誘導することが重要である。また動画が掲載されているが、目にふれ

にくい場所にあるうえに、説明もリストもないため、視聴回数が少なく、非常にもったいない状況にある。

経費はかかるが、ウェブサイト全体をそっくりリニューアルした方がよい。 

東博で実施しているミュージアムシアターは、プログラム内容や解説が非常に優れているにも関わらず、

あまり来場者がいない。また東洋館全体としても、本館、平成館、表慶館に比べて入場者が少ない傾向に

ある。しかし、東洋館には体験を行えるコーナーもあり、入場者獲得にあたって必ずしも不利な条件ばか

りとはいえない。ミュージアムシアターと体験コーナーの内容を刷新し、研究成果をわかりやすく公開す

る場と位置付けて、あらためて広報などに努めてはどうだろうか。 

(4) 有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

文化財レスキューの結果もふまえ、各自治体との信頼関係のもとに、文化財の調査研究に成果をあげて

おり、高く評価できる。事業の数が大幅に増えてしまっているので、今後、研究の効率化をはかるために、

日本をいくつかのブロックに分け、各ブロックを統括する拠点機関（県レベルの文化財調査センターに集

約する形や、複数の機関が役割分担する形などが考えられる）を作り、これまで全面的に文化財研究所が

担ってきた事業の一部を、そこに移管することはできないだろうか。 

(5) 国内外の博物館活動への寄与 

これまで、精力的な国際協力を展開し、大きな成果をあげているにも関わらず、一般に対する周知がま

だ不足している。専門家向けの報告ではなく、ごくかみ砕いた内容の一般向け講演会、リーフレット作り、

イラストや写真を多用した書籍など、いろいろな手段での広報発信がほしい。搦め手ではあるが、単純に、

国際協力の内容をストレートに出すのではなく、そこに至るまでのヒトとヒトとのやりとりや、現場の様
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子、習慣や気候風土、生活の違いなどを含めて、複合的な視点から紹介していった方が、興味をひく内容

のものになる。 

２．文化財及び海外の文化遺産の保護に貢献する調査研究、協力事業等の実施 

(1） 新たな知見の開拓につながる基礎的・探求的な調査研究 

文化財研究所は、寺社が所有する指定文化財も幅広く調査できるという、他機関にはない優位な立場に

あり、絵巻などの色材調査において、研究の蓄積を行っている。所蔵者の許可は必要と思われるが、得ら

れた成果を、学界だけではなく、できるだけ広く一般に知らしめることも検討した方がよい。 

（2） 科学技術を応用した研究開発の進展等に向けた基盤的な研究 

東京文化財研究所は、通常業務として行っている研究のほかに、行政組織やさまざまな機関からの単発

的な分析研究依頼を受けているようだが、それが過重な負担になっていないかを見直す必要がある。場合

によっては有償とし、受け取った費用で人員を雇うことも考えていいのではないか。 

奈良文化財研究所におけるカメラを用いた三次元計測技術や、ドローンやレーザーを有効活用した遺跡

計測など、新規な技術を積極的に取り入れていく姿勢には、今後の研究の進化が期待できる。 

（3） 文化遺産保護に関する国際協働 

海外に対する日本の保存修復技術の伝達と、欧米における最新の研究情報の収集がバランスよく行われ

ており、活発な活動が実施されているとみてよい。 

（4） 文化財に関する情報資料の収集・整備及び調査研究成果の公開・活用 

情報資料の収集と整備は十分に行われている。しかし、刊行物が多すぎて、周知したい情報がどれであ

るのか、誰に向けて発信したいのかがよくわからなくなっている。一つの案であるが、例えば「政府（文

化庁？文科省？）向け」「研究者向け」「マスメディア向け」「一般向け」とカテゴリーをわけ、情報と

媒体を適宜ふりわけて整理してはどうだろうか。すべての情報がすべてのカテゴリーに適しているわけで

はなく、また出版にふさわしいものとウェブサイトの掲載で十分なものがあるので、整理していくことで

経費と労力の節減につなげられると思う。 

(5) 地方公共団体等を対象とする文化財に関する研修及び協力等 

全体として、現場の状況と要請に即した、文化財に対する調査・保存・修復・整備・活用などが、文化

財研究所等によって適切に指導・実施されており、また質的内容も年々向上している。担当者によって多

少の相違はあるものの、基礎知識や方法論の普及も進んでおり、顕著な適時性・発展性が認められる。 

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 

現状のままですべての業務を目標通りに達成していくのは、予算的にも人員的にも無理がある。事業全

体の見直しをはかり、成果が十分にみられないものは縮小・廃止して、効率化の見込めるところに力を注

いでいった方がよい。 

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置 

上からは外部資金の導入が指示されているが、科研費の取得だけでは限界がある。民間のファンドのほ

か、寄附やクラウドファンディングの積極的な活用も検討した方がよい。その場合、目的を漠然と「文化

財の保護」にするだけでは訴求力がないので、知名度の高い具体的な資料名などをおもてに掲げて、「国

宝○○などを中心とする△△関連資料の調査と修復（例えば「聖徳太子絵伝など」として、関連するほか

の資料も研究できるようにしておく）」などとした上で、メディアをうまく利用して広報してもらった方

が効果がある。 
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Ⅳ 予算（人件費の見積もりを含む）、収支計画及び資金計画 

実務的事業が主体になっているため、研究的な側面に避ける時間が減少しがちになってしまうので、実

務的事業で関わった資料を研究対象にするなど、効率的な方法を捻出していく必要がある。 

研究に関わる職員は、期限なしの常勤が望ましい。それが困難な場合は、年限を区切った研究計画を策

定し、その間だけ大学院生などをアソシエイトフェローとして雇用することで、研究推進と同時に後進の

人材育成も行うということも、視野に入れておいた方がよい。 

Ⅴ その他業務運営に関する目標を達成するためにとるべき措置 

外国語対応は重要であるが、現実的には予算と人員に限りがあるので、基本的には英語が整っていれば

十分である。ただし、通常の外注翻訳業者では、文化財分野に対応したきちんとした文章の作成は困難で

ある。 

現在、さまざまな機関で文化財の説明に関する英訳が行われているが、精粗があり、また同じ用語が異

なる英単語に訳されていることもよくみられる。2020年を目安として、博物館だけではなく、文化財研究

所も含めた国立文化財機構全体として（あるいは文化庁の事業として）、文化財に関わる専門用語や解説

の英語表記を定め、英訳をする際の一つの基準として、出版物、ウェブサイトなど複数の媒体を使って、

国内外に広く周知していくことが望ましい。 

その他（総合的な事項、自己点検評価について等） 

動画を記録しているフィルムは、そろそろ劣化が始まり、早急にデジタル化などの措置が必要であると

うかがった。事業を引き継いでくれる後継者の育成に注力してほしい。 
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独立行政法人国立文化財機構外部評価委員評価書 

外部評価委員名

※事項ごとに評価コメントを記入 柳林 修 

Ⅰ 国民に対して提供するサービスその他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．有形文化財の保存と継承並びに有形文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

（1） 有形文化財の収集・保管、次代への継承 

 博物館にとって有形文化財を収集・保管し、次世代にしっかりと継承していくことは基本中の基本であ

り、最重点項目の一つだ。収集には購入、寄贈、寄託の三つの方法が考えられる。最も望ましいのは購入

だが、限られた財源では十分ではないから寄贈や寄託も同じように重要である。そんな中で各館は、２．

５～６．４億円で館の特色を充実させるために有形文化財を的確に収集している。 

東京国立博物館（以下、東博）は国の重要文化財（以下、重文）の能面「伝山姥」などアジア諸地域の

作品を体系的、通史的にバランスよく入手した。京都国立博物館（以下、京博）は京都にいた池大雅作の

重文「洞庭赤壁図巻」を購入し、平成３０年度の特別展に出品し、活用にも結び付けたのは意義深い。奈

良国立博物館（以下、奈良博）は館の特色である仏教美術に関する資料収集に力を入れ、優品の中世の仏

像や絵画を収集。九州国立博物館（以下、九博）は６億４０００万円という４館の中で最大の購入額で、

朝鮮半島の遺品で希少性のある重要美術品「朝鮮国告身関係文書」など購入。大陸との交流を研究する重

要な資料が増えたことは喜ばしい。これからの調査、研究や活用に期待したい。 

寄贈・寄託でも各館は収蔵品の拡充に努力している。中でも古美術商として知られる故・坂本五郎さん

の貴重な２５０点ものコレクションが九博に寄贈されたことは、坂本さんと同館との日頃の信頼関係から

生まれたもので、厳しい寄贈条件があったと聞くだけに、九博の尽力に感謝したい。コレクションを早く

公開し、坂本さんの顕彰コーナーも設けてもらいたい。 

奈良博の寄贈が１件だけだったのが気になった。もちろん質の高い中国の銅像であり、貴重な寄贈品だ

が、同館はここ４年間、各年０～２件と少ない。常設展の充実のためにもさらなる努力を期待する。 

貴重な文化財の継承には、文化財に合った博物館環境の保全が重要だ。費用はかかるが、建物本体のン

テナンス計画をしっかり立て、それに見合う予算計画も作らなければならない。日常の点検はもちろんだ

が、何年かに一度は車検のように徹底的な調査が必要だろう。すでに実施しているとは思うが、改めてお

願いしたい。現在、東博では本館の耐震改修が予定され、京博は明治古都館が改修中だ。奈良博は本館が

改修を終えた。空調や照明などの屋内環境も大切で、各館においては十分に文化財にやさしい環境に目を

配り、虫菌害などへの対策も怠らないでほしい。ＩＰＭにも全力を注ぐことが必要である。 

(2)展覧事業 

※博物館：展覧事業は調査、研究事業と車の両輪である。否、博物館は市民との接触が多いから展覧事

業は最重要だ。平常展は展覧事業の中心であるべきで、館蔵品の充実はその表れだろう。平成２９年度の

平常展来館者は東博が目標の倍近い１００万人を一気に突破した。「Ｓ」評価は当然である。６６１６件

もの展示替と各種企画や特集展示などが連続して行われ、魅力ある展示になった結果だ。「平常展でも時々

行けば、違う展示品に会える」ということだろう。展示替では話題になる目玉の作品を出したことも増加

の原因だろう。ただ、他の３館は減っており、東博に増加のノウハウを学ぶのも一つの手だ。 

特別展は東博が７回（目標値３～４回）、京博２回（同１～２回）、奈良博３回（同２～３回）、九博

４回（２～３回）の開催と各館とも目いっぱいがんばった。しかも、目標値に対する来館者を海外展以外

でみると、東博は「運慶」２．４０倍、「仁和寺」２．１６倍、京博は「国宝」３．１２倍、「海北友松」

２．０６倍、奈良博は「快慶」１．７７倍、九博は「ラスコー展」１．９７倍などで、１３国内展のうち

１１展覧会で目標値を超えた。これは各館が全力を発揮して取り組んだ成果で、国民に文化や文化財に接

する貴重な機会を多く提供したといえ、博物館の在り方としては評価したい。館員たちも特別展の機会を
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得て貴重な作品に触れ、研究ができて自身の大きな飛躍につながったであろう。ただ、特別展が館員の大

きな負担になることを危惧する。館の上層部にはその辺の所にも配慮していただきたい。東博の７回はい

かにも多いようだが、どうであろうか。 

多くの来館者で長蛇の列ができ、館内も人があふれて観覧環境が悪化した。観覧環境のアンケートでは

各館とも満足度が目標値の８０％強を下回って６３．４～７０．５％だ。混雑時の対応改善や開館時間の

延長、待ち時間の過ごし方改革などに取り組んでいるが、２～３時間も立ち続けて並ぶ大変さは解消でき

ていない。今後も永遠の課題であるこの問題の対策を少しでも前進させる方向で取り組んでほしい。きめ

細かな配慮や気配りがあるだけでも、並んでいる人は心安らぐ。入場整理券は日本には合わないとのこと

だが、試行錯誤してみるのも悪くない。満足度に関する割合で展覧事業の評価が必ずしも左右されるもの

ではないが、一つの指標として参考にし、積極的な対策をお願いしたい。 

東博の「運慶」、奈良博の「快慶」はともに大人気を集めた。親しみが持てるやさしい彫刻に心が穏や

かになり、気持ちが和らぐのではないか。充実した展示で、両方を見た人もいた。京博の「国宝」はわか

りやすさが受けた。教科書にも出てくる国宝の数々の本物が持つ素晴らしさと圧倒的な力に多くの人が息

を飲んだ。４期に分けて１点でも多い国宝を展示した京博の意欲がすごい。４期通しチケットはかなり安

く買えたのがなかなかのアイデア。多くのリピーターを生み出した。東博の「仁和寺」も観音堂内の再現

がわかりやすく、大阪・葛井寺の国宝秘仏・千手観音菩薩像も圧倒的な彫刻美で人を集めた。それぞれに

特色を見事に出した魅力あふれる内容。いいものは人を集める。京博の「京博すいぞくかん―どんなおさ

かないるのかな？」は、驚かせるキャッチコピーが注目を集めて子供たちの来館増加につながり、子ども

たちの博物館への興味や関心の醸成に貢献した。斬新なこの企画に大きな拍手を送りたい。 

東京五輪・パラリンピック（２０２０年）を控えてインバウンドは増え、その流れは博物館にも来てい

る。東博の平常展来館者の急増はそれが要因の一つであり、外国人の日本文化への熱い探求心は博物館で

受け止めなければならない。日本文化を知ることは平和外交を側面から支援し、外交や経済の発展にも寄

与する。考古学や歴史の統一した外国語表記での説明に力を入れてほしい。 

※研究所：研究所での展覧事業では奈良文化財研究所の平城宮跡資料館と飛鳥資料館があげられる。平

城宮跡や藤原宮跡での発掘調査の成果などをわかりやすく、楽しく説明しており、日本古代史への理解促

進に大きく貢献する。企画展などを頻繁に開催し、中でも平城宮跡出土木簡が国宝になったのを記念して

の秋季特別展は木簡の重要性を周知し、同研究所の地道な活動を理解してもらった点で高く評価したい。 

(3) 教育・普及活動 

歴史教育は日本人のアイデンティティー育成や郷土愛の醸成、正しい歴史認識育成への大切な道筋で、

もっと力を入れるべきである。日本の若者が韓国や中国の若者と自国の歴史について語り合うと必ず圧倒

されるとの指摘があるが、事実であれば悲しい。博物館が正しい日本の歴史認識を学ぶうえで極めて大き

な役割を担うということは事実だ。だから教育や普及活動に今まで以上の取り組みが求められるのに、裏

付けとなる国からの運営費交付金が漸減されるという事態は心苦しい。  

そんな中で、各館とも子どもに対する取り組みに力を入れているは称賛される。ファミリー向けのギャ

ラリーやガイドツアー、体験型プログラムなど様々な工夫の試みに感謝する。小さい時から博物館や研究

所に親しめばお大人になっても子どもを連れて博物館を訪れてくれる。さらに学校教育での活用は文化財

の大切さを知る機会であり、重点的に続けてほしい。 

（4) 有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

 博物館事業の基本である有形文化財の収集・保管・展覧事業は順調に進んでいる。館の特色にあうテー

マで収集されており、限られた予算で効率的に行われている。学芸員の本分は展覧会の開催とともに調

査・研究であり、展覧会と言う絶好の機会を活用して調査・研究に取り組み、その成果を公開することが

求められており、多くの出版事業や紀要、展覧会図録の中での研究成果の報告はそれをしっかり実践して

いる証左だ。近年、展覧会図録での調査や研究の成果の発表の重要性が指摘されている。専門誌や研究書

と違い、一般の人が目にしたり入手したりする図録だけに、そこでの執筆は成果の一般への普及と言う面

では大きな価値がある。エッセンスによる多言語化も今まで以上に求められることだろう。東文研は図録

の収集に力を入れており、図録に載った調査・研究のデータベース化にも積極的に取り組んでほしい。 
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 個別では、奈良博の「南都の古代・中世の彫刻に関する調査研究」や京博の「特別展『国宝』に関する

調査研究」が高い評価を得るのは当然だ。奈良博の精力的な調査には頭が下がるし、その成果を展覧会や

紀要で公表し、ひいては寄託品の充実にも結び付いたという。設立の趣旨にも合致した。 

 一方、京博は「国宝」展に向けて全国の国宝の数々を調査し、展覧会に見事に生かした。雪舟の国宝６

件の同時公開や長谷川等伯親子の作品の競演などインパクトと話題性のある展示を実現した。これまでに

ない斬新でユニークな発想にチャレンジし、目標値の２倍を超える来館者となった。映像や書物で見る本

物を見れた感動は代え難く、印象に強く残っただろう。関係者の取り組みに敬意を表したい。 

(5) 国内外の博物館活動への寄与 

 国立博物館はナショナルセンターとしての大きな役割も担う。豊富で有名な収蔵品を国内外の博物館や

美術館に貸与して展示し、ふだんは見ることのできない名品の数々に地方の人が接する機会を作ることは

大きな責務だ。各館とも積極的に実施し、地方の博物館に喜ばれており、いっそう推進していただきたい。

とくに、戦前まで行われた地方の文化財が国立博物館などに集約的に収蔵された歴史を鑑み、難しいこと

かもしれないが、その資料の〝本籍地〟での里帰り展示を実現してほしい。 

また、これらの展示では当然、地方の博物館や美術館に学芸員が出向いて指導、助言をしていると思う

が、それを充実させてほしい。短期間での滞在ではなく、ある程度、滞在して地方の学芸員に博物館活動

について教えることは大きな刺激になり、成長にも結び付く。地域の活性化にもつながり、日本文化への

関心の高まりに結び付く。研究所が博物館に出向いて指導・研究に取り組んでいただきたい。博物館と研

究所の枠を越えた双方向性のある交流や寄与を前進させてほしい。 

２．文化財及び海外の文化遺産の保護に貢献する調査研究、協力事業等の実施 

(1）新たな知見の開拓につながる基礎的・探求的な調査研究 

 東文研、奈文研とも新たな知見や研究成果に結びつく多くの調査研究が果敢になされており、研究所と

しての機能が十分に発揮できている。東文研では「無形文化財の保存・継承に関する調査研究及び無形文

化遺産に関わる音声・画像・映像資料のデジタル化」が特に優れた取り組みと感じた。現場を見させても

らい、無形文化遺産が映像や音声で見事に記録され、継承されていく姿を知って感動した。極めて地道な

作業だが、東文研だけでなく他機関の幅広い協力でさらに充実させてほしい。東日本大震災の時、無形文

化遺産の重要性が再認識された。祭りを代表される民俗行事などが人々の心のよりどころになり、地域の

団結を高め、郷土愛を醸成して古里再生に寄与した。無形文化遺産資料の保存の取り組みの前進を願う。 

奈文研では奈良時代に皇太子が住んだ平城宮跡東院地区の継続的な発掘調査が行われている。平城宮跡

最大級の井戸跡や大型の床を張った建物跡などが見つかり、東院全体構造や律令国家の王権中枢部の解明

に重要な資料を提供した。高く評価できる。東院地区は１９６７年の発見から半世紀余りたつが、毎年、

計画的に調査している。しかし、運営費交付金の漸減で、こうした継続調査ができなくなる恐れもある。

心配である。奈良・薬師寺の国宝・三重塔の解体修理で心柱の伐採年代を年輪年代測定法で調査したとこ

ろ８世紀前半と判明し、現在地での新築が確定的になったい。文化的景観の保存・活用や古代官衙集落、

古代瓦などの多くの研究集会は、地方の技師の育成などに貢献している。 

（2） 科学技術を応用した研究開発の進展等に向けた基盤的な研究 

 最近の科学技術の進展は著しく、これを調査研究に応用した取り組みは大きな成果を上げている。科学

技術を最大限に活用し、触れることなく文化財の真実に迫ることができることで基盤的（基礎的）成果は

もちろん、発展的な新成果も期待できるからいっそうの研究の進展が望まれる。 

特に東文研が試みた加湿温風殺虫処理に注目したい。薬品を使うことなく日光の歴史的建造物の木材害

虫を殺虫した。環境にやさしい方法だ。どのくらいの規模の建造物までできるか、虫の種類はどうなのか

など課題は多いが希望は持てる。柱などに描かれた壁画に影響はないのか、古墳壁画などの菌害にも適用

できるのかといった検証をお願いし、ぜひ幅広い文化財への活用の道を探っていただきたい。 

奈良博に待望の大型Ｘ線ＣＴスキャナーが導入された。これを使って特別展「快慶」や「源信」などの

出展品を調査し、体内や虫害の状況、制作技法などを解明した。調査した件数は２００件に及び、その成
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果が紀要などで公開。その意欲的な取り組みは称賛される。九博でもＣＴスキャナーが積極的に活用され、

奈良・興福寺の阿修羅像などの技法解明に効果を挙げた、 

科学技術は日々、進歩している。理化学研究所などこれまで文化財とは無関係と思われる機関との連携

を模索したら新しい発見があるかもしれない。機構を越えた調査研究体制の構築を試したらどうか。 

（3） 文化遺産保護に関する国際協働 

 東文研、奈文研、アジア太平洋無形文化遺産センター（ＩＲＣＩ）とも積極的に世界各国の研究機関と

連携し、グローバルな視点で世界の文化遺産保護の取り組みを続けていて頼もしい。世界から信頼され、

協力を頼まれることも多く、これまでのノウハウを世界の文化遺産保護活用していただきたい。それがお

互いの国の理解を促進し、平和友好関係の構築にも寄与する。東文研や奈文研の東南アジアでの保存修復

プロジェクトは年々成果を上げ、文化遺産保護だけでなく、現地の技術者の育成にも役立つ。ＩＲＣＩは

平成３０年度で設立８年目を迎える。少ない人員と予算の中で国際専門家会合を実施し、１１か国で文献

調査を試み、研究データベースの構築と公開にも取り組むなど活動は意欲的だ。日本政府とユネスコ間の

協定で開所した機関であり、政府がもっと注目し、充実した態勢づくりに取り組むべきだ。東文研や機構

のさらなるバックアップをお願いしたい。世界がＩＲＣＩの活動を注視している。 

（4）文化財に関する情報資料の収集・整備及び調査研究成果の公開・活用 

 文化財の情報資料を多数入手しても、ただ研究者のみのための資料であってはならず、機関以外の研究

者や一般にも広く利用できるようにすべきなのは自明のことだ。そのためにデータベース化とアーカイブ

化は必須だが、その取り組みは精力的に行われていて満足できる。東文研はアーカイブＷＧ協議会を定期

的に開いてガイドラインなどを作り、適切な管理などに目配りしている。奈文研が閲覧可能冊数を２倍の

１０冊にしたのはうれしいが、１年間で３８０人の利用者は少なく、対策を講じてほしい。奈文研が進め

る発掘報告書の全文検索データベース「全国遺跡報告閲覧」の取り組み（発掘調査報告書の電子化）は極

めて高く評価したい。全国の２１国立大学が連携して取り組んできたプロジェクトを引き継いだもので、

４１５機関が発行した２万２０００件近い報告書がインターネットで検索・閲覧できる。さらに報告書を

増やしてほしい。平城宮跡資料館や職員の少ない飛鳥資料館での精力的な企画展も順調だ。これらの資料

館を宮跡見学の前に訪れると本当によくわかる。いっそうの広報をお願いしたい。 

(5) 地方公共団体等を対象とする文化財に関する研修及び協力等 

 東文研も奈文研もナショナルセンターとして、全国の地方公共団体等における文化財行政の牽引役とし

ての役割をしっかり果たしている。これは国立博物館にも当てはまるが、研究所も博物館も地方公共団体

等を対象にした研修や指導が多角的に数多く行われていることは喜ばしい。地方公共団体等の職員や研究

者はさまざまな問題や課題を抱えており、機構のアドバイスや研修は心強いから、機構の存在はますます

大きくなっている。高等教育機関などとの連携も深め、その幅広い責務を進展させてほしい。地方の発掘

調査や文化財の保存修理などにも助言、指導して実際の調査に参加している例もあり、力強い支援だ。 

東文研が中心になって組織した「文化財防災ネットワーク事業」は広範囲な取り組みで大きな成果を上

げている。いつ何時、再び大地震や津波などの自然災害が起きるかもしれない。それを見据え、また、文

化財の適切な継承を実現するためにも機構として力を入れるこの事業の進展は喜ばしい。地方公共団体や

民間の防災ネットワークの団体との連携をいっそう密にして活動を進めてもらいたい。 

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 

 運営費交付金が漸減する厳しい予算状況の中で、機構本部も研究所も博物館もセンターも、さまざまな

工夫で事業を進めていることは高く評価できる。涙ぐましいまでの取り組みだが、このような実情を国に

しっかり伝えてほしい。報告書だけでの文面だけでは伝わらない。文化庁や財務省などに直談判するくら

いの行動がもはや必要だ。本当に質の低下を起こしかねないし、士気の低下にも結び付きかねない。様々

な所で指摘しているが、そうなってからでは遅い。国に対してもっと積極的に動くことを求めたい。 

日本で初めてのＩＣＯＭ京都大会がいよいよ来年（平成３０年度）に迫ってきた。日本の文化財行政の

現実と研究成果等を世界に発信する絶好の機会であり、必ずや成功させなければならない。そのための人

員配置ができたことは喜ばしいし、情報セキュリティーを含めた態勢の構築に向けた取り組みが前進して
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いるのも適切だ。国際業務の推進体制の整備を引き続き図っていただきたい。人件費は適正に処理され、

事業の契約も監視委員会を開いて点検、見直しを行っており、適切だ。 

アウトソーシングできる分野はまだあるかもしれない。見直しは続けてほしい。ただ、人件費抑制が優

先されるとアソシエイトフェローやアルバイトが増え過ぎることになり、正規の研究員や職員の採用がで

きなくなる恐れがある。法人全体ではアソシエイトフェローが３３％に上るという報告があったが、これ

は多いのではないか。しっかりとした、長期的な人員計画の策定を進めてもらいたい。たぶんすでに作っ

ていると思うが、その辺りの検討が見えてこないといっては言い過ぎだろうか。 

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 毎年のことだが運営費交付金の漸減は嘆かわしい。政府が声高に文化国家としての重要性を訴えていな

がらも、実際は先進国としては極めて貧困な文化予算だ。文化庁予算は国家予算のどれだけの割合か。平

成３０年度の国の一般会計予算は約９８兆円。その中で文化庁予算はわずか１０７７億円に過ぎない。０．

１１％である。これはフランスの１０分の１に過ぎない。今年は日仏友好１６０周年の年で、昨年から今

年に両国で文化的な行事が行なわれている。２０１８年７月～２０１９年２月はパリを中心に政府主導で

大規模な日本文化紹介行事「ジャポニスム２０１８」が開かれる。奈良からは興福寺の国宝仏像が出品さ

れ、春日若宮おん祭りも出演する。これらの催しがフランス国民やヨーロッパの人々を感動させ、日本へ

の理解と関心を呼ぶだろう。日本における極めて少ない文化予算のことを聞いたら驚くに違いない。フラ

ンスとの文化予算の比較を知ってもらうために、日本の文化行政の実情についての展示をしたらどうか。

この文化予算の貧弱さは情けない。ハードからソフトへの重要性が指摘されているのに、実態はそうなっ

ていない。大変、残念である。 

 そんな中、自己収入の拡大が求められている。しかし、極めて大変なことである。博物館の来館者の増

大をさまざまな企画で実現し、文化財研究所の調査も効率的に進めている。諸施設の有効活用や寄付金の

拡大、経費削減に身を粉にして取り組んでもいる。展示事業収入は５年前に比べて１．７倍に増えた。し

かし必要以上のスリム化は弊害をもたらし、調査や研究にも支障をきたしかねないから心配だ。国に運営

費交付金の削減の方針を改めてもらうべきだ。そして自己収入を機関の裁量で自由に使える方策も取って

ほしい。このままでは文化国家を標榜するのが恥ずかしい。機構は正々堂々と文化庁や国にこのことを訴

えるべきである。このことはすでに何度も指摘したことだが、何回も声を大にして叫んでいいと思う。 

Ⅳ 予算（人件費の見積もりを含む）、収支計画及び資金計画 

 運営費交付金が漸減する中、これまで以上に多様な調査研究と保存事業、ナショナルセンターとして日

本や世界の文化財の保存や行政の底上げの取り組み等々、機構と機関の事業は極めて幅広く、深い内容だ。

それを運営費交付金だけで行うのは無理で、自己収入の獲得がますます重要になっている。寄付金は暫定

値の数字だが、目標値の１．７倍で大幅に上回りそうだ。保有資産をイベント会場などで貸し出す有効利

用件数も東博や京博では前年度を超えた。また、奈文研も両資料館の有効利用を積極的に進めており、自

己収入の増加を目指す。それが負担にならないような配慮が必要なことは言うまでもない。ＩＣＯＭ京都

大会では各国の文化財行政の現状や日本の窮状を明らかにし、今後に役立てていただきたい。 

ＩＲＣＩは科学研究費補助金を自分の機関名で申請できない。実績がないとの理由で、東博の力を借り

ているが、ＩＲＣＩが自立して申請できるよう、しっかりとした運営費交付金の配分をお願いしたい。 

東京オリンピック・パラリンピックが近づき、文化国家をアピールするための博物館事業の準備が本格

化するだろう。当然、運営費交付金が増えていかなければならない。ここ数年、文化財の活用が声高に言

われている。外国人は日本の文化にあこがれて来日するケースが増えており、文化行政の充実と発展は欠

かせない。それを実現するためにも文化庁予算の増加は必然だ。それに伴って運営費交付金も増やすいい

機会であろう。そういう視点で資金計画を立てて動いてほしい。 

人件費に関しては国の状態に合わせており、それで結構と思う。何しろ、運営費交付金の増加に力を尽

くすことが必要である。 
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Ⅴ その他業務運営に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 リスク管理に努めてほしい。ＩＣＯＭ京都大会に向けて情報管理の職員を雇用したことは喜ばしい。研

究所、センター、博物館、本部ではさまざまな個人情報や著作権などの問題を抱える。問題が起きてから

ではでは遅い。本部が陣頭指揮で各機関の情報管理などを調査、把握し、点検してほしい。科研費補助金

での申請や論文の検証も必要になるだろう。コンプライエンスが求められる時代である。弁護士などを招

いての講習が必要かもしれない。 

〇その他（総合的な事項、自己点検評価について等） 

 昨年の外部評価委員会総会で、総会用資料に研究所・センター部会資料の掲載がまったくといっていい

ほどなく、同部会の資料掲載をお願いし、報告書でもそのことを記した。しかし、残念ながら同じスタイ

ルを踏襲し、改善策は取られていなかった。今回の総会では「両部会資料と総会資料の３部を併せて総会

資料」との説明もあったが、「総会用資料」の一冊だけが一人歩きする可能性も十分あり、そうなると研

究所・センター部会の事業が目次だけで終わって伝わらない。再度、分かりやすい総会用資料の作成を検

討してほしいとお願いした。現実に総会では博物館部会だけに関する質疑しかなかった。残念である。研

究所・センターについて博物館部会のメンバーからの質疑があってしかるべきだ。幸い、再検討していた

だくということなので期待したい。総会では総合的な検討が行なわれ、３時間では短かった。討論にもう

少し時間がほしい。最低限午後１時からの開始をお願いしたい。 
今回も研究所・センター部会開催日の午前中に東京文化財研究所を見学し、その活動の実際を間近に見

ることができて勉強になった。机上の報告だけでは分からない現場の仕事や努力、緊張感、課題を肌で理

解できたのはありがたく、評価の上での参考になった。博物館のバックヤードの見学をしたいものである。

とくに博物館では表に現れない裏方の大切さを知ることが必要だろう。ぜひ、実現していただきたい。 
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独立行政法人国立文化財機構外部評価委員評価書 

外部評価委員名

※事項ごとに評価コメントを記入 寺 崎 保 広 

Ⅰ 国民に対して提供するサービスその他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．有形文化財の保存と継承並びに有形文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

（1） 有形文化財の収集・保管、次代への継承 

 館蔵品の充実は、国立博物館にとって特に重要な業務といえるが、四館ともに、収蔵品の購入、撮影、

修理、および収蔵施設の整備を順調に行ったと認められる。 

(2)展覧事業 

 各館ともに充実した内容の展覧事業を行ったことに敬意を表したい。平常展・特別展ともに、目標値を

大きく上回る来館者があったことは、各館の企画内容、展示準備、広報活動などの賜物であり、その努力

は高く評価できる。特に東博の「運慶」展、京博の「国宝」展など、人気の高い企画であったことも来館

者増の要因であろう。その上であえて言えば、目標値との差が大きい展覧については、目標値設定が低す

ぎたのではいかという感想をもった。目標値の２倍を超える来館者があった場合、その原因を精査する必

要があるし、また、その場での対応（待ち時間や館内の混雑）などが大きな課題となるであろう。 

(3) 教育・普及活動 

 各館ともに、講座、学校教育との連携、保存修理従事者の研修、収蔵品のデータベースや画像の公開と

いった、展覧事業以外の幅広い活動を行ったことは高く評価できる。特に、小中学生に向けた普及活動は、

早くから文化財に親しんでもらうという点で大きな意味をもつと考える。スタッフの少ない館には負担で

あろうが、是非、この方面での活動を広げてもらいたい。 

(4) 有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

 海外の博物館や研究者との学術交流、および調査成果の公表を着実に行っていると判断する。各館で刊

行している『紀要』は、高い研究レベルを保っていると評価されるが、論文、調査報告ともにより一層の

充実をはかり、文化財研究を牽引してもらいたい。 

(5) 国内外の博物館活動への寄与 

 四館ともに国内外の博物館への資料貸与などの業務を着実に実施しており、国立博物館としての役割を

十分に果たしていると評価される。 

２．文化財及び海外の文化遺産の保護に貢献する調査研究、協力事業等の実施 

(1） 新たな知見の開拓につながる基礎的・探求的な調査研究 

 基礎的・探求的な調査研究としては、各機関ともに限られた予算・人員の制約がありながら、大きな成

果を挙げているものと評価できる。美術工芸品・建造物・無形文化財・埋蔵文化財等の各分野において、

長年にわたって実施してきた調査研究の継続ではあるが、定期的な成果物の刊行物も含め、調査の継続こ

そが特に重要なことであると痛感する。 

（2） 科学技術を応用した研究開発の進展等に向けた基盤的な研究 

 科学的な手法を文化財研究に応用する分野は、年々増えてきており、各機関とも十分な成果を挙げてい

ると評価できる。中でも、東文研と奈文研による高松塚・キトラ古墳の恒久的保存に関する調査研究は、
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調査技術・保存環境・保存技術等さまざまな分野の協業が必要となる事例であり、顕著な成果をあげたと

いえよう。特にこうした分野においては、十分な予算措置が必要ではないかと推察する。 

（3） 文化遺産保護に関する国際協働 

 文化財に関する保存・修理・調査・展示の各分野において、各機関ともに国際協力を進めており、高く

評価できる。ＩＲＣＩの活動は今後活発化するのであろうが、国際協働を推進して目に見える形で成果が

表れることを期待したい。 

（4） 文化財に関する情報資料の収集・整備及び調査研究成果の公開・活用 

 博物館・文化財研究所に蓄積された膨大な知のデータの公開は大きな意味を持っている。その点で、ホ

ームページ・データベース等による情報発信はきわめて重要で、年々、情報量が増大し、検索方法も簡便

な方向に向かっていると思われ、大いに評価される。特に「全国遺跡報告総覧」データベースのアクセス

数が１千万件を超えたと聞くが、驚くべき数であり、今後も引き続きデータの充実につとめ、利用者の期

待に応えてもらいたい。 

(5) 地方公共団体等を対象とする文化財に関する研修及び協力等 

 地方公共団体等に対する、文化財の調査指導および研修についても、継続して実施されており、その実

績を高く評価したい。研修などの件数・人数の年度毎の増減はいかがであろうか。受け手側の人的・財政

的状況も気になることころではある。また、大学との連携大学院教育も、積極的に進めてもらいたい。 

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 

 各機関ともに限られた予算・人員の中で努力を続けており、その中から高いレベルの研究成果をあげ、

優れた展示を行っているものと思う。したがって「効率化」は十二分に達成されていると考えるが、今後

は業務に見合うだけの予算・人員の獲得を目指すのか、逆に業務を減らしてゆくのかということになりそ

うであるが、名案が浮かばない。 

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置 

科学研究費等の申請や、寄付金等の獲得など、各機関ともに努力を続けている点は評価される。 

Ⅳ 予算（人件費の見積もりを含む）、収支計画及び資金計画 

 スタッフの充実が何よりも重要ではないかと考える。近年、任期付きのアソシエイトフェロー等の職が

増えているが、この点を改善し、常勤の学芸員・研究員を増やすよう努めてもらいたい。 

Ⅴ その他業務運営に関する目標を達成するためにとるべき措置 

  各機関に所属する学芸員・研究員は優れた研究者でもある。業務として調査や展示にあたるとともに、

それに関連した個人研究も併せて深めることが組織全体の力となるものであろう。厳しい現状は承知の上

で、各機関において良好な研究環境を整えてもらいたい。 

その他（総合的な事項、自己点検評価について等） 
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独立行政法人国立文化財機構外部評価委員評価書 

外部評価委員名

※事項ごとに評価コメントを記入 寺 田 吉 孝 

Ⅰ 国民に対して提供するサービスその他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．有形文化財の保存と継承並びに有形文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

（1） 有形文化財の収集・保管、次代への継承 

４博物館とも寄贈、寄託品の受入れに積極的に取り組み、既存資料とのバランスなどを考慮した戦

略的な受入れが行われている。特に、京博や九博における大型寄贈は、時間をかけて寄贈者の信頼を

得ることで可能となった事業であり高く評価できる。また、それぞれのコレクションに基づいた展示

も、すでに実施済み、または準備中であり、寄贈資料の有効活用についても計画的に行われている。 

(2)展覧事業 

総来館者数が前年度にくらべ100万人以上増加している点は、各館の不断の努力、創意工夫の賜物

であり高く評価できる。アンケート調査によると来館者の満足度も高いという報告を受けたが、観覧

状況の改善を望む声もしばしば聞かれる。アンケート結果に満足することなく、海外の博物館の取り

組み（時間帯による予約制度の導入など）を参考にしながらさらなる改善の努力を望みたい。また、

来館者数は評価の目安の一つに過ぎないため、数値だけに拘泥せず、地道な日常の調査研究の成果を

公開するような展示テーマの設定も継続してほしい。 

 東博と九博で開かれた特別展「タイ展—仏の国の輝き」は、同一の展示であるにも関わらず、自己

評価が大きく異なる結果となった。評価が、主に目標値の達成度を評価の基準としていることが原因

であり、目標値の設定方法や評価のガイドラインについて検討が必要であるように思われる。 

(3) 教育・普及活動 

各機関で多岐にわたる教育・普及活動を展開しており大きな成果が上がっている。各館とも体験型

イベントの実施に積極的に取り組んでおり、とくに京博においては子供の入館者の大幅な増加に貢献

するだけでなく、博物館活動全体の広報にも好影響を与えている。今後も同様の活動を続けるととも

に、他の年齢層を対象とした体験型活動の拡充にもより一層の努力が望まれる。その一方で、活発な

教育・普及活動を支える体制作りにも留意してほしい。これらの活動に対する社会的な要請は年々高

っており、博物館が実施する活動の内容は多様化するとともに実施回数も増加する傾向が見られる。

各館においては、このような活発な活動を支える人員配置・サポート体制に十分配慮し、担当者に過

重な負担がかからないように注意していただきたい。 

(4) 有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

調査研究は多岐に渡るが、九博が行った「スーパーハイビジョンシアターでの映像公開に関する調

査研究」は、多言語化による外国人来館者へのサービス向上に大きく貢献する可能性があり今後の展

開を期待したい。 

(5) 国内外の博物館活動への寄与 

年度計画に従って、国内外の博物館に有形文化財を貸与した。貸与件数は、過去４年間の平均とほ

ぼ同程度であった。 
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２．文化財及び海外の文化遺産の保護に貢献する調査研究、協力事業等の実施 

(1) 新たな知見の開拓につながる基礎的・探求的な調査研究 

各機関とも多様なプロジェクトを実施し、十分な成果を出している。特に、東文研が実施した日本

伝統楽器製作を中心とした文化財保存技術の調査研究は、緊急の課題に積極的に取り組んでいる点だ

けでなく、無形文化遺産とその継承を支える無形技術を合わせて記録、調査する枠組みを示した点で

も高く評価できる。音楽・芸能の芸態とそれらを根底から支える物質文化は、これまで専門の異なる

研究者によって個別に調査される傾向があった。しかし、両者は不可分であり、一つの文化システム

を構成しているため、これらを包括的に記録研究する姿勢は新しい知見の開拓に欠かせない。断絶の

危機に瀕している音楽・芸能ジャンルは増加する一方であり、今後は対象を広げつつ同種の調査研究

に取り組んでほしい。 

（2） 科学技術を応用した研究開発の進展等に向けた基盤的な研究 

数多くの重要なプロジェクトが実施された。特に、奈文研の「高松塚古墳、キトラ古墳の恒久的保

存に関する調査研究」は、発掘・保存環境に関する膨大なデータを網羅的に収集し公開することで、

今後の研究の不可欠な基礎資料を生みだした。基盤的研究の模範例であると判断できる。 

（3） 文化遺産保護に関する国際協働 

有形文化遺産に関しては、両研究所が東南アジア（カンボジア、ミャンマー）における保存修復方

法の改善に向けた恊働を継続しており、海外からの新たな協力要請（地震被害への対応や人材育成の

ための専門家の派遣など）にも積極的に対応している。 

 アジア太平洋無形文化遺産研究センターは、無形文化遺産保護に関する国際的な研究動向の把握と

関連機関とのネットワーク構築のために、国際会議を3回開催し、７回にわたり国際会議に出席した。

センターの組織規模を考慮すれば、極めて精力的に活動したと判断できる。 

（4） 文化財に関する情報資料の収集・整備及び調査研究成果の公開・活用 

稀少な文化財を高質の画像データ（カラー・近赤外線・透過X線・CT）として蓄積し、共有可能な

研究資源としていくことは極めて重要な任務であり、奈良博が実施した「重文化財アーカイブズの形

成に関する理論的・実践的研究」は、その任務を精力的に果たしている研究プロジェクトとして評価

できる。この研究で蓄積される、文化財アーカイブズ形成のノウハウは汎用性があると考えられ、有

用なモデルとして活用が期待できる。 

(5) 地方公共団体等を対象とする文化財に関する研修及び協力等 

東文研は文化財の収集、保管、修復、整備に関する助言、奈文研は主に発掘調査への協力、助言を

行った。また、両研究所とも地方の文化財担当者や学芸員の研修を30年以上実施してきており、29

年度も継続した。応募者が定員を大きく上回ったことは、この種の研修に対するニーズの大きさを示

しており、今後どのように対応していくのか検討する必要がある。さらに、東文研は無形文化遺産に

関する助言を行ったが、担当者への地方の担当者への研修は行われてないようであり、この点も今後

の検討課題である。 

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 

効率化のための様々な取り組みが着実に行われており、問題はないように思われる。 
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Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置 

経常収益における運営交付金の比率は毎年減少しており、自己収入の拡大により減少分を補填する

ことで、機構全体としてはほぼ現状維持を保っている。自己収入は、目標値を大きく上回っており、

来館者数増加や寄付金獲得などに対して相当量の努力が払われたことが窺える。自己収入拡大への努

力は継続されるべきであるが、それと同時に運営交付金の増大に向けた戦略も必要である。欧米諸国

に比べに、日本の文化予算が低い水準におかれてきたことは周知の事実であり、政府が掲げる「文化

芸術立国」の大方針が具体的に反映されるような予算配分を獲得するための理論武装と戦略が必要で

ある。 

Ⅳ 予算（人件費の見積もりを含む）、収支計画及び資金計画 

研究所・センターの運営交付金の配分が少ない点は大きな問題である。例えば、アジア太平洋無形

文化遺産研究センターの場合、平成29年度に実施された事業７件のうち、運営交付金で行われた事

業はわずか1件であった。外部資金獲得への努力が必要なことは言うまでもないが、大半のプロジェ

クトを外部資金に依存する体制では、継続的な事業の企画・推進は極めて難しいと判断する。入場料

収入などが増加すれば、当該博物館の努力を評価する措置は必要であろうが、機構における研究所・

センターの位置づけに見合った予算配分が必要である。 

Ⅴ その他業務運営に関する目標を達成するためにとるべき措置 

特になし。 

その他（総合的な事項、自己点検評価について等） 

外部評価委員会は、博物館調査研究と研究所・センター調査研究の2つの部会から構成され、同様

の方法で部会を開いており、委員数は後者の方が多い。しかし、総会では報告事項のほとんどが博物

館活動に関するものであり、総会用資料にもこの偏重が反映されている。これまでの様々な経緯の結

果として現状があり、機構内では自明の体制であるのかもしれないが、外部者にはバランスを欠いて

いるように見える。外部評価委員会の位置づけや運営方法を再検討していただきたい。 
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独立行政法人国立文化財機構外部評価委員評価書 

外部評価委員名

※事項ごとに評価コメントを記入 児島 薫 

Ⅰ 国民に対して提供するサービスその他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．有形文化財の保存と継承並びに有形文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

（1） 有形文化財の収集・保管、次代への継承 

各館ともそれぞれ優れた作品の収集をおこなっており、成果をあげている。京都国立博物館の廣海家か

らの寄贈品を時代やジャンルに分類せず「豪商の蔵」として一括展示したことは新しい試みで今後の活動

への示唆に富む。奈良国立博物館の《銅像如来像》、九州国立博物館の「坂本五郎コレクション」も注目

に値する。九州国立博物館が今後コレクションの充実を図りつつどのように館の独自性を発揮していくの

か、期待していきたい。東京国立博物館における古写真、ガラス乾板、館史資料などの整理、デジタル化

作業の進捗は高く評価できる。さらに公開に向けて一層の作業をすすめてほしい。歴史資料展示の際、資

料のデータをもっと詳しく提供していただきたい。美術品台帳のスキャニング、テキスト化の公開も評価

できる。また東博では複数の DB が作られたが、内容について説明を加えてもう少し存在をアピールして

もよいのではないか。東文研の横断検索のようなポータルがあるとなお良い。修理についても各館とも専

門的に高度な取り組みをおこなっていると認められた。 

(2)展覧事業 

平常展の来館者数は博物館の実力指標とも見なすことができ、増加していることは評価できるが、展示

替件数を活動指標とする必要があるだろうか。短期間の展示替えは作品にも人的にも負担がかかる。一定

の日数の展示が確保されなければ、広報においても情報が浸透する前に展示が終わってしまう。また東京

国立博物館では一年を通じて展示作品の水準をある程度維持し来館者が満足できるような配慮が望まし

い。近代美術の展示にも美術史的視点から計画的な展示をおこなってほしい。（荻原守衛《女》の展示に

はきちんとした解説が必要である。）特別展に関しては、各館ともきわめて質の高い展覧会をおこない、

学術的な研究成果を上げ、それに伴い来館者も多く集めたことが高く評価できる。ただし、今年度のよう

なビッグ・ネームの企画を例年維持することは不可能であり、今年度の実績が次年度以降の目標や規準と

なることは避けなければならない。奈良国立博物館、九州国立博物館では専門性を活かしたユニークな企

画をおこなっており、今後もこうした取り組みに期待する。「国宝展」についてはキャパシティを超えた

来館者に対する根本的な解決としては、開館時間の大幅な延長をおこなうべきではなかったか。過剰な広

告に予算を割くよりもそうした方向にスポンサーに対応を求めることも必要ではないだろうか。行列に耐

える体力が無ければ展覧会を見られない、という事態は、今日公共施設にユニバーサルな対応が求められ

るなか、改善すべきである。混雑する展覧会でも椅子を必要とする来館者もいる。健康弱者への視点を忘

れないでいただきたい。多言語化への取り組みは評価できる。 

 (3) 教育・普及活動 

「博物館で初詣」などの経年の取り組みは定着してきており継続することが重要であろう。京都国立博物

館が京都水族館と協力したこどもを対象とした新たな取り組みは、高く評価でき、他館でも参考にできる。

少子化の中、将来を担うこどもたちに博物館に親しんでもらうことは極めて重要である。年齢区分別の入

館者数の統計を分析するとよいのではないか。高校生以下が無料であることはおそらく十分知られていな

いので、学校への広報が必要ではないか。特別展で学生料金を一般の半額近くに設定していることは評価

できるが運慶展などでは、一般料金が高額であるため、学生料金も学生にとっては安くない。奈良博物館

の「子どもと一緒割引き」も興味深く効果に期待したい。館を横断したColBaseは高く評価できる。ただ

し、専門的なニーズには情報が少ない。東京国立博物館の画像検索サイトのデータ表示がばらばらである

－　　－613



ことが改善されるとよい。 

(4) 有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

国立博物館の活動は、調査研究によってこそ支えられている。報告内容は非常に多岐に渡り、限られた

人数、予算で多くの調査研究に取り組み、成果をあげていることが認められた。複数館の専門家が合同で

調査、研究をおこなう試みは評価できる。文化財研究所との提携も評価でき、より活発におこなうことも

可能であろう。所蔵品調査の成果は、『MUSEUM』などの研究論文発表だけでなく、報告書をネットで公開

してほしい。南洋資料、台湾先住民族資料、チベット仏教作品の調査も重要な成果をあげており、継続、

充実が期待される。近代史の視点からの館内の史料調査と公開も評価できる。今後一層写真資料の調査の

成果を展示、DB充実を期待する。今後『紀要』『MUSEUM』のデジタル化も検討されたい。 

 (5) 国内外の博物館活動への寄与 

貴重な作品の多大な件数の貸与は作品にも人的にも大きな負担となるが、国内外への作品貸与に大きく

貢献していると認められる。 

２．文化財及び海外の文化遺産の保護に貢献する調査研究、協力事業等の実施 

(1) 新たな知見の開拓につながる基礎的・探求的な調査研究 

処理番号 2111E-ｱの調査研究のデータ化は、めざましく進捗しており、高く評価できる。また東京文化

財研究所では高速で一括検索できるポータルを作り、利便性を高めている。ゲッティ研究所との協力は今

後も期待したい。処理番号2111E-ｱ～ｳの内容では多岐にわたる活動内容を評価できる。黒田宛書簡の翻刻

は、研究所が保管する書簡をもとに、外部の美術館、研究者との連携をおこなうことで黒田関係研究ネッ

トワークを全国に構築しつつある。今後も続けていくものとして成果をあげているので、これを軸に関連

の調査研究、研究会をまとめて単独のプロジェクトとしてもよかったのではないだろうか。奈良文化財研

究所の歴史建造物などの保存・修復・活用についての研究は、今後観光資源としての活用というような要

請が強まるなか、活用のあり方に注意を呼びかける上で重要であり、続けていくことに意義がある。古寺

社所蔵歴史資料の調査も重要であり、継続が必要である。無形文化財の記録も時間との競争である。近世

の庭園調査も現在美術史でも関心が向けられている分野であり、今後の研究の広がりが期待できる。平城

宮の発掘調査は奈文研の根幹ともいえる分野であり、長年にわたる実績の厚みを感じさせる。遺跡、遺構

の保全だけでなく、それらに関する調査研究に関する蓄積を継続的に将来にも残し、他研究機関にも伝え

ていくことも重要である。以上すべてにわたり、他機関ではできない中心的な位置にある研究機関として

は、人的、予算的裏付けがもっと必要ではないだろうか。 

（2） 科学技術を応用した研究開発の進展等に向けた基盤的な研究 

ガラス乾板からのデジタル化は急務であり評価できる。報告されている事例は多岐にわたり、活発な研

究活動が行われたことを認められる。キトラ古墳の調査研究が熊本の装飾古墳に応用できた例は高く評価

できる。成果を公表し他機関にも活用の可能性も広げることができればなお良い。 

（3） 文化遺産保護に関する国際協働 

多方面にわたり協働をおこなっていることが認められた。東南アジアだけでなく、イラン、アルメニアと

の新規事業も評価できる。 

（4） 文化財に関する情報資料の収集・整備及び調査研究成果の公開・活用 

処理番号2411Eの「専門的アーカイブと総合的レファレンスの拡充」は高く評価できる。資料閲覧室で

音声映像資料を見られること、美術資料のデータ化、明治大正期雑誌類や売り立て目録など研究所が古く

から所蔵してきたのデータ化、絵はがき資料のデータ化はそれぞれ重要であり、研究者の利便性の高い事

業である。「美術資料のデータ化と公開」も継続されており成果をあげているが、同じ機構内の博物館所

蔵品を対象にしたり博物館で展示したりするなどの連携をおこなってもよいのではないか。奈良文化財研

究所の文化財に関するデータベースの充実は成果が認められ、アクセス数の増加がそれを裏付ける。今日
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災害の歴史の調査が将来の防災に活用されるなど、新たに注目される用途もあり、継続性が必要と認めら

れる。定期刊行物等の電子化はこれからも一層拡充していくべきである。横断検索を可能にし、セキュリ

ティの高いデータベースの構築は利便性を飛躍的に高めており成果を上げている。 

 (5) 地方公共団体等を対象とする文化財に関する研修及び協力等 

 文化財を観光資源として「活用」するような方向に進む状況がある中、今後こうした活動が非常に重要

になっていくと考えられる。これまでも長年にわたり継続していることであるが、今後一層、現場だけで

なく上層部の人材、そして市民への啓蒙活動が望まれる。Web での広報活動も市民レベルへの浸透におい

て効果があり、協力先と連携して文化財保存の重要性の PR を拡充できるとよいと考えられる。その意味

でも災害被災地の遺跡調査、ワークショップといった具体的な成果をあげた活動は今後のモデルとなろ

う。ドローンの活用なども話題性に富む。こうした事例を一般に周知していくことが望まれる。平城宮復

元整備研究も観光資源と保存との関係を模索する事業であり、成果が認められる。文化遺産防災ネットワ

ークの推進、地域連携、指定文化財 DB の構築、整備は、災害に備える上できわめて重要な活動であり、

今後もこのような地道な活動と、その周知に期待したい。東日本大震災などの災害対応によって蓄積され

た知識、経験の活用として。『文化財防災マニュアル』の２言語動画の作成、日本語版web公開も評価で

き、英語版もweb公開してよいだろう。 

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 

取り組みと成果を認めることができる。ミュージアムショップでは独自商品の開発など魅力的な試みが

成功しているが、効率化の一方で国立博物館というリーダー的立場としては、ここに上がっていないが、

専門書、図録の販売といった専門家への対応も充実する必要があろう。 

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置 

Col Baseの取り組は評価できるが、今後もデータ内容の拡充をおこなう必要がある。海外の有名美術館

の所蔵品データベースには、専門家に対応しうる内容が提供されている。入館者増により自己収入が拡大

したことは良いが、過剰な入館者に収入を頼るのは展示環境、鑑賞環境の悪化を招き将来的には観客の育

成にならない。引き続き賛助会員、寄付金拡充が望まれる。異分野とのコラボレーションのイベントは今

後も期待されるが広報には工夫の余地があろう。 

Ⅳ 予算（人件費の見積もりを含む）、収支計画及び資金計画 

計画どおり実施していると認められる。 

Ⅴ その他業務運営に関する目標を達成するためにとるべき措置 

多様な人材の活用については、例えば観光客への対応として、国籍によらず多言語対応のスタッフを配

置していくことなどが考えられる。 

その他（総合的な事項、自己点検評価について等） 

東京文化財研究所は全国の博物館、美術館の要となるべき存在であり、機構内ではここのみが近代美術

研究を担うが、依然としてそれに見合う予算、人の配置がなされているとは言いがたい。東京、奈良とも

研究所は、自己収益を上げることができる博物館と同列に考えられないことは自明である。研究、展示の

連携などで互いに補完しあうことができるのではないか。東京国立博物館では「近代の美術」の展示も「日

本美術の流れ」の中に位置づけていただきたい。各機関においては、文化財の「活用」への政策転換の中、

文化財の保全と理解を周知する役割が一層必要とされていると考える。 
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独立行政法人国立文化財機構外部評価委員評価書 

外部評価委員名

※事項ごとに評価コメントを記入 石川 日出志 

Ⅰ 国民に対して提供するサービスその他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．有形文化財の保存と継承並びに有形文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

（1） 有形文化財の収集・保管、次代への継承 

●歴史ある東京・京都・奈良３館とも館蔵資料の調査・研究を継続的に進めているが，外部から評価され

にくい面をもつが，博物館活動として根幹をなすものである。それをとおして，従来まとまって紹介され

ることがなかった室町時代のやまと絵の特集展示などが行われた点を評価したい。 

(2)展覧事業 

●各館とも，特別展の企画・開催，平常展では展示資料のリニューアルなどを行い，特に東博では入館者

の確実な増加を実現している。 

(3) 教育・普及活動 

●博物館の入館者増には，東博への海外旅行者の増加など，いくつもの要因が考えられる。評価者が老年

化しつつあることで感じることかもしれないが，若年層の増加もあるように思われる。東博で初詣とか新

しい企画があるが、さらに知的なデートスポットとして（美術館では多いので博物館も）など，若者向け

のセンスあるＰＲも継続していただきたい。 

●各博物館とも，ミュージアムガイド・ボランティアガイド等の活動が始まっているようである。欧米の

ミュージアムでは充実したミュージアムガイド・ボランティアガイドがあり，入場者と双方向の会話を楽

しむ光景が日常化している。特別展は入場者が多く難しい面があろうが，平常展こそ，展示室での双方向

の語りを充実するようお願いしたい。 

(4) 有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

(5) 国内外の博物館活動への寄与 

●九州国立博物館： 開催計画中という三国志展・瀋陽故宮展（ともに仮称）に向けた現地での資料調査

が進められている。アジア各国間の文化交流は，政治動向を越えて次世代の人的・知的交流を促進する確

かな道筋であり，優れた展示会を実現して頂きたい。 

２．文化財及び海外の文化遺産の保護に貢献する調査研究、協力事業等の実施 

(1） 新たな知見の開拓につながる基礎的・探求的な調査研究 

●東京文化財研究所： 研究成果を各種学術誌等印刷媒体だけでなく，JAIRO を通じてデジタル公開して

外研究者も活用し得る条件の整備に積極的に取り組んでいる。 

●奈良文化財研究所： 平城京・藤原京・飛鳥・東大寺など古代日本の都城遺跡の調査を計画的・継続的

に実施している。調査研究の推進とともに調査・研究技術の継承という観点からも評価できる。一点留意

すべきは，注目すべき遺構・遺物の発見を高く評価するとしても，遺構・遺物が希薄な場合も，都城遺跡

を理解する上では重要な成果であるので，低い評価とするべきではない。 

●奈良文化財研究所： 高松塚古墳の発掘調査報告書は発掘調査技術と研究の優秀性を見事に示す内容で

あった。また，粘り強い交渉により，日中友好共同研究議定書が締結されたことも評価する。 
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（2） 科学技術を応用した研究開発の進展等に向けた基盤的な研究 

●東京文化財研究所・奈良文化財研究所： 文化財の保存・分析・修復技術の基礎的調査・研究の蓄積は

日本のみならずアジア各地の将来にわたる文化財の保存と活用に大きく資するものである。 

 また，高松塚・キトラ両古墳壁画の保存・修理等はきわめて難易度の高いものであり，基礎的な調査研

究が進められており，確かな保全への努力が重ねられている。 

（3） 文化遺産保護に関する国際協働 

●東京文化財研究所・奈良文化財研究所： ともにアジア・太平洋諸地域および欧米圏との文化遺産の調

査・研究・保護に関する研修を継続的に実施しており，積極的に国際貢献していると評価する。 

（4） 文化財に関する情報資料の収集・整備及び調査研究成果の公開・活用 

●奈良文化財研究所： 奈文研が公開する全国遺跡総覧は，１日２万件とアクセス数もきわめて多く，大

いに活用されている。また，全国の遺跡発掘調査報告書自体収蔵点数は日本でもっとも充実している。と

もに，今後一層の拡充に努めていただきたい。 

(5) 地方公共団体等を対象とする文化財に関する研修及び協力等 

●奈良文化財研究所： 文化財担当者向けの専門研修を毎年実施し，平成 29 年度は 178 名の受講があっ

たという。近年は，全国の自治体が新規採用する文化財担当者数が100名あまりであることを考えると，

それを優に越える数の研修参加者であり，全国の文化財担当者の資質向上に大きく寄与していることが分

かる。また，全国の文化財の調査に対して専門的な支援を行っていることも重要である。 

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 

●博物館ごとに個性はあるものの，ともに努力の結果，特別展・平常展とも入館者増を実現している。し

かし，種々の理由から中長期計画以上の特別展を開催することによって，入館者の増加がある一方で，博

物館スタッフの業務過多により，資料の調査研究への影響が懸念される。 

その点では，例えば東博では，入館者実績・入場料収入の確かな向上・増加にもかかわらず，常勤研究

職数が横ばいのままで，専らアソシエイトフェローの増加で，業務の増加に対応している状況にある。Ａ

Ｆ増は次世代の専門家養成として優れた制度ではあるが，だからといって常勤研究職増を抑える理由づけ

とはならない。文化財およびその保護と活用に関する調査・研究は，かつてと比べて飛躍的に学問分野を

横断する状況となり，理化学的な共同研究も必須となっており，常勤研究職の業務はそれこそ飛躍的に拡

大している。改善が必須と考える。 

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置 

Ⅳ 予算（人件費の見積もりを含む）、収支計画及び資金計画 

Ⅴ その他業務運営に関する目標を達成するためにとるべき措置 

その他（総合的な事項、自己点検評価について等） 

●博物館・研究所は，文化財自体の調査研究およびその保存と活用に関する調査研究など，きわめて地道

で，一般には直ちに評価することが難しい面をもっている。しかし，その調査研究とその成果の蓄積があ

ってはじめて文化財の保存と活用が実現することから，自己点検評価も，また外部評価においても，基礎

的で持続的な調査研究を適正に評価する必要がある。 
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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 

29.  4. 14  第１回役員会（東京国立博物館） 

29.  4. 14  第１回文化財防災ネットワーク推進本部会議（東京国立博物館） 

29.  4. 28  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・奈

良文化財研究所） 

29.  5. 30  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・東京国立博物

館） 

29.  5. 30  独立行政法人国立文化財機構外部評価委員会（総会・東京国立博物館） 

29.  6. 16  第２回役員会（奈良文化財研究所） 

29.  6. 16  監査法人の監査結果（平成 28年度）通知  

29.  6. 21  平成 28年度定期監事監査（東京国立博物館） 

29. 6. 21    平成 29 年度独立行政法人国立文化財機構管理職研修（東京国立博物館）（6 月 23 日に

も同内容を京都国立博物館で開催） 

29.  6. 30  独立行政法人国立文化財機構の第 10期事業年度財務諸表の提出 

29.  6. 30  独立行政法人国立文化財機構の平成 28年度自己評価書の提出 

29.  7.  5  平成 29年度独立行政法人国立文化財機構新任職員研修会（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 7日） 

29.  7. 19  第３回役員会（東京文化財研究所） 

29.  7. 19  第２回文化財防災ネットワーク推進本部会議（東京文化財研究所） 

29.  8.  1  独立行政法人国立文化財機構運営委員会（東京国立博物館） 

29. 8. 28  第 1回情報システム・セキュリティ委員会（東京国立博物館） 

29.  9. 8  第４回役員会（京都国立博物館） 

29. 10. 23    第１回７施設連絡協議会(東京国立博物館) 

29. 10. 23    第１回内部統制委員会（東京国立博物館） 

29. 10. 23  第１回リスク管理委員会（東京国立博物館） 

29. 12.  8  第５回役員会（九州国立博物館） 

30.  1. 19  第６回役員会（東京国立博物館） 

30.  1. 19  第３回文化財防災ネットワーク推進本部会議（東京国立博物館） 

30.  2. 19    第２回７施設連絡協議会(東京国立博物館) 

30.  2. 19    第２回内部統制委員会（東京国立博物館） 

30.  2. 19    第２回リスク管理委員会（東京国立博物館） 

30.  2. 26  第７回役員会（東京国立博物館） 

30.  3. 15  第２回情報システム・セキュリティ委員会（東京国立博物館）  

30. 3. 23  第８回役員会（東京国立博物館） 

30.  3. 23  第４回文化財防災ネットワーク推進本部会議（東京国立博物館） 
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(東京国立博物館)  

年  月 日            記      事 

29.  4.  3    東京･春･音楽祭 2017「桜の街の音楽会」 
29.  4.  5 東京･春･音楽祭 2017「東博でバッハ vol.35」 

29.  4. 10  特別展「茶の湯」開幕記念式典及び特別内覧会 

29.  4. 12    東京･春･音楽祭 2017「東博でバッハ vol.36」 

29.  4. 28    プレミアムな！東博寄席 柳家小里ん 他 

29.  5.  3  特別展「茶の湯」10万人セレモニー 

29.  5.  6   上野ミュージアムウィーク「国際博物館の日」記念事業 2017（～5月 21日） 

29． 5. 14   国際博物館の日記念ツアー三館園連携事業「上野の山でキジめぐり」 

29． 5. 18   国際博物館の日 総合文化展無料観覧日 

29.  5. 18    国際博物館の日記念ガイダンス「トーハクへようこそ」 

29.  5. 26  特別展「茶の湯」20万人セレモニー 

29.  5. 26    プレミアムな！東博寄席 古今亭 志ん輔 他 

29.  6. 24 初夏東博寄席 2017 金原亭馬生 他 

29.  6. 25    東京国立博物館 初夏のコンサート 

29.  6. 30    リラックスヨガ in 表慶館 

29.  7.  3    日タイ修交 130周年記念特別展「タイ～仏の国の輝き～」開幕記念式典及び特別内覧

会 

29.  7.  9    東京国立博物館ファミリーコンサート 2017 

29． 7. 24   平成 29年度キャンパスメンバーズ教育連携事業「博物館学講座」（～7月 28日） 

29.  7. 28    トーハク BEER NIGHT! （～7月 29日） 

29.  7. 30  トーハクキッズデー 

29.  8. 15    ダンス・パフォーマンス「びょうぶとおどる」 

29.  8. 22  特別展「タイ～仏の国の輝き～」10万人セレモニー 

29.  8. 25    東博納涼怪談 

29.  8. 25    トーハク BEER NIGHT! （～8月 26日） 

29.  9.  5    博物館でアジアの旅（～10月 15日） 

29.  9.  8    アジアの伝統音楽 コムズの演奏 

29.  9.  9    東京国立博物館 nukumori MOON LIVE 2017 

29.  9. 11    特別展「フランス人間国宝展」開幕記念式典及び特別内覧会 

29.  9. 13   第 14回「台東区の伝統工芸職人展」（～9月 18日） 

29.  9. 14    アジアの伝統音楽 中国琵琶の演奏 

29.  9. 18    ファミリーワークショップ「ナイト・ミュージアム 親子で東洋館探検！」 

29.  9. 18    東京国立博物館 秋のコンサート（～9 月 19日） 

29.  9. 22   博物館で野外シネマ 映画「ももへの手紙」（2012年 沖浦啓之監督）（～9月 23日） 

29.  9. 25    興福寺中金堂再建記念 特別展「運慶」開幕記念式典及び特別内覧会 

29.  9. 29    気軽に椅子ヨガ in 東洋館 

29. 10. 12  特別展「運慶」10万人セレモニー 

29. 10. 21  上野の山文化ゾーンフェスティバル 講演会シリーズ「甲冑入門」 

29. 10. 24   秋の庭園開放（～12月 3日） 
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29. 10. 24  特別展「運慶」20万人セレモニー 

29. 10. 24    日本文化との出会い「きもの体験」（～11月 5日） 

29. 10. 27  トークサロン「考古学への招待―縄文 vs 弥生―」 

29. 10. 28    まちなかコンサート 2017「芸術の秋、音楽さんぽ」 

29. 10. 29    アジアの伝統楽器によるコンサート 東方音楽絵巻 

29. 11.  2 創エネ・あかりパーク 2017に伴うライトアップ（～11月 4日） 

29. 11.  2    特別展「運慶」30万人セレモニー 

29. 11.  3   留学生の日 

29. 11.  4 上野の山文化ゾーンフェスティバル 講演会シリーズ「室町時代のやまと絵」 

29. 11.  7    日本文化との出会い「書体験」（～11月 30日） 

29. 11. 14    特別展「運慶」40万人セレモニー 

29. 11. 17    藝大生による邦楽ミュージアムコンサート 

29. 11. 21    皇太子殿下 特別展「運慶」行啓 

29. 11. 22    特別展「運慶」50万人セレモニー 

29. 11. 24  トークサロン「中国書画精華―日本人のまなざし―」 

29. 11. 29 東大寺講演会 

29. 12.  2    東京国立博物館クリスマスコンサート 

29. 12.  6   東京国立博物館評議員会 

29. 12. 23    トーハク感謝 DAY！（～12月 25日） 

29. 12. 23  感謝 DAYクリスマスライブ 

29. 12. 23  トーハク感謝 DAY特別企画ミュージカル落語 

30.  1.  2    博物館に初もうで（～1月 28日） 

30.  1.  2    博物館に初もうで 2018 新春イベント（～1月 3日） 

30   1. 12   国際シンポジウム「ミュージアムにおける日本美術の再発見」（～1月 13日） 

30． 1. 14  国際シンポジウム専門家会議 

30.  1. 15  特別展「仁和寺と御室派のみほとけ」開幕記念式典及び特別内覧会 

30.  1. 15    高円宮妃殿下 特別展「仁和寺と御室派のみほとけ」開会式お成り 

30． 1. 16   国際シンポジウムワークショップ（～1月 19日） 

30.  1. 26    東京・初春・音楽祭 2018「夜の音めぐり」 

30.  1. 26    新春東博寄席 2018 金原亭 馬生 他 

30.  1. 29    「アラビアの道－サウジアラビア王国の至宝」開幕記念式典及び特別内覧会 

30.  2. 13    林文部科学大臣「アラビアの道－サウジアラビア王国の至宝」視察 

30.  2. 15    高円宮妃殿下 特別展「仁和寺と御室派のみほとけ」お成り 

30.  2. 16    特別展「仁和寺と御室派のみほとけ―天平と真言密教の名宝―」10万人セレモニー 

30.  2. 23    日本文化との出会い「宮廷の雅（みやび）十二単着つけ実演」 

30.  2. 27    特別展「仁和寺と御室派のみほとけ―天平と真言密教の名宝―」20万人セレモニー 

30.  3.  2    「アラビアの道－サウジアラビア王国の至宝」10万人セレモニー 

30.  3.  8    皇太子殿下 特別展「仁和寺と御室派のみほとけ―天平と真言密教の名宝―」行啓 

30.  3.  9    東京・春・音楽祭 2018「夜の音めぐり～桜の街の音楽会スペシャル」 

30.  3. 13   博物館でお花見を（～4月 8日） 

30.  3. 13   春の庭園開放（～5月 20日） 
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30.  3. 16    バックヤードツアー 保存と修理の現場へ行こう 

30.  3. 17    東京・春・音楽祭 2018「東博でバッハ vol.37」 

30.  3. 22    東京・春・音楽祭 2018「東博でバッハ vol.38」 

30.  3. 29    東京・春・音楽祭 2018「東博でバッハ vol.39」 

30.  3. 29    東京・春・音楽祭 2018「桜の街の音楽会」 

30.  3. 30    日本文化との出会い トーハク能「嵐山」 
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(京都国立博物館)  

年 月 日             記      事 

29. 4. 1  開館 120周年記念呈茶（～4月 2日） 

29. 4. 6  護身用具等の取扱い講習会 

29. 4. 10   特別展覧会「海北友松」記者発表会、開会式、内覧会 

29. 4. 11    特別展覧会「海北友松」（～5月 21日） 

29.  4. 15  記念座談会「日本美術応援団、海北友松を応援する！！」 

29. 4. 19    京都国立博物館 120周年展（日本橋三越 1階中央ホール）（～4月 25日） 

29. 4. 21    京都国立博物館 120周年展佐々木館長によるトークショー（日本橋三越） (～4月 22

日) 

29. 4. 22    講演会「海北友松を語る」 

29. 4. 24    特別展「国宝」記者発表会 

29. 4. 26    ヒジヤミュージッククラブガラコンサート 

29. 4. 27    トラりん LINEスタンプ販売開始 

29. 4. 28    特別展覧会「海北友松」5万人セレモニー 

29. 4. 29    講演会「孤高の絵師・海北友松」 

29. 5.  8    京都国立博物館 120周年記念式典（ハイアットリージェンシー京都） 

29. 5.  8  特別展覧会「海北友松」特別内覧会 

29. 5. 11    特別内覧会「海北友松」10万人セレモニー 

29.  5. 12    らくご博物館【春】～特別企画・雀三郎一門会～Vol.45 

29.  5. 13   講演会「友松の作品一剛と柔・漢と和」 

29. 5. 19    特別展覧会「海北友松」15万人セレモニー 

29. 5. 21    国際博物館の日記念シンポジウム―ICOM 京都大会に向けて― 

29.  5. 23    文化財保存修理所運営委員会 

29. 6.  5    特別展覧会「国宝」開幕 120日前イベント（NHK京都放送局 8Kプラザ） 

29.  6. 17    ミュージアムキッズ！全国フェア（～6月 18日、熊本県立装飾古墳館） 

29.  6. 17  土曜講座「永藤一コレクション―正宗を追い求めた男―」 

29. 6. 20    衛生管理講習会「脳卒中について」 

29. 6. 24    「ザ・ハーバード・クロコディロス」コンサート 

29. 6. 24  Music dialogueコンサート 

29. 6. 24  土曜講座「小さな裂から広がる世界－正倉院裂の魅力－」 

29.  6. 30    綴プロジェクト寄贈式典 

29. 7. 1  土曜講座「なぜ仏画に国宝が多いのか－これがわかれば美の免許皆伝」 

29. 7. 2  開館 120周年記念「解説と実演による文楽鑑賞入門」 

29. 7. 3  文化財防火市民講座 

29. 7. 4  らくご博物館【夏】～夏休み企画・親子で楽しむ落語会～ 

29. 7. 8  土曜講座「国宝展と武器・武具、仏具－日本金工をはぐくんだ沃土」 

29. 7. 15    土曜講座「陶器の国宝、わずか 14件－そこからみる日本文化－」 

29. 7. 16    研究発表と座談会「平安時代後期を中心とした絵師の工房をめぐる諸問題」 

29. 7. 22    土曜講座「日本人が憧れた国宝の中国絵画」 

29. 7. 27    京都水族館下村実館長ギャラリートーク 
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29. 7. 28    第 84回夏期講座「名品を旅するⅡ」（～7月 29日） 

29. 7. 31    洛東ロータリークラブ 30周年記念事業「京の伝統文化と子どもモノづくり体験」 

29. 8.  3    京都水族館下村実館長ギャラリートーク 

29. 8. 4  らくご博物館【夏】～夏休み企画・親子で楽しむ落語会～Vol.46 

29. 8. 4  第 1回近畿美術館博物館・美大研修会 

29. 8. 5  土曜講座「日本の古い絵画からみた水辺のいきもの今昔物語」 

29. 8. 7  国宝「不動明王像（黄不動）」（京都・曼殊院蔵）修復の際に判明した知見の記者発表 

29. 8. 9  教員を対象とした研修「文化財を教室に！－複製を活用した事例紹介と交流会－」 

29. 8. 10    京都水族館下村実館長ギャラリートーク 

29. 8. 19  土曜講座「鳥羽伏見の戦いの戦場をたどる」 

29. 8. 26    土曜講座「美術の中の水のいきもの」 

29. 8. 29  社会科教員のための向上講座「特集展示〈京博すいぞくかん〉のみどころと、 

       名品ギャラリーの魅力紹介」 

29. 8. 31    京都水族館下村実館長ギャラリートーク 

29. 9.  1    貞教学区自主防災会防災訓練 

29.  9.  2    土曜講座「国宝 最澄と空海の袈裟」 

29. 9.  6    日本展示学会「展示論講座」（～9月 8 日、京博会場使用は～9月 7日午前） 

29. 9.  8    保存修復技術を専攻する大学院生のための研修会 

29. 9. 18    ワークショップ「2015年ユネスコ勧告を読み解く－今後の我が国の博物館像を 

考えるために－」 

29. 9. 22    へドリー・スウェイン氏ワークショップ及び講演会「イギリスにおける最新文化政策

動向とオリンピック文化プログラム」（～9月 23日） 

29. 10.  2    特別展覧会「国宝」記者発表会、開会式、内覧会 

29. 10.  3    特別展覧会「国宝」（～11月 26日） 

29. 10.  9  ミュージアムキッズ！フェア inみなみそうま 2017「貝合わせで遊ぼう！」 

（南相馬市博物館） 

29. 10. 11    文化遺産の保護に資する研修 2017（個別テーマ研修）-博物館における文化財の記録と 

       保存活用－（～10月 12日） 

29. 10. 14    特別展覧会「国宝」10万人セレモニー 

29. 10. 28    シンポジウム「文化財の記録と継承～文化財を守り、伝えるために～」 

       （けいはんなオープンイノベーションセンターミュージアムホール） 

29. 10. 31    平成知新館 200万人セレモニー 

29. 11.  4    特別展覧会「国宝」開催記念講演会 

「国宝の杜へ－京都国立博物館と古社寺保存法－」 

29. 11.  4    特別展覧会「国宝」30万人セレモニー 

29. 11. 11    特別展覧会「国宝」40万人セレモニー 

29. 11. 12    「松鷹図」おしゃべり鑑賞会 

29. 11. 21    特別展覧会「国宝」50万人セレモニー 

29. 11. 22  特別展「池大雅」・特別展「京のかたな」記者発表 

29. 11. 25    特別展覧会「国宝」60万人セレモニー 

29. 11. 25    世界キャラクターさみっと in羽生 
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「スタンプでバッグをデザイン！」（～11月 26日）（羽生水郷公園） 

29. 12. 18    特別展「池大雅」・特別展「京のかたな」・特集展示記者発表 

29. 12. 23    土曜講座「色を化学分析する」 

30. 1. 6  芸舞妓 春の舞 

30.  1.  6  土曜講座「作品から見える人とイヌのかかわり」 

30. 1. 8  京都国立博物館開館 120周年記念「琉球古典 たまゆらの世界」 

30. 1. 13    土曜講座「京都御所旧蔵品と国立博物館」 

30. 1. 14    留学生の日 

30. 1. 14  書道パフォーマンス・書道体験 

30. 1. 20    土曜講座「近代の有職故実－江戸時代から伝えられた雅－」 

30. 1. 22  関西元気文化圏賞特別賞受賞式（リーガロイヤルホテル大阪） 

30. 1. 27    土曜講座「梵音具－仏教の鳴器－」 

30. 1. 30    文化財防災体制構築に関する研究会（～1月 31日） 

30. 2.  3    土曜講座「埴輪の顔－ハニワ顔のひみつ－」 

30. 2.  3  特別企画貝塚廣海家コレクション受贈記念「豪商の蔵」（～3月 18 日） 

30. 2.  5    総合防火訓練 

30. 2. 8  障害者差別解消法に関する研修会 

30. 2. 9  らくご博物館【冬】～新春寄席～Vol.47 

30. 2. 9  国宝「懸守」（大阪・四天王寺蔵）X線 CT調査による知新見の記者発表 

30. 2. 10    土曜講座「土蔵は大きなタイムカプセル！-旧廻船問屋、貝塚廣海家からの大型寄贈を

記念して－」 

30. 2. 17    土曜講座「商家に伝わったやきもの」 

30. 2. 20    第 22回京都国立博物館評議員会 

30. 2. 24    土曜講座「浄土真宗の絵画制作と教線拡大」 

30. 3. 3  土曜講座「御所人形の展開」 

30. 3. 10   特別企画「貝塚廣海家コレクション受贈記念 豪商の蔵-美しい暮らしの遺産－」 

  開催記念春の呈茶席（～3/11） 

30.  3. 10    土曜講座「密教彫刻の世界－安祥寺・五智如来を中心に－」 

30.  3. 14  ヒジヤミュージッククラブ・コンサート 2018 

30. 3. 17    土曜講座「狩野派をめぐる 30年」 
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(奈良国立博物館)  

年 月 日               記           事 

29.  4.  7  特別展「快慶 日本人を魅了した仏のかたち」 

開会式、特別招待日 （会期 4月 8日～6月 4日） 

29.  4.  8  庭園茶室公開ツアー（～4月 9日まで） 

29.  4. 11    賛助会員特別鑑賞会 

29.  4. 16    サンデートーク「文化財修理の現場から～津波による被災紙資料を中心として～」 

29.  4. 22    公開講座「快慶を生んだ社会と宗教」 

29.  4. 28    春季仏像供養法要 

29.  4. 29    親と子のワークショップ「着て楽しむ！ほとけさまのファッション」 

29.  5.  1    快慶展仏像供養法要 

29.  5.  3    特別展「快慶」関連イベント「截金技法の体験をしてみよう！」 

29.  5.  5  名品展無料観覧日（こどもの日） 

29.  5.  9    陳列品鑑査会 

29.  5. 13    公開講座「快慶の生涯と「如法」の仏像」 

29.  5. 18   名品展無料観覧日（国際博物館の日） 

29.  5. 20    特別展「快慶」関連イベント「截金技法の体験をしてみよう！」 

29.  5. 21    サンデートーク「星曼荼羅の源流をめぐって」 

29.  5. 27    公開講座「快慶作品に関する二、三の問題」 

29.  6.  1    特別展「快慶」閉館後貸切鑑賞 

29.  6.  1    快慶展仏像供養法要 

29.  6. 18    サンデートーク「奈良時代の福祉制度」 

29.  7. 14    1000 年忌特別展「源信 地獄・極楽への扉」 

開会式、特別招待日（会期 7月 15日～9月 3日） 

29.  7. 16  サンデートーク「春日野の星」 

29.  7. 20    賛助会員特別鑑賞会  

29.  7. 26  親子で学ぼう博物館（～7月 27日まで） 

29.  7. 26  奈良博プレミアムカード会員特別鑑賞会 

29. 7. 29  特別展「源信」子ども無料日（～7月 30日まで） 

29.  7. 29    親子講座「エンマさまと地獄めぐり」 

29.  7. 30    奈良教育大学との連携事業特別展「源信」関連イベント「つくってわかる！立体地獄

絵」 

29.  8.  4   夏季仏像供養法要 

29.  8.  5    公開講座「浄土の造形－源信以後を中心に－」 

29.  8. 19  公開講座「『往生要集』の成立－天台浄土教と源信の信心－」 

29.  8. 20  サンデートーク「道宣と元照～その肖像画制作について～」 

29.  8. 23    夏季講座「地獄・極楽と浄土信仰の美術」（～8月 25日まで） 

29.  9.  2    公開講座「源信と浄土信仰の美術」 

29.  9. 17    サンデートーク「中国河南省の石窟寺院を訪ねて」 

29.  9. 18  名品展無料観覧日（敬老の日） 

29.  9. 20   秋季仏像供養法要 
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29.  9. 29    正倉院展無障碍祈願法要 

29. 10.  3    陳列品鑑査会 

29. 10. 15    サンデートーク「春日塔跡の散策」 

29. 10. 27    特別展「第 69回 正倉院展」 

開会式、特別招待日（会期 10月 28日～11月 13日） 

29. 10. 28    公開講座「正倉院の臈纈技法について」 

29. 10. 28    正倉院展短歌コンクール受賞作品展示（～11月 13日） 

29. 10. 28    正倉院展 法華寺御流のいけばな展示（～11月 13日） 

29. 10. 28    正倉院展「あるくん奈良スタンプラリー」（～11月 13日） 

29. 10. 28    正倉院展特別セミナー 

29. 10. 29    第 69回正倉院展 親子鑑賞会 

29. 10. 30    賛助会員特別鑑賞会 

29. 10. 31    プレミアムカード会員特別鑑賞会 

29. 11.  1    タクシー・ホテル等関係者特別鑑賞会（～11月 2日） 

29. 11.  1    留学生の日 

29. 11.  3    正倉院学術シンポジウム 2017「正倉院の色」 

29. 11.  4    公開講座「正倉院の鏡」 

29. 11. 11    公開講座「正倉院の屏風と蓮華蔵世界」 

29. 11. 18   奈良トライアングルミュージアムズワークショップ「写仏散華づくり」 

29. 11. 18    名品展無料観覧日（関西文化の日）（～11月 19日） 

29. 11. 18    秋の庭園を散策しませんか（～11月 19日） 

29. 11. 19    サンデートーク「文化財を科学するⅣ」 

29. 12.  4   奈良トライアングルミュージアムズ東京セミナー「冬の奈良と奈良国立博物館の楽し

み」 

29. 12.  7    正倉院展満願法要 

29. 12.  9    特別陳列「おん祭と春日信仰の美術」（～平成 30年 1月 14日） 

29. 12. 12  修理鑑査会 

29. 12. 17    名品展無料観覧日（おん祭お渡り式の日） 

29. 12. 17    サンデートーク「欧米で出会った日本彫刻あれこれ」 

29. 12. 17    －もっと知りたい！奈良博の魅力－「第 2回 ボランティア・フェスタ」 

29. 12. 17    おん祭と春日信仰の美術「茶会」 

29. 12. 26    特集展示「新たに修理された文化財」（～平成 30年 1月 14日） 

30.  1   2    ＜新春企画＞初博 初夢 初ショップ（～1月 3日まで） 

30.  1.  8    公開講座「神主たちの見た『おん祭』」 

30.  1. 18    修理鑑査会 

30.  1. 21    サンデートーク「刺繡の仏像」 

30.  1. 25  文化財保存修理所特別公開 

30.  1. 24    第 64回文化財防火デー消防訓練 

30.  1. 26    冬季仏像供養法要 

30.  2.  3    名品展無料観覧日（節分の日） 

30.  2.  4   「笑い飯哲夫のおもしろ仏教講座」  
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30.  2.  6  特別陳列「お水取り」（～3月 14日） 

30.  2.  6  修理完成記念特別陳列 薬師寺の名画－板絵神像と長沢芦雪筆旧福寿院障壁画－  

（～3月 14 日） 

30.  2. 10  お水取り「講話」と「粥」の会 

30.  2. 17  公開講座「不退の行法、東大寺修二会（お水取り）」 

30.  2. 18  サンデートーク「官人の腰帯」 

30.  3.  3  公開講座「長沢芦雪と薬師寺旧福寿院障壁画」 

30.  3.  3  Daiwa Sakura Aid Presents「冬の桜」 

30.  3.  5  評議員会 

30.  3.  6  「お水取り展鑑賞とお松明」 

30.  3. 11  仏教美術資料研究センター公開 

30.  3. 18  サンデートーク「将軍が崇敬した温泉神」 
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(九州国立博物館)   

年 月 日               記             事 

29.  4. 10    日タイ修好130周年記念特別展「タイ～仏の国の輝き～」開会式および内覧会 

29.  4. 11    日タイ修好130周年記念特別展「タイ～仏の国の輝き～」開催（～6月4日） 

29.  4. 11    タイ芸術局来福特別公演 煌めきのタイ～古典舞踊と音楽の世界～ 

29.  4. 16    九州国立博物館杯特別展「タイ～仏の国の輝き～」記念 第7回さいふごま大会 

29.  4. 22    夜間開館プレイベント①「夜の光の博物館」イベント 

夜の光の博物館ワークショップ「夜の光の博物館ライトアップ」 

29.  4. 22    夜間開館プレイベント②プラントハンター西畠清順が登場！「西畠清順トーク 

ショー」、西畠清順によるしだれ桜の群生披露 

29.  4. 22    夜間開館プレイベント「弦楽四重奏＆ティーサービス」 

29.  4. 28    夜間開館オープニングセレモニー ①太宰府天満宮Presents「サラ・オレインミニ 

ライブ」、②ソフトバンクホークス「王貞治会長によるトーク」、③点灯式夜間開館ス

タート、④ＫＯＯ－ＫＩ製作“きゅーはく夜の博物館ショートムービー”上映 

29.  4. 29    日タイ修好130周年記念特別展・学術交流記念講演会「タイと日本 境界を越えて」 

基調講演「タイ 海域をめぐる交流」、「日タイ交流 人とモノ」 

29.  5.  6    夜の博物館たんけん隊 

29.  5.  6    日タイ修好130周年記念特別展「タイ～仏の国の輝き～」 

リレー講座 見たい 行きたい よかタイ！「山田長政 アユタヤ―の日本人」、「タイ

のごちそう決定版！－ラーマ２世王の饗宴詩－」 

29.  5. 13    日タイ修好130周年記念特別展「タイ～仏の国の輝き～」 

リレー講座 見たい 行きたい よかタイ！「仏陀の足跡を求めて」、「輝ける仏の国タ

イ」 

29.  5. 18    文化交流展無料観覧日（国際博物館の日） 

29.  5. 19    日タイ修好130周年記念特別展「タイ～仏の国の輝き～」3万人セレモニー 

29.  5. 20    夜間開館イベント「アジア民族衣装コレクション」 

29.  5. 23    日中国交正常化45周年記念写真展 

オープニングイベント「中国民族楽器演奏（二胡）」「中国民族楽器演奏（古箏）」 

29.  5. 23    日中国交正常化45周年記念写真展（～5月28日） 

29.  5. 26    夜間開館イベント「プレミアムフライデーライブVol.1〜二胡の夕べ〜」 

29.  5. 27    第4回石橋財団レクチャーシリーズ「文化としての茶の湯、産品としての茶」 

29.  5. 27    夜間開館イベント「第1回スケッチしナイト☆」 

29.  6.  3    夜の博物館たんけん隊 

29.  6. 10    夜間開館イベント「太宰府天満宮菖蒲まつりコラボ企画“トワイライトＪＡＺＺ”」 

29.  6. 16    きゅーはくカフェコンサート 

29.  6. 24    第76回親子で茶道体験 

29.  6. 30    夜間開館イベント「プレミアムフライデーライブVol.2 逆瀬川剛史アコースティック 

ライブ～旋律～」 

29.  7.  1    夜の博物館たんけん隊 

29.  7.  7    七夕イベント「きゅーはくカフェコンサート～昼下がりの博物館でクラシックを楽し 

む～」 
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29.  7.  7 七夕イベント「星空プラネタリウム～涼しいプラネタリウムでゆったりと七夕を満  

喫～」 

29.  7.  9 ガムランワークショップ 

29.  7. 10 特別展「世界遺産 ラスコー展 クロマニョン人が見た世界」開会式および内覧 会 

29.  7. 11 特別展「世界遺産 ラスコー展 クロマニョン人が見た世界」開催（～9月3日） 

29.  7. 11 特別展「世界遺産 ラスコー展 クロマニョン人が見た世界」記念講演会「クロマ  

ニョン人はどこから来たのか？」 

29.  7. 13 全国歴史民俗系博物館協議会年次集会 

29.  7. 15 特別展示「水の中からよみがえる歴史－水中考古学最前線－」（～9月10日） 

     ナイトミュージアム「クロマニョン人現る!!」 

     なりきり学芸員体験 

     第69回はじめての茶道体験Withゆかたde太宰府～古都の夏～ 

29.  7. 16 九州国立博物館杯特別展「ラスコー展 クロマニョン人が見た世界」記念  

第8回さいふごま大会 

29.  7. 17 特別展示「水の中からよみがえる歴史－水中考古学最前線－」関連イベント 

講演会「プロカメラマンが魅せる水中遺跡」 

29.  7. 19 太宰府市・扶餘郡姉妹都市承継協定締結５周年記念事業「古代大宰府と泗沘・百  

済」日韓写真展オープニングセレモニー 

29.  7. 19 太宰府市・扶餘郡姉妹都市承継協定締結５周年記念事業「古代大宰府と泗沘・百  

済」日韓写真展（～7月27日） 

29.  7. 22 特別展「世界遺産 ラスコー展 クロマニョン人が見た世界」リレー講座「ラス 

コー洞窟の壁画を味わう」 

29.  7. 23 特別展示「水の中からよみがえる歴史－水中考古学最前線－」関連イベント 

「やっぴぃ＆ランディのサイエンスラボ～水中の宝をさがせ!!～」 

29.  7. 28 特別展「世界遺産 ラスコー展 クロマニョン人が見た世界」2万人セレモニー 

29.  7. 28 夜間開館イベント「プレミアムフライデーライブVol.3 立川翼～温故知新～」 

29.  7. 29 「いこうよ！あじっぱ夏祭り」（～7月30日） 

29.  7. 30 松野文部科学大臣視察  

29.  8.  4 ナイトミュージアム「クロマニョン人現る!!」 

29.  8.  5 トークセッション「2万年前の壁画から芸術の起源を考える」 

29.  8.  5 夏休み特別企画 ナイトミュージアム『きゅーはく 夜の洞くつ探検』 

29.  8.  5 夜の博物館たんけん隊 

29.  8.  6 「全国高等学校歴史学フォーラム2017」 

29.  8.  8 特別展示「対馬－遺宝にみる交流の足跡－」（～9月18日） 

29.  8. 10 飾り山笠の展示（～30年3月11日） 

29.  8. 11 特別展「世界遺産 ラスコー展 クロマニョン人が見た世界」5万人セレモニー 

29.  8. 12 第4回みゅーじあむ寄席「ようこそ九博地獄めぐりへ」 

29.  8. 12 夏休み特別企画 ナイトミュージアム『きゅーはく 夜の洞くつ探検』 

29.  8. 17 きゅーはくカフェコンサート 

29.  8. 18 ナイトミュージアム「クロマニョン人現る!!」 

29.  8. 19 夜間開館イベント「第2回スケッチしナイト☆」 
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29.  8. 19 祝☆来館1500万人突破！記念感謝祭 

29.  8. 19 吉野ヶ里Days in 九博（～8月20日） 

29.  8. 22 メンタルヘルス研修（職員向け） 

29.  8. 23 九州国立博物館夏休み特別企画「星空プラネタリウム」～夏の夜空を涼しく眺めて  

楽しく学ぼう～（～8月24日） 

29.  8. 25    特別展示「水の中からよみがえる歴史－水中考古学最前線－」関連イベント「鷹島

海底遺跡 甦る元寇船VR体験」(～8月27日) 

29.  8. 25 夜間開館イベント「プレミアムフライデーライブ Vol.4 森永基木～夢弦MUGEN～」 

29.  8. 26 特別展示「水の中からよみがえる歴史－水中考古学最前線－」関連イベント 講演  

会「水中文化遺産の多様性：縄文から龍馬まで」 

29.  8. 26 第77回親子で茶道体験 

29.  8. 29 特別展「世界遺産 ラスコー展 クロマニョン人が見た世界」10万人セレモニー 

29.  8. 29 東九州神楽人の祭展 特別展示（～9月10日） 

29.  8. 30 博多祇園山笠 御神入れ 

29.  9.  1 第1回評議員会 

29.  9.  1 ナイトミュージアム「クロマニョン人現る!!」 

29.  9.  2 夜の博物館たんけん隊  

29.  9.  3 第70回はじめての茶道体験 

29.  9.  4 同和研修（職員向け） 

29.  9.  9 東九州神楽人の祭展 神楽の集い－京築・庄内・諸塚－(～9月10日) 

29.  9.  9 東九州神楽人の祭展 神楽体験ワークショップ「神楽装束体験（庄内神楽）」 

29.  9.  9 東九州神楽人の祭展 神楽体験ワークショップ「御幣づくりワークショップ（諸塚

神楽）」(～9月10日) 

29.  9.  9 東九州神楽人の祭展 神楽体験ワークショップ「神楽記念撮影コーナー（各公演終

了後）」(～9月10日) 

29.  9. 13 特別展示「大分県国東宇佐六郷満山展～神と仏と鬼の郷～」（～11月5日） 

29.  9. 13 特別展示「対馬－遺宝にみる交流の足跡－」対馬市パネル展（～9月17日） 

29.  9. 13 特別展示「大分県国東宇佐六郷満山展～神と仏と鬼の郷～」国東宇佐六郷満山開山

1300年記念イベント1300年の祈り（～9月24日） 

29.  9. 14 同和研修（職員向け） 

29.  9. 17 台風による交通機関不通のため休館 

29.  9. 18 文化交流展無料観覧日（敬老の日） 

29.  9. 25 第12回「太宰府古都の光」点灯式 

29.  9. 29 夜間開館イベント「プレミアムフライデーライブVol.5 MUSEUM JAZZ」 

29.  9. 30 国指定重要無形民俗文化財「国東岩戸寺修正鬼会」 

29.  9. 30  特別展示「大分県国東宇佐六郷満山展～神と仏と鬼の郷～」国東半島・宇佐地域物

産展（～10月1日） 

29. 10.  1 六郷満山霊場特別御朱印帳無料配布 

特別展示「大分県国東宇佐六郷満山～神と仏と鬼の郷～」国東宇佐伝統行事特別公

演 ①豊後みさき太鼓（豊後高田市） ②岩戸寺修正鬼会（国東市）③院内龍神太

鼓・童龍太鼓（宇佐市） ④山香盆踊り（杵築市） ⑤津嶋神楽（日出町） 
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29. 10.  7 夜の博物館たんけん隊 

29. 10.  7 九博 清和文楽特別公演 

29. 10. 11 九州国立博物館賛助会員制度開始 

29. 10. 13 特別展「新・桃山展－大航海時代の日本美術」開会式および内覧会 

29. 10. 13  「黄金の茶室」特別展示（～12月3日） 

29. 10. 14 特別展「新・桃山展－大航海時代の日本美術」開催（～11月26日） 

29. 10. 14 国指定重要無形民俗文化財 幸若舞「敦盛」披露 

29. 10. 15 直木賞作家 安部龍太郎氏 講演会「天下人と大航海時代」 

29. 10. 15 第78回親子で茶道体験 

29. 10. 15 なりきり考古学者体験 

29. 10. 20 夜のフォトミュージアム＠九州国立博物館 

29. 10. 21 特別展「新・桃山展－大航海時代の日本美術」リレー講座「大航海時代の世界と日

本」第1回 

29. 10. 21 夜間開館イベント「第3回スケッチしナイト☆」 

29. 10. 22 なりきり学芸員体験 

29. 10. 27 夜間開館イベント「プレミアムフライデーライブ Vol.6 貴方の知っているクラシ

ック！」 

29. 10. 28 特別展「新・桃山展－大航海時代の日本美術」 リレー講座「大航海時代の世界と日

本」第2回 

29. 10. 29 きゅーはく茶会 

29. 11.  3 文化交流展無料観覧日（留学生の日）※留学生のみ 

第8回留学生イベント 留学生向け「文化交流ツアー in 九博」 

29. 11.  4 夜の博物館たんけん隊 

29. 11.  7 九州次世代展2017（～11月12日） 

29. 11. 11 【ブックオカ タイアップイベント】星野博美さんトーク「キリシタンの世紀と殉教

の記憶をめぐって」 

29. 11. 12 第71回はじめての茶道体験 

29. 11. 12 九州国立博物館杯 特別展「新・桃山展〜大航海時代の日本美術〜」記念第9回さい

ふごま大会 

29. 11. 14 特別展「新・桃山展〜大航海時代の日本美術〜」5万人セレモニー 

29. 11. 19 文化交流展無料観覧日（家族の日）※中学生以下のお子様とご一緒にお越しの方2名

まで 

29. 11. 23 特別展「新・桃山—大航海時代の日本美術」記念先着300名 ポストカードの配布(～

11月26日) 

29. 11. 24 夜間開館イベント「プレミアムフライデーライブ Vol.7 懐かしのCinema Music～

Cozy Ash Dream Concert～」 

29. 11. 26 なりきり考古学者体験 

29. 12.  2 夜の博物館たんけん隊 

29. 12.  3 なりきり学芸員体験 

29. 12.  5 韓国国立広州博物館、国立扶余博物館研究員による講演会（職員・ボランティア対

象） 
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29. 12.  8 夜間開館イベント「夜のフォトミュージアム【刀剣編】」 

29. 12.  9 夜間開館イベント「夜の九博★ファンタジア」「星のポット」ワークショップ 

＜音楽LIVE＞Bigfumi、サキタハヂメ、ピアノマン・ダリル 

「星型ペンライト」プレゼント、 九博ライトアップ＆ディスプレイ点灯 

29. 12. 10 第79回親子で茶道体験 

29. 12. 10 なりきり学芸員体験<実測体験>  

29. 12. 12 トルコ大使視察  

29. 12. 15 きゅーはくカフェコンサート 

29. 12. 16 夜間開館イベント「夜の九博★ファンタジア」九博ライトアップ＆ディスプレイ点

灯 

29. 12. 17 ガムランワークショップ 

30.  1.  1 特別展示「白隠さんと仙厓さん」（～2月12日） 

30.  1.  1 新春特別公開「徳川美術館所蔵 国宝 初音の調度」（～1月28日） 

30.  1.  1 正月イベント「アジアのお正月」新春特別ギャラリー展示「アジアの凧展」「アジア

の新年祭」（～1月8日) 

30.  1.  2      正月イベント「アジアのお正月」モンゴル伝統楽器「馬頭琴」コンサート、九博で

書初め、韓国双六ユンノリで遊ぼう 

30.  1.  3 正月イベント「アジアのお正月」中国南方獅子舞、福岡少林武術団演舞、九博で書

初め、韓国双六ユンノリで遊ぼう 

30. 1.  6    夜の博物館たんけん隊 

30.  1. 13 新春特別公開「徳川美術館所蔵 国宝 初音の調度」関連イベント「江戸の化粧再

現講座」 

30.  1. 14  特別展示「白隠さんと仙厓さん」記念講演会①「白隠と仙厓に見る大和の禅」 

30.  1. 16      「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群パネル展（～1月21日） 

30.  1. 19  寒糊炊き 

30.  1. 19  きゅーはくカフェコンサート 

30.  1. 20 「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群登録記念 九州国立博物館「大宰府学研

究」事業シンポジウム 知られざる沖ノ島祭祀 

30.  1. 21  第72回はじめての茶道体験 

30.  1. 27  沖縄と九州、海が繋ぐうた「古謝美佐子 九博コンサート～琉球弧の調べ～」 

30.  1. 28    特別展示「白隠さんと仙厓さん」記念講演会②「白隠と仙厓」 

30.  1. 29  防災訓練（職員向け） 

30.  1. 30  新春特別公開「徳川美術館所蔵 国宝 初音の調度」関連講座 

30.  2.  3  夜の博物館たんけん隊 

30.  2.  9  特別展「王羲之と日本の書」開会式および内覧会 

30.  2. 10  特別展「王羲之と日本の書」開催（～4月8日） 

30.  2. 10 特別展「王羲之と日本の書」リレー講座「王羲之と日本の書」第1回「王羲之愛好と

書の魅力」 

30.  2. 10     特別展「王羲之と日本の書」関連展示会 西日本書美術協会代表作家作品展（～4月8

日） 

30.  2. 11 特別展「王羲之と日本の書」関連イベント 席上揮毫会（書のデモンストレーショ
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ン）黒田賢一先生、陣軍陽先生、岩田海道先生 

30.  2. 11 なりきり学芸員体験 

30.  2. 12 九州国立博物館杯 特別展「王羲之と日本の書」記念第10回さいふごま大会 

30.  2. 17 特別展「王羲之と日本の書」リレー講座「王羲之と日本の書」第2回「古い筆跡たち

のささやき」 

30.  2. 17 バックヤードツアー 特別公開『博物館科学・文化財保存修復施設』 

30.  2. 17 夜間開館イベント「第4回スケッチしナイト☆」 

30.  2. 18 特別展「王羲之と日本の書」関連イベント 席上揮毫会（書のデモンストレーショ

ン）髙木聖雨先生、吉田成美先生、吉村宣枝先生 

30.  2. 23 特別展「王羲之と日本の書」関連イベント「つづけ字しおりワークショップ」 

30.  2. 23 夜間開館イベント「プレミアムフライデーライブ Vol.8 春よ、来い」 

30.  2. 25 第80回親子で茶道体験 

30.  2. 25 第10回「九博子どもフェスタ」 

30.  2. 27   平成29年度筑紫地区文化財写真展「ちくし再発見～交流の足跡～」（～3月11日） 

30.  3.  1 第2回評議員会 

30.  3.  3 きゅーはく女子考古部プレゼンツ 古代の宴へようこそ！ 

 夜の博物館たんけん隊 

30.  3.  4 興福寺中金堂再建記念・興福寺シンポジウム「阿修羅像 天平の心と技を未来へ」 

30.  3.  4 第73回はじめての茶道体験 

30.  3. 13 特集展示「災害に学ぶ・備える～熊本地震と文化財レスキュー～」（～5月6日） 

30.  3. 13   特別展「王羲之と日本の書」関連イベント「九州の現代書壇展」、「西日本書美術協会

選抜作家展」（～3月18日） 

30.  3. 15 ハラスメント研修（職員向け） 

30.  3. 18 特別展「王羲之と日本の書」関連イベント「高校生書道パフォーマンス」 

30.  3. 20   特別展「王羲之と日本の書」関連イベント「九州の現代書壇展」、「西部毎日書道会選

抜作家展」（～3月25日） 

30. 3. 23   きゅーはくカフェコンサート 

30.  3. 27   特別展「王羲之と日本の書」関連イベント「九州の現代書壇展」、「日本書芸院九州・

沖縄選抜作家展」(～4月1日) 

30.  3. 27 日中国交正常化45周年記念書道展(～4月1日) 

30. 3. 31   九博春まつり「おもてなしスイーツ」、「春の演奏会」 
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(東京文化財研究所) 

年 月 日              記      事 

29. 4. 12     サウジアラビア人専門家 6名 施設見学 

29.  4. 17   ワークショップ「歴史的木造建造物及び木製文化財の保存に関する現地ワークショッ

プ」（イラン文化遺産・手工芸・観光庁）（～4月 19日） 

29. 4. 25   文化財情報資料部研究会第 1回「「おいしい生活」第三次産業への転換期の日本の文

化を考察する」 

29.  5. 17     拠点交流事業（ミャンマー）：煉瓦材に関する材料学的調査・構造挙動モニタリング

（～5月 25 日）  

29.  5. 26     東京文化財研究所新任職員研修 21 名 

29. 5. 30   文化財情報資料部研究会第 2回「呉春筆「白梅図屏風」の史的位置」 

29.  6. 19     保存担当学芸員フォローアップ研修 103 名 

29. 6. 27   文化財情報資料部研究会第 3回「橋本雅邦の人物表現－東洋大学蔵≪四聖像≫をめぐ

って」 

29. 7.  2     第 41回世界遺産委員会参加（ポーランド・クラクフ）（～7月 12日） 

29. 7.  4     総合研究会第 1回「煉瓦寸法の変遷について」 

29.  7.  5     ワークショップ「紙本・絹本文化財の保存と修復」基礎編「日本の紙本・絹本文化

財」（ベルリン国立博物館アジア美術館）（～7月 7日） 

29. 7.  6     ジェットエンジン部品調査（国際基督教大学所蔵）（～10月 26日） 

29.  7. 10   ワークショップ「紙本・絹本文化財の保存と修復」応用編「屏風の修復」（ベルリン

国立博物館アジア美術館）（～7月 14日） 

29. 7. 10     博物館・美術館等保存担当学芸員研修（～7月 21日） 

29. 7. 11     京都府議会 12名 施設見学 

29.  7. 14   文化遺産国際協力コンソーシアム第 21回研究会「危機に瀕する楽園の遺産－ミクロ

ネシア連邦ナンマトル遺跡を中心に」 

29. 7. 25   文化財情報資料部研究会第 4回「日本の美術史研究・美術展におけるジェンダー視点

の導入と現状」 

29. 7. 31    講習会「科学的な材料とその使用方法」（共催：国宝修理装潢師連盟）（～8月 1日） 

29. 8.  7   文化財情報資料部研究会第 5回「橋本雄「雪舟入明再考」に寄せて」 

29.  8.  9     ワークショップ「染織品の保存と修復」基礎編「日本の染織品文化財」（国立台湾師

範大学）（～8月 11日） 

29.  8. 14     ワークショップ「染織品の保存と修復」応用編「日本の染織品の修復」（国立台湾師

範大学）（～8月 18日） 

29. 8. 19     国際図書館連盟（IFLA）第 83回世界大会参加（ポーランド・ヴロツワフ）（～8月 25

日） 

29.  8. 19     鉄構造物の保存修復に関する現地調査：台湾調査（～8月 27日）  

29. 8. 28     国際研修「紙の保存と修復」（～9月 15日） 

29. 9.  1     ICCROM国際研修「紙の保存と修復」研修生 10名、通訳 1名 施設見学 

29. 9.  5   文化財情報資料部研究会第 6回「フランスにおける近代美術関連資料－美術館・図書

館・アーカイヴ・インターネットリソースの紹介と活用例」 

29. 9. 11     染織文化遺産保存修復研修「染織芸術と保存―過去と現在を結ぶ」（共同：アルメニ
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ア共和国文化省）（～9月 20日） 

29. 9. 13     鮎川村文化財保護審議会 4名 施設見学 

29. 9. 13     日本資料専門家欧州協会（EAJRS）第 28回年次大会参加（ノルウェー・オスロ）（～9

月 16日） 

29.  9. 21     第 1回情報セキュリティ研修「最近の情報システムセキュリティ上の課題について」 

29. 9. 22   文化財情報資料部研究会第 7回「メトロポリタン美術館が所蔵するヨーロッパの武器

武具と甲賀市水口に伝わるレイピアの検討」 

29. 9. 26     セミナー「インドにおける文化遺産保護と最新のインダス文明研究」（共催：NPO法人

南アジア文化遺産センター） 

29. 9. 26     インド・デカン大学 6名 施設見学 

29. 9. 27     タジキスタン大使館 3名 施設見学 

29. 10.  3     総合研究会第 2回「無形文化財保存技術に関する報告―三味線を中心に―」 

29. 10.  5   化学物質リスクアセスメントに関する研修会 50名 

29. 10.  7   文化遺産国際協力コンソーシアムシンポジウム「東南アジアの歴史的都市でのまちづ

くり―町の魅力を、町の自慢に―」 

29. 10. 24   文化財情報資料部研究会第 8回「資料紹介 滋賀・浄厳院蔵 木造 釈迦如来立像」、

「京都・青蓮院伝来の二体の毘沙門天立像に関する一考察」 

29. 10. 29     拠点交流事業（ネパール）:カトマンズ・アガンチェン寺周辺現地調査（～11月 10

日）  

29. 10. 30     イラン文化遺産観光研究所、イラン国立博物館 2名 施設見学 

29. 10. 30     拠点交流事業（トルコ）：研修「壁画の保全に向けた課題」（～11月 2日） 

29. 11.  1     九州大学大学院人文科学研究院 13名 施設見学 

29. 11.  2     第５１回オープンレクチャー「かたちからの道、かたちへの道」（～11月 3日） 

29. 11.  7     総合研究会第 3回「文化財アーカイブズ構築の取り組み－学術情報基盤を活用した研

究資料の提供を中心に」 

29. 11.  7     韓国伝統文化大学校・文化財修復技術学科 9名 施設見学 

29. 11.  8   評価セミナー２０１７：ワークショップ「漆工芸品の保存修復」（～11月 9日） 

29. 11. 13   箕サミット―編み組み細工を語る― 

29. 11. 20     日中経済文化振興機構 4名 施設見学 

29. 11. 21   文化財情報資料部研究会第 9回「タイにおける螺鈿工芸の変遷とその意味」 

29. 11. 22     サウジアラビア観光国家遺産委員会 3 名 施設見学 

29. 11. 29     第 30回文化財保存修復研究国際センター（ICCROM）総会参加（イタリア・ローマ）

（～12月 1 日） 

29. 12.  4     ユネスコ無形文化遺産保護条約第 12回政府間委員会参加（～12月 9日） 

29. 12.  6     講演会「キャスリーン・サロモン氏講演会－日本美術資料の国際情報発信に向けて」 

29. 12.  9     第 1回祭ネットワーク（共催：㈱オマツリジャパン） 

29. 12. 15     総合防災訓練 

29. 12. 18     第 12 回無形民俗文化財研究協議会「無形文化遺産への道－ユネスコ無形文化遺産条

約と地域の遺産」 

29. 12. 23     拠点交流事業（ネパール）：カトマンズ盆地内の歴史的集落保全に関する市長フォー

ラム（～12 月 29日）  
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29. 12. 26   文化財情報資料部研究会第 10回「黒田清輝関係文書書翰類の解読」「岸田劉生におけ

る 1913年から 16年の「クラシツク」受容について」 

30. 1. 11   安全衛生講習会 

30.  1. 18     世界遺産研究協議会「世界遺産推薦書の評価のプロセスと諮問機関の役割」 

30. 1. 19     東南アジア古代都市・建築研究会「東南アジアの古代都市を考える」「アンコールお

よびバガン王宮の建築を探る」（～1月 20日） 

30.  1. 30   文化財情報資料部研究会第 11回「美術館における現代美術の保存と修復」「保存・修

復の歴史において現代はそんなに特別か」 

30.  2.  5     一般社団法人デジタル情報記録管理協会 24名 施設見学 

30.  2.  5     香蘭女学校中等科高等科 3名、引率教員 1名 施設見学 

30.  2.  6     イラン人専門家 4名、帝京大学文化財研究所 3名 施設見学 

30.  2.  9     公益財団法人文化財建造物保存技術協会 11名 施設見学 

30.  2. 16   文化遺産国際協力コンソーシアム第 22回研究会「文化遺産のリコンストラクション

に関する国際動向」 

30.  2. 19   第１回無形文化遺産映像記録作成研究会 

30.  2. 19     文化財防災ネットワーク事業研究会「災害時への備えとしての環境モニタリング」 

30.  2. 21     独立行政法人国立高等専門学校機構 都城工業高等専門学校、(株)MUSIサイエンス 2

名 施設見学 

30.  2. 21     第 2回情報セキュリティ研修「標的型攻撃メール」「メールゲートウェイ」 

30.  2. 27   文化財情報資料部研究会第 12回「中宮寺文殊菩薩立像に関する一考察」 

30.  3.  2     エジプト博物館 2名 施設見学 

30. 3.  6     総合研究会第 4回「バハレーンにおける考古学調査と文化遺産保護」 

30.  3.  7     イラン文化遺産・手工芸・観光庁 2名 施設見学 

30.  3. 13   ワークショップ「ブータンの伝統的民家保存に関するワークショップ」（ブータン内

務文化省文化局会議場） 

30.  3. 14     国立アイヌ民族博物館設立準備室 3名 施設見学 

30.  3. 16   文化財情報資料部研究会第 13回「美術雑誌の情報共有に向けて」－「東京文化財研

究所の美術雑誌－その収集と公開の歩み」、「『日刊美術通信』から見えてくる、もう

ひとつの昭和 10年代アートシーン」、「「美術」雑誌とは何か－その難しさと価値をめ

ぐって」 

30. 3. 16   公開研究会「美術雑誌の情報共有に向けて」 
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(奈良文化財研究所)      

年 月 日                記      事 

29.  4.  8 第 15回平城宮跡クリーン大会実施 

29.  4. 28 飛鳥資料館春期特別展「藤原京を掘る－藤原京一等地の調査－」（～7月 2日） 

        ※講演会（6月 10日） 

29.  4. 29     平城宮跡資料館春期企画展「永野太造作品展－草創期の奈文研を支えた写真家－」 

（～5月 31日）   

29.  5. 13     国宝高松塚古墳壁画修理作業室の公開（第 17回）について（～5月 19日） 

29.  5. 14     キトラ古墳壁画の公開について（第 3 回）（～6月 11日） 

29.  5. 21     平城宮東院地区の発掘調査(平城第 584 次）現地説明会 

29.  6. 12 文化財担当者専門研修「建築遺構調査課程」（～6月 16日） 

29.  6. 17 奈良文化財研究所 第１２０回公開講演会 

29.  6. 19   文化財担当者専門研修「建造物保存活用基礎課程」（～6月 23日） 

29.  7. 10   文化財担当者専門研修「出土品管理・活用課程」（～7月 14日） 

29.  7. 15     国宝高松塚古墳壁画修理作業室の公開（第 18回）について（～7月 21日） 

29.  7. 15     キトラ古墳壁画の公開について（第 4 回）（～8月 13日） 

29.  7. 22     平城宮跡資料館夏期企画展（こども）「ナント！すてきな！？平城生活」 

（～9月 3日）※ギャラリートーク 4回実施 

29.  7. 24   文化財担当者専門研修「災害痕跡調査課程」（～7月 28日） 

29.  7. 28     平成 29年度飛鳥資料館夏期企画展「第 8回写真コンテスト 飛鳥の路」（～9月 3日） 

29.  8.  9  「つくろう!!ミニチュア玉枕」（飛鳥資料館） 

阿武山古墳から出土した玉枕のミニチュアをビーズで作るイベント（～8月10日） 

29.  8. 22   奈良の都の木簡に会いに行こう!」（日本学術振興会「ひらめき✩ときめきサイエ 

ンス～ようこそ大学の研究室へ～KAKENHI」採択事業）（～8月23日） 

29. 8. 26     キトラ古墳 遺跡見学・乾拓体験会 

29. 9.  2     研究するモノに三次元を―考古資料三次元計測 Workshopその 2 第 2回文化財方法論

研究会（～9月 3日）  

29.  9. 12   文化財担当者専門研修「遺跡情報記録調査課程」（～9月 15日） 

29.  9. 20   文化財担当者専門研修「文化的景観整備活用課程」（～9月 22日） 

29.  9. 23     東院庭園「庭の宴」 

29.  9. 23     国宝高松塚古墳壁画修理作業室の公開（第 19回）について（～9月 29日） 

29.  9. 23     キトラ古墳壁画の公開について（第 5 回）（～10月 22日） 

29.  9. 25   文化財担当者専門研修「三次元計測課程」（～9月 29日） 

29.  9. 29   平成 29年度第 1 回 報告書データベース作成に関する説明会 

29. 10.  6     飛鳥資料館秋期特別展「高松塚古墳を掘る－解明された築造方法－」（～12月 3日） 

               ※講演会（10月 28日）  ※ギャリートーク１回実施 

29. 10.  7     第 9回東京講演会「デジタル技術で魅せる文化財」 

29. 10.  7     東大寺東塔院跡の発掘調査(平城第 589 次）現地説明会 

29. 10. 10   文化財担当者専門研修「保存科学Ⅱ(有機質遺物)課程」（～10月 18日） 

29. 10. 14     平城宮跡資料館秋期特別展「地下の正倉院展 －国宝平城宮跡出土木簡－」 

（～11月 26日）※ギャラリートーク 3回実施 

－　　－638



29. 11. 11 奈良文化財研究所 第１２１回公開講演会 

29. 11. 13  文化財担当者専門研修「古代・中近世瓦調査課程」（～11月 17日） 

29. 11. 27    文化財担当者専門研修「文化財写真課程」（～12月 7日） 

29. 12.  7   文化財担当者専門研修「報告書編集基礎課程」（～12月 14日） 

29. 12.  8  第 21 回古代官衙・集落研究集会「地方官衙政庁域の変遷と特質」（～12月 9日） 

29. 12.  9    文化的景観研究集会第 9回（～12月 10日） 

29. 12. 14  文化財担当者専門研修「報告書デジタル作成課程」（～12月 21日） 

29. 12. 20  平成 29年度第 2 回 報告書データベース作成に関する説明会 

29. 12. 22    平成 29年度 遺跡整備・活用研究集会 

29. 12. 23    平城宮東院地区の発掘調査(平城第 593 次）現地説明会 

30.  1.  4    平城宮跡資料館新春ミニ展示「新春企画平城京の戌」（～1月 28日） 

30.  1. 15  文化財担当者専門研修「名勝保存活用基礎課程」（～1月 19日） 

30.  1. 20    国宝高松塚古墳壁画修理作業室の公開（第 20回）について（～1月 26日） 

30.  1. 20    キトラ古墳壁画の公開について（第 6回）（～2月 18日） 

30.  1. 23  平成 29年度第 3 回 報告書データベース作成に関する説明会 

30.  1. 26    平成 29年度飛鳥資料館冬期企画展 「飛鳥の考古学 2017」（～3月 18日） 

30.  2.  2  平成 29年度第 4 回 報告書データベース作成に関する説明会 

30.  2.  3  第 18 回古代瓦研究会シンポジウム（～2月 4日）  

30.  2. 13  文化財担当者専門研修「保存科学Ⅲ(応急処置)課程」（～2月 16日） 

30.  2. 20  平成 29年度第 5 回 報告書データベース作成に関する説明会 

30. 2. 24    キトラ古墳 遺跡見学・乾拓体験会  

30.  3.  3    藤原宮大極殿院の発掘調査（飛鳥藤原第 195 次）現地説明会 

30.  3.  9   中央アジア旧石器研究集会「カザフ平原から古日本列島へ：ユーラシア広域編年の可能

性」 

30.  3.  9    保存科学研究集会 2017「金属製遺物の調査・研究に関する最近の動向」 
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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 

29.  5. 11  “2017 International Forum on Intangible Cultural Heritage: the pedagogy of 

cultural intangible heritage in contemporary Asia”に参加（台北、台湾）（～5月

13日）への参加 

29. 6. 11    “Open-Ended Intergovernmental Working Group on Developing an Overall Results 

Framework for the 2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible 

Cultural Heritage”への参加（成都、中国）（～6月13日） 

29.  7.  7  国際シンポジウム「無形文化遺産をグローカルに見る―地域社会と研究者、国家、ユ

ネスコの相互作用―」（～7月9日）を開催（成城大学） 

29.  9. 10    Fifth Annual Coordination Meeting of Category 2 Centres Active in the Field 

of Intangible Cultural Heritage への参加（シラーズ、イラン）（～9月11日） 

29.  9. 21    Annual training Workshop for cultural managers in Viet Namに出席（フエ、ベト

ナム） 

29. 11. 23    “Second coordination meeting with UNESCO category 2 institutes and centres 

(C2Cs) and UNITWIN/UNESCO Chairs related to the UNESCO Culture Sector”への

参加（パリ,フランス）（～11月24日） 

29. 11. 29    国際シンポジウム「無形文化遺産をめぐる交渉」を開催（国立民族学博物館）（～12月

2日） 

29. 12.  3  無形文化遺産保護条約第12回政府間委員会への参加（済州島,韓国）（～12月9日） 

29. 12. 15    韓国C2センター（ICHCAP）2017年運営理事会への参加（ソウル,韓国） 

29. 12. 22  アジア太平洋無形文化遺産研究センター（IRCI）第6回運営理事会（大阪国際会議場）

を開催 

30.  1. 31    文化遺産国際協力コンソーシアム（東京文化財研究所）にて発表 

30.  3. 30  “International Training Centre in Astronomy under the auspices of UNESCO”よ

り4名来所 
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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・役職員名簿 
 

 

独立行政法人国立文化財機構運営委員会委員名簿 

 

（平成 30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 

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 
副委員長 

安 藤  裕 康 独立行政法人国際交流基金理事長  

上 原  真 人 公益財団法人辰馬考古資料館長  

神 居  文 彰 平等院住職  

  唐 池  恒 二 九州旅客鉄道株式会社代表取締役会長  

木 下  直 之 東京大学大学院人文社会系研究科・文学部教授  

 佐 藤  禎 一 ユネスコ代表部元大使  

  田 辺  征 夫 公益財団法人大阪府文化財センター理事長  

檀     ふ  み 女優  

西高辻󠄀  信 良 太宰府天満宮宮司  

  藤 井  讓 治 京都大学名誉教授  

古 瀬  奈津子 お茶の水女子大学基幹研究員教授  

山 本  信一郎 宮内庁長官  

柳 原  正 樹 独立行政法人国立美術館理事長  
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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 30年 3月 31日現在、敬称略） 

氏      名 現       職 備 考 

青 柳 正 規 東京藝術大学特任教授 会長 

浦 井 正 明 寛永寺長臈 副会長 

石 澤 良 昭 
上智大学 

アジア人材養成研究センター所長 
 

江 本 敏 男 東京都立上野高等学校長  

ロバート・キャンベル 日本文学研究者・国文学研究資料館館長  

小 西 祐 一 台東区立根岸小学校長  

齊 藤 裕 司 東日本旅客鉄道株式会社上野駅長  

澤   和 樹 東京藝術大学長  

嶋 田 実名子 個人情報保護委員会委員  

中 井 敬 三 東京都教育委員会教育長  

服 部 征 夫 台東区長  

早 川   徹 全日本デパートメントストアーズ開発機構本部長  

平 井 邦 明 台東区立忍岡中学校長  

二 木 忠 男 上野観光連盟会長  

馬 渕 明 子 独立行政法人国立美術館国立西洋美術館長  

室 瀬 和 美 漆芸家・重要無形文化財「蒔絵」保持者  

山 田 五 郎 編集者・評論家  

林 原 行 雄 立命館大学客員教授  
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京都国立博物館評議員会評議員名簿 

 

（平成 30年 3月 31日現在、敬称略） 

氏      名 現       職 備 考 

金 田  章 裕 京都府立京都学・歴彩館長 会長 

柳 原  正 樹 独立行政法人国立美術館京都国立近代美術館長 副会長 

神 居  文 彰 平等院住職 
 

後 藤  典 生 高台寺 執事長  

鈴 鹿  可奈子 株式会社聖護院八ツ橋総本店 専務取締役 
 

住 友 吉左衞門 公益財団法人住友財団 理事長 
 

千    宗 守 武者小路千家 官休庵 家元  

髙 橋  隆 博 
関西大学名誉教授・関西大学なにわ大阪研究セン

ター特別顧問  

辻    弘 嗣 株式会社京都ホテル 顧問 
 

中 本    晃 株式会社島津製作所代表取締役会長  
 

松 本  伸 之 独立行政法人国立文化財機構奈良国立博物館長 
 

村 上  圭 子 京都市副市長 
 

森 口  邦 彦 染織作家 重要無形文化財「友禅」保持者 
 

冷 泉  貴実子 公益財団法人冷泉家時雨亭文庫常務理事 
 

 

 

－　　－643



 

 

 

奈良国立博物館評議員会評議員名簿 

 

（平成 30年 3月 31日現在、敬称略） 

氏      名 現          職 備 考 

森 本  公 誠 東大寺長老 会長 

田 辺  征 夫 公益財団法人大阪府文化財センター理事長 副会長 

植 野  康 夫 株式会社南都銀行取締役会長  

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  

川 井  徳 子 ノブレスグループ代表  

栄 原  永遠男 大阪歴史博物館長  

佐々木  丞 平 独立行政法人国立文化財機構京都国立博物館長  

多 川  俊 映 興福寺貫首  

田 淵  裕 久 近畿日本鉄道株式会社代表取締役副社長  

檀    ふ み 女優  

東 野  治 之 奈良大学名誉教授  

中 野  聖 子 株式会社ホテルサンルート奈良代表取締役社長  

西 川  明 彦 宮内庁正倉院事務所長  

松 村  恵 司 独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所長  

村 田    崇 奈良県地域振興部長  
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九州国立博物館評議員会評議員名簿 

 

（平成 30年 3月 31日現在、敬称略） 

氏      名 現          職 備 考 

唐 池  恒 二 九州旅客鉄道株式会社代表取締役会長 会長 

高 倉  洋 彰 西南学院大学名誉教授 副会長 

阿 川  佐和子 作家  

今泉  今右衛門 陶芸作家  

王    貞 治 福岡ソフトバンクホークス株式会社取締役会長  

太 田  瑞穂子 
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 
 

大 曲  昭 恵 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  

楠 田  大 蔵 太宰府市長  

倉 富  純 男 西日本鉄道株式会社代表取締役社長  

城 本    勝 ＮＨＫ福岡放送局長  

高 良  倉 吉 琉球大学名誉教授  

西高辻  信 良 太宰府天満宮宮司  
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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 30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･岡田美術館館長 委員長 

河 合  正 朝 慶應義塾大学名誉教授・千葉市美術館館長 副委員長 

   鮎 川  眞 昭 公認会計士  

   石 川   日出志 明治大学文学部教授  

  岡 田  保 良 国士舘大学イラク古代文化研究所教授  

齋 藤    努 国立歴史民俗博物館研究部教授  

   榊 原    悟 岡崎市美術博物館館長  

坂 本  弘 子 朝日新聞社執行役員名古屋本社代表  

佐 藤    信 東京大学大学院人文社会系研究科教授  

玉 蟲  敏 子 武蔵野美術大学造形学部教授  

名児耶    明 
公益財団法人五島美術館 

常務理事・副館長兼学芸部長 
 

浜 田  弘 明 桜美林大学教授  

藤 田  治 彦 大阪大学大学院文学研究科教授  

柳 林   修 元読売新聞編集委員  
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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 30年 3月 31日現在、敬称略） 

氏   名 現      職 備 考 

河 合  正 朝 
慶應義塾大学名誉教授 

千葉市美術館館長 
部会長 

   榊 原    悟 岡崎市美術博物館館長  

名児耶    明 
公益財団法人五島美術館 

常務理事・副館長兼学芸部長 
 

浜 田  弘 明 桜美林大学教授  

藤 田  治 彦 大阪大学大学院文学研究科教授  

 

 

 

 

 

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委員名簿 

 

（平成 30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 

   石 川   日出志 明治大学文学部教授  

  岡 田  保 良 国士舘大学イラク古代文化研究所教授  

齋 藤    努 国立歴史民俗博物館研究部教授  

玉 蟲  敏 子 武蔵野美術大学造形学部教授  

柳 林    修 元読売新聞編集委員  
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平成２９年度 自己点検評価報告書統計表 

 

 





平成２９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 有形文化財の保存と継承並びに有形文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信 

1-(1) 有形文化財の収集・保管、次代への継承 

 1-(1)-② 有形文化財の収集等   

  1-(1)-②-1 収蔵品一覧表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 
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1-(1)-②-4 平成29年度新収品一覧 
 

【東京国立博物館】(268件) 
（１）購入（12 件） 

＜絵画＞（2 件） 

1 名称 正月飾り物図（しょうがつかざりものず） 品  質 紙本墨画淡彩 

作 者 等 

酒井抱一（1761～1828）俳賛、鈴木其一（1796～1858）、鈴木蠣潭（1782

～1817）、大西椿年（1792～1851）、山崎鯉隠（1785～1854）、長橋文

桂（?～1830）各筆  

員  数 1 幅 

時  代 江戸時代・文化 13 年（1816） 寸 法 等 本紙 縦 95.9cm 横 27.7cm 

作品概要  

掛幅装。陶軸。正月に飾る縁起物である羽子板、米俵、雑器（正月の神棚に供物を盛る木製の皿）、若松と、干支を示す鼠人形を、鈴木蠣潭（1782

～1817）、鈴木其一（1796～1858）、長橋文桂（？～1830）、大西椿年（1792～1851）、山崎鯉隠（1785～1854）ら 5 人が寄合描きしたもの。上部には

酒井抱一（1761～1829）が自らの俳諧を着賛している。 

 

2 名称 日課観音図（にっかかんのんず） 品  質 酒井抱一（1761～1828）筆 

作 者 等 江戸時代・文政 7 年 (1824) 員  数 絹本墨画 

時  代 1 幅 寸 法 等 本紙 縦 75.5cm 横 26.8cm 

作品概要 

掛幅装。牙軸。文政 7 年（1824）5 月朔日（1 日）から 6 月にかけて 33 日かけて毎日 1 幅ずつ、合計三十三観音を描いたものの一つで、画面右下

の墨書「十五日」より 5 月 15 日制作のものとわかる。鎌倉寿福寺に伝来した伝源実朝筆「日課観音図」（現在福岡市美術館ほか分蔵）に倣い執筆

したもの。表装は描表装で、抱一の弟子である池田孤邨による。 

＜書跡＞（2 件） 

3 名称 書状（しょじょう） 品  質 紙本墨書 

作 者 等 藤原定長（1149～95）筆 員  数 1 幅 

時  代 平安時代・文治 2 年（1186） 寸 法 等 本紙 縦 28.8 ㎝ 横 71.4 ㎝ 

作品概要 

掛幅装。二紙を継いだ横長の料紙に藤原定長の書状を書く。文治元年に定家が喧嘩を起こして、後白河院から宮中の出入りを止められたことにつ

いて、父俊成が後白河院の近臣であった定長に手紙を送って執り成しを請うたことに対する書状である。天皇の下した和歌を引用し、許しがあっ

たことを伝えている。定家の日記『明月記』の紙背であったが、後に相剥ぎされて伝わってきた。なお、俊成の書状は香雪美術館が所蔵しており、

平成 28 年に重要文化財に指定されている。 

 

4 名称 仮名消息(延喜式紙背)（かなしょうそく(えんぎしきしはい)） 

時  代 平安時代・11 世紀 員  数 1 幅 

品  質 紙本墨書 寸 法 等 本紙 縦 29.0cm 横 45.2cm 

作品概要  

掛幅装。牙切軸。当館所蔵国宝「延喜式」の巻第 20 の紙背にあたる仮名消息である。背面に薄く透けて見えるのが「延喜式」の本文。当館に蔵さ

れる以前に相剥ぎされ伝来した。「延喜式」巻第 20 には、長元 3 年(1030)の年号を持つ紙背文書があり、この仮名消息も長元年間をあまり隔たら

作品概要ない時代に書写されたものと考えられる。のびやかで流麗な連綿が数文字にわたって続く。実用の美ともいえる闊達な仮名である。 

＜彫刻＞（2 件） 

5 名称 能面 三番叟（黒色尉）（のうめん さんばそう（こくしきじょう）） 

指  定 重要文化財 品  質 木造、彩色 

作 者 等 伝日光作 員  数 1 面 

時  代 南北朝時代・14 世紀 寸 法 等 縦 16.5cm 

作品概要 
翁舞で翁（白色尉）の次に登場し、五穀豊穣を祝って舞う時に着ける。頭部頂上に冠形を表し、顔一面に皺を刻む。目をへの字にして歯の抜けた

口を開けて笑う。品の良い翁（白色尉）に対して、三番叟は粗野あるいは滑稽な表情が多いが、この面は比較的上品である。 

 

6 名称 能面 伝山姥（のうめん でんやまんば） 

指  定 重要文化財 品  質 木造、彩色 

作 者 等 伝赤鶴作 員  数 1 面 

時  代 南北朝時代・14 世紀 寸 法 等 縦 20.7cm 

作品概要 

頭髪を中央で左右に振り分け、毛筋が乱れる。高眉を刷く。眉間に皺を寄せ、瞳は金色（銅板鍍金製）、白目は赤く塗る。口を大きく開いて上歯と

歯茎を露出する。広葉樹の木心をこめた材を用い、彫りの深い顔の造作が特色である。山姥として伝わっているが、容貌は定型の山姥と大きく異

なる。また、顎には植毛した孔を埋めた痕跡がある。髭のある悪尉面を改作した可能性がある。 

＜漆工＞（2 件） 

7 名称 須磨浦蒔絵沈箱（すまのうらまきえじんばこ） 

時  代  室町時代・15～16 世紀 員  数 1 合 

品  質 木製漆塗 寸 法 等 縦 11.8cm 横 9.6cm 高 6.7cm 

作品概要 

沈箱は香木や香木片を収める箱。この沈箱は木瓜形で、蓋に甲盛と塵居を設けた被蓋造の箱。身の内には懸子を 1 枚収め、身の長側面に金銅製千

鳥形座の紐金具を打つ。蓋表には、研出蒔絵と薄肉高蒔絵に付描や描割、銀平文を交えて、千鳥が飛び交い、塩屋が並び、小舟の停まる浜辺を描

いている。蓋鬘と身の側面には、研出蒔絵により千鳥の群れ飛ぶ様子を描き、懸子の見込にも洲浜に松、千鳥の図柄を描く。蓋表の図柄は、海で

魚や貝をとり、藻塩を焼くことを業とする海人を暗示しており、また千鳥が飛び交う様子も描かれることから、海人や千鳥を景物として詠まれる

ことが多い歌枕「須磨」を表わしたものと解される。 

 

8 名称 色紙短冊蒔絵歌書箱（しきしたんざくまきえかしょばこ） 

時  代 江戸時代・17 世紀 員  数 1 合 

品  質 木製漆塗 寸 法 等 縦 27.7cm 横 20.8cm 高 8.0cm 

作品概要 

わずかに甲盛をもうけ、底板に指孔を穿った、長方形の深い被蓋造の箱。現在は別に収納するが、元来は身の内に「左大将家歌合」（「六百番歌合」）

4 冊を収める。総体を梨子地として、蓋表から蓋鬘、身の側面にかけて、金・銀・青金の薄肉高蒔絵を主体に付描や描割を駆使し、金・銀の切金を

交え、色紙や短冊、葵紋を表わす。蓋表中央には銀平文で「左大将家哥合」の題字を記しており、色紙や短冊には柳橋蛇籠、梅に鶯、岩に松、菊

水、流水楓、秋草、貝藻など四季の草花や景物が精細に描かれている。 

＜染織＞（1 件） 

9  名称 小袖 白綸子地梅樹竹垣模様（こそで しろりんずじばいじゅたけかきもよう） 

時  代 江戸時代・18 世紀初 員  数 1 領 

品  質 綸子（絹）に刺繡、型染、描絵 寸 法 等 身丈 157.0cm 裄 62.5cm 

作品概要 

卍繋ぎ蘭菊文を地紋に織りだした白い綸子地に、刺繡・型染などによって模様を全身に表わした小袖である。裏地には紅絹を用い、表地と裏地の

間に薄く真綿が入る。刺繡は、紅と萌黄の釜糸（精練した無撚りの絹糸）で主として平繡・纏り繡で梅樹、竹などを表わす。さらに撚金糸による

駒繡で梅花の輪郭、蕾などを刺繡する。模様の一部は茶と紺の型染による摺匹田で染められ、また、梅花の内部を藍鼠色に染めている部分も見ら

れる。垣は「かちん」と称される濃い墨色でくっきりと手描きされる。刺繡・摺匹田・かちんなどの技法で吉祥模様や王朝風の意匠を施した総模

様の小袖は、いわゆる「元禄小袖」と呼ばれ、元禄期（1688～1704）に流行したデザイン様式である。小袖模様雛形本『当流七宝常盤ひいなかた』

（元禄 13 年刊）、『花鳥雛形』（元禄 16 年刊）にも類似する模様の様式を持つ小袖模様が見られる。 
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＜考古＞（1 件） 

10 名称 変形五獣鏡（へんけいごじゅうきょう） 品  質 青銅製 

作 者 等 出土地不詳 員  数 1 面 

時  代 古墳時代・4～5 世紀 寸 法 等 面径 13.1cm ; 重量 336cm 

作品概要 

古墳時代の倭鏡（日本列島製）。内区は五匹の獣像が向かい合い、その外側に擬銘帯がめぐる。外区は、内側から鋸歯文帯、複線波文帯、鋸歯文帯

が配置される。獣像の頭は神像に由来するもので、神像と獣像表現に混乱がみられる。文字と図像が理解できなかった倭系工人が製作した倭鏡の

特徴をよく示す。Z 字形に胴をくねらせ、半球形の頭をもつ獣像の形や外区文様帯の構成から、４～５世紀の鏡と判断できる。 

＜東洋陶磁＞（2 件） 

11 名称 三彩刻花文鉢（さんさいこくかもんはち） 品  質 陶製 

作 者 等 イラン出土 員  数 1 口 

時  代 イスラーム・9～10 世紀 寸 法 等 高 9.5cm 口径 30cm．0cm 高台径 12.0cm 

作品概要 

軟質茶色の陶胎。白土で化粧を施し、器外壁には透明の鉛釉を掛け、見込みには刻文を施した上から黄、緑、褐色の三彩釉で彩る。刻文は、見込

み口縁下に 2 本の圏線を巡らし、波形の線で大きく格子状に器面を区切り、線上を黄釉で色付けしている。さらに、渦文を刻んで上から緑釉を塗

る区画と褐釉で斑文を施した区画と交互に表わす。底は低めに高台を削り出し、高台脇から露胎とする。 

 

12  名称 青花人物文長方合子（せいかじんぶつもんちょうほうごうす） 品  質 磁製 

作 者 等 中国・景徳鎮官窯「大明隆慶年造」銘 員  数 1 合 

時  代 明時代・隆慶年間(1567～72) 寸 法 等 縦 15.0cm 横 24.0cm 高 8.7cm 

作品概要 

夾雑物を多く含んだ硬質の白磁胎。胎は厚く、重い。畳付きを残して総釉、ところどころ釉の剥落、いわゆる「虫喰い」を生じている。四方を入隅

形とした長方合子で、蓋裏と身の底に木製漆塗りの蓋物を模して 2 本ずつ桟を表わしている。コバルトによる下絵付けは硬い筆致で、蓋表に女性

の図と、蓋・身の側面の長辺には火炎宝珠をはさんで向き合う 2 頭、短辺にはそれぞれ 1 頭の五爪の龍を配する。コバルトは黒色がかった発色で

ある。底の中央には二重円に楷書で「大明隆慶年造」青花銘を表わす。 

(2)寄贈（84 件） 

＜絵画＞（4 件） 

1 名称 渡唐天神図（ととうてんじんず） 品  質 紙本着色 

作 者 等 文安 3 年(1446)景南英文（1365～1454）賛 員  数 1 幅 

時  代 室町時代・15 世紀 寸 法 等 本紙 縦 78.5cm 横 28.0cm 

作品概要 

掛幅装、牙軸。天神が中国の禅の名僧、無準師範に参じて法衣を授けられたという渡唐天神の説話にもとづく画像。道服を着て、頭に冠を載せて

頭巾を被り、足に襪をはき、袈裟袋を肩から提げ、正面を向いて拱手し、花弁を付けた紅梅の枝を右脇に抱えて立つ渡唐天神が描かれる。図上に

景南英文が文安 3 年(1446)6 月 23 日に賛を書いている。 

 

2  名称 渡唐天神図（ととうてんじんず） 品  質 紙本着色 

作 者 等 祥琳筆 大永 3 年(1523)驢雪鷹㶚（?～1558）賛 員  数 1 幅 

時  代 室町時代・16 世紀 寸 法 等 本紙 縦 79.3cm 横 27.3cm 

作品概要 

掛幅装、塗軸。天神が中国の禅の名僧、無準師範に参じて法衣を授けられたという渡唐天神の説話にもとづく画像。道服を着て、頭に冠を載せて

頭巾を被り、足に履をはき、袈裟袋を肩から提げ、正面を向いて拱手し、花弁を付けた白梅の枝を右脇に抱えて立つ渡唐天神が描かれる。図上に

驢雪鷹㶚が「大永癸未初夏廿又五」すなわち大永 3 年(1523)4 月 25 日に賛を書いている。 

 

3 名称 渡唐天神図（ととうてんじんず） 品  質 紙本着色 

作 者 等 万里集九（1428～1501～?）賛 員  数 1 幅 

時  代 室町時代・16 世紀 寸 法 等 本紙 縦 82.4cm 横 29.3cm 

作品概要 

掛幅装、牙軸。天神が中国の禅の名僧、無準師範に参じて法衣を授けられたという渡唐天神の説話にもとづく画像。道服を着て、頭に冠を載せて

頭巾を被り、足に襪をはき、袈裟袋を肩から提げ、正面を向いて拱手し、花弁を付けた白梅の枝を右脇に抱えて立つ渡唐天神が描かれる。図上に

万里集九が賛を書いている。 

 

4  名称 渡唐天神図（ととうてんじんず） 品  質 紙本墨画・墨書 

作 者 等 近衛信尹（1565～1614）筆 員  数 1 幅 

時  代 江戸時代・慶長 15 年(1610) 寸 法 等 本紙 縦 96.4cm 横 31.7cm 

作品概要 

掛幅装、木（漆塗）軸。仙冠の部分を「天」で、体部を「神」の草書体で表した文字絵の天神像。上部には和歌が記される。江戸時代末の画人伝

『古画備考』によると、信尹は墨画の渡唐天神像を百幅描いたとされ、現在、数十幅が現存している。年紀のあるものは慶長 14・15 年（1609・10）

に集中しており、本図は慶長 15 年(1610)の制作とわかる作例である。 

＜書跡＞（25 件） 

5  名称 荒木切「山風に」（あらききれ「やまかぜに」） 品  質 彩箋墨書 

作 者 等 伝藤原行成（972～1027）筆 員  数 1 幅 

時  代 平安時代・11 世紀 寸 法 等 本紙 縦 20.5cm 横 6.4cm 

作品概要 

掛幅装。牙撥軸。『古今和歌集』より、巻第八・離別歌、僧正遍照の和歌を書写する。江戸時代の能書で上代様を学んでいた荒木素白が所蔵してい

たことに因んで「荒木切」と呼ばれる。「荒木切」は元は冊子本であったと考えられており、ほかのつれは、舶載（中国製）の唐紙や素紙なども使

っている。本作の料紙は、上下に藍の繊維を漉き込んだ雲紙である。 

 

6  名称 和泉式部集切「なぐさめん」（いずみしきぶしゅうきれ「なぐさめん」） 品  質 彩箋墨書 

作 者 等 伝藤原行成（972～1027）筆 員  数 1 幅 

時  代 平安時代・11 世紀 寸 法 等 本紙 縦 20.3cm 横 13.0cm 

作品概要 

掛幅装。牙切軸。和泉式部（生没年未詳）の家集『和泉式部集』の写本。最古の写本で、ほかのつれは『和泉式部集』の「正集」と「続集」の混同

も見られるが、本作は「続集」の和歌を抄出している。もとは冊子本で、牡丹（あるいは龍丸）文様が空摺りされた、ほかの古筆切には類例のない

技法の装飾料紙を使っている。 

 

7  名称 
胡粉地切「よのなかに」他 2 首 

（ごふんじきれ「よのなかに」ほか 2 しゅ） 
品  質 彩箋墨書 

作 者 等 伝寂蓮（1139?～1202）筆 員  数 1 幅 

時  代 平安時代・12 世紀 寸 法 等 本紙 縦 20.2cm 横 17.0cm 

作品概要 
掛幅装。牙切軸。白の具引地に金銀の砂子を撒いた料紙に、『後撰和歌集』を書写した断簡で、もとは粘葉装の冊子本であった。現在巻第三・六・

七・八・九・十二・十三の断簡二十数葉が伝えられているにすぎない。筆者は寂蓮（1139?～1202）と伝えられているが確証はない。 

 

8  名称 惟成弁集切「人ならば」（これしげのべんのしゅうきれ「ひとならば」） 品  質 彩箋墨書 

作 者 等 伝坊門局筆 員  数 1 幅 

時  代 平安時代・12 世紀 寸 法 等 本紙 縦 24.2cm 横 16.0cm 

作品概要 
掛幅装。牙印可軸。藤原惟成(ふじわらのこれしげ、953～989）の家集『惟成弁集』を書写した唯一の古筆切。もとは冊子本で、現存する断簡は全

部で 10 葉ほどしか残されていない。柔らかで伸びやかな筆運びで、伝称筆者は藤原俊成の女で定家の姉にあたる坊門局とされている。 
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9  名称 書状「二村因州宛」（しょじょう「ふたむらいんしゅうあて」） 品  質 紙本墨書 

作 者 等 本阿弥光悦（1558～1637）筆 員  数 1 幅 

時  代 江戸時代・17 世紀 寸 法 等 本紙 縦 28.5cm 横 45.8cm 

作品概要 

掛幅装。切軸。本阿弥光悦が「二村因州」に宛てた手紙である。その書風からは、光悦壮年の元和期かと推定される。光悦書翰研究者増田孝によ

ると、現在確認されている光悦書翰は 340 通前後。本書簡は小松茂美により紹介された周知の資料である。宛所「二村因州」また文中確認される

「権助」は、増田によって 6 通の書簡が紹介されているが、いずれも光悦と極めて近しい交友関係であったこと以上には判明しない。ただ、上記

6 通を含め、きわめてくだけた内容となっていることから、光悦同様の京都町衆か茶師かとも推定される。 

 

10 名称 
五言詩「城中乞食了」「手把兎角杖」（ごごんし「じょうちゅうしょく

をこいおわり」「てにとかくのつえをとり」） 
品  質 紙本墨書 

作 者 等 良寛（1758～1831）筆 員  数 2 幅 

時  代 江戸時代・19 世紀 寸 法 等 本紙 縦 98cm 横 28.0cm 

作品概要 

掛幅装。撥軸。良寛の書は、諸国行脚の旅から越後に帰国した後を 3 期(五号庵期・乙子祠畔期・島崎庵室期)に分け評される。円熟の書境に達し、

またもっとも遺墨が多いのは乙子祠畔期である。ほぼ独習により、飄々とした線と字形をものとした独特の書風を築き、日本書法史上特異な地位

にある。「城中乞食了」「手把兎角杖」の双幅も、好んで認められた漢詩(寒山詩)の一節。本作はその書風はもちろん、研究史的にも乙子祠畔期、

良寛 60 歳代円熟期の作と考えられている。 

 

11 名称 
重要美術品 大弐三位集断簡（端白切）「あきかぜは」（だいにのさ

んみしゅうだんかん はたじろぎれ「あきかぜは」） 
品  質 彩箋墨書 

作 者 等 伝藤原行成（972～1027）筆 員  数 1 幅 

時  代 平安時代・12 世紀 寸 法 等 本紙 縦 19.8cm 横 16.7cm 

作品概要 

掛幅装。牙軸。大弐三位（藤原賢子、紫式部の女）の家集『大弐三位集』（『藤三位集』とも）の断簡。もとは冊子本で、淡藍地の唐紙（舶載）の剥

落が激しく、四辺がはげて白くなっている場合が多いため、「端白切」と呼ばれる。筆者は、女手と考えられ、大弐三位自身の草稿本とも推定され

る。しかし、藤原行成とされた時期もあったようで（『新撰古筆名葉集』1858 年で行成筆を否定）、本幅の箱書には「行成歌之物」とある。 

本幅の料紙はほかの端白切よりも保存状態がよく、淡藍地に二重蔓唐草双鳳凰丸文が雲母摺りされた様子がよく見える。冒頭に見える「新古今」

の三文字は別筆で、藤原定家（1162～1241）による集付である。二首の和歌の左には、三首目の和歌の上の句が削って消された跡が見える。 

 

12 名称 色紙華厳経断簡（泉福寺経）（しきしけごんきょうだんかん(せんぷくじきょう)） 

時  代 平安時代・12 世紀 員  数 1 面 

品  質 彩箋墨書 寸 法 等 本紙 縦 24.0cm 横 50.0cm 

作品概要 
額装。藍の漉き紙に金の揉み箔を散らした料紙に、60 巻本「大方広仏華厳経」巻第二十六を書写した断簡である。もと河内国泉福寺に伝来したこ

とから、泉福寺経の名で呼ばれる。天地の焦げ跡から、その伝来途次に火災に遭ったことが知られる。 

 

13 名称 百人一首帖（ひゃくにんいっしゅじょう） 品  質 彩箋墨書 

作 者 等 烏丸光広（1579～1638）筆 員  数 1 帖 

時  代 江戸時代・17 世紀 寸 法 等 縦 25.1cm 横 18.9cm 

作品概要 

綴葉装。烏丸光広が「百人一首」を書写したもの。白、浅葱、薄茶、黄の色紙を色変わりで 27 枚使った合計 54 頁に、1 頁に二首ずつ揮毫されてい

る。色紙には、金銀泥で、梅、桜、菊、朝顔などの植物や、鳥、鹿、釣り人、寒山拾得などの下絵が描かれている。光悦流の書風の特徴が顕著に見

られ、光広の署名はないものの、小松茂美氏の『烏丸光廣』（小学館、昭和 57 年）によって、光広四十代の作品であることが定説となっている。 

 

14 名称 書懐（しょかい） 品  質 紙本墨書 

作 者 等 西依成斎（1702～97）筆 員  数 1 幅 

時  代 江戸時代・天明元年(1781)、寛政 9 年(1797) 寸 法 等 
第 1cm 通 縦 25.6cm 横 27.0cm ; 第 2cm 通 縦 25.6cm 横

13.7cm 

作品概要 掛幅装。木軸。第一通は「書懐」と題する五言律詩で 80 歳の作。第二通は「考終命」と大書した最晩年 96 歳の作である。 

 

15 名称 和歌短冊「深き夜の」（わかたんざく「ふかきよの」） 品  質 紙本墨書 

作 者 等 橋本左内（1834～59）筆 員  数 1 幅 

時  代 江戸時代・19 世紀 寸 法 等 本紙 縦 35.6cm 横 6.0cm 

作品概要 掛幅装。牙軸。短冊に『新古今和歌集』釈教所収の寂蓮法師の和歌を墨書する。 

 

16 名称 梅竹自画賛（ばいちくじがさん） 品  質 紙本墨画 

作 者 等 頼復（1823～89）筆 員  数 1 幅 

時  代 明治 16 年(1883) 寸 法 等 本紙 縦 111.5cm 横 31.4cm 

作品概要 掛幅装。木軸。梅と竹を墨画し「梅竹争妍 癸未八月 頼復作」と賛を加える。 

 

17 名称 
有栖川宮熾仁親王・毛利元徳書状（ありすがわのみやたるひとしん

のう・もうりもとのりしょじょう） 
品  質 紙本墨書 

作 者 等 有栖川宮熾仁親王（1835～95）筆、毛利元徳（1839～96）筆 員  数 1 巻 

時  代 明治時代・19 世紀 寸 法 等 
第 1 通（熾仁親王） 縦 16.8cm 横 81.6cm 、第 2 通（毛利元

徳） 縦 17.1cm  横 108.0cm 

作品概要 巻子装。木軸。熾仁親王書状（毛利元徳宛）と毛利元徳書状（綾小路正二位[有良か]宛）を合装する。 

 

18 名称 七言二句（しちごんにく） 品  質 絹本墨書 

作 者 等 有栖川宮熾仁親王（1835～95）筆 員  数 1 幅 

時  代 明治 24 年(1891) 寸 法 等 本紙 縦 146.0cm 横 60.8cm 

作品概要 掛幅装。木軸。宋の王禹偁『南郊大礼詩』からの二句を墨書する。 

 

19 名称 益田香遠刻印（ますだこうえんこくいん） 

作 者 等 益田香遠（1836～1921）刻 品  質 石製、木製、銅製、水晶製 

時  代 明治時代～大正時代・19～20 世紀 員  数 37 顆 

作品概要 
益田香遠の印譜『龍鱗留影』(大正 5 年(1916))に収録されるものを主とする益田香遠刻の 37 顆の印である。印文の内容は成語印を主とする。付属

の箱蓋には、三井南家を継ぎ帝室博物館鑑査委員などを務めた三井高弘(八郎次郎)による「龍鱗留影」の銘が刻される。 
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20 名称 「象帝之先」朱白文印（「ていのせんににたり」しゅはくぶんいん） 品  質 乾漆製、紙本鈐印 

作 者 等 小林斗盦（1916～2007）刻 員  数 1 顆 1 枚 

時  代 昭和 54 年(1979) 寸 法 等 印章：縦 2.2cm 横 2.1cm 高 5.5cm 印影：縦 27.3cm 横 18.4cm 

作品概要 
印章は獣鈕の方印。印影は未表装(額装から剥された状態)。印文は『老子』を典拠とする。作風は後漢から三国・魏の時代の官印の印篆を素地と

して、後漢時代の私印にみられる朱白相間印の様式をとり入れたものである。 

 

21 名称 
「龍蛇虎豹曲成文章」白文印 

（「りょうだこひょうつぶさにぶんしょうをなす」はくぶんいん） 
品  質 石製、紙本鈐印 

作 者 等 小林斗盦（1916～2007）刻 員  数 1 顆 1 枚 

時  代 昭和 58 年(1983) 寸 法 等 印章：縦 3.9cm 横 3.8cm 高 8.7cm 印影：縦 36.5cm 横 25.7cm 

作品概要 
印章は素鈕の方印。印影は未表装(額装から剥された状態)で、濃紺色の枠線及び「懐玉印室」(篆書、枠外左)が刷られた印箋に鈐印される。印文

は『淮南子』俶真訓を典拠とする。作風は鏨によって刻された鑿印の風をとり入れたものである。 

 

22 名称 「韋弦之佩」白文印（「いげんのはい」はくぶんいん） 品  質 石製、紙本鈐印 

作 者 等 小林斗盦（1916～2007）刻 員  数 1 顆 1 枚 

時  代 昭和 59 年(1984) 寸 法 等 印章：縦 4.1cm 横 4.1cm 高 3.5cm 印影：縦 32.7cm 横 23.6cm 

作品概要 
印章は素鈕の方印。印影は未表装(裏打ちあり)。印文は『韓非子』観行を典拠とする。作風は戦国時代の斉・魯系統の璽印の風にならったもので

ある。 

 

23 名称 
「寸鉄駆蛟龍」朱文楕円印 

（「すんてつこうりゅうをかる」しゅぶんだえんいん） 
品  質 石製,紙本鈐印 

作 者 等 小林斗盦（1916～2007）刻 員  数 1 顆 1 枚 

時  代 昭和 61 年(1986) 寸 法 等 印章：縦 3.3cm 横 2.0cm 高 4.8cm,印影：縦 36.8cm 横 27.0cm 

作品概要 
印章は獣鈕の楕円印。印影は未表装(額装から剥された状態)で、濃紺色の枠線及び「懐玉印室」(篆書、枠外左)が刷られた印箋に鈐印される。印

文は呉昌碩の七言古詩「刻印」を典拠とする。作風は小篆。 

 

24 名称 
「復帰于嬰児」白文矩形印 

（「えいじにふっきす」はくぶんくけいいん） 
品  質 石製、紙本鈐印 

作 者 等 小林斗盦（1916～2007）刻 員  数 1 顆 1 枚 

時  代 平成 3 年(1991) 寸 法 等 印章：縦 4.2cm 横 5.2cm 高 4.2cm 印影：縦 31.5cm 横 22.6cm 

作品概要 
印章は素鈕の矩形印。未表装(額装から剥された状態)で、濃紺色の枠線及び「懐玉印室」(篆書、枠外左)が刷られた印箋に鈐印される。印文は『老

子』を典拠とする。作風は古璽の矩形の形式に、金文の字姿を調和させたものである。 

 

25 名称 
「絶学無憂」「去彼取此」両面印（「がくをたてばうれいなし」「かれ

をさりてこれをとる」りょうめんいん） 
品  質 石製、紙本鈐印 

作 者 等 小林斗盦（1916～2007）刻 員  数 1 顆 2 枚 

時  代 平成 9 年(1997) 寸 法 等 
印章：縦 2.1cm 横 1.6cm 高 5.4cm 印影 1：縦 16.6cm 横

12.0cm 印影 2：縦 34.9cm 横 25.6cm 

作品概要 
印章は素鈕の方印で、両面刻。印影はともに未表装(裏打ちあり)で、印章の両面を上下に鈐印する。印影 1 は濃紺色の枠線及び「懐玉印室」(篆書、

枠外左)が刷られた印箋、印影 2 は素紙である。両面ともに印文は『老子』を典拠とし、作風は清時代の呉熙載・趙之謙の風を基調とする。 

 

26 名称 
「去彼取此」朱文長方印 

（「かれをさりてこれをとる」しゅぶんちょうほういん） 
品  質 石製、紙本鈐印 

作 者 等 小林斗盦（1916～2007）刻 員  数 1 顆 1 枚 

時  代 平成 9 年(1997) 寸 法 等 印章：縦 9.7cm 横 2.5cm 高 2.7cm 印影：縦 34.8cm 横 25.4cm 

作品概要 
印章は素鈕の長方印。印影は未表装(額装から剥された状態)で、濃紺色の枠線及び「懐玉印室」(篆書、枠外左)が刷られた印箋に鈐印される。印

文は『老子』を典拠とする。作風は清時代の趙之謙の風を基調とする。 

 

27 名称 
「聖人不従事于務」朱文印 

（「せいじんはつとめにじゅうじせず」しゅぶんいん） 
品  質 石製、紙本鈐印 

作 者 等 小林斗盦（1916～2007）刻 員  数 1 顆 1 枚 

時  代 平成 12 年(2000) 寸 法 等 印章：縦 6.0cm 横 6.0cm 高 4.7cm 印影：縦 33.0cm 横 23.6cm 

作品概要 
印章は素鈕の方印。印影は未表装(裏打ちあり)。印文は『荘子』斉物論を典拠とする。作風は京都・藤井有鄰館が所蔵する戦国時代・燕系統の古

璽にならったものである。 

 

28 名称 「絶塵」朱文印（「ぜつじん」しゅぶんいん） 品  質 石製、紙本鈐印 

作 者 等 小林斗盦（1916～2007）刻 員  数 1 顆 1 枚 

時  代 平成 14 年(2002) 寸 法 等 印章：縦 9.0cm 横 9.0cm 高 13.9cm 印影：縦 35.0cm 横 25.6cm 

作品概要 

印章は素鈕の方印。片面(頂部)には同文の試刻が残される。印影は未表装(額装から剥された状態)で、別紙に鈐印したものが濃紺色の枠線及び「懐

玉印室」(篆書、枠外左)が刷られた印箋に貼り込まれる。印文は『荘子』田子方を典故とする。作風は、殷時代の甲骨文と戦国時代の金文、異なる

時代の文字を意図的に使用し調和をはかったものである。 

 

29 名称 
「寵辱若驚貴大患若身」朱文印（「ちょうじょくおどろくがごとくし

たいかんをたっとぶことみのごとくす」しゅぶんいん） 
品  質 石製、紙本鈐印 

作 者 等 小林斗盦（1916～2007）刻 員  数 1 顆 2 枚 

時  代 平成 15 年(2003) 寸 法 等 
印章：縦 2.7cm 横 2.6cm 高 4.2cm 印影 1：縦 16.7cm 横

12.0cm 印影 2：縦 32.9cm 横 23.6cm 

作品概要 
印章は獣鈕の方印。印影はともに未表装(裏打ちあり)。印影 1 は濃紺色の枠線及び「懐玉印室」(篆書、枠外左)が刷られた印箋に鈐印され、印影

2 は素紙に鈐印される。印文は『老子』を典拠とする。作風は清時代の趙之謙の多字印にならったものである。 

＜陶磁＞（1 件） 

30 名称 青磁刻花牡丹文花入（せいじこっかぼたんもんはないれ） 品  質 陶製 

作 者 等 青木木米（1767～1833）作 員  数 1 口 

時  代 江戸時代・19 世紀 寸 法 等 高 34.8cm 口径 15.6cm 

作品概要 

硬質の胎土。らっぱ状に開いた口と長い頸、ゆったりと膨らんだ胴からなる、いわゆる尊形の花生。中国の尊形青磁花生をもとに写したと考えら

れる。口縁から頸にかけて 4 本の鎬をめぐらす。頸部、胴部には二重線の窓をそれぞれ前後２つ配し、その内側に牡丹の文様を刻む。窓の外側に

は、雲文を内側にもつ菱形の格子文を刻む。胴から下は、鎬蓮弁を巡らす。畳付をのぞく全体に、緑がかった青磁釉が厚く掛かる。底部、高台内

に二重圏線の楕円形印で隷書体の「青来」印が捺されている。 
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＜染織＞（1 件） 

31 名称 
振袖 紺平絹地御簾檜扇模様 

（ふりそで こんへいけんじみすひおうぎもよう） 
員  数 1 領 

時  代 江戸～明治時代・19 世紀 寸 法 等 丈 157.5cm 裄 60.5cm 

品  質 平絹に友禅染   

作品概要 

平絹に友禅染で御簾、檜扇といった王朝風の模様を染めた紺地の振袖である。王朝風の模様は、江戸時代前期以降、吉祥模様として好まれた日本独

特の模様である。一つ一つのモティーフが繊細な細い糊置きによる友禅染で染められているが、リボン状に肩から裾へと流れる熨斗様の模様の中

には、蜀江文、唐草文、鳳凰文、菊花文、窠文などを丁寧に色挿しがなされている。裏地には紅絹が用いられ、裾には幅 6 ㎝ほどの綿を詰めた太い

袘が付く。模様の主題から晴れ着であったことは明らかであるが、長さ 1 メートル余りある大振袖であること、袘が厚い打掛の体裁であることか

ら、江戸時代末期から明治時代初期の町方女性が用いた婚礼衣装だった可能性がある。 

＜考古＞（15 件） 

32 名称 石器（せっき） 品  質 石製 

作 者 等 北海道遠軽町留岡 下社名渕遺跡出土 員  数 5 個 

時  代 旧石器時代(後期)・前 18000 年 寸 法 等 尖頭器 4 個(6.4cm-18.8cm)、両面調整石器 1 個(19.9cm) 

作品概要 
下社名渕遺跡出土石器 5 個は、狩猟具である尖頭器が 4 個、石器の製作工程を示す両面調整石器が１個である。北海道における後期旧石器時代後

半の細石刃石器群に伴う尖頭器である。 

 

33 名称 石器（せっき） 品  質 石製 

作 者 等 北海道遠軽町白滝 白滝第 4 地点・第 30 地点遺跡出土 員  数 95 個 

時  代 旧石器時代(後期)・前 18000 年 

寸 法 等 
石刃鏃 1 個(4.4cm)、削器 1 個(10.9cm)、細石刃核 2 個(5.7cm-10.8cm)、細石刃核原形 2 個(6.1cm-11.8cm)、削片 2 個(7.8cm-10.9cm)、両面調整石

器 5 個(6.7cm-11.9cm)、石核 1 個(8.4cm)、剥片 80 個(3.6cm-14.2cm)、原石 1 個(6.4cm) 

作品概要 

白滝第 4 地点・第 30 地点遺跡出土石器は、狩猟具の石刃鏃が 1 個、加工具の削器が 1 個、石器の製作工程を示す細石刃核が 2 個、細石刃核原形が

2 個、削片が 2 個、両面調整石器が 5 個、石核が 1 個、剥片 80 個、原石が 1 個の計 95 個からなる。削片は北海道の旧石器時代後半期を特徴づける

湧別技法を示す典型例である。いずれも北海道における後期旧石器時代後半の細石刃石器群に伴う石器である。 

 

34 名称 石器（せっき） 品  質 石製 

作 者 等 北海道遠軽町白滝出土 員  数 29 個 

時  代 旧石器時代(後期)・前 18000 年 

寸 法 等 
尖頭器 4 個(6.6cm-9.9cm)、有茎尖頭器 1 個(6.6cm)、削器 2 個(8.3cm-10.2cm)、掻器 2 個(5.4cm-6.9cm)、細石刃核原形 1 個(9.4cm)、両面調整石

器 1 個(10.9cm)、石核 2 個(14.5cm-22.5cm)、剥片 16 個(2.5cm-19.1cm) 

作品概要 
白滝出土石器は、狩猟具の尖頭器が 4 個、有茎尖頭器が 1 個、加工具の削器が 2 個、掻器 2 個、石器の製作工程を示す細石刃核原形が 1 個、両面

調整石器が 1 個、石核が 2 個、剥片が 16 個の計 29 個からなる。北海道における後期旧石器時代後半の細石刃石器群に伴う石器である。 

 

35 名称 石器（せっき） 品  質 石製 

作 者 等 北海道遠軽町 タチカリシベ出土 員  数 5 個 

時  代 旧石器時代(後期)・前 18000 年 寸 法 等 尖頭器 2 個(4.2cm-7.3cm)、細石刃核 3 個(4.9cm-6.3cm) 

作品概要 

タチカリシベ出土石器は、狩猟具の尖頭器 2 個、石器の製作工程を示す細石刃核 3 個の計 5 個からなる。細石刃核は北海道の旧石器時代後半期を

特徴づける白滝型細石刃核および紅葉山型細石刃核の典型例である。いずれも北海道における後期旧石器時代後半の細石刃石器群に伴う石器であ

る。 

 

36 名称 石器（せっき） 品  質 石製 

作 者 等 北海道遠軽町出土 員  数 11 個 

時  代 旧石器時代(後期)・前 18000 年 寸 法 等 
尖頭器 4個(5.3cm-7.6cm)、削器 1個(6.7cm)、掻器 3個(7.3cm-

7.4cm)、細石刃核 1 個(6.4cm)、剥片 2 個(2.2cm-3.2cm) 

作品概要 

遠軽町出土石器は、狩猟具の尖頭器が 4 個、加工具の削器が 1 個、掻器が 3 個、石器の製作工程を示す細石刃核が 1 個、剥片が 2 個の計 11 個から

なる。細石刃核は北海道の後期旧石器時代後半期を特徴づける峠下型細石刃核の典型例である。いずれも北海道における後期旧石器時代後半の細

石刃石器群に伴う石器である。 

 

37 名称 石器（せっき） 品  質 石製 

作 者 等 北海道置戸町 置戸安住遺跡出土 員  数 45 個 

時  代 旧石器時代(後期)・前 18000 年 寸 法 等 

細石刃 11 個(1.2cm-3.1cm)、細石刃核 2 個(3.4cm-10.5cm)、

両面調整石器 1 個(12.9cm)、石核 1 個(12.3cm)、剥片 30 個

(3.6cm-12.9cm) 

作品概要 

置戸安住遺跡出土石器は、組み合わせ式の道具である細石刃が 11 個、石器の製作工程を示す細石刃核が 2 個、両面調整石器が 1 個、石核が 1 個、

剥片が 30 個の計 45 個からなる。細石刃核は北海道の後期旧石器時代後半期を特徴づける広郷型細石刃核の典型例である。いずれも北海道におけ

る後期旧石器時代後半の細石刃石器群に伴う石器である。 

 

38 名称 石器（せっき） 品  質 石製 

作 者 等 北海道置戸町出土 員  数 34 個 

時  代 旧石器時代(後期)・前 18000 年 寸 法 等 

尖頭器 2 個(5.9cm-8.5cm)、有茎尖頭器 1 個(8.2cm)、削器 1 個

(6.3cm)、彫器 1 個(4.6cm)、掻器 2 個(6.7cm-7.9cm)、剥片 27

個(2.4cm-14.3cm) 

作品概要 

置戸町出土石器は、狩猟具の尖頭器が 2 個、有茎尖頭器が 1 個、加工具の削器が 1 個、彫器が 1 個、掻器が 2 個、石器の製作工程を示す剥片が 27

個の計 34 個からなる。彫器は北海道の後期旧石器時代後半期を特徴づける荒屋型彫器の典型例である。いずれも北海道における後期旧石器時代後

半の細石刃石器群に伴う石器である。 

 

39 名称 石器（せっき） 品  質 石製 

作 者 等 北海道蘭越町 立川遺跡 A 地点出土 員  数 5 個 

時  代 旧石器時代(後期)・前 18000 年 寸 法 等 長 1.4cm-2.2cm 

作品概要 
立川遺跡 A 地点出土石器 5 個は、すべて組み合わせ式の道具である細石刃からなる。北海道における後期旧石器時代後半の細石刃石器群に伴う石

器である。 

 

40 名称 石器（せっき） 品  質 石製 

作 者 等 北海道蘭越町 立川遺跡 B 地点出土 員  数 2 個 

時  代 旧石器時代(後期)・前 18000 年 寸 法 等 長 1.5cm-1.6cm 

作品概要 
立川遺跡 B 地点出土石器 2 個は、すべて組み合わせ式の道具である細石刃からなる。北海道における後期旧石器時代後半の細石刃石器群に伴う石

器である。 
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41 名称 石器（せっき） 品  質 石製 

作 者 等 北海道蘭越町 立川遺跡出土 員  数 2 個 

時  代 旧石器時代(後期)・前 18000 年 寸 法 等 彫器 1 個(3.9cm)、掻器 1 個(4.6cm) 

作品概要 
立川遺跡出土石器は、加工具の彫器が 1 個、掻器が 1 個の計 2 個からなる。彫器は北海道の後期旧石器時代後半期を特徴づける荒屋型彫器の典型

例である。いずれも北海道における後期旧石器時代後半の細石刃石器群に伴う石器である。 

 

42 名称 石器（せっき） 品  質 石製 

作 者 等 北海道京極町松川 トド川出土 員  数 1 個 

時  代 縄文時代（早期）・前 7000 年－前 400 年 寸 法 等 長 3.8cm 

作品概要 トド川出土石器は、狩猟具の尖頭器 1 個からなる。北海道における後期旧石器時代後半の細石刃石器群に伴う石器である。 

 

43 名称 石器（せっき） 品  質 石製 

作 者 等 北海道長万部町旭浜 追込 B 出土 員  数 2 個 

時  代 縄文時代(早～晩期)・前 7000～前 400 年 寸 法 等 スクレイパー1 個(4.1cm)、石錐 1 個(2.9cm) 

作品概要 追込 B 出土石器は、加工具のスクレイパーが 1 個、石錐が 1 個の計 2 個からなる。 

 

44 名称 石器（せっき） 品  質 石製 

作 者 等 北海道出土 員  数 623 個 

時  代 
旧石器時代(後期)・前 18000 年／縄文時代(早～晩期)・前 7000～前

400 年 
寸 法 等 尖頭器 19 個(2.4cm-7.0cm) ほか 形状・主題参照 

作品概要 

北海道出土石器は、狩猟具の尖頭器が 19 個(2.4-7.0 ㎝)、加工具の彫器が 2 個(3.9-4.2 ㎝)、掻器が 6 個(4.3-6.5 ㎝)、スクレイパーが 16 個(2.7-

6.4 ㎝)、石匙が 3 個(2.8-6.2 ㎝)、石箆が 2 個(2.3-5.4 ㎝)、土堀具である打製石斧が 1 個(5.1 ㎝)、組み合わせ式の道具である細石刃が 3 個(3.3-

3.5 ㎝)、石器の製作工程を示す細石刃核が 2 個(5.8-8.3 ㎝)、細石刃核原形が 6 個(5.1-8.6 ㎝)、削片が 6 個(2.7-7.5 ㎝)、両面調整石器が 19 個

(3.6-9.8 ㎝)、石核が 11 個(2.9-10.8 ㎝)、剥片が 511 個(1.4-14.0 ㎝)、砕片が 10 個(1.6-3.4 ㎝)、原石 6 個(4.7-8.9 ㎝)の計 623 個からなる。

細石刃核は北海道の後期旧石器時代後半期を特徴づける札滑型細石刃核及び広郷型細石刃核である。細石刃核原形は湧別技法およびホロカ技法に

よって製作されたものである。いずれも北海道における後期旧石器時代後半の細石刃石器群に伴う石器である。 

 

45 名称 土器・石器（どき・せっき） 品  質 土製・石製 

作 者 等 出土地不詳 員  数 56 個 

時  代 
縄文時代(前期)～弥生時代(後期)・前 3000～3 世紀／安土桃山時代・

16 世紀  
寸 法 等 土器残片 45 個(2.4cm-14.4cm)、剥片 11 個(2.3cm-4.0cm) 

作品概要 
東北地方の縄文時代中期、関東地方の縄文時代前期から晩期および弥生時代後期、安土桃山時代の土器残片が 45 個と剥片が 11 個の計 56 個からな

る。 

 

46  名称 唐草文軒平瓦（からくさもんのきひらかわら） 員  数 1 個 

時  代 飛鳥時代・7～8 世紀 寸 法 等 縦 18.0cm 横 26.3cm 高 9.0cm 

品  質 瓦製   

作品概要 
軒平瓦は建物の軒先に葺かれ、雨水や火災から建物を守り、軒先を荘厳するための瓦。軒先は軒丸瓦と軒平瓦が組み合わされて葺かれるが、その

うち本例は軒平瓦である。笵型から型抜きによって施された均整唐草文とよばれる瓦当文様から、本例は 7 世紀後半段階の所産に比定される。 

＜歴史資料＞（1 件） 

47  名称 小林斗盦印譜（こばやしとあんいんぷ） 品  質 紙本鈐印 

作 者 等 小林斗盦（1916～2007）刻 員  数 5 冊 

時  代 平成 28 年(2016) 寸 法 等 
29.8cm×19.0cm(斗盦先生遺印),19.8cm×13.5cm(斗盦先生自

用印集) 

作品概要 

袋綴。①『斗盦先生遺印』及び②『斗盦先生自用印集』からなる。編輯は北斗文会(小林斗盦が設立した篆刻団体)。①は上下 2 冊で、小林家所蔵

の斗盦刻印のうち成語印を鈐拓した印譜。収録内容は上冊 45 顆、下冊 45 顆、各巻頭に目次(印文・制作年)を付す。②は『斗盦先生自用印』上下

2 冊と『斗盦先生遺印』補遺 1 冊よりなる。『斗盦先生自用印』は小林家所蔵の斗盦刻印のうち姓名雅号印、斎堂館閣印、干支印等、自ら使用した

印を鈐拓した印譜。収録内容は上冊 58 顆、下冊 58 顆、各巻頭に目次(同上)を付す。『斗盦先生遺印』補遺は『斗盦先生遺印』の補遺版で、小型の

成語印 35 顆を収録し、巻頭に目次(同上)を付す。 

＜東洋絵画＞（1 件） 

48 名称 重要美術品 五馬図巻（ごばずかん） 品  質 紙本墨画淡彩 

作 者 等 李公麟（1049～1106）筆 員  数 1 巻 

時  代 北宋時代・11 世紀 寸 法 等 本紙 縦 27.8cm 長さ 256.5cm 

作品概要 

巻子装。北宋・元祐元年（1086）から 3 年（1088）にかけて西域諸国から献じられた、「鳳頭驄」・「錦膊驄」・「好頭赤」・「照夜白」の 4 頭、及び無

名の 1 頭の計 5 頭の名馬と、その手綱をとる胡人を描く。黄庭堅（1045～1105）が、最初の 4 頭それぞれの題と、末尾の跋を書く。巻末には曾紆

（1073～1135）の跋が合装される。また、乾隆帝（1711～99）が引首、および画中 2 所に題を記す。 

＜東洋書跡＞（2 件） 

49 名称 行草書五言古詩軸（ぎょうそうしょごごんこしじく） 

指  定 重要文化財 品  質 紙本墨書 

作 者 等 即休契了（1269～1351）筆 員  数 1 幅 

時  代 元時代・14 世紀 寸 法 等 縦 28.0cm 横 83.2cm 

作品概要 
掛幅装。牙軸。行草書で五言古詩を揮毫した作。年紀はないが、書風・署名・印記等が示寂の前年に愚中周及に与えた餞別偈(重要文化財・五島美

術館蔵)と符合することから、最晩年の作と考えられている。 

 

50  名称 隷書張衡霊憲四屏（れいしょちょうこうれいけんしへい） 品  質 紙本墨書 

作 者 等 趙之謙（1829～84）筆 員  数 4 幅 

時  代 清時代・同治 7 年(1868) 寸 法 等 縦 120.0cm 横 43.6cm 

作品概要 掛幅装。占星術に関する著述を整理した瞿曇悉達『開元占経』に引かれる張衡｢霊憲｣を隷書で揮毫した作。 

＜東洋陶磁＞（2 件） 

51 名称 重要美術品 五彩金襴手水注（ごさいきんらんですいちゅう） 品  質 磁製 

作 者 等 中国・景徳鎮窯 員  数 1 合 

時  代 明時代・16 世紀 寸 法 等 高 30.0cm 口径 5.7cm 底径 9.2cm 

作品概要 

硬質白磁胎。洋梨形の扁平な胴が特徴的ないわゆる仙盞瓶と呼ばれる形の水注。蓋のつまみは獅子らしき形をしている。胴の両面と左右の肩に窓

を設け、赤で塗った上から金彩で花鳥図を配する。地は赤の上絵具で毘沙門亀甲、高台まわりはラマ式蓮弁文、頸部には鉢に植えられた花が描か

れる。底には「富貴佳器」の青花銘が施される。 

 

52 名称 五彩金襴手瓢形大瓶（ごさいきんらんでひさごがたたいへい） 

作 者 等 中国・景徳鎮窯 品  質 磁製 
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指  定 重要文化財 員  数 1 口 

時  代 明時代・16 世紀 寸 法 等 高 63.0cm 口径 5.8cm 底径 20.5cm 

作品概要 

硬質白磁胎。瓢形で下半分を四方とした大型の瓶。瓢の膨らみの上部、下部ともに四方に窓を設け、赤地に金彩で花卉、人物図らしき文様を表わ

すが、大半が剥落しており判別できない。窓の周囲は赤の上絵具の七宝繋ぎ、毘沙門亀甲で細やかに埋める。赤で塗り込めた頸部にも金彩で唐草

文が表わされる。肩の四方に丸文を配し、福寿康寧と金でそれぞれ一字ずつ配する。底は平底で中央円形に青花銘「富貴佳器」を記し、施釉する。 

＜東洋考古＞（11 件） 

53 名称 刻文台付鉢（こくもんだいつきはち） 品  質 土器 

作 者 等 伝タイ東北部出土 員  数 1 口 

時  代 バンチェン文化前期・前 2 千年紀末～前 1 千年紀前半 寸 法 等 高 19.7cm 口径 24.0cm～24.4cm 最大径 27.7cm 脚径 13.0cm 

作品概要 
やや深くラッパ型に開く体部に、低い脚部がつく。胴部中位から口縁部に至る外面に刻線による文様を描く。また、脚部にも刻線による文様を描

く。 

 

54 名称 黒色杯（こくしょくつき） 品  質 土器 

作 者 等 伝タイ東北部出土 員  数 1 口 

時  代 バンチェン文化前期・前 2 千年紀末～前 1 千年紀前半 寸 法 等 高 11.1cm 口径 12.2cm 脚径 9.2cm 

作品概要 
丸底の底部からやや開き気味の体部が立ち上がる。下位と上位に突帯を設けるが、上位のものは剥離している。低い高台があり、2 方向に円孔を設

けている。全体が黒色に焼き上げられている。 

 

55 名称 刻線彩文脚付壺（こくせんさいもんきゃくつきつぼ） 品  質 土器 

作 者 等 伝タイ東北部出土 員  数 1 口 

時  代 バンチェン文化中期・前 1 千年紀 寸 法 等 高 21.8cm 口径 12.8cm 胴径 16.7cm 脚径 14.5cm 

作品概要 
算盤形に近い扁平な胴部から短い口縁部がたちあがる壺に、ラッパ形に開く高い脚部がついている。肩と脚端近くの外面に刻線で文様を描き、刻

線と刻線の間を彩色する。 

 

56 名称 刻線彩文脚付壺（こくせんさいもんきゃくつきつぼ） 品  質 土器 

作 者 等 伝タイ東北部出土 員  数 1 口 

時  代 バンチェン文化中期・前 1 千年紀 寸 法 等 現存高 19.8cm 口径 12.5cm 胴径 16.6cm 

作品概要 
算盤形に近い扁平な胴部から短い口縁部がたちあがる壺に、ラッパ形に開く高い脚部がついている。肩の外面に刻線で渦巻文などの文様を描き、

刻線と刻線の間を彩色する。 

 

57 名称 刻線彩文高杯（こくせんさいもんたかつき） 品  質 土器 

作 者 等 伝タイ東北部出土 員  数 1 口 

時  代 バンチェン文化中期・前 1 千年紀 寸 法 等 現存長 19.7cm 口径 20.5cm～21.6cm 脚径 11.5cm 

作品概要 体部を後補した高杯。脚部では刻線で波頭文と 2 条の横帯を区画し、刻線の間を彩色で塗りつぶしている。 

 

58 名称 叩目文台付直口壺（たたきめもんだいつきちょっこうつぼ） 品  質 土器 

作 者 等 伝タイ東北部出土 員  数 1 口 

時  代 バンチェン文化中期・前 1 千年紀 寸 法 等 現存高 15.0cm 口径 9.0cm 胴径 13.3cm 脚径 8.5cm 

作品概要 叩き出しによる球形の胴部から、直立する口縁部が立ち上がる。口縁の内外面と肩の外面に赤彩を施す。胴部には焼成時の黒斑が観察される。 

 

59 名称 叩目文甕（たたきめもんかめ） 品  質 土器 

作 者 等 伝タイ東北部出土 員  数 1 口 

時  代 バンチェン文化後期・前 1 千年紀後半 寸 法 等 高 12.0cm 口径 11.8cm 胴径 14.3cm 

作品概要 形の胴部から、外傾する短い口頸部が伸びる。胴部外面に叩き目を残し、また外面に焼成時の黒斑が観察される。鉄さびが付着した部分がある。 

 

60 名称 叩目文鉢（たたきめもんはち） 品  質 土器 

作 者 等 伝タイ東北部出土 員  数 1 口 

時  代 2～3 世紀 寸 法 等 高 9.3cm 口径 15.9cm 胴径 16.2cm 

作品概要 半球形の鉢で、外面の全体に叩き目を残す。内面はなでてしあげている。外面に焼成時の黒斑がみられる。 

 

61 名称 水差（みずさし） 

時  代 後期青銅器時代・前 15 世紀頃 員  数 1 個 

品  質 彩文土器 寸 法 等 高 24.4cm 幅 17.5cm 

作品概要 

白地に黒色の梯子文様などを描くホワイト・スリップ土器と呼ばれるグループに属する水差形土器。白色の化粧土を器面に施し、丁寧に磨いて整

えている。口縁部から肩部にかけて把手がとりつく。ホワイト・スリップ土器は後期青銅器時代のキプロス島を代表する工芸品であり、交易で東

地中海の各地や西アジアにもたらされ珍重された。 

 

62 名称 椅子に坐した女神（いすにざしためがみ） 

時  代 後期ヘラディック時代・前 14～前 13 世紀 員  数 1 個 

品  質 テラコッタ、彩文 寸 法 等 像高 6.9cm 幅 8.5cm 奥行 9.3cm 

作品概要 

椅子に腰掛けた人物の土偶。椅子の台座から、女神の上半身が作りだされ、両手と頭部が表現されているが、下半身は椅子と一体化する。これに、

人物の後の背もたれと、3 本の脚が貼り付く。赤色の湾曲線による彩文が、土偶の全体に施されている。 

ミュケナイ文明に特徴的な土偶の 1 つであり、一般的に椅子に座した女神であると考えられている。 

 

63 名称 古代コイン（こだいこいん） 

時  代 前 5～後 2 世紀前半 員  数 239 枚 

作品概要 

コインには為政者の肖像、発行年、発行都市を象徴する図像などが打刻されており、その情報は今なお、歴史研究や博物館での展示に大きく寄与

している。本コレクションは、ギリシャ諸都、アケメネス朝ペルシャ、セレウコス朝やプトレマイオス朝などのヘレニズム諸王朝、パルティア王

国、バクトリア王国、インド・クリーク王国、クシャーン朝、ササン朝ペルシャなどのコインを含む。 

＜東洋民族＞（21 件） 

64 名称 祖霊像（それいぞう） 

時  代 20 世紀 員  数 1 枚 

品  質 木製 寸 法 等 縦 173.2cm 横 46.4cm 厚さ 3.7cm 

作品概要 

台湾の原住民パイワン族の祖霊像で、家屋の扉に用いられたものとみられる。木材の一枚板の片面に、祖霊像が浮彫されている。祖霊は正面を向

いて立ち、右手を挙げて、刀を持つ。腰にも刀を差し、左手を添える。頭に鹿角を生やし、ネクタイを締め、スカート状の腰巻をまとい、長靴をは

く。右手首近くに、釧を表現したとみられる線刻がある。木材の上部には金具を設ける。前面左端中央近くと、前面左下隅に方形の彫り込みがあ

り、表面に白土を塗った痕跡がある。枘穴などからみて、かつて建築の一部として使われていたと思われる。 
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65 名称 祖霊像（それいぞう） 

時  代 20 世紀 員  数 1 枚 

品  質 木製 寸 法 等 縦 169.8cm 横 50.0cm 厚さ 5.4cm 

作品概要 

台湾の原住民パイワン族の祖霊像で、家屋の扉に用いられたものとみられる。木材の一枚板の片面に、祖霊像が浮彫されている。祖霊は正面を向

いて立ち、右手を挙げて、刀を持つ。腰にも刀を差し、左手を添える。頭に羽飾りをつけ、ネクタイを締める。スカート状の腰巻をまとい、裸足。

木材の上部には金具を設ける。前面右端 2 か所に方形の彫り込み、前面右下隅に円形の穴があり、表面に白土を塗った痕跡がある。枘穴などから

みて、かつて建築の一部として使われていたと思われる。 

 

66 名称 祖霊像（それいぞう） 

時  代 20 世紀 員  数 1 枚 

品  質 木製 寸 法 等 縦 84.9cm 横 49.3cm 厚さ 4.0cm 

作品概要 

台湾の原住民パイワン族の祖霊像で、家屋の扉に用いられたものとみられる。木材の一枚板の片面に、祖霊像が浮彫されている。祖霊は正面を向

いて立ち、右手を肩の高さにあげ、左手を腰に当てる。スカート状の腰巻をまとい、裸足。腰には刀を差し、刀の柄頭は中途で直角に折れている。

祖霊の左右に 1 匹ずつの百歩蛇が表現されている。一方の百歩蛇は人物の右手に尾を乗せ、下向きに延びている。もう一方の百歩蛇は、人物の右

側で下を向いている。表面に白土を塗った痕跡がある。かつて建築の一部として使われていたと思われる。 

 

67 名称 祖霊像（それいぞう） 

時  代 20 世紀 員  数 1 枚 

品  質 木製 寸 法 等 縦 77.5cm 横 44.5cm 厚さ 4.9cm 

作品概要 

台湾の原住民パイワン族の祖霊像で、家屋の扉に用いられたものとみられる。木材の一枚板の片面に、祖霊像が浮彫されている。祖霊は正面を向

いて立ち、両手を胸の前に置き、手は肩の高さまで上げる。スカート状の腰巻をまとい、裸足。手首付近に釧を表現したとみられる刻線がめぐる。

腰には刀を差し、刀の柄頭は中途で直角に折れている。祖霊の左右に 1 匹ずつの百歩蛇が表現されており、両方とも上を向いている。木材の前面

下辺中央に方形の彫り込みがある。右辺は方枘状に段をなしている。表面に白土を塗った痕跡がある。枘穴などからみて、かつて建築の一部とし

て使われていたと思われる。 

 

68 名称 祖霊像（それいぞう） 

時  代 20 世紀 員  数 1 枚 

品  質 木製 寸 法 等 縦 48.6cm 横 31.0cm 厚さ 2.3cm 

作品概要 
木材の 1 枚板の片面に女性の祖霊像を彫り出している。祖霊は正面を向いて立ち、両手を太ももの位置に下げる。裸足。眉には斜線が表されてい

る。祖霊の頭上の百歩蛇は体をくねらせ、2 つの頭部が外側を向いている。顔の高さで、横並びに 3 つの釘孔がある。 

 

69 名称 祖霊像（それいぞう） 

時  代 20 世紀 員  数 1 枚 

品  質 木製 寸 法 等 縦 48.3cm 横 21.5cm 厚さ 2.3cm 

作品概要 
木材の 1 枚板の片面に男性の祖霊像を彫り出している。祖霊は正面を向いて立ち、両手を肩の高さに挙げる。裸足。祖霊の頭上の百歩蛇は 1 つの

胴体に 2 つの頭部をもち、頭部はいずれも上を向いている。人物像の胸と両手の高さで、横並びに 3 つの釘孔がある。 

 

70 名称 祖霊像（それいぞう） 

時  代 20 世紀 員  数 1 枚 

品  質 木製 寸 法 等 縦 23.0cm 横 173.4cm 厚さ 1.2cm 

作品概要 
パイワン族の祖霊像で、家屋の軒下に横架したものである。人面 4、向かい合う鹿 2 を曲線的な表現で彫り出している。人面のうち 2 つは、頭上に

百歩蛇が表現されている。木目が浮き出したのちに白土を塗った痕跡がある。 

 

71 名称 円形装飾板（えんけいそうしょくばん） 

時  代 20 世紀 員  数 1 枚 

品  質 木製 寸 法 等 径 68.0cm 高 8.0cm 

作品概要 
木材から円形に彫り出された木製品である。口縁部は百歩蛇がめぐる。内底に人面と百歩蛇と鹿を表現している。内底の中央に方形の孔が設けら

れている。 

 

72 名称 把手付盆（とってつきぼん） 

時  代 20 世紀 員  数 1 枚 

品  質 木製 寸 法 等 長さ 45.0cm 幅 29.0cm 高 6.3cm 

作品概要 

木材から塵取りのような形に彫り出された容器である。内底に人物像や鋸歯文を表している。人物の全身像のわきに人物頭部の表現がいくつか見

られ、パイワン族の風習である首狩りを表している。鋸歯文は百歩蛇を意味する。タオ族のまな板をパイワン族の技法で再現したものとみなされ

る。 

 

73 名称 木製フォーク（もくせいふぉーく） 

時  代 20 世紀 員  数 1 本 

品  質 木製 寸 法 等 長さ 58.2cm 幅 13.2cm 厚さ 2.5cm 

作品概要 

木材から彫り出した 6 本歯のフォークである。柄に祖霊像を彫り出す。祖霊は正面を向いて立ち、両手を腹の前に置く。両腕、両太腿、両足首近

くに、装身具を表すかとみられる 3 本一組の刻線をめぐらせている。祖霊の頭上の百歩蛇は 1 つの胴体に 2 つの頭部をもち、頭部はいずれも上を

向いている。大きさや器形が異例であり、実用品ではない。 

 

74 名称 木製スプーン（もくせいすぷーん） 

時  代 20 世紀 員  数 1 本 

品  質 木製 寸 法 等 長さ 58.0cm 幅 13.7cm 厚さ 2.7cm 

作品概要 

木材から彫り出したスプーンである。柄に祖霊像を彫り出す。祖霊は正面を向いて立ち、両手を腹の前に置く。両腕、両太腿、両足首近くに、装

身具を表すかとみられる 3 本一組の刻線をめぐらせている。祖霊の頭上の百歩蛇は 1 つの胴体に 2 つの頭部をもち、頭部はいずれも上を向いてい

る。大きさが異例であり、実用品ではない。 

 

75 名称 木製スプーン（もくせいすぷーん） 

時  代 20 世紀 員  数 1 本 

品  質 木製 寸 法 等 長さ 24.1cm 幅 7.7cm 

作品概要 
台湾の原住民パイワン族の木製スプーンである。木材から彫り出しており、柄の上部には祖霊像を浮彫する。祖霊は正面を向いて立ち、腹の前で

両手の指先を突き合わせる。裸足。 
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76 名称 ワヤン・クリ アルジュノ（わやん・くり あるじゅの） 

時  代 20 世紀 員  数 1 体 

品  質 水牛の革・角・骨、金泥、彩色 寸 法 等 全長 69.0cm 像高 48.0cm 

作品概要 

水牛の革を切り抜き、鏨で透かしを打ち抜いた部品 5 つを、関節部分の孔に両肩では水牛の骨を削り出して作った軸材、両肘では水牛の革を切り

抜いて作った軸材を、それぞれ貫通させて組み立てる。体幹と両手に水牛の角製の操作棒をつけている。本体部分に彩色。鏨による細かい透かし

を組み合わせて頭髪の縮れや着衣の文様を表現している。『マハーバーラタ』に登場する主人公アルジュノを表現している。うつむき加減で、顔は

黒、体は金色。目は切れ長。クリンと呼ばれる大きく巻き上げるような髷を結う。下半身にサロンのみをまとい、装身具の類はない。裸足。 

 

77 名称 ワヤン・クリ クレスノ（わやん・くり くれすの） 

時  代 21 世紀 員  数 1 体 

品  質 水牛の革・角・骨、金泥、彩色 寸 法 等 全長 70.0cm 像高 51.3cm 

作品概要 

水牛の革を切り抜き、鏨で透かしを打ち抜いた部品 5 つを、関節部分の孔に水牛の骨を削り出して作った軸材を貫通させて組み立てる。体幹と両

手に水牛の角製の操作棒をつけている。本体部分に彩色。鏨による細かい透かしを組み合わせて着衣や装身具の文様を表現している。『マハーバー

ラタ』に登場するクレスノの、戦いのときの姿を表現している。顔・体とも黒。目は切れ長。サロンをまとい、宝冠、胸飾、臂釧、腕釧、足輪を身

に着ける。光背を負い、後頭部にはガルダが表される。裸足。 

 

78 名称 ワヤン・クリ バヌワティ（わやん・くり ばぬわてぃ） 

時  代 20～21 世紀 員  数 1 体 

品  質 水牛の革・角・骨、金泥、彩色 寸 法 等 全長 54.7cm 像高 35.0cm 

作品概要 

水牛の革を切り抜き、鏨で透かしを打ち抜いた部品 5 つを、関節部分の孔に水牛の骨を削り出して作った軸材を貫通させて組み立てる。体幹と両

手に水牛の角製の操作棒をつけている。本体部分に彩色。鏨による細かい透かしを組み合わせて、肩に垂らした頭髪の縮れや着衣の裾部分の文様

を表現している。そのほかの部分では比較的粗い鏨を用いて透かしによる点線や破線で輪郭を表現する。『マハーバーラタ』に登場するバヌワティ

を表現している。顔を挙げて前を見据える。顔・体とも金色。目は切れ長。頭髪は後頭部でまとめるが、肩まで縮れ毛が伸びる。ピンクのドドッ

トとスレンダン（肩掛）を身にまとい、黒い帯を締める。頭にはティアラと花のかんざしをつけ、後頭部にはガルダが表される。また、胸飾、臂

釧、腕釧を身に着ける。裸足。 

 

79 名称 ワヤン・クリ バヌワティ（わやん・くり ばぬわてぃ） 

時  代 21 世紀 員  数 1 体 

品  質 水牛の革・角、銅、プラスティック、金泥、彩色 寸 法 等 全長 58.4cm 像高 39.9cm 

作品概要 

水牛の革を切り抜き、鏨で透かしを打ち抜いた部品 5 つを、関節部分の孔に銅で作った軸材を貫通させて組み立てる。体幹と両手に水牛の角製の

操作棒をつけている。両手と操作棒はプラスティックの軸材でつなぐ。本体部分に彩色。鏨による細かい透かしを組み合わせて後頭部のガルダや

ティアラなどの文様を表現している。そのほかの部分では比較的粗い鏨を用いて透かしによる点線や破線で輪郭を表現する。『マハーバーラタ』に

登場するバヌワティを表現している。顔を挙げて前を見据える。顔・体とも金色。目は切れ長。頭髪はうなじのところで丸くまとめている。赤紫

のドドットを身にまとい、頭にはティアラと花のかんざしをつけ、後頭部にはガルダが表される。また、頸飾、臂釧、腕釧を身に着ける。裸足。 

 

80 名称 ワヤン・クリ（わやん・くり） 

時  代 20 世紀 員  数 1 体 

品  質 水牛の革・角・骨、金泥、彩色 寸 法 等 全長 49.5cm 像高 31.4cm 

作品概要 

水牛の革を切り抜き、鏨で透かしを打ち抜いた部品 5 つを、関節部分の孔に水牛の革から切り出して作った軸材を貫通させて組み立てる。体幹と

両手に水牛の角製の操作棒をつけている。両手の操作棒の上端の平らになった部分が大きく丸くなっているのが特徴である。鏨による細かい透か

しを組み合わせて後方に伸ばした頭髪の縮れや、着衣の一部の文様を表現している。そのほかの部分では比較的粗い鏨を用いて透かしによる点線

や破線で輪郭を表現する。うつむいた姿の女性を表す。顔は金、体は黄。目は切れ長。頭髪は後方に腰まで伸びている。ドドットと、スレンダン

（肩掛）をまとうが、ドドットの裾が体の前方にあり、ジョグジャ・スタイルのワヤン・クリの特徴を表している。靴を履く。頭にはティアラを

つけ、後頭部にはガルダが表される。また、頸飾、臂釧、腕釧、足輪を身に着ける。№81 のワヤン・クリ スムボドロと顔や臂釧が完全に一致す

る。着衣の細部表現もよく似ており、同一人または同一工房の製作とみなされる。 

 

81 名称 ワヤン・クリ スムボドロ（わやん・くり すむぼどろ） 

時  代 20 世紀 員  数 1 体 

品  質 水牛の革・角・骨、金泥、彩色 寸 法 等 全長 47.1cm 像高 26.6cm 

作品概要 

水牛の革を切り抜き、鏨で透かしを打ち抜いた部品 5 つを、関節部分の孔に水牛の骨を削り出して作った軸材を貫通させて組み立てる。体幹と両

手に水牛の角製の操作棒をつけている。本体部分に彩色。鏨による細かい透かしを組み合わせて後方に伸ばした頭髪の縮れを表現している。着衣

では比較的粗い鏨を用いて透かしによる点線や破線で輪郭を表現する。『マハーバーラタ』に登場する主人公アルジュノの妻スムボドロを表現して

いる。うつむいた姿勢で、つつましい性格を表現している。顔は金、体は黄。目は切れ長。頭髪は後頭部で丸くまとめるが、さらに後方にも腰ま

で伸びている。ドドットをまとうが、裾が体の前方にあり、ジョグジャ・スタイルのワヤン・クリの特徴を表している。また、臂釧、腕釧、足輪を

身に着ける。裸足。№80 のワヤン・クリと顔や臂釧が完全に一致する。着衣の細部表現もよく似ており、同一人または同一工房の製作とみなされ

る。 

 

82 名称 ワヤン・クリ デウォブロト（わやん・くり でうぉぶろと） 

時  代 20 世紀 員  数 1 体 

品  質 水牛の革・角・骨、金泥、彩色 寸 法 等 全長 67.5cm 像高 48.0cm 

作品概要 

水牛の革を切り抜き、鏨で透かしを打ち抜いた部品 5 つを、関節部分の孔に水牛の骨を削り出して作った軸材を貫通させて組み立てる。体幹と両

手に水牛の角製の操作棒をつけている。本体部分に彩色。鏨による細かい透かしを組み合わせて頭髪の縮れや着衣の文様を表現している。『マハー

バーラタ』に登場するデウォブロトを表現している。ビスモの若いころの姿である。顔・体とも金色。目は切れ長。クリンと呼ばれる大きく巻き

上げるような髷を結い、冠、サロン、臂釧、腕釧、胸飾を身に着ける。裸足。 

 

83 名称 ワヤン・クリ スムボドロ（わやん・くり すむぼどろ） 

時  代 20 世紀 員  数 1 体 

品  質 水牛の革・角・骨、金泥、彩色 寸 法 等 全長 54.6cm 像高 33.8cm 

作品概要 

水牛の革を切り抜き、鏨で透かしを打ち抜いた部品 5 つを、関節部分の孔に水牛の骨を削り出して作った軸材を貫通させて組み立てる。体幹と両

手に水牛の角製の操作棒をつけている。本体部分に彩色。鏨による細かい透かしを組み合わせて肩まで伸ばした頭髪の縮れを表現し、着衣部分で

は比較的粗い鏨を用いて透かしによる点線や波線で文様の輪郭を表現している。『マハーバーラタ』に登場する主人公アルジュノの妻スムボドロを

表現している。うつむいた姿勢で、つつましい性格を表現している。顔は黒、体は金色。目は切れ長。髪は後頭部で巻き上げるように髷を結うほ

か、縮れ毛が肩まで伸びている。赤いドドットをまとい、装身具は身に着けない。裸足。 

 

84 名称 チャップ（ちゃっぷ） 

時  代 20 世紀 員  数 1 個 

品  質 鉄、銅 寸 法 等 縦 21.1cm 横 16.5cm 

作品概要 
短冊状に切断した鉄板を組み合わせて外形と格子状の構造を作り、一方の面には短冊状の銅板を折り曲げたものを接着して文様面とする。他方の

面には鉄板による把手を設ける。文様面は植物文様を表す。インドネシアやマレーシアの蠟纈染であるバティックの製作において、熱したチャッ
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プの文様面に蠟を塗り、布地に押し当てて文様を写す。この布を染料で染めると蠟の部分は染色されないまま残るので、この工程を繰り返すこと

により目的とする文様を作り出すことができる。 

(3)編入（172 件） 

＜絵画＞(5 件)、 ＜書跡＞(2 件)、 ＜金工＞(8 件)、 ＜刀剣＞(10 件)、 ＜陶磁＞(5 件)、 ＜漆工＞(93 件)、＜染職＞（47 件） 

1 名称 宮内省削除品（くないしょうさくじょひん） 員  数 170 件 

作品概要 

宮内省削除品は昭和 22 年 2 月 6 日に宮内省へ引継となり、列品から削除された作品である。その内訳は、絵画 5 件、書跡 2 件、金工 8 件、刀剣 10

件、陶磁 5 件、漆工 93 件、染織 47 件である。近年の列品情報調査の結果や、東京帝室博物館が昭和 22 年に宮内省削除品を陳列用として預かり、

その後、宮内庁から昭和 25 年に寄贈されたことを記す資料が確認されたことにより、当館が寄贈を受けたと判断し編入した。 

＜考古＞(2 件) 

2 名称 鉄鏡残片（てっきょうざんぺん） 

作 者 等 京都市伏見区深草町 稲荷山経塚出土 品  質 鉄製 

時  代 平安時代・12 世紀 員  数 一括 

作品概要 鉄製鏡の残片。「宗一二五一」の付け札がある。 

 

3 名称 短刀残欠（たんとうとうざんけつ） 品  質 鉄製 

作 者 等 京都市東山区清水一丁目 清水寺経塚出土 員  数 一括 

時  代 平安時代・12 世紀 寸 法 等 現存最大長 30.0cm 現存最大幅 3.0cm 

作品概要 鉄製短刀残欠。「宗一三四五 短刀十八本」の付け札がある。 

 

【京都国立博物館】(計 184件)   

(1) 購入(12 件) 

＜絵画＞(3 件) 

1 名称 重要文化財 洞庭赤壁図巻（どうていせきへきずかん） 品  質 絹本着色 

作 者 等 池大雅筆 員  数 1 巻 

時  代 江戸時代 明和 8 年（1771） 寸 法 等 縦 55.1cm ×横 297.5 ㎝ 

作品概要 

古来中国の名勝として知られた洞庭湖と赤壁を一望のもとに収め、金碧青緑山水の画法によって描いている。款記から池大雅（1723～76）が 49 歳

の時に制作したことが明らかな、晩年の代表的作品である。韓天寿の題箋、宮崎筠圃の題字、細合半斎および頼春水の跋文を伴う。跋文から、西

村孟清が発注者だったこと、大雅が明代の『新鐫海内奇観』を種本としたことがわかる。さらに、桑山玉洲『絵事鄙言』は、本作の「湖面ノ水紋」

の表現に琵琶湖へ通い観察を重ねた成果が生かされていると述べる。大雅は舶載された画譜類を頻繁に制作の参考としたが、それに加え実景の観

察をも重視していることは、その制作態度の根幹にかかわる事柄として重要である。 

 

2 名称 花鳥図（かちょうず） 品  質 紙本淡彩 

作 者 等 如寄筆 員  数 1 幅 

時  代 室町時代 15～16 世紀 寸 法 等 縦 29.1 ㎝、横 25.6 ㎝ 

作品概要 

如寄は別号を樗屋、通称を次郎という詩文にも長じた文化人で、明応４年（1495）に遣明使節団に加わり、中国に渡ったことが知られる。遺作は

十指に満たないが、その中には明の版本に基づいたと思しい西湖図や中国の院体画に学んだ花鳥図などがあり、己の入明経験を意識した作画を行

っていたことがわかる。本図もそのひとつで、やはり院体系の折枝画を参考に描かれたものであろう。小品ながら、小禽の生き生きした動勢や細

緻な羽毛表現は見応えがある。画面の寸法から推して、当初は画帖に貼付されていたものと思われる。 

 

3 名称 花鳥図（かちょうず） 品  質 紙本着色 

作 者 等 小島亮仙筆 員  数 1 幅 

時  代 室町時代 16 世紀 寸 法 等 縦 50.6 ㎝ 横 29.3 ㎝ 

作品概要 

小島亮仙は越前の守護・朝倉家に仕えた曾我派の絵師。『本朝画史』に天文 8 年（1539）の年記をもつ亮仙画が記録されることから、ちょうどそ

の頃に活躍した曾我紹仙の門人筋であった可能性が高い。遺作としては、これまで山水図と人物図の計 3 点の掛幅画が知られてきたに過ぎず、し

かも花鳥図の作例は皆無という有様であった。その点、本図はそんな亮仙画の「欠」を埋める貴重な作品といえよう。可憐な花を咲かせる梨の花

弁や小禽はなかなか丁寧に描写されており、葉や花には透明感のある美しい彩色も施されている。 

＜陶磁＞(9 件) 

4 名称 鼠志野草文鉢（ねずみしのそうもんばち） 品  質 施釉陶器 

作 者 等  員  数 1 口 

時  代 桃山時代（17 世紀） 寸 法 等 高 6.8cm 口径 28.7cm ×28.5cm 

作品概要 

見込みいっぱいに草文が描かれた鼠志野の鉢である。全体に釉が掛かり、底には三つの脚が付けられている。口縁部は鍔状になっており、その部

分に文様帯を設け、草文や格子状の文様を描いている。焼き上がりがよく、釉調もよく、そして、全体に精緻な筆遣いで描かれた文様も見事であ

る。見込みに目跡が 6 カ所、底部の脚の付近にも当て具痕が残る。鼠志野の鉢は一作ごとに作行きが大きく異なるのも、ひとつの特徴といえ、額

皿を含め、本作のように絵画性を意識して作られたもの数多く残る。 

 

5 名称 
色絵獅子山水文八角水指 

（いろえししさんすいもんはっかくみずさし） 
品  質 色絵磁器 

作 者 等 奥田頴川作 員  数 1 口 

時  代 江戸時代（18～19 世紀） 寸 法 等 高 14.2cm 口径 15.1cm ×16.2cm 底径 13.0cm ×13.8cm 

作品概要 

中国・明時代末の呉須赤絵と見紛うほどによく模した色絵水指である。江戸時代の後半に活躍した名工、奥田頴川（1753～1811）の作である。八

角の形状をしており、口部には虫喰いを作り出している。胴部は四面ずつ赤絵で枠囲いをし、二場面を構成している。一面は龍と山水文をえがき、

もう一方は丸龍文と二重方形字文三カ所ずつ描いている。高台内には、頴川の赤絵具で花押が書かれている。 

 

6 名称 灰釉瓶子 美濃須衛窯（かいゆうへいし みのすえよう） 品  質 灰釉陶器 

作 者 等  員  数 1 口 

時  代 鎌倉時代（13 世紀） 寸 法 等 高 32.6cm 口径 4.5cm 底径 14.0cm ×13.7cm 

作品概要 

頸部から肩にかけて黄緑色の釉薬が掛けられた梅瓶形の瓶子である。赤褐色の焼肌が印象的で、丁寧な轆轤成形がなされている。大きく張り出し

た肩部には二重沈線を重ねるように廻らしている。釉もよく溶けており、釉筋ができ、よい景色を作り出している。箱には、「伊賀 瓶子」と貼紙

があり、古くは伊賀焼と認識されていたようであるが、釉調や褐色の焼肌の様子などから、美濃須衛窯で焼かれたものと思われる。 

 

7 名称 
有来新兵衛屋敷跡出土茶陶 

（うらいしんべえやしきあとしゅつどちゃとう） 
品  質 陶器 

時  代 桃山時代（17 世紀） 員  数 3 点 

寸 法 等 
志野隅切四方鉢  高 7.2cm 口径 14.8cm ×14.9cm   信楽水指（竹字有）高 16.9cm 口径 15.2cm ×15.0cm 底径 18.6cm 

信楽水指（印有） 高 17.6cm 口径 18.5cm ×19.4cm 底径 18.0cm 

作品概要 

京都の町人で糸割符商を営んでいたとされる有来新兵衛の屋敷跡から出土したとされる茶陶 3 点である。新兵衛の屋敷は、京都市中京区三条通柳

馬場にあったが、江戸時代寛文年間（1661～73）に隣家の杉浦家が買い取っている。その後、享保年間（1716～36）に屋敷普請を行った際に、地下

より数多くのやきものが出土したとされる。志野隅切四方鉢 1 点、信楽水指 2 点の計 3 点もこのときに出土したものといわれている。出土したも
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のの多くは、一群として伝来してきたが、近年散逸してしまったが、この 3 点の作品から製作技法や印や刻銘などから、作者を類推できてきてい

るなど、多くの知見がでてきている。 

 

8 名称 灰釉壺 渥美窯（かいゆうつぼ あつみよう） 品  質 焼締陶器 

作 者 等  員  数 1 口 

時  代 平安時代 寸 法 等 高 40.0cm 胴径 36.8cm 底径 14.0cm 

作品概要 

頸部から肩にかけてたっぷりと灰釉が施された焼締めの壺である。本作は口縁部が欠損しているものの、白色の地色に、やや青みの掛かった自然

釉が見事にかかり、釉景色を作り出している。胴の下半には縦方向に調整痕があり、その上に継ぎ痕と叩き目があり、紐輪積み成形され、つなが

れたことがよくみてとれる。釉調や成形技法などから、渥美窯の製品と思われる。 

 

9 名称 須恵器長頸壺 猿投窯（すえきちょうけいこ さなげよう） 品  質 須恵器 

作 者 等  員  数 1 口 

時  代 平安時代（9 世紀） 寸 法 等 高 31.5cm 胴径 21.5cm 高台径 13.7cm ×14.0cm 

作品概要 

須恵器の長頸壺である。口部がやや外反してはいるが、まっすぐにすらりと伸びた頸部の中ほどには二本の圏線がめぐっている。底部には高台が

付き、たっぷりとした胴の肩は強く張り出している。口縁から肩部にかけて明緑色の自然釉が厚く掛かっており、よく溶けて見事な発色をみせて

いる。胎土や釉調、形態などから、猿投窯の製品と思われる。 

 

10 名称 黄釉楽舞人俑（おうゆうがくぶじんよう） 品  質 施釉陶器 

作 者 等  員  数 6 躯 

時  代 唐時代（8 世紀） 寸 法 等 高 19.0～21.3cm 

作品概要 

琵琶、笛、銅鈸の楽器を奏でる人物とそれにあわせと舞い踊る人物とを表した 6 躯の陶俑である。全体に赤みを帯びた様子がみえることから、赤

色の加彩がなされており、その上に黄釉が掛けられている。着用する衣服などからも全て女性を表している。顔や髪の表情、衣服や釉調、胎土な

どから、一群として作られたものと思われる。琵琶を持つ人物については、他の人物に比べて背が高い。多くの陶俑と同じく、土の付着がみられ

ることからも、明器として墓に収められていたものであろう。 

 

11 名称 
青磁貼花龍文盤 龍泉窯 

（せいじちょうかりゅうもんばん りゅうせんよう） 
品  質 青磁 

作 者 等  員  数 1 枚 

時  代 中国・元時代（13～14 世紀） 寸 法 等 高 8.5cm 口径 34.5×34.2cm 底径 12.9cm 

作品概要 

見込みに貼り付け技法（貼花）により、龍文の装飾を施し、その周囲に雲文を廻らせた青磁盤である。口縁部は、鍔状に開いた形状となっている。

底部は碁笥底で、高台内に窯道具を当てた部分が蛇の目状に現れて露胎となっており、赤みを帯びた色をみせる。胴部の外側には、鎬蓮弁文が施

されている。青緑色の釉薬が厚く掛けられており、発色もよい。こうした青磁の製品は、鎌倉時代以降、中国との貿易によって大量に日本に持ち

込まれ、珍重されてきた。 

 

12 名称 須恵器甕 猿投窯（すえきかめ さなげよう） 品  質 須恵器 

作 者 等  員  数 1 口 

時  代 奈良～平安時代（8～9 世紀） 寸 法 等 高 42.3cm 口径 26.7cm 胴径 39.0cm 底径 18.3cm 

作品概要 

火色が胴部によく表われた猿投の甕である。頸部から下、胴部から裾部にかけて叩き痕がナデ消されずに残され、一方は窯中でよく火がまわり、

赤く焼締めた様子で、もう一方は肩から胴の中程にかけて自然釉が掛かっている。口縁部に二箇所の欠けがあるものの、口縁は外反し、玉縁上に

仕上げられている。猿投窯は尾張国南部（現在の愛知県瀬戸市・豊田市周辺）の猿投山西南麓を中心に広がる古窯群で、古墳時代に須恵器生産が

始まり、その後、灰釉陶器や緑釉陶器、そして山茶碗と、古墳時代から鎌倉時代にかけ、時代に合った製品を脈々と生産してきた窯である。 

（２）寄贈（172 件） 

＜絵画＞（6 件） 

1 名称 芙蓉小禽図 元信印（ふようしょうきんず） 品  質 紙本墨画 

  員  数 １幅 

時  代 室町時代 16 世紀 寸 法 等 縦 91.6 ㎝ 横 41.2 ㎝ 

作品概要 

かつて岡山の池田侯爵家に伝来したもので（大正８年の同家売立目録所載）、画面左下方には狩野派を繁栄に導いた二代目・元信（1477～1559）の

壺形印１顆が施されている。筆法は真・行・草の画体のうちの行体手法に依拠しており、簡潔ながらも的確な筆遣いと丁寧な墨のグラデュエーシ

ョンによって、小禽の動きや芙蓉の瑞々しさ、生命感が見事に描出されている。元信真筆か弟子の作かの判断は難しいものの、きわめて上質な元

信様花鳥図の一例として注目されよう。 

 

2 名称 雑画巻（ざつがかん） 品  質 紙本墨画 

作 者 等 大西酔月筆 員  数 1 巻 

時  代 江戸時代 18 世紀 寸 法 等 29.1cm ×834.2 ㎝ 

作品概要 

大西酔月（？～1772）は、呉春の最初の師として知られる画家。明和 5 年（1768）版『平安人物志』において画家の筆頭に挙げられ、当時は京で

人気を誇ったことがうかがわれるものの、作品・資料ともに乏しく不明な点が多い。本作には山水・花鳥などの図が断続的に描かれており、弟子

等に与えるためにつくられた絵手本と見られる。その画風は室町時代の古様な漢画を学んだ形跡が顕著で、多岐にわたる主題を描く優れた筆墨も

含め、作例の少ない酔月の新出作として貴重である。 

 

3 名称 巌頭渡子図 （がんとうとうしず） 品  質 紙本墨画 

作 者 等 
松花堂昭乗筆 

江月宗玩賛 
員  数 1 幅 

時  代 江戸時代 17 世紀 寸 法 等 28.0cm ×53.5 ㎝ 

作品概要 

唐時代の僧・巌頭が、法難を避け渡し守に身をやつした姿を描いている。小品だが松花堂昭乗（1582～1639）の典型的な道釈人物図であり、諧謔

味のある面貌描写に優れる。落款として捺された「惺々翁」白文瓢印は、船上に置かれた酒瓢箪を意図したものか。江月宗玩の賛は、孤篷庵本『欠

伸稿』に「巌頭」の題で画賛として収録される。 

 

4 名称 西王母献桃図（せいおうぼけんとうず） 品  質 絹本着色 

作 者 等 狩野栄信筆 員  数 1 巻 

時  代 江戸時代（19 世紀） 寸 法 等 105.3cm ×176.0 ㎝ 

作品概要 

西王母が漢の武帝に仙桃を献じたという伝説を描いている。モチーフの精緻な描写、ことに人物の面貌表現に優れる。掛幅としては稀に見る巨大

な画面は特別な制作契機を想定させ、いずれかの大名家からの発注であったことは疑いない。狩野栄信（1775～1828）は木挽町狩野家の第 8 代。

文化 13 年（1816）に法印に叙任されて以降、栄信晩年の代表作に加えられるべき大作である。 

 

5 名称 群仙図屏風（ぐんせんずびょうぶ） 品  質 紙本金地着色 

作 者 等 長谷川等彝筆 員  数 6 曲 1 双 

時  代 江戸時代（17 世紀） 寸 法 等 各 163.0cm ×361.4 ㎝ 

作品概要 長谷川等彝（生没年不詳）は等伯の流れを汲む長谷川派の画家で、寛永年間頃を中心に活躍したとされるが、遺作も多くは知られておらず詳しい
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ことはわかっていない。右隻には、呂洞賓や鍾離権、左隻には蝦蟇・鉄拐仙人等が描かれており、八人の仙人を描く八仙図のようだが、図像に一

部混乱が見られ、全ての仙人を特定することは難しい。 

 

6 名称 四季花鳥図屏風（しきかちょうずびょうぶ） 品  質 紙本金地着色 

作 者 等 長谷川等彝筆 員  数 6 曲 1 双 

時  代 江戸時代（18 世紀） 寸 法 等 各 82.6cm ×355.4 ㎝ 

作品概要 
狩野永敬（1662～1702）は、京狩野第四代。高田敬輔の師であり、そのアクの強い表現は曾我蕭白へと繋がる。本作は太く力強い輪郭線等に永敬

の様式が顕著にあらわれており、18 世紀京都画壇の先駆けとなる表現が見られる点で重要である。 

＜金工＞（51 件） 

7∼57 名称 七宝面盆（しっぽうめんぼん）など 品  質 銀、銅、鉄など 

作 者 等  員  数 51 件 

作品概要 

寄贈を受けた金工作品は主として茶道に使用された道具類である。茶釜では奥平了保(（おくだいらりょうほ）や大西浄雪（おおにしじょうせつ）

など江戸後期の著名な釜師の作がある。茶道の宗家である千家の茶器調度製作を担った千家十職（せんけじっそく）の金工家、中川浄益（なかが

わじょうえき）家の作品も多く、主に江戸後期から明治期にまたがる 4～10 代の手がけた水指（みずさし）、蓋置（ふたおき）、酒器などがある。

珍しいところでは平安時代後期の経塚に埋納された経筒の出土品を花入（はないれ）として転用したものがある。また本邦で菓子器として使われ

たとみられる七宝面盆は中国・明時代の作であるが、同種の新出作例として注目される。 

＜陶磁＞（101 件） 

58 名称 鉄釉狛犬（てつゆうこまいぬ） 品  質 施釉陶器 

指  定 重要美術品 員  数 1 対 

時  代 室町時代（15 世紀） 寸 法 等 高 17.1cm（阿形）、18.7cm（吽形） 

作品概要 

瀬戸窯で焼かれた陶製の狛犬一対である。全体に黒色に見えるものの、ろうそく等に近くにあったのか、煤の付着によるもので、本来は灰釉の鮮

やかな緑色をしている。細かな欠損はみられるものの、大切に守り伝えられてきたことがわかる。愛知県春日井市の社家に伝わってきたものであ

る。鎌倉時代から室町時代にかけて、神社の守護として、東海地方を中心に数多くの陶製狛犬が作られ、各地に奉納されているが、本作もそうし

たものの一つと思われる。 

 

59 名称 鉄釉肩付茶入（てつゆうかたつきちゃいれ） 品  質 施釉陶器 

作 者 等  員  数 1 口 

時  代 17 世紀 寸 法 等 高 8.3cm 口径 2.9cm ×3.0cm 底径 3.5cm ×3.6cm 

作品概要 
瀬戸窯で焼かれた肩衝茶入である。形が張り、胴部中ほどに段差があり、箆目を強調させるなど、その形状から織部茶入を模したものであるが、

小振りな形状をしており、元和・寛永以降に作られたものと思われる。金襴の仕覆が添っている。 

 

60 名称 灰釉広口壺（かいゆうひろくちつぼ） 品  質 施釉陶器 

作 者 等 加藤春岱・東三郎合作 員  数 1 口 

時  代 19 世紀（江戸時代～明治時代） 寸 法 等 高 15.2cm 口径 10.6cm ×10.4cm 底径 7.7×7.4cm 

作品概要 
灰釉の青色が鮮やかな瀬戸焼の広口壺である。塗蓋が添っており、水指として用いられたものである。幕末の名工の加藤春岱（1802～1877）と東

三郎（詳細不明）との合作とされる。箱に記された由緒によれば、奥州柳川焼（福島県伊達市内か）を模したものである。 

 

61 名称 亀香炉（かめこうろ） 品  質 施釉陶器 

作 者 等 氷見巖作 員  数 1 口 

時  代 文政 3 年（1820） 寸 法 等 高 16.6cm 幅 51.1cm ×31.0cm 

作品概要 

甲羅から数珠藻がみえる亀形の香炉である。頸部と甲の一部が別作りとなっている。あたかも鼈甲であるかのように、飴釉を施している。とても

精緻な作りをしている。腹部の彫銘によれば、石陽三階山下（島根県浜田市三階町か）の氷見巖（詳細不明）が文政 3 年、59 歳の時に彫りだした

ものとわかる。 

 

62～158 

名称 

青磁貼魚文装飾器台鉢 

（せいじちょうぎょもんそうしょくきだいばち）など 
時  代 土器、陶器、磁器 

作 者 等 明時代、清時代、江戸時代～昭和時代（17～20 世紀） 員  数 97 件 

作品概要 

大阪府貝塚市商家に伝わった文化財から、「青磁貼魚文装飾器台鉢」、「青花松鹿文皿」など、明時代から清時代にかけての中国磁器の碗、皿、鉢と

いった食膳具をはじめ、「金彩色絵染付獅子火焔宝珠文植木鉢」、「黄交趾写花文蓋付小碗 永楽得全作」、「金彩緑釉桐文火鉢 𠮷向十三軒作」など

の肥前磁器や京焼等の関西の諸窯、作家の作品など、幕末から昭和にかけての商家の生活様式を把握できる陶磁器 97 件。 

＜漆工＞（8 件） 

159 名称 松鶴蒔絵十種香箱（しょうかくまきえじゅっしゅこうばこ） 品  質 木製 漆塗 蒔絵 銀 鼈甲 象牙 ほか 

作 者 等  員  数 1 合 

時  代 江戸時代 寸 法 等 縦 24.6cm 横 21.0cm 高 15.7cm 

作品概要 

黒漆地に精緻な蒔絵で水辺の松、芦、岩、鶴などと雲間の月を表した二段重箱形の十種香箱。内面は身の内側にいたるまで梨地に金銀薄肉高蒔絵、

銀金貝に金付描で梅花を散らす。上段には銀地の記録板、琴と篳篥や琵琶を蒔絵した長方形の箱２合と、火道具・香割道具を包んだ畳紙２包みを

収め、琴の箱には銀葉盤と香札箱を、琵琶の箱には折据と香割台を収める。下段には木地蒔絵の札筒、重香合、銀葉箱、炭団箱（試香盤付)、聞香

炉、香包、香筋建など、組香に必要な道具が揃う。 

 

160～166 

名称 
竹根手付花籠（たけねてつけはなかご）など 

時  代 江戸時代～大正時代 員  数 7 件 

品  質 
竹製 木製 漆塗 蒔絵 銀 胴 錫 鉄製漆焼付け 石 砂 羽

ほか 
  

作品概要 

大阪府貝塚市の元廻船問屋、廣海家から継続的に寄贈を受けているコレクションの一部。大阪の籠師、初代早川尚古斎（1815-97）に竹の根を送っ

て作らせた特注品の花籠をはじめ、十代中村宗哲（1862-1926）が作った精緻な利休形朱塗引盃及び台、駒沢利斎作とされ十代楽吉左衛門旦入作の

行灯皿が附属する精巧な竹製行灯、江戸時代の中村宗哲作とされる黒漆塗の短檠、江戸時代の盆石道具、西村五雲(1877-1938)が絵を描いた桐地松

竹梅彩絵手筥や明治時代の婚礼調度の一部など、幕末近代の商家の暮らしを伝える優品７件。 

＜染織＞（6 件） 

167～172 

 名称 
浅葱地万暦緞子帛紗（あさぎじばんれきどんすふくさ）など 

作 者 等  品  質 絹、苧麻 

時  代 江戸～昭和時代 員  数 6 件 

作品概要 

大阪府貝塚の豪商である廣海家から寄贈された、江戸から昭和時代にかけて、実際に使用された染織品群である。茶道具のほか、婚礼衣裳や祝着

など、人生における通過儀礼に着用する衣服や、日常に用いる社交着などから成る。多くは近代の作品であり、染織品をめぐる技術革新が進んだ

時代の衣生活の実像を示す。着用者のみならず、作品をとりまく背景が判明するこれあの作品は、履歴を失って流通する多くの作品を理解するう

えで、重要な意味を有している。 
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【奈良国立博物館】（計 7件） 

（１）購入（6 件） 

＜絵画＞（3 件） 
1 名称 絹本著色阿弥陀聖衆来迎図（けんぽんちゃくしょくあみだしょうじゅらいごうず） 

時  代 鎌倉時代 13～14 世紀 員  数 1 幅 

品  質 絹本著色 掛幅装 寸 法 等 縦 123.1 ㎝  横 84.0 ㎝ 

作品概要 

阿弥陀三尊と二十五菩薩による来迎を描く阿弥陀聖衆来迎図の優品。聖衆と共に宝楼閣（七宝宮殿）や無数の化仏が表されることから、『観無量寿

経』を典拠とした「上品上生」による来迎を表したものと分かる。上品上生の阿弥陀来迎図は、法然周辺で描かれ熊谷直実の臨終本尊とされた京

都・清涼寺の「迎接曼荼羅」（重要文化財・13 世紀初頭）を嚆矢とし、本品もその例に連なる。精細な諸尊の描写、バリエーションの多い截金文様、

透き通った天衣や光背の表現などの表現様式から、本品は鎌倉時代後期の貴重な作例とみなされる。奈良県宇陀市大宇陀の大蔵寺（平安前期創建）

に長く伝来した品で、出所の明らかな優品としても価値が高い。奈良県指定文化財。 

 

2 名称 絹本著色両界曼荼羅（けんぽんちゃくしょくりょうかいまんだら） 

時  代 鎌倉時代 14 世紀 員  数 2 幅 

品  質 絹本著色 掛幅装 一副一鋪 寸 法 等 
胎蔵界：縦 148.9 ㎝ 横 128.8 ㎝、金剛界：縦 149.2 ㎝ 横

129.9 ㎝ 

作品概要 

鎌倉時代に遡る極めて稀少な絹本著色の本格的な両界曼荼羅である。空海在世中に制作された高雄曼荼羅（神護寺本）の図像を踏襲する意識が強

く、各尊の姿勢や衣文線など細部表現まで共通し、尊像数もほぼ一致している。弘法大師ゆかりの密教寺院、大蔵寺（奈良県宇陀市）に安置され

る根本画象を意識して制作されたものと考えられる。使用された絹は横幅 130 ㎝近い大幅で、経糸が細く緯糸が太い織りの特徴は鎌倉時代末期頃

の作例に多く、本品の箱書墨書に「應永三年」（1396）とあること等から本品の制作年代を 14 世紀に置くことができる。 

 

3 名称 絹本著色聖徳太子絵伝（けんぽんちゃくしょくしょうとくたいしえでん） 

時  代 南北朝時代 14 世紀 員  数 2 幅 

品  質 絹本著色 掛幅装 二副一鋪 寸 法 等 
第 1 幅：縦 157.8 ㎝ 横 86.5 ㎝、第 2 幅：縦 157.2 ㎝ 横

86.7 ㎝ 

作品概要 

聖徳太子の生涯の事績を絵画化し、2 幅の掛幅にまとめたもの。聖徳太子絵伝は太子の七百年遠忌にあたる元亨元年（1321）前後に多く制作され

たとみられるが、本品はその時代に遡る貴重な古本である。メトロポリタン美術館所蔵品に構図や配置が共通しており、おそらく同一系統の工房

（南都絵所松南院座が想定される）で制作されたと考えられる。大蔵寺（奈良県宇陀市）に伝来してきた作品で、中世南都の聖徳太子信仰の姿を

現在に伝える作例として貴重である。 

＜彫刻＞（3 件） 

4 名称 木造地蔵菩薩立像（もくぞうじぞうぼさつりゅううぞう） 

時  代 鎌倉時代 13 世紀 員  数 1 躯 

品  質 檜材 割矧ぎ造り 彩色・截金 寸 法 等 像高 81.1 ㎝ 

作品概要 

鎌倉時代の地蔵菩薩像で、慶派ないし善派の力量ある仏師の作品である。制作当初の表面仕上げを多く残しており、特に質感のある衣文表現や、

截金と彩色を交えた着衣文様などから 13 世紀前半に遡ると推定される。腰を左方に強く捻る姿の地蔵菩薩像は大変特徴的で、僅か 1 件の類例が

知られているのみであり、研究史上も見逃せない作例である。 

 

5 名称 木造毘沙門天立像（もくぞうびしゃもんてんりゅうぞう） 

時  代 鎌倉時代 13 世紀 員  数 1 躯 

品  質 檜材 寄木造り 彩色・截金 寸 法 等 像高 54.8 ㎝ 

作品概要 

新発見の毘沙門天像の優品。忿怒相をとらない運慶様の毘沙門天像の一作例とみられ、鎌倉時代の慶派周辺の仏師による制作と考えられる。端正

で写実的な面貌、均整のとれた姿態、諧謔味のある二体の邪鬼など、高い技量がうかがえる。表面彩色や截金文様、そして邪鬼・岩座まで当初の

ものであり、保存状態も良い。毘沙門天像のきわめて貴重な作例である。 

 

6 名称 木造役行者倚像（もくぞうえんのぎょうじゃいぞう） 

時  代 鎌倉時代 弘安 9 年（1286） 員  数 1 躯 

品  質 檜材 割矧ぎ造り 古色 寸 法 等 像高 76.9 ㎝ 坐高 51.2 ㎝ 

作品概要 

胎内銘により制作年作者が判明する現存最古の役行者像。作者である大仏師慶俊は、南都で活動した善派の流れにある仏師で、まとまりの良い上

品な作風がその技量の高さがうかがえる。かつて存在した木札墨書によって、享保 6 年（1721）には大峯山上にあったことが分かり造像当初から

金峯山寺に伝来したとも推測される。昭和 33 年（1958）より永く当館に寄託されており、山岳信仰の展示には必ず活用されてきた名品である。 

（２）寄贈（1 件） 

＜彫刻＞（1 件） 

1 名称 銅造如来坐像（どうぞうにょらいざぞう） 

時  代 中国・五胡十六国時代 4～5 世紀 員  数 1 躯 

品  質 銅造 鍍金 寸 法 等 像高 8.8 ㎝ 像高 6.1 ㎝ 

作品概要 
中国で五胡十六国時代に造られたいわゆる古式金銅仏。肉髷は大きめで顔の輪郭は四角く、目鼻立ちは大ぶりに作られる。肩を張り体躯は量感を

備え、袈裟を通肩にかける。この種の古例はたいへん貴重であり、当館の中国金銅仏の中でも最古の作品となる。 

 

【九州国立博物館】（計 295件） 

（1）購入（34 件） 

＜絵画＞（10 件） 

1 名称 南蛮屏風（なんばんびょうぶ） 

時  代 江戸時代・17 世紀半ば 員  数 6 曲 1 隻 

品  質 紙本金地著色 寸 法 等 縦 154.8cm 横 348.4cm 

作品概要 

日本の港町に黒船と南蛮人が到着する様を描く。その構図や図像は狩野山楽筆「南蛮屏風」（サントリー美術館所蔵）の右隻を踏襲しながら、さ

らに簡略化が進んでいる。波や人物の顔貌には補筆があるが、その下に見える波を表わす筆線は勢いがあり、手馴れた画家による作例であること

示す。本図は東京国立博物館本や神戸市立博物館 B 本（談山神社旧蔵本）などの右隻とも共通する。そのため、この構図が禁教・鎖国後も根強く

受容され、南蛮屏風の図様が、オランダとの交易の様子を表わす受け皿となっていた可能性を示唆する。 

 

2 名称 許由巣父図屏風（きょゆうそうほずびょうぶ） 品  質 紙本墨画 

作 者 等 曾我蕭白筆 員  数 2 曲 1 隻 

時  代 江戸時代・18 世紀 寸 法 等 本紙：縦 156.7cm 横 166.0cm 表具：縦 180.5cm 横 190.0cm 

作品概要 

個性的な画風で注目される江戸中期の絵師、曾我蕭白の新出作品。中国古代の堯帝が許由の噂を聞いて彼に帝位を譲ろうと申し出るが、許由は、

「汚らわしいことを聞いた」と潁水の流れで耳を洗い、同じ申し出を受けた巣父は、許由が耳を洗うのを見て「汚れた水を牛に飲ませるわけには

いかぬ」と牛を引き返させたという。野卑な人物の表情、独特の目つき、画面のほとんどをうめつくす圧倒的な描写、明暗の強いコントラストが

生み出す幻想的なムードは蕭白特有で、強烈な印象を観るものに与える。一方で、極細の墨描や繊細なグラデーションなど細部描写は、抜群にす

ぐれている。蕭白 30～33 歳頃の作と推定される。数少ない最初期の力作として貴重。 
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3 名称 
桃李園夜宴・西園題石図屏風 

（とうりえんやえん せいえんだいせきずびょうぶ） 
品  質 紙本墨画淡彩 

作 者 等 呉春筆 員  数 6 曲 1 双 

時  代 江戸時代・18 世紀 寸 法 等 
本紙：(各)縦 166.2cm 横 372.0cm 表具：(各)縦 172.0cm 

横 386.0cm 

作品概要 

四条派の祖、呉春の新出の大作。右隻に唐の李白が催した花見の宴、左隻に宋の文人らが王詵の西園に会した「西園雅集」中、米芾が岩壁に書を

認める場面が描かれる。リズミカルな岩や樹木の筆致が躍動感を生み、透明感のある淡い藍・緑・代赭による彩色が華やかさをかもし出してい

る。人物や卓上の器物の細墨線による描写は実に丁寧で繊細。師の与謝蕪村ゆずりの南画風だが、現実味あふれる描写、画面の明るさ、洗練され

た気品は、呉春の持ち味である。落款の書形や画風から、妻や父を相次いで亡くした傷心を癒すべく池田に移住していた呉春の「池田時代」、30-

38 歳頃の作と看做せる。最充実期の力作であり、呉春研究上、注目すべき作品である。 

 

4 名称 地蔵菩薩霊験記絵巻（じぞうぼさつれいげんきえまき） 品  質 紙本著色 

時  代 鎌倉時代-南北朝時代・13～14 世紀 員  数 1 巻 

寸 法 等 
縦 36.0cm 横 347.5cm（第 1 紙 58.2cm、第 2 紙 58.7cm、第 3 紙 39.3cm、第 4 紙 18.1cm、第 5 紙 59.1cm、第 6 紙 3.5cm、第 7 紙 52.2cm、第 8 紙

58.1cm） 

作品概要 

地蔵の霊験譚をあつめた宋代の常謹撰『地蔵菩薩霊験記』（端拱 2 年〈989〉成立）に収載された説話を絵画化した絵巻物。詞書は原文をほぼ忠実

に和文化したもので、読み下しに近い部分も見られる。本絵巻と同じテキストを典拠とする絵巻物として、群馬・妙義神社本（重要文化財）、東

京国立博物館本など鎌倉時代後半の作例が伝存しており、この説話集の絵画化がしばしば行われていたことが分かる。それらと画風や色遣いが共

通することから、本絵巻も鎌倉時代後半～南北朝時代の作と推測される。中世における地蔵信仰の隆盛を明らかに示す貴重な遺例であり、かつ鎌

倉時代以降の同主題の作例の展開を考える上でも欠かすことができない作品として、その稀少性は極めて高い。 

 

5 名称 出山釈迦図（しゅっさんしゃかず） 

時  代 南北朝時代・14 世紀 員  数 1 幅 

品  質 絹本墨画 寸 法 等 
本紙：縦 80.4cm 横 35.2cm 表装 縦 161.1cm 横 48.1cm 

軸長 53.3cm 

作品概要 
苦行を終えた釈迦が、修行の場所である山を出る姿を表わす。この主題は成道会の本尊として流布したが、鎌倉・南北朝時代にさかのぼる現存作

例は少なく、本図は貴重な初期水墨画の一つに数えられる。僧侶の顔貌など、抑制の効いた的確な描写が見所である。 

 

6 名称 彩釈教三十六歌仙絵断簡 満誓（しゃっきょうさんじゅうろっかせんえだんかん まんぜい） 

時  代 南北朝時代・14 世紀 員  数 1 幅 

品  質 紙本墨画淡彩 寸 法 等 
本紙：縦 28.3cm 横 19.3cm 表装：縦 132.0cm 横 38.0cm 

軸長 42.6cm 

作品概要 

平安時代、藤原公任によって歌仙 36 人とその和歌を載せた『三十六人撰』が撰述されると、彼らを特に三十六歌仙として尊び、その絵画化が行わ

れるようになった。本図は三十六歌仙のバリエーションの一つで、僧侶 36 人を主題とする「釈教三十六歌仙絵」の断簡。東京国立博物館の残欠本

（重要文化財）によって、南北朝時代・貞和 3 年（1347）、真言僧・栄海（1278～1347）が撰したことが分かる。像主の満誓は、奈良時代、大宰府

観世音寺の創建にも尽力した人物。本図を含む「釈教三十六歌仙絵」は、三十六歌仙絵の人気ぶりと受容層の広がりを示す好例である。 

 

7 名称 宗義調像（そうよししげぞう） 品  質 紙本著色 

作 者 等 画：如雲老人筆 賛：三玄宗三筆 員  数 1 幅 

時  代 安土桃山～江戸時代・16-17 世紀 寸 法 等 
本紙：縦 75.2cm 横 45.6cm 表具：縦 160.8cm 横 58.9cm 

軸張 64.2cm 

作品概要 

中近世の対馬の領主・宗氏（対馬宗家）の 18 代当主・宗義調（1532-88）の肖像画。侍烏帽子をかぶり、黒の直垂を着して、小紋高麗縁の畳に胡

座する。義調は「偽使」を運用して朝鮮王朝との通交権を回復させ、領国経営を安定・強化させた当主で、36 歳の若さで隠居した後も、没するま

で実権を握った。義調の肖像画は、別史料により画像賛のみ知られていたが、本像の画像賛はそれと同文であり、確実な宗義調像として初めて確

認された作品である。 

 

8 名称 花鳥図押絵貼屏風（かちょうずおしえばりびょうぶ） 品  質 紙本墨画 

作 者 等 伊藤若冲筆 員  数 6 曲 1 双 

時  代 江戸時代・18 世紀 寸 法 等 
本紙：各図 縦 127.7cm  横 51.5cm  

折畳時：縦 171.5cm 横 64.0cm 厚 11.2cm 

作品概要 

平成 28 年に新たに紹介された若冲の屏風。各扇に種々の動植物を水墨で描く若冲の屏風が数セット紹介され、中に宝暦 9～11 年（1759～61、若冲

44～46 歳）の年記をもつ屏風があることから、本屏風の制作期も若冲 40 代半ば頃と推定される。85 年におよぶ若冲の生涯の中では、ごく早期の

作であり、工房作の多い晩年作とは一線を画する。彩色の「動植綵絵」30 幅と同時期の作であり、若冲が着色画と並行し水墨画においても実験的

な造形を試みていたことを証する。きびきびとした墨描、独特のシャープな形態、「筋目書き」など斬新な水墨表現など、若冲ならではの造形実験

を示す優品で、先行する鶴亭など長崎派や黄檗絵画からの影響も窺える。 

 

9 名称 鳳凰牡丹図（ほうおうぼだんず） 品  質 絹本著色 

作 者 等 孫億筆 員  数 1 幅 

時  代 中国 清時代・康熙 30 年(1691) 寸 法 等 
本紙：縦 67.5cm  横 100.1cm   

表具：縦 173.0cm 横 105.3cm 軸張 111.8cm 

作品概要 
中国・清時代に福州（福建省）で活躍した花鳥画家・孫億の比較的早期の基準作。色鮮やかな絵具や金泥を用いて花鳥を細緻に表わす。孫億は福

州に留学した琉球絵師の師でもあり、本図は両者の関係を具体的に説明する上で大きな意義を持つ。 

 

10 名称 仙山観花図（せんざんかんかず） 品  質 絹本着色 

作 者 等 円山応挙筆・高芙蓉賛 員  数 1 幅 

時  代 江戸時代・安永 7 年(1778) 寸 法 等 
本紙：縦 55.6cm  横 114.3cm   

表具：縦 160.0cm 横 133.0cm 軸張り 140.0cm 

作品概要 

円山応挙 46 歳時の大作。賛は、画の６年後、池大雅の親友である高芙蓉が、没する前月に書している。賛では、応挙の水の表現がいかに素晴らし

いか、109 字を費やして切々と賛美。実際、画中には滝、渓流、蛇行して流れ来る川、近景を横断する幅広の川といった具合に、様々な水の流れが

設定され、藍で彩った水面に淡墨で波を丹念に描いて、浅深や緩急など水の変化を見事に表わしている。写生を重視する応挙らしい表現である。

近大遠小、近明遠渋の手法を用いた遠近感の表出、安定した絵画空間、雲霞によるゆったりとした空間構成、桃花咲き乱れる中、釣りや歓談する

文人たちの精細な描写など、応挙の高度な画技をみせる優れた作品である。 
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＜書跡＞（6 件） 

11 名称 道号頌「松山」（どうごうげ「しょうざん」） 品  質 紙本墨書 

作 者 等 清拙正澄筆 員  数 1 幅 

時  代 南北朝時代・建武元年（1334） 寸 法 等 
本紙：縦 30.6cm 横 60.3cm   

表具：縦 116.0cm 横 72.8cm 軸長 77.4cm 

作品概要 

素紙に楷書に近い行書体で、「松山」という道号にちなんだ偈を清拙が揮毫したもの。全 9 行。巻上げた時の本体外側上端に、江戸時代の大徳寺住

持・玉舟宗璠の筆になる題箋「澄清拙真蹟／松山頌(白文方印『宗璠』)」が貼られる。その書は、楷書の意が濃厚な行書体で、文字相互で連綿をせ

ず、文字の字間と行間を広めにとり、悠然と紙面に収まる。3 行目「蒼」や 6 行目「寒」の右払い、5 行目「不」の特徴的な字姿などは他の清拙墨

蹟と共通しており、本作品も清拙正澄の基準となる墨蹟と考えられる。 

 

12 名称 法語屏風（ほうごびょうぶ） 品  質 紙本墨書 

作 者 等 即非如一筆 員  数 6 曲 1 隻 

時  代 江戸時代・17 世紀 寸 法 等 
本紙：（各扇）縦 49.2cm 横 122.7cm   

折畳時：縦 155.3cm 横 62.5cm 厚 10.5cm 

作品概要 

即非如一が師の隠元の図像賛を 1 紙あたり 2 行を基調に揮毫したものを、六曲一隻の屏風の各扇に貼って仕立てたもの。その書は、薄めに磨った

墨を筆に含ませ、行草書体で自在に揮毫される。「黄檗の三筆」の隠元・木庵と即非を比べるとき、こと技量面では即非が傑出している。その一例

として第 6 扇の「月」字の最終画のように、素速い運筆で線条を紡錘形に為す筆遣いは即非の遺墨に特徴的な筆致であるが、こうした急峻で歯切

れのよい筆致を断続的に繰出すところや、本作品でも行末で乱れがない文字配置などに、即非の高い書技を見てとることができる。 

 

13 名称 偈頌「春」（げじゅ「しゅん」） 品  質 紙本墨書 

作 者 等 木庵性瑫筆 員  数 1 幅 

時  代 江戸時代・延宝 3 年(1675) 寸 法 等 
本紙：縦 97.9cm 横 39.5cm   

表具：縦 138.8cm 横 100.9cm 軸長 106.0cm 

作品概要 

「春」字を大書した所謂「置字」の形式で、8 行にわたって行草書体で偈頌と落款を揮毫したもの。筆にたっぷりと墨をふくませ、起筆に滲む箇所

も生じさせながら、勢いよく一気呵成に筆を運んでいる。なお、所蔵者により表具を締直ししたばかりで、保存状態はたいへん良好である。春が

めぐると人は寿命を増し、万物が充実して福が門に満つるという内容で、いわば春の賛歌である。その書は、大らかさにあふれ、朗らかで明るい

書風を展開する。揮毫の目的や背景は不詳だが、木庵の帰依者か黄檗禅の支援者のために書かれた可能性があろう。隠元や即非の墨蹟と比べて木

庵の墨蹟は、天真爛漫な明るい書風が特徴の 1 つに挙げられる。 

 

14 名称 
明月記断簡 建暦三年二月十一日・十二日条（めいげつきだんかん 

けんりゃくさんねんにがつじゅういちにち・じゅうににちじょう） 
品  質 紙本墨書 

作 者 等 藤原定家筆 員  数 1 幅 

時  代 鎌倉時代・建暦 3 年(1213) 寸 法 等 
本紙：縦 28.5cm 横 35.4cm  

表具：縦 108.5cm 横 47.2cm 軸張り 52.3cm 

作品概要 

『明月記』は、鎌倉時代前期の公卿・歌人で、歌学の大成者として後世に大きな影響を与えた藤原定家(1162-1241)の日記。その建暦 3 年（1213）

2 月 11 日・12 日条の自筆本断簡である。11 日条は定家の日吉大社参詣についての記録。定家は生涯にわたって日吉社を信奉して盛んに参詣に訪

れており、本条にはその具体的な様子が記される。12 日条は、定家の歓喜光院仏事への参仕についての記録。歓喜光院は美福門院(1117-60)御願の

御堂であり、八条院(1137-1211)に伝領され、建久 5 年(1194)以降は八条院の御所となった。この院司が定家であった。自筆本である本作品の両日

条は、刊本等と一部異同があり、特に 11 日条については、これまで同年 2 月 10 日条として伝わっていたものである。 

 

15 名称 紺紙金字法華一品経 普門品（こんしきんじほけいっぽんぎょう ふもんぼん） 

時  代 平安時代・12 世紀 員  数 1 巻 

品  質 紺紙金字 寸 法 等 

本紙：縦 26.8cm 全長 282.3cm（表紙 22.5cm、第 1 紙 49.0cm、

第 2 紙 51.0cm、第 3 紙 50.8cm、第 4 紙 51.1cm、第 5 紙 48.4cm、

軸付 9.5cm） 

作品概要 

紺紙金字、巻子装。 紺で染めた料紙 6 紙に銀界を引き、金泥を用いて和様の楷書体で『法華経普門品』を書写した装飾経。本作品は、高野山に伝

来した「紺紙金字法華一品経」(和歌山・金剛峯寺所蔵、28 巻、重要文化財)から早くに分かれた、僚巻で未指定の「普門品」である。文字は整斉

のとれた穏和な楷書で、首尾一貫して書風に乱れがなく、筆者が高い技量の持ち主だったと想像される。表紙・見返しを荘厳する仏教絵画、題箋

・八双・軸首を繊細かつ華麗に装飾する金具など、平安時代 12 世紀の多彩な美意識を総合芸術的に凝縮した作品とみることができる。 

 

16 名称 天海版妙法蓮華経 普門品（てんかいばんみょうほうれんげきょう ふもんぼん） 

時  代 江戸時代・天保 4 年(1647)刊 員  数 1 帖 

品  質 折本 寸 法 等 縦 28.8cm 横 9.7cm 高 1.1cm 

作品概要 

徳川家康、秀忠、家光の 3 代にわたって幕政に関与した、天台僧の天海の発願により、江戸・東叡山寛永寺にて開版された一切経。この一切経を

天海版一切経と称す。底本は川越の喜多院所蔵の南宋思渓版で、元版で補っている。寛永 14 年(1637)に第 1 巻を刊行し、慶安元年(1648)に完成し

た。天海版一切経は、日本における初めての版本による大蔵経として著名である。木活字による印刷で、現在、天海版一切経に使用された木活字

が多数現存している(重要文化財「天海版木活字」(寛永寺蔵))。近世初期に盛行した活字印刷には、伏見版、駿河版、宗存版があり、この天海版

一切経は古活字版の最後を飾る大事業であった。本作品はその印刷の実態と技術の水準を示す例として歴史的価値が高い。 

＜金工＞（3 件） 

17 名称 輪宝（りんぽう） 品  質 銅・鋳造、鍍金 

指  定 重要美術品 員  数 1 口 

時  代 鎌倉時代・13 世紀 寸 法 等 径 11.6cm 

作品概要 

外輪の八方に独鈷杵の先端を突き出した両面式の八鋒輪宝。輪の中心部の車軸にあたる轂は、間弁付きの八葉蓮華形で、八花状を呈する蓮肉には

中央に 1 つ、周囲に 8 つの蓮子を打つ。轂から放射状に伸びる鋭利な輻は 8 本からなり、それぞれに花弁と蘂を根元にめぐらす。輻の先を受ける

輞は、二線の鈕とやや匙面をとった 64 弁からなる列弁帯であらわし、外縁から輻の先が突出する。全体に鋭く薄手に仕上げており、鋳上がりが極

めてよく、鍍金の残りも良好である。同種の現存する輪宝のなかでも最も古様かつ屈指の作である。 

 

18 名称 五鈷杵（ごこしょ） 品  質 銅、鋳造、鍍金 

指  定 重要美術品 員  数 1 口 

時  代 鎌倉時代・13-14 世紀 寸 法 等 総長 18.6cm 把長 7.7cm 鈷張 6.1cm 

作品概要 

空海請来組法具に範をとった請来様の五鈷杵。把の中央部は十六面の切子形とし、各面中央にやや大ぶりな円文を打つ。切子形の両端は刻みを縦

筋にめぐらして蘂をあらわし、鎬を立てた八葉の蓮弁帯は、中央で三条八角の鈕で約す。鈷は独鈷の四方に脇鈷をつけた 5 本からなり、中鈷は下

方に抉りを入れた八面錐形をなす。また、脇鈷は中央には鎬をたて、鎬上 3 箇所に月形を設ける。やや白味を帯びた鍍金は厚く細部までまわり、

面取りは歪みがなく緊張感がある。請来様法具の展開を知る上で好個の作例である。 
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19 名称 五鈷鈴（ごこれい） 

時  代 鎌倉時代・13 世紀 員  数 1 口 

品  質 銅・鋳造、鍍金 寸 法 等 総高 17.5cm 口径 7.5cm 

作品概要 

鈷・把部と鈴身部を別鋳とする五鈷鈴。鈷は、把上より垂直に伸びる中鈷と、逆刺を伴う 4 つの脇鈷からなる五鈷形をなす。把の鬼目は二重瞼で

4 ヶ所に鋳出し、鬼目の上下に配した蓮弁帯は、蕊と連珠を伴う間弁付重圏八葉蓮華とし、把上部は素文の 2 紐で約す。別造りの鈴身部は、笠形上

に間弁付重圏八葉蓮華をあらわし、弁先にやや大きめの連珠をめぐらす。また、連珠より下の胴部には、2 条の細い隆帯と、その上下に子持三条帯

をめぐらす。なお、鈴身の内側には環を設け、舌を吊り下げる。鍍金は剥げが目立つものの、目立つ傷もなく鋳上がりも非常によい。 

＜陶磁＞（1 件） 

20 名称 色絵象図八角皿（いろえぞうずはっかくざら） 品  質 色絵磁器 

作 者 等 伊万里（有田） 員  数 1 枚 

時  代 江戸時代・17 世紀中葉 寸 法 等 高 4.8cm 口径 26.5cm 底部 4.8cm 

作品概要 

口縁と見込の底部を八角形に成形し、高めの高台を付けた色絵磁器。見込に円形の窓を設け、その内側に黒地緑彩で象文をあらわし、その周囲に

は花文と思われる黄・黒で描いた円形の文様で埋め尽くす。それを囲むように、見込の側面から口縁にかけて、各稜に紫色の牡丹花を中心に唐草

を青の上絵具であらわした牡丹唐草文を配する。高台内に呉須の一重圏線を施す。17 世紀中葉に作られた伊万里焼の初期の色絵磁器であり、象の

文様をあらわした製品の初出の可能性が高い貴重な作品である。山辺田窯または猿川窯の製品の可能性が考えられる。 

＜考古＞（10 件） 

21 名称 車輪石（しゃりんせき） 

時  代 古墳時代・4 世紀 員  数 1 点 

品  質 緑色凝灰岩製 寸 法 等 
長径 13.3cm 短径 12.6cm 孔径 5.8cm 縁高 0.7cm 孔内壁

高 1.1cm 

作品概要 

車輪石とは、古墳の副葬品の中で、南海に生息するオオツタノハを加工した貝輪を石で模造した腕輪形の石製品で、車輪に見立てて江戸時代に命

名された。表面には 24 本の肋条によって匙面を作り出し、裏面は断面をみると中央に向かって緩やかに膨らむ。石材は硬質で淡緑色を呈する緑色

凝灰岩であり、石川県片山津産と見られる。富雄丸山古墳とは奈良市南西部に現存する大型円墳で、明治年間に著しい盗掘にあって副葬品が散逸

した。本品もその一つの可能性もあるが、出土地の確定にはさらなる類品の発見を待ちたい。 

 

22 名称 銅製瓔珞付経筒（どうせいようらくつききょうづつ） 

時  代 平安時代・天永元年(1110) 員  数 1 合 

品  質 青銅鋳造 寸 法 等 総高 28.4cm 蓋径 12.0cm 高台径 9.6cm 

作品概要 

青銅鋳造の蓋付の経筒である。蓋は円形笠形で宝珠形の鈕を持ち、ガラス小玉の瓔珞を４箇所に垂下する。筒身上半部には 14 行にわたって銘文が

刻まれる。本品は大宰府政庁の北東に位置する信仰の山、宝満山麓に造営された経塚出土品である。当地は山岳信仰を考える上で重要な場所であ

り、銘文から観世音寺僧｢観尊（伝燈大法師観尊）｣が奉納したことが分かる。また、経片や経軸、平瓦などが伴っており、石室様の埋経施設を造

って炭化物が充填されていたものと考えられる。紀年銘から天永元年（1110）の造営と分かる。 

 

23 名称 三角柱状土製品（さんかくちゅうじょうどせいひん） 品  質 土製品 

作 者 等 伝福島県耶麻郡西会津町 上小島遺跡出土 員  数 1 点 

時  代 縄文時代・前 3000 年-前 2000 年 寸 法 等 縦 7.0cm 横 6.0cm 高 4.2cm 

作品概要 

伝福島県西会津町上小島遺跡出土。三角柱状土製品は縄文時代を代表する祭祀具で、本品は上端部を欠失しているが、底面以外は縄文で覆われ、

沈線で施文されている。中央には貫通する孔がある。縄文時代中期後半から後期初頭の北陸地方を中心に出土し、関東、東北地方にも分布する。

同地域には外形が類似した石製のものも出土する。九州の縄文時代後期から弥生時代初頭には、この石製のものが出土する。縄文時代の西日本と

東日本の文化交流を考える上で、たいへん重要な作品である。 

 

24 名称 三角柱状土製品（さんかくちゅうじょうどせいひん） 品  質 土製品 

作 者 等 伝福島県耶麻郡西会津町 芝草・小屋田遺跡出土 員  数 1 点 

時  代 縄文時代・前 3000 年-前 2000 年 寸 法 等 縦 4.7cm 横 7.6cm 高 5.8cm 

作品概要 

伝福島県西会津町芝草・小屋田遺跡出土。三角柱状土製品は縄文時代を代表する祭祀具で、本品は完形で長側面に縄文を施文し、長側面と短側面

を沈線で飾る。中央には貫通する孔がある。縄文時代中期後半から後期初頭の北陸地方を中心に出土し、関東、東北地方にも分布する。同地域に

は外形が類似した石製のものも出土する。九州の縄文時代後期から弥生時代初頭には、この石製のものが出土する。縄文時代の西日本と東日本の

文化交流を考える上で、たいへん重要な作品である。 

 

25 名称 鐸形土製品（たくがたどせいひん） 品  質 土製品 

作 者 等 伝青森県三戸郡南部町大向出土 員  数 1 点 

時  代 縄文時代・前 2000 年-前 1000 年 寸 法 等 直径 4.2cm 高 5.3cm 

作品概要 

伝青森県南部町大向出土。釣鐘形の土製品で上端付近に水平方向の穿孔がある。体部は２－３本を１組とした線刻風の細い沈線で直線や曲線を表

わしている。鐸形土製品は、東北北部から北海道南部の縄文時代後期前半に盛行する祭祀具である。その起源については、ミニチュア化した壺形

土器のように見えるが、中国東北地方からロシア沿海州にかけて分布する金属製鐸の模倣品とみる見解もあり、今後の研究動向が注目される土製

品である。 

 

26 名称 鐸形土製品（たくがたどせいひん） 品  質 土製品 

作 者 等 青森県青森市浪岡舘山出土 員  数 1 点 

時  代 縄文時代・前 2000 年-前 1000 年 寸 法 等 直径 4.5cm 高 5.3cm 

作品概要 

青森県青森市浪岡舘山出土。釣鐘形の土製品で上端付近に水平方向の穿孔がある。上端部は面をなすが、半分程度を欠失する。体部の文様は、下

端部が水平方向の沈線で区画され、垂直方向に２本の沈線を１箇所、曲線文を５箇所に施している。鐸形土製品は、東北北部から北海道南部の縄

文時代後期前半に盛行する祭祀具である。その起源については、ミニチュア化した壺形土器のように見えるが、中国東北地方からロシア沿海州に

かけて分布する金属製鐸の模倣品とみる見解もあり、今後の研究動向が注目される土製品である。 

 

27 名称 土偶（どぐう） 品  質 土製 

作 者 等 伝福島県大沼郡会津美里町 五本松遺跡出土 員  数 1 点 

時  代 縄文時代・前 2000 年-前 1000 年 寸 法 等 長 7.3cm 幅 3.6cm 厚 2.3cm 

作品概要 

伝福島県会津美里町五本松遺跡出土。右耳、両乳房、両腕、両脚を欠失するものの、遺存状態は良好な土偶である。頭部は丸顔で扁平、各部を隆

帯で表わす。後頭部と腹部に瘤状の突起が認められ、各所に環状の刺突が密に施されている。縄文時代後期には、東日本から土偶や石棒が九州へ

と伝播し、独自の文化が開花した。当該期の広域的な文化交流を示すものとして、たいへん貴重な作品である。 

 

28 名称 台付二枚貝形土器（だいつきにまいがいがたどき） 品  質 土製 

作 者 等 伝青森県岩木川流域出土 員  数 1 点 

時  代 縄文時代・前 1000 年-前 400 年 寸 法 等 
高 10.4cm (器)最大幅 18.4cm 最小幅 15.4cm (台)最大幅

9.3cm 最小幅 8.5cm 

作品概要 

伝青森県岩木川流域出土。二枚貝の片面を模した浅鉢形の土器に台が付く形態。完形。器部外面に縄文と沈線による磨消縄文が施されている。縄

文時代晩期中葉、亀ヶ岡文化の土器である。亀ヶ岡文化は、東北地方の縄文時代最末期の文化で、精巧な土器や土製品の製作をはじめとする工芸

技術が発達した。その製作技術は西日本の弥生土器の成立にも大きな影響を与えている。 
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29 名称 三角縁神獣鏡（さんかくぶちしんじゅうきょう） 品  質 銅鋳造 

作 者 等 伝三重県一志郡美杉村太郎生（現三重県津市美杉町太郎生）出土 員  数 1 面 

時  代 古墳時代・4-5 世紀 寸 法 等 径 21.9cm 

作品概要 

銅鋳造。内区主文帯に 6 乳を置き、3 神と 3 獣を交互に配置するが、一部は鋳上がりが悪く不明瞭である。外側の副文帯には 9 乳を配するが、間隔

にばらつきがある。乳間には蛙や双魚、獣を置き、細線で弧文や円文を充填する。本品は、粗雑化したさまざまな特徴から仿製鏡と目される。ま

た三重県美杉村出土とされるが、当地は山間部で古墳は存在していない。しかし、大和と伊勢を結ぶ交通の要衝であり、峠や集落境で行なわれた

神まつりに伴う可能性も考えられる。 

 

30 名称 三角縁神獣鏡（さんかくぶちしんじゅうきょう） 

時  代 古墳時代・4 世紀 員  数 1 面 

品  質 銅鋳造 寸 法 等 径 21.9cm 

作品概要 

銅鋳造。内区主文帯に 6 乳を置き、3 神と 3 獣とを交互に配置して隙間を細線で充填する。副文帯には 10 乳を置き、その間に蛙や双魚、獣を置く。

いずれの文様も表現がやや崩れ、粗雑な作りで、鋳上がりも悪く不鮮明な部分が認められる。三角縁神獣鏡は、中国の神仙思想に基づく文様をモ

チーフとした古墳時代前期の鏡であり、文様が精緻で銅質も良いものは舶載鏡、文様の形骸化が進み銅質も悪いものは日本列島で作られた仿製鏡

とされている。本品の出土地は不明だが、古墳時代前期後半に日本で製造されたと考えられる。 

＜歴史資料＞（4 件） 

31 名称 小早川隆景書状（こばやかわたかかげしょじょう） 

作 者 等 小早川隆景 品  質 紙本墨書 

時  代 室町時代・永禄 12 年(1569) 員  数 1 幅 

寸 法 等 本紙(前半部分)：縦 13.0cm  横 39.0cm 本紙(後半部分)：縦 13.0cm  横 38.6cm 表装：縦 146.5cm  横 58.0cm 軸長 63.5cm 

作品概要 

永禄 12 年(1569)11 月 18 日付、天野隆重・天野武弘宛、小早川隆景書状。毛利氏と大友氏の立花城攻防、また毛利氏と尼子遺臣との出雲を巡る争

いに関わる文書である。隆景は兄の吉川元春とともに、筑前の攻略に当たっていたが、大友宗麟の支援を受けた大内輝弘は山口で挙兵、出雲方面

では、尼子勝久が大友氏と連携して挙兵した。挟み込まれる形となった毛利元就の命をうけて、元春と隆景は兵を立花城に残して、筑前から撤退

することになったことが本作品の背景にある。アジアとつながる国際貿易港、博多を巡る毛利氏と大友氏の攻防が窺える一次史料であるとともに、

『大日本史料』等で存在が知られた史料の原文書でもある作品である。 

 

32 名称 朝鮮国告身関係文書（ちょうせんこくこくしんかんけいもんじょ） 品  質 紙本墨書 

指  定 重要美術品 員  数 7 通 

時  代 (1)(2)(3)朝鮮時代・万暦 22 年(1594)、(4)江戸時代・慶長 17 年（1612）、(5)江戸時代・元和 6 年（1620）、(6)(7)江戸時代・18 世紀 

寸 法 等 
(1)縦 47.0cm 横 41.6cm (2)縦 41.2cm 横 47.3cm (3)縦 52.6cm 横 82.7cm (4)縦 33.5cm 横 51.7cm 

(5)縦 33.2cm 横 51.6cm (6)縦 38.0cm 横 51.5cm (7)縦 36.2cm 横 7.9cm  

作品概要 

1594 年(万暦 22・文禄 3)に朝鮮王朝が日本人「萱島木兵衛」を朝鮮国の武官に任命する際に発給した文書群（(1)・(2)・(3)）と、その伝来を示す

関係文書群（(4)・(5)・(6)・(7)）。前者は「文禄の役」の最中に交わされた文書で、中国地方の大名毛利家に従って朝鮮に赴いた日本人武将の動

向を伝える。(1)は萱島木兵衛を朝鮮国の武官に任じた告身（辞令書）。(2)は慶尚道観察使の洪導（履祥）が宋昌世に発した書簡。宋昌世が萱島木

兵衛を内通させ、敵情を報告した功績を称える。(3)は洪導が萱島木兵衛の書簡に対して発した返書。(1)は所在不明であったもので、 (2)(3)およ

び『朝鮮王朝実録』など周辺史料から歴史的背景が明らかであり、資料的価値は非常に高い。 

 

33 名称 長崎諸役所絵図（ながさきしょやくしょえず） 品  質 紙本著色。折帖装 

時  代 江戸時代・18-19 世紀 員  数 1 帖 

寸 法 等 

縦 38.6cm 全長 1173.0cm 1 丁あたり：縦 38.6cm 横 15.2cm 

本紙第 1 紙：38.1×27.7cm 第 2 紙：38.1×27.7cm 第 3 紙：38.2×27.2cm 第 4 紙：38.3×26.0cm 第 5 紙：38.3×26.5cm  

第 6 紙：38.3×26.5cm 第 7 紙：38.3×27.5cm 第 8 紙：38.4×27.7cm 第 9 紙：38.2×27.8cm 第 10 紙：38.4×26.0cm 第 11 紙：37.8×26.0cm 

第 12 紙：37.7×27.4cm 第 13 紙：37.6×13.5cm 第 14 紙：38.1×27.5cm 第 15 紙：38.3×25.5cm 第 16 紙：38.1×24.8cm  

第 17 紙：38.3×27.7cm 第 18 紙：38.3×27.8cm 第 19 紙：38.3×27.8cm 第 20 紙：38.4×24.1cm 第 21 紙：38.3×26.4cm  

第 22 紙：38.3×27.7cm 第 23 紙：38.3×27.8cm 第 24 紙：38.2×27.7cm  第 25 紙：38.3×27.8cm 第 26 紙：38.2×25.7cm  

第 27 紙：38.3×25.9cm 第 28 紙：38.4×25.8cm 第 29 紙：38.3×27.7cm 第 30 紙：38.3×27.7cm 第 31 紙：38.3×27.8cm  

第 32 紙：38.2×22.0cm 第 33 紙：38.1×25.2cm 第 34 紙：38.2×27.6cm 第 35 紙：38.2×27.7cm 第 36 紙：38.2×22.5cm  

第 37 紙：38.2×26.6cm 第 38 紙：38.2×27.7cm 第 39 紙：38.2×26.3cm 第 40 紙：38.2×27.7cm 第 41 紙：38.1×27.9cm  

第 42 紙：38.1×27.8cm 第 43 紙：38.2×27.7cm 第 44 紙：38.1×27.8cm 第 45 紙：37.9×8.2cm 

作品概要 

長崎奉行所など主要な建造物の指図を描く。建物名、部屋名、居住者の姓、建物あるいは部屋の間口と奥行き、制札場などの情報が詳細に記され

ていること、また西御役所以下、設置・建設年代や増築・修理の経緯、総坪数、焼失の年代が記されていることが特徴で、この点に鑑みると、長崎

奉行所の普請方が作成したものと考えられる。華美な装飾を排し、貼紙を付すことで変更箇所を示していることを考え合わせると、奉行所の役人

が実際に使用するために作成したものであると捉えられる。本作品は、異国との貿易・交流の場であった出島や唐人屋敷・唐通詞会所のみならず、

長崎の様々な側面にも光を当てることのできる作品である。 

 

34 名称 米船渡来見聞絵図（べいせんとらいけんぶんえず） 

作 者 等 山脇正準撰、乙部次儀筆 品  質 紙本著色 

時  代 江戸時代・安政 3 年(1856) 員  数 1 巻 

寸 法 等 

縦 26.6cm 全長 736.6cm  

内訳：表紙見返し 26.0cm 第 1 紙 27.4cm 第 2 紙 38.4cm 第 3 紙 38.2cm 第 4 紙 38.3cm 第 5 紙 38.3cm 第 6 紙 33.0cm 第 7 紙 35.9cm  

第 8 紙 38.3cm 第 9 紙 39.3cm 第 10 紙 39.6cm 第 11 紙 37.9cm 第 12 紙 38.8cm 第 13 紙 38.4cm 第 14 紙 38.2cm 第 15 紙 38.4cm 

第 16 紙 32.1cm 第 17 紙 34.9cm 第 18 紙 37.8cm 第 19 紙 35.5cm 第 20 紙 11.9cm 

作品概要 

嘉永 6 年(1853)と翌安政元年(1854)に、ペリー(1758-1858)率いるアメリカ艦隊が来航した際の、警固の陣形図や応接所の図、アメリカ船の設備、

積まれていた武器や楽器、工具・道具類、アメリカ軍服などを描いた絵図。巻末の識語によれば、本作品は山脇正準が「横栗」の両浜で見聞した

ことを、安政 3 年(1856)の仲春(2 月)下旬に乙部次義が模写したとある。「横栗」の両浜とは横浜と久里浜で、嘉永 6 年時は久里浜に、翌安政元年

時は横浜に応接所が設けられている。乙部次義は、山脇の門下生である可能性があるが、詳細は不明である。幕末の日本人が、アメリカ艦隊をど

のように観察し、何に興味を示したかを窺い知ることができる作品である。 

（2）寄贈（261 件） 

＜絵画＞（7 件） 

1～7 名称 
重要文化財 日新除魔図 葛飾北斎筆 

（にっしんじょまず かつしかほくさいひつ）など 
品  質 紙本墨画など 

作 者 等 葛飾北斎など 員  数 7 件 

時  代 江戸時代・天保 13-14（1843-44）など 寸 法 等 
本紙 (各)縦 13.0-40.2cm 横 13.5-40.3cm、台紙 (各)縦

30.2cm 横 41.8cm など 

作品概要 

葛飾北斎の「日新除魔図」219 枚は、信州小布施逗留中の北斎が 84～86 歳のとき、毎朝の日課として描き続けたさまざまな姿の大量の獅子図、

獅子舞図。注文制作ではなく、自身の長寿を願うなどの理由により描かれた。北斎の「日新除魔図」は国内外に他に数図知られるが、当寄贈作品

は質量ともにまとまった稀有な作品群であり、219 枚にもおよぶ。最重要作品群としてつとに知られ、伝来事情も明確。信州松代藩士の宮本慎助

が北斎に依頼していた掛幅画がいっこうに出来ず、北斎の娘・お栄の提案によって代替として宮本慎助に贈ったのが、お栄保管のこの 219 枚であ

った。躍動する筆の動きはすばらしく、北斎の豊かな創造力があふれ出るさまを紙上にとどめる、きわめて貴重な物証である。その他、同じ京都
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の収集家からの寄贈絵画 6 件は次のとおり。 

1 大日如来像  1 幅、2 布袋図 栄賀筆 1 幅、3 秋冬山水図屏風  1 隻、4 南蛮屏風 1 隻、5 洛中洛外図屏風  1 双 

6 大応・大燈・関山像 白隠慧鶴筆 3 幅、7 重要文化財 日新除魔図 葛飾北斎筆 219 枚 

＜書跡＞（22 件） 

8～19 

名称 
河嶽英霊集断簡 伝高枝王筆（かがくえいれいしゅうだんかん でんたかえのみこひつ）など 

作 者 等 伝高枝王筆など 品  質 絹本墨書および紙本墨書 

時  代 平安時代など 員  数 12 件 

作品概要 

断簡は平安時代前期の書写になる『河嶽英霊集』の現存 2 例の断簡のうちの 1 つで、唐詩を享受し流行した当時の日本社会の受容の一様相を伝え

る遺墨として貴重である。古筆切 12 葉はいずれも粒揃いの名品で、平安時代の名物切が大半を占める。特に巻頭の高野切は、「筑紫に」から始ま

る手鑑中白眉の古筆切である。また、書状は豊臣秀吉をはじめ実弟の秀長、高台院、淀殿など豊臣家の人びとの手によるものであり、安土桃山時

代の書風を知る上で好個の資料群である。 

1 河嶽英霊集断簡 伝高枝王筆 1 幅、2 古筆手鑑「まつかぜ」 1 帖、3 古今和歌集 伝藤原公任筆 2 帖 

4 書状 豊臣秀吉筆 1 幅、5 書状 豊臣秀長筆 1 幅、6 書状 高台院筆 1 幅、7 書状 淀殿筆 1 幅、8 書状 常高院筆 1 幅 

9 書状 興安院筆 1 幅、10 書状 天秀尼筆 1 幅、11 書状 近江局筆 1 幅、12 詠草 山崎豊治室筆 1 幅 

 

20～29 

名称 

重要美術品 和漢朗詠集断簡 戊辰切「故宮付故宅」（わかんろうえ

いしゅうだんかん ぼしんぎれ「こきゅうつけたりこたく」）など 
品  質 彩箋墨書、掛幅装（三段表具）など 

時  代 奈良時代・8 世紀、平安時代・12 世紀、江戸時代・17 世紀など 員  数 10 件 

作品概要 

東大寺二月堂に伝来した全 60 巻 34 章からなる『大方広仏華厳経』(旧訳華厳経、仏駄跋陀羅訳)の「盧舎那仏品第二」のうち 28 行分を銀泥で書写

した断簡のほか、『麗華集』、『業平集』、『伊勢集』、『古今和歌集』など平安時代に編まれた代表的な歌集の断簡を含む。特に、重要美術品認定の和

漢朗詠集断簡 戊辰切「故宮付故宅」は、12 世紀の能書で藤原行成から 5 代目の子孫にあたる藤原定信の筆になり、速筆で右肩上がりの字姿とい

う彼の特徴的な書風が確認できる古筆切で、この時代の書を考える上で重要な作品の 1 つである。また、一行書は、江戸時代 19 世紀の禅僧で、生

涯を雲水のままに過ごした良寛による一行で「従少出家今已老」と草書体で揮毫し、落款「沙門良寛書」を添えたもの。 

1 二月堂焼経断簡 1 幅、2 麗華集断簡 香紙切「なつのひも」 1 帖、3 業平集断簡 尾形切「むさしのゝ」 2 帖 

4 伊勢集断簡 石山切「さくら花」 1 幅、5 古今和歌集断簡 通切「わかせこか」 1 幅 

6 二十巻本歌合断簡 二条切「あやめくさ」 1 幅、7 重要美術品 和漢朗詠集断簡 戊辰切「故宮付故宅」 1 幅 

8 古今和歌集断簡 昭和切「をみなへし」 1 幅、9 書状 1 幅、10 一行書 1 幅 

＜彫刻＞（1 件） 

30 名称 観音菩薩立像（かんのんぼさつりゅうぞう） 品  質 赤色砂岩製 

時  代 中国 北斉時代・武平 7 年(576) 員  数 1 軀 

  寸 法 等 総高 148.0cm 幅 35.5cm 奥行 40.8cm 像髙 124.0cm 

作品概要 

本体と台座は別造で、本体足裏の枘を台座に差し込む。本体は高浮彫、台座は丸彫。像は花蕊文様をあしらった円筒形宝冠をかぶり、胸飾、X 字形

の瓔珞をつける。両耳の後ろに冠紐と垂髪の輪郭のみ彫出する。上半身は偏袒右肩に薄衣を、下半身には裙をまとい、腰紐を両足間に垂らす。腰

紐は膝上付近で結び目を作る。台座は反花座で、正面に逆 U 字型の区画を設け 8 行の銘を刻む。その下に亀の前半身を表わし、正面両側に一対の

獅子を配す。中国南北朝後期の様式を表わした作例で、銘文から制作年も判明し、資料的価値が高い。 

＜金工＞（202 件） 

31～232 

名称 
重要美術品 梅竹の図真形釜（うめたけのずしんなりがま）など 品  質 鉄・鋳造 

時  代 室町時代、安土桃山時代、江戸時代など 員  数 202 件 

作品概要 

芦屋や天明、京都をはじめとするわが国の代表的な釜・風炉の制作地の作品をほぼ網羅しており、技法や器形、意匠の特徴を通観することができ

る貴重な作品群である。また、鐙は鉄地に銀と真鍮の平象嵌を施した舌長鐙で、紋板には透かしを 7 段設け、正面の渡りには鐙師の象嵌銘を入れ

る。鳩胸には、細い蕨手地に牡丹と南蛮衣装を身につけた人物 3 名を幅広の銀象嵌で大きくあらわす。一方、踏込の裏面は流水を真鍮で、また舞

い散る桜花を真鍮と銀の象嵌により流麗にあらわす。 

＜陶磁＞（21 件） 

233～253 

名称 

重要文化財 色鍋島松竹梅文瓶子 

（いろなべしましょうちくばいもんへいし）など 
時  代 安土桃山時代、江戸時代など 

作 者 等 鍋島、伊万里（有田）、唐津、備前など 員  数 21 件 

作品概要 

唐津・伊万里・鍋島の九州陶磁を中心に、瀬戸美濃・備前も含めた近世日本陶磁の優品を網羅したコレクションである。安土桃山時代から江戸時

代初頭にかけて日本で需要のあったベトナム陶磁 3 件も含む。特に、16・17 色鍋島松竹梅文瓶子は、鍋島藩窯の最盛期に作られた色鍋島で、世界

的にも類品が見られない重要な作品である。おそらく徳川将軍家や有力な大名家の婚礼等の際に、贈答品として佐賀藩が発注したものと推定され

る。この度の寄贈で 2 点ともに坂本五郎氏が所有されていたことが分かった。本コレクションの陶磁器は、いずれも過去に書籍や展覧会等で紹介

された実績があるが、その後長らく公開されなかったために所在不明と思われていたものなど、学術的に貴重な作品が数多く含まれる。 

1 猿投灰釉短頸大壺 1 口、2 古瀬戸鉄釉印花蕨文広口壺 1 口、3 古備前大皿 1 枚、4 古備前三耳大壺 1 口 

5 古備前三耳壺 1 口、6 志野茶碗 銘 若宮 1 口、7 古唐津銹絵片輪車千鳥文双耳壺 1 口、8 古唐津銹絵芦文大皿 1 枚 

9 古唐津銹絵山水文双耳鉢 1 口、10 重要美術品 備前透彫釣灯籠 1 基、11 備前透彫釣灯籠 1 基 

12 初期伊万里染付山水人物図大鉢 1 口、13 古九谷色絵花鳥図手付鉢 1 口、14 古九谷色絵孔雀牡丹太湖石図瓶 1 口 

15 柿右衛門色絵花鳥三果文大鉢 1 口、16 重要文化財 色鍋島松竹梅文瓶子 1 口、17 色鍋島松竹梅文瓶子 1 口 

18 仁清色絵獅子香炉 1 合、19 安南五彩草花蓮弁文茶碗 1 口、20 安南五彩牡丹唐草文稜花盤 1 枚、21 安南五彩牡丹文壺 1 口 

＜漆工＞（4 件） 

254～257 

名称 
菊蒔絵風鑪（きくまきえふろ）など 品  質 木製漆塗 

時  代 鎌倉、室町、安土桃山時代など 員  数 4 件 

作品概要 

高台寺蒔絵で飾った手焙と朱漆塗器（いわゆる根来）、南蛮文様で飾った鞍である。なかでも朱漆練行衆盤は東大寺二月堂で行われる修二会におい

て練行衆が食事を食堂でとる際に使用する盤で、裏面の朱漆銘から盤の用途や制作された枚数、制作年月や漆工名が明らかである。この練行衆盤

は東大寺に伝世する練行衆盤（11 枚、重要文化財）と一連の盤であり、大変貴重な作例である。また、朱漆輪花盤は、禅林の茶会で茶道具を載せ

て用いられたと考えられるもので、舶載された中国製の器物に範をとった唐様朱器としてこちらも貴重な作例である。 

1 菊蒔絵風鑪 1 基、2 朱漆練行衆盤 1 枚、3 朱漆輪花盤 1 基、4 鋸歯文蒔絵鞍 1 背 

＜考古＞（3 件） 

258～260 

名称 

重要美術品 四区袈裟襷文銅鐸(よんくけさだすきもんどうたく)な

ど 
員  数 3 件 

作品概要 

四区と六区の袈裟襷文銅鐸と須恵器多嘴壺とがある。銅鐸はいずれも青銅鋳造で、截頭円錐形の鐸身の上部に扁平化した鈕、側面には鰭がつく。

いずれもほぼ完形で、鐸身には突線を鋳出した斜格子の文様帯によって４または６つの区画を構成するため、袈裟襷文と呼ばれる。完形で鐸身の

表裏には各４個の型持孔がある。本品の銅鐸は、石製鋳型で製作されたと考えられ、現在までに７口の同范銅鐸が知られている。朝鮮半島の小銅

鐸を起源とする日本の銅鐸は、弥生時代に祭器として西日本に盛行した青銅器である。単独で集落や墓地から離れて出土する場合が多いため、年

代決定が困難な場合が少なくない。豊穣のシンボルとして農耕祭祀に用いられたとされており、吊り下げて鳴らす楽器から装飾的なものへと変遷

する。須恵器多嘴壺は、長胴を呈する壺の肩に４つの口縁部を持つ管（嘴）を対象形に配置した須恵器の壺。多嘴壺は中国陶磁の越州窯や竜泉窯

に系譜が求められるが、日本での展開は、灰釉陶器の一大産地であった愛知県猿投窯跡で主に生産されている。製作時期は、８世紀第４四半期で、

猿投窯では須恵器から灰釉陶器へと生産の中心が移り変わる時期に当たっている。 

1 重要美術品 四区袈裟襷文銅鐸 1 口、2 六区袈裟襷文銅鐸 1 枚、3 須恵器 多嘴壺盤 1 口 
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＜歴史資料＞（1 件） 

261 名称 広開土王碑拓本（こうかいどおうひたくほん） 

作 者 等 原碑:中国吉林省集安市 員  数 4 面 

時  代 原碑:朝鮮 三国時代(高句麗)・414 年 採拓:中国 民国時代・1920 年頃-1938 頃 

寸 法 等 第 1 面：縦 547.4cm 横 146.9cm 第 2 面：縦 547.0cm 横 131.4cm 第 3 面：縦 546.0cm 横 178.4cm 第 4 面：縦 543.4cm 横 120.5cm 

作品概要 

高句麗の全盛期を現出させた広開土王（在位 391-412 年）の勲績を後世に示すため建てられた広開土王碑の四面から採った拓本。おもに縦 72.0×

横 46.0 センチの紙片を接いで採拓している。漉き目のある裏打ち紙と白綸子花卉文の裂地によって簡易的な表装を施している。軸装はしていな

い。広開土王碑拓本のなかには、文字をより明瞭にするため、碑面の風化部分に石灰を埋めて採拓した「石灰拓本」が 1885 年前後より出現する。

本資料は石灰を充填して碑面よりもやや高く突出させた状態で採拓した痕跡が一部に見られることから、石灰拓本であることが明らかである。ま

た、余白の大きさや特定の文字の形状から 1920 年代に採拓されたものと考えられる。 
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1-(1)-③-3 保存カルテ作成件数

【東京国立博物館】 平成30年3月31日現在

列品貸与時 本格修理調査時 応急修理時
647 142 357
165 13 128

50 1 10

32 0 2

0 0 0

29 3 23

45 95 0

47 0 3

41 0 0

23 2 2

85 14 1

16 0 27

0 1 2

36 0 5

絵画 32 1 23

書跡 7 1 4

彫刻 4 0 34

金工 0 0 0

陶磁 18 0 3

漆工 3 0 1

染織 0 0 21

考古 11 0 4

民族 0 0 0

1 0 0

2 11 64

【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

190 112 102
64 38 9

20 18 4

6 20 15

0 0 0

20 8 0

0 0

31 0 0

21 8 0

1 0 7

24 20 4

0 0 0

3 0 3

0 0 0

0 0 60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

建築

歴史資料

法隆寺献納宝物

計

漆工
染織

書跡

考古

民族資料
和書

彫刻

絵画

東
洋

その他（黒田含）

刀剣
陶磁

1,146合計

絵画
書跡

金工

彫刻
建築

計
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1-(1)-③-5 修理概況 

【東京国立博物館】（69件） 
〈絵画〉（16件） 

1列品番号 A-137 品  質 紙本着色 

名  称 遊女立姿図(ゆうじょたちすがたず) 員  数 1幅 

時  代 江戸時代 寸 法 等 縦94.2cm 横39.5 cm 

年代世紀 18c 施工会社 ㈱岡墨光堂 

修理内容 
1. 表装を解体する。 2. 剥落止めを施し、汚れを除去する。 3. 旧裏打紙を除去し、本紙の欠損部に補紙を施す。 4. 新規裏打ちを行ない、折れ伏せを入れる。 

5. 新規補紙部分に補彩を施す。 6. 表装裂、軸を修理して再使用し、掛幅装に仕立てる。 7. 桐製太巻、包裂、桐製保存箱を新調する。 

 

2列品番号 A-422 品  質 絹本着色 

名  称 遊女聞香図(ゆうじょもんこうず) 員  数 1幅 

時  代 江戸時代 寸 法 等 縦87.6cm 横36.7 cm 

年代世紀 18c 施工会社 ㈱岡墨光堂 

修理内容 
1．表装を解体する。 2. 剥落止めを施し、汚れを除去する。 3. 旧裏打紙を除去し、本紙の欠損部に補紙を施す。 4.  新規裏打ちを行ない、折れ伏せを入れる。 

5. 新規補紙部分に補彩を施す。 6. 表装裂の一部、軸は修理して再使用し、掛幅装に仕立てる。 7. 桐製太巻、包裂、桐製保存箱を新調する。 

 

3列品番号 A-728 品  質 カンバス・油彩 

名  称 旅順戦後の捜索(りょじゅんせんごのそうさく) 員  数 1面 

時  代 明治時代 寸 法 等 縦121.8cm 横84.8 cm 

年代世紀 明治28年(1895) 施工会社 有限会社 修復研究所２１ 

修理内容 
1．額装から外す。 2. 汚れを除去する。 3. 耳を付けて補強する。 4.  補彩を行ない、ワニスを塗布する。 5. 裏にポリカーボネート製蓋をする。 6. 額縁の清

掃・修理を行ない、額装する。 

 

4列品番号 A-729 品  質 カンバス・油彩 

名  称 三条実美像(さんじょうさねとみぞう) 員  数 1面 

時  代 明治時代 寸 法 等 縦109.7cm 横74.2 cm 

年代世紀 19c 施工会社 有限会社 修復研究所２１ 

修理内容 
1．額装から外す。 2. 汚れを除去する。 3. 変形修正し、耳を付けて補強する。 4.  充填部分に補彩を行ない、ワニスを塗布する。 5. 裏にポリカーボネート製

蓋をする。 6. 額縁の清掃・修理を行ない、額装する。 

 

5列品番号 A-972 品  質 紙本墨画淡彩 

名  称 神農図(しんのうず) 員  数 1幅 

時  代 室町時代 寸 法 等 縦95.5cm 横46.2 cm 

年代世紀 16c 施工会社 株式会社 光影堂 

修理内容 
1．表装を解体する。 2. 剥落止めを施し、汚れを除去する。 3. 旧裏打紙を除去し、本紙の欠損部に補紙を施す。 4.  新規裏打ちを行ない、折れ伏せを入れる。 

5. 新規補紙部分に補彩を施す。 6. 表装裂を新調、牙軸を修理して再使用し、掛幅装に仕立てる。 7. 桐製太巻、包裂、桐製保存箱を新調する。 

 

6列品番号 A-8562-1 品  質 紙本銅版 

名  称 金龍山浅艸寺之図(きんりゅうさんせんそうじのず) 員  数 1枚 

時  代 江戸時代 寸 法 等 縦15.3cm 横21.1 cm 

年代世紀 18c～19c 施工会社 有限会社 山領絵画修復工房 

修理内容 1．解体し、旧裏打紙を除去する。 2. 汚れを除去する。 3. 新規裏打ちを行なう。 4.  マット装に仕立てる。 

 

7列品番号 A-8564 品  質 紙本銅版 

名  称 多賀城碑図(たがじょうひず) 員  数 1枚 

時  代 江戸時代 寸 法 等 縦29.1cm 横23.7 cm 

年代世紀 文化4年(1807) 施工会社 有限会社 山領絵画修復工房 

修理内容 1．解体し、旧裏打紙を除去する。 2. 汚れを除去する。 3. 新規裏打ちを行なう。 4.  マット装に仕立てる。 

 

8列品番号 A-8574 品  質 紙本銅版 

名  称 龍図(りゅうず) 員  数 6曲1双 

時  代 江戸時代 寸 法 等 156.6×342.5 cm 

年代世紀 19c 施工会社 有限会社 山領絵画修復工房 

修理内容 1．解体し、旧裏打紙を除去する。 2. 汚れを除去する。 3. 新規裏打ちを行なう。 4.  マット装に仕立てる。 

 

9列品番号 A-8586 品  質 紙本銅版 

名  称 新吉原夜俄之図(しんよしわらよるのにわかのず) 員  数 1枚 

時  代 江戸時代 寸 法 等 縦10.6cm 横15.4 cm 

年代世紀 19c 施工会社 有限会社 山領絵画修復工房 

修理内容 1．解体し、旧裏打紙を除去する。 2. 汚れを除去する。 3. 新規裏打ちを行なう。 4.  マット装に仕立てる。 

 

10列品番号 A-8587 品  質 紙本銅版 

名  称 上野山王台図(うえのさんのうだいず) 員  数 1枚 

時  代 江戸時代 寸 法 等 本紙 縦10.6cm 横15.5cm 

年代世紀 19c 施工会社 有限会社 山領絵画修復工房 

修理内容 1. 解体し、旧裏打紙を除去する。 2. 汚れを除去する。 3. 新規裏打ちを行なう。 4. マット装に仕立てる。 

 

11列品番号 A-8780 品  質 紙本銅版 

名  称 三囲図(みめぐりず) 員  数 1枚 

時  代 江戸時代 寸 法 等 本紙 縦10.6cm 横15.4cm 

年代世紀 19c 施工会社 有限会社 山領絵画修復工房 

修理内容 1. 解体し、旧裏打紙を除去する。 2. 汚れを除去する。 3. 新規裏打ちを行なう。 4. マット装に仕立てる。 
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12列品番号 A-9880 品  質 紙本着色 

名  称 アイヌ風俗図(あいぬふうぞくず) 員  数 2面 

時  代 江戸時代 寸 法 等 縦121.2cm  横60.6cm 

年代世紀 19c 施工会社 ㈱修護 

修理内容 
1. 解体する。 2. 剥落止めの後、クリーニングを行なう。 3. 本紙の破れを繕い、欠失部分には補紙を施す。 4. 旧裏打紙を除去し、新たに裏打ちを行なう。 5. 

骨下地を新調し、本紙を張り込む。 6. 縁を新調し、裏面に額金具を設置する。 

 

13列品番号 A-10574 品  質 絹本着色 

名  称 愛染明王像(あいぜんみょうおうぞう) 員  数 1幅 

時  代 南北朝時代 寸 法 等 縦104.5cm  横54.4cm 

年代世紀 14c 施工会社 ㈱文化財保存 

修理内容 
1. 表装を解体する。 2. 剥落止めを施し、汚れを除去する。 3. 旧裏打紙を除去し、本紙の欠損部に補絹を施す。 4. 新規裏打ちを行ない、折れ伏せを入れる。 

5.新規補絹部分に補彩を施す。 6. 表装裂、軸を新調し、掛幅装に仕立てる。 7. 桐製太巻、包裂、桐製保存箱を新調する。 

 

14列品番号 A-11128 品  質 紙本金地着色 

名  称 南蛮屏風(なんばんびょうぶ) 員  数 6曲1双 

時  代 江戸時代 寸 法 等 154.8×371.5 cm 

年代世紀 17c 施工会社 ㈱半田九清堂 

修理内容 

1. 屏風装を解体する。 2. 絵具層の剥落止めの後、クリーニングを行なう。 3. 表打ちを行ない、画面を保護し、旧裏打紙、補紙を除去する。 4. 新たに補紙、

裏打ちを行なう。 5. 仮張りをした後、補紙に補彩を行なう。 6. 骨下地を新調し、下張りを行ない、裏貼紙、本紙、裂を貼り込む。 7. 新調した表装裂、襲木、

金具を取り付けて、屏風装に仕立てる。 

 

15列品番号 A-12327 年代世紀 15c 

名  称 山水図 品  質 紙本墨画淡彩 

指  定 重文 員  数 1幅 

指定年月 昭和16年(1941)7月3日 絵第187号 寸 法 等 93.9 ×34.0cm 

時  代 室町時代 施工会社 ㈱岡墨光堂 

修理内容 
1．表装を解体する。 2．剥落止めを施し、汚れを除去する。 3．旧裏打紙を除去し、本紙の欠損部に補紙を施す。 4．新規裏打ちを行ない、折れ伏せを入れる。 5．

新規補紙部分に補彩を施す。 6．表装裂、牙軸を修理して再使用し、掛幅装に仕立てる。 7．桐製太巻、包裂、桐製保存箱を新調する。 

 

16列品番号 A-12450 品  質 絹本著色 

名  称 玄奘三蔵像(げんじょうさんぞうぞう) 員  数 1幅 

時  代 鎌倉時代 寸 法 等 縦134.4cm 横56.2cm 

年代世紀 14c 施工会社 ㈱文化財保存 

修理内容 
1．表装を解体する。 2. 剥落止めを施し、汚れを除去する。 3. 旧裏打紙を除去し、本紙の欠損部に補絹を施す。 4. 新規裏打ちを行ない、折れ伏せを入れる。 

5. 新規補絹部分に補彩を施す。 6. 表装裂、軸を新調し、掛幅装に仕立てる。 7. 桐製太巻、包裂、桐製保存箱を新調する。 

〈東洋絵画〉（2件） 

17列品番号 TA-82 品  質 絹本着色 

名  称 四季花鳥図巻(しきかちょうずかん) 員  数 1巻 

時  代 清時代 寸 法 等 縦42cm 長さ521.2cm 

年代世紀 18c 施工会社 ㈱修美 

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、本紙の欠損部に補絹を施す。 4. 新規裏打ちを行ない、折れ伏せを入れる。 5. 軸

首は再利用し、表紙、軸、八双等を新調し、巻子装に仕立てる。 6. 桐製太巻、包裂、桐製保存箱を新調する。 

 

18列品番号 TA-315 年代世紀 14c 

名  称 四睡図(しすいず) 品  質 紙本墨画 

指  定 重文 員  数 1幅 

指定年月 昭和57年（1982）6月5日 絵第1830号 寸 法 等 本紙77.8 ×34.3cm 

時  代 元時代 施工会社 ㈱岡墨光堂 

修理内容 
1．表装を解体する。 2．剥落止めを施し、汚れを除去する。 3．旧裏打紙を除去し、本紙の欠損部に補紙を施す。 4．新規裏打ちを行ない、折れ伏せを入れる。 5．

新規補紙部分に補彩を施す。 6．表装裂、牙軸は修理して再使用し、掛幅装に仕立てる。 7．桐製太巻、包裂、桐製保存箱を新調する。 

〈書跡〉（3件） 

19列品番号 B-2404 年代世紀 正治2年(1200) 

名  称 熊野懐紙(くまのかいし) 品  質 紙本墨書 

指  定 重文 員  数 1幅 

指定年月 書第1925号 寸 法 等 本紙 縦29.6cm 横50.1cm 

時  代 鎌倉時代 施工会社 ㈱半田九清堂 

修理内容 
1. 表装を解体する。 2. 剥落止めの後、クリーニングを行なう。 3. 旧裏打紙を除去し、本紙の欠損部に補紙を施す。 4. 新規裏打ちを行なう。 5. 表装裂、牙軸

を修理して再使用し、掛幅装に仕立てる。 6. 桐製太巻、包裂、桐製保存箱を新調する。 

 

20列品番号 B-3178 年代世紀 12c～17c 

名  称 医心方(いしんぽう) 品  質 紙本墨書 

指  定 国宝 員  数 30巻、1冊 

指定年月 昭和59年（1984）6月6日 書第2399号 施工会社 保存修復課保存修復室アソシエイトフェロー、㈱修護、㈱半田九清堂 

時  代 平安時代～江戸時代   

修理内容 

1．表装を解体する。 2．剥落止めを施し、汚れを除去する。 3．旧裏打紙および旧補紙を除去するが、補筆のある旧補紙は残す。 4．本紙の欠損部に補紙を施す。  

5．傷みの著しい巻頭などは、必要に応じて新規裏打ちを行ない、折れ伏せを入れる。 6．表紙、軸首は修理して再使用し、巻子装に仕立てる。 7．包裂、桐製保存

箱を新調する。 (平成27年度から平成28年度にかけて12巻、1冊、それ以後は年度ごとに6巻ずつ仕上げる。) 

 

21列品番号 B-3474 品  質 紙本墨書 

名  称 夢窓疎石墨跡杜甫詩(むそうそせきぼくせきとほし)  員  数 1幅 

時  代 鎌倉時代 寸 法 等 本紙 縦22.3cm（最小値） 横121.5cm 

年代世紀 文保2年（1318） 施工会社 ㈱半田九清堂 

修理内容 
1．表装を解体する。 2. 剥落止めを施し、汚れを除去する。 3. 旧裏打紙を除去し、本紙の欠損部に補紙を施す。 4. 新規裏打ちを行ない、折れ伏せを入れる。 5. 

表装裂を新調し、牙軸を修理して再使用し、掛幅装に仕立てる。 6. 桐製太巻、包裂、桐製保存箱を新調する。 
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〈東洋書跡〉（1件） 

22列品番号 TB-1171 年代世紀 宣和6年(1124) 

名  称 与虎丘紹隆印可状(くきゅうじょうりゅうにあたういんかじょう) 品  質 紙本墨書 

指  定 国宝 員  数 1幅 

指定年月 昭和26年(1951)6月9日 書第1号 寸 法 等 縦43.9cm 横52.4cm 

時  代 北宋時代 施工会社 ㈱桂文化財修理工房 

修理内容 

1．表装を解体する。 2. 剥落止めを施し、汚れを除去する。 3. 旧裏打紙を除去し、本紙の欠損部に補紙を施す。補筆のある旧補紙は残す。 4. 新規裏打ちを行な

い、折れ伏せを入れる。 5. 新規補紙部分に補彩を施す。 6. 表装裂、風帯、牙軸は修理して再使用し、掛幅装に仕立てる。 7. 桐製太巻、包裂、桐製保存箱を新

調する。 

〈金工〉（3件） 

23列品番号 E-14365 品  質 鉄製 

名  称 経筒(きょうづつ) 員  数 5合 

時  代 鎌倉時代～室町時代 施工会社 ㈱東都文化財保存研究所 

年代世紀 14～16c   

寸 法 等 
① 蓋口径6.2 蓋高1.5 筒身径6.5 筒身高10.8 ; ② 蓋口径6.2 蓋高0.4 筒身径6.5 筒身高10.5 ; ③ 蓋口径6.2 蓋高0.4 筒身径6.4 筒身高11.0 ; ④ 蓋口

径5.3 蓋高2.5 筒身径6.5 筒身高11.2 ; ⑤ 蓋口径6.2 蓋高0.3 筒身径6.5 筒身高11.3 

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. 欠失部分のうち、可能な部分のみ補填、復元する。 5. 補填箇所に補彩する。 

 

24列品番号 E-15474 品  質 木製漆塗 

名  称 椀残欠(わんざんけつ) 員  数 2個 

時  代 平安時代 寸 法 等 ① 高6.2cm 底径7.4cm ; ② 高6.5 底径7.4cm 

年代世紀 12c 施工会社 有限会社 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. 浮き上がった漆膜を安定・強化させる。 

 

25列品番号 E-15522 品  質 銅製 

名  称 瑞花双鳳八花鏡(ずいかそうおうはっかきょう) 員  数 1面 

時  代 平安時代 寸 法 等 径16.1cm 高0.3cm 

年代世紀 12世紀 施工会社 ㈱東都文化財保存研究所 

修理内容 1. 破断面を中心にクリーニングする。 2. 接合する。 3. 欠失部分を樹脂状の補填材で復元する。 4. 展示用のマウントを作製する。 

〈刀剣〉（2件） 

26列品番号 F-16027 品  質 鉄製漆塗 

名  称 十二間星兜鉢(じゅうにけんのほしかぶとばち) 員  数 1頭 

時  代 平安時代 寸 法 等 鉢高（眉庇含む） 15.1cm 

年代世紀 12c 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. 腰巻の際など最低限の箇所に補填、補彩を施す。 5. 腰巻の不定形な形状に対応した、取り外し可能

なマウント台を作製する。 

 

27列品番号 F-19539-2 品  質 鉄製 

名  称 潤漆千段巻塗打刀(うるみぬりせんだんまきぬりのうちがたな) 員  数 1口 

時  代 江戸時代 寸 法 等 総長97.6 柄長22.3 鞘長75.4 

年代世紀 19c 施工会社 ㈱小西美術工藝社 

修理内容 
1．栗形を鞘の塗膜が剥離しないように取り外す。 2. 鞘の色調・光沢に合わせた角黒漆塗の瓦金をつくり、外した栗形とともに取り付ける。 3. 鞘の塗膜の剥落箇

所を周囲の色調・光沢に合わせた漆で補填する。 4. 柄糸の経年状態を参考にして古色をつけた白平打の下緒を復元し取り付ける。 

〈東洋陶磁〉（1件） 

28列品番号 TG-2075 品  質 磁製 

名  称 五彩人物文長方合子(ごさいじんぶつもんちょうほうごうす) 員  数 1合 

時  代 明時代 寸 法 等 総高10.3cm 長径28.8cm 短径20.0cm 

年代世紀 万暦年間(1573～1620) 施工会社 陶磁器修復たま工房 

修理内容 1. 解体する 2. 旧補彩をクリーニングする。 3. 接合する。 4. 欠失部分に充填・補彩する。 

〈漆工〉（1件） 

29列品番号 H-4699 品  質 木製漆塗 

名  称 桔梗蒔絵螺鈿聖龕(ききょうまきえらでんせいがん) 員  数 1基 

時  代 安土桃山～江戸時代 寸 法 等 縦18.3cm 横15.2cm 厚3.0cm 

年代世紀 16～17c 施工会社 ㈱小西美術工藝社 

修理内容 

1. 旧修理を切削除去する。 2. 養生を行ないながらクリーニングを行なう。 3. 剥離した螺鈿や漆塗膜を、可能な限り平滑となるよう漆等を含浸させて圧着する。

欠失塗膜部に補填した漆下地を、当初面と同一面になるように平滑に切削整形する。 4. 亀裂開口部の空隙に漆下地等を充填する。 5. クリーニングによって露出

し脆弱化した漆塗膜を強化するため、必要に応じて漆を塗布したのち、完全に拭き取る作業を最小限行なう。漆下地による補填を行なった箇所は、周縁部との色艶

をあわせるように、適宜漆を局所的に摺り重ねる。 

〈染織〉（2件） 

30列品番号 I-2061 品  質 天鵞絨地に切付・刺繍 

名  称 
小忌衣 浅葱天鵞絨地菊水模様 

(おみごろも あさぎびろーどじきくすいもよう) 
員  数 1領 

時  代 江戸時代 寸 法 等 丈156.5cm 裄63.6cm 

年代世紀 19c 施工会社 ㈱松鶴堂 

修理内容 1．引解（解体）にする。 2．縫い付けによる裏打ちをする。 3．刺繍の綴付、蛇腹状の襟の仕立て直しを行なう。 

 

31列品番号 I-3246 年代世紀 16c 

名  称 縫箔 白地草花肩裾模様(ぬいはく しろじそうかかたすそもよう) 品  質 練緯（絹）、刺繡、摺箔 

指  定 重文 員  数 1領 

指定年月 昭和57年(1982)6月5日 工第2480号 寸 法 等 丈100.8cm 裄51.5cm 

時  代 安土桃山時代 施工会社 ㈱松鶴堂 

修理内容 
1．全解体を行なう。 2. 表から当てている補修裂を外す。 3. 表裂、裏地それぞれに薄絹を添わせて補強修理を施す。 4. 元の姿に仕立て直す。 5. 刺繡糸の糸の

解れ、乱れを整え留める。 6. 中性紙のケースに収納する。 

〈東洋染織〉（1件） 

32列品番号 TI-418-1 員  数 1着 

名  称 
コート 濃紺ヴェルヴェット地花卉文様金銀糸刺繍 

(のうこんう゛ぇるう゛ぇっとじかきもんようきんぎんしししゅう) 
寸 法 等 丈110.0cm 肩幅44.0cm 袖長56.0cm 

年代世紀 19c 施工会社 ㈱染技連 
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品  質 絹製ヴェルヴット地に金属糸とスパンコールで刺繍、宝石で装飾   

修理内容 
 1. 部分的に解体する。 2. 損傷箇所に補修裂をあてて、縫いとめる。 3. 刺繍などのほつれをとめる。 4. 黄緑地の縁裂を新調して縫い合わせる。 5. 保存箱を

新調する。 

〈考古〉（20件） 

33列品番号 J-22 品  質 陶製 

名  称 須恵器 ハソウ(すえき はそう) 員  数 1個 

時  代 古墳時代 寸 法 等 復元口径12.6㎝ 器高11.8㎝ 

年代世紀 5～6c 施工会社 有限会社 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. 欠失部分を補填、復元する。 3. 補填箇所を補彩する。 

 

34列品番号 J-131 品  質 陶製 

名  称 須恵器 蓋坏(すえき ふたつき) 員  数 1組 

時  代 古墳時代 寸 法 等 
坏蓋：口径8.1㎝ 器高3.4㎝ 坏身：口径7.1㎝ 受部径8.4㎝ 器高

3.4㎝ 

年代世紀 5～6c 施工会社 有限会社 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. 欠失部分を補填、復元する。 3. 補填箇所を補彩する。 

 

35列品番号 J-132 品  質 陶製 

名  称 須恵器 蓋坏(すえき ふたつき) 員  数 1組 

時  代 古墳時代 寸 法 等 
坏蓋：口径7.5㎝ 器高3.2㎝ 坏身：口径6.5㎝ 受部径8.1㎝ 器高

3.4㎝ 

年代世紀 5～6c 施工会社 有限会社 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. 欠失部分を補填、復元する。 3. 補填箇所を補彩する。 

 

36列品番号 J-3293 品  質 陶製 

名  称 須恵器 坏身(すえき つきみ) 員  数 1個 

時  代 古墳時代 寸 法 等 復元口径11.8㎝ 受部径13.6㎝ 器高3.6㎝ 

年代世紀 5～6c 施工会社 有限会社 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. 欠失部分を補填、復元する。 3. 補填箇所を補彩する。 

 

37列品番号 J-3311 品  質 陶製 

名  称 須恵器 坏蓋(すえき つきぶた) 員  数 1個 

時  代 古墳時代 寸 法 等 復元口径13.8㎝ 器高4.4㎝ 

年代世紀 5c～6c 施工会社 有限会社 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. 欠失部分を補填、復元する。 3. 補填箇所を補彩する。 

 

38列品番号 J-3564 品  質 陶製 

名  称 須恵器 坏身(すえき つきみ) 員  数 1個 

時  代 古墳時代 寸 法 等 口径6.8㎝ 受部径8.2㎝ 器高3.3㎝ 

年代世紀 5c～6c 施工会社 有限会社 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. 欠失部分を補填、復元する。 3. 補填箇所を補彩する。 

 

39列品番号 J-3580 品  質 陶製 

名  称 須恵器 坏身(すえき つきみ) 員  数 1個 

時  代 古墳時代 寸 法 等 復元口径6.8㎝ 受部径8.2㎝ 器高3.3㎝ 

年代世紀 5c～6c 施工会社 有限会社 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. 欠失部分を補填、復元する。 3. 補填箇所を補彩する。 

 

40列品番号 J-3635 品  質 陶製 

名  称 須恵器 坏身(すえき つきみ) 員  数 1個 

時  代 古墳時代 寸 法 等 口径6.7㎝ 受部径8.0㎝ 器高3.3㎝ 

年代世紀 5c～6c 施工会社 有限会社 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. 欠失部分を補填、復元する。 3. 補填箇所を補彩する。 

 

41列品番号 J-3972 品  質 陶製 

名  称 須恵器 坏身(すえき つきみ) 員  数 1個 

時  代 古墳時代 寸 法 等 口径7.4㎝ 受部径9.0㎝ 器高3.6㎝ 

年代世紀 5c～6c 施工会社 有限会社 武蔵野文化財修復研究所 

修理内容 1. 解体する。 2. クリーニングする。 3. 接合する。 4. 欠失部分を補填、復元する。 5. 補填箇所を補彩する。 

 

42列品番号 J-6478 品  質 土製 

名  称 陶棺(とうかん) 員  数 1個 

時  代 古墳(飛鳥)時代 寸 法 等 
棺身 高62.1cm 長172.7cm 幅48.5cm  

棺蓋 高23.6cm 幅65.1cm 長90.9cm 

年代世紀 7c 施工会社 アトリエ多摩 

修理内容 
1. 旧補強用セメントを除去し、解体する。 2. 旧補填部分を除去し、クリーニングする。 3. 再度接合し、欠失部分は合成樹脂で補填する。 4.補填箇所に補彩を

施す。 5. 展示・保管・移動用の台座を作製する。 

 

43列品番号 J-7532 品  質 土製 

名  称 土偶形容器(どぐうがたようき) 員  数 1個 

時  代 弥生時代(前期) 寸 法 等 高36.5cm 縦幅9.3cm 横幅14.2cm 

年代世紀 前4c～前3c 施工会社 有限会社 武蔵野文化財修復研究所 

修理内容 1. 解体する。 2. クリーニングする。 3. 接合する。 4. 欠失部分を補填、復元する。 5. 補填箇所に補彩する。 

 

44列品番号 J-8035 品  質 刀身：鉄製、環頭柄頭・鍔・鎺：鉄製 銀象嵌、縁金具：鉄地金銅製 

名  称 単鳳環頭大刀(たんほうかんとうたち) 員  数 1本 

時  代 古墳時代 施工会社 飛鳥工房 
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年代世紀 6c   

寸 法 等 
刀身：長61.2㎝ 最大幅2.5㎝ 厚0.8㎝、環頭柄頭：全長9.5㎝ 環頭短径4.5㎝ 環頭長径5.5㎝ 環頭厚1.2㎝ 柄長5.0㎝ 柄厚0.5～1.0㎝、鍔：長5.3㎝  

幅4.4㎝ 厚0.5㎝、縁金具：長3.9㎝ 幅2.5㎝ 厚0.2㎝、鎺：長2.0㎝ 幅2.9㎝ 厚2.0㎝ 

修理内容 1. クリーニングする（象嵌表出含む）。 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。 

 

45列品番号 J-8036 品  質 鉄製 

名  称 鉄刀子(てつとうす) 員  数 1個 

時  代 古墳時代 寸 法 等 
全長15.8㎝ 刀身長10.1㎝ 刀身最大幅1.7㎝ 茎長5.7㎝ 茎最大幅

1.1㎝ 

年代世紀 6c 施工会社 飛鳥工房 

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。 

 

46列品番号 J-34947 品  質 土製 

名  称 人面付壺形土器(じんめんつきつぼがたどき) 員  数 1個 

時  代 弥生時代(中期) 寸 法 等 現存高68.4cm 口径14.3cm 

年代世紀 前2～前1c 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. 欠失部分を補填、復元する。 5. 補填箇所に補彩する。 

 

47列品番号 J-36697 年代世紀 6c 

名  称 埴輪 桂甲の武人(こくほう はにわ けいこうのぶじん) 品  質 土製 

指  定 国宝 員  数 1個 

指定年月 昭和49年（1974）6月8日 考第35号 寸 法 等 高130.5cm 最大幅39.5cm 

時  代 古墳時代 施工会社 繭山隆司 

修理内容 
1. 修理前調査を行う。 2. 旧接合部分を外し、全体を解体する。 3. 残存する赤色等顔料を残しながら旧接合部分の石膏や汚れを洗浄する。 4. オリジナルの断片

を新規に接合する。 5. 欠失部に補填を行う。 6. 新規補填箇所に補彩を行う。 

 

48列品番号 J-37834 品  質 土製 

名  称 深鉢形土器(ふかばちがたどき) 員  数 1個 

時  代 縄文時代(中期) 寸 法 等 口径51.5cm 器高66.0cm 

年代世紀 前3000～前2000年 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. 欠失部分を補填、復元する。 5. 補填箇所に補彩する。 

 

49列品番号 J-39038 品  質 青銅製 

名  称 銅鐸(どうたく) 員  数 1個 

時  代 弥生時代(後期) 寸 法 等 高86.5cm 舞径20.8×18.5cm 裾径(現存部)34.0×32.0cm 

年代世紀 1～3c 施工会社 公益財団法人 元興寺文化財研究所 

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. 津市教育委員会所蔵の同一個体破片を三次元計測して模造した破片を接合する。 5. 欠損した箇所を

補填・復元する。 6. 補填箇所に彩色する。 

 

50列品番号 J-39374 品  質 籠製漆塗 

名  称 漆塗籠棺残片(うるしぬりかごかんざんぺん) 員  数 一括 

時  代 古墳(飛鳥)時代 寸 法 等 厚１cm、桟部約1.5cm 

年代世紀 7c 施工会社 高妻洋成 

修理内容 1. 構造調査、成分分析を行なう。 2. 樹脂含浸・強化・乾燥を行なう。 3. 表面を強化する。 

 

51列品番号 J-39512 品  質 土製 

名  称 深鉢形土器(ふかばちがたどき) 員  数 1個 

時  代 縄文時代(中期) 寸 法 等 口径15.4cm 底径6.5cm 高25.7cm 

年代世紀 前3000～前2000年 施工会社 有限会社 武蔵野文化財修復研究所 

修理内容 1. 解体する。 2. クリーニングする。 3. 接合する。 4. 欠失部分を補填、復元する。 5. 補填箇所に補彩する。 

 

52列品番号 J-39513 品  質 土製 

名  称 深鉢形土器(ふかばちがたどき) 員  数 1個 

時  代 縄文時代(中期) 寸 法 等 口径26.8cm 高29.7cm 

年代世紀 前3000～前2000年 施工会社 有限会社 武蔵野文化財修復研究所 

修理内容 1. 解体する。 2. クリーニングする。 3. 接合する。 4. 欠失部分を補填、復元する。 5. 補填箇所に補彩する。 

〈東洋考古〉（1件） 

53列品番号 TJ-4978 品  質 陶器 

名  称 緑釉鳥(りょくゆうとり) 員  数 1個 

時  代 楽浪 寸 法 等 高9.8cm 長さ14.8cm 幅5.2cm 

年代世紀 1～3c 施工会社 陶磁器修復たま工房 

修理内容 1. 接合部分を解体する。 2. 旧補彩部分を除去し、全体をクリーニングする。 3. 再度接合する。 4. 欠失部分に充填、補彩する。 

〈民族資料〉（1件） 

54列品番号 K-25924 品  質 鉄製鋳造 

名  称 吊耳鉄鍋(つりみみてつなべ) 員  数 1個 

時  代 北海道アイヌ 寸 法 等 総高14cm 器高11.2cm 口径23.0cm 

年代世紀 19c 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. 欠失部分を復元する。 5. 補填箇所に補彩する。 

〈和書〉（3件） 

55列品番号 QA-4382 品  質 着色、折仕立 

名  称 《備前国図》(びぜんのくにず) 員  数 1鋪 

時  代 江戸時代 寸 法 等 縦187.2cm 横194.3cm 

年代世紀 19c 施工会社 ㈱墨仁堂 

修理内容 
1. 本紙の剥落止めを行ない、裏打紙を除去する。 2. 本紙の紙質に合わせた補修紙を作製し、欠失箇所に補紙を施す。 3. 新規裏打ちを行ない、表紙を補修して再

使用する。 4. もとの折り目で畳み、表紙を取り付ける。 
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56列品番号 QA-4383 品  質 着色、折仕立 

名  称 《三河国図》（みかわのくにず） 員  数 1鋪 

時  代 江戸時代 寸 法 等 本紙 縦187.3cm 横189.0cm 

年代世紀 19c 施工会社 ㈱墨仁堂 

修理内容 
1. 本紙の剥落止めを行ない、裏打紙を除去する。 2. 本紙の紙質に合わせた補修紙を作製し、欠失箇所に補紙を施す。 3. 新規裏打ちを行ない、表紙を補修して再

使用する。 4. もとの折り目で畳み、表紙を取り付ける。 

 

57列品番号 QA-4384 品  質 着色、折仕立 

名  称 《信濃国小諸城図》（しなののくにこもろじょうず） 員  数 1鋪 

時  代 江戸時代 寸 法 等 縦199.2cm 横166.1cm 

年代世紀 19c 施工会社 ㈱墨仁堂 

修理内容 
1. 本紙の剥落止めを行ない、裏打紙を除去する。 2. 本紙の紙質に合わせた補修紙を作製し、欠失箇所に補紙を施す。 3. 新規裏打ちを行ない、表紙を補修して再

使用する。 4. もとの折り目で畳み、表紙を取り付ける。 

〈法隆寺献納宝物〉(2件) 

58列品番号 X-55-20120531-006 (伝来未詳品)（今後正式に登録予定） 品  質 絹製、夾纈、纐纈 

名  称 裳残欠(もざんけつ) 員  数 1腰 

時  代 奈良時代 寸 法 等 91.5×86.5cm 

年代世紀 8c 施工会社 沢田むつ代、三田覚之 

修理内容 
1. 仮貼りされている和紙からはがす。 2. 部分ごとに解体する。 3. 加湿のうえで仕立て前の一枚裂の状態に展開する。 4. 楮紙にて裏打ちする。 5. 本来の仕立

てに従って組み立てる。 6. 展示を兼ねた保存箱に設置する。 

 

59列品番号 Y-91-20110426-012(未登録品)（今後正式に登録予定） 品  質 木綿 

名  称 双鳥円文木綿裂(そうちょうえんもんもめんきれ) 員  数 一括 

時  代 飛鳥～奈良時代 寸 法 等 40.0×47.0cm（最大片） 

年代世紀 7c～8c 施工会社 沢田むつ代、三田覚之 

修理内容 
1. 筆とクリーナーにより埃を除去する。 2. 加湿のうえで展開する。 3. 水分を用いて汚れを除去する。 4. 断片の組み合わせを決定し、形状に合わせたマットを

製作する。 5. マットに断片を落とし込んで設置する。 

〈館史資料〉(10件) 

60列品番号 館史資料-681 品  質 紙本墨書 

名  称 
重要雑録 明治三十～三十二年 

（じゅうようざつろく めいじさんじゅうからさんじゅうにねん） 
員  数 1冊 

時  代 明治30～32年(1897～99) 寸 法 等 27.5×18.6cm 

年代世紀 19c 施工会社 有限会社 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. 欠失部分に漉き嵌めにて補紙を施す。 4. 表紙は新調し、題簽、ラベルなどは再使用する。 5. 封筒

や付箋は、補紙等を施し、もとの場所に貼り付ける。 6. 冊子本に仕立てる。 

 

61列品番号 館史資料-1096 品  質 紙本墨書、インク・鉛筆 

名  称 内務省関係書類（ないむしょうかんけいしょるい） 員  数 一括(109枚) 

時  代 明治6年（1873）-14年(1881) 寸 法 等 縦35cm 横24cm 厚さ3cm 

年代世紀 19c 施工会社 有限会社 東京修復保存センター 

修理内容 

1. 解体/接合…綴じ直し。表紙を新調する。旧表紙はドライクリーニング、プレスした後、保存箱に収納する。 2. 洗浄…ドライクリーニングする。 3. 強化・整

形…フケ部分補強、皺伸ばし、必要に応じて繕いする。リーフキャスティング後、余白を断裁する。綴代部分は余白を多くとる。余白の裁ち落としは本紙毎の寸法

で行う。 4. 収納等…中性紙保存箱を作製する。 

 

62列品番号 館史資料-1097 品  質 
黒表紙 簿冊 ガリ刷り 鉛筆 筆 ペン カーボン 下級紙 上質紙 模造

和紙 

名  称 
帝室博物館保管美術品防空措置ニ関スル件（ていしつはくぶつかんほかん

びじゅつひんぼうくうそちにかんするけん） 
員  数 1綴 

時  代 昭和20年(1945) 寸 法 等 縦28cm 横19cm 厚さ4cm 

年代世紀 20c 施工会社 有限会社 東京修復保存センター 

修理内容 

1. 解体/接合…綴じ直し。現表紙は除去し、表紙を新調する。 2. 洗浄…ドライクリーニングする。クリップ痕を除去する。 3. 強化・整形…フケ部分補強、皺伸

ばし、必要に応じて繕いする。綴り前半部の6枚、綴り後半部「防空綴」等33枚はすべて脱酸処置する。 4. 収納等…中性紙保存箱を作製する。付属の封筒はドラ

イクリーニング、プレスした後、保存箱に収納する。 

 

63列品番号 館史資料-1103 品  質 模造和紙 カーボン 墨 インク 鉛筆 

名  称 移送品目録（いそうひんもくろく） 員  数 1綴 

時  代 昭和19年(1944) 寸 法 等 縦28.5cm 横20.5cm 厚さ1.0cm 

年代世紀 20c 施工会社 有限会社 東京修復保存センター 

修理内容 
1. 解体/接合…綴じ直しする。綴じ紐を交換する。 2. 洗浄…ドライクリーニングする。クリップ痕を除去する。 3. 強化・整形…皺伸ばし、必要に応じて繕いす

る。表紙、裏表紙は元使いする。1枚(官教77号)脱酸処置する。 

 

64列品番号 館史資料-1104 品  質 模造和紙 カーボン 鉛筆 

名  称 
浅川倉庫移送品目録中止ノ部 

（あさかわそうこいそうひんもくろくちゅうしのぶ） 
員  数 1綴 

時  代 昭和19年(1944) 寸 法 等 縦25.4cm 横18.0cm 厚さ0.5cm 

年代世紀 20c 施工会社 有限会社 東京修復保存センター 

修理内容 1. 解体/接合…綴じ直しする。 2. 洗浄…ドライクリーニングする。クリップ痕を除去する。 3. 強化・整形…皺伸ばし、必要に応じて繕いする。 

 

65列品番号 館史資料-1106 品  質 模造和紙 和紙 カーボン インク 鉛筆 

名  称 疎開関係雑件録（そかいかんけいざっけんろく） 員  数 1綴 

時  代 昭和20年(1945) 寸 法 等 縦27.3cm 横22.0cm 厚さ0.5cm 

年代世紀 20c 施工会社 有限会社 東京修復保存センター 

修理内容 
1. 解体/接合…綴じ直しする。綴じ紐交換する。 2. 洗浄…ドライクリーニングする。クリップ痕を除去する。 3. 強化・整形…皺伸ばし、必要に応じて繕いする。

表紙、裏表紙は繕いと脱酸処置後で再利用する。1枚(本文1枚目)脱酸処置する。 

 

66列品番号 館史資料-1107 品  質 模造和紙 墨 インク 鉛筆 

名  称 
浅川倉庫疎開品目録訂正書（あさかわそうこそかいひんもくろくていせい

しょ） 
員  数 1綴 
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時  代 昭和19年(1944) 寸 法 等 縦27.3cm 横22.0cm 厚さ0.5cm 

年代世紀 20c 施工会社 有限会社 東京修復保存センター 

修理内容 1. 解体/接合…綴じ直しする。綴じ紐交換する。 2. 洗浄…ドライクリーニングする。 3. 強化・整形…皺伸ばし、必要に応じて繕いする。 

 

67列品番号 館史資料-1108 品  質 模造和紙 墨 インク 鉛筆 

名  称 内閣貴重書目録和書ノ部（ないかくきちょうしょもくろくわしょのぶ） 員  数 1綴 

時  代 昭和19年(1944) 寸 法 等 縦27.3cm 横22.0cm 厚さ0.5cm 

年代世紀 20c 施工会社 有限会社 東京修復保存センター 

修理内容 
1. 解体/接合…必要に応じて綴じ直しする。 2. 洗浄…ドライクリーニングする。 3. 強化・整形…皺伸ばし。必要に応じて繕いを行なう。 4. 収納等…中性紙保

存箱を作製する。 

 

68列品番号 館史資料-1109   

名  称 東京帝室博物館美術品疎開完了並移送増減目録（とうきょうていしつはくぶつかんびじょつひんそかいかんりょうならびにいそうぞうげんもくろく） 

時  代 昭和19年(1944) 員  数 1綴 

年代世紀 20c 寸 法 等 縦27.3cm 横22.0cm 厚さ0.5cm 

品  質 模造和紙 カーボン 墨 インク 施工会社 有限会社 東京修復保存センター 

修理内容 1. 解体/接合…必要に応じて綴じ直しする。 2. 洗浄…ドライクリーニングする。 3. 強化・整形…皺伸ばし、必要に応じて繕いする。 

 

69列品番号 館史資料-1110   

名  称 
当館館蔵品及法隆寺献納宝物並貴重図書武蔵陵墓地内ヘ移送ニ関スル件 

（とうかんかんぞうひんおよびほうりゅうじけんのうほうもつならびにきちょうとしょむさしりょうぼちないへいそうにかんするけん） 

時  代 昭和17年(1942) 員  数 1綴 

年代世紀 20c 寸 法 等 縦27.3cm 横22.0cm 厚さ0.5cm 

品  質 模造和紙 カーボン 墨 インク 施工会社 有限会社 東京修復保存センター 

修理内容 
1. 解体/接合…綴じ直しする。 2. 洗浄…ドライクリーニングする。 3. 強化・整形…フケ部分補強、皺伸ばし、必要に応じて繕いする。 4. 収納等…中性紙保存

箱を作製する。 

 

【京都国立博物館】(11件)     
＜絵画＞（7件） 

1 名  称 維摩居士像 員  数 1幅 

指  定 重要文化財 寸 法 等 縦89.0cm 横51.3cm 

時  代 中国・南宋 13世紀 施工会社 株式会社光影堂 

品  質 絹本墨画   

修理内容 

・修理前に写真撮影を行い、現状を調査する。 ・本紙と表装裂地を取り外し、裏打紙を除去する。・本紙の汚れを除去する。 ・肌裏紙を除去し、新調する。・

折れている箇所などに折れ伏せを入れる。・肌裏紙を除去し、新調する。・折れている箇所などに折れ伏せを入れる。・本紙と表装裂地を付廻す。・総裏を打ち、

仮張りして十分に乾燥させる。・太巻添軸、二重箱を新調し、包裂に包み収納する。・修理後の写真撮影を行い、修理報告書を作成する。 

 

2 名  称 蓮池水禽図 俵屋宗達筆 員  数 1幅 

指  定 国宝 寸 法 等 縦119cm、長48.3cm 

時  代 江戸時代 施工会社 株式会社光影堂 

品  質 紙本淡彩   

修理内容 
・解体修理により、肌裏紙を除去。新たに肌裏打を施す。・濾過水にて本紙の汚れを除去する。・表装裂地を新調する。軸端は木軸とする。・太巻とし、桐箱を新

調する。 

 

3 名  称 仏涅槃図 員  数 1幅 

時  代 平安～鎌倉時代（12～13世紀） 寸 法 等 縦99cm、横67.6㎝ 表具 縦194.0㎝ 横89.8㎝ 

品  質 絹本著色 施工会社 株式会社松鶴堂 

修理内容 

・剥落止めとクリーニングを行い、露出した裏彩色に表補絹を行う。・乾式肌上法により本紙にあてられた肌裏紙を除去し、補絹を行う。・肌裏を打ち、表から補絹

箇所に地色あわせの補彩を行う。・増裏を打ち、折伏を入れる。・本紙の色調に合う表装裂を新調する。（金軸再利用）・本紙と表装裂地の付廻しをおこなう。・中裏

と総裏を入れ、仮張りの状態で長期間乾燥させる。・表装に仕立てる。・修理過程の記録を残し、報告書を作成する。・修理年度は2カ年とする。・箱は新調しない。 

 

4 名  称 西湖図 員  数 1枚 

時  代 江戸時代 寸 法 等 縦56cm、長114.5cm 

品  質 紙本淡彩 施工会社 株式会社光影堂 

修理内容 

・調査を行う。（採寸、修理前後の調査、撮影）・旧裏打ち紙を除去する。本紙を間接洗浄する・虫損痕などの損傷箇所には似寄の和紙で繕いを行う。・本紙を薄

美濃紙で裏打ち（肌裏打ち）を行う。・本紙の裏打ち紙は上下共役１分残す。・巻頭紙、巻末紙を付ける。・本紙に厚みを付ける為に美栖紙で裏打ち（増裏打ち）

を行う ・巻子装に仕立てる。・中性紙の箱をつくり納める。 

 

5 名  称 石燈籠図屏風 伊藤若冲筆 員  数 6曲1双 

時  代 江戸時代 寸 法 等 各縦159.0㎝×横363.0㎝ 

品  質 紙本墨画 施工会社 株式会社松鶴堂 

修理内容 

・調査を行う。（採寸、修理前後の調査、撮影）・旧裏打ち紙を除去する。本紙を間接洗浄する・虫損痕などの損傷箇所には似寄の和紙で繕いを行う。・本紙を薄

美濃紙で裏打ち（肌裏打ち）を行う。・本紙の裏打ち紙は上下共役１分残す。・巻頭紙、巻末紙を付ける。・本紙に厚みを付ける為に美栖紙で裏打ち（増裏打ち）

を行う ・巻子装に仕立てる。・中性紙の箱をつくり納める。 

 

6 名  称 柿本人麿像 員  数 1幅 

時  代 江戸時代 寸 法 等 縦83.3cm×横39.8㎝ 

品  質 絹本著色 施工会社 株式会社光影堂 

修理内容 

・調査を行う。（採寸、修理前後の調査、撮影）・旧裏打ち紙を除去する。本紙を間接洗浄する・虫損痕などの損傷箇所には似寄の和紙で繕いを行う。・本紙を薄

美濃紙で裏打ち（肌裏打ち）を行う。・本紙の裏打ち紙は上下共役１分残す。・巻頭紙、巻末紙を付ける。・本紙に厚みを付ける為に美栖紙で裏打ち（増裏打ち） 

を行う ・巻子装に仕立てる。・中性紙の箱をつくり納める。 

 

7 名  称 長藩入京参朝図 遠藤茂平筆 員  数 1巻 

時  代 明治時代 寸 法 等 縦48.8cm、長220.0cm 

品  質 紙本墨画（朱書あり） 施工会社 株式会社宇佐美修徳堂 

修理内容 
・調査を行う。・旧裏打ち紙を除去する。・本紙を間接洗浄する。・虫損痕などの損傷箇所には似寄の和紙で繕いを行う。・本紙を薄美濃紙で裏打ち（肌裏打ち）を行

う。 
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・本紙の裏打ち紙は上下共約１分残す。・巻頭紙、巻末紙を付ける。・裏面のラベルは巻末紙を貼りつける。・本紙に厚みを付ける為に美栖紙で裏打ち（増裏打ち）

を行う。・巻子装に仕立てる。 

＜書跡＞（1件） 

8 名  称 重要文化財 大手鑑（八十葉） 員  数 1帖 

時  代 奈良～室町時代（8～16世紀） 寸 法 等 縦44.6cm、横60.8cm 

品  質 両面折帖装 施工会社 株式会社松鶴堂 

修理内容 

・修理前に本紙現状の写真撮影を行い、本紙表面及び損傷状況、装丁の調査・記録を行う。・墨、朱、金銀泥、顔料等の耐久性を確認し、必要に応じて膠水による       

剥落止めを施す。・各本紙を画帖本体から取り外し、現在の肌裏紙を除去する。・旧補修紙等を取り除く。・各本紙の損傷状況に応じてクリーニングを行い、経年に

よる酸化物等の汚れを除去する。・解装後に本紙の材質、折目痕等の痕跡、裏面の状況等に応じて本紙補修を施す。・本紙に美濃紙による肌裏打ちを施し、仮張り乾

燥を行う。鳥の子紙を貼り合わせて画帖台紙を作製する。画帖台紙に本紙を貼り込む。・二つ折りにした画帖台紙の一面を貼り合わせ、互い違いに開くように連結

する。・かい合う本紙同紙の擦れを軽減するため、台紙のノドを除く三方に覆輪を取り付ける。・見返しの金箔台紙を再用する。・新たに表紙を作製する。表紙裂は

金襴にて新調し、金具は現在のものを再用する。・画帖台紙に見返し及び表紙を取付け、元通りの画帖仕立てとする。・桐製の保存箱及び包裂を新調し、画帖を収納

する。・修理後に写真撮影を行う。・修理報告書を作成する。（28年度より4ヶ年事業） 

＜漆工＞（1件） 

9 名  称 黒漆雲龍螺鈿琵琶 員  数 1基 

時  代 琉球 17世紀 寸 法 等 全長82.5cm 幅32cm 海老尾高さ21.6cm 

品  質 木造、漆塗、蒔絵、螺鈿、金銅製金具 施工会社 北村繁 

修理内容 

・修理前の写真撮影を行う。・作業中に剥落の恐れがある螺鈿や漆塗膜を和紙片で養生する。・クリーニングを行う｡ ・剥離した螺鈿や漆塗膜を圧着する｡ ・漆

塗の表面を漆固めで強化する。・螺鈿の欠失部の周囲は際錆を施す。・象牙製の覆手と細い柱は膠や麦漆などで所定の位置に接着する。・浮き上がった捍撥の皮を

可能な範囲で平滑になるように接着する。・槽の覆輪を確認し、必要に応じて補強する。・修理後の写真撮影を行う。（28年度より2ヶ年事業） 

＜染織＞（2件） 

10 名  称 重要文化財 紅地雪持ち橘文様唐織小袖 員  数 1領 

時  代 桃山時代 16～17世紀 寸 法 等 丈144.0cm 裄61.5cm 

品  質 絹 施工会社 株式会社 松鶴堂 

修理内容 
・解体を行う。・経年による折れ皺、畳皺を伸ばす。・損傷部分を、部分的に補修する。・金糸などの刺繡部分を補強する。・裏面に補強裂を当てる、あるいは重ね仕

立てにするなどして仕立てる。・収納方法を検討し、保存形態に合わせて畳紙などを新調する。 

 

11 名  称 重要文化財 濃茶麻地菊棕櫚文様帷子 員  数 1領 

時  代 江戸時代 17世紀 寸 法 等 丈155.1cm、裄62.7cm 

品  質 絹 施工会社 株式会社 染技連 

修理内容 
・解体を行う。・経年による折れ皺、畳皺を伸ばす。・損傷部分を、部分的に補修する。・金糸などの刺繡部分を補強する。・裏面に補強裂を当てる、あるいは重ね仕

立てにするなどして仕立てる。・収納方法を検討し、保存形態に合わせて畳紙などを新調する。 

 

【奈良国立博物館】(6件) 
＜絵画＞(3件) 

1 名  称 
絹本著色釈迦十六善神像 

（けんぽんちゃくしょくしゃかじゅうろくぜんじんぞう） 
員  数 1幅 

時  代 鎌倉時代 13世紀 寸 法 等 縦176.5㎝ 横122.4㎝ 

品  質 絹本著色 施工会社 (株)文化財保存 

修理内容 

解体修理。本紙料絹の欠失、強い横折れ、裏打紙の劣化などの構造的な不具合を改善し、画面の鑑賞性の向上と本紙の柔軟性回復を目的として、表装を解体し裏打

紙を全て取り替える本格修理を行う。本紙処置を行う前に、顕微鏡等を用いて入念な調査を実施し、デジタル画像データを用いた詳細な損傷図を作成。濾過水を噴

霧して吸取紙に汚れを吸収させるクリーニングを施す。旧肌裏紙の除去に際しては乾式肌上げ法を採用する。膠着力の低下した絵具層に、膠などの接着剤を用いて

剝落止めの処置を行う。旧補絹は全て除去して、欠失箇所に本紙料絹の織り組織に合わせた電子線劣化絹を新たに補い、補填箇所に地色補彩を行う。新調した裏打

紙をあて、折れを軽減するために折れ伏せを施す。表装裂・上下軸木・啄木は新調し、軸首は歪みを調整のうえ再使用。桐太巻添軸・桐印籠箱・裂貼四方帙を新調

し、包裂に包んで納品。修理前中後の記録を整理し、報告書を作成する。（継続3か年事業のうちの第2年目） 

 

2 名  称 絹本著色玄奘三蔵像（けんぽんちゃくしょくげんじょうさんぞうぞう） 員  数 1幅 

時  代 鎌倉時代 13世紀 寸 法 等 縦142.4㎝ 横55.5㎝ 

品  質 絹本著色 施工会社 (株)文化財保存 

修理内容 

解体修理。本紙料絹の欠失や強い横折れなどの構造的な不具合を改善し、画面の鑑賞性の向上と軸装の柔軟性回復を目的として、表装を解体し裏打紙を全て取り替

える本格修理を行う。本紙処置を行う前に、顕微鏡等を用いて入念な調査を実施し、デジタル画像データを用いた詳細な損傷図を作成。濾過水を噴霧して吸取紙に

汚れを吸収させるクリーニングを施す。旧肌裏紙の除去に際しては乾式肌上げ法を採用する。膠着力の低下した絵具層に、膠などの接着剤を用いて剝落止めの処置

を行う。旧補絹は全て除去して、欠失箇所に本紙料絹の織り組織に合わせた電子線劣化絹を新たに補い、補填箇所に地色補彩を行う。新調した裏打紙をあて、折れ

を軽減するために折れ伏せを施す。表装は全て新調。桐太巻添軸・桐印籠箱・裂貼四方帙を新調し、包裂に包んで納品。修理前中後の記録を整理し、報告書を作成

する。（継続2か年事業のうちの第2年目） 

 

3 名  称 絹本著色親鸞聖人像（けんぽんちゃくしょくしんらんしょうにんぞう） 員  数 1幅 

指  定 重要文化財 寸 法 等 縦148.8cm 横86.2cm 

時  代 鎌倉～南北朝時代 14世紀 施工会社 (株)文化財保存 

品  質 絹本著色   

修理内容 

解体修理。表装を解体し裏打紙をすべて取り替える本格修理を行う。補絹箇所および補筆箇所を明確にするために損傷図を作った上で作業を進める。裏打紙の除去

を行い、クリーニングを施す。剥落止めをして表打ちをし、肌裏紙を除去、取り外した旧補絹の箇所には劣化絹を用いて新たな補絹を施す。肌裏を打ち折れ付せを

施す。乾燥後に必要な補彩を施す。修理過程においては必要に応じて光学調査を行う。表装裂、太巻添軸、軸首は再利用。鐶は四ッ鐶に変更し二個を復元新調す

る。桐印籠箱及び四方帙を新調。（継続2ヶ年事業のうち第1年目） 

＜工芸＞(1件) 

4 名  称 鳳凰文戧金経箱（ほうおうもんそうきんきょうばこ） 員  数 1合 

指  定 重要文化財 寸 法 等 縦20.2㎝ 横39.3㎝ 高25.3cm 

時  代 中国 元時代（14世紀） 施工会社 北村工房 

品  質 木製 黒漆塗 戧金   

修理内容 

写真撮影を伴う現状の調査を充分に行い、漆塗膜の欠損部など、二次的な破損の危険性のある箇所を養生した上で表面のクリーニングを行い、その後調合した漆を

用いて漆塗膜の強化を図る。その上で、浮き上がった漆塗膜は希釈した麦漆などで接着し、欠損部は漆下地で形状を整える。なお、その際、鎗金部分及び朱漆部分

に影響が及ばないよう留意する。木地接合部の損傷は麦漆などを含浸した後、必要に応じて欠損部に刻苧漆などを充塡して補強し、漆下地で形状を整える。また打

損箇所等も漆下地で補塡し、形状を整える。新たに漆下地を施した部分は、表面を研磨して成形した後、周囲と調和するように仕上げる。修理完了後には写真撮影

を行い、報告書を作成する。なお、稜角や蓋身の口縁に施された青貝は後補が疑われるが、今回は現状維持修理とし、除去等は行わず、損傷部分には補修を加え

る。（1ヶ年事業） 
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＜書跡＞(1件) 

5 名  称 法華経（色紙経）（ほけきょう〔しきしきょう〕） 員  数 8巻 

指  定 重要文化財 品  質 色紙墨書 

時  代 平安時代 12世紀 施工会社 (株)文化財保存 

寸 法 等 
（巻第一）縦24.8㎝ 長922.8㎝ （巻第二）縦24.8㎝ 長1078.5㎝ （巻第三）縦24.8㎝ 長1016.2㎝ （巻第四）縦24.8㎝ 長884.9㎝ （巻第五）24.8

㎝ 長961.1㎝ （巻第六）24.8㎝ 長935.3㎝ （巻第七）24.8㎝ 長868.1㎝ （巻第八）縦24.8㎝ 長764.3㎝ 

修理内容 

解体修理。事前調査を行った後、全体を解体する。旧補紙は除去し、その糊跡についても本紙に負担のない範囲で除去する。本紙表面に付着するほこりなど汚れも

除去する。水濡れによる汚れは、直接水分を与えず、染色に影響のない範囲で間接的に湿り気を与え軽減させる。暴れ・折れ・皺等にも直接水分を与えず、間接的

に湿りを与えて伸ばしプレス乾燥させ、修整する。強い折れには、適宜折れ伏せを施す。紙質調査を行った上で、適切な補修紙を作成し、欠失箇所を補填する。金

泥・墨書・朱の状態を確認し、必要に応じ膠水溶液で剥落止めを施す。表紙・見返しの損傷箇所も補修紙により補填し、再利用する。八双・巻緒・軸首・軸木は可

能な限り再利用するが、解体後不具合があった場合は新調を検討する。軸付紙は新調し、巻子装に仕立てる。包裂は新調する。保存箱は桐桟蓋二段重ねの中箱と桐

台指外箱を新調する。（継続3ヶ年事業のうちの第3年目） 

＜考古＞(1件) 

6 名  称 
斜縁神獣鏡、三角縁神獣車馬鏡〔奈良県佐味田宝塚古墳出土品〕 

（しゃえんしんじゅうきょう、さんかくぶちしんじゅうしゃばきょう〔ならけんさみだたからづかこふんしゅつどひん〕） 

指  定 重要文化財 員  数 2面 

時  代 古墳時代 4世紀 寸 法 等 斜縁神獣鏡：径20.9㎝、三角縁神獣車馬鏡：径25.5㎝ 

品  質 青銅製 鋳造品 施工会社 (公財)元興寺文化財研究所 

修理内容 

1.写真撮影、Ｘ線撮影、分析、観察等を行い処理前状態の記録を実施する。2.クリーニングを行い汚れや土砂、不必要な錆の除去を行う。また、古い接着剤を除去

し可能な範囲で接合箇所を分離する。3.錆の進行を防ぐため、防錆薬剤による安定化処理を行う。4.防錆効果と本体強度の向上のため、合成樹脂の含浸を行う。5.

防錆効果をさらに付加させるため、合成樹脂の塗布を行う。6.美観に配慮した接合、補填、整形、つや消し、仕上げ等を行う。7.保管台を作製する。8.薬品や写真

記録、作業工程等の修理に関する情報を整理し、保管台と併せて報告書（最低3部）を納品する。（1ヶ年事業） 

 

【九州国立博物館】（19件） 
＜絵画＞（ 3件 ） 

1 名  称 山水図（さんすいず） 1幅（28年度より継続・12ヶ月計画） 品  質 紙本墨画 

所 蔵 者 九州国立博物館 寸 法 等 
本紙：縦85.6 cm 横31.5 cm 表具：縦167.4 cm 横43.6 cm 軸長

48.4 cm 

時  代 室町時代・16世紀 施工会社 株式会社文化財保存 

修理内容 

1. 本紙表面に付着している埃を柔らかい毛の筆なとで払って除去する。2.上下軸を取り外し、軸装から解体する。3.膠や布海苔等の適切な材料を選択して、墨に

対して剥落止めを行う。4.本紙を表装裂から取り外す。5.本紙表面から濾過水を噴霧して水溶性の汚れを除去する。6.墨の定着状況を確認し、状態に応じて自社濾

過水にて1～2%に調整した膠を用いて剥落止めを行う。7.繊維組成分析の結果をもとに本紙補修に適した補修紙を作製する。8.湿式にて肌裏紙の除去を行う。この

際、完全に本紙に湿りを与えるのではなく、肌裏紙の除去を丁寧かつ慎重に行う。9.本紙の欠損箇所と周囲に合わせて補修紙を整形し、補紙を行う。10.薄楮紙と

小麦澱粉糊を使用して肌裏打ちを行う。11.美栖紙と古糊を使用して1回目の増裏打ちを行う。12.表装裂の裏打紙を除去し、薄楮紙と小麦澱粉糊を使用して肌裏打

ちを行う。13.断裂、折れが生じている箇所、今後折れを生じそうな箇所に、極細く切った楮紙の帯にて折れ伏せを施す。14.美栖紙と古糊を使用して本紙の2回目

の増裏打ちと表装裂の増裏打ちを行い、仮張りをする。15.仮張りした本紙と表装裂を三段表具の形に付廻しをする。16.美栖紙と古糊を使用して中裏打ちを行い、

仮張りをする。17.仮張りから外し、耳折りをする。18.宇陀紙と古糊を使用して総裏打ちを行い、表張りをして十分な乾燥期間をおく。19.補紙箇所のみに本紙の

地色に合わせて補彩を施す。20.裏摺りを施して伏せ張りし、十分な乾燥期間をおく。21.軸首を再使用し、上下軸、啄木等の材料は新調して掛軸装に仕立てる。

22.包裂、桐太巻添軸、桐印籠箱を新調し、収納する。29年度は9～22を施工。 

 

2 名  称 海棠白頭翁・萱草百合図（かいどうはくとうおう・かんぞうゆりず） 2幅 品  質 絹本著色 

所 蔵 者 九州国立博物館 寸 法 等 
本紙：縦53.2 cm 横102.1 cm 表具：縦67.4 cm 横206.3 cm 軸

長72.5 cm 

時  代 中国・清時代・18世紀 施工会社 修理工房 宰匠株式会社 

修理内容 

1. 本紙や表具の状況を観察し、寸法、損傷状態を写真や記録に詳細に留め、彩色の調査、料絹の情報について記録を行った後、本紙に負担がかからないように掛

軸装を解体し、少墨の湿りにて肌裏紙以外の旧裏打紙を除去する。2. 筆や刷毛などによるドライクリーニングを行った後、吸取紙上に本紙を載せ、濾過水を画面

表面に噴霧し、汚れを吸取紙に移動させる方法にて汚れの除去を行う。染み部分においては、除去に適した有機溶媒を用いて、本紙に負担のない範囲で可能な限り

除去を行う。3. 彩色の膠着力のテストを行い、必要であれば免膠水溶液 13 %を用い剥落止めを行う。4. 肌裏除去は、まず初めに裏彩色がある部分の本紙表面を 

H P C シートにて簑生を施し本紙料絹を固定し、最必要最低限の湿りを入れ肌裏除去を丁寧かつ慎重に行う。5. 本紙料絹の色調に合わせ天然染料にて染色した薄

美濃紙を、新糊を用いて新たに肌裏打ちを行う。肌裏打ち後、さらに増裏紙においても本紙の色調を整えるために天然染料を用いて染色した美栖紙にて古糊を用い

て増裏打ちを行う。増裏打ち後、折れの発生していた箇所及び今後折れが発生する可能性がある箇所に、薄美濃紙にて新糊を用いて折れ伏せを施す。6.本紙料絹の

色合いを考慮した下染めを施した本紙と同組織の劣化絹を用いて、補絹を行う。7.再使用の表装裂地は補修を施し、薄美濃紙にて新糊を用いて肌裏打ちを行った

後、美栖紙にて古糊を用いて増裏打ちを行う。仮張り後、新糊と古糊の混合糊を用いて本紙と裂との付け廻しを行う。8. 本紙と裂の付け廻し後、掛軸装全体のバ

ランスを整えるために、美栖紙にて古糊を用い  て中裏打ちを行う。中裏打ち後、一段目には上巻裂を用い、二段目以降は宇陀紙を用い、古糊にて総裏打ちを行

う。9. 本紙料絹の持っている地色を基本として行い、それに加え現在の経年変化した料絹の状態を加味した色合いにも考慮し補彩を施す。最終的な調整としては

欠失部周辺の状態にも応じ、鑑賞を行う上で支障のないように、協議の上、微調整を行う。10. 軸首は元の象牙軸を再使用し、上下軸木、啄木、打込鑽等（京都：

速水製）を新調し、掛軸装に仕立てる。11. 今後の新たな折れや損傷の進行を防ぐために、桐太巻添軸を新調し、掛軸を太く巻き保存する。新調した羽二重の包み

裂に本紙を包み、桐屋野郎箱を新調し納める。 

 

3 名  称 十八羅漢図巻（じゅうはちらかんずかん） 1巻 品  質 羅漢図は絹本著色、題・賛・跋は紙本墨書。牙軸 

所 蔵 者 千眼寺 寸 法 等 縦26.5cm 全長1306.8cm 

時  代 
【画】中国 明時代（清時代）・永暦15年(1661)（順治18年(1661)） 

【賛】江戸時代・寛文4年(1664) 
施工会社 修理工房 宰匠株式会社 

修理内容 

1.本紙や装丁状況を観察し、寸法、損傷状態等を写真・記録に詳細に留め、絹の織組織、紙質検査や紙のあらゆる情報について記録を行った後、本紙に負担がかか

らないように巻子装を解体し、本紙の継ぎを全て取り外す。2.筆や刷毛等によるドライクリーニングを行う。肌裏紙以外の旧裏打紙を除去後、吸取紙上に本紙を乗

せ、濾過水を画面表面に噴霧し、汚れを吸取紙に移動させる方法にて汚れの除去を行う。3.膠着力の低下と、表面の掠れにより不安定になっている墨、彩色絵具、

墨書に兔膠水溶液1～2％を用い、剥落止めを行う。4.必要最低限の湿りを与え（湿式）、裏打紙、補修紙の除去を行う。5本紙と同質の繊維による補修紙を準備調

整し、新糊（小麦澱粉糊）を用いて補修を行う。本紙と補修紙の重なりによる凹凸が最低限になるように削る。絹本本紙欠失箇所と周囲に本紙と同組織の絹を選定

し、本紙料絹の色合いを考慮した下染めを施し、重なりなく補絹を行う。6. 本紙の色調に合わせ天然染料にて染色した薄美濃紙を、新糊を用いて新たに肌裏打ち

を行う。肌裏打ち後、美栖紙にて古糊を用いて増裏打ちを行う。増裏打ち後、折れの発生していた箇所及び今後折れが発生する恐れがある箇所に、薄美濃紙にて新

糊を用いて折れ伏せを施す。さらに楮と雁皮の混合紙を用い、新糊と布海苔抽出液の混合糊にて総裏打ちを行う。7.再使用の見返しは補修を施し、新調裂地と共に

薄美濃紙にて新糊を用いて肌裏打ちを行う。仮張り後、表紙裂と返しを合わせる。8.絹本本紙については補彩を施す。紙本本紙については、継いで画と並んだ際に

違和感を生じる箇所については、視覚的に支障のないように微調整を行う。9.軸巻き紙は元の状態で軸に取り付けることとする。軸首は再使用、中軸、八双、紐、

表紙裂を新調し、巻子装に仕立てる。10.今後新たな折れや損傷の進行を防ぐために、桐太巻添軸を新調し、巻子を太く巻き保存する。羽二重の包裂に包み、新調

した桐屋郎箱に納入する。 
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＜書跡＞（ 3件 ） 

4 名  称 大方広仏華厳経巻第十五(泉福寺焼経)（だいほうこうぶつけごんきょうまきだいじゅうご（せんぶくじやけきょう）） 1巻（28年度より2ヵ年計画） 

所 蔵 者 九州国立博物館 寸 法 等 本紙：縦25.5㎝ 全長1279.1㎝ 

時  代 平安時代・12世紀 施工会社 修理工房 宰匠株式会社 

品  質 藍紙墨書   

修理内容 

1.本紙や装丁状況を観察し、寸法、損傷状態を写真や記録に詳細に留め、紙質検査や本紙のあらゆる情報について記録を行った後、焼損部分の断片状の剥落をレー

ヨン紙にて保護、養生しながら展開し、料紙の継ぎ部分を外す。2.焼損によって天地小口が収縮し、中央部分との均衡が崩れたことを原因とする暴れや皺を改善

し、巻子として安全に巻くために、ゴアテックス等を用いて部分ごとに水分量を調整しながら本紙に湿りを与え、プレス乾燥させ平らに整える。3.本紙の紙質、状

態に合わせた補修紙を作製し本紙欠失箇所に補修を行う。焼損の著しい箇所に関しては、欠失箇所に加えて周辺の劣化が見られる部分の補強も検討する。折れなど

の脆弱な箇所には必要に応じて薄楮紙などを使用した補強を行う。原則裏打ちは施さないが、巻頭の損傷の著しいものに関しては裏打ちによる補強も検討する。4.

本紙の紙質、状態に合わせた補修紙を作製し本紙欠失箇所に補修を行う。5.各料紙を元通りに継ぎ直し、新調した表紙、軸巻紙、軸木、軸首、紐を取り付けて巻子

装に仕立てる。6.今後の新たな折れや損傷の進行を防ぐ為に、頭切桐太巻添軸を新調し、巻子を太く巻き保存する。新調した羽二重の包裂に本紙を包み、桐屋郎箱

を新調し納める。29年度は4～6を施工。 

 

5 名  称 
大般若波羅蜜多経 春日版（だいはんにゃはらみたきょう かすがばん） 

3巻 
品  質 紙本墨刷 

所 蔵 者 九州国立博物館 寸 法 等 
巻第二十七：縦 26.7 cm 全長 934.1㎝  巻第五十六：縦 26.9 cm 

全長975.0㎝  巻第二百二十：縦26.4 cm 全長838.8㎝ 

時  代 鎌倉時代・弘安8年(1285) 施工会社 修理工房 宰匠株式会社 

修理内容 

1.本紙や装丁状況を観察し、寸法、損傷状態を写真や記録に詳細に留め、紙質検査や本紙のあらゆる情報について記録を行った後、八双と軸木を取り外す。文字の

ズレがある箇所の継ぎを外す。2.朱点部分の膠稽力のテストを行い、必要であれば免膠水溶液1～2%を用い剥落止めを行う。3.折れや水損によって天地小口が収縮

し、中央部分との均衡が崩れた暴れや緻を改善し、巻子として安全に巻くために、ゴアテックスを用いて部分ごとに水分械を調整しながら本紙に湿りを与え、プレ

ス乾燥させ平らに整える。4.本紙の紙質、状態に合わせた補修紙を作製し本紙欠失箇所に補修を行う。 DIIPS法にて補修紙を作製する。折れなどの脆弱な箇所に

は、必要に応じて薄楮紙などを使用した補強を行う。5. 文字のズレが生じていた継ぎ箇所を正常に継ぎ直し、軸木は再使用し、新調した軸巻紙・ 紐を取り付けて

巻子装に仕立てる。6.今後の新たな折れや損傷の進行を防ぐために、桐太巻添軸を新調し、 掛軸を太く巻き保存する。新調した羽二重の包み裂に本紙を包み、３

巻入桐屋野郎箱を新調し納める。 

 

6 名  称 賦何路連歌（ふすなにみちれんが）1巻  品  質 紙本墨書 

所 蔵 者 福岡県立アジア文化交流センター 寸 法 等 縦18.4 cm 横507.9 cm 

時  代 室町時代・元亀2年(1571) 施工会社 修理工房 宰匠株式会社 

修理内容 

1.本紙や装丁状況を観察し、寸法、損傷状態等を写真・記録に詳細に留め、紙質検査を含む料紙の情報について記録を行った後、本紙に負担がかからないように巻

子装を解体し、料紙の継ぎを外す。2.筆や刷毛等によるドライクリーニングを行う。肌裏紙以外の旧裏打紙を除去後、吸取紙上に本紙を乗せ、濾過水（を画面表面

に噴霧し、汚れを吸取紙に移動させる方法にて汚れの除去を行う。3.膠着力の低下と、表面の掠れにより不安定になっている墨書に兔膠水溶液1～2％を用い、墨

の剥落止めを行う。膠水溶液を塗布する際にも必要最低限に留め、膠による、光沢などが出ないように細心の注意を払い行う。4.必要最低限の湿りを与え、裏打

紙、補修紙の除去を行う。5.本紙と同質の繊維による補修紙を準備調整し、新糊（小麦澱粉糊）を用いて補修を行う。本紙と補修紙の重なりによる凹凸が最低限に

なるように補修紙の削り補修を行う。6.本紙の色調に合わせ天然染料にて染色した薄美濃紙を、新糊を用いて新たに肌裏打ちを行う。肌裏打ち後、美栖紙にて古糊

（新糊を10年間涼暗所で保管した糊）を用いて増裏打ちを行う。増裏打ち後、折れの発生していた箇所及び今後折れが発生する恐れがある箇所に、薄美濃紙にて

新糊を用いて折れ伏せを施す。さらに楮と雁皮の混合紙を用い、新糊と布海苔抽出液の混合糊にて総裏打ちを行う。7.再使用の見返しは補修を施し、新調裂地と共

に薄美濃紙にて新糊を用いて肌裏打ちを行う。仮張り後、表紙裂と返しを合わせる。8.補修箇所の最終的な調整として、欠失部周辺の状態にも応じて視覚的に支障

のないよう、補彩による微調整を行う。9.本紙と同質の繊維による軸巻き紙を選定し、軸首は再使用、中軸、八双、紐、表紙裂を新調し、巻子装に仕立てる。見返

しは上述の通り際使用とする。10.今後新たな折れや損傷の進行を防ぐために、桐太巻添軸を新調し、巻子を太く巻き保存する。羽二重の包裂に包み、新調した桐

屋郎箱に納入後、旧保存箱と共に新調した漆塗台指外箱に納める。 

＜彫刻＞（ 1件 ） 

7 名  称 阿弥陀如来坐像（あみだにょらいざぞう） 1躯 品  質 木造 

所 蔵 者 九州国立博物館 寸 法 等 像高56.0 cm 膝張41.5 cm 膝奥32.0 cm 

時  代 平安時代・10世紀 施工会社 公益財団法人美術院 

修理内容 

1.筆・刷毛等で丁寧に埃を掃き取り、舞い上がった埃はミュージアムクリーナーで吸い取り除去する。2.虫蝕朽損により劣化した木質部や、劣化する布貼り及び木

屎漆にメチルセルロース水溶液を含浸し、安定をはかる。漆箔層の浮き上がりにアクリル樹脂エマルション及び水溶性アクリル樹脂を用いて剥落止めを行う。3.虫

蝕朽損部や干割れには、木屎漆あるいはブチラール樹脂 20% 溶液＋砥の粉十顔料を補填し、安定をはかる。彫刻面に散在する虫穴や、虫道が露出し損傷移行の危

険性がある箇所は、ブチラール樹脂＋砥の粉＋顔料（箇々の虫蝕箇所周囲の色味に合わせたもの）をセロファン紙で作った三角錐型容器に詰め、充填する。4.古色

修整工程。過去の修理において施された古色の変色部について、精製水を用いて綿棒等で一旦除去し、新たに漆・水干絵具・アクリル絵具を用いて修整を行う。 

＜染織＞（ 7件 ） 

8 名  称 
壁掛け (パランポア) 白地花樹文様更紗 （かげかけ（ぱらんぽあ）しろ

じかじゅもんようさらさ） 1枚（27年度より3ヵ年計画） 
品  質 木綿 

所 蔵 者 九州国立博物館 寸 法 等 幅 200.0 cm 長さ 282.0 cm 

時  代 18-19世紀（インド・コロマンデル海岸） 施工会社 一般社団法人国宝修理装潢師連盟 

修理内容 

1.写真撮影を行い、生地、旧補修の状態（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。2.筆やクリーナー

を使用した埃払いを行う。3.中央の縫い続きで縫いが離れている箇所は、旧線で継ぎを補足する。4.生地整えについては、検討した上で行う。また、旧補修を外す

場合、残った折山は今後の欠損に繋がるので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。5.両端や中央継ぎといった力

の入りやすい箇所は、帯状に補修裂を裏面からあてて補修糸で縫い留めて補強する。6.欠損端口の補修を想定する。7.補修材料を必要箇所に応じて染色で調整する。

8.現状のように、幅は折らない状態で、筒状のものに巻いて保管する。29年度は5～8を施工。 

 

9 名  称 
装飾布 藍地植物文様更紗（そうしょくふ あいじしょくぶつもんようさ

らさ） 1枚（27年度より3ヵ年計画） 
品  質 木綿 

所 蔵 者 九州国立博物館 寸 法 等 幅 99.0cm 長さ 262.0cm 

時  代 15-16世紀 施工会社 一般社団法人国宝修理装潢師連盟 

修理内容 

1.写真撮影を行い、生地の状態を調査する。仕立てや旧補修などはないことから、解体は行わない。2.筆やクリーナーを使用した埃払いを行う。3.生地整えについ

ては、検討した上で行う。残った折山は今後の欠損に繋がるので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。4.両端や

中央継ぎといった力の入りやすい箇所は、帯状に補修裂を裏面からあてて補修糸で縫い留めて補強する。5.欠損端口の補修を想定する。6.補修材料を必要箇所に応

じて染色で調整する。7.現状のように、幅は折らない状態で、筒状のものに巻いて保管する。 29年度は4～7を施工。 
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10 名  称 
装飾布 白地人物文様更紗(人形手)（そうしょくふ しろじじんぶつもん

ようさらさ（にんぎょうで））  1枚（27年度より3ヵ年計画） 
品  質 木綿 

所 蔵 者 九州国立博物館 寸 法 等 幅 105 cm 長さ 490 cm 

時  代 17-18世紀  (インドネシア スラウェシ島トラジャ伝来) 施工会社 一般社団法人国宝修理装潢師連盟 

修理内容 

1.写真撮影を行い、生地、旧補修の状態（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。2.筆やクリーナー

を使用した埃払いを行う。3.仕立てはないため、接合および組立工程はなし。4.生地整えについては、検討した上で行う。また、旧補修を外す場合、残った折山は

今後の欠損に繋がるので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。5.両端や中央継ぎといった力の入りやすい箇所は、

帯状に補修裂を裏面からあてて補修糸で縫い留めて補強する。6.欠損端口の補修を想定する。7.補修材料を必要箇所に応じて染色で調整する。8．現状のように、幅

は折らない状態で、筒状のものに巻いて保管する。 29年度は5～8を施工。 

 

11 名  称 
サリー断片 赤地立木人物文様紋織（さりーだんぺん あかじたちきじん

ぶつもんようもんおり） 1枚（27年度より3ヵ年計画） 
品  質 木綿、撚金糸、絹 

所 蔵 者 九州国立博物館 寸 法 等 幅 110 cm 長さ 171.5 cm 

時  代 19-20世紀 施工会社 一般社団法人国宝修理装潢師連盟 

修理内容 

1.写真撮影を行い、生地、旧補修の状態（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。2.筆やクリーナー

を使用した埃払いを行う。3.補修後の生地の両端は元の針穴を辿って旧状に仕立てる。4.生地整えについては、検討した上で行う。また、旧補修を外す場合、残っ

た折山は今後の欠損に繋がるので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。5.両端や中央継ぎといった力の入りやす

い箇所は、帯状に補修裂を裏面からあてて補修糸で縫い留めて補強する。6.欠損端口の補修を想定する。7.補修材料を必要箇所に応じて染色で調整する。8.現状の

ように、幅は折らない状態で、筒状のものに巻いて保管する。 29年度は5～8を施工。 

 

12 名  称 
サリー 白地人物ペーズリー文様紋織（さりー しろじじんぶつぺーずり

ーもんようもんおり） 1枚（27年度より3ヵ年計画） 
品  質 木綿、金銀糸、絹、ミラー 

所 蔵 者 九州国立博物館 寸 法 等 幅 115 cm 長さ 488 cm 

時  代 19-20世紀 施工会社 一般社団法人国宝修理装潢師連盟 

修理内容 

1.写真撮影を行い、生地、旧補修の状態（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。2.筆やクリー        

ナーを使用した埃払いを行う。3.仕立てはないため、接合および組立工程はなし。4.生地整えについては、検討した上で行う。また、旧補修を外す場合、残った折

山は今後の欠損に繋がるので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。5.両端や中央継ぎといった力の入りやすい箇

所は、帯状に補修裂を裏面からあてて補修糸で縫い留めて補強する。6.欠損端口の補修を想定する。7.補修材料を必要箇所に応じて染色で調整する。8.現状のよう

に、幅は折らない状態で、筒状のものに巻いて保管する。 29年度は5～8を施工。 

 

13 名  称 
茜地山水松鶴文更紗（あかねじさんすいまつつるもんさらさ） 1枚（27年

度より3ヵ年計画） 
品  質 木綿 

所 蔵 者 九州国立博物館 寸 法 等 縦 312.0 cm 横 224.0 cm 

時  代 17-18世紀 （インド・コロマンデル海岸） 施工会社 一般社団法人国宝修理装潢師連盟 

修理内容 

1.写真撮影を行い、生地、旧補修の状態（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。2.筆やクリーナー

を使用した埃払いを行う。3.仕立てはないため、接合および組立工程はなし。4.生地整えについては、検討した上で行う。また、旧補修を外す場合、残った折山は

今後の欠損に繋がるので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。5.両端や中央継ぎといった力の入りやすい箇所は、

帯状に補修裂を裏面からあてて補修糸で縫い留めて補強する。6.欠損端口の補修を想定する。7.補修材料を必要箇所に応じて染色で調整する。8.現状のように、幅

は折らない状態で、筒状のものに巻いて保管する。 29年度は5～8を施工。 

 

14 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） 1冊（29

年度より3ヵ年計画） 
品  質 冊子装 

所 蔵 者 九州国立博物館 寸 法 等 縦 109.6 cm 横 45.5 cm 

時  代 元～明時代・13-17世紀 施工会社 株式会社岡墨光堂 

修理内容 

1.解体に耐えられないと判断した雲母の浮き箇所に、剥落止めの処置を施す。台紙を表、中、裏の 3層に剥がし、糸綴じ部分と中層を残し表裏それぞれをノド部分

から切り離す。ただし、構造的に困難であると判明した場合は、糸綴じを切り台紙を表裏2倍に剥がす。2. 解体前に、表面的な埃を、柔らかい刷毛か筆で裂を傷め

ないよう慎重に払う。3. 台紙を表、 裏に剥がし分離した後、補強のために新調した1 ｍｍ厚程度の台紙と貼り合わせる。新調する台紙は現状と同じ大きさで、厚

みのある堵紙（江渕栄貫製）を数枚貼り合わせて、薄くても軽拡で強度のあるものにする。それぞれを貼り合わせる糊は、小麦澱粉糊に布海苔を混合してやや柔軟

性のある仕上がりにする。裂や金糸などの浮きは、糊差しにて止める。印金や雲母の剥離は、膠水溶液や布海苔にて部分的な剥落止めを行う。4.38 面の台紙を引出

し 1 段に 1 面ずつ入れる桐製箪笥を作製する。ただし、箪笥は9 段のものと10 段のものを 2 悼ずつ作製し、収蔵庫の棚に収納出来るようにする。台紙を引出し

に収納する際には、染色品の保護に使用されている、酸とアルカリを含まないノンバッファー紙（製品名：ピュアガード）を台紙表面全体に被せる。29年度は1～2

と、3の一部を施工。 

＜考古＞（ 2件 ） 

15 名  称 壺形土器（つぼがたどき） 1点 品  質 土製 

所 蔵 者 九州国立博物館 寸 法 等 高28.0 cm 最大径20.5 cm 

時  代 縄文時代・前2000年-前1000年 施工会社 株式会社芸匠 

修理内容 

1.資料の現状を把握し、表面に付着した泥を刷毛や竹串、デザインカッターやリュウター（回転ハケ）、エタノールや注射器、綿棒等でクリーニングを行う。この際

の除去物は集めて別保管とする。2.必要に応じて脆弱部分（破断面は全て）にパラロイド B72 (アセトン希釈： 5 % 程度）を塗布し、樹脂による強化を行う。その

際、器表裏面の質感の変化を最小限となる様に注意する。3.欠け部分（ガジリ等）にエポキシ樹脂（アラルダイト XNR-6504:主剤、XNH- 6504 : 硬化剤）、パラロイ

ドB72(溶剤アセトン）とマイクロバルーン及び顔料（個体の基本色）を混合した物を使用して充填復元をおこなう。4.修理部分に、違和感がない様にアクリル絵具

で補彩色を施す。 

 

16 名  称 金銅単龍環頭柄頭付大刀（こんどうたんりゅうかんとうつかがしらつきたち） 1振残欠共13点 

所 蔵 者 九州国立博物館 品  質 金銅、銀 

時  代 古墳時代・6～7世紀 施工会社 株式会社芸匠 

寸 法 等 
（単龍柄 頭）縦8.1 cm 、横6.5 cm、厚1.1 cm （銀線  巻柄）銀製帯金具幅3.5 cm 、幅1.5 cm 、銀線幅0.2 cm （足金物）各幅0.7 cm、厚0.1 cm（方形透

金具残欠）復元長45.3 cm、幅 1.6 cm、厚さ 0.1 cm 

修理内容 

1.対象資料の現状を把握し、埃や錆等のクリーニングを行う。この際保護の必要のある有機物（布・繊維等）はアクリル樹脂で塗布し、保護措置を行う。銀線巻柄

残欠は台紙より外す。2.純水を定期的に交換しながら、採取した水の陰イオンがイオンメータで測定し 0 ppmに近くなるまで脱塩処理を行う。4.（防錆処理・樹脂

含浸）ベンゾトリアゾールのアルコール溶液に含浸し、防錆処理を行う。含浸後一定期間乾燥させる。乾燥後パラロイドNADlO (溶剤ソルベントナフサ）を減圧含浸

させる。含浸後一定期間乾燥させ、資料の樹脂強化を行う。5.エポキシ樹脂（アラルダイトXNR-6504:主剤、XNH-6504 : 硬化剤）、パラロイドB72(溶剤アセトン）

とマイクロバルーン及び顔糾（個体の基本色）を混合したものを使用して、目地部分の充填成形をおこなう。6.修理箇所にアクリル絵具で補彩色を施す。7.資料の

形状に合わせ安定台座（樹脂ベッド）を製作し、それを台板に載せる様にする（主材料は木製）。方形透金具残欠は鞘に用いる金具なので、鞘に似せた形状の木製の

台を作製し、その上に載せる様にする。 

＜歴史資料＞（ 3件 ） 

17 名  称 
重要文化財 対馬宗家関係資料（つしまそうけかんけいしりょう） 18箱12

巻（26年度より4ヵ年計画） 
品  質 紙本墨書 

所 蔵 者 九州国立博物館 寸 法 等 本紙 縦18.0-34.5 ㎝ 横45.5-56.9 ㎝ 

時  代 江戸時代・18世紀 施工会社 一般社団法人国宝修理装潢師連盟 
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修理内容 

1.本紙や装丁状況を観察し、寸法及び損傷状態を写真や記録に詳細に留め、修理前の調査を行った後、継を外し、巻子装を解体する。2.筆や刷毛を用いてドライク

リーニングを行い、本紙表面に付着した埃等を除去する。3.墨線の調査を行い、水によるクリーニングの作業に対して危険な状態になる可能性がある墨線に対して、

兎膠水溶液1～2％を用い、剥落止めを行う。4.本紙下に吸い取り紙を敷き、濾過水を本紙表面より噴霧し、汚れを吸い取り紙に吸収させる方法にて汚れの除去を行

う。5.クリーニング後の本紙表面の調査を行い、経年変化による劣化により膠着力が低下している墨線に対して1～2％膠水溶液を用い、剥落止めを行う。6.レーヨ

ン紙にて本紙表面の養生を行った後、最小限の湿りを与えることで肌裏紙の除去を行う。7.虫損による料紙欠失箇所に、裏面より本紙基調色に染色した本紙と同繊

維の補修紙を作製し、補修を施す。表紙裂も同様に欠失箇所に似寄りの組織の平絹具引き加工を施して補絹を施す。8.本紙に薄美濃紙（染色は天然染料にて行う）

を、新糊を用いて新たに肌裏打ちを行う。肌裏打ち後、折れの発生していた箇所及び今後折れが発生する恐れがある箇所に、薄美濃紙にて新糊を用いて折れ伏せを

施す。9.表紙裂と見返しを、新糊と布海苔の混合糊にて合わせ、仮張りし十分な乾燥期間をおく。10.折れ伏せ後、楮と雁皮の混合紙を用いて、新糊と布海苔の混合

糊にて総裏打ちを行う。総裏打ち後は仮張りし、十分な乾燥期間をおく。11.表紙裂の地色を基調色とし、補絹箇所に補彩を施す。12.各料紙を継ぎ、巻末に新調の

軸巻紙を取り付ける。軸木、紐は再使用し、巻子装に仕立てる。13.桐太巻添軸を新調し、巻子を太く巻き保存する。新調した包み裂に本紙を包み、中性紙箱を新調

し納める。29年度は巻10～12を施工。 

18 名  称 
重要文化財（一部）東大寺等関係文書（とうだいじとうかんけいもんじょ） 

1巻3通（28年度より2ヵ年計画） 
品  質 紙本墨書 

所 蔵 者 九州国立博物館 施工会社 修理工房 宰匠株式会社 

時  代 
【巻子】平安時代・天暦8年(954)-長保4年(1002) 

【一紙文書】平安時代・久安4年(1148)、鎌倉時代・宝治3年(1249)、文永8年(1271) 

寸 法 等 
巻子:縦29.1㎝ 横758.6㎝ 久安4年文書:縦32.2㎝ 横52.5㎝ 宝治3年文書:縦34.3㎝ 横53.0㎝ 文永8年文書:縦30.8㎝ 横52.7㎝ 

紙付軸:縦32.3㎝ 横18.8㎝ 軸長34.2㎝ 

修理内容 

1.本紙や装丁状況を観察し、寸法、損傷状態等を写真・記録に詳細に留め、紙質検査等、料紙のさまざまな情報についても記録する。上記調査後、巻子は本紙継ぎ

箇所に少量の湿りを与えて文書一通毎に解体する。2.膠着力の低下と、表面の擦れ等により不安定になっている墨書及び朱印に、兎膠水溶液1～2%を用い、剥落止め

を行う。3.筆や刷毛等によるドライクリーニングを行う。4.ゴアテックス等を用いて最小限の湿りを間接的に与え、旧補修紙の除去を行う。5.旧補修紙のないもの

については、ゴアテックス等を用いて最小限の水蒸気による湿りを間接的に与え、軽い荷重をかけて乾燥させることで平らに整形する。6.各々の本紙の紙質、状態

に合わせた補修紙を作製し、新糊（小麦澱粉糊）を用いて本紙欠失箇所に補修を行う。7.各々の本紙の紙質、状態に合わせた補修紙を作製し、新糊（小麦澱粉糊）を

用いて本紙欠失箇所に補修を行う。8.基本的に裏打ちは施さないが、本紙料紙の劣化が著しく、本紙のみでは形態の保持が困難と判断される箇所については、薄く

整形した補修紙もしくは天具帖等による薄楮紙をあてる、若しくは裏打ちを施すことで補強する。9.各本紙を元の順番に継ぎ直し、補修した軸巻き紙と接続する。

軸棒は再使用するが失われたと思われる軸頭は復元しない。装丁形態については、修理内容及び過程を踏まえ、所有者と十分な協議の上、決定する。10.巻子は、今

後の新たな折れや損傷の進行を防ぐため桐太巻添軸を新調し、巻子を太く巻いて保存する。巻頭には覆い表紙を新調して巻き、紐でとめる。新調した羽二重の包裂

に本紙を包み、桐屋郎箱を新調し、納める。一紙文書は、装丁によって、畳紙を新調して納め、中性紙保存箱に納入する、若しくは太巻添軸を新調し巻子とともに

二幅入桐屋郎箱に納入する。29年度は6～10を施工。 

 

19 名  称 
安南国副都堂福義侯阮粛書 

（あんなんこくふくとどうふくぎこうげんしゅくしょ） 1幅 
品  質 紙本墨書 

所 蔵 者 九州国立博物館 寸 法 等 縦115.4 cm 横48.6 cm 軸長54.4 cm 軸径:2.8 cm 

時  代 ベトナム・後黎朝 光興14年(1591) 施工会社 修理工房 宰匠株式会社 

修理内容 

1.本紙や装丁状況を観察し、寸法、損傷状態を写真や記録に詳細に留め、紙質検査を含む紙のあらゆる情報について記録を行った後、本紙に負担がかからないよう

に掛軸装を解体する。2.筆や刷毛などによるドライクリーニングを行う。肌裏紙以外の旧裏打紙を除去後、吸取り紙上に本紙を載せ、濾過水（水道水をポリプロピ

レン及び活性炭フィルターに通し、鉄分と塩素分を除去した水）を画面表面に噴霧し、汚れを吸取紙に移動させる方法にて汚れの除去を行う。以降の作業において

抱えている汚れによりシミや際付きを起こなさいことを前提とする。またその際、現状の作品の風合いを損なわないようにするため、過剰なクリーニングは行わず、

必要最小限のクリーニングに留めることとする。3.膠着力の低下と、表面の擦れにより不安定になっている墨書と朱印に、免膠水溶液 1～2 %を用いて剥落止めを行

う。膠水溶液を塗布する際にも必要最小限に留め、膠塗布によって光沢などが出ないように細心の注意を払い行う。4.必要最小限の湿りを与え、裏打紙、補修紙の

除去を行う。5.本紙と同質の繊維による補修紙を準備調整し、新糊（小麦澱粉糊）を用いて補修を行う。本紙と補修紙の重なりによる凹凸が最小限になるように削

り補修を行う。6.プレス整形にて本紙を整える。裏打ちが必要な場合は新糊を用いて、簿美濃紙（美濃：長谷川製）で裏打ちを行う。7.平置きのままで中性紙マッ

ト装に仕立て、桐屋郎箱を新調し納入する。 
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1-(2) 展覧事業 
1-(2)-① 平常展 

1-(2)-② 特別展等 

 
 

1-(2)-①・②-1 来館者数推移（入館料別） (過去５ヵ年) （後述の資料に記載）◎共通資料a-① 

 

1-(2)-①・②-2 来館者数推移（展覧会別）(過去５ヵ年) （後述の資料に記載）◎共通資料a-② 

 

1-(2)-①・②-3 平常展・特別展・海外展        （後述の資料に記載）◎共通資料a-③ 

 
 

1-(2)-①-4 平常展の展示替件数            （後述の資料に記載）◎共通資料 a-③ 

 

1-(2)-①-5 平常展の展示総件数            （後述の資料に記載）◎共通資料 a-③ 

 

1-(2)-①-6 平常展来館者アンケート          （後述の資料に記載）◎共通資料 e 

 

1-(2)-②-7 特別展来館者アンケート          （後述の資料に記載）◎共通資料 e 

 

1-(2)-①-8 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30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 

100％ 100％ 100％ 100％ 

137件(外国語) 50件(外国語) 76件(外国語) 64件(外国語) 

137件(日本語) 50件(日本語) 76件(日本語) 64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137件(外国語)/137件(日本語) 

・総合文化展（特集を除く）                 99件（外国語）／99件（日本語）含国宝室 

 ・特集                           28件（外国語）／28件（日本語） 

 ・黒田記念館                         10件（外国語）／10件（日本語） 

 

【京都国立博物館】計51件(外国語)/ 51件(日本語)  

・名品ギャラリー（特集展示等を除く）                35件（外国語）／35件（日本語） 

・特集展示「名刀聚英─永藤一の愛刀─」           1件（外国語）／ 1件（日本語） 

・特集展示「古書画へのまなざし─伴實コレクション─」    1件（外国語）／ 1件（日本語） 

・特集展示「大政奉還150周年記念 鳥羽伏見の戦い」       1件（外国語）／ 1件（日本語） 

・特集展示「京都水族館連携企画 京博すいぞくかん─どんなおさかないるのかな？」 

                                                            5件（外国語）／ 5件（日本語） 

・特集展示「いぬづくし─干支を愛でる─」           1件（外国語）／ 1件（日本語） 

・特集展示「御所文化を受け継ぐ─近世・近代の有職研究─」  1件（外国語）／ 1件（日本語） 

・特別企画「貝塚廣海家コレクション受贈記念 豪商の蔵─美しい暮らしの遺産─」 

    5件（外国語）／ 5件（日本語） 

・特集展示「雛まつりと人形」                 1件（外国語）／ 1件（日本語） 

 ※26年9月より導入した4言語（日・英・中・韓）の音声ガイドを引き続き提供した。 

 

【奈良国立博物館】計76件(外国語)/76件(日本語) 

 ・名品展（珠玉の仏たち）                                   7件（外国語）／ 7件（日本語）*1,*2 

・名品展（珠玉の仏教美術）                     4件（外国語）／ 4件（日本語） 

・名品展（青銅器館）                        12件（外国語）／12件（日本語） 

・特別陳列「おん祭と春日信仰の美術」                 4件（外国語）／ 4件（日本語）*2 

・特集展示「新たに修理された文化財」                 9件（外国語）／ 9件（日本語）*2(一部) 

・特集展示「名もなき知識、発願者たち（写経編）」          1件（外国語）／ 1件（日本語）*2 

・特別陳列「お水取り」                                     2件（外国語）／ 2件（日本語）*2 

・特別陳列「薬師寺の名画」                     4件（外国語）／ 4件（日本語）*2 

・模型展示「仏像の手の形（印相）」                 9件（外国語）／ 9件（日本語） 

・模型展示「仏像の制作過程」                    14件（外国語）／14件（日本語） 

・パネル展示「奈良国立博物館の概要」                3件（外国語）／ 3件（日本語）*3 

・パネル展示「奈良国立博物館の歴史」                 3件（外国語）／ 4件（日本語）*3 
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・パネル展示「仏像の見方」                     4件（外国語）／ 4件（日本語）*3 

 *1 28年4月よりなら仏像館において3言語（英・中・韓）の音声ガイドを提供。29年10月より日本語音声ガイドを

追加提供した。 

  *2 日・英・中・韓の4カ国語を併記 

  *3 日・英・仏・中・韓の5カ国語を併記 

 

【九州国立博物館】計 64 件(外国語)/64 件(日本語)   

・文化交流展示（トピック展示・特別公開を除く）           40 件（外国語）／40 件（日本語） 

・文化交流展示 トピック展示・特別公開等              24 件（外国語）／24 件（日本語） 

うち「水の中からよみがえる歴史―水中考古学最前線―」       5 件（外国語）／ 5 件（日本語） 

「対馬―遺宝にみる交流の足跡―」                       5 件（外国語）／ 5 件（日本語） 

「大分県国東宇佐六郷満山展～神と仏と鬼の郷～」         5 件（外国語）／ 5 件（日本語） 

「白隠さんと仙厓さん」                                 4 件（外国語）／ 4 件（日本語） 

「災害に学ぶ・備える～熊本地震と文化財レスキュー～」   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」       4 件（外国語）／ 4 件（日本語） 

・3 言語（英・中・韓）音声ガイドを提供した。 

－　　　－43



－　　　－44



－　　　－45



－　　　－46



－　　　－47



－　　　－48



－　　　－49



－　　　－50



－　　　－51



－　　　－52



－　　　－53



－　　　－54



－　　　－55



－　　　－56



－　　　－57



－　　　－58



－　　　－59



－　　　－60



－　　　－61



－　　　－62



－　　　－63



－　　　－64



－　　　－65



－　　　－66



－　　　－67



－　　　－68



－　　　－69



1-(3)-①-5 キャンパスメンバーズ 
平成30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 

53校 29校（※） 27校（※） 25校 

※うち京都国立博物館・奈良国立博物館共通加入21校 

 

【東京国立博物館】 

①加入校数（53校） 
 学校名 学生数 入会日 備考 

1 桜美林大学 9,998人 20年4月1日  

2 武蔵野美術大学 8,085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,文化外国語専門学校） 

7,539人 
20年4月1日  

4 東京学芸大学 6,561人 20年4月1日  

5 東京藝術大学 4,682人 20年4月1日  

6 東京大学 34,674人 20年4月1日  

7 お茶の水女子大学 3,577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） 

1,224人 20年4月1日  

9 大正大学 5,570人 20年4月1日  

10 東海大学 32,995人 20年4月1日  

11 青山学院大学・青山学院女子短期大学 22,726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 504人 20年4月1日  

13 多摩美術大学 5,335人 20年4月1日  

14 立教大学 23,496人 20年4月1日  

15 首都大学東京 9,871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 3,778人 20年4月1日  

17 東京造形大学  1,910人 20年4月1日  

18 法政大学 40,044人 20年4月1日  

19 筑波大学 21,197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 6,286人 

 
20年4月1日  

21 実践女子大学・実践女子短期大学 4,903人 20年5月1日  

22 東洋大学 33,516人 20年6月1日  

23 東洋美術学校 1,100人 20年6月1日  

24 日本大学（芸術学部） 4,976人 20年6月1日  

25 文教大学 9,659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） 16,915人 20年10月1日  

27 国際基督教大学 3,131人 21年4月1日  

28 学習院女子大学 1,946人 21年11月1日  

29 獨協大学 9,531人 22年4月1日  

30 学習院大学 9,611人 22年4月1日  

31 東京工業大学 11,938人 22年7月1日  

32 日本女子大学 8,412人 23年4月1日  

33 二松学舎大学 2,977人 23年5月1日  

34 東京家政大学・東京家政大学短期大学部 7,440人 23年6月1日  

35 神奈川大学 19,869人 24年6月1日  

36 日本工業大学 4,981人 24年7月1日  

37 東京女子大学 4,497人 24年8月1日  

38 尚美学園大学 3,130人 25年4月1日 

 
 

39 中央大学 31,231人 25年6月1日 

 
 

40 麗澤大学 2,858人 25年6月1日 

 
 

41 慶応義塾大学 44,963人 25年8月1日  

42 共立女子大学・共立女子短期大学 

 

5,723人 26年4月1日  

43 成城大学 文芸学部 1,932人 26年4月1日  

44 日本文化大學 775人 27年4月1日  

45 鶴見大学 文学部 文学研究科 1,442人 27年5月1日  

46 十文字学園女子大学・十文字学園女子大学短期大学部 3,521人 27年6月1日  

47 早稲田大学 51,917人 27年6月1日  

48 東京外国語大学 4,906人 28年4月1日  

49 横浜国立大学 10,688人  28年4月1日  

50 國學院大學 12,630人 28年4月1日  

51 聖心女子大学 2,640人 28年5月1日  

52 津田塾大学 3,448人 29年8月1日  

53 清泉女子大学 1,989人 29年10月1日  

※キャンパスメンバーズ対象人数が学生＋教員数のため、学生数には教員の人数も含む。 
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【京都国立博物館】 

① 加入校数（29校） 
 学校名 学生数 入会日 入会内容 備考 

1 佛教大学 17,512人 19年4月1日 奈良博との2館併用  

2 就実大学人文科学部 1,027人 20年4月1日 奈良博との2館併用  

3 学校法人同志社 40,332人 19年4月1日 奈良博との2館併用  

4 奈良大学 3,692人 19年5月1日 奈良博との2館併用  

5 学校法人 関西大学 33,378人 23年6月1日 奈良博との2館併用  

6 学校法人 京都産業大学 14,372人 24年8月1日 H28より京博のみ  

7 帝塚山大学・附属高等学校 3,373人 18年6月1日 奈良博との2館併用  

8 奈良女子大学 2,651人 18年6月1日 奈良博との2館併用  

9 学校法人 瓜生山学園 11,006人 18年6月1日 京博のみ  

10 京都工芸繊維大学 4,077人 19年6月1日 奈良博との2館併用  

11 嵯峨美術大学・嵯峨美術短期大学 816人 18年7月1日 奈良博との2館併用  

12 京都精華大学 3,322人 18年7月1日 奈良博との2館併用  

13 龍谷大学・龍谷短期大学 20,693人 18年7月1日 奈良博との2館併用  

14 京都女子大学・京都女子短期大学 7,396人 18年7月1日 奈良博との2館利用  

15 京都橘大学 4,863人 18年7月1日 奈良博との2館併用  

16 京都教育大学・附属高等学校 2,371人 20年7月1日 奈良博との2館併用  

17 成安造形大学 822人 18年8月1日 京博のみ  

18 京都市立芸術大学 1,082人 20年8月1日 京博のみ  

19 京都大学 23,492人 18年9月1日 奈良博との2館併用  

20 近畿大学文芸学部 2,245人 18年9月1日 奈良博との2館併用  

21 花園大学 1,968人 18年11月1日 京博のみ  

22 奈良先端科学技術大学院大学 1,180人 19年12月1日 奈良博との2館併用  

23 大谷大学・大谷短期大学 3,351人 18年12月1日 京博のみ  

24 大阪大学 24,515人 20年12月1日 奈良博との2館併用  

25 京都外国語大学・京都外国語短期大学 4,747人 21年8月1日 奈良博との2館併用  

26 京都府立大学 2,148人 23年7月1日 京博のみ 
29年4月に一時退会、10

月に再入会 

27 立命館大学 36,504人 26年4月1日 奈良博との2館併用  

28 学校法人 二本松学院 8,50人 29年4月1日 京博のみ  

29 四天王寺大学 人文社会学部 1,809人 29年5月1日 奈良博との2館利用  

 

【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 奈良教育大学 1,348人 18年4月4日 奈良博のみ  

2 
奈良学園大学 （奈良文化高等学校、奈良学園高等学校、奈良学園大学

奈良文化女子短期大学部、奈良学園登美ヶ丘高等学校） 
2,550人 18年 10月 1日 同上  

3 奈良佐保短期大学 286人 18年 11月 29日 同上  

4 天理大学 3,227人 20年 7月 1日 同上  

5 奈良県立大学 653人 21年4月1日 同上  

6 奈良工業高等専門学校 1,097人 23年7月1日 同上  

7 帝塚山大学 3,373人 18年 5月 8日 京博との2館併用  

8 奈良女子大学 2,651人 18年5月15日 同上  

9 嵯峨美術大学、嵯峨美術短期大学 779人 18年6月9日 同上  

10 京都精華大学 3,464人 18年6月28日 同上  

11 京都橘大学 4,859人 18年6月30日 同上  

12 龍谷大学、龍谷大学短期大学部 20,693人 18年6月30日 同上  

13 京都大学 23,391人 18年8月22日 同上  

14 近畿大学文芸学部、近畿大学大学院総合文化研究科 2,171人 18年8月24日 同上  

15 佛教大学 18,349人 19年4月1日 同上  

16 奈良大学 3,847人 19年 5月 2日 同上  

17 京都工芸繊維大学 4,077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） 

40,332人 19年6月1日 同上  

19 奈良先端科学技術大学院大学 1,180人 19年11月7日 同上  

20 就実大学  人文科学部 1,034人 20年4月1日 同上  

21 京都教育大学、京都教育大学附属高等学校 2,357人 20年7月1日 同上  

22 大阪大学、大阪大学歯学部附属歯科技工士学校 24,515人 20年12月1日 同上  

23 京都外国語大学、京都外国語短期大学 4,793人 21年8月1日 同上  

24 
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 33,378人 23年6月1日 同上 
 

25 立命館大学 36,504人 26年4月1日 同上  

26 京都女子大学 7,396人 29年4月1日 同上  

27 四天王寺大学 人文・社会学部 1,809人 29年5月1日 同上  

 

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。 
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【九州国立博物館】 

① 加入校数（25校） 
 学校名 学生数 入会日 備考 

1 九州産業大学  10,627人 28年4月1日  

2 九州情報大学 430人 29年4月1日  

3 九州大学 18,973人  29年4月1日  

4 久留米大学 6,887人 28年4月1日  

5 西南学院大学  8,392人 28年4月1日  

6 第一薬科大学 1,173人 28年4月1日  

7 筑紫女学園大学  2,637人 27年4月1日  

8 日本赤十字九州国際看護大学 464人 29年4月1日  

9 日本経済大学（福岡キャンパス） 2,083人 29年5月1日  

10 福岡教育大学 5,470人 29年4月1日  

11 福岡国際大学 298人 28年4月1日  

12 福岡女子大学 1,065人 27年4月1日  

13 福岡大学 21,014人 28年4月1日  

14 放送大学福岡学習センター 2,508人 29年4月1日  

15 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） 411人 29年4月1日  

16 九州産業大学造形短期大学部 270人 28年4月1日  

17 福岡女子短期大学 492人 28年4月1日  

18 久留米大学医学部附属臨床検査専門学校 150人 28年4月1日  

19 久留米大学附設高等学校 595人 28年4月1日  

20 西南学院高等学校 1,322人 28年4月1日  

21 筑紫女学園高等学校 1,437人 27年4月1日  

22 筑紫台高等学校 1,900人 27年4月1日  

23 福岡大学附属大濠高等学校 1,951人 28年4月1日  

24 福岡大学附属若葉高等学校 1,128人 28年4月1日  

25 福岡有朋高等専修学校 433人 29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：バックヤードツアー 

内  容 バックヤードの見学、案内 

実施期間 4月26日 

開催場所 九州国立博物館内 

 
事業名：きゅーはくカフェコンサート 

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 6月16日、7月7日、8月17日、12月15日、30年1月19日、30年3月23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） 
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1-(3)-①-6 「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 

 

11月 3日(金・祝) 

9：30～21：00 

 

○参加者数    1622人《676人》 

  内 留学生  1565人 

同伴者   51人 

ＡＬＴ       6人 

 

・無料観覧（総合文化展のみ） 

・留学生のためのお茶会 

参加者数：28人 

・留学生のためのお茶体験 

 参加者：147人 

・ボランティアによる英語ガイド 

参加者数：393人 

・ボランティアによるガイドツアー 

参加者数：342人 

・留学生アンケート回答者数 176人 

(回収率 88％) 

・来館頻度：初めて 89％、2回目以降 7％ 

・認知経路：ポスター64％、友人 19％ 他 

・出身国：中国 62％  他  

・また博物館に来たいか：ぜひ来たい 40％来た

い 52％、たぶん来ない 7％、来ない 1％ 

 

京都国立博物館 

 

平成 30年 1月 14日(日) 

無料観覧 9：30～17：00 

 

○参加者数  88人《33人》 

留学生    88人《30人》 

同伴者     0人《3人》 

 

・名品ギャラリー無料観覧 

・高校生による書道パフォーマンス並びに一

般参加の書道体験を同日開催 

・留学生アンケート回答者数 33人 

（回収率 37.5％) 

・来館頻度：初めて 76％、2回目以降 24％ 

・「留学生の日」：初めて 82％、2回目以降 18％ 

・認知経路：ポスター・チラシを見て 24％、HPを

見て 9％、友人・教師 61％ 他 3％ 

・展示内容：とても良かった 52％、 

良かった 45％。普通 3％  

・出身国：中国 36％、台湾 27％、韓国 9％、 

 アメリカ 6％、ベトナム 6％、 

オーストラリア 6％、マレーシア 3％、 

 イギリス 3％、アイルランド 3％ 

奈良国立博物館 

 

11月 1日(水) 

9：00～18:00 

(正倉院展会期中  

 のため 9：00開館) 

○来館者数   11,836人《11,549人》 

 留学生        65人《49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(金・祝) 

9：30～20：00 

 

○来館者数 

文化交流展(平常展) 2,863人《1,626人》 

留学生          28人《   13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 

・留学生限定文化交流ツアーin九博 

・留学生アンケート回答者数 15人（回収率 54％） 

 うち、文化交流ツアーin九博参加者 12人 

・出身国：中国 12人、台湾 1人、 

エクアドル 1人、ネパール 1人 

・来館回数：1回 12人、2回 1人、8回 1人、 

10回 1人 

・認知経路（複数回答）：ホームページ 1人、 

学校から 5人、友達から 8人、その他 1人、 

未回答 1人 

・満足度（文化交流展）：とてもよかった 5人、 

 よかった 10人 

・満足度（文化交流ツアーin九博）： 

とてもよかった 6人、よかった 6人 

・文化交流ツアーin九博の全体の流れや 

スタッフの対応：とてもよかった 8人、 

よかった 4人 

＊来館者数、参加者数等：《  》内は平成 28年度 
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1-(3)-①-7 ボランティア受入実績        （後述の資料に記載）◎共通資料b 

 

1-(3)-①-8 友の会・メンバーズパス等 

 
1) 会員数 

 

友の会(29年4月1日改定) 平成30年3月31日現在 

       区分 

館名 
友の会会員数 (参考) 年会費 

東京国立博物館 
2,967 人 

（旧友の会 118 人を含む） 
8,000 円 

九州国立博物館 83 人 10,000 円 

   

 

メンバーズプレミアムパス(29年4月1日より新設)                     平成30年3月31日現在 

区分 

(年会費) 

館名 

会員数 
 一般 

(5,000円) 

一般 

(3,100円) 

学生 

(3,500円) 

学生 

(3,000円) 

学生 

(2,100円) 

家族 

(10,000円) 

東京国立博物館 
15,950 人 

（旧パスポート  

341 人を含む） 
15,460 人 - 490 人 - - - 

奈良国立博物館 
（奈良博プレミアムカード） 

1,347 人 1,289 人 - - 43 人 - 15 人 

九州国立博物館 5,082 人 - 2,815 人 - - 2,267 人 - 

 

 

国立博物館メンバーズパス（４館共通/29年4月1日より新設）平成30年3月31日現在 

       区分 

(年会費) 

館名 

パスポート 

会員数 

一般 

(2,000円) 

学生 

(1,000円) 

東京国立博物館 
5,768 人 

（旧ベーシック  

300 人を含む） 
5,234 人 234 人 

京都国立博物館 1,814 人 1,695 人 119 人 

奈良国立博物館 317 人 300 人 17 人 

九州国立博物館 26 人 25 人 1 人 

 

 

2)各種会員を対象とした事業 

友の会会員を対象とした事業 

【東京国立博物館】 

『東京国立博物館ニュース』、東大寺講演会開催案内送付、コンサートの鑑賞割引、当館ミュージアムショ

ップの商品の一部割引、レストラン・カフェでの飲食料金の割引、総合文化展招待券の配布。 

 

【九州国立博物館】 

当館特別展観覧券8枚贈呈、季刊情報誌「アジアージュ」、特別展示ちらし、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。 

 

メンバーズプレミアムパスを対象とした事業 

【奈良国立博物館】(奈良博プレミアムカード) 

  ①『奈良国立博物館だより』（年4回）の配布 

  ②当館ミュージアムショップでの展覧会図録の割引 

  ③当館レストランでの飲食料金の割引 

④当館研究員による解説付きの別鑑賞会を実施 

・7月26日（水） 特別展「源信 地獄・極楽への扉」 

特別鑑賞会 参加人数72名 

・10月31日（火） 特別展「第69回正倉院展」 

特別鑑賞会 参加人数134名 
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【九州国立博物館】 

 ①当館特別展の無料観覧（計4回まで、うち同一展は２回まで） 

 ②当館平常展の無料観覧 

 

1-(3)-①-9 賛助会 
1) 会員数 

平成30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 九州国立博物館 (一般社団法人 

清風会) 

(ﾐｭｰｼﾞｱﾑ･ 

ﾊﾟｰﾄﾅｰ) 

件

数 
559件 445人 7件 76件 2件 

内

訳 

ﾌﾟﾚﾐｱﾑ会員(個人):3人 

特別会員(団体):19団体 

特別会員(個人):15人 

維持会員(団体):48団体 

維持会員(個人):474人 

賛助会員(団体):31人 

特別会員(団体):25人 

特別会員(個人):43人 

普通会員(団体):16人 

普通会員(個人):330人 

団体会員:6 件 

個人会員:1 件 

 

特別支援会員:4団体 

特別会員:3団体 

一般会員(団体):15団体 

一般会員(個人):54人 

ﾌﾟﾚﾐｱﾑ会員(個人):0人 

特別会員(個人):0人 

維持会員(個人):0人 

ﾌﾟﾚﾐｱﾑ会員(団体):0人 

特別会員(団体):1団体 

維持会員(団体):1団体 

 

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（維持会員および特別会員個人は展覧会毎に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 

④『東京国立博物館ニュース』（年6回）の配布 

⑤当館ミュージアムショップの商品の一部割引 

⑥当館レストラン、カフェでの飲食料金の割引 

 

【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（平成知新館名品ギャラリー）、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11日（火） 特別展「快慶 日本人を魅了した仏のかたち」 

特別鑑賞会 参加人数51名 

・7月20日（木） 特別展「源信 地獄極楽への扉」 

特別鑑賞会 参加人数64名 

・10月30日（月） 特別展「第69回正倉院展」 

特別鑑賞会 参加人数116名 

 

【九州国立博物館】 

  ①当館文化交流展、特別展の無料観覧 

  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 

  ④特別展図録の贈呈 

  ⑤季刊情報誌『アジアージュ』（年4回）の配布 

  ⑥当館駐車場無料利用 

  ⑦当館施設利用料割引 

  ⑧当館レストラン、カフェでの飲食料金の割引 
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1-(3)-①-10 渉外活動 
平成 30年 3月 31日現在 

【東京国立博物館】 

1） 会場提供  1件 

 期間 

種類 

(イベント、

講演会等) 

イベント等の概要 会場 
出席者数 

（人） 
備考 

1 
9 月 13 日 

～9 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 6,981 

 

 
2） 館主催・協力イベント 35 件 

 期間 

種類 

(イベント、

講演会等) 

イベント等の概要 会場 
出席者数 

（人） 
備考 

1 4 月 3 日 音楽会 
東京･春･音楽祭 2018 桜の街の音楽会 ヴ

ァイオリンとビオラのデュオ 
法隆寺宝物館 310 東京・春・音楽祭実行委員会共催 

2 4 月 5 日 音楽会 
東京･春･音楽祭 2017「東博でバッハ vol.35」

大塚直哉 法隆寺宝物館 122 東京・春・音楽祭実行委員会共催 

3 4 月 12 日 音楽会 
東京･春･音楽祭 2017「東博でバッハ vol.36」 

村治奏一 
法隆寺宝物館 114 東京・春・音楽祭実行委員会共催 

4 4 月 28 日 イベント プレミアムな！東博寄席 No.1 平成館大講堂 172 当館主催 

5 5 月 26 日 イベント プレミアムな！東博寄席 No.2 平成館大講堂 213 当館主催 

6 6 月 24 日 イベント 初夏東博寄席 平成館大講堂 325 

東京クラリネット･クワイアー

共催 

上野のれん会、東京国立博物館

協力会協賛 

7 6 月 25 日 音楽会 東京国立博物館 初夏のコンサート 平成館ラウンジ 205 サロン・ド・ソネット共催 

8 7 月 6 日 音楽会 ファミリーコンサート 平成館大講堂 
588 

（2 回計） 

東京クラリネット･クワイアー

共催 

上野のれん会、東京国立博物館

協力会協賛 

9 7 月 28,29 日 イベント トーハクＢＥＥＲＮＩＧＨＴ！ No.1 平成館前 
1918 

（2 回計） 
当館主催 

10 7 月 30 日 音楽会 キッズデー 日本の楽器のコンサート 本館前 
650 

（2 回計） 
当館主催 

11 8 月 25 日 イベント 東博納涼怪談 本館大講堂 186 当館主催 

12 8 月 25,26 日 イベント トーハクＢＥＥＲＮＩＧＨＴ！ No.2 平成館前 
2662 

（2 回計） 
当館主催 

13 9 月 8 日 音楽会 アジアの旅 コムズの演奏 東洋館 
340 

（2 回計） 
当館主催 

14 9 月 9 日 音楽会 Nukumori MOON LIVE 本館前 2087 当館主催 

14 9 月 14 日 音楽会 アジアの旅 中国琵琶の演奏 東洋館 
640 

（2 回計） 
当館主催 

15 
9 月 18 日 

9 月 19 日 
音楽会 東京国立博物館 秋のコンサート 法隆寺宝物館 

192 

（2 回計） 
サロン・ド・ソネット共催 

16 
9 月 22 日 

9 月 23 日 
イベント 

博物館で野外シネマ 映画「ももへの手紙」

（2012 年、沖浦啓之監督） 
本館前 

2811 

（22 日は

雨天によ

り中止） 

当館主催 

17 10 月 21 日 講演会 
上野の山文化ゾーンフェスティバル 

講演会シリーズ「甲冑入門」 
平成館大講堂 230 上野の山文化ゾーン連絡協議会 

18 10 月 28 日 音楽会 
Music Weeks in TOKYO 2017 まちなかコン

サート 
東洋館前 

817 

（2 回計） 
東京文化会館他共催 

19 10 月 29 日 音楽会 

アジアの伝統楽器によるコンサート 東方

音楽絵巻～古から今に煌めくアジアの楽器

たち～ 

本館前 120 
ＮＰＯ法人世界遺産コンサート

主催 

20 
11 月 1 日 

～11 月 4 日 
イベント 

創エネ・あかりパーク 2017 に伴うライト

アップ 
本館前庭 ― 

「創エネ・あかりパーク 2017」

実行委員会共催 

21 11 月 4 日 講演会 
上野の山文化ゾーンフェスティバル 

講演会シリーズ「室町時代のやまと絵」 
平成館大講堂 260 上野の山文化ゾーン連絡協議会 

22 11 月 17 日 音楽会 藝大生による邦楽ミュージアムコンサート 法隆寺宝物館 292 

上野「文化の杜」新構想実行委員

会、アーツカウンシル東京（公益

財団法人東京都歴史文化財団）

主催 

23 11 月 29 日 講演会 東大寺講演会 平成館大講堂 288 東大寺共催 

24 

12 月 23 日 

12 月 24 日 

12 月 25 日 

音楽会 感謝 DAY クリスマスライブ 本館大階段 他 800 当館主催 
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 期間 

種類 

(イベント、

講演会等) 

イベント等の概要 会場 
出席者数 

（人） 
備考 

25 12 月 25 日 イベント 

2017 トーハク感謝 DAY 特別企画 ミュージ

カル落語「一口弁当～イジメ撲滅の願いを

込めて～」 

平成館ラウンジ 130 当館主催 

26 
30 年 1 月 2 日 

1 月 3 日 
イベント 和太鼓（湯島天神白梅太鼓） 本館前 

3338 

（4 回計） 
当館主催 

27 
30 年 1 月 2 日 

1 月 3 日 
イベント 獅子舞（葛西囃子中村社中） 本館前 

3835 

（4 回計） 
当館主催 

28 30 年 1 月 3 日 イベント クラリネット（ジュリアンズ） 平成館ラウンジ 
1078 

（2 回計） 
当館主催 

29 30 年 1 月 26 日 イベント 新春東博寄席 平成館大講堂 287 当館主催 

30 30 年 1 月 26 日 音楽会 東京･初春･音楽祭 夜の音めぐり 法隆寺宝物館 他 327 東京・春・音楽祭実行委員会共催 

31 30 年 3 月 10 日 音楽会 
東京国立博物館×東京･春･音楽祭 夜の音

巡り～桜の街の音楽会スペシャル 
本館池前 他 

1090 

（4 回計） 
東京・春・音楽祭実行委員会共催 

32 30 年 3 月 17 日 音楽会 
東京･春･音楽祭 2018「東博でバッハ vol.37」

野平一郎 
平成館ラウンジ 234 東京・春・音楽祭実行委員会共催 

33 30 年 3 月 22 日 音楽会 
東京･春･音楽祭 2018「東博でバッハ vol.38」

工藤すみれ 
法隆寺宝物館 126 東京・春・音楽祭実行委員会共催 

34 30 年 3 月 29 日 イベント 
東京･春･音楽祭 2018「東博でバッハ vol.39」 

上野耕平 
法隆寺宝物館 126 東京・春・音楽祭実行委員会共催 

35 30 年 3 月 29 日 イベント 
東京･春･音楽祭 2018 桜の街の音楽会 

No.1 
本館大階段 240 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  68 件 

 期間 

種類 

(イベント、

講演会等) 

イベント等の概要 会場 
出席者

（人） 
備考 

1 4 月 6 日 茶席 茶会 茶室 4  

2 4 月 6 日～7 日 研修会 従事者研修 大会議室、講堂 90  

3 4 月 9 日 茶席 茶会 茶室 12  

4 4 月 18 日 茶席 茶会 茶室 7  

5 4 月 18 日 会議 ICOM 京都大会運営委員会 会議 大会議室 43  

6 4 月 20 日 研修会 修理技術者資格制度 新任者研修会 研修室 15  

7 4 月 23 日 講義 展覧会解説 講堂 60  

8 4 月 26 日 講義 展覧会解説 講堂 35  

9 5 月 14 日 茶席 茶会 茶室 40  

10 5 月 18 日 審査会 修理技術者資格制度 登録審査 研修室、会議室２ 15  

11 5 月 20 日 審査会 ICOM 京都大会 PCO 審査会 旧管理棟会議室 50  

12 5 月 20 日 
ワークショ

ップ 
ICOM 京都大会運営委員会 ワークショップ 大会議室 50  

13 5 月 27 日 
レセプショ

ン 

Human Rights Watch Concil Summit 2017 

Kyoto 

講堂、グランドロビ

ー、水盤テラス、接客

室１・２、噴水広場 

200  

14 6 月 3 日 茶席 茶会 茶室 7  

15 6 月 7 日 会議 全国蒲鉾青年協議会役員会 接客室２ 20  

16 6 月 12 日 説明会 説明会及び意見交換会 講堂 70  

17 6 月 15 日 講演会 日本結晶成長学会特別講演会 講堂 120  

18 6 月 15 日 講義 副館長講演 講堂 40  

19 6 月 28 日 講義 文化財保護講座 研修室 49  

20 7 月 9 日 研修会 通訳案内士研修 講堂 70  

21 7 月 28 日 講習会 
修理技術者資格制度 講習会・第 1 回試験

準備委員会 

研修室、大会議室、会

議室２ 
40  

22 8月 24日～25日 講演会 
第 6 回アジア太平洋音楽認知科学協会国際

大会 
講堂 210  

23 8月 27日～28日 勉強会 ICOM 京都大会国際委員会窓口担当者勉強会 旧管理棟会議室 10  

24 9 月 3 日 講演会 龍馬没後 150 周年講演会 講堂 150  

25 9 月 6 日 協議会 全国蒲鉾青年協議会 50 周年記念大会 講堂、接客室１・２ 200  

26 9 月 10 日 茶席 茶会 茶室 10  

27 9月 25日～28日 研修会 従事者研修 研修室、大会議室 40  

28 10 月 2 日 特別鑑賞会 特別鑑賞会 
講堂、グランドロビ

ー、接客室２ 
239  

29 10 月 3 日 資格試験 修理技術者資格制度 第 1 次試験 
研修室、大会議室、会

議室２ 
22  

30 10 月 4 日・11 日 勉強会 建築様式の研究会 茶室 30  

31 10 月 4 日 勉強会 日本文化体験 茶室 7  

32 10 月 6 日 講義 展覧会解説 講堂 50  
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 期間 

種類 

(イベント、

講演会等) 

イベント等の概要 会場 
出席者

（人） 
備考 

33 10 月 8 日 講演会 講演会 講堂 200  

34 10 月 11 日 講義 展覧会解説 講堂 50  

35 10 月 13 日 講義 展覧会解説 講堂 129  

36 10 月 14 日 茶席 茶会 茶室 20  

37 
10 月 20 日～21

日 
茶席 茶会 茶室 100  

38 
10 月 22 日～27

日 
研修会 

第 10 回指定文化財（美工品）企画・展示セ

ミナー 
大会議室 26  

39 10 月 29 日 演奏会 篠笛体験会 茶室 25  

40 10 月 29 日 講義 展覧会解説 講堂 80  

41 10 月 30 日 勉強会 ICOM 京都大会打合せ 旧管理棟会議室 10  

42 11 月 1 日 茶席 茶会 茶室 20  

43 11 月 2 日～3 日 茶席 茶会 茶室 100  

44 11 月 5 日 茶席 茶会 茶室 6  

45 

11 月 6・日 7 日・

8 日・27 日・12

月 4 日・5 日・21

日・22 日 

作業 文化財複製製作作業 
東収蔵庫２階監視員

室 
2  

46 11 月 6 日 資格試験 修理技術者資格制度 第 2 次試験 
研修室、大会議室、会

議室２ 
20  

47 11 月 8 日 講義 展覧会解説 大会議室 32  

48 11 月 19 日 茶席 茶会 茶室 15  

49 11 月 26 日 茶席 茶会 茶室 5  

50 11 月 27 日 茶席 茶会 茶室 5  

51 12 月 1 日～2 日 講習会 修理技術者資格制度 講習会 研修室、会議室２ 15  

52 12 月 2 日～3 日 茶席 茶会 茶室 63  

53 12 月 9 日 茶席 茶会 茶室 25  

54 12 月 10 日 審査会 コンコルソ・ムジカアルテ 地区本選 講堂 200  

55 12 月 17 日 講演会 カルチャースクール特別講座 講堂 120  

56 1 月 14 日 茶席 茶会 茶室 8  

57 1 月 21 日 審査会 コンコルソ・ムジカアルテ 全国大会 講堂 200  

58 1 月 28 日 講義 展覧会解説 講堂 50  

59 
2 月 26 日～3 月

2 日 
MR 体験 MR 体験 

ミュージアムラボラ

トリー、接客室１・３ 
200  

60 3 月 2 日 
シンポジウ

ム 
学術シンポジウム 講堂、接客室１・２ 206  

61 3 月 3 日～9 日 展示 商品展示会 明治古都館 150  

62 3 月 7 日 講演会 日本絵画についての解説 講堂 120  

63 3 月 7 日 内覧会 デザイナー関係者レセプション 
グランドロビー、展

示室 
104  

64 3 月 10 日 会議 ICOM 関係会議 研修室、大会議室 60  

65 3 月 11 日 説明会 ICOM 京都大会説明会 旧管理棟会議室 30  

66 3 月 18 日 茶席 茶会 茶室 20  

67 3 月 21 日 イベント Dress Up Party Bloom! グランドロビー 63  

68 3 月 29 日 研修会 従事者研修 研修室、大会議室 40  

 
2） 館主催・協力イベント  22件 

 期間 

種類 

(イベント、

講演会等) 

イベント等の概要 会場 
出席者

（人） 
備考 

1 4 月 15 日 座談会 日本美術応援団、海北友松を応援する！！ 講堂 204 
特別展覧会「海北友松」関連イベ

ント 

2 4 月 22 日 講演会 対談「海北友松を語る」 講堂 204 
特別展覧会「海北友松」関連イベ

ント 

3 4 月 26 日 音楽会 

開館 120 周年記念 特別展覧会「海北友松」

展 ヒジヤ ミュージック クラブ ガラ・コ

ンサート 2017 

明治古都館 中央ホ

ール 
138 主催：土屋医院 共催：当館 

4 4 月 29 日 講演会 孤高の絵師・海北友松 講堂 204 
特別展覧会「海北友松」関連イベ

ント 

5 5 月 12 日 落語 
京都・らくご博物館（春）～特別企画・雀三

郎一門会～ 
講堂 127 主催：当館 制作協力：米朝事務所 

6 5 月 13 日 講演会 友松の作品─剛と柔・漢と和 講堂 204 
特別展覧会「海北友松」関連イベ

ント 

7 5 月 21 日 
シンポジウ

ム 

国際博物館の日記念シンポジウム―京都

ICOM 大会に向けてー 
講堂 200 主催：当館、日本博物館協会他 

8 6 月 24 日 音楽会 MUSIC DIALOGUE IN KYOTO VOL.3 講堂 200 
主 催 ： 一 般 社 団 法 人 Music 

Dialogue 共催：当館 
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 期間 

種類 

(イベント、

講演会等) 

イベント等の概要 会場 
出席者

（人） 
備考 

9 6 月 24 日 音楽会 ザ・ハーバード・クロコディロス 京都公演 グランドロビー 200 

主催：ザ・ハーバード・クロコディ

ロス京都公演実行委員会 共催：

当館 

10 7 月 2 日 文楽 解説と実演による文楽鑑賞入門 講堂 204 主催：当館 制作協力：文楽協会 

11 7 月 3 日 講義 第 35 回文化財防火・市民講座 

講堂、グランドロビ

ー、明治古都館、展示

室 

130 主催：京都市消防局 共催：当館 

12 7 月 4 日 落語 
京都・らくご博物館（夏）～夏休み企画・親

子で楽しむ落語会～ 
講堂 102 主催：当館 制作協力：米朝事務所 

13 7 月 30 日 イベント 
京都洛東ロータリークラブ創立 30周年記念

事業 

グランドロビー、展

示室、講堂、接客室

１・２、技術資料参考

館、茶室、庭園 

2600 
主催：京都洛東ロータリークラブ 

共催：当館 

14 9 月 6 日 講義 日本展示学会 展示論講座 
講堂、大会議室、会議

室２、接客室２ 
50 主催：日本展示学会 共催：当館 

15 10 月 11 日 研修会 文化遺産保護 個別テーマ研修 研修室 10 

主催：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

力事務所 共催：当館 

16 11 月 4 日 講演会 
国宝の杜へ─京都国立博物館と古社寺保存

法─ 
講堂 204 

特別展覧会「国宝」開催記念講演

会 

17 1 月 6 日 イベント 芸舞妓・春の舞 グランドロビー 300 主催：当館 

18 1 月 8 日 イベント 琉球古典 たまゆらの世界 講堂 400 
主催：一般社団法人ステージサポ

ート沖縄 共催：当館 

19 1 月 14 日 イベント 書道パフォーマンス・書道体験 明治古都館 200 
主催：当館 協力：立命館宇治高

等学校 

20 2 月 9 日 落語 京都・らくご博物館〔冬〕～新春寄席～ 講堂 200 主催：当館 制作協力：米朝事務所 

21 3 月 10 日・11 日 イベント 

特別企画「貝塚廣海家コレクション受贈記

念 豪商の蔵―美しい暮らしの遺産―」開催

記念 春の呈茶席 

茶室 219 主催：当館 

22 3 月 14 日 音楽会 
ヒジヤ ミュージッククラブ・コンサート

2018 
講堂 120 主催：土屋医院 後援：当館 

 

【奈良国立博物館】 

1) 会場提供  30 件 

 期間 

種類 

(イベント、

講演会等) 

イベント等の概要 会場 
出席者

（人） 
備考 

1 4 月 2 日 茶会 茶会 茶室 18 裏千家茶道教室 

2 4 月 4 日 会議 面接 会議室 10 株式会社日経サービス 

3 4 月 5 日 講演会 「奈良の仏」 講堂・展示室 101 株式会社ワールド航空サービス 

4 4 月 6 日 会議 面接 会議室 10 株式会社日経サービス 

5 
4 月 21 日・23

日 
茶会 茶会 茶室 33 茶道裏千家流円明会 

6 4 月 26 日 講義 「天才仏師 快慶」 講堂・展示室 33 よみうり堺文化センター 

7 
4 月 26 日・27

日 
茶会 茶会 茶室 21 茶道裏千家流円明会 

8 5 月 16 日 会議 面接 会議室 5 株式会社日経サービス 

9 5 月 18 日 会議 大阪府宗教連盟常務理事会 会議室 19 大阪府宗教連盟 

10 5 月 18 日 講義 快慶展についてのレクチャー 講堂・展示室 43 多摩美術大学 

11 5 月 23 日 会議 面接 会議室 8 株式会社日経サービス 

12 7 月 9 日 研修 重要文化財指定建造物の現地研修 
仏教美術資料研究セ

ンター・庭園 
31 史跡美術同好会 

13 7 月 29 日 講義 集中講義「源信展観覧後のレクチャー」 講堂・展示室 38 奈良女子大学 

14 8 月 2 日 講義 奈良市教職員研修 講堂・展示室 43 奈良市教育委員会 

15 8 月 5 日 講座 「奈良いいトコめぐり」 展示室 10 NHK 文化センター梅田教室 

16 8 月 10 日 講座 「美術館めぐり」 講堂・展示室 10 
株式会社 NHK 文化センター京都支

社 

17 8 月 16 日 広報 近鉄広報誌への情報提供 
仏教美術資料研究セ

ンター 
1 株式会社ユーピーフォトス 

18 8 月 26 日 番組収録 NHK 番組「今夜も生でさだまし」 
仏教美術資料研究セ

ンター 
60 NHK 奈良放送局 

19 9 月 23 日 茶会 茶会 茶室 10 裏千家教授（特別師範） 

20 
10 月 28 日～11

月 13 日 

キャンペー

ン 
正倉院展図録、グッズ等の販売 西新館・地下回廊 ― (財)仏教美術協会 

21 
10 月 28 日～11

月 13 日 
茶席 正倉院展「野点のお茶席」 

西新館南側ピロテ

ィ・庭園 
14,633 結の会 

22 
10 月 28 日～11

月 13 日 

キャンペー

ン 
休憩所及びフード・ドリンクの販売 新館西側敷地 ― ㈲日本クリーンシステムズ 
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 期間 

種類 

(イベント、

講演会等) 

イベント等の概要 会場 
出席者

（人） 
備考 

23 
10 月 28 日～11

月 13 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 

24 
10 月 28 日～11

月 13 日 

キャンペー

ン 
奈良県特産品の物販 新館西側敷地 ― なら和み館 

25 
10 月 28 日～11

月 13 日 

キャンペー

ン 
郵便切手・はがき類の販売 新館西側敷地 ― 奈良中央郵便局 

26 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 

27 
1 月 12 日～ 

1 月 14 日 
イベント 奈良国際映画祭 講堂・応接室 496 奈良市 

28 1 月 19 日 講義 なら仏像館の解説 講堂・展示室 70 日本定位・機能神経外科学会 

29 
2 月 6 日～ 

2 月 7 日 
茶会 第五回珠光茶会 茶室・展示室 160 奈良市 

30 3 月 2 日 講演会 
「総合的な学習の時間」のための鹿愛護会

による講演 
講堂 63 奈良市立二名小学校 

 
2) 館主催・協力イベント  43 件 

 期間 

種類 

(イベント、

講演会等) 

イベント等の概要 会場 
出席者

（人） 
備考 

1 
4 月 8 日～ 

4 月 9 日 
庭園 庭園散策ツアー 庭園 447   

2 4 月 11 日 鑑賞会 賛助会特別鑑賞会 講堂・展示室 51   

3 4 月 20 日 
夜間貸切観

覧 
「なら仏像館」夜間貸切観覧 展示室 159 JTB 関東法人営業甲府支店 

4 4 月 29 日 イベント 

特別展「快慶」関連イベント親と子のワーク

ショップ「着て楽しむ！ほとけさまのファ

ッション」 

地下回廊 52   

5 5 月 3 日 イベント 
特別展「快慶」関連イベント「截金技法の体

験をしてみよう！」 
地下回廊 39 読売テレビ 

6 5 月 16 日 鑑賞会 
読売新聞社わいず倶楽部 

快慶展特別鑑賞会 
講堂・展示室 155 読売新聞 

7 5 月 20 日 イベント 
特別展「快慶」関連イベント「截金技法の体

験をしてみよう！」 
地下回廊 20 読売テレビ 

8 6 月 1 日 鑑賞会 特別展「快慶」閉館後貸切鑑賞 展示室 338 クラブツーリズム 

9 
7 月 15 日～ 

9 月 24 日 
イベント ライトアッププロムナード・なら 2017 

なら仏像館・仏教美

術資料研究センター

外観 

― 
ライトアッププロムナード・な

ら実行委員会 

10 7 月 20 日 鑑賞会 賛助会特別鑑賞会 講堂・展示室 64   

11 
7 月 26 日～ 

7 月 27 日 
イベント 親子で学ぼう博物館 講堂・なら仏像館 36 共催：奈良市教育委員会 

12 7 月 26 日 鑑賞会 奈良博プレミアムカード会員特別鑑賞会 講堂・展示室 72   

13 7 月 29 日 講座 親子講座「エンマさまと地獄めぐり」 講堂 159   

14 7 月 30 日 イベント 
奈良教育大学との連携事業特別展「源信」関

連イベント「つくってわかる！立体地獄絵」 
地下回廊 35   

15 
8 月 5 日～ 

8 月 14 日 

観光イベン

ト 

「第 19 回なら燈花会」 

ろうそくやオブジェを設置 
当館敷地 ― なら燈花会の会 

16 
8 月 10 日～ 

8 月 11 日 
コンサート 

音燈華 ジュスカ・グランペール（ギター・

バイオリンの演奏） 

庭園・西新館南ピロ

ティ 
1,499 

主催：大和ハウス工業株式会社 

共催：奈良国立博物館 

17 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 ― 

奈良県農林部・奈良県農業協同

組合 

18 
10 月 28 日～11

月 13 日 
展示 正倉院展 法華寺御流のいけばな展示  西新館 1F ロビー ―   

19 
10 月 28 日～11

月 13 日 

観光イベン

ト 
正倉院展「あるくん奈良スタンプラリー」 当館敷地 ―   

20 
10 月 28 日～11

月 13 日 
展示 正倉院展短歌コンクール受賞作品展示 地下回廊 ― 

主催：奈良国立博物館・読売新聞

社・読売テレビ 

21 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・展示室 
70   

22 10 月 29 日 鑑賞会 第 69 回正倉院展親子鑑賞会 講堂・展示室 117   

23 10 月 30 日 鑑賞会 賛助会特別鑑賞会 講堂・展示室 116   

24 10 月 31 日 鑑賞会 プレミアムカード会員特別鑑賞会 講堂・展示室 134   

25 
11 月 1 日～11

月 2 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 204   

26 11 月 1 日 特別観覧 留学生の日 展示室 63   

27 11 月 3 日 
シンポジウ

ム 
正倉院学術シンポジウム 2017「正倉院の色」 

東大寺総合文化セン

ター金鐘ホール 
224   

28 11 月 18 日 イベント 
奈良トライアングルミュージアムズワーク

ショップ「写仏散華づくり」 
地下回廊 69   

29 
11 月 18 日～11

月 19 日 
特別鑑賞 関西文化の日 なら仏像館 2,685   

30 11 月 19 日 庭園 庭園散策ツアー 庭園 50   
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 期間 

種類 

(イベント、

講演会等) 

イベント等の概要 会場 
出席者

（人） 
備考 

31 12 月 4 日 セミナー 

奈良トライアングルミュージアムズ東京セ

ミナー「冬の奈良と奈良国立博物館の楽し

み」 

奈良まほろば館 57   

32 12 月 17 日 イベント 第 2 回ボランティア・フェスタ 地下回廊・展示室 4276   

33 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 
87 主催：裏千家 泉本宗悠 

34 
1 月 2 日～ 

1 月 3 日 
イベント 「新春企画 初博 初夢 初ショップ」 

なら仏像館・地下回

廊 
500   

35 1 月 25 日 特別公開 「文化財保存修理所特別公開」 
講堂・文化財保存修

理所 
119   

36 2 月 4 日 イベント 「笑い飯哲夫のおもしろ仏教講座」 講堂 173   

37 
2 月 8 日～ 

2 月 14 日 
イベント なら瑠璃絵オブジェの設置 西新館北側池前 - なら瑠璃絵実行委員会 

38 2 月 10 日 講演・鑑賞 『お水取り「講話」と「粥」の会』 
講堂・茶室控室・展示

室 
32   

39 2 月 13 日 講演会 しあわせ回廊なら瑠璃絵特別講演会 講堂 106 なら瑠璃絵実行委員会 

40 
3 月 1 日～11

日、13 日、14 日 
特別鑑賞 

お水取り展中の定期観光バス向けボランテ

ィア解説 
展示室 131   

41 3 月 3 日 コンサート Daiwa Sakura Aid  Presents「冬の桜」 
仏教美術資料研究セ

ンター 
134 大和ハウス工業（株） 

42 3 月 6 日 
講演・鑑賞鑑

賞 
「お水取り展鑑賞とお松明」 講堂・展示室 146   

43 3 月 11 日 イベント 仏教美術資料研究センター公開 
仏教美術資料研究セ

ンター 
516   

 

【九州国立博物館】 

1) 会場提供 5 件 (イベント、講演会等) 

 

 
期間 

種類 

(イベント、講

演会等) 

イベント等の概要 会場 
出席者

（人） 
備考 

1 4 月 14 日 イベント 

歩かんね太宰府 

「九博バックヤードと光明寺・伝衣塔・天

開稲荷社」 

バックヤード、他 14 主催：NPO 法人歩かんね太宰府 

2 6 月 24 日 イベント 

全国邪馬台国連絡協議会第 6 回九州地区大

会 

「倭人伝の国々・Part②」 

ミュージアムホール 90 主催：全国邪馬台国連絡協議会 

3 7 月 8 日 イベント 秋園美緒コンサート ミュージアムホール 80 主催：筑紫言の葉舎 

4 10 月 31 日 イベント 

歩かんね太宰府 

「九博バックヤードとパワースポット天開

稲荷社」 

バックヤード、他 14 主催：NPO 法人歩かんね太宰府 

5 11 月 25 日 研修会 
第 50 回 NPO 法人日本口腔科学会九州地方

部会 

ミュージアムホー

ル、他 
250 

主催：第 50 回 NPO 法人日本口

腔科学会九州地方部会 

 

2） 館主催・協力イベント 165 件 

 期間 

種類 

(イベント、講

演会等) 

イベント等の概要 会場 
出席者

（人） 
備考 

1 4 月 8 日 シンポジウム 
文化財保存修復学会公開シンポジウム 

「博物館におけるＩＰＭのこれから」 
ミュージアムホール 100 主催：九州国立博物館 

2 4 月 9 日 イベント 

日タイ修好 130 周年記念特別展「タイ～仏

の国の輝き～」 

タイ仏像大使 いとうせいこうさん、みう

らじゅんさんトークショー 

都久志会館 550 主催：九州国立博物館 

3 4 月 11 日 イベント 
タイ芸術局来福特別公演 

煌めきのタイ～古典舞踊と音楽の世界～ 
ミュージアムホール 150 主催：九州国立博物館 

4 4 月 16 日 イベント 

九州国立博物館杯 

特別展「タイ～仏の国の輝き～」記念 

第 7 回さいふごま大会 
ミュージアムホール 50 主催：九州国立博物館 

5 4 月 22 日 イベント 第 69 回はじめての茶道体験 茶室 中止 主催：九州国立博物館 

6 4 月 22 日 イベント 

夜間開館プレイベント 

①「夜の光の博物館」イベント 

夜の光の博物館ワークショップ 

夜の光の博物館ライトアップ 

研修室 100 主催：九州国立博物館 

7 4 月 22 日 イベント 

夜間開館プレイベント 

②プラントハンター西畠清順が登場！ 

西畠清順トークショー 

西畠清順によるしだれ桜の群生披露 

ミュージアムホー

ル、 

館外 

200 主催：九州国立博物館 

8 4 月 22 日 イベント 
夜間開館プレイベント 

弦楽四重奏＆ティーサービス 
エントランス 100 主催：九州国立博物館 

－　　　－81



 期間 

種類 

(イベント、講

演会等) 

イベント等の概要 会場 
出席者

（人） 
備考 

9 4 月 28 日 イベント 

夜間開館オープニングセレモニー 

①太宰府天満宮 Presents 

サラ・オレインミニライブ 

②ソフトバンクホークス 

王貞治会長によるトーク 

③点灯式夜間開館スタート 

④ＫＯＯ－ＫＩ製作“きゅーはく夜の博物

館ショートムービー”上映 

ミュージアムホー

ル、エントランス、

他 

400 主催：九州国立博物館 

10 4 月 29 日 講演会 

日タイ修好 130 周年記念特別展・学術交流

記念講演会「タイと日本 境界を越えて」 

基調講演「タイ 海域をめぐる交流」 

「日タイ交流 人とモノ」 

ミュージアムホール 100 主催：九州国立博物館 

11 5 月 5 日 イベント はらのむしを探そう 

館内および西鉄大宰

府駅、太宰府天満宮

他 

305 主催：九州国立博物館 

12 5 月 6 日 イベント 夜の博物館たんけん隊 
館内、バックヤード

他 
28 主催：九州国立博物館 

13 5 月 6 日 講演会 

日タイ修好 130 周年記念特別展「タイ～仏

の国の輝き～」 

リレー講座 見たい 行きたい よかタイ！ 

「山田長政 アユタヤ―の日本人」 

「タイのごちそう決定版！－ラーマ２世王

の饗宴詩－」 

ミュージアムホール 100 主催：九州国立博物館 

14 5 月 13 日 講演会 

日タイ修好 130 周年記念特別展「タイ～仏

の国の輝き～」 

リレー講座 見たい 行きたい よかタイ！ 

「仏陀の足跡を求めて」 

「輝ける仏の国タイ」 

ミュージアムホール 90 主催：九州国立博物館 

15 5 月 20 日 イベント 
夜間開館イベント 

「アジア民族衣装コレクション」 
エントランス 190 主催：九州国立博物館 

16 5 月 23 日 イベント 

日中国交正常化 45 周年記念写真展 

オープニングイベント 

中国民族楽器演奏（二胡） 

主催者挨拶・テープカット 

中国民族楽器演奏（古箏） 

エントランス 100 
主催：中華人民共和国駐福岡総

領事館、九州国立博物館 

17 
5 月 23 日 

～5 月 28 日 
展示 日中国交正常化 45 周年記念写真展 エントランス － 

主催：中華人民共和国駐福岡総

領事館、九州国立博物館 

18 5 月 26 日 イベント 
夜間開館イベント「プレミアムフライデー

ライブ Vol.1〜二胡の夕べ〜」 
ミュージアムホール 120 主催：九州国立博物館 

19 5 月 27 日 講演会 
第 4 回石橋財団レクチャーシリーズ 

文化としての茶の湯、産品としての茶 
ミュージアムホール 130 

主催：イーストアングリア大

学、セインズベリー日本藝術研

究所 

20 5 月 27 日 イベント 第 1 回スケッチしナイト☆ ４階文化交流展示室 7 主催：九州国立博物館 

21 6 月 1 日 講演会 
「魏志倭人伝の新しい世界～謎多い古代史 

 新しい切り口で～」 
ミュージアムホール 270 主催：京都女子大学 

22 6 月 3 日 イベント 夜の博物館たんけん隊 
館内、バックヤード

他 
32 主催：九州国立博物館 

23 6 月 10 日 イベント 
夜間開館イベント「太宰府天満宮菖蒲まつ

りコラボ企画“トワイライトＪＡＺＺ”」 
ミュージアムホール 100 主催：九州国立博物館 

24 6 月 16 日 イベント 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 

25 6 月 17 日 イベント 
『海と日本 PRPJECT 日比野克彦ワークシ

ョップ「種は船」』 
ミュージアムホール 100 

主催：NPO 法人太宰府アートの

たね 

共催：九州国立博物館 

26 6 月 24 日 イベント 第 76 回親子で茶道体験 茶室 22 主催：九州国立博物館 

27 6 月 30 日 イベント 

夜間開館イベント「プレミアムフライデー

ライブ Vol.2 逆瀬川剛史アコースティッ

クライブ～旋律～」 

ミュージアムホール 80 主催：九州国立博物館 

28 7 月 1 日 イベント 夜の博物館たんけん隊 
館内、バックヤード

他 
29 主催：九州国立博物館 

29 7 月 7 日 イベント 

七夕イベント 

きゅーはくカフェコンサート 

～昼下がりの博物館でクラシックを楽しむ

～ 

エントランス 110 主催：九州国立博物館 

30 7 月 7 日 イベント 

七夕イベント 

星空プラネタリウム 

～涼しいプラネタリウムでゆったりと七夕

を満喫～ 

エントランス 191 主催：九州国立博物館 

31 7 月 9 日 イベント 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 

－　　　－82



 期間 

種類 

(イベント、講

演会等) 

イベント等の概要 会場 
出席者

（人） 
備考 

32 7 月 11 日 記念講演会 

特別展「世界遺産 ラスコー展 クロマニ

ョン人が見た世界」 

記念講演会「クロマニョン人はどこから来

たのか？」 

ミュージアムホール 259 主催：九州国立博物館 

33 7 月 13 日 イベント 全国歴史民俗系博物館協議会年次集会 
ミュージアムホー

ル、研修室等 
100 

主催：全国歴史民俗系博物館協

議会 

34 ７月 15 日 イベント 
ナイトミュージアム「クロマニョン人現

る!!」 
3 階特別展会場 － 主催：九州国立博物館 

35 7 月 15 日 イベント なりきり学芸員体験 あじっぱ 7 主催：九州国立博物館 

36 7 月 15 日 イベント 
第 69 回はじめての茶道体験 

With ゆかた de 太宰府～古都の夏～ 
茶室 13 主催：九州国立博物館 

37 7 月 16 日 イベント 

九州国立博物館杯 

特別展「ラスコー展～クロマニョン人が見

た世界～」記念 第 8 回さいふごま大会 

ミュージアムホール 80 主催：九州国立博物館 

38 7 月 17 日 講演会 

特別展示「水の中からよみがえる歴史－水

中考古学最前線－」関連イベント 

講演会「プロカメラマンが魅せる水中遺

跡」 

ミュージアムホール 80 主催：九州国立博物館 

39 7 月 19 日 イベント 

太宰府市・扶餘郡姉妹都市承継協定締結５

周年記念事業「古代大宰府と泗沘・百済」 

日韓写真展オープニングセレモニー 

ミュージアムホール 80 主催：太宰府市、扶餘郡 

40 
7 月 19 日 

～7 月 27 日 
イベント 

太宰府市・扶餘郡姉妹都市承継協定締結５

周年記念事業「古代大宰府と泗沘・百済」 

日韓写真展 

エントランス － 主催：太宰府市、扶餘郡 

41 7 月 22 日 講演会 

特別展「世界遺産 ラスコー展 クロマニ

ョン人が見た世界」 

リレー講座「ラスコー洞窟の壁画を味わ

う」 

ミュージアムホール 251 主催：九州国立博物館 

42 7 月 23 日 イベント 

特別展示「水の中からよみがえる歴史－水

中考古学最前線－」関連イベント 

やっぴぃ＆ランディのサイエンスラボ 

～水中の宝をさがせ!!～ 

ミュージアムホール 210 主催：九州国立博物館 

43 7 月 28 日 イベント 
夜間開館イベント「プレミアムフライデー

ライブ Vol.3 立川翼～温故知新～」 
エントランス 70 主催：九州国立博物館 

44 
7 月 29 日 

、30 日 
イベント 「いこうよ！あじっぱ夏祭り」 ミュージアムホール 500 主催：九州国立博物館 

45 7 月 30 日 イベント ホロレンズで見る郷土人形 研修室  主催：九州国立博物館 

46 8 月 4 日 イベント 
ナイトミュージアム「クロマニョン人現

る!!」 
3 階特別展会場 － 主催：九州国立博物館 

47 8 月 5 日 講演会 

トークセッション 

「2 万年前の壁画から芸術の起源を考え

る」 

ミュージアムホール 130 主催：九州国立博物館 

48 8 月 5 日 イベント 
夏休み特別企画 ナイトミュージアム 

『きゅーはく 夜の洞くつ探検』 

展示室・バックヤー

ド・研修室、他 
47 主催：九州国立博物館 

49 8 月 5 日 イベント 夜の博物館たんけん隊 
館内、バックヤード

他 
49 主催：九州国立博物館 

50 8 月 6 日 シンポジウム 「全国高等学校歴史学フォーラム 2017」 ミュージアムホール 300 主催：九州国立博物館 

51 

8 月 10 日～ 

30 年 

3 月 11 日 

展示 飾り山笠の展示 エントランス － 主管：博多祇園山笠振興会 

52 8 月 12 日 イベント 
第 4 回みゅーじあむ寄席 

「ようこそ九博地獄めぐりへ」 
ミュージアムホール 240 主催：九州国立博物館 

53 8 月 12 日 イベント 
夏休み特別企画 ナイトミュージアム 

『きゅーはく 夜の洞くつ探検』 

展示室・バックヤー

ド・研修室、他 
43 主催：九州国立博物館 

54 8 月 17 日 イベント きゅーはくカフェコンサート エントランス 130 主催：九州国立博物館 

55 8 月 18 日 イベント 
ナイトミュージアム「クロマニョン人現

る!!」 
3 階特別展会場 － 主催：九州国立博物館 

56 8 月 19 日 イベント 第 2 回スケッチしナイト☆ 4 階文化交流展示室 30 主催：九州国立博物館 

57 8 月 19 日 イベント 祝☆来館 1500 万人突破！記念感謝祭 エントランス 200 主催：九州国立博物館 

58 
8 月 19 日 

、20 日 
イベント 吉野ヶ里 Days in 九博 ミュージアムホール 1200 

主催：佐賀県立博物館、国営海

ノ中道海浜公園事務所（国営吉

野ケ里歴史公園）、吉野ヶ里歴

史公園マネジメント共同企業

体、吉野ヶ里公園管理センター 

59 
8 月 23 日 

、24 日 
イベント 

九州国立博物館夏休み特別企画 

星空プラネタリウム 

～夏の夜空を涼しく眺めて楽しく学ぼう～ 

ミュージアムホール 492 主催：九州国立博物館 

60 
8 月 25 日 

～27 日 
イベント 

特別展示「水の中からよみがえる歴史－水

中考古学最前線－」関連イベント 

「鷹島海底遺跡 甦る元寇船 VR 体験」 

エントランス － 主催：九州国立博物館 

－　　　－83



 期間 

種類 

(イベント、講

演会等) 

イベント等の概要 会場 
出席者

（人） 
備考 

61 

8 月 25 日 

、26 日 

、9 月 1 日 

、2 日 

イベント 

夜間開館×特別展「世界遺産 ラスコー展 

クロマニョン人が見た世界」 

梅が枝餅引換券プレゼント 

特別展入場受付 1,430 主催：九州国立博物館 

62 8 月 25 日 イベント 

夜間開館イベント夜間開館イベント 

「プレミアムフライデーライブ Vol.4 森

永基木～夢弦 MUGEN～」 

ミュージアムホール 213 主催：九州国立博物館 

63 8 月 26 日 シンポジウム 

特別展示「水の中からよみがえる歴史－水

中考古学最前線－」関連イベント 

シンポジウム「水中文化遺産の多様性：縄

文から龍馬まで」 

ミュージアムホール 50 主催：九州国立博物館 

64 8 月 26 日 イベント 第 77 回親子で茶道体験 茶室 60 主催：九州国立博物館 

65 
8 月 29 日 

～9 月 10 日 
展示 東九州神楽人の祭展 特別展示 エントランス － 

主催：京築連帯アメニティ都市

圏推進会議、神楽の里づくり推

進協議会、大分県、宮崎県 

66 8 月 30 日 イベント 博多祇園山笠 御神入れ エントランス 100 

主管：博多祇園山笠振興会 

協力：九州国立博物館振興財団

／九州国立博物館、他 

67 9 月 1 日 イベント 
ナイトミュージアム「クロマニョン人現

る!!」 
3 階特別展会場 － 主催：九州国立博物館 

68 9 月 2 日 イベント 夜の博物館たんけん隊 
館内、バックヤード

他 
105 主催：九州国立博物館 

69 9 月 3 日 イベント 第 70 回はじめての茶道体験 茶室 16 主催：九州国立博物館 

70 
9 月 9 日 

、10 日 
イベント 

東九州神楽人の祭展 

神楽の集い－京築・庄内・諸塚－ 

ミュージアムホー

ル、 

エントランス 

1200 

主催：京築連帯アメニティ都市

圏推進会議、神楽の里づくり推

進協議会、大分県、宮崎県 

71 9 月 9 日 イベント 

東九州神楽人の祭展 

神楽体験ワークショップ 

神楽装束体験（庄内神楽） 

エントランス － 

主催：京築連帯アメニティ都市

圏推進会議、神楽の里づくり推

進協議会、大分県、宮崎県 

72 
9 月 9 日 

、10 日 
イベント 

東九州神楽人の祭展 

神楽体験ワークショップ 

御幣づくりワークショップ（諸塚神楽） 

研修室 － 

主催：京築連帯アメニティ都市

圏推進会議、神楽の里づくり推

進協議会、大分県、宮崎県 

73 
9 月 9 日 

、10 日 
イベント 

東九州神楽人の祭展 

神楽体験ワークショップ 

神楽記念撮影コーナー（各公演終了後） 

エントランス － 

主催：京築連帯アメニティ都市

圏推進会議、神楽の里づくり推

進協議会、大分県、宮崎県 

74 
9 月 13 日、 

10 月 1 日 
イベント 六郷満山霊場特別御朱印帳無料配布 4 階展示室前 200 主催：九州国立博物館 

75 
9 月 13 日 

～17 日 
展示 

文化交流展特別展示「対馬－遺宝にみる交

流の足跡－」対馬市パネル展 
エントランス － 主催：九州国立博物館 

76 
9 月 13 日 

～24 日 
イベント 

文化交流展特別展示「大分県国東宇佐六郷

満山展～神と仏と鬼の郷～」 

国東宇佐六郷満山開山 1300 年記念イベン

ト 1300 年の祈り 

エントランス － 主催：九州国立博物館 

77 

9 月 15 日 

16 日、22 日 

23 日、29 日 

30 日 

10 月 6 日 

7 日、13 日 

イベント 

プレゼント企画 

夜間開館 ×文化交流展特別展示「大分県

国東宇佐六郷満山展～神と仏と鬼の郷～」 

梅ヶ枝餅引換券をプレゼント！ 

4 階文化交流室案内

所 
502 主催：九州国立博物館 

78 9 月 24 日 イベント 九博チャレンジ 研修室 － 主催：九州国立博物館 

79 9 月 25 日 イベント 第 12 回「大宰府古都の光」点灯式 屋外 － 

主催：第 12 回「古都の光」：太

宰府ブランド創造協議会事務

局、九州国立博物館 

80 9 月 29 日 イベント 
夜間開館イベント「プレミアムフライデー

ライブ vol.5 MUSEUM JAZZ」 
ミュージアムホール 130 主催：九州国立博物館 

81 9 月 30 日 イベント 
国指定重要無形民俗文化財 

国東岩戸寺修正鬼会 

太宰府天満宮側アク

セストンネル入口 
400 

主催：古都大宰府ナイトエリア

創出委員会、九州国立博物館 

82 
9 月 30 日、 

10 月 1 日 
イベント 

文化交流展特別展示「大分県国東宇佐六郷

満山展～神と仏と鬼の郷～」 

国東半島・宇佐地域物産展 

館外 － 

主催：国東半島・宇佐地域六郷

満山開山 1300 年誘客キャンペー

ン実行委員会 

83 10 月 1 日 イベント 

文化交流展特別展示「大分県国東宇佐六郷

満山展～神と仏と鬼の郷～」 

国東宇佐伝統行事特別公演 

①豊後みさき太鼓（豊後高田市） 

②岩戸寺修正鬼会（国東市） 

③院内龍神太鼓・童龍太鼓（宇佐市） 

④山香盆踊り（杵築市） 

⑤津嶋神楽（日出町） 

ミュージアムホール 200 主催：九州国立博物館 

84 10 月 1 日 イベント 韓国伝統文化「ポジャギ」体験 研修室 － 主催：九州国立博物館 

－　　　－84
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(イベント、講

演会等) 

イベント等の概要 会場 
出席者
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備考 

85 10 月 7 日 イベント 夜の博物館たんけん隊 
館内、バックヤード

他 
121 主催：九州国立博物館 

86 10 月 7 日 イベント 九博 清和文楽特別公演 ミュージアムホール 326 主催：九州国立博物館 

87 
10 月 12 日 

～11 月 26 日 
イベント 「松林図屏風」（高精細複製品）露出展示 

4 階文化交流展示第

9 室 
－ 主催：九州国立博物館 

88 
10 月 13 日～

12 月 3 日 
展示 「黄金の茶室」特別展示 エントランスホール － 主催：九州国立博物館 

89 10 月 14 日 イベント 
国指定重要無形民俗文化財 

幸若舞「敦盛」披露 
ミュージアムホール 246 主催：九州国立博物館 

90 

10 月 14 日 

、20 日 

、21 日 

、27 日 

、28 日 

11 月 3 日 

4 日、10 日 

11 日、17 日 

18 日、24 日 

イベント 

プレゼント企画 

夜間開館 × 特別展「新・桃山展－大航海

時代の日本美術」 

梅ヶ枝餅引換券をプレゼント！ 

特別展入場受付 1,847 主催：九州国立博物館 

91 
10 月 15

日 
講演会 

直木賞作家 安部龍太郎氏 講演会 

 「天下人と大航海時代」 
ミュージアムホール 216 主催：九州国立博物館 

92 10 月 15 日 イベント 第 78 回親子で茶道体験 茶室 56 主催：九州国立博物館 

93 10 月 15 日 イベント なりきり考古学者体験 あじっぱ 14 主催：九州国立博物館 

94 10 月 20 日 イベント 夜のフォトミュージアム＠九州国立博物館 4 階展示室内 7 主催：九州国立博物館 

95 10 月 21 日 講演会 

特別展「新・桃山展－大航海時代の日本美

術」 

リレー講座「大航海時代の世界と日本」第

1 回 

ミュージアムホール 120 主催：九州国立博物館 

96 10 月 21 日 イベント 第 3 回スケッチしナイト☆ 4 階文化交流展示室 20 主催：九州国立博物館 

97 
10 月 21 日 

～22 日 
展示 

玖珠町 PR イベント 

玖珠町 PR 展示（パネル展示、絵本展示、

読み聞かせ） 

エントランスホール － 主催：大分県玖珠町 

98 10 月 22 日 イベント なりきり学芸員体験 あじっぱ 12 主催：九州国立博物館 

99 
10 月 25

日 
イベント IPM セミナープログラム ミュージアムホール 120 主催：九州国立博物館 

100 10 月 27 日 イベント 

夜間開館イベント「プレミアムフライデー

ライブ Vol.6 貴方の知っているクラシッ

ク！」 

ミュージアムホール 190 主催：九州国立博物館 

101 10 月 28 日 講演会 

特別展「新・桃山展－大航海時代の日本美

術」 

リレー講座「大航海時代の世界と日本」第

2 回 

ミュージアムホール 140 主催：九州国立博物館 

102 10 月 29 日 イベント きゅーはく茶会 1 階和室 120 主催：九州国立博物館 

103 11 月 3 日 イベント 
第 8 回留学生イベント 留学生向け「文化

交流ツアー in 九博」 

第一会議室、文化交

流展示室 
12 主催：九州国立博物館 

104 11 月 4 日 イベント 夜の博物館たんけん隊 
館内、バックヤード

他 
160 主催：九州国立博物館 

105 11 月 11 日 イベント 

【ブックオカ タイアップイベント】 

星野博美さんトーク「キリシタンの世紀と

殉教の記憶をめぐって」 

研修室 40 
主催：西日本新聞社事業部、九

州国立博物館 

106 11 月 12 日 イベント 第 71 回はじめての茶道体験 茶室 11 主催：九州国立博物館 

107 11 月 12 日 イベント 

九州国立博物館杯 特別展「新・桃山展〜

大航海時代の日本美術〜」記念第 9 回さい

ふごま大会 

ミュージアムホール 60 主催：九州国立博物館 

108 
11 月 7 日 

～12 日 
展示 九州次世代展 2017 エントランス － 主催：九州国立博物館 

109 
11 月 23 日～

26 日 
イベント 

特別展「新・桃山—大航海時代の日本美

術」記念 

先着 300 名 ポストカードの配布 

3 階特別展示室入口

前 
1,200 主催：九州国立博物館 

110 11 月 24 日 イベント 

夜間開館イベント「プレミアムフライデー

ライブ Vol.7 懐かしの Cinema Music～

Cozy Ash Dream Concert～」 

ミュージアムホール 210 主催：九州国立博物館 

111 11 月 26 日 イベント なりきり考古学者体験 あじっぱ 15 主催：九州国立博物館 

112 12 月 2 日 イベント 夜の博物館たんけん隊 
館内、バックヤード

他 
114 主催：九州国立博物館 

113 12 月 3 日 イベント なりきり学芸員体験 あじっぱ 8 主催：九州国立博物館 

114 
12 月 5 日 

～17 日 
展示 MOA 美術館児童作品展 in 九州国立博物館 エントランス － 

主催：MOA 美術館（公益財団法

人岡田茂吉美術文化財団）、

「MOA 美術館児童作品展 in 九州

国立博物館」実行委員会 

－　　　－85



 期間 

種類 

(イベント、講

演会等) 

イベント等の概要 会場 
出席者

（人） 
備考 

115 12 月 8 日 イベント 
夜間開館イベント 

「夜のフォトミュージアム【刀剣編】」 
4 階展示室 35 主催：九州国立博物館 

116 12 月 9 日 イベント 

夜間開館イベント「夜の九博★ファンタジ

ア」 

「星のポット」ワークショップ 

＜音楽 LIVE＞Bigfumi、サキタハヂメ、ピ

アノマン・ダリル 

「星型ペンライト」プレゼント 

九博ライトアップ＆ディスプレイ点灯 

ミュージアムホー

ル、屋外 
－ 

主催：古都太宰府ナイトエリア

創出委員会、九州国立博物館 

117 12 月 10 日 イベント 第 79 回親子で茶道体験 茶室 61 主催：九州国立博物館 

118 12 月 10 日 イベント なりきり学芸員体験<実測体験>  あじっぱ 11 主催：九州国立博物館 

119 12 月 15 日 イベント きゅーはくカフェコンサート エントランス 70 主催：九州国立博物館 

120 12 月 16 日 イベント 

夜間開館イベント「夜の九博★ファンタジ

ア」 

九博ライトアップ＆ディスプレイ点灯 

エントランスホール － 主催：九州国立博物館 

121 12 月 17 日 イベント ガムランワークショップ ミュージアムホール 27 主催：九州国立博物館 

122 12 月 23 日 イベント あつまれ！わくわく☆キッズミュージアム ミュージアムホール 1,184 主催：九州国立博物館 

123 

30 年 

1 月 1 日 

～8 日 

イベント 

正月イベント「アジアのお正月」 

新春特別ギャラリー展示 

「アジアの凧展」「アジアの新年祭」 

エントランス  主催：九州国立博物館 

124 

30 年 

1 月 2 日 

、3 日 

イベント 

正月イベント「アジアのお正月」 

イベントパフォーマンス 

モンゴル伝統楽器「馬頭琴」コンサート

(1/2) 

中国南方獅子舞(1/3) 

福岡少林武術団演舞(1/3) 

ミュージアムホール 910 主催：九州国立博物館 

125 

30 年 

1 月 2 日 

、3 日 

イベント 

正月イベント「アジアのお正月」 

体験イベント 

九博で書初め 

韓国双六ユンノリで遊ぼう 

エントランス、あじ

っぱ 
－ 主催：九州国立博物館 

126 
30 年 

1 月 6 日 
イベント 夜の博物館たんけん隊 

館内、バックヤード

他 
45 主催：九州国立博物館 

127 
30 年 

1 月 13 日 
イベント 

新春特別公開徳川美術館所蔵  

国宝 初音の調度関連イベント 

「江戸の化粧再現講座」 

研修室 40 主催：九州国立博物館 

128 
30 年 

1 月 14 日 
講演会 

文化交流展特別展示「白隠さんと仙厓さ

ん」 

記念講演会①「白隠と仙厓に見る大和の

禅」 

ミュージアムホール 223 主催：九州国立博物館 

129 

30 年 

1 月 16 日～ 

1 月 21 日 

展示 
「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群パ

ネル展 
エントランス － 主催：九州国立博物館 

130 
30 年 

1 月 19 日 
イベント きゅーはくカフェコンサート エントランス 70 主催：九州国立博物館 

131 
30 年 

1 月 20 日 
シンポジウム 

「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群登

録記念 九州国立博物館「大宰府学研究」

事業シンポジウム 知られざる沖ノ島祭祀 

ミュージアムホール 120 主催：九州国立博物館 

132 
30 年 

1 月 21 日 
イベント 韓国伝統文化ポシャギ体験 研修室 26 主催：九州国立博物館 

133 
30 年 

1 月 21 日 
イベント 第 72 回はじめての茶道体験 茶室 15 主催：九州国立博物館 

134 
30 年 

1 月 27 日 
イベント 

沖縄と九州、海が繋ぐうた  

古謝美佐子 九博コンサート～琉球弧の調

べ～ 

ミュージアムホール 483 主催：九州国立博物館 

135 
30 年 

1 月 28 日 
講演会 

文化交流展特別展示「白隠さんと仙厓さ

ん」 

記念講演会②「白隠と仙厓」 

ミュージアムホール 220 主催：九州国立博物館 

136 
30 年 

1 月 13 日 
講演会 

文化交流展示「新春特別公開 徳川美術館

所蔵 

国宝初音の調度」関連講座 

研修室 180 主催：九州国立博物館 

137 
30 年 

2 月 3 日 
イベント 夜の博物館たんけん隊 

館内、バックヤード

他 
123 主催：九州国立博物館 

138 
30 年 

2 月 10 日 
講演会 

特別展「王羲之と日本の書」 

リレー講座「王羲之と日本の書」 

「王羲之愛好と書の魅力」 

ミュージアムホール 300 主催：九州国立博物館 

139 

30 年 

2 月 10 日～ 

4 月 8 日 

展示 
特別展「王羲之と日本の書」関連展示会 

西日本書美術協会代表作家作品展 
アクセストンネル内 － 主催：九州国立博物館 

140 
30 年 

2 月 11 日 
イベント 

特別展「王羲之と日本の書」関連イベント 

席上揮毫会（書のデモンストレーション） 

黒田賢一先生、陣軍陽先生、岩田海道先生 

ミュージアムホール 513 主催：九州国立博物館 
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141 
30 年 

2 月 11 日 
イベント なりきり学芸員体験 あじっぱ 8 主催：九州国立博物館 

142 
30 年 

2 月 12 日 
イベント 

九州国立博物館杯 特別展「王羲之と日本

の書」記念第 10 回さいふごま大会 
ミュージアムホール 40 主催：九州国立博物館 

143 

30 年 

2 月 14 日 

～18 日 

展示 
九州女子大学 

第 50 回卒業書作展 
エントランスホール － 主催：九州女子大学 

144 
30 年 

2 月 17 日 
講演会 

特別展「王羲之と日本の書」 

リレー講座「王羲之と日本の書」 

「古い筆跡たちのささやき」 

ミュージアムホール 250 主催：九州国立博物館 

145 
30 年 

2 月 17 日 
イベント 

バックヤードツアー 

特別公開『博物館科学・文化財保存修復施

設』 

館内、バックヤード 55 主催：九州国立博物館 

146 
30 年 

2 月 17 日 
イベント 第 4 回スケッチしナイト☆ 4 階文化交流展示室 14 主催：九州国立博物館 

147 
30 年 

2 月 18 日 
イベント 

特別展「王羲之と日本の書」関連イベント 

席上揮毫会（書のデモンストレーション） 

髙木聖雨先生、吉田成美先生、吉村宣枝先

生 

ミュージアムホール 530 主催：九州国立博物館 

148 
30 年 

2 月 23 日 
イベント 

特別展「王羲之と日本の書」関連イベント 

「つづけ字しおりワークショップ」 
ミュージアムホール 60 主催：九州国立博物館 

149 
30 年 

2 月 23 日 
イベント 

夜間開館イベント「プレミアムフライデー

ライブ Vol.8 春よ、来い」 
ミュージアムホール 220 主催：九州国立博物館 

150 
30 年 

2 月 25 日 
イベント 第 80 回親子で茶道体験 茶室 54 主催：九州国立博物館 

151 
30 年 

2 月 25 日 
イベント 第 10 回「九博子どもフェスタ」 研修室 2,962 

主催：九州国立博物館を愛する

会 

152 
30 年 

2 月 27 日 
イベント 博多伝統芸能～博多芸妓の世界～ ミュージアムホール 350 

主催：公益財団法人九州国立博

物館振興財団 

153 

30 年 

2 月 27 日 

～3 月 11 日 

展示 
平成 29 年度筑紫地区文化財写真展「ちく

し再発見～交流の足跡～」 
エントランスホール － 

主催：筑紫地区社会教育振興協

議会 

154 
30 年 

3 月 3 日 
イベント 

きゅーはく女子考古部プレゼンツ  

古代の宴へようこそ！ 
ミュージアムホール － 主催：九州国立博物館 

155 
30 年 

3 月 3 日 
イベント 夜の博物館たんけん隊 

館内、バックヤード

他 
112 主催：九州国立博物館 

156 
30 年 

3 月 4 日 
シンポジウム 

興福寺中金堂再建記念・興福寺シンポジウ

ム 

「阿修羅像 天平の心と技を未来へ」 

ミュージアムホール 200 
主催：九州国立博物館、法相宗

大本山興福寺、朝日新聞社 

157 
30 年 

3 月 4 日 
イベント 第 73 回はじめての茶道体験 茶室 16 主催：九州国立博物館 

158 

30 年 

3 月 13 日 

～18 日 

展示 

特別展「王羲之と日本の書」関連イベント 

「九州の現代書壇展」 

「西日本書美術協会選抜作家展」 

ミュージアムホール － 主催：九州国立博物館 

159 
30 年 

3 月 18 日 
イベント 

特別展「王羲之と日本の書」関連イベント 

「高校生書道パフォーマンス」 

出演校：福岡県立香椎高等学校、佐賀県立

佐賀北高等学校、大分高等学校 

エントランス － 主催：九州国立博物館 

160 

30 年 

3 月 20 日 

～25 日 

展示 

特別展「王羲之と日本の書」関連イベント 

「九州の現代書壇展」 

「西部毎日書道会選抜作家展」 

ミュージアムホール － 主催：九州国立博物館 

161 

30 年 

3 月 20 日 

～25 日 

展示 
福岡書道会 

全九州新春書道展 
エントランス － 主催：九州国立博物館 

162 
30 年 

3 月 23 日 
イベント 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 

163 

30 年 

3 月 27 日 

～4 月 1 日 

展示 

特別展「王羲之と日本の書」関連イベント 

「九州の現代書壇展」 

「日本書芸院九州・沖縄選抜作家展」 

ミュージアムホール － 主催：九州国立博物館 

164 

30 年 

3 月 27 日 

～4 月 1 日 

イベント 
「中日平和友好条約」締結四十周年記念 

丁申陽書道展 
エントランス － 

主催：中華人民共和国駐福岡総

領事館、上海市書法家協会 

165 
30 年 

3 月 31 日 
イベント 

九博春まつり 

おもてなしスイーツ（太宰府参道天山「鬼

瓦最中（粒餡）」1 個、櫻茶 1 杯） 

春の演奏会 

屋外レストラン前 440 主催：九州国立博物館 
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1-(3)-②-5 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 28年3月14日(火)～4月9日(日) 27日間

ターゲット 一般の美術愛好家、訪日・在日外国人、若年層（学生など）

重点項目
マスコミおよびインターネット・スマートフォンサイトによる美術愛好家、訪日・在日外国人等への情報
提供

特記事項 ―

①広告・広報

種類 設置場所、件数等

ポスター・チラシ・
DM送付

1,179件発送(1都3県博物館・美術館・高校・中学･小学校(台東･墨田･文京)・ギャラリー・ホテル・旅館・
カルチャーセンター等)

交通広告
JR湘南新宿ライン＋上野東京ライン 中吊り広告、駅貼り広告(JR 上野、鶯谷駅など、山手線・東京メト
ロ・都営線・京王線・東急線）

新聞・雑誌広告 朝日新聞、読売新聞各2回、ジャパンタイムズ、ジャパンニュース各2回、メトロガイド1回

テレビ広告 ―

「東京国立博物館
ニュース」掲載

告知1回、特集1回

博物館ウェブサイ
ト、SNSによる発信

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・SNSでの情報配信、@Pressによる発信
など

その他 中国人向けソーシャルメディアWechat出広

種類 メディア名、件数等

新聞 読売新聞、東京新聞、サンケイスポーツ　ほか

テレビ、ラジオ テレビ東京、台東ケーブルテレビ、J-WAVE　ほか

雑誌 さくらタイムズ（3月号）、「月刊　展覧会ガイド」（3月号）、Oggi（4月号）、ハルメク（4月号）ほか

インターネットメ
ディア

OZmall、dot.（ドット）ほか

その他 ―

・特別企画「博物館でアジアの旅」

会期 9月5日(火)～10月15日（日）(41日間）

ターゲット 一般の東洋美術愛好家、訪日・在日中国人、若年層（学生など）

重点項目 一般のマスコミおよびインターネット・スマートフォンサイトによる情報提供

特記事項

①広告・広報

種類 設置場所、件数等

ポスター・チラシ・
DM送付

約1160件(1都3県博物館・美術館・高校・中学･小学校(台東･墨田･文京)・ギャラリー・ホテル・旅館・カ
ルチャーセンター等)

交通広告

IR駅貼り（上野、鶯谷、秋葉原）、東京駅八重洲口北口サイネージ（9月中）、上野駅サイネージ（8月28
日（月）～10月15日（日））、スカイツリー内サイネージ、東京メトロ池袋駅サイネージ・駅貼りセッ
ト、東京メトロ・東急・都営駅貼り（日本橋、表参道、日比谷駅、乃木坂、有楽町、渋谷、浅草）、京王
線駅貼り

新聞・雑誌広告 「朝日新聞」、「ジャパンタイムズ」、「ジャパンニューズ」、「中文導報」各1回

テレビ広告 ―

「東京国立博物館
ニュース」掲載

告知1回、特集1回

博物館ウェブサイ
ト、SNSによる発信

当館ウェブサイトでの紹介、ブログ関連記事10回、メールマガジン・SNSでの情報配信、@Pressによる発信
など。twitter上で「わら人形」についてのbuzz有

その他

種類 メディア名、件数等

新聞 朝日新聞、群馬東部よみうり新聞社、新潟日報

テレビ、ラジオ ―

雑誌 ―

インターネットメ
ディア

「朝日新聞デジタル＆m」「ロイター.co.jp」「上野が、すき。」、「レッツエンジョイ東京」、「セレブ
スタイルジャパン」、「おたくま経済新聞」ほか

その他 ―

・特集「親と子のギャラリー　びょうぶとあそぶ　高精細複製によるあたらしい日本美術体験」

会期 7月4日(火)～9月3日(日)（62日間）

ターゲット ファミリー層、小学生などの子どもとその親

重点項目 夏休みの家族向け媒体、インターネット媒体、映像技術系媒体

②メディア掲載等

②メディア掲載等
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特記事項 キヤノン(株)共催、綴プロジェクトによる高精細複製品を活用。

①広告・広報

種類 設置場所、件数等

ポスター・チラシ・
DM送付

約790件(1都3県博物館・美術館・高校・中学･小学校(台東･墨田･文京)等)

交通広告 東京駅八重洲北口、上野駅デジタルサイネージ、上野駅、鶯谷駅、渋谷駅、品川駅ポスター掲出

新聞・雑誌広告
メトロガイド1回、朝日小学生新聞、毎日小学生新聞各1回、 読売新聞（7月8日）、読売新聞夕刊「City
Life」、朝日新聞、日経新聞日曜版「Style」各1回

テレビ広告 ―

「東京国立博物館
ニュース」掲載

告知1回、特集1回

博物館ウェブサイ
ト、SNSによる発信

当館ウェブサイトでの紹介、ブログ関連記事10回、メールマガジン・SNSでの情報配信、@Pressによる発信
など

その他 中国人向けスマートフォンアプリ「Wechat」広告、SNS広告配信

種類 メディア名、件数等

新聞
新聞：読売新聞（日曜版「アート散歩」8月13日、ジュニアプレス7月下旬～8月上旬）、朝日小学生新聞8
月初旬掲載予定、東京新聞、世界日報、地域新聞　ほか
配信：共同通信(予定)

テレビ、ラジオ
NHK『首都圏ネットワーク』(生放送)、ニュースたいとう（J:COMチャンネル）、フジテレビ『みんなの
ニュース』、ラジオ：J-WAVE「GOOD NEIGHBORS」

雑誌 パンプキン8月号、歴史人、美術の窓8月号、人・街・元気！ぱど、UMA LIFE　ほか

インターネットメ
ディア

日経DUAL、ウォーカープラス、レッツエンジョイ東京、DREAM NAVI、ココシル上野　ほか

その他 ―

会期 30年1月2日(火)～3月4日（日）（62日間）

ターゲット 書道家、書道ファン

重点項目 中国の書について理解を深める

特記事項 台東区との連携事業。報道内覧会実施　平成30年1月9日、24人出席

①広告・広報

種類 設置場所、件数等

ポスター・チラシ・
DM送付

―

交通広告 駅貼り(JR上野・鶯谷)、上野駅サイネージ

新聞・雑誌広告 ―

テレビ広告 ―

「東京国立博物館
ニュース」掲載

2回

博物館ウェブサイ
ト、SNSによる発信

当館ウェブサイト、ブログ関連記事8回、メールマガジン・SNSでの情報配信

その他 ―

種類 メディア名、件数等

新聞 読売新聞、朝日新聞　ほか

テレビ、ラジオ ―

雑誌 月刊書道界、美術の窓　ほか

インターネットメ
ディア

―

その他 ―

・特別企画「博物館で初もうで」

会期 30年1月2日(火)～28日（日）（27日間）

ターゲット 一般の美術愛好家、訪日・在日外国人、若年層（学生など）

重点項目
マスコミおよびインターネット・スマートフォンサイトによる美術愛好家、訪日・在日外国人等への情報
提供

特記事項 ―

①広告・広報

種類 設置場所、件数等

ポスター・チラシ・
DM送付

1,160件発送(1都3県博物館・美術館・高校・中学･小学校(台東･墨田･文京)・ギャラリー・ホテル・旅館・
カルチャーセンター等)

②メディア掲載等

②メディア掲載等

・特集「呉昌碩とその時代―苦鉄没後90年―」
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交通広告
東京駅八重洲北口サイネージ、同丸の内口サイネージ、上野駅サイネージ、東京メトロ・東急・都営駅貼
り（【メトロ】銀座線・日比谷線上野駅1＋1、銀座、表参道、六本木、日本橋、九段下、明治神宮前、根
津、【都営】浅草、上野御徒町、【東急】二子玉川、自由が丘（東横・大井町各線1カ所）、京王線駅貼り

新聞・雑誌広告
朝日新聞展覧会特集企画、読売新聞特集企画、ジャパンニューズ各1回、ジャパンタイムズ2回、anan、週
刊新潮

テレビ広告 ―

「東京国立博物館
ニュース」掲載

告知1回、特集1回

博物館ウェブサイ
ト、SNSによる発信

当館ウェブサイトでの紹介、ブログ関連記事2回、メールマガジン・SNSでの情報配信、@Pressによる発信
など

その他 ―

種類 メディア名、件数等

新聞 朝日新聞、東京新聞、上毛新聞、共同通信配信　ほか

テレビ、ラジオ NHK「ひるまえほっと」　ほか

雑誌 カーサ・ブルータス　ほか

インターネットメ
ディア

週刊東京ウォーカー、TOKYO ART BEAT、ユカリノほか

その他 庭園開放、「転合庵」公開（4月11日～5月7日）

(2) 特別展、共催展等
・特別展「茶の湯」

会期 4月11日（火）～ 6月4日（日）（55日間）

ターゲット 古美術ファン、茶道関係者、日本文化に興味のある外国人

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

特記事項 ―

①広告・広報

種類 設置場所、件数等

ポスター・チラシ・
DM送付

約5700件(美術館、博物館、公立施設、大学、カルチャーセンター、和菓子協会等)に送付、館内配布

交通広告
JR　SWボード1/2枠　30駅30面、メトロUボードゴールド17駅20面、西武線池袋ビジョンおよび各駅ポス
ター、東急東横線・東武線ドア横ステッカー、京王線、渋谷・新宿大型ビジョン　ほか

新聞・雑誌広告 毎日新聞ほか

テレビ広告 TBSラジオ、BS-TBS、BS日テレ

「東京国立博物館
ニュース」掲載

告知2回、特集2回

博物館ウェブサイ
ト、SNSによる発信

WEB:当館ウェブサイトでの紹介、ブログ関連記事5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、毎日新聞社)ウェブサイトでの紹介
SNS:公式フェイスブック、ツイッター　当館ツイッター,フェイスブックでの情報発信　ほか

その他 東近美－東博間ラッピングバス運行

種類 メディア名称、件数等

新聞 毎日新聞、朝日新聞、聖教新聞、陸奥新報、福島民報　ほか

テレビ、ラジオ
ＮＨＫ「発掘！お宝ガレリア」、ＮＨＫ特番、ＮＨＫ「日曜美術館」、ＮＨＫラジオ「ラジオ深夜便」、
ＦＭヨコハマ「Lovely Day～hana金～」、ＮＨＫラジオ「夕方ニュース」ほか

雑誌 「芸術新潮」、「家庭画報」「週刊朝日」、「淡交」、「茶道の研究」、「陶説」、「美術の窓」　ほか

インターネットメ
ディア

OZ Mall、コモレバWEB、各種ニュースサイト　ほか

その他 ―

実施日 28年10月6日（平成館大講堂）

人数等 53媒体、65人出席

実施日 4月10日

人数等 151媒体　196人出席

　

・特別展「タイ～仏の国の輝き～」

会期 7月4日（火）～8月27日（日）（55日間）

ターゲット 広くタイ文化に興味のある層、アジア文化・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

特記事項

①広告・広報

種類 設置場所、件数等

ポスター・チラシ・
DM送付

美術館・博物館、東京都および神奈川、千葉、埼玉中学校、高校、近隣小学校、大学、タイ料理店などへ
送付。

②メディア掲載等

②メディア掲載等

③報道発表会

④報道内覧会
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交通広告 JR駅NTボード、JR上野駅デジタルサイネージ、京成線駅貼ポスター　ほか

新聞・雑誌広告 朝日新聞、読売新聞、日本経済新聞　ほか

テレビ広告

「東京国立博物館
ニュース」掲載

3回

博物館ウェブサイ
ト、SNSによる発信

当館ウェブサイト、ツイッター、フェイスブック、ブログ関連記事11回、メールマガジンでの情報配信、
展覧会公式サイト、展覧会公式ツイッター

その他 ―

種類 メディア名称、件数等

新聞 毎日新聞、日本経済新聞、毎日新聞、地方紙各紙、ほか

テレビ、ラジオ
NHK日曜美術館アートシーン、テレビ東京「美の巨人たち」、BS日テレ「プラス10」、BS JAPAN特番、J-
WAVE「GOOD NEIGHBORS」、ニッポン放送「ザ・ボイス」、NHK World「Newsroom Tokyo」など

雑誌
日経おとなのOFF、週刊新潮、婦人公論、プレジデントウーマン、プレシャス、家庭画報、旅行読売、美術
展ぴあ、月刊美術、各種会員誌　ほか

インターネットメ
ディア

インターネットミュージアム、「ココシル上野」、「NIKKEI ASIAN REVIEW」各種ニュースサイト　ほか

その他 7月24日（月）タイ観光大使の乃木坂46のメンバーを呼んで会場で取材を実施

実施日 29年2月22日　在京タイ王国大使館

人数等 79媒体、114名出席

実施日 7月1日

人数等 116媒体、147名出席

　

・特別展「フランス人間国宝展」

会期 9月12日（火）～11月26日（日）（76日間）

ターゲット 中高年女性、現代美術工芸に興味のある層、フランス文化に興味のある層、工芸ファン

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

特記事項 WONDER LABと呼ばれる世界巡回展の第1回。広報業務はNHKプロモーションが担当。

①広告・広報

種類 設置場所、件数等

ポスター・チラシ・
DM送付

博物館・美術館、カルチャー・センター、ギャラリー、ホテル、美術関連団体、旅行会社　等　約7,500件
へ送付

交通広告 上野駅サイネージ、

新聞・雑誌広告 ―

テレビ広告 ―

「東京国立博物館
ニュース」掲載

告知2回、特集3回

博物館ウェブサイ
ト、SNSによる発信

フェイスブックでの動画広告、当館ウェブサイトでの紹介、ブログ関連記事5回、メールマガジン/SNSでの
情報配信、公式ホームページ、ツイッターでの紹介

その他

種類 メディア名称、件数等

新聞 朝日新聞、日経STYLE、新美術新聞、東京新聞　ほか

テレビ、ラジオ J-WAVE　ほか

雑誌
ミセス、婦人画報、SIGNATURE 、FIGARO、Domani、HERS、Oggi、なごみ、週刊新潮、リシェス、美術展ぴ
あ2017秋冬、Nile’s NILE　など

インターネットメ
ディア

Domani.com、spur.com、美術手帖.com、レッツエンジョイ東京、Houff Japan、girls Artalk、Byron、
Fashion Press、上野が、すき　など

その他 ―

実施日 5月17日　在京フランス大使館にて

人数等 41媒体67名出席

実施日 9月11日

人数等 74名出席

　

・「運慶」

会期 9月26日（火）～11月26日（日）（62日間）

ターゲット 仏像ファン、日本美術ファン、歴史ファン、海外からの観光客

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。海外からの観光客への情報提供。

特記事項 ―

②メディア掲載等

③報道発表会

④報道内覧会

②メディア掲載等

③報道発表会

④報道内覧会
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①広告・広報

種類 設置場所、件数等

ポスター・チラシ・
DM送付

約8000件(博物館・美術館・学校、ギャラリー、図書館、寺院　等)

交通広告
大型ボード（ＪＲ46駅48面、東京メトロ20面）、東京メトロ電飾20面、上野東京ライン・湘南新宿ライン
中吊り、銀座線中吊り、大江戸線中吊り、日比谷線・半蔵門線ドア横、東急線ドア横、京浜東北線ジャッ
ク（吊・窓・ドア・ステッカー・ビジョン）、上野駅サイネージ　ほか

新聞・雑誌広告 朝日新聞

テレビ広告 テレビ朝日スポット、TOKYO FMスポット

「東京国立博物館
ニュース」掲載

3回

博物館ウェブサイ
ト、SNSによる発信

展覧会公式サイト内に運慶ファンクラブサイト「運慶学園」設置、各種専用コンテンツの配信、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、公式ホームページ、共催者(朝日
新聞社)ウェブサイトでの紹介、Twitter、Facebook、Yahoo、 Google へ広告出稿

その他 渋谷・原宿の街頭ビジョンへの出広、英語版A4チラシの作成　、

種類 メディア名称、件数等

新聞 朝日新聞、朝日小学生新聞、読売新聞　ほか

テレビ、ラジオ

ＮＨＫ BSプレミアム特番、ＮＨＫ日曜美術館、テレビ朝日「報道ステーションweekly」、同「スーパーＪ
チャンネル」、同「東京サイト」、BS日テレ「ぶらぶら美術・博物館」、フジテレビ「とくダネ！」、中
京テレビ「キャッチ！」、TOKYO FM「コヤブカメラ」、J-WAVE「LOHAS TALK」、FM横浜「hana’s pick」
など

雑誌

『週刊朝日』、『週刊ポスト』、『女性セブン』、『和樂』［両Ａ面のブックインブック］秋の二大展覧
会徹底ガイド〈東京編〉、運慶展の歩き方　This is 運慶、『芸術新潮』特集、『Pen』特集「運慶・快
慶」、『サライ』別冊「運慶」、『Precious』、『婦人公論』、『ミセス』ほか多数
関連書籍：朝日新聞出版『運慶への招待』、『なぞって描けば祈願成就　運慶写仏』、小学館『運慶大
全』、「さいとう・たかをの劇画『運慶』」、JTBパブリッシング『運慶仏像の旅』、『マンガでわかる天
才仏師！運慶』　など※首都圏主要書店で運慶フェア実施

インターネットメ
ディア

ニコニコ生放送、レッツ・エンジョイ・東京、インターネットミュージアムなど多数

その他 ―

実施日 4月20日　学士会館にて

人数等 102媒体105人出席

実施日 9月25日

人数等 237媒体、286人出席

・特別展「仁和寺と御室派のみほとけ」

会期 30年1月16日（火）～3月11日(日）　55日間

ターゲット 日本美術ファン、歴史ファン、仏像ファン

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。

特記事項 ―

①広告・広報

種類 設置場所、件数等

ポスター・チラシ・
DM送付

約4,000件(博物館・美術館・学校、ギャラリー、図書館等)

交通広告
大型ボード（JR山手線24駅30面、メトロ30駅30面）、京王線タイアップ、京成線駅貼り（400枚）、中吊り
（4950枚）、チラシ（8000枚）、東急線ドア横（640枚）、東武線ドア横（460枚）ほか

新聞・雑誌広告 読売新聞（社告、特集、イベントインフォなど20回程度）、朝日新聞 9/9朝刊　10段（15段企画内）

テレビ広告 ―

「東京国立博物館
ニュース」掲載

3回

博物館ウェブサイ
ト、SNSによる発信

当館ウェブサイトでの紹介、ブログ関連記事5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(日本経済新聞社)ウェブサイトでの紹介

その他
有楽町ビックビジョン15秒スポット、「櫟（ラク）」普及委員会＝みうらじゅん氏、いとうせいこう氏が
展覧会のサポーターに就任、リリース配信、ツイッター、フェイスブック、特設サイトでの広報

種類 メディア名称、件数等

新聞 読売新聞、朝日新聞、東京新聞　ほか

テレビ、ラジオ
BS日テレ「ぶらぶら美術博物館」、NHK日曜美術館アートシーン、フジテレビめざましテレビ、KBS京都
ニュース　ほか

雑誌

一個人、目の眼、家庭画報、美術の窓、婦人公論、芸術新潮、週刊新潮、Precious、STORY、BAILA、ミセ
ス、美術展ぴあ、婦人公論、和楽、月刊美術、メトロガイド、2018年美術展完全ガイド、必ず見たい2017
－2018注目の美術展、時空旅人別冊、日経おとなのOFF、サライ、芸術新潮、男の隠れ家、冬Walker、まっ
ぷる東京・横浜　ほか多数

インターネットメ
ディア

bitecho!、Fashion Press、ココシル上野、セレブスタイルジャパン、Yahoo!ライフマガジン、レッツエン
ジョイ東京、タイムアウト東京、芸術新潮WEB、一個人WEB　など

その他

③報道発表会

④報道内覧会

②メディア掲載等

②メディア掲載等
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実施日 6月19日　平成館大講堂

人数等 74媒体89人出席

実施日 1月15日

人数等 152媒体208人出席

【京都国立博物館】
(1)名品ギャラリー（平常展）
・特集展示「名刀聚英─永藤一の愛刀─」

会期 6月13日（火）～7月17日（月・祝）（31日間）

ターゲット 一般の日本美術ファン、刀剣ファン

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 ─

①広告・広報

種類 設置場所、件数等

ポスター・チラシ・
DM送付

─

交通広告 ─

新聞・雑誌広告 ─

テレビ広告 ─

「京都国立博物館だ
より」掲載

特集1回

博物館ウェブサイ
ト、SNSによる発信

WEB:当館ウェブサイトでの紹介、トラりんブログ関連記事1回、メールマガジンでの情報配信
SNS:当館ツイッター、トラりんツイッター・フェイスブックでの情報発信

その他 ─

種類 メディア名、件数等

新聞 ─

テレビ、ラジオ ─

雑誌 刀剣春秋（刀剣春秋）、歳時紀行（歳時紀行社）　ほか計6件

インターネットメ
ディア

─

その他 ─

・特集展示「古書画へのまなざし─伴實コレクション─」

会期 6月13日（火）～7月23日（日）（36日間）

ターゲット 一般の日本美術ファン、古書画ファン

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 ─

①広告・広報

種類 設置場所、件数等

ポスター・チラシ・
DM送付

─

交通広告 ─

新聞・雑誌広告 ─

テレビ広告 ─

「京都国立博物館だ
より」掲載

特集1回

博物館ウェブサイ
ト、SNSによる発信

WEB:当館ウェブサイトでの紹介、トラりんブログ関連記事1回、メールマガジンでの情報配信
SNS:当館ツイッター、トラりんツイッター・フェイスブックでの情報発信

その他 ─

種類 メディア名、件数等

新聞 ─

テレビ、ラジオ ─

雑誌 書道界（藤樹社）　ほか計6件

インターネットメ
ディア

─

その他 ─

・特集展示　京都水族館連携企画「京博すいぞくかん─どんなおさかないるのかな？」

会期 7月25日（火）～ 9月3日（日）（36日間）

ターゲット 一般の日本美術ファン、小・中学生および保護者

重点項目 広く一般のマスコミを通じた情報提供および京都水族館来館者の誘致

②メディア掲載等

②メディア掲載等

④報道内覧会

③報道発表会
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特記事項 ─

①広告・広報

種類 設置場所、件数等

ポスター・チラシ・
DM送付

約188件（※京都市内の博物館・美術館・学校（小・中・高・大）、図書館、ギャラリー等）

交通広告 駅貼り広告(京阪電車：七条駅、京橋駅、天満橋駅、淀屋橋駅）

新聞・雑誌広告 ─

テレビ広告 ─

「京都国立博物館だ
より」掲載

告知1回、特集1回

博物館ウェブサイ
ト、SNSによる発信

WEB:当館ウェブサイトでの紹介、トラりんブログ関連記事1回、メールマガジンでの情報配信
SNS:当館ツイッター、トラりんツイッター・フェイスブックでの情報発信

その他 ─

種類 メディア名、件数等

新聞 毎日新聞、産経新聞、奈良新聞

テレビ、ラジオ ─

雑誌 アートコレクターズ（生活の友社）、歳時紀行（歳時紀行社）　ほか計17件

インターネットメ
ディア

─

その他 ─

・特集展示「大政奉還150年記念　鳥羽伏見の戦い」

会期 7月25日（火）～9月 3日（日）（36日間）

ターゲット 一般の歴史ファン、幕末ファン

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 ─

①広告・広報

種類 設置場所、件数等

ポスター・チラシ・
DM送付

─

交通広告 ─

新聞・雑誌広告 ─

テレビ広告 ─

「京都国立博物館だ
より」掲載

特集1回

博物館ウェブサイ
ト、SNSによる発信

WEB:当館ウェブサイトでの紹介、トラりんブログ関連記事1回、メールマガジンでの情報配信
SNS:当館ツイッター、トラりんツイッター・フェイスブックでの情報発信

その他 ─

種類 メディア名、件数等

新聞 京都新聞、The Japan Times

テレビ、ラジオ ─

雑誌 Kansai Walker（KADOKAWA）　ほか計4件

インターネットメ
ディア

─

その他 ─

・新春特集展示「いぬづくし─干支を愛でる─」

会期 12月19日（火）～30年1月21日（日）（24日間）

ターゲット 一般の日本美術ファン、年末年始の観光客

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 ─

①広告・広報

種類 設置場所、件数等

ポスター・チラシ・
DM送付

約1,797件（※博物館・美術館・学校（小・中・高・大）、図書館、ギャラリー等）

交通広告 駅貼り広告(京阪電車：七条駅、京橋駅、天満橋駅、淀屋橋駅）

新聞・雑誌広告 ─

テレビ広告 ─

「京都国立博物館だ
より」掲載

告知1回、特集1回

博物館ウェブサイ
ト、SNSによる発信

WEB:当館ウェブサイトでの紹介、トラりんブログ関連記事1回、メールマガジンでの情報配信
SNS:当館ツイッター、トラりんツイッター・フェイスブックでの情報発信

その他 ─

②メディア掲載等

②メディア掲載等
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種類 メディア名、件数等

新聞 ─

テレビ、ラジオ NHK京都放送局

雑誌 和樂（小学館）、月刊茶の間（宇治田原製茶場）　ほか計17件

インターネットメ
ディア

Into Japan（小学館）、Yahoo!ロコ（Yahoo!Japan）

その他 ─

・特集展示「御所文化を受け継ぐ─近世・近代の有職研究─」

会期 12月19日（火）～30年1月28日（日）（30日間）

ターゲット 一般の日本美術ファン、皇室ファン

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 ─

①広告・広報

種類 設置場所、件数等

ポスター・チラシ・
DM送付

約1,797件（※博物館・美術館・学校（小・中・高・大）、図書館、ギャラリー等）

交通広告 ─

新聞・雑誌広告 ─

テレビ広告 ─

「京都国立博物館だ
より」掲載

特集1回

博物館ウェブサイ
ト、SNSによる発信

WEB:当館ウェブサイトでの紹介、トラりんブログ関連記事1回、メールマガジンでの情報配信
SNS:当館ツイッター、トラりんツイッター・フェイスブックでの情報発信

その他 ─

種類 メディア名、件数等

新聞 日本経済新聞社

テレビ、ラジオ ─

雑誌 KYOTO VISITOR'S GUIDE（アドブレーン）　ほか計4件

インターネットメ
ディア

─

その他 ─

・特別企画「貝塚廣海家コレクション受贈記念　豪商の蔵─美しい暮らしの遺産─」

会期 30年2月3日（土）～3月18日（日）（38日間）

ターゲット 一般の古美術ファン

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 ─

①広告・広報

種類 設置場所、件数等

ポスター・チラシ・
DM送付

約1,797件（※博物館・美術館・学校（小・中・高・大）、図書館、ギャラリー等）

交通広告 駅貼り広告(京阪電車：七条駅、京橋駅、天満橋駅、淀屋橋駅）

新聞・雑誌広告 ─

テレビ広告 ─

「京都国立博物館だ
より」掲載

特集1回

博物館ウェブサイ
ト、SNSによる発信

WEB:当館ウェブサイトでの紹介、トラりんブログ関連記事1回、メールマガジンでの情報配信
SNS:当館ツイッター、トラりんツイッター・フェイスブックでの情報発信

その他 ─

種類 メディア名、件数等

新聞 ─

テレビ、ラジオ ─

雑誌 婦人公論、きょうの歳時記・美術館（エイブル）　ほか計9件

インターネットメ
ディア

─

その他 ─

・特集展示「雛まつりと人形」

会期 30年2月20日（火）～3月18日（日）（24日間）

ターゲット 一般の日本美術ファン、人形ファン

重点項目 広く一般のマスコミを通じた情報提供

②メディア掲載等

②メディア掲載等

②メディア掲載等
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特記事項 ─

①広告・広報

種類 設置場所、件数等

ポスター・チラシ・
DM送付

─

交通広告 ─

新聞・雑誌広告 ─

テレビ広告 ─

「京都国立博物館だ
より」掲載

特集1回

博物館ウェブサイ
ト、SNSによる発信

WEB:当館ウェブサイトでの紹介、トラりんブログ関連記事1回、メールマガジンでの情報配信
SNS:当館ツイッター、トラりんツイッター・フェイスブックでの情報発信

その他 ─

種類 メディア名、件数等

新聞 ─

テレビ、ラジオ ─

雑誌 目の眼（目の眼）　ほか計3件

インターネットメ
ディア

─

その他 ─

(2)特別展覧会、共催展等
・開館120周年特別展覧会「海北友松」

会期 4月11日（火）～5月22日（日）（36日間）

ターゲット 一般の日本美術ファン、歴史ファン、水墨画ファン

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 ─

①広告・広報

種類 設置場所、件数等

ポスター・チラシ・
DM送付

約2,117件（※博物館・美術館・学校（小・中・高・大）、図書館、ギャラリー等）

交通広告
駅貼り広告(JR大阪駅、JR京都駅ほか京阪電車、阪急電鉄主要駅、京都市営地下鉄主要駅)、JR大阪駅サイ
ネージ、JR京都駅東改札バナー、JR京都駅サイネージ

新聞・雑誌広告 毎日新聞

テレビ広告 ─

「京都国立博物館だ
より」掲載

特集1回

博物館ウェブサイ
ト、SNSによる発信

WEB:当館ウェブサイトでの紹介、トラりんブログ関連記事1回、メールマガジンでの情報配信、展覧会公式
ホームページ、共催者（毎日新聞社、NHK京都放送局）ウェブサイトでの紹介
SNS:当館ツイッター、トラりんフェイスブック・ツイッターでの情報発信

その他 ─

種類 メディア名称、件数等

新聞
毎日新聞、朝日新聞、読売新聞、日本経済新聞、産経新聞、京都新聞、奈良新聞、山陽新聞、神戸新聞、
京都民報、公明新聞、赤旗、聖教新聞

テレビ、ラジオ NHK日曜美術館、KBS京都

雑誌 聚美（聚美社）、芸術新潮（新潮社）　ほか計141件

インターネットメ
ディア

ニコニコ生放送（ドワンゴ）　ほか計70件

その他 テーマのある旅（クラブツーリズム関西バス旅行センター）　ほか計18件

実施日 28年11月7日（月）

人数等 62媒体、78人出席（場所：ベルサール八重洲）

実施日 28年12月12日（月）

人数等 39媒体、56人出席（場所：京都国立博物館）

実施日 4月10日（月）

人数等 71媒体、114人出席（場所：京都国立博物館）

実施日 4月11日（月）

人数等 71媒体、114人出席

③報道発表会

③報道発表会

④報道内覧会

②メディア掲載等

②メディア掲載等

③報道発表会
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・開館120周年記念特別展覧会「国宝」

会期 10月3日（火）～11月26日（日）（48日間）

ターゲット 一般の日本美術ファン、歴史ファン、国宝ファン

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 ─

①広告・広報

種類 設置場所、件数等

ポスター・チラシ・
DM送付

約2,138件（※博物館・美術館・学校（小・中・高・大）、図書館、ギャラリー等）

交通広告
駅貼り広告(JR大阪駅、JR京都駅ほか京阪電車、阪急電鉄主要駅、大阪市営地下鉄、京都市営地下鉄主要
駅)、JR大阪駅サイネージ、JR京都駅東改札バナー、JR京都駅サイネージ、京都市バスラッピングバス

新聞・雑誌広告 毎日新聞「毎日国宝」連載120回、「月刊国宝」連載6回

テレビ広告 ─

「京都国立博物館だ
より」掲載

特集1回

博物館ウェブサイ
ト、SNSによる発信

WEB:当館ウェブサイトでの紹介、トラりんブログ関連記事4回、メールマガジンでの情報配信、展覧会公式
ホームページ、共催者（毎日新聞社、NHK京都放送局）ウェブサイトでの紹介
SNS:当館ツイッター、トラりんフェイスブック・ツイッターでの情報発信

その他 ─

種類 メディア名称、件数等

新聞
毎日新聞、朝日新聞、読売新聞、日本経済新聞、産経新聞、京都新聞、奈良新聞、山陽新聞、神戸新聞、
陸奥新報、岩手日報、山形新聞、岐阜新聞、静岡新聞、宮崎日日新聞、沖縄タイムス、高知新聞、徳島新
聞、四国新聞、南日本新聞、熊本日日新聞　ほか計30件

テレビ、ラジオ
日曜美術館、歴史秘話ヒストリア（NHK）、美の巨人たち（テレビ東京）、ぶらぶら美術館・博物館（BS日
テレ）、Nスタ（TBS）、報道ステーション（テレビ朝日）、とくダネ！（フジテレビ）、NEWS ZERO（日本
テレビ）、ハッピーカーライフ（ラジオ大阪）　ほか計14件

雑誌
日経おとなのOFF（日経BP社）、一個人（KKベストセラーズ）、サライ、和樂（小学館）、婦人画報（ハー
スト婦人画報社）、BRUTUS（マガジンハウス）　ほか計221件

インターネットメ
ディア

ニコニコ生放送（ドワンゴ）　ほか計70件

その他 50＋（JR東海ツアーズ）　ほか計65件

実施日 28年11月7日（月）

人数等 62媒体、78人出席（場所：ベルサール八重洲）

実施日 28年12月12日（月）

人数等 39媒体、56人出席（場所：京都国立博物館）

実施日 6月5日（月）

人数等 10媒体、20人出席（場所：NHK京都放送局　8Kプラザ）

実施日 8月7日（月）

人数等 20媒体、30人出席（場所：京都国立博物館）

実施日 10月2日（月）

人数等 146媒体、216人出席（場所：京都国立博物館）

実施日 10月2日（月）

人数等 146媒体、216人出席

【奈良国立博物館】
(1)名品展(平常展)
・名品展　「珠玉の仏たち」

会期 常時開催

ターゲット 一般の歴史及び美術ファン、仏教美術（仏像）ファン、外国人観光客、小・中・高・大学生

重点項目
一般の歴史及び美術ファン、仏教美術（仏像）ファン、外国人観光客、小・中・高・大学生向けに、マス
メディアやSNSを通じた情報提供

特記事項 外国人向け音声ガイド（英・中・韓）、日本語音声ガイドは29年10月28日から導入

①広告・広報

種類 設置場所、件数等

ポスター・チラシ・
DM送付

約1,650件
（博物館・美術館・学校（小・中・高・大）・ギャラリー・図書館・ホテル・旅館・観光・出版・旅行会
社等）

交通広告 ―

③報道発表会

③報道発表会

③報道発表会

③報道発表会

④報道内覧会

②メディア掲載等

③報道発表会
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新聞・雑誌広告 ―

テレビ広告 ―

「奈良国立博物館だ
より」掲載

―

博物館ウェブサイ
ト、SNSによる発信

当館ウェブサイト、ツイッター、メールマガジンでの紹介

その他 ―

種類 メディア名、件数等

新聞 中外日報、朝日新聞、奈良新聞

テレビ、ラジオ 『CanalSat』（フランスのテレビ局）

雑誌

『運慶×仏像の旅』『歩いて楽しむ奈良大和路』JTBパブリッシング、『ニッポンの国宝100』小学館、
『VISA』VISA会員誌、『奈良ゆとりの旅』実業之日本社、『美術展&美術館ぴあ』、『ことりっぷ』昭文
社、『まっぷる　京都・奈良』『まっぷる奈良』昭文社、『企画展だけじゃもったいない日本の美術館め
ぐり』Ｇ.Ｂ.、『なら探検ミュージアム』吉岡印刷、『暢遊日本』マイナビ、『99＋1 Traveling through
Art, Design & Architecture』国際観光振興機構、『大人も楽しい 博物館に行こう』昭文社

インターネットメ
ディア

ギャラリーガイドブック、近畿日本鉄道「スポット情報」、WOW! JAPAN、るるぶ、mani mani ＋more! 奈
良、阪神沿線ＭＵＳＥＵＭ　ＧＵＩＤＥほか

その他 ―

・名品展　「珠玉の仏教美術」

会期 12月9日（土）～30年3月14日（水）

ターゲット 一般の歴史及び美術ファン、仏教美術ファン、小・中・高・大学生

重点項目
一般の歴史及び美術ファン、仏教美術ファン、小・中・高・大学生向けに一般のマスメディアやSNSを通じ
た情報提供

特記事項 ─

①広告・広報

種類 設置場所、件数等

ポスター・チラシ・
DM送付

約1,650件
（博物館・美術館・学校（小・中・高・大）・ギャラリー・図書館・ホテル・旅館・観光・出版・旅行会
社等）

交通広告 ―

新聞・雑誌広告 ─

テレビ広告 ―

「奈良国立博物館だ
より」掲載

―

博物館ウェブサイ
ト、SNSによる発信

当館ウェブサイト、ツイッター、メールマガジンでの紹介

その他 ―

種類 メディア名、件数等

新聞 ―

テレビ、ラジオ ―

雑誌 ―

インターネットメ
ディア

―

その他 ―

・特別陳列「おん祭と春日信仰の美術」

会期 12月9日（土）～30年1月14日（日）（32日間）

ターゲット おん祭（12/17）前後および年末年始の春日大社参拝客、一般の歴史及び美術ファン、仏教美術ファン

重点項目
おん祭（12/17）前後および年末年始の春日大社参拝客、一般の歴史及び美術ファン、仏教美術ファン向け
に一般のマスメディアやSNSを通じた情報提供

特記事項 ―

①広告・広報

種類 設置場所、件数等

ポスター・チラシ・
DM送付

約1,650件
（博物館・美術館・学校（小・中・高・大）・ギャラリー・図書館・近隣商店街・ホテル・旅館・観光・
出版・旅行会社等）

交通広告 デジタルサイネージ（関西国際空港）

新聞・雑誌広告 ―

テレビ広告 ―

「奈良国立博物館だ
より」掲載

特集1回

博物館ウェブサイ
ト、SNSによる発信

当館ウェブサイト、ツイッター、メールマガジンでの紹介

その他 ―

②メディア掲載等

②メディア掲載等
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種類 メディア名、件数等

新聞 奈良新聞夕刊、京都新聞夕刊、中外日報

テレビ、ラジオ ―

雑誌
『美術手帖』美術出版社、『マイ奈良』アサコム奈良ニッセイシャ、『ぱーぷる』エヌ・アイ・プランニ
ング、『月刊大和路ならら』地域情報ネットワーク　ほか

インターネットメ
ディア

ART AgendA、「Nara Park Quick Guide」

その他 ―

・特別陳列「お水取り」

会期 30年2月6日（火）～3月14日（水）（35日間）

ターゲット 一般の歴史及び美術ファン、「お水取り」（お松明）を見に来る観光客。

重点項目 広く一般のマスメディアやSNSを通じた情報提供

特記事項 ─

①広告・広報

種類 設置場所、件数等

ポスター・チラシ・
DM送付

約1,650件
（博物館・美術館・学校（小・中・高・大）・ギャラリー・図書館・近隣商店街・ホテル・旅館・観光・
出版・旅行会社等）

交通広告 ポスター（大阪市営地下鉄）、デジタルサイネージ（JR奈良駅、関西国際空港）

新聞・雑誌広告 ―

テレビ広告 ―

「奈良国立博物館だ
より」掲載

特集1回

博物館ウェブサイ
ト、SNSによる発信

当館ウェブサイト、ツイッター、メールマガジンでの紹介

その他 ―

種類 メディア名、件数等

新聞 奈良新聞、朝日新聞

テレビ、ラジオ 『ならNAVI』NHK

雑誌
『マイ奈良』アサコム奈良ニッセイシャ、『ぱーぷる』エヌ・アイ・プランニング、『ノジュール』JTBパ
ブリッシング、『月刊大和路ならら』地域情報ネットワーク、『月刊ギャラリー』ギャラリーステーショ
ン

インターネットメ
ディア

『ええ古都なら』南都銀行、奈良ぶら、ARTNAVI EX、ホルベインアーチストナビ、アートウオーク

その他 ―

・修理完成記念　特別陳列「薬師寺の名画－板絵神像と長沢芦雪筆旧福寿院障壁画－」

会期 30年2月6日（火）～3月14日（水）（35日間）

ターゲット 一般の歴史及び美術ファン、、仏教美術ファン、絵画ファン、

重点項目 広く一般のマスメディアやSNSを通じた情報提供

特記事項 ─

①広告・広報

種類 設置場所、件数等

ポスター・チラシ・
DM送付

約1,650件
（博物館・美術館・学校（小・中・高・大）・ギャラリー・図書館・近隣商店街・ホテル・旅館・観光・
出版・旅行会社等）

交通広告 ポスター（大阪市営地下鉄）、デジタルサイネージ（JR奈良駅、関西国際空港）

新聞・雑誌広告 ―

テレビ広告 ―

「奈良国立博物館だ
より」掲載

特集1回

博物館ウェブサイ
ト、SNSによる発信

当館ウェブサイト、ツイッター、メールマガジンでの紹介

その他 ―

種類 メディア名、件数等

新聞 ―

テレビ、ラジオ 『ゆうドキッ！』奈良テレビ

雑誌 『マイ奈良』アサコム奈良ニッセイシャ、『月刊書道界』藤樹社、

インターネットメ
ディア

『ええ古都なら』南都銀行、ART AgendA、奈良ぶら、サライ.jp、ARTNAVI EX、ホルベインアーチストナビ

その他 ―

②メディア掲載等

②メディア掲載等

②メディア掲載等
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(2)特別展、共催展等
・特別展「快慶 日本人を魅了した仏のかたち」

会期 4月8日（土）～6月4日（日）（51日間）

ターゲット 一般の歴史及び美術ファン、仏教美術ファン、仏像ファン、

重点項目
一般の歴史及び美術ファン、仏教美術ファン、仏像ファン向けに、テレビや新聞など広く一般のマスメ
ディアやSNSを通じた情報提供

特記事項 ─

①広告・広報

種類 設置場所、件数等

ポスター・チラシ・
DM送付

約1,650件
（博物館・美術館・学校（小・中・高・大）・ギャラリー・図書館・近隣商店街・ホテル・旅館・観光・
出版・旅行会社等）

交通広告
ポスター（JR西日本、大阪市営地下鉄、近鉄、京都市営地下鉄、奈良交通）、チラシ（近鉄主要駅）、デ
ジタルサイネージ（JR奈良駅）他

新聞・雑誌広告 ―

テレビ広告 ―

「奈良国立博物館だ
より」掲載

告知1回、特集2回

博物館ウェブサイ
ト、SNSによる発信

当館ウェブサイト、ツイッター、メールマガジンでの紹介

その他 ―

種類 メディア名称、件数等

新聞
東京新聞、中日新聞、朝日新聞夕刊｢A＋１｣、奈良新聞、週刊大阪日日新聞、産経新聞、神戸新聞、読売新
聞、Japan Times、日中文化交流、浄土宗新聞　ほか

テレビ、ラジオ
『日曜美術館』『ならNAVI』NHK、『かんさい情報ネットten』読売テレビ、『奈良ふしぎ旅図鑑』TBSビ
ジョン

雑誌

『日経おとなのOFF』日経BP社、『美術の窓』生活の友社、『エクラ』集英社、『七緒』プレジデント社、
『歴史街道』PHP研究所、『別冊宝島「はじめての仏像」』宝島社、『クロワッサン』マガジンハウス、
『月刊コロンブス』東方通信社、『マイ奈良』アサコム奈良ニッセイシャ、『書道界』藤樹社、『関西春
ウォーカー』株式会社KADOKAWA、『ぱーぷる』エヌ・アイ・プランニング、『芸術新潮』新潮社、『月刊
大和路ならら』地域情報ネットワーク、『唯』唯編集室、『目の眼』目の眼、『Arts of Asia』Oriental
Art　ほか

インターネットメ
ディア

和樂、芸術新潮　WEB版、アートメディアArtGene、シニアコム.jp、ARTNAVI 、ストリート・アートナビ、
奈良ぶら、関西ぶんか考、日本美術倶楽部　サライ.jp、Lmaga.jp　ほか

その他 ―

実施日 2月22日

人数等 12媒体、19人出席（場所：当館講堂）

実施日 4月7日

人数等 32媒体、46人出席（場所：当館講堂）

・1000年忌特別展「源信　 地獄・極楽への扉」

会期 7月15日（土）～9月3日（日）（46日間）

ターゲット 一般の歴史及び美術ファン、仏教美術ファン、小・中・高・大学生および学校関係者

重点項目
一般の歴史及び美術ファン、仏教美術ファン、小・中・高・大学生および学校関係者向けに、テレビや新
聞など広く一般のマスメディアやSNSを通じた情報提供

特記事項 ─

①広告・広報

種類 設置場所、件数等

ポスター・チラシ・
DM送付

約1,650件
（博物館・美術館・学校（小・中・高・大）・ギャラリー・図書館・近隣商店街・ホテル・旅館・観光・
出版・旅行会社等）

交通広告
ポスター（JR西日本、大阪市営地下鉄、近鉄、阪急電鉄、阪神電鉄、）、チラシ（近鉄主要駅）、デジタ
ルサイネージ（JR奈良駅、関西国際空港）他

新聞・雑誌広告 ―

テレビ広告 ―

「奈良国立博物館だ
より」掲載

告知1回、特集1回

博物館ウェブサイ
ト、SNSによる発信

当館ウェブサイト、ツイッター、メールマガジンでの紹介

その他 ―

種類 メディア名称、件数等

新聞 朝日新聞、毎日新聞、奈良新聞、京都新聞、公明新聞、奈良民報

テレビ、ラジオ 『地獄を描いた僧侶　～源信　極楽往生のすすめ～』『日曜美術館アートシーン』『奈良ナビ』ＮＨＫ、

②メディア掲載等

③報道発表会

④報道内覧会

②メディア掲載等
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雑誌

『日経おとなのOFF』日経BP社、『サライ』『和樂』小学館、『美術の窓』『アートコレクターズ』生活の
友社、『現代挿花』中山文甫会館、『関西夏ウォーカー』株式会社KADOKAWA、『美術屋・百兵衛』麗人
社、『ぱーぷる』エヌ・アイ・プランニング、『マイ奈良』アサコム奈良ニッセイシャ、『芸術新潮』新
潮社、『月刊大和路ならら』地域情報ネットワーク、『書道界』藤樹社、『婦人公論』中央公論新社、
『男の隠れ家』三栄書房、『目の眼』目の眼、『歴史人』KKベストセラーズ　ほか

インターネットメ
ディア

Kansai  Art Beat、ホルベインアーチストナビ、インターネットミュージアム、ART AgendA、奈良ぶら、
ストリート・アートナビ、Lmaga.jp、Travel.jpたびねす、関西ぶんか考、ARTNAVI EX、サライ.jp　ほか

その他 ―

実施日 5月31日

人数等 8媒体、11人出席（場所：当館講堂）

実施日 7月14日

人数等 22媒体、29人出席（場所：当館講堂）

・特別展「第69回　正倉院展」

会期 10月28日（土）～11月13日（月）（17日間）

ターゲット 一般の歴史及び美術ファン、正倉院展のリピーター客

重点項目
一般の歴史及び美術ファン、正倉院展のリピーター客向けにテレビや新聞など広く一般のマスメディアや
SNSを通じた情報提供

特記事項 ─

①広告・広報

種類 設置場所、件数等

ポスター・チラシ・
DM送付

約1,650件
（博物館・美術館・学校（小・中・高・大）・ギャラリー・図書館・近隣商店街・ホテル・旅館・観光・
出版・旅行会社等）

交通広告
ポスター（JR西日本、JR大阪駅、JR京都駅、JR東京駅、JR名古屋駅、大阪市営地下鉄、近鉄主要駅、京阪
主要駅、東京メトロ主要駅、奈良交通、阪急電鉄、阪急梅田駅、）、チラシ（JR大阪駅、近鉄主要駅、大
阪市営地下鉄、南海なんば駅）、デジタルサイネージ（JR奈良駅、関西国際空港）他

新聞・雑誌広告 ―

テレビ広告 ―

「奈良国立博物館だ
より」掲載

特集1回

博物館ウェブサイ
ト、SNSによる発信

当館ウェブサイト、ツイッター、メールマガジンでの紹介

その他 10月23日・25日放送MBSラジオ「ありがとう浜村淳です」生CM

種類 メディア名称、件数等

新聞 読売新聞、奈良新聞、奈良日日新聞、産経新聞、公明新聞、福島民友新聞　ほか

テレビ、ラジオ
『かんさい情報ネット ten！』『ウェークアップ！　ぷらす』『情報ライブ　ミヤネ屋』読売テレビ、
『ならナビ』『ニュース８４５なら』『日曜美術館』NHK、『ちちんぷいぷい』毎日放送

雑誌

『トラベル&ライフ』JTB印刷、『和樂』小学館、『月刊大和路ならら』地域情報ネットワーク、『ぱーぷ
る』エヌ・アイ・プランニング、『マイ奈良』アサコム奈良ニッセイシャ、『yomiっこ』読売奈良ライ
フ、『目の眼』目の眼、『ノジュール』JTBパブリッシング、『月刊奈良』現代奈良協会、『アートコレク
ターズ』生活の友社、『SAVVY』京阪神エルマガジン社、『関西冬ウォーカー』株式会社KADOKAWA、『日経
サイエンス』日経サイエンス、『ならめがね』エディッツ、『書道界』藤樹社　ほか

インターネットメ
ディア

ART AgendA、WOW! JAPAN、あをによしなら旅ネット、SPICE、ウキキNavi、サライ.jp、関西ぶんか考　ほ
か

その他 ―

実施日 8月2日

人数等 19媒体、37人出席（場所：当館講堂）

実施日 8月28日

人数等 43媒体、48人出席（場所：日本記者クラブ）

実施日 10月27日

人数等 30媒体、145人出席（場所：当館講堂）

【九州国立博物館】
(1)文化交流展（平常展）
・特別展示「水中からよみがえる歴史－水中考考古学最前線―」

会期 7月15日(土)～9月10日(日)（51日間）

ターゲット 一般の歴史・考古学ファン、および学生等

重点項目 一般のマスメディア、SNSを通じた情報提供

特記事項 ミュージアムトーク開催時に、マスコミの取材があった。

③報道発表会

④報道内覧会

②メディア掲載等

③報道発表会

④報道内覧会
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①広告・広報

種類 設置場所、件数等

ポスター・チラシ・
DM送付

約250件（博物館・美術館・キャンパスメンバーズ・図書館・文化施設・太宰府市内公民館等）

交通広告 バス停広告掲出

新聞・雑誌広告 毎日新聞、読売新聞

テレビ広告 ―

季刊情報誌「アジ
アージュ」掲載

特集1回

博物館ウェブサイ
ト、SNSによる発信

当館ウェブサイトでの紹介、メールマガジンでの情報発信、ツイッターでの情報発信

その他 展示・イベントチラシ掲載

種類 メディア名、件数等

新聞 朝日新聞、長崎新聞、西日本新聞

テレビ、ラジオ NHK、RKB

雑誌 太宰府イベント情報、リビング福岡、九州王国 ほか

インターネットメ
ディア

キレイライフプラス、ウォーカープラス

その他 マスコミ内覧会開催5社出席

・特別展示「対馬－遺宝にみる交流の足跡－」

会期 8月8日（火）～9月18日（月・祝）（37日間）

ターゲット 一般の歴史・考古学ファン、仏像ファン、仏教文化ファン等

重点項目 一般のマスメディア、SNSを通じた情報提供

特記事項 ―

①広告・広報

種類 設置場所、件数等

ポスター・チラシ・
DM送付

約50件（博物館・美術館・キャンパスメンバーズ・図書館・文化施設・太宰府市内公民館等）

交通広告 バス停広告掲出

新聞・雑誌広告 毎日新聞、読売新聞

テレビ広告 ―

季刊情報誌「アジ
アージュ」掲載

特集1回

博物館ウェブサイ
ト、SNSによる発信

当館ウェブサイトでの紹介、メールマガジンでの情報発信、ツイッターでの情報発信

その他 展示・イベントチラシ掲載

種類 メディア名、件数等

新聞 長崎新聞、毎日新聞、朝日新聞、西日本新聞

テレビ、ラジオ NHK、対馬市ケーブルテレビ、KTNテレビ長崎

雑誌 太宰府イベント情報、リビング福岡、九州王国

インターネットメ
ディア

アルトネ、キレイライフプラス、ウォーカープラス

その他 マスコミ内覧会開催6社出席

・六郷満山開山1300年記念　特別展示「大分県国東宇佐　六郷満山展～神と仏と鬼の郷～」

会期 9月13日（水）～11月5日（日）（47日間）

ターゲット 一般の歴史・考古学ファン、仏像ファン、仏教文化ファン等

重点項目 一般のマスメディア、SNSを通じた情報提供

特記事項 ―

①広告・広報

種類 設置場所、件数等

ポスター・チラシ・
DM送付

約50件（博物館・美術館・キャンパスメンバーズ・図書館・文化施設・太宰府市内公民館等）

交通広告 西鉄エスカレーター壁面、ポスター車内（太宰府市コミュニティバス）

新聞・雑誌広告 毎日新聞、読売新聞、西日本新聞、るるぶフリー、日経おとなのOFF

テレビ広告 ―

季刊情報誌「アジ
アージュ」掲載

特集1回

博物館ウェブサイ
ト、SNSによる発信

当館ウェブサイトでの紹介、メールマガジンでの情報発信、ツイッターでの情報発信

その他 展示・イベントチラシ掲載、参道フラッグ掲出、アンテナショップ日除け幕設置

②メディア掲載等

②メディア掲載等
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種類 メディア名、件数等

新聞 西日本新聞、読売新聞、大分合同新聞、朝日新聞

テレビ、ラジオ TVQ九州、NHK、RKB、JCOM、大分放送、国東市ケーブルテレビ

雑誌
太宰府イベント情報、リビング福岡、九州王国、月刊はかた、ライフさせぼ、遊人、美術の窓、西の都秋
の彩祭、みちくさ 等

インターネットメ
ディア

アルトネ、キレイライフプラス 等

その他 マスコミ内覧会開催7社出席

・特別展示「白隠さんと仙厓さん」

会期 30年1月1日（月・祝）～2月12日（月・振休）（38日間）

ターゲット 一般の歴史ファン、仏像ファン、仏教文化ファン、日本美術ファン等

重点項目 一般のマスメディア、SNSを通じた情報提供

特記事項 ―

①広告・広報

種類 設置場所、件数等

ポスター・チラシ・
DM送付

約160件（博物館・美術館・キャンパスメンバーズ・図書館・文化施設・太宰府市内公民館等）

交通広告 バス停広告掲出、西鉄電車車内中吊り、西鉄太宰府駅看板掲出

新聞・雑誌広告 毎日新聞、読売新聞、西日本新聞、日経おとなのOFF

テレビ広告 ―

季刊情報誌「アジ
アージュ」掲載

特集1回

博物館ウェブサイ
ト、SNSによる発信

当館ウェブサイトでの紹介、メールマガジンでの情報発信、ツイッターでの情報発信

その他 展示・イベントチラシ掲載、参道フラッグ掲出、アンテナショップ日除け幕設置

種類 メディア名、件数等

新聞 西日本新聞

テレビ、ラジオ

雑誌
太宰府イベント情報、リビング福岡、九州王国、くまもと経済、美術の窓、月刊書道界、広報だざいふ、
ライフさせぼ、セリエンス倶楽部 等

インターネットメ
ディア

キレイライフプラス

その他

・新春特別公開徳川美術館所蔵「国宝　初音の調度」

会期 30年1月1日（月・祝）～1月28日（日）（25日間）

ターゲット 一般の美術工芸品ファン等

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 ―

①広告・広報

種類 設置場所、件数等

ポスター・チラシ・
DM送付

約160件（博物館・美術館・キャンパスメンバーズ・図書館・文化施設・太宰府市内公民館等）

交通広告 バス停広告掲出、西鉄電車車内中吊り

新聞・雑誌広告

テレビ広告 ―

季刊情報誌「アジ
アージュ」掲載

特集1回

博物館ウェブサイ
ト、SNSによる発信

当館ウェブサイトでの紹介、メールマガジンでの情報発信、ツイッターでの情報発信

その他 展示・イベントチラシ掲載

種類 メディア名、件数等

新聞

テレビ、ラジオ

雑誌 リビング福岡、広報だざいふ

インターネットメ
ディア

キレイライフプラス

その他

②メディア掲載等

②メディア掲載等

②メディア掲載等
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・特別展示「災害に学ぶ・備える－熊本地震と文化財レスキュー－」

会期 30年3月13日（火）～5月6日（日）（50日間）

ターゲット 一般の歴史ファン、文化保護に関心のある一般市民等

重点項目 一般のマスメディア、SNSを通じた情報提供

特記事項

①広告・広報

種類 設置場所、件数等

ポスター・チラシ・
DM送付

約-件（博物館・美術館・キャンパスメンバーズ・図書館・文化施設・太宰府市内公民館等）

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・太宰府市コミュニ
ティバス）

新聞・雑誌広告

テレビ広告

季刊情報誌「アジ
アージュ」掲載
博物館ウェブサイ
ト、SNSによる発信

当館ウェブサイトでの紹介、メールマガジンでの情報発信、ツイッターでの情報発信

その他

種類 メディア名、件数等

新聞

テレビ、ラジオ

雑誌 九州王国

インターネットメ
ディア

その他

(2)特別展、共催展等
・展覧会名：特別展「日タイ修好130周年記念特別展「タイ～仏の国の輝き～」」

会期 4月11日(火)～6月4日(日)（49日間)

ターゲット 一般の歴史ファン、美術ファン、仏像ファン、仏教文化ファン、タイ文化のファン等

重点項目 一般のマスメディア、SNSを通じた情報提供

特記事項

①広告・広報

種類 設置場所、件数等

ポスター・チラシ・
DMＭ送付

約1,200件（博物館・美術館・キャンパスメンバーズ・図書館・文化施設・太宰府市内公民館等）

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・太宰府市コミュニ
ティバス）

新聞・雑誌広告 毎日新聞、読売新聞

テレビ広告 TVQ九州、FM福岡

季刊情報誌「アジ
アージュ」掲載

特集1回

博物館ウェブサイ
ト、SNSによる発信

当館ウェブサイトでの紹介、メールマガジンでの情報発信、ツイッターでの情報発信

その他
展示・イベントチラシ掲載、参道フラッグ掲出、アンテナショップ日除け幕設置、太宰府市役所デジタル
サイネージ等への広告掲載

種類 メディア名称、件数等

新聞 西日本新聞、読売新聞、朝日新聞、毎日新聞、全私学新聞

テレビ、ラジオ TVQ九州、RKBラジオ、NHK、JCOM、RKB

雑誌

茶道の研究、目の眼、大人が観たい美術展2017、ワイワイタイランド、クラッシー、小学生新聞We can!、
九州ウォーカー、月刊はかた、アクロス福岡、くるめすたいる、ライフさせぼ、ぐらんざ、wa、nasse、ぐ
らふふくおか、芸術新潮、シティ情報ふくおか、広報だざいふ、遊人、skip、コミュニティ八女、ミニコ
ミまいんず、月刊書道界、Jimoto shinbun、ふるさとの自然と歴史、サライ、日経インテレッセ、美術屋
百兵衛、外交、九州王国　等

インターネットメ
ディア

おとなスタイル、アルトネ、ふくおかサポートねっと 等

その他

実施日 29年1月24日

人数等 8媒体、16人出席（場所：研修室）

実施日 4月10日

人数等 14媒体、30人出席

②メディア掲載等

③報道発表会

④報道内覧会

②メディア掲載等
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・特別展「世界遺産　ラスコー展　クロマニョン人が見た世界」

会期 7月11日(火)～9月3日(日)（49日間)

ターゲット 一般の歴史・考古学ファン、学生等

重点項目 一般のマスメディア、SNSを通じた情報提供

特記事項

①広告・広報

種類 設置場所、件数等

ポスター・チラシ・
DM送付

約1,200件（博物館・美術館・キャンパスメンバーズ・図書館・文化施設・太宰府市内公民館等）

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・太宰府市コミュニ
ティバス）

新聞・雑誌広告 わくわく課外授業

テレビ広告 TNC「ももち浜ストアプラス」

季刊情報誌「アジ
アージュ」掲載

特集1回

博物館ウェブサイ
ト、SNSによる発信

当館ウェブサイトでの紹介、メールマガジンでの情報発信、ツイッターでの情報発信

その他
展示・イベントチラシ掲載、参道フラッグ掲出、アンテナショップ日除け幕設置、太宰府市役所デジタル
サイネージ等への広告掲載

種類 メディア名称、件数等

新聞 西日本新聞、朝日新聞、毎日新聞、宮崎日日新聞

テレビ、ラジオ RKB、TNC、MBCラジオ

雑誌
グラフふくおか、みちくさ、ふくおかウォーカー、にしてつニュース、でかなび、月刊タウン情報クマモ
ト、月刊ｅ-みる、日経おとなのOFF、太宰府イベント情報、月刊書道界、ぐらんざ、リビング福岡、九州
王国、九州経済 等

インターネットメ
ディア

フクオカーノ、ふくおかサポートねっと、アルトネ、アートアジェンダ、キレイプラスライフ、ウォー
カープラス、よかなび、イベントバンク、リビング福岡WEB、ヤフーライフマガジン 等

その他 福岡県庁デジタルサイネージ

実施日 4月25日

人数等 9媒体、19人出席（場所：研修室）

実施日 7月10日

人数等 10媒体、26人出席

・特別展「新・桃山展－大航海時代の日本の美術」

会期 10月14日(土)～11月26日(日)（38日間)

ターゲット 一般の歴史ファン、美術ファン、日本美術ファン等

重点項目 一般のマスメディア、SNSを通じた情報提供

特記事項

①広告・広報

種類 設置場所、件数等

ポスター・チラシ・
DM送付

1,300件（博物館・美術館・キャンパスメンバーズ・図書館・文化施設・太宰府市内公民館等）

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・雑誌広告 道の駅フリーペーパー、読売新聞、毎日新聞、九州じゃらん

テレビ広告 FM福岡

季刊情報誌「アジ
アージュ」掲載

特集1回

博物館ウェブサイ
ト、SNSによる発信

当館ウェブサイトでの紹介、メールマガジンでの情報発信、ツイッターでの情報発信

その他
展示・イベントチラシ掲載、参道フラッグ掲出、アンテナショップ日除け幕設置、太宰府市役所デジタル
サイネージ等への広告掲載

種類 メディア名称、件数等

新聞 朝日新聞、西日本新聞、日経新聞、毎日新聞、読売新聞、赤旗、熊本日日新聞、大分合同新聞

テレビ、ラジオ TNC、RKB、RKBラジオ、NHK

雑誌

wa、くるめすたいる、遊人、芸術新潮、ナッセ、いけ花龍生、muto、月刊書道界、西の都秋の彩祭、e-み
る、東海道・山陽新幹線グリーン車搭載紙「ひととき」、広報ちくしの、ミニコミまいんず、でかなび、
陶業時報、ホットペッパー、婦人公論、西鉄ニュース、太宰府イベント情報、ニッポンの国宝100、九州王
国、ふるさとの自然と歴史、美術の窓、ぐらんざ、ライフさせぼ、リビング福岡、SKIP、必ず観たい注目
の美術展、NHKステラ、FUKUOKA NOW 等

インターネットメ
ディア

フクオカーノ、ケイティコム、アルトネ、yahoo、JRおでかけネット、じゃらんnet、アートアジェンダ、
ふくおかサポートねっと、キレイライフプラス、JTBるるぶニュース、ウォーカープラス、美術手帖、歴人
マガジン、CONFORT、よかなび、ヤフーライフマガジン 等

②メディア掲載等

②メディア掲載等

③報道発表会

④報道内覧会
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その他 ―

実施日 7月25日

人数等 5媒体、9人出席（場所：研修室）

実施日 関連企画展内覧会：9月26日、本展内覧会：10月13日

人数等 関連企画展内覧会：5媒体、6人出席、本展内覧会：12媒体、20人出席

・特別展「王羲之と日本の書」

会期 30年2月14日(水)～4月8日(日)（47日間)

ターゲット 書跡ファン、中国歴史ファン、書道愛好家、書道教室の生徒等

重点項目 一般のマスメディア、SNSを通じた情報提供

特記事項 ―

①広告・広報

種類 設置場所、件数等

ポスター・チラシ・
DM送付

約1,300件（博物館・美術館・キャンパスメンバーズ・図書館・文化施設・太宰府市内公民館等）

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・太宰府市コミュニ
ティバス）

新聞・雑誌広告 道の駅フリーペーパー、読売新聞、毎日新聞

テレビ広告

季刊情報誌「アジ
アージュ」掲載

特集1回

博物館ウェブサイ
ト、SNSによる発信

当館ウェブサイトでの紹介、メールマガジンでの情報発信、ツイッターでの情報発信

その他 展示・イベントチラシ掲載、参道フラッグ掲出、アンテナショップ日除け幕設置

種類 メディア名称、件数等

新聞

テレビ、ラジオ

雑誌
wa、2018年美術展完全ガイド、ふくおか経済、くまもと経済、e-みる、クラッシー、ミニコミまいんず、
くるめスタイル、リビング福岡、九州王国、日経おとなのOFF 等

インターネットメ
ディア

インターネットミュージアム、アートアジェンダ、ユカリノ 等

その他

実施日 11月7日

人数等 8媒体、9人出席（場所：研修室）

実施日 30年2月9日

人数等 11媒体、　18人出席

【平城宮跡資料館】
(1)平常展

会期 29年4月1日（土）～3月31日（土）（307日間）

ターゲット 平城宮跡訪問者、考古学愛好家

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 ―

①広告・広報

種類 設置場所、件数等

ポスター・チラシ・
DM送付

―

交通広告 ―

新聞・雑誌広告 ―

テレビ広告 ―

広報刊行物掲載 奈文研ニュース展示紹介1回

博物館ウェブサイ
ト、SNSによる発信

当館ウェブサイトでの紹介、SNSでの情報配信

その他 ―

④報道内覧会

③報道発表会

④報道内覧会

②メディア掲載等

③報道発表会
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種類 メディア名、件数等

新聞 ―

テレビ、ラジオ BSジャパン「ミステリアス・ジャパン」

雑誌 ―

インターネットメ
ディア

―

その他 ―

(2)特別展等

・春期企画展「永野太造作品展―草創期の奈文研を支えた写真家―」

会期 4月29日（土）～5月31日（水）（28日間）

ターゲット 平城宮跡訪問者、仏像・写真愛好家

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 ―

①広告・広報

種類 設置場所、件数等

ポスター・チラシ・
DM送付

―

交通広告 ―

新聞・雑誌広告 ―

テレビ広告 ―

広報刊行物掲載 奈文研ニュース告知1回

博物館ウェブサイ
ト、SNSによる発信

当館ウェブサイトでの紹介、SNSでの情報配信

その他 ―

種類 メディア名称、件数等

新聞 奈良新聞　ほか

テレビ、ラジオ ―

雑誌 マイ奈良

インターネットメ
ディア

―

その他 ―

実施日 4月28日

人数等 5媒体（場所：平城宮跡資料館展示室）

実施日 ―

人数等 ―

・夏期企画展(こども展示)「ナント！すてきな！？平城生活♪」

会期 7月22日（土）～9月3日（日）（38日間）

ターゲット 高校生以下及びその家族

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 ―

①広告・広報

種類 設置場所、件数等

ポスター・チラシ・
DM送付

約600件(1都2府3県博物館・美術館・図書館・教育委員会・埋蔵文化財センター、県内高校・中学･小学
校、ホテル・旅館、交通会社、新聞社等)

交通広告 ―

新聞・雑誌広告 ―

テレビ広告 ―

広報刊行物掲載 奈文研ニュース告知1回

博物館ウェブサイ
ト、SNSによる発信

当館ウェブサイトでの紹介、SNSでの情報配信

その他 ―

②メディア掲載等

②メディア掲載等

③報道発表会

④報道内覧会
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種類 メディア名称、件数等

新聞 朝日新聞　ほか

テレビ、ラジオ 京都ラジオ ほか

雑誌 マイ奈良

インターネットメ
ディア

―

その他 ―

実施日 7月21日

人数等 5媒体（場所：平城宮跡資料館展示室）

実施日 ―

人数等 ―

・秋期特別展「地下の正倉院展－国宝 平城宮跡出土木簡－」

会期 10月14日（土）～11月26日（日）（38日間）

ターゲット 木簡ファン、正倉院展愛好家

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 ―

①広告・広報

種類 設置場所、件数等

ポスター・チラシ・
DM送付

約600件(1都2府3県博物館・美術館・図書館・教育委員会・埋蔵文化財センター、県内高校・中学･小学
校、ホテル・旅館、交通会社、新聞社等)

交通広告 ―

新聞・雑誌広告 ―

テレビ広告 ―

広報刊行物掲載 奈文研ニュース告知1回、文化庁広報誌ぶんかる「文化財のトビラ」ほか

博物館ウェブサイ
ト、SNSによる発信

当館ウェブサイトでの紹介、SNSでの情報配信

その他 ―

種類 メディア名称、件数等

新聞 読売新聞　ほか

テレビ、ラジオ 奈良テレビ　NHK大阪:関西ラジオワイド ほか

雑誌 読売奈良ライフ ほか

インターネットメ
ディア

―

その他 ―

実施日 10月13日

人数等 8媒体（場所：平城宮跡資料館展示室）

実施日 ―

人数等 ―

・新春ミニ展示「平城京の戌」

会期 30年1月4日（木）～1月28日（日）（22日間）

ターゲット 平城宮跡訪問者、考古学愛好家

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 ―

①広告・広報

種類 設置場所、件数等

ポスター・チラシ・
DM送付

―

交通広告 ―

新聞・雑誌広告 ―

テレビ広告 ―

広報刊行物掲載 ―

博物館ウェブサイ
ト、SNSによる発信

当館ウェブサイトでの紹介、SNSでの情報配信

その他 ―

④報道内覧会

②メディア掲載等

③報道発表会

④報道内覧会

②メディア掲載等

③報道発表会
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種類 メディア名称、件数等

新聞 京都新聞 ほか

テレビ、ラジオ ―

雑誌 マイ奈良

インターネットメ
ディア

―

その他 ―

実施日 ―

人数等 ―

実施日 ―

人数等 ―

【藤原宮跡資料室】
(1)平常展

会期 4月1日（土）～30年3月31日（土）（359日間）

ターゲット 特別史跡藤原宮跡等見学者、香具山等周辺遺跡への訪問者

重点項目 飛鳥・藤原地域での発掘・調査研究の成果と遺跡理解の促進

特記事項 新聞・インターネットメディア等で展示紹介記事掲載

①広告・広報

種類 設置場所、件数等

ポスター・チラシ・
DM送付

―

交通広告 ―

新聞・雑誌広告 ―

テレビ広告 ―

広報刊行物掲載 奈良県学習教材デジタルブック、旅行ガイドブック、奈良県ポータルサイト等に掲載

博物館ウェブサイ
ト、SNSによる発信

―

その他 橿原市観光案内所等にリーフレット配置

種類 メディア名、件数等

新聞 読売新聞

テレビ、ラジオ ―

雑誌 ―

インターネットメ
ディア

産経WEST、産経フォト、毎日新聞ニュース交差点

その他 ―

・速報展

①「元日朝賀の儀式のようす（189次）」

②「弥生時代の脚付き編みかご」

③「藤原京右京九条二・三坊、瀬田遺跡の調査（187次）」

④「藤原宮朝堂院の調査（189次）」

⑤「藤原宮大極殿院の調査（190次）」

⑥「奧山廃寺の素文軒平瓦」

⑦「飛鳥地域出土の湖西窯産須恵器」

【飛鳥資料館】
(1)平常展

会期 4月1日（土）～30年3月31日（土） (304日間)

ターゲット 飛鳥を訪れる観光客、歴史・考古学の愛好家など

重点項目 ホームページ、SNSの更新頻度アップによる告知効果をあげる

特記事項 ―

①広告・広報

種類 設置場所、件数等

ポスター・チラシ・
DM送付

―

交通広告 ―

新聞・雑誌広告 ―

テレビ広告 ―

②メディア掲載等

③報道発表会

④報道内覧会

②メディア掲載等
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広報刊行物掲載 ―

博物館ウェブサイ
ト、SNSによる発信

―

その他 ―

種類 メディア名、件数等

新聞 ―

テレビ、ラジオ ―

雑誌
るるぶ奈良、奈良散策情報、DOkka!おでかけ探検隊、まっぷる情報、おしごとはくぶつかん情報館、東海
歴史散歩、ミュージアムカフェ　ほか

インターネットメ
ディア

あをによしなら旅ネット、日本政府観光局グローバルサイト、るるぶwebサイト、奈良のミュージアム

その他 ―

(2)特別展等

・春期特別展「藤原京を掘る－藤原京一等地の調査－」

会期 4月28日（金）～7月2日（日）（57日間）

ターゲット 歴史・考古学愛好家など

重点項目 藤原京における発掘調査成果を紹介し遺跡理解の促進

特記事項

①広告・広報

種類 設置場所、件数等

ポスター・チラシ・
DM送付

約1,370件(47都道府県博物館・美術館・教育委員会・調査機関・寺社・図書館・大学、高校・中学･小学校
(県内）・道の駅・ホテル・旅館、近隣観光施設等)

交通広告 近鉄沿線主要駅駅にチラシ配置　

新聞・雑誌広告 ―

テレビ広告 ―

広報刊行物掲載 奈文研ニュース告知1回、文化庁広報誌ぶんかる「文化財のトビラ」

博物館ウェブサイ
ト、SNSによる発信

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・SNSでの情報配信

その他 ―

種類 メディア名称、件数等

新聞 朝日新聞、読売新聞、毎日新聞、産経新聞、奈良新聞　ほか

テレビ、ラジオ NHK奈良、奈良テレビ

雑誌 マイ奈良、月刊大和路ならら、ぱーぷる、広報あすか　ほか

インターネットメ
ディア

インターネットミュージアム、あをによしなら旅ネット、イベントバンク

その他 橿原ナビプラザ

実施日 4月27日

人数等 8媒体（場所：飛鳥資料館展示室）

実施日 ―

人数等 ―

・夏期企画展「第8回写真コンテスト 飛鳥の路」

会期 7月28日（金）～9月3日（日）（33日間）

ターゲット 写真愛好家、飛鳥を散策したい観光客、高校生及びその家族

重点項目 写真雑誌、高校写真部などへの情報提供と奈良県高校写真展優秀作品の展示　

特記事項 入賞作品をインスタグラム対応フレームに入れて会場で配布して飛鳥めぐりを誘引する

①広告・広報

種類 設置場所、件数等

ポスター・チラシ・
DM送付

約1,410件(47都道府県博物館・美術館・教育委員会・調査機関・寺社・図書館・大学、高校・中学･小学校
(県内）・道の駅・ホテル・旅館、近隣観光施設等)

交通広告 近鉄沿線主要駅駅にチラシ配置

新聞・雑誌広告 ―

テレビ広告

広報刊行物掲載 奈文研ニュース告知1回

博物館ウェブサイ
ト、SNSによる発信

当館ウェブサイトでの紹介、ブログ関連記事3回、SNSでの情報配信

その他 ―

種類 メディア名称、件数等

新聞 朝日新聞、読売新聞、奈良新聞　ほか

②メディア掲載等

②メディア掲載等

③報道発表会

④報道内覧会

②メディア掲載等
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テレビ、ラジオ NHK奈良

雑誌 ならめがね、ぱーぷる、マイ奈良、広報あすか　ほか

インターネットメ
ディア

インターネットミュージアム、あをによしなら旅ネット、イベントバンク、チラシミュージアム、登竜門

その他 橿原ナビプラザ

実施日 ―

人数等 ―

実施日 ―

人数等 ―

・秋期特別展「高松塚古墳を掘る－解明された築造方法」

会期 10月6日（金）～12月3日（日）（51日間）

ターゲット 歴史・考古学愛好家など

重点項目
SNSを利用して展示途中状況などを告知に利用
高松塚古墳の石室解体事業にともなう調査研究の成果と理解の促進

特記事項

①広告・広報

種類 設置場所、件数等

ポスター・チラシ・
DM送付

約1,370件(47都道府県博物館・美術館・教育委員会・調査機関・寺社・図書館・大学、高校・中学･小学校
(県内）・道の駅・ホテル・旅館、近隣観光施設等)

交通広告 近鉄沿線主要駅駅にチラシ配置

新聞・雑誌広告 ―

テレビ広告 ―

広報刊行物掲載 奈文研ニュース告知1回

博物館ウェブサイ
ト、SNSによる発信

当館ウェブサイトでの紹介、ブログ関連記事15回、SNSでの情報配信

その他

種類 メディア名称、件数等

新聞 朝日新聞、読売新聞、毎日新聞、産経新聞、奈良新聞、公明新聞

テレビ、ラジオ NHK奈良、奈良テレビ

雑誌 奈良のミュージアム、ぱーぷる、マイ奈良、広報あすか　ほか

インターネットメ
ディア

あをによしなら旅ネット、「ええ古都なら」、インターネットミュージアム、、イベントバンク　ほか

その他 橿原ナビプラザ

実施日 10月5日

人数等 6媒体（場所：飛鳥資料館展示室）

実施日 ―

人数等 ―

・冬期企画展 「飛鳥の考古学2017」

会期 30年1月26日（金）～3月18日（日）（45日間）

ターゲット 歴史・考古学愛好家など

重点項目 飛鳥・藤原地域での発掘・調査研究の成果と遺跡理解の促進

特記事項

①広告・広報

種類 設置場所、件数等

ポスター・チラシ・
DM送付

約1,350件(47都道府県博物館・美術館・教育委員会・調査機関・寺社・図書館・大学、高校・中学･小学校
(県内）・道の駅・ホテル・旅館、近隣観光施設等)

交通広告 近鉄沿線主要駅駅にチラシ配置

新聞・雑誌広告 ―

テレビ広告 ―

広報刊行物掲載 奈文研ニュース告知1回、文化庁広報誌ぶんかる「文化財のトビラ」

博物館ウェブサイ
ト、SNSによる発信

当館ウェブサイトでの紹介、ブログ関連記事1回、SNSでの情報配信

その他 ―

③報道発表会

④報道内覧会

②メディア掲載等

③報道発表会

④報道内覧会
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種類 メディア名称、件数等

新聞 朝日新聞、読売新聞、毎日新聞、奈良新聞、産経新聞

テレビ、ラジオ ＮＨＫ奈良、奈良テレビ

雑誌 ぱーぷる、月刊大和路ならら、マイ奈良、広報あすか　ほか

インターネットメ
ディア

「ええ古都なら」、インターネットミュージアム、イベントバンク、Dookkaa! おでかけ探検隊 ほか

その他 橿原ナビプラザ

実施日 30年1月25日

人数等 7媒体（場所：飛鳥資料館展示室）

実施日 ―

人数等 ―

②メディア掲載等

③報道発表会

④報道内覧会
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1-(3)-②-6 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、30年

1月 

194号（4・5・6月） 30,000部 

195号（7・8・9月） 15,000部 

196号（10・11・12月） 60,000部 

197号（29年1・2・3月） 15,000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 Letter  

Vol.133～136 

4、7、10、30年

1月 

Vol.129（4・5・6月） 3,000部 

Vol.130（7・8・9月） 3,000部 

Vol.131（10・11・12月）10,000部 

Vol.132（29年1・2・3月）3,000部 

観覧者、京都観光案内所 

博物館Dictionary No.198～207 

4月、6月、7月、

12月、30年1月、

2月  

45,000部 

（各2,000部。198号のみ27,000部。） 
観覧者（小・中学生対象） 

開館120周年告知ポスター・チラシ 4月 
ポスター 200部 

チラシ 50,000部 

観覧者、周辺施設、鉄道主要駅、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 

特集展示「京都水族館連携企画 京博すいぞ

くかん」ポスター・チラシ 
7月 

ポスター 400部 

チラシ 110,000部 

観覧者、周辺施設、鉄道主要駅、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 

「京博のお正月2018」ポスター・チラシ 11月 
ポスター 2,000部 

チラシ 135,000部 

観覧者、周辺施設、鉄道主要駅、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2018」ポスター・チラシ 12月 
ポスター 450部 

チラシ 9,000部 
観覧者ほか、関西圏の大学、専門学校へ送付 

特集展示「いぬづくし」リーフレット 12月 15,000部 観覧者 

特集展示「御所文化を受け継ぐ」リーフレッ

ト 
12月 15,000部 観覧者 

特別企画「貝塚廣海家コレクション受贈記念 

豪商の蔵」ポスター・チラシ 
1月 

ポスター 200部 

チラシ 10,000部 
観覧者、周辺施設、鉄道主要駅ほか郵送希望者にも発送 

特集陳列「雛まつりと人形」リーフレット 30年2月 5,000部 観覧者 

平成30年度年間スケジュール 30年3月 20,000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 

京都国立博物館 平成知新館 展示案内 30年3月 

日本語 26.9改訂 24,000部 

英語 26.9改訂 8,000部 

中国語（簡体字）26.9改訂 4,000部 

中国語（繁体字） 4,000部 

韓国語 26.9改訂 3,000部 

フランス語 26.9改訂 3,000部 

スペイン語 26.9改訂 3,000部 

ドイツ語 3,000部 

観覧者 

 

【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   20,000部 

秋号   30,000部 

冬号  15,000部 

美術館・博物館・学校・研究所・郵送希望者等  約5,200件

に発送 

館内で来館者に配布 

奈良国立博物館リーフレット 日本語版    35,000部 

英語版     8,000部 

フランス語版     1,000部 

ドイツ語版     1,000部 

中国語版     8,000部 

韓国語版     2,000部 

スペイン語版     1,000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  

 

 

刊  行  物  名 発  行  部  数 配    布    先 
東京国立博物館ニュース 

 

隔月刊年6回    各30,000部 来館者、マスコミ媒体（新聞・雑誌・放送局各社）、定

期郵送希望者、友の会・賛助会等会員、キャンパスメン

バーズ会員校、国内外の美術館・博物館・大学・研究所

等に送付 

東京国立博物館「案内と地図」 

 

日本語  29.4  改訂     140,000部 

英語   29.4  改訂      80,000部 

中国語（簡体字）29.4  改訂      22,000部 

中国語（繁体字）29.4 改訂      7,500部 

韓国語  29.4  改訂    10,000部 

フランス語 29.4 改訂      14,000部 

スペイン語  29.4 改訂       9,000部 

ドイツ語  29.4 改訂    6,500部 

館内で来館者に無償配布 

マスコミ媒体、大使館、学校、観光案内所等に送付 

 

 

東京国立博物館 展示・催しのご案内

2017.4-2018.3 

29.3  29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 
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【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  70,000部 

中国語版    7,000部 

韓国語版   12,000部 

英語版   10,000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 

 合計 105,000部 

・館内で来館者に配布 

・学校関係、旅行会社等へ郵送 

文化交流展示室案内マップ 日本語版 3,000部 

合計 3,000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  3,000部 

中国語版   300部 

韓国語版    300部 

英語版    500部 

合計 4,100部 

・視察者等に配布 

・学校関係へ郵送 

季刊情報誌「アジアージュ」 春(40)号  50,000部 

夏(41)号  50,000部 

秋(42)号  50,000部 

冬(43)号  50,000部 

合計  200,000部 

・館内で来館者に配布 

・美術館・博物館、近隣文化施設、県内市町村 

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 

毎月発行 各号16,500部 ・館内で来館者に配布 

・郵便局、学校、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 

16,700部 ・館内で来館者に配布 

九州国立博物館 わくわく通信   年4回 総数 568,000枚 ・近郊の小中学校に配布 

 
1-(3)-②-7 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 

 

1-(4) 有形文化財の収集・保管・展覧事業・教育普及活動等に関する調査研究 

 
1-(4)-① 有形文化財の展覧事業・教育活動等に関連する調査研究 
  
1-(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 
 
1-(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 
 
1-(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 

 
1-(4)-①-4 科学研究費助成事業による調査研究   （後述の資料に記載） ◎共通資料c-⑦ 
 
1-(4)-①-5 客員研究員一覧            （後述の資料に記載） ◎共通資料c-⑧ 

 
1-(4)-② その他有形文化財に関連する調査研究 
 
1-(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 
 
1-(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 
 
1-(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 

 
1-(4)-②-4 科学研究費助成事業による調査研究    （後述の資料に記載） ◎共通資料c-⑦ 
 
1-(4)-②-5 客員研究員一覧             （後述の資料に記載） ◎共通資料c-⑧ 
 
 

1-(4)-③ 国内外の博物館等との学術交流等 
 
1-(4)-③-1 研究交流実績一覧            （後述の資料に記載） ◎共通資料c-① 
 

1-(4)-④ 調査研究成果の公表 
 
1-(4)-④-1 調査研究刊行物一覧           （後述の資料に記載） ◎共通資料c-⑥ 

  
1-(4)-④-2 平常展・特別展・海外展         （後述の資料に記載） ◎共通資料a-③ 
 
1-(4)-④-3 講座・講演会等の開催実績       （前述の資料に記載） 1-(3)-①-2 講座・講演会等の開催実績 
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1-(5)-①-3 海外への列品貸与  
平成30年3月31日現在 

【東京国立博物館】 海外貸与先 6件  海外貸与文化財131件[うち寄託品 1件]   
 展覧会名称 申請者 【 会場 】 貸与期間 種別・員数 

1 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）】 

14 年 1 月 1 日 

～30 年 12 月 31 日 
東洋彫刻 2 件 

2 
【海外展】「北斎 －富士を超えて－/Late Hokusai：old man crazy 

to paint」(仮称) 

あべのハルカス美術館、大英博物

館、NHK 大阪放送、NHK プラネット

近畿、朝日新聞社【大英博物館】 

29 年 4 月 3 日 

～9 月 14 日 
絵画 4 件 

3 日伊国交 150 周年記念「花鳥風月 －屏風・襖にみる日本の自然－」 
文化庁【ウフィッツィ美術館(イタ

リア・フィレンツェ)】 

29 年 9 月 12 日 

～30 年 1 月 26 日 
絵画 5 件 

4 
日タイ修好１３０周年記念「日本美術のあゆみ―信仰とくらしの造

形―」展 

バンコク国立博物館【バンコク国

立博物館】 

29 年 12 月 6 日 

～30 年 3 月 9 日 

86 件 

絵画 22、書跡 4 

彫刻 8、金工 4 

刀剣 3、陶磁 6 

漆工 2、染織 24 

考古 11 

東洋陶磁 2 

5 
国立博物館合同企画特別展「東アジアの虎美術―韓国・日本・中国

―」 

韓国国立中央博物館【韓国国立中

央博物館】 

30 年 1 月 5 日 

～4 月 6 日 

30 件 

絵画 11、書跡 1 

金工 3、刀剣 2 

陶磁 4、漆工 4 

染織 2、考古 2 

和書 1 

6 
【海外展】設立１１０周年特別展「偉大なる飛躍：信春から長谷川等

伯へ」 

ジャパン・ソサエティー・ギャラリ

ー 

30 年 3 月 9 日 

～5 月 6 日 

4 件 

絵画 4 

 

【京都国立博物館】 海外貸与先2件  海外貸与文化財 13件[うち寄託品 3件] 
 展覧会名称 申請者 【 会場 】 貸与期間 種別・員数 

1 日伊国交 150 周年記念「花鳥風月」展 
文化庁【ウフィッツィ美術館（イタ

リア・フィレンツェ）】 

8 月 18 日 

～30 年 1 月 19 日 
絵画 11 件 

2 海外展「日本美術のあゆみ‐信仰とくらしの造形‐展」 文化庁【バンコク国立博物館】 
11 月 6 日 

～ 30 年 3 月 16 日 
金工 2 件 

 

【奈良国立博物館】 海外貸与先 1件  海外貸与文化財 5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 

1 
日タイ修好１３０周年記念「日本美術のあゆみ－信仰とくらしの造

形－」展 

文化庁、バンコク国立博物館【バン

コク国立博物館（タイ王国）】 

11 月 7 日 

～30 年 3 月 16 日 

5 件 

金工 5 

 

【九州国立博物館】 海外貸与先 1件  海外貸与文化財 4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 

1 
日タイ修好１３０周年記念「日本美術のあゆみ―信仰とくらしの造

形―展」 
バンコク国立博物館 

11 月 7 日 

～ 30 年 3 月 23 日 

4 件 

書跡 1、金工 1 

陶磁 2 

 

1-(5)-①-4 考古の相互貸借実績 

【東京国立博物館】 
 貸与先名 貸与期間 貸与件数（件） 借用件数（件） 

1 いわき市考古資料館 8 月 1 日～30 年 2 月 28 日 9 62 

2 和歌山県立紀伊風土記の丘 11 月 1 日～30 年 3 月 31 日 20 13 

 

【奈良国立博物館】 
 貸与先名 貸与期間 貸与件数（件） 借用件数（件） 

1 鳥取県立博物館 11 月 1 日～30 年 3 月 31 日 4 6 

2 浜松市 11 月 1 日～30 年 3 月 31 日 2 3 

 

 (参考) 

その他の貸与（収蔵品貸与促進事業） 

【東京国立博物館】 
 貸与先名 展覧会名称 貸与期間 貸与件数（件） 

1 秋田県立近代美術館 「Ippin! 逸品 明治工芸の至宝展」 9 月 14 日～12 月 7 日 8 

2 福島県立博物館 「山水憧憬―雪舟・蕪村・応挙 水墨の山野に遊ぶ―」 12 月 20 日～30 年 3 月 9 日 19 
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a-③ 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開館日数 312日間（平常展のみの開館日数 81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 

(3)法隆寺宝物館 1階、2階 

(4)平成館 1階 

(5)黒田記念館 

③展示総件数               10,223件(うち国宝425件、重要文化財1,023件) 

(1)本館・平成館企画展示室 4,430件(うち国宝251件、重要文化財 462件) 

(2)東洋館                  2,932件(うち国宝  3件、重要文化財  72件) 

(3)法隆寺宝物館 478件(うち国宝 17件、重要文化財 241件) 

(4)平成館考古展示室        2,137件(うち国宝154件、重要文化財 233件) 

(5)黒田記念館                 246件(うち国宝 0件、重要文化財   15件) 

④展示替件数 6,616件 ・ 展示替回数   延べ 364回 

⑤入場料金  

黒田記念館以外  一般620円、大学生410円 

黒田記念館 無料  

⑥特集 全28件（●国宝、◎重要文化財、○重要美術品） 

 

場所 名称 会期 陳列件数(うち指定品件数) 

本館 
懐石のうつわ 4月 18日 ～ 5月 21日 40件(重文 2件) 

14室 

＜主な作品＞ 
網絵懐石道具、◎鼠志野鶺鴒文鉢、織部扇形蓋物、◎銹絵芦文大皿、古染付御所車図六角手付鉢 

 茶事における懐石の席で出されるうつわを特集した展示。懐石は、茶事の食事の席として濃茶薄茶の前にふるまわれる。懐石のうつわは、陶磁
器、漆器を中心に用いられ、各種の向付や椀、鉢、皿、徳利、酒盃などは客の舌だけでなく目でも料理を楽しませる。 
この展示では、5代中村宗哲による漆の懐石具一式と、茶の湯で愛玩されてきた陶磁器のうつわを紹介した。黄瀬戸、志野、織部といった美濃の

ものや唐津のもの、祥瑞、古染付といった中国への注文品などは、茶の湯が最盛期を迎えた安土桃山時代から江戸時代初期にかけて数多く作られ、
今日もなお私たちを魅了する。同時開催の特別展「茶の湯」（～6月 4日）と合わせて鑑賞いただいた。 

本館 
幕府祈願所 霊雲寺の名宝 4月 25日～6月 4日 15件(重文 6件) 

特別 2室 

＜主な作品＞ 

梵書胎蔵界大日如来真言、両界曼荼羅図、◎弥勒曼荼羅図、訳経記、悉曇三密鈔 

 文京区湯島の霊雲寺は、元禄 4 年（1691）五代将軍徳川綱吉の帰依を受けた覚彦浄厳（1639～1702）を開基とし、国家安泰を祈る幕府祈願所と
して創建された真言宗寺院である。浄厳はとくに梵字悉曇学に関する多くの研究書を著し、また仏教徒としての戒律護持の大切さを説いた。一方

で江戸庶民にも多くの灌頂、授戒を行ない、霊雲寺は民衆にも寄り添う寺院として広く親しまれた。本特集では、霊雲寺が所蔵する名宝と当館所
蔵の関連資料をともに展示し、霊雲寺と寺宝の魅力、開基浄厳の行状について紹介した。 

平成館 親と子のギャラリー トーハクでバードウォッチング 
―キジやクジャク、鳳凰が勢ぞろい― 

4月 25日 ～6月 4日 37件(重美 1件) 
企画展示室 

＜主な作品＞ 
色絵雉置物  五代清水六兵衛作昭和時代・20世紀、刺繍孔雀図屏風田中利七作明治 26年(1893) 

友禅染掛幅桐鳳凰図 江戸時代・19世紀 

 春の行楽やゴールデンウィークで東博を訪れるファミリー層を対象に、美術鑑賞の楽しさ・面白さを伝えるための特集「親と子のギャラリー」

を、国際博物館の日を記念して国立科学博物館、上野動物園との３館園連携企画として実施した。キジ、ニワトリ、クジャクなどキジ科の鳥や、

キジ科の鳥、セイランがモデルともいわれる鳳凰をモチーフとした作品を紹介した。特に、美術品のモチーフに多く登場するクジャクと鳳凰はそ

れぞれコーナーを設けて展示し、人がそれらをどのように見て、どのように表現してきたかについて説明した。子どもの理解の助けとなる実物展

示や補助的な解説パネルの作成を２館園の協力により行い、作品名称についても通常の列品名のほか、子ども用にわかりやすくした名称や文章を

併せて掲示するなど、理解の促進を図った。また、三館園をめぐるツアー「上野の山でキジめぐり」を 2017年 5月 20日に実施した。 

本館 
日本の仮面 舞楽面・行道面 5月 23日～8月 27日 31件(重文 19件)  

14室 

＜主な作品＞ 
◎菩薩面、◎舞楽面 胡徳楽、◎舞楽面 納曽利、◎舞楽面 童舞、行道面 五部浄居天 

 雅楽の一種で、舞を伴う舞楽に用いるのが舞楽面、練供養や、これに類似した法会に用いた仮面を行道面という。奈良・手向山八幡宮、愛知・
熱田神宮、愛知・真清田神社などが所蔵の舞楽面、丹生都比売神社（天野社）伝来の舞楽面と行道面を展示し、古代、中世の芸能の多様性と、仮
面の彫刻的魅力に触れていただいた。 
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本館 
平成 28年度新収品展 6月 27日～7月 17日 72件(重文 2件) 

特別 1・2室 

＜主な作品＞ 

サットサイシリーズ、◎書状、◎准胝仏母像、玄奘三蔵像、青花雲龍文方壺 

 平成 28 年度に新たに収蔵品に加わった文化財のうち、寄贈品・購入品より 72 件を公開した。新収品を通じ、当館のもっとも重要な事業のひと
つに位置づけられる｢文化財の収集｣について、その成果と意義をお示しした。 

本館 
親と子のギャラリー びょうぶとあそぶ 7月 4日 ～9月 3日 2件 

特別 4室、特別 5室 

＜主な作品＞ 

松林図屏風（高精細複製）、群鶴図屏風（高精細複製） 

   高精細複製品を用い、映像や音楽を効果的に使って日本美術の新しい鑑賞体験をデザインする革新的な展示を試みた。特別 5室では屏風本来の
鑑賞方法にのっとり、会場内に設けた畳のステージに松林図屏風（高精細複製）を露出展示した。さらに、屏風の背後に高さ 5ｍ、直径 15ｍの半

円形の特設スクリーンを設置し、松林の外に広がる景色や松林の中を飛ぶ鳥などの映像を投影することによって、来館者を作品世界の中や外側に
広がる風景へといざなった。特別 4室ではフリーア美術館所蔵の群鶴図屏風（高精細複製）を露出展示し、描かれた絵の中の世界を体感できるイ
ンタラクティブなデジタルコンテンツを展示室の壁に投影した。さらに体験を深めるハンズオン展示、ワークシートの配布、ワークショップ、ダ

ンサーによる松林図屏風の前でのダンスイベントなどを実施した。こうした試みにより、来場者が自らの想像力を生かした鑑賞の楽しさを知り、
伝統文化に親しむきっかけとなることを目指した。 

平成館 
新指定 重要文化財 野毛大塚古墳－世田谷の中期古墳－ 7月 11日～9月 10日 39件(重文 39件) 

企画展示室 

＜主な作品＞ 
◎滑石製槽、◎滑石製下駄、◎滑石製坩、◎滑石製斧 

野毛大塚古墳は、東京都世田谷区にある、５世紀の帆立貝形古墳（全長 82m）である。４つある埋葬施設のうち、明治 30（1897）年に箱形石棺
（第二主体部）が発見され、そこから多数の石製模造品が出土した。水を使った儀礼に関わる、導水形の施設を再現した滑石製槽は、他に類例は

なく、下駄、坩（小壺）、皿といった珍しい作品も含まれる。また、滑石製刀子は 232 点以上あり、東日本でも最大数を誇る。これらの野毛大塚
古墳出土品の内、すでに第一、三、四主体部等から出土した世田谷区所蔵品は、平成 28年度に重要文化財に指定されている。このたび当館が所蔵
する第二主体部の出土品が重要文化財に指定されることになり、新指定を記念して野毛大塚古墳出土品を展示した。また、古墳や石棺、他の主体

部出土品は写真パネルを用いて紹介したことで、展示の理解を深めた。 

本館 
近衞信尹と三藐院流の書－近世初期の名筆― 8月 29日～10月 9日 14件(重美 1件) 

特別 1室 

＜主な作品＞ 
三十六歌仙帖 

近衞信尹(1565～1614）は、本阿弥光悦、松花堂昭乗とあわせて、「三筆」（いわゆる「寛永の三筆」）に称えられる。上代様を基礎にして、雄
渾な独特の和様の筆致である信尹の書風は、三藐院流と呼ばれて流行した。   
本特集では、近衞信尹の書の魅力を紹介するとともに、信尹の書風を引き継ぐ近衞信尋ほか三藐院流の書を展示した。 

本館 
運慶の後継者たち―康円と善派を中心に 8月 29日～12月 3日 14件(重文 12件) 

14室 

＜主な作品＞ 
文殊菩薩立像、◎愛染明王坐像、◎菩薩立像、◎文殊菩薩坐像（文殊菩薩騎獅像および侍者立像のうち）、◎善財童子立像（文殊菩薩騎獅像およ

び侍者立像のうち） 

「運慶展」（９月２６日～１１月２６日）の開催にちなみ、列品および寄託品のなかより、「運慶展」には出陳されない運慶以降の慶派仏師の

手になる作品を展示した。鎌倉時代に活躍した運慶の量感豊かで力強い写実的な作風は、後の世代に大きな影響を与えた。本企画では、なかでも
運慶の次々世代にあたる康円および、奈良を拠点に独自の展開を遂げた善円（善慶）を代表する善派仏師の作品を中心に、運慶以後の鎌倉彫刻の
展開について紹介した。 

東洋館 
チベットの仏像と密教の世界 9月 5日～10月 15日 34件 

12室 

＜主な作品＞ 

除蓋障菩薩坐像（八大菩薩のうち）、仏頂尊勝母坐像、チャクラサンヴァラ父母仏立像、六臂マハーカーラ立像、黄色ジャンバラ坐像、ヴァジュ
ラバイラヴァ父母仏立像 

全体テーマを「マジカル・アジア」とする、平成２９年度「博物館でアジアの旅」にちなみ開催した。チベット仏教は、密教のなかでも呪術性

が強く、とりわけ儀礼を重視することで知られる。そのため、教理と結びついた複雑な造形と仏の体系が築かれてきた。これに加えて、インドの
風土に由来する多面多臂といった異形や、鳥獣や骸骨など異色のモチーフが多用され、見る者を圧倒する。中国にも断続的にその影響がみられる
が、とりわけ元や清といった遊牧民族の王朝における信仰は篤く、チベット僧が招かれ数多くの仏像が制作された。当館も清朝時代、北京周辺の

遺品を多数所蔵している。本展示では、なかでも特色ある作品を選び、その豊かな信仰世界をご紹介した。 

東洋館 
アジアの祈り 9月 5日～10月 15日 10件 

13室 

＜主な作品＞ 

銭剣、カヴァ用木鉢、レンチョン、仮面 

平成 29年度の博物館でアジアの旅「マジカル・アジア」の一環として、アジアの民族資料にみられる祈りにかかわる作品のうち、通常の展示に
はあまり用いないものを展示した。 
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東洋館 
唐三彩 9月 5日～30年 2月 4日 48件(重文 1件) 

5室 

＜主な作品＞ 

三彩駱駝、三彩貼花龍耳瓶、三彩女子 

造形、装飾ともに卓越した技術で発展をとげてきた中国陶磁。なかでも人物や動物を生き生きと表し、また緑、黄、藍、白などあざやかな色彩
で観る者を惹きつける唐三彩に注目した。アジアの旅のテーマ「マジカル・アジア」に合わせて、人物や空想上の動物、家畜などの姿を表わした
明器を中心に、幅広く親しまれた唐三彩の発生から展開をたどり、その魅力を多面的に紹介した。   

また、ケース 6では近年寄贈になった北宋汝窯青磁の作品を中心に、中国青磁の名品を常設的に展示した。 

平成館 
清朝末期の光景―小川一真の北京城写真― 9月 26日～11月 19日 72件 

企画展示室 

＜主な作品＞ 
太和門、太和殿 

本特集では、明治 34 年・光緒 27 年（1901）、東京帝国大学の紫禁城調査に同行した写真師・小川一真（1860～1929）によって撮影された『北
京城写真』を紹介した。写真は、義和団事件で光緒帝と慈禧皇太后（西太后）が一時的に紫禁城を離れた時期に、紫禁城の建築を調査する目的で

撮影されたものである。小川一真の卓越した技術によって撮影された、清朝末期の北京城の情景をご覧いただいた。 

平成館 
いわきの考古学―貝塚と横穴墓― 9月 26日～12月 25日 63件 

考古展示室 

＜主な作品＞ 

深鉢形土器、鹿角製燕形銛頭、鹿角製結合式釣針（寺脇型）、人面付石製品、人面付岩版、金銅製馬鈴、幡金具 

いわき市は福島県南東部に位置し、同県内では浜通り地方とも呼ばれる太平洋に面した地域である。 
縄文時代の太平洋沿岸には貝塚が数多く分布するが、とくにいわき市は前期から晩期の貝塚が集中することでも知られ、晩期には寺脇型と呼ば

れる特徴的な鹿角製の漁具が発達した。また縄文時代の儀礼に用いられた岩偶や岩版などの石製品もまた地域的な特徴をもつことで著名である。 

一方、古墳時代には横穴墓が盛行した地域として知られ、墓内には金銅製馬具や幡金具といった豪華な副葬品が納められた。また、いわき市周
辺は装飾古墳が集中しており、豊かな彩色が施された中田横穴墓は、当該地域を代表するものとして名高い。 
本特集は、平成 29年度考古相互貸借事業によるものであり、いわき市考古資料館の所蔵品を中心に紹介した。 

本館 
明治時代の日本美術史編纂 10月 3日～11月 26日 44件(重文 15件) 

15室 

＜主な作品＞ 
Histoire de l'art du Japon(日本美術史)、稿本日本帝國美術略史、千九百年仏国巴里万国博覧会古代品出陳記念牌 日本帝国博物館宛、千九百年
仏国巴里万国博覧会古代品出陳記念牌 証書 日本帝国博物館宛、帝国美術歴史編纂関係書類 下 

『稿本日本帝国美術略史』は、日本において初めて編纂された公式の美術史で、明治 34 年（1901）に刊行された。明治 33 年（1900）のパリ万
国博覧会を契機として完成した本書はそれまでの文化財調査の蓄積を元にして岡倉天心を中心に帝国博物館（東京国立博物館の前身）が編纂した。

フランス語版がパリ万博に出品された後、帝室博物館（東京国立博物館の前身）が日本語版を刊行した。 本展示では東京国立博物館に残る『稿本
日本帝国美術略史』編纂に関わる記録と写真、歴史資料を通して、美術博物館として歩み始めた時期の博物館の姿を紹介した。 

東洋館 
中国書画精華―日本人のまなざし― 10月 17日～12月 10日 

49件 
(国宝 3件、重文 9件、重美 5件) 8室 

＜主な作品＞ 
◎二祖調心図軸、琴棋書画図軸、◎雪汀遊禽図軸、○秋林隠居図軸、◎五龍図巻、◎竹塘宿雁図軸、山水図冊、●古文尚書巻第六、●碣石調幽蘭
第五、行書虹県詩巻、楷書玄妙観重脩三門記巻、●禅院額字「旃檀林」、◎禅院額字「釈迦宝殿」 

今年も、秋の中国美術の名品展として「中国書画精華」を開催した。日本には古くから中国の書画が舶載され、それらは日本美術にも大きな影
響を与えてきた。特に、宋・元時代の書画は、鎌倉時代以降の禅宗と共に数多く伝えられ、書院や茶室において、日本の趣味にもとづく新たな鑑

賞法のもとに親しまれてきた。また、狩野派を始めとする江戸時代の画家たちは、室町将軍家の価値観を継承しつつ、明・清時代絵画の図様・画
法も積極的に学習していった。そして明治時代以降、日中の往来が盛んになるにつれ、中国伝世の精品が少なからず日本に伝えられ、中国本来の
文人趣味を理想とする財界人・文化人によって優れたコレクションが形成された。中国歴代書画の名品がいつごろ日本に伝えられ、どのような影

響を与えてきたのか、日本における受容に留意しつつ、名品の数々を紹介した。 

本館 
室町時代のやまと絵―絵師と作品― 10月 24日～12月 3日 35件(重文 11件) 

特別 1・2室 

＜主な作品＞ 

◎浜松図屏風、◎浜松図屏風、◎月次風俗図屏風、◎融通念仏縁起絵巻 巻上、◎融通念仏縁起絵巻 巻下、◎清水寺縁起絵巻 巻下、◎星光寺
縁起絵巻 巻下、◎伝足利義政像、◎桃井直詮像、◎牡丹花肖柏像、◎松図屏風 

「室町時代の絵画と言えば水墨画」。教科書をはじめ、一般にこうした認識は未だ根強い。ただこの時代、水墨を基調とする「漢画」とともに
多く描かれていたのは、伝統的な「やまと絵」主題の絵画だった。室町時代のやまと絵には描いた絵師の名が判明する作例も多く、絵師それぞれ
の個性の違いや、同一絵師の名を冠した作品の中でもスタイルの差異を確認することもできる。この特集では、室町時代やまと絵師たちの画業と

ともに、その豊かな表現世界を紹介した。 

本館 2017年ユネスコ「世界の記憶」登録記念 
朝鮮国書―朝鮮通信使の記録   

12月 5日～12月 25日 23件(重文 16件) 
特別 1室 

＜主な作品＞ 
◎龍文朱塗箱、◎朝鮮国王国書別幅 

この度、当館が所蔵する重要文化財「朝鮮国書」を含む『朝鮮通信使の記録』が、ユネスコ「世界の記憶」(Memory of the World)に登録された。
「世界の記憶」は世界的に重要な記録物への認識を高め、保存やアクセスを促進することを目的とし、ユネスコの事業として 1992年に開始された

ものである。『朝鮮通信使の記録』は、12 回にわたって行われた通信使について、日本と韓国それぞれに伝来する外交記録、旅程の記録、文化交
流の記録から構成され、「朝鮮国書」は外交記録として登録された。当館では最後の使節となった 1811年の国書を含む、計 9回の使節の国書を有
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しており、なかでも 1617年の国書は、安土桃山時代に断絶していた日朝間の国交が江戸時代に特異な形で再開されたことを示す大変貴重な資料で
ある。国書の接受は国家間外交の象徴的な行為であり、文面には「誠信交隣」の精神が満ち溢れており、朝鮮通信使を介した日朝外交の平和的な
展開を伝えるものである。今後、益々、両国に伝わる文化財を通じた、友好的かつ継続的な交流を図り、文化財の保存と活用の意義を踏まえなが

ら、朝鮮通信使に関する学術的な研究が深化することを期待したい。 

本館 
親指のマリアとキリシタン遺品 12月 5日～12月 25日 40件(重文 25件) 

特別 2室 

＜主な作品＞ 
聖母子像、シドッチ頭部（復元）、西洋紀聞（写本）、◎聖母像（親指のマリア） 

平成 26年（2014）文京区の切支丹屋敷跡から発掘された人骨が国立科学博物館の鑑定によりイタリア人宣教師ジョバンニ・バッティスタ・シド

ッチと判定された。この歴史的発見を受け、クリスマスの時期にあわせ、当館が所蔵するシドッチが持参した可能性が高い油彩の聖母像（通称親
指のマリア）や、シドッチへの尋問をまとめた新井白石「西洋紀聞」ほかシドッチ関連資料とともに、聖母子や聖人などを表したキリシタン遺品
を展示し、来館者が日本のキリスト教信仰について理解を深める一助とした。   

文京区教育委員会と国立科学博物館の協力により、切支丹屋敷と人骨発掘の様子、人骨分析に関する解説を作成する。文京区教育委員会からは
シドッチの復顔を借用した。 

平成館 やきもの、茶湯道具の伝来ものがたり ―付属品・次第と
ともに観る― 

12月 5日～30年 1月 28日 19件(重文 2件) 
企画展示室 

＜主な作品＞ 

◎青磁輪花碗 銘 馬蝗絆、唐物肩衝茶入 銘 松山、◎一重口水指 銘 柴庵、園城寺霰釜、銹絵十体和歌短冊皿 「八十一歳乾山」銹絵銘 

本展示は陶磁器作品を中心に、日ごろ見せる機会の少ない付属品までも含めて作品とともに展示し、作品がどのようにして伝わってきたかを紹
介した。付属品は、文字どおり作品に「付属する」もので、茶の湯の世界では次第とも呼ばれる。それらは、共箱のように、作者が自ら箱書きす
るなどし作品が作られたときから一緒に存在するものや、さまざまな所蔵者を経ていくうちに、増えていったものなどがある。この展示では「茶

湯道具の次第」「コレクターの眼」「共箱」といった小テーマを設け、作品と付属品とを合わせてみていただくことで、作品の伝来や背景に広が
る世界を楽しんでいたいた。 

本館 
刀剣鑑賞の歴史 12月 5日～30年 2月 25日 

15件 
(国宝 4件、重文 4件、重美 1件) 14室 

＜主な作品＞ 
●刀 （無銘）、●刀 （金象嵌銘 城和泉守所持 正宗磨上 本阿（花押）） 

刀剣の鑑賞は、「姿（すがた。形状）」、刀身表面にあらわれる木目のような模様の「地鉄（じがね）」、そして焼刃の模様である「刃文（は
もん）」などを見どころにしている。姿は制作された時代ごとの特徴、地鉄は流派の特徴、そして刃文は刀工自身の特徴があらわれるとされ、そ

の分析は近代以前から既に高度に発達していた歴史がある。この特集では、茎（なかご。刀身の柄）に作者の銘が残る刀剣と、同一作者の無銘の
作品を陳列するなどして、刀剣がどのような視点から鑑賞されてきたかを辿った。 

本館 
博物館に初もうで 犬と迎える新年 30年 1月 2日～1月 28日 57件 

特別 1・2室 

＜主な作品＞ 

朝顔狗子図杉戸、洋犬図絵馬、山水図、名所江戸百景・高輪うしまち、犬を戯らす母子 

平成 30年の干支に因み、戌（いぬ）をテーマとした作品を展示する。犬は世界中で最も古くに家畜化されたと考えられる動物であり、様々な民
族の文化に影響を与えた。   
「いぬのかたち」：日本人に愛されてきた、かわいらしい子犬や珍しい異国犬の造形をテーマとした。絵画では、日本人の持っていた犬のイメ

ージを概観し、それがどのように円山応挙や酒井抱一らの名品に結実し、彼らの築いた典型がどのように継承されたのか、について概観した。彫
刻・工芸では、バラエティーに富んだ素材と表現技法を用いた立体的な犬の姿形に着目し、そこに込められた愛情深い表現を紹介した。   
「いぬとくらす」：では、常に人と共にあった犬の文化史的な意義をテーマとした。「鶏犬相聞こゆ」という桃源郷のような、田園における隠

逸生活の友として、あるいは都市の雑踏に寄り添う存在として、また美女に抱えられた愛玩動物として、様々な絵画にあらわされた犬の姿を通じ
て、犬と人との関わりをわかりやすく紹介した。 

東洋館 
呉昌碩とその時代―苦鉄没後 90年― 30年 1月 2日～3月 4日 78件 

8室 

＜主な作品＞ 
行書斉侯罍識語軸、墨竹図軸、雲根図軸、山水図軸、斉雲館印譜、海浜話別図巻、臨石鼓文軸、行書王維五言句横披 

清時代の末期から民国の初期にかけて、書・画・印に妙腕をふるった呉昌碩(1844～1927)は、清王朝 300 年の掉尾を飾る文人として知られてい

る。初名を俊、のちに俊卿といい、民国元年(1912)から昌碩と改めた。56 歳のとき、安東県(江蘇省)の知事となるものの、一ヶ月で辞職し、生涯
を在野で過ごした。呉昌碩は、終生にわたって石鼓文の臨書に励み、その風韻を書・画・印に結実させた。平成 29 年度は呉昌碩の没後 90 年にあ
たることから、呉昌碩の作品を概観し、その業績を顕彰した。台東区立書道博物館との連携企画第 15弾。 

平成館 
和歌山の埴輪―岩橋千塚と紀伊の古墳文化― 30年 1月 2日～3月 4日 13件(重文 7件) 

考古展示室 

＜主な作品＞ 
◎翼を広げた鳥形埴輪、◎胡籙形埴輪、◎両面人物埴輪 

和歌山県の北端を西流する紀ノ川の河口部に、岩橋千塚古墳群が立地する。   
この岩橋千塚古墳群は、４世紀末から７世紀後半にかけて作られた総数約 850 基の古墳が分布し、国の特別史跡に指定されている。なかでも６

世紀前半の首長墓である大日山 35号墳からは埴輪群が出土し、翼を広げた鳥形埴輪や両面人物埴輪は、他に類例のないものとして著名である。大

日山 70号墳では、朝鮮半島との関係が深い陶質土器や鍛冶具を副葬するなど、紀ノ川流域の渡来系文化を代表する。   
本特集は、平成 29年度考古相互貸借事業によるものであり、和歌山県立紀伊風土記の丘の所蔵品を中心に紹介した。 
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本館 
江戸後期の京焼陶工―奥田頴川と門下生を中心に 30年 2月 6日～4月 22日 42件(重文 1件、重美 1件) 

特別 2室 

＜主な作品＞ 

〇色絵飛鳳文隅切膳、◎染付龍濤文提重、煎茶具、白泥色絵人物文凉炉 ｢欽古｣ 印、色絵桜楓文木瓜形鉢 

本展示では、江戸時代後期に活躍した京焼陶工・奥田頴川とその門下生を中心に取り上げる。     

奥田頴川（1753-1811）は、京都で初めて本格的な磁器づくりを成功させた陶工である。当時、文化人の間で中国趣味や煎茶が人気を博していた
時代の流れに応じ、中国陶磁に倣いつつ、独自の創造を加えた作品を手掛けている。   
頴川の下には、青木木米（1767-1833）、欽古堂亀助（1765-1837）、仁阿弥道八（1783-1855）らが集い、彼らもまた単なる中国陶磁の模倣にと

どまらない作風を展開する。さらには、各地の藩に招かれるなどして、御庭焼の開窯や発展に関与しており、多様な作風が生み出された京都の陶
磁器づくりが、やがて全国へ広がっていくきっかけを作り出すことに貢献している。この展示では、前半でそれぞれが手掛けたとされる個々の作
品を紹介し、後半に諸藩の御庭焼等、開窯や発展に関与した地方窯について紹介し、18～19 世紀における京焼の諸相と、技術伝播について見てい

ただいた。 

本館 
おひなさまと日本の人形 30年 2月 27日～3月 18日 52件 

14室 

＜主な作品＞ 
牙首雛、古今雛、三つ葉葵紋蒔絵雛道具、古式次郎左衛門雛、古今雛、嵯峨人形 遊女立姿、裸嵯峨 

３月３日は桃の節供。雛祭にちなんで恒例となった特集を行う。今回は江戸の有力な郷士であった日比谷家に伝来した大揃えの古今雛を中心と
して、主に江戸時代の関東地方で製作された雛人形・雛道具を展示する。三谷家伝来の牙首雛や山本家伝来の古今雛といった富裕層の雛人形とと

もに、越ヶ谷雛や鴻巣雛といった庶民の雛人形をあわせて展示することで、江戸時代の関東地域における雛文化を概観した。   
また嵯峨人形や賀茂人形、奈良人形といった関西地域で製作された木彫人形をあわせて展示する。特に仏師が製作したことに由来するという嵯

峨人形は絢爛たる彩色が特徴であり、衣裳人形とは異なる造形の美しさがある。   

一方、従来行っているように、立雛や古式次郎左衛門雛、古式享保雛といった初期の雛人形もあわせて展示し、雛人形の成立から発展までも見
通せるようにした。人形の名品を通じ、繊細で美しく、そしてかわいらしいものを尊び、高い技術を駆使して作品を作り上げてきた日本の美意識
を、楽しく伝えた。 

本館 
東京国立博物館コレクションの保存と修理 30年 3月 13日～4月 8日 16件 

特別 1室 

＜主な作品＞ 
年中行事図屏風 

本特集では、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、近年に解体を含む根本的な修理を終えた絵画、工
芸、考古資料などさまざまな分野から、形態、技法が異なる作品を取り上げた。     
展示では、作品とともに修理過程で得られた情報も、パネルなどを用いて公開し、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よう

につとめる。  本年度は、本格修理完了品として「年中行事屏風図」「小忌衣 浅葱天鵞絨地菊水模様」「人面付壺形土器」など 12件、対症修理
完了品として「正倉院伝来裂」「享保雛」など 4件、計 16件を展示する。またパネル展示となるが、本格修理が終了し再設置した「大燈篭」を、
春の庭園解放に合わせて紹介した。 

本館 
日本の仮面 能狂言面の神と鬼 30年 3月 20日～4月 22日 24件 

14室 

＜主な作品＞ 
能面 大癋見、能面 翁、狂言面 毘沙門、能面 茗荷悪尉、能面 安達女、能面 橋姫 

時には恵みを、時には脅威をもたらす大自然を象徴する存在である龍神、雷神、天狗が登場する能も数多くあり、その役の面は表情豊かで造形
の魅力もある。また、角を生やし、大きく見開いた目はあやしい光を放ち、牙をむく恐ろしい形相の女性を表した面、にこやかな神々の面なども

併せて展示し、能面の多様性をご覧いただいた。 

 
(2) 特別展、共催展等（海外展を含む） 

展覧会名 特別展「茶の湯」 

会  期 4月11日（火）～6月4日（日）（49日間） 

会  場 平成館 

主  催 東京国立博物館、NHK、NHKプロモーション、毎日新聞社 

協   賛 伊藤園、トヨタ自動車、日本写真印刷、三井住友海上火災保険、三井物産 

特別協力 表千家不審菴、裏千家今日庵、武者小路千家官休庵、藪内燕庵、遠州茶道宗家、江戸千家宗家蓮華庵、江戸千家、大日本茶

道学会、茶道宗徧流不審庵 

展示協力 大光電機 

作品件数 259件 

来館者数 245,795人（目標150,000人、達成率：163.9％） 

入場料金 一般1,600円(1,400円/1,300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 84.3％ 

担当研究員数 3人 

展覧会の内容  12世紀頃、中国で学んだ禅僧によってもたらされた宋時代の新しい喫茶法は、禅宗寺院や武家などの間で浸透していった。

「唐物」を用い、また室内を飾ることに価値を見出し、安土桃山時代には、日常に使われているもののなかから自分の好み

に合った道具をとりあわせる「侘茶」が千利休により大成されて、茶の湯は天下人から大名、町衆へ広く普及した。本展覧

会では、おもに室町時代から近代までの「茶の湯」の美術の変遷を展観した。 

講演会等 「桃山の茶陶―和物茶碗」講師：伊藤嘉章(九州国立博物館副館長) 平成館大講堂 3月15日（土） 373名 

「茶の湯の魅力―日本、朝鮮、中国のやきものを中心に」講師：三笠景子(東洋室主任研究員)  5月13日（土） 392名 
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展覧会名 日タイ修好130周年記念特別展「タイ ～仏の国の輝き～」 

会  期 7月4日（火）～8月27日（火）（49日間） 

会  場 平成館 

主  催 東京国立博物館、タイ王国文化省芸術局、日本経済新聞社、BSジャパン 

共  催 国際交流基金アジアセンター 

協   賛 NEC、花王、スターツグループ、ダイキン工業、大日本印刷、東レ、トヨタ自動車、三菱商事 

協   力 日本貨物航空 

後  援 タイ王国大使館、タイ国政府観光庁 

作品件数 142件 

来館者数 116,100人（目標70,000人、達成率：165.9％） 

入場料金 一般1,600円(1,400円/1,300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 88.4％ 

担当研究員数 2人 

展覧会の内容 タイでは、仏教は人々の暮らしに寄り添う大きな存在であり、長い歴史のなかで多様な仏教文化が花開いた。本展では仏教

国タイについて、タイ族前史の古代国家、タイ黎明期のスコータイ朝、国際交易国家アユタヤー朝、現王朝のラタナコーシ

ン朝における仏教美術の名品を通じて、同国の歴史と文化を紹介した。本展覧会は、日タイ修好130周年を記念するもので

あることから、日本とタイの交流史についても合わせて紹介した。 

講演会等 「仏の国の歩み」講師：猪熊兼樹(東博学芸企画部企画課出版企画室主任研究員)  平成館大講堂 8月5日 319名 

国際シンポジウム「タイの仏教美術と王権」猪熊兼樹（東博学芸企画部企画課出版企画室主任研究員）、原田あゆみ（九博

学芸部企画課特別展室長）、ﾙﾝﾛｰﾄ ﾀﾑﾙﾝﾙｱﾝ（ｼﾗﾊﾟｺｰﾝ大学准教授)、ﾅﾀﾊﾟｯﾄ ﾁｬﾝﾀｳｨｯﾄ (元 ﾀｲ芸術局上席専門官）、末兼俊

彦（東博学芸研究部列品管理課平常展調整室主任研究員） 平成館大講堂 7月15日 193名 

 

展覧会名 フランス人間国宝展 

会  期 9月12日(火) ～11月26日(日)（67日間） 

会  場 表慶館 

主  催 東京国立博物館、NHKプロモーション、朝日新聞社、HEART ＆ crafts 

後  援 フランス文化省、在日フランス大使館／アンスティチュ・フランセ日本 

メセナ ベタンクールシュエーラー財団 

協   賛 ヴァン クリーフ＆アーペル、三井住友銀行 

協  力 フランス国立工芸研究所、全日本空輸、竹尾、ピエール・エルメ・パリ、J-WAVE、Redactik、Loupi 

作品件数 235件 

来館者数 70,192名（目標40,000人、達成率：175.5％） 

入場料金 一般1400円(1,200円／1,100円)、大学生1,000円(800円／700円)、高校生600円(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  84.9％ 

担当研究員数 3名 

展覧会の内容 フランス文化省は、日本の人間国宝（重要無形文化財の保持者）認定にならって、1994年にメートル・ダールという呼称

で人間国宝制度を創設しました。本展は、羽細工や金銀細工をはじめとする15の工芸分野、各1名ずつの作家の作品を展示す

るとともに、同国にける技術の伝承について紹介した。 

講演会等 フォーラム 9月16日 平成館大講堂 

「日仏両国における人間国宝」講師：リン・コーエン＝ソラール（フランス国立工芸研究所会長）、ジェラール・デカン（元

フランス国立工芸研究所会長・紋章彫刻作家）、室瀬和美（漆芸家）、司会：伊藤嘉章（九州国立博物館副館長） 

「建築の世界の伝統と革新」講師：エマニュエル・バロワ（ガラス作家）、東豊雄（建築家）、伊東順二（東京藝術大学特

任教授・美術評論家） 182名。 

 

展覧会名 興福寺中金堂再建記念特別展「運慶」 

会  期 9月26日(火) ～11月26日(日)（５５日間） 

会  場 平成館 

主  催 東京国立博物館、法相宗大本山興福寺、朝日新聞社、テレビ朝日 

後  援 TOKYO FM 

協   賛 あいおいニッセイ同和損保、鹿島建設、JR東日本、大和証券グループ、凸版印刷 

協   力 神奈川県立金沢文庫、小学館、ビックカメラ 

作品件数 37件 

来館者数 600,439名（目標250,000人、達成率：240.2％） 

入場料金 一般1,600円(1,400円/1,300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  91.4％ 

担当研究員数 4名 

展覧会の内容 運慶は、卓越した造形力で生きているかのような現実感に富んだ仏像を生み出し、輝かしい彫刻の時代をリードした。本

展では、運慶とゆかりの深い興福寺をはじめ各地から名品を集めて、その生涯の事績を通覧した。さらに運慶の父・康慶、

実子・湛慶、康弁ら親子3代の作品を揃え、運慶の作風の樹立から次代の継承までをたどった。 

講演会等 「興福寺と運慶―特に北円堂の諸像をめぐって―」講師：多川俊映(法相宗大本山興福寺貫首) 10月1日 平成館大講堂 393

名 

「運慶展 最新調査報告」講師：浅見龍介(東京国立博物館企画課長) 10月28日 平成館大講堂 393名 
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展覧会名 特別展「仁和寺と御室派のみほとけ― 天平と真言密教の名宝 ―」 

会  期 1月16日（火）～3月11日（日）（48日間） 

会  場 平成館 

主  催 東京国立博物館、真言宗御室派総本山仁和寺、読売新聞社 

協  力 仁和会 

協   賛 光村印刷 

作品件数 174件 

来館者数 324,042名（目標150,000人、達成率：216.0％） 

入場料金 一般1,600円(1,400円／1,300円)、大学生1,200円(1000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  93.9％ 

担当研究員数 5名 

展覧会の内容 仁和寺は、光孝天皇が鎮護国家・仏法興隆を図るため仁和2年（886）に建立を発願、次代の宇多天皇が先帝の遺旨を継いで

仁和4年（888）に完成させ、以後、歴代天皇の厚い帰依を受け、真言宗の門跡寺院である。本展では、仁和寺創建時の阿弥

陀如来坐像および両脇侍立像、空海筆の三十帖冊子、中国・北宋時代の孔雀明王像、仏教工芸など仁和寺所蔵の文化財と、

仁和寺を総本山とする御室派寺院が所蔵する仏像を中心とした文化財を紹介した。 

講演会等 「仁和寺と御室派」講師：立部祐道(総本山仁和寺門跡・御室派管長)、朝川美幸(総本山仁和寺学芸員) 2月10日（土） 367

名 

「仁和寺と御室派のみほとけ」講師：丸山士郎(東京国立博物館特別展室長)  2月17日 362名 

フォーラム「観音堂解体修理の最新報告」講師：瀬川大秀(総本山仁和寺宗務総長)、井出亜里(京都大学教授)、奥村幸司(サ

ビア代表)、吉田理(京都府教育庁指導部文化財保護課主査)、三田覚之(当館教育普及室研究員)  1月19日 平成館大講堂 

210名 

 

展覧会名 アラビアの道－サウジアラビア王国の至宝 

会  期 1月23日（火） ～ 2018年5月13日（日）（９９日間） 

会  場 表慶館 

主  催 東京国立博物館、サウジアラビア国家遺産観光庁、NHK、朝日新聞社 

特別協賛 サウジアラムコ 

協   賛 昭和シェル石油、住友化学 

作品件数 424件 

来館者数 182,837名（目標60,000人、達成率：-％） 

入場料金 総合文化展観覧料：一般620円(520円)、大学生410円(310円) ＊（ ）内は20名以上の団体料金 
アンケート結果 満足度  -％ 

担当研究員数 3名 

展覧会の内容 古代より交易路が張り巡らされ、人々と諸文明が行き交ったアラビア半島。本展では、その躍動的な歴史と文化を示すサ

ウジアラビア王国の至宝を日本で初めて公開した。100万年以上前にさかのぼるアジア最初の石器、5000年前に砂漠に立てら

れた人形石柱、ヘレニズム時代やローマ時代に賑わった古代都市からの出土品、イスラームの聖地マッカ（メッカ）のカァ

バ神殿で17世紀に使われた扉、サウジアラビア初代国王の遺品（20世紀）など、400件以上の貴重な文化財をとおして、アラ

ビア半島の知られざる歴史を紹介した。 

講演会等 なし 

 

展覧会名 ＜海外展＞ 日タイ修好130周年記念「日本美術のあゆみ―信仰とくらしの造形―」展 

会  期 29年12月27日～30年2月18日（40日間） 

会  場 タイ王国・バンコク国立博物館 

主    催 タイ王国文化省芸術局、文化庁、東京国立博物館、九州国立博物館、国際交流基金 

作品件数 110件 

担当研究員数 4人 

来館者数 59,599人 

展覧会の内容： 

 日タイ修好130周年を記念する行事の一環であり、タイ王国で日本美術を総合的に紹介する初めての展覧会。本展覧会は「信仰」と「くらし」

をテーマに、国宝・重要文化財を含む106件を「日本美術のはじまり」、「仏教美術」、「公家と武家」、「禅と茶の湯」、「多彩な江戸文化」

という6つの構成で紹介した。特に日本文化の特質を物語る考古資料、美術品等にスポットをあて、縄文時代から江戸時代にかけての考古資料、

絵画、彫刻、工芸品、書跡等、我が国の文化と歴史に関する資料約70件を展示した。 

講演会等：なし 

 

展覧会名 ＜海外展＞ 国立博物館合同企画特別展 「東アジアの虎美術―韓国・日本・中国―」 

会  期 30年1月26日（金）～3月18日（日）（52日間） 

会  場 韓国国立中央博物館 

主    催 韓国国立中央博物館、東京国立博物館、中国国家博物館 

作品件数 104件 

担当研究員数 2人 

来館者数 34,050人 

展覧会の内容： 

本展覧会は、日本、韓国、中国の3つの国の国立博物館が合同で実施する第3回目の国際共同企画展である。今回は東アジア全域で好まれた「虎」

をテーマに、3館が所蔵する絵画や工芸作品の代表作例を一堂に展示した。日本は東京国立博物館、中国は国家博物館の所蔵品を出品し、韓国は

国立中央博物館を中心に、国立慶州博物館、三星美術館リウムほか韓国国内の博物館・美術館の所蔵品を展示した。 

講演会等：なし 
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【京都国立博物館】 
(1)平常展(名品ギャラリー) 

①開館日数   307日(名品ギャラリーのみ開館日数：144日、名品ギャラリー（１階彫刻室）と特別展（海北友松）開館日数：36日、 

特別展（国宝）のみ開館日数：48日、庭園のみ開館日数：79日) 

②展示総件数  978件  

③展示替件数  973件  

④入場料金   一般520円、大学生260円 ※庭園のみ開館時は、一般260円 

⑤特集展示等：全8件 

 

 名称 会期 陳列件数（うち指定品件数） 

特集展示 名刀聚英―永藤一の愛刀― 6月13日～7月17日 22件(重要文化財4件) 

特集展示 古書画へのまなざしー伴實コレクションー 6月13日～7月23日 18件 

特集展示 
京都水族館連携企画 京博すいぞくかんーど

んなおさかないるのかな？ 
7月25日～9月3日 102件（重要文化財7件、重要美術品1件） 

特集展示 大政奉還150年記念 鳥羽伏見の戦い 7月25日～9月3日 30件 

新春特集展示 いぬづくしー干支を愛でるー 12月19日～30年1月21日 16件 

特集展示 御所文化を受け継ぐー近世・近代の有職研究 12月19日～30年1月28日 42件 

特別企画 
貝塚廣海家コレクション受贈記念 豪商の蔵

―美しい暮らしの遺産― 
30年2月3日～3月18日 117件（重要美術品1件） 

特集展示 雛まつりと人形 30年2月20日～3月18日 39件（重要美術品1件） 

 

(2) 特別展、共催展等 

展覧会名 開館120周年記念 特別展覧会「海北友松」 

会  期 4月11日～5月21日（36日間） 

会  場 平成知新館 

主  催 京都国立博物館、毎日新聞社、NHK京都放送局、NHKプラネット近畿 

協   賛 大和ハウス工業、日本写真印刷 

協   力 日本香堂 

作品件数 76件（うち国宝3件、重要文化財17件） 

来館者数 164,900人（目標来館者数80,000人・達成率206.1%） 

入場料金 一般1,500円、大学生1,200円、高校生900円 
アンケート結果 満足度 満足度91.3% 

講演会等 ・記念座談会 

4月15日「日本美術応援団、海北友松を応援する！！」 

明治学院大学教授 山下裕二氏、俳優・京都国立博物館文化大使 井浦新氏、京都国立博物館学芸部長 山本英男 

・講演会 

  4月22日 対談「海北友松を語る」小説家 葉室麟氏、京都国立博物館学芸部長 山本英男 

4月29日「孤高の絵師・海北友松」京都国立博物館学芸部長 山本英男 

5月13日「友松の作品―剛と柔・漢と和」東京国立博物館学芸研究部長 田沢裕賀氏 

 

展覧会名 開館120周年記念 特別展覧会「国宝」 

会  期 10月3日～11月26日（48日間） 

会  場 平成知新館 

主  催 京都国立博物館、毎日新聞社、NHK京都放送局、NHKプラネット近畿 

後  援 文化庁、京都府、京都市、京都府教育委員会、京都市教育委員会 

特別協賛 島津製作所 

協   賛 京都美術工芸大学、GSユアサ、小学館、大和ハウス工業、東海旅客鉄道、西日本旅客鉄道、日本新薬、NISSHA 

技術協力 キテラス、シーシーエス 

協   力 日本香堂 

作品件数 210件（うち国宝210件） 

来館者数 624,493人（目標来館者数200,000人・達成率312.2%） 

入場料金 一般1,500円、大学生1,200円、高校生900円 
アンケート結果 満足度 満足度78.3％ 

講演会等 ・記念講演会 

11月4日「国宝の杜へー京都国立博物館と古社寺保存法―」京都国立博物館館長 佐々木丞平 

 

 

【奈良国立博物館】 
(1)名品展（平常展） 

①開館日数：321日(名品展のみの開館日数：226日) 

②展示総件数：548件 

③展示替件数：210件 

④入場料金：一般 520円 大学生 260円 

⑤特別陳列等：全111件 

名品展 

  珠玉の仏たち（なら仏像館）132件 

  珠玉の仏教美術（西新館）153件 
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  特集展示「新たに修理された文化財」（西新館）7件 

    特集展示「名もなき知識、発願者たち（写経編）」（西新館）19件 

  中国古代青銅器（青銅器館）237件 

 

特別陳列 

 名称 会期 陳列件数（うち指定品件数） 

特別陳列 おん祭と春日信仰の美術―特集 社家史料と若宮― 12月9日～30年1月14日 38件(重要文化財1件) 

特別陳列 お水取り 30年2月6日～3月14日 69件（重要文化財20件） 

特別陳列 薬師寺の名画－板絵神像と長沢芦雪筆旧福寿院障壁画－ 30年2月6日～3月14日 4件（重要文化財1件） 

 

 

(2)特別展、共催展等 

展覧会名 特別展「快慶 日本人を魅了した仏のかたち」 

会  期 4月8日(土)～6月4日(日)（51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、読売新聞社、読売テレビ 

特別協賛 － 

協   賛 岩谷産業、清水建設、大和ハウス工業、非破壊検査 

特別協力 － 

協   力 天童木工、日本航空、日本香堂、仏教美術協会 

作品件数 88件（うち国宝7件、重要文化財50件）  

来館者数 123,842人(目標来館者数 70,000人・達成率176.9%) 

入場料金 一般1,500円、高校・大学生1,000円、小・中学生500円 

アンケート結果 満足度 94.4％ 

担当研究員数 2名 

展覧会の内容 わが国を代表する仏師のひとりであり、鎌倉彫刻様式の完成に重要な役割を果たした人物として運慶と並び称されてきた快

慶の代表的な作品を展示し、わが国の仏教美術史に残した偉大な足跡をたどる。現存する快慶作品の約8割を一堂に集めると

ともに、その成立と密接に関わる絵画や高僧たちとの交渉を伝える史料をあわせて展示することで、快慶作品の魅力と日本

彫刻史上の意義を広く紹介した。 

講演会等 ○公開講座 

3回 参加者数合計 582人 

4月22日(土)「快慶を生んだ社会と宗教」横内裕人（京都府立大学准教授）/ 参加者数 194人 

5月13日(土)「快慶の生涯と「如法」の仏像」山口隆介（主任研究員）/ 参加者数 194人 

5月27日(土)「快慶作品に関する二、三の問題」岩田茂樹（上席研究員）/ 参加者数 194人 

 

○展覧会関連イベント 

3回 参加者数合計 111人 

4月29日(土・祝)親と子のワークショップ「着て楽しむ！ ほとけさまのファッション」/ 参加者数 52人 

5月 3日(水・祝)ワークショップ「截金技法の体験をしてみよう！」/ 参加者数 39人 

5月20日(土)ワークショップ「截金技法の体験をしてみよう！」/ 参加者数 20人 

 

展覧会名 1000年忌特別展「源信 地獄・極楽への扉」 

会  期 7月15日(土)～9月3日(日)（45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、朝日新聞社、ＮＨＫ奈良放送局 

特別協賛 － 

協   賛 あいおいニッセイ同和損保、きんでん、竹中工務店、ライブアートブックス 

特別協力 － 

協   力 凸版印刷、日本香堂、仏教美術協会 

作品件数 136件（うち国宝22件、重要文化財65件）  

来館者数 72,540人(目標来館者数40,000人・達成率181.4%) 

入場料金 一般1,500円、高校・大学生900円、小・中学生500円 
アンケート結果 満足度 92.0％ 

担当研究員数 3名 

展覧会の内容 『往生要集』を著し極楽浄土信仰を広めた平安時代の僧・恵心僧都源信の足跡を紹介するとともに、六道絵や阿弥陀来迎図

といった源信の影響下に生まれた名品も合わせて展示した。絵画を中心に、国宝22件、重要文化財65件を含む136件の関連作

品を展示し、源信の後世に与えた影響の大きさと死後の世界へのイマジネーションを紹介した。 

講演会等 ○公開講座 

3回 参加者数合計 571人 

8月 5日(土)「浄土の造形―源信以後を中心に―」武笠 朗（実践女子大学教授）/ 参加者数 183人 

8月19日(土)「『往生要集』の成立―天台浄土教と源信の信心―」小原仁（聖心女子大学文学部名誉教授）/ 参加者数 194

人 

9月 2日(土)「源信と浄土信仰の美術」北澤菜月（主任研究員）/ 参加者数 194人 

○夏季講座 

1回 参加者数合計 525人 

8月23日（水）～25日（金）夏季講座「地獄・極楽と浄土信仰の美術」/ 参加者数 525人 
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○展覧会関連イベント 

2回 参加者数合計 194人 

7月29日(土)親子講座「エンマさまと地獄めぐり」鷹巣 純（愛知教育大学教授）/ 参加者数 159人 

7月30日(日)親子向けワークショップ「つくってわかる！立体地獄絵」奈良教育大学大学院生/ 参加者数 35人 

 

展覧会名 第69回正倉院展 

会  期 10月28日（土）～11月13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 

特別協賛 － 

協   賛 岩谷産業、ＮＴＴ西日本、関西電気保安協会、キヤノン、京都美術工芸大学、近畿日本鉄道、ＪＲ東海、ＪＲ西日本、シオ

ノギヘルスケア、ダイキン工業、大和ハウス工業、白鶴酒造、丸一鋼管、大和農園 

特別協力 読売新聞社 

協   力 ＮＨＫ奈良放送局、奈良テレビ放送、日本香堂、仏教美術協会、ミネルヴァ書房、読売テレビ 

作品件数 58件  

来館者数 217,053人(目標来館者数180,000人・達成率120.6%) 

入場料金 一般1,100円、高校・大学生700円、小・中学生400円 
アンケート結果 満足度 78.0％ 

担当研究員数 3名 

展覧会の内容 8世紀の東アジア文化の至宝である正倉院宝物58件を公開する。 

講演会等 ○公開講座 

3回 参加者数合計 497人 

10月28日(土)「正倉院の﨟纈技法について」片岡真純（宮内庁正倉院事務所保存課整理室員）/ 参加者数 171人 

11月 4日(土)「正倉院の鏡」中川あや（主任研究員）/参加者数 161人 

11月11日(土)「正倉院の屏風と蓮華蔵世界」長岡龍作（東北大学大学院教授）/ 参加者数 165人 

○シンポジウム 

1回 参加者数合計 224人 

11月3日（金・祝）正倉院学術シンポジウム2017「正倉院の色」/ 参加者数 224人 

 

 

【九州国立博物館】 
(1)文化交流展（平常展） 

①開館日数 308 日(うち平常展のみ開館日数 129日)＊台風のため臨時休館（9/17） 

②展示総件数：1,894件(うち国宝 62件、重要文化財 178件) 

③展示替件数：1,594件  

④入場料金：一般 430円、大学生 130円 

⑤特別展示・特別公開等：全 6件 

展示名称 特別展示 水の中からよみがえる歴史 ―水中考古学最前線― 

開催期間 
7月 15日(土)～ 

9月 10日(日) 
開催場所 

文化交流展示室 

基本展示室 4テーマ、第 9室 

陳列件数（うち

指定品件数） 

84件（うち重文 1件） 

内容 水中考古学を取り上げ、全国の水中から発見された遺物、調査技術の発展、最前線の調査事例等を紹介した。 

展示名称 特別展示 対馬 ―遺宝にみる交流の足跡― 

開催期間 
8月 8日(火)～ 

9月 18日(月・祝) 
開催場所 

文化交流展示室 

基本展示室 5テーマ、第 11室 

陳列件数（うち

指定品件数） 

56件（うち重文 20件） 

内容 対馬の交流が育んだ歴史と文化について、遺跡からの出土品、信仰にまつわる品々、古文書等ゆかりの文化財を紹介した。 

展示名称 特別展示 大分県国東宇佐六郷満山展～神と仏と鬼の郷～ 

開催期間 

9月 13日(水)～ 

11月 5日(日) 開催場所 

文化交流展示室  

基本展示室 3テーマ、 

第 5室・6室・7室 

陳列件数（うち

指定品件数） 

45件（うち重文 6件） 

内容 平成 30年に六郷満山が開かれて 1300年となることを記念し、国東半島・宇佐地域で育まれた仏教文化を紹介した。 

展示名称 特別展示 白隠さんと仙厓さん 

開催期間 
30年 1月 1日(月・祝)～ 

2月 12日(月・振休) 
開催場所 

文化交流展示室 

第 11室 

陳列件数（うち

指定品件数） 

28件 

内容 江戸時代に庶民への布教につとめ、江戸時代の禅宗界に新風を巻き起こした白隠と仙厓の九州に遺る代表的な作品を紹介した。 

展示名称 特別展示 災害に学ぶ・備える ～熊本地震と文化財レスキュー～ 

開催期間 
30年 3月 13日（火）～ 

5月 6日（日） 
開催場所 

文化交流展示室 

第 1室 

陳列件数（うち

指定品件数） 

15件 

内容 熊本地震から 2年の節目を迎え、熊本における地震の歴史を振り返るとともに被災文化財レスキューの取り組みを紹介した。 

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 
30年 1月 1日(月・祝日) ～ 

1月 28日(日) 
開催場所 

文化交流展示室 

第 9室 

陳列件数（うち

指定品件数） 

25件（うち国宝 3件） 

内容 恒例企画。徳川美術館が所蔵する国宝「初音の調度」を紹介するほか、源氏物語図屏風や南部家伝来の婚礼調度を併せて公開。 
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(2) 特別展、共催展等（海外展を含む） 

展覧会名 日タイ修好130周年記念特別展「タイ～仏の国の輝き～」 

会  期 4月 11日(火)～6月 4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、タイ王国文化省芸術局、西日本新聞社、ＴＶＱ九州放送、日本経済新聞社、BSジャパン 

作品件数 150件(うち、国宝 1件、重要文化財 8件) 

来館者数 56,314人(目標来館者数 60,000人・達成率 93.9％) 

入場料金 一般 1,600円、高大生 1,000円、小中生 600円 

アンケート結果 

満足度  

89.5% 

 

講演会等 5回 参加者合計 408人 

特別講演会 

期日 講演会名 所属・講師 参加者 

4月29日 

日タイ修好130周年記念特別展・学術交流記念講演会 

「タイと日本 境界を越えて」 

「タイ交流 人とモノ」 

タイ芸術局上席専門官 

アマラー・シースチャート 

学芸部企画課特別展室長 原田あゆみ 

学芸部文化財課資料登録室研究員  

望月規史 

100人 

講演会 

期日 講演会名 所属・講師 参加者 

4月14日 
しっとこ九博 

「タイ～仏の国の輝き～」解説講座 
学芸部企画課特別展室長 原田あゆみ 56人 

4月22日 

アクロス文化学び塾 

日タイ修好130周年記念特別展「タイ～仏の国の輝き～」

の見どころ 

学芸部企画課特別展室長 原田あゆみ 62人 

5月6日 

リレー講座  

見たい 行きたい よかタイ！第一回 

「山田長政 アユタヤ－の日本人」 

「タイのごちそう決定版！－ラーマ２世の饗宴詩— 」 

 

学芸部文化財課資料登録室研究員  

望月規史 

公立大学法人名桜大学教授 山田 均 

 

100人 

5月13日 

リレー講座  

見たい 行きたい よかタイ！第二回 

「仏陀の足跡を求めて」 

「輝ける仏の国 タイ」 

 

 

学芸部長兼企画課長 小泉惠英 

学芸部企画課特別展室長 原田あゆみ 

90人 

イベント等 

期日 イベント名 参加者 

4月9日 いとうせいこうさん・みうらじゅんさんトークショー 550人 

4月11日 タイ芸術局来福特別公演「煌きのタイ〜古典舞踊と音楽の世界〜」 150人 

4月16日 九州国立博物館杯第7回さいふごま大会 

特別展「タイ～仏の国の輝き～」記念 
50人 

4月28日～6

月3日まで

の金曜・土

曜日（12日

間） 

夜間開館×特別展「タイ～仏の国の輝き～」記念品プレゼント 863人 

 
展覧会名 特別展「世界遺産 ラスコー展 クロマニョン人が見た世界」 

会  期 7月 11日(火)～9月 3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、毎日新聞社、RKB毎日放送、西日本新聞社 

作品件数 180件(うち、国宝件、重要文化財件、重要美術品件) 

来館者数 118,555人(目標来館者数 60,000人・達成率 197.6％) 

入場料金 一般 1,600円、高大生 1,000円、小中生 600円 

アンケート結果 

満足度  

86.2% 

 

講演会等 4回 参加者合計 677人 

特別講演会 

期日 講演会名 所属・講師 参加者 

7月11日 
記念講演会 

 「クロマニョン人はどこから来たのか?」 

本展監修者、国立科学博物館 人類史研究グル

ープ長 海部陽介 
259人 

講演会 

期日 講演会名 所属・講師 参加者 

7月22日 
リレー講座 

「ラスコー洞窟の壁画を味わう」 

学芸部特任研究員 臺信祐爾 

学芸部文化財課長 河野一隆 
251人 

7月28日 
しっとこ九博 「世界遺産ラスコー展～ク

ロマニョン人が見た世界～」解説講座 
学芸部文化財課長 河野一隆 37人 
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8月5日 
トークセッション 

「2万年前の壁画から芸術の起源を考える」 

本展監修者、国立科学博物館 人類史研究グル

ープ長 海部陽介 

エディター・ライター、永青文庫副館長 橋本

麻里 

130人 

イベント等 

期日 イベント名 参加者 

7月15日、 

8月4日 

8月18日 

9月1日 

ナイトミュージアム 「クロマニョン人現る！！」 － 

7月16日 
九州国立博物館杯第8回さいふごま大会 

特別展「ラスコー展～クロマニョン人が見た世界～」記念 
80人 

8月5日 

8月12日 

夏休み特別企画ナイトミュージアム 

『きゅーはく夜の洞くつ探検』 
90人 

8月25日、 

26日、 

9月1日、 

2日 

夜間開館×特別展「世界遺産 ラスコー展 クロマニョン人が見た世界」 

梅が枝餅引換券プレゼント 
3,094人 

 
展覧会名 特別展「新・桃山展－大航海時代の日本の美術」 

会  期 10月 14日(土)～11月 26日(日)（38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 

作品件数 123件(うち、国宝 4件、重要文化財 28件、重要美術品 4件) 

来館者数 87,413人(目標来館者数 90,000人・達成率 97.1％) 

入場料金 一般 1,600円、高大生 1,000円、小中生 600円 

アンケート結

果 満足度  

86.0% 

講演会等 4回 参加者合計 519人 

講演会 

期日 講演会名 所属・講師 参加者 

10月15日 
直木賞作家 安部龍太郎氏 講演会 

 「天下人と大航海時代」 
直木賞作家 安部龍太郎 216人 

10月21日 

リレー講座「大航海時代の世界と日本」 

「南蛮美術とビオンボ」 

「陶磁器に見る文化交流 - 大航海時代がも

たらしたもの」 

 

学芸部企画課特別展室主任研究員 鷲頭 桂 

学芸部企画課アソシエイトフェロー  

酒井田千明 

120人 

10月27日 
しっとこ九博「新・桃山展－大航海時代の

日本美術」解説講座 

学芸部企画課特別展室主任研究員 

鷲頭 桂 
43人 

10月28日 

リレー講座「大航海時代の世界と日本」 

「諸史料に見る『安土城図屏風』」 

「桃山の茶陶 - 茶碗を中心に - 」 

 

学芸部企画課特別展室研究員 松浦晃佑 

副館長 伊藤嘉章 

140人 

イベント等 

期日 イベント名 参加者 

10月12日～

11月26日 
「松林図屏風」（高精細複製品）露出展示 － 

10月13日～ 

11月26日 
「黄金の茶室」特別展示 － 

10月14日 国指定重要無形民俗文化財 

 幸若舞「敦盛」披露 
246人 

10月20日 夜のフォトミュージアム＠九州国立博物館 7人 

10月29日 きゅーはく茶会 120人 

11月11日 【ブックオカ タイアップイベント】 

星野博美さんトーク「キリシタンの世紀と殉教の記憶をめぐって」 
40人 

11月12日 九州国立博物館杯 特別展「新・桃山展〜大航海時代の日本美術〜」記念 第9回さいふごま大

会 
60人 

11月23日～

26日 
特別展「新・桃山展〜大航海時代の日本美術〜」記念 先着300名 ポストカードの配布 1,200人 

 
展覧会名 特別展「王羲之と日本の書」 

会  期 30年 2月 10日(土)～4月 8日(日)（50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、毎日新聞社、RKB毎日放送、西日本新聞社 

作品件数 116件(うち、国宝 26件、重要文化財 18件、重要美術品 4件) 

来館者数 55,139人(目標来館者数 40,000人・達成率－％)（※30年 2月 10日～3月 31日まで） 

入場料金 一般 1,600円、高大生 1,000円、小中生 600円 

 

－　　　－156



アンケート結

果 満足度  

－% 

 

講演会等 2回 参加者合計 640人 

講演会 

期日 講演会名 所属・講師 参加者 

30年2月10日 
リレー講座「王羲之と日本の書」 

「王羲之愛好と書の魅力」 
館長 島谷弘幸 320人 

30年2月17日 
リレー講座「王羲之と日本の書」 

「王羲之愛好と書の魅力」 
学芸部文化財課資料登録室長 丸山猶計 320人 

イベント等 

期日 イベント名 参加者 

30 年 2 月 10

日、16日、17

日、23日、24

日、3月2日、

3日、9日、10

日、16日、17

日、23日、24

日、30日、31

日 

プレゼント企画 

夜間開館 × 特別展「王羲之と日本の書」 

梅ヶ枝餅引換券をプレゼント！ 

1,060人 

30年 

2月11日 

【第1回】席上揮毫会（書のデモンストレーション） 

出演：黒田賢一先生、陣軍陽先生、岩田海道先生 
513人 

30年2月12日 九州国立博物館杯 特別展「王羲之と日本の書」記念 第10回さいふごま大会 40人 

30年 

2月18日 

【第2回】席上揮毫会（書のデモンストレーション） 

出演：髙木聖雨先生、吉田成美先生、吉村宣枝先生 
530人 

30年2月23日 
特別展「王羲之と日本の書」関連イベント 

「つづけ字しおりワークショップ」 
60人 

30年3月5日 

～3月8日 

書聖 王羲之と日本の書 開催記念 

九州国立博物館の島谷館長と行く王羲之の故郷を訪ねる旅 
34人 

30年3月18日 高校生書道パフォーマンス －人 

30年3月13日

～3月18日 

「九州の現代書壇展」 

「西日本書美術協会選抜作家展」 
－人 

30年3月20日

～3月25日 

「九州の現代書壇展」 

「西部毎日書道会選抜作家展」 
－人 

30年3月27日

～4月1日 
日中国交正常化45周年記念書道展 －人 

30年3月27日

～4月1日 

「九州の現代書壇展」 

「日本書芸院九州・沖縄選抜作家展」 
－人 

 
 

【平城宮跡資料館】 
(1)平常展  

 ①開館日数：307日（平常展のみの開館日数：181日） 

②展示総件数：560件  

③展示替回数：1回 

④入場料金：無料  

⑤平常展のみの来館者数：51,525人 

 

(2)特別展、企画展等：4件 

展覧会名 春期企画展「永野太造作品展―草創期の奈文研を支えた写真家―」 

会  期 4月29日（土）～5月31日（水）（28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） 45件（0件） 

来館者数 21,811人 入場料金 無料 

講演会等 なし 

  

展覧会名 夏期企画展(こども展示) 「ナント！すてきな！？平城生活♪」  

会  期 7月22日（土）～9月3日（日）（38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） 125件（0件） 

来館者数 10,882人 入場料金 無料 

講演会等 ギャラリートーク 4回・参加者数合計85人 

 

展覧会名 秋期特別展「地下の正倉院展－国宝 平城宮跡出土木簡－」 

会  期 10月14日（土）～11月26日（日）（38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） 95件（国宝95件） 

来館者数 14,841人 入場料金 無料 

講演会等 ギャラリートーク3回・参加者数合計172人 
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展覧会名 新春ミニ展示「平城京の戌」 

会  期 30年1月4日（木）～1月28日（日）（22日間） 会 場 平城宮跡資料館 入口ロビー 

主  催 奈良文化財研究所 陳列件数（うち指定品数） 2件（0件） 

来館者数 5,220人 入場料金 無料 

講演会等 なし 

 

 

【藤原宮跡資料室】 
(1)平常展 

①開館日数：359日  

②展示総件数：534件  

③展示替回数：7回 

④入場料金：無料 

⑤特集陳列等 ：7件 

⑥平常展来館者数 ：8,162人 

名称 会期 陳列件数（うち指定品件数） 

【特集陳列】 

元日朝賀の儀式のようす（第189次） 

弥生時代の脚付き編みかご 

藤原京右京九条二・三坊、瀬田遺跡の調査（187次） 

藤原宮朝堂院の調査（189次） 

藤原宮大極殿院の調査（190次） 

奧山廃寺の素文軒平瓦 

飛鳥地域出土の湖西窯産須恵器 

 

 

4月3日～30年 3月31日 

6月23日～30年 3月31日 

6月29日～30年 3月31日 

6月29日～30年 3月31日 

6月29日～30年 3月31日 

6月29日～30年 3月31日 

6月29日～30年 3月31日 

 

 

イラスト1 

パネル3 

土器20、縄文土器10 

パネル3 

瓦4 

瓦2 

須恵器15 

 

 

【飛鳥資料館】 
(1)平常展 

①開館日数：304日（平常展のみの開館日数：118日）  

②展示総件数：136件  

③展示替回数：2回 

④入場料金：一般270円（170円） 大学生130円(60円） 高校生及び18歳未満、65歳以上は無料 ※（ ）は20名以上の団体 

⑤平常展のみの来館者数：8,319人 

 

(2)特別展、企画展等：4件 

展覧会名 春期特別展「藤原京を掘る-藤原京一等地の調査-」 

会  期 4月28日（金）～7月2日（日） （57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） 250点（0件） 

来館者数 9,613人 

入場料金 一般270円（170円） 大学生130円(60円） 高校生及び18歳未満、65歳以上は無料※（ ）は20名以上の団体 

講演会 講演会1回 参加者数合計64人 

  

展覧会名 平成29年度飛鳥資料館夏期企画展「第8回写真コンテスト 飛鳥の路」 

会  期 7月28日（金）～ 9月3日（日） （33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） 205点（0件） 

来館者数 2,930人 

入場料金 一般270円（170円） 大学生130円(60円） 高校生及び18歳未満、65歳以上は無料※（ ）は20名以上の団体 

講演会 － 

 

展覧会名 秋期特別展「高松塚古墳を掘る－解明された築造方法」 

会  期 10月6日（金）～12月3日（51日） 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） 32件（1件） 

来館者数 9,877人 

入場料金 一般270円（170円） 大学生130円(60円） 高校生及び18歳未満、65歳以上は無料※（ ）は20名以上の団体 

講演会 ギャラリートーク1回、講演会1回 参加者数合計70人 

  

展覧会名 冬期企画展 「飛鳥の考古学2017」 

会  期 30年1月26日（金）～3月18日（日）（45日） 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） 57点（0件） 

来館者数 2,957人 

入場料金 一般270円（170円） 大学生130円(60円） 高校生及び18歳未満、65歳以上は無料※（ ）は20名以上の団体 

講演会  
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b ボランティア受入実績 
 

1 受入人数  
平成30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 

1,041人 151人 270人 143人 313人 164人 

  

2 活動内容 

 

【東京国立博物館】 計151人 

種別 (登録人数) 概  要 

生涯学習ボランティア 

（143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】 

  ・スクールプログラム「はじめての東博」実施（通年） 

・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） 

・工程見本展示鑑賞補助 （通年） 

・ギャラリートーク、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（通年） 

・本館19室みどりのライオン体験コーナー実施 (通年) 

・日本文化体験補助（通年） 

【保存修復事業の補助（通年）】 

【館内案内】 

・本館 1階エントランス、2階、17室(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(通年) 

【資料印刷・作成】 

・点字パンフレットの印刷（通年） 

・東洋館オアシススタンプ台紙の印刷（通年） 

・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：20校 生徒数：63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（31人）   

・東京国立博物館紹介パンフレットの点訳版作成(14冊) 

・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） 

・UDトーク実証実験におけるボランティア意見交換(1回) 

【各種連携事業】 

 ・「キッズデー」（7月30日）内プログラム 

  アートスタジオ、刀剣・武士の装いツアー、考古展示室ガイド、キッズデー特設案内所、ワ

ークショップ補助、キッズコーナー補助 

・「留学生の日」(11月3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、考古展示室ガイド、彫刻ガイド、陶磁ガ

イド、本館ハイライトツアー、英語ガイド実施、館内案内 

・「博物館でアジアの旅」(9月5日～10月15日)内プログラム 

 たてもの散歩ツアー、彫刻ガイド、東洋館ツアー 

・「博物館でお花見を」（平成29年4月1日～9日、平成30年3月13日～31日内プログラム） 

 樹木ツアー、本館ハイライトツアー、たてもの散歩ツアー、東洋館ツアー、英語ガイド、近

代の美術ガイド、庭園茶室ツアー、法隆寺宝物館、アートスタジオ、浮世絵ガイド、お茶

会、彫刻ガイド 

【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ツアー、各ガイドツアー、お

茶会の実施（12月1・2日） 

 

2)来館者参加型ガイドツアー等の実施361回14,773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              23回627人参加 

・浮世絵ガイド            20回902人 

・本館ハイライトツアー        39回2,379人 

・法隆寺宝物館ガイド         38回1,854人 

・考古展示室ガイド          28回1,237人 

・陶磁ガイド             10回308人 

・庭園茶室ツアー           12回209人 
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種別 (登録人数) 概  要 

・お茶会                26回387人  

・彫刻ガイド             37回1,813人 

・英語ガイド              31回1,043人（留学生の日の定点ガイド含む) 

・アートスタジオ            11回312人 

・たてもの散歩ツアー          31回1,211人 

・近代の美術ガイド          13回532人 

・東洋館ツアー            24回812人 

・刀剣・武士の装いツアー        14回999人 

  ・ボランティア活動紹介ツアー       4回148人  
東京芸術大学大学院インターンシップ 

(8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(研究発表)班】2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12回、556人】 

「東魏の如来三尊立像」6回、213人  

「横山大観の出世作を読み解く」6回、343人 

 

【調査研究班】6名 

沖縄の「紅型」をテーマに調査、工程見本の制作、展示、パンフレット作成、ギャラリートーク、

ワークショップを行った。 

・ギャラリートーク 

「紅型ができるまで」10回、294人 

・ワークショップ 

「古典紅型のトートバッグを作ろう」(子供向け)1回、17人 

「彫って・染めて 古典紅型を体験しよう」(一般向け)1回、11人 

※「東京藝術大学大学院インターンシップ」は、従前との比較のため、ボランティア数の内数とし

て計上している。従前の「東京芸術大学学生ボランティア」を25年4月より名称変更し、現在は

「1（3）①3」大学との連携事業等の実施」の事業である。詳細は処理番号1313Aを参照。 

【生涯学習ボランティアに対する研修の実施】 計65回 

・新規ボランティア研修 3回 

・活動紹介ツアー研修 8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 3回 

・スクールプログラム班研修 7回 

・保存修復班研修 1回 

・日本文化体験研修 32回 

・英語研修 1回 

・防災訓練 1回 

・自主企画グループ研修 2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4回 

・特別展「茶の湯」 1回 

・親と子のギャラリー「びょうぶとあそぶ」1回 

・特別展「運慶」1回 

・特別展「仁和寺と御室派のみほとけ」1回 

 

【京都国立博物館】  計270人 
種 別 (登録人数) 概  要 

京博ナビゲーター（208人） 京博ナビゲーター（ボランティア）が、下記の活動を行った 

・ミュージアム・カートやレファレンス・コーナーにおける活動（年始を除く名品ギャラリー開室

日毎日、173日、概算36,809人） 

・特別展覧会「海北友松」ワークショップ「描いてみよう！墨の線」（36日、11,508人参加） 

・特別展覧会「国宝」関連 特別版ミュージアム・カート「金印」「桜ヶ丘銅鐸」ほか（48日、概

算189,000人参加） 

・教育普及活動の補助（夏期講座） 

そのほか、京博ナビゲーターを対象とした研修会（6回）、卒業式（1回）、新規ナビゲーターに向

けた説明会（4回）、面談（6回）、基礎講座（8回）を実施した。 

調査・研究支援ボランティア(29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(18人) 「文化財ソムリエ」として登録している大学生・大学院生が、当館研究員によるス 

クーリング（21回）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7日（京都市立七条第三小学校）、7月12日（京都市立大宮小学校）、9月13日（京都市立嵐山東

小学校）、10月12日（京都市立乾隆小学校）、10月30日（京都市立鳳徳小学校）、11月15日（京都

市立新林小学校）、12月11日（京都市立七条中学校） 

京都・らくご博物館学生ボランティア 

（15人) 

年4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。 
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【奈良国立博物館】 計143人 
種 別 (登録人数) 概  要 

世界遺産グループ(48人) 【世界遺産学習】 

奈良市の公立小学校5年生の受け入れ 32校 2,022人 

【学校団体案内】 

・幼稚園、小学生、中学生、高校生（外国人含む） 20校 1,001人 

【イベント補助】 

・特別展「快慶」関連イベント 

親と子のワークショップ「着て楽しむ！ほとけさまのファッション」1回 

・奈良市教育委員会との共催イベント「親子で学ぼう博物館」 2回 18組 

【掃除】 

・スタッフルーム 4回 

解説グループ(61人) 【通年の活動】 

・青銅器館のデスクでの質問対応と解説  通年（294日） 

・地下回廊・パネル展示のデスクでの質問対応と解説 通年（283日） 

・なら仏像館のデスクでの質問対応と解説  通年（600日） 

・西新館名品展のデスクでの質問対応と解説 77日 

【展示案内】 

・なら仏像館ミニツアー解説 通年（600回）  

・特別陳列「おん祭と春日信仰の美術」の質問対応（12月9日～１月14日） 23日  

・特別陳列「お水取り」の質問対応（2月6日～3月14日）35日 

・特別陳列「お水取り」ミニツアー解説（3月1日～3月14日）14日（27回） 

【その他、予約による解説実施】 17件 

【中学生職場体験 館内案内】  3件 

【掃除】 

・スタッフルーム 3回 

サポートグループ（34人） 【教育普及事業の補助】 

・公開講座の受付  11回 

・サンデートークの受付 12回 

・夏季講座の受付  3日  

【イベントの補助】 

・親と子のワークショップ「着て楽しむ！ほとけさまのファッション」 受付と補助 1回 

・親子講座「エンマ様と地獄めぐり」 受付と補助 1回 

・親子講座「つくってわかる！立体地獄絵」 受付と補助 1回 

・アンケート調査 受付と補助 20回 

・第69回正倉院展親子鑑賞会 受付と補助 1回 

・奈良トライアングルミュージアムワークショップ 写仏散華づくり 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 

・お水取り「講話」と「粥」の会 受付と補助 1回 

・奈良国立博物館文化大使「笑い飯哲夫のおもしろ仏教講座」受付と補助 1回 

【館及びボランティア室の業務の補助】 

・第69回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 

・ボランティア対象の各種研修等の受付 16回 

【掃除】 

・スタッフルーム  3回 

【交流チームの活動】 

・社寺旧跡等の見学会の実施 2回 189人（参加数） 

・H27年度ボランティア修了式と茶話会 153人（参加数） 

【庭園チームの活動】  

・春の茶室庭園ツアーの立案と実施 2日 447人（雨天によりピロティーからの案内） 

・秋の茶室庭園ツアーの立案と実施 2日 50人  (うち、1日は雨天のため中止) 

・仏教美術資料研究センター公開の立案と実施 1日 516人（参加数） 

【通信誌チームの活動】 

・ボランティア通信誌「ブリッジ」発行 4回 

【ボランティアに対する研修の実施】 計16回 

・名品展研修 10回 

・特別展、特別陳列、特集展示の研修 6回 

【グループ別の勉強会の実施】計24回 

  ・世界遺産グループ  8回 

  ・解説グループ    11回 

  ・サポートグループ  8回 

【各グループ共通の活動】 

  ・第69回正倉院展・講堂ボランティア解説 17日 97回 

  ・第2回ボランティア･フェスタ 12月17日（14のブース） 

     ･特別陳列｢おん祭と春日信仰の美術｣解説デスク 

     ・特別陳列｢おん祭と春日信仰の美術｣解説ツアー 2回 

     ・名品展解説デスク 

     ・青銅器館解説デスク 

     ・なら仏像館解説デスク（大人用、子ども用） 

     ・なら仏像館解説ツアー 4回 
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     ・ワークショップ折り紙 

     ・ワークショップ大仏穴くぐり 

     ・ワークショップ散華つくり 

     ・ワークショップ梵字を書こう 

     ・ワークショップ仏像に変身しよう！ 

     ・いろいろクイズ 

     ・ボランティア活動紹介（パネル） 

     ・奈良博魅力発見（パネル） 

 

【九州国立博物館】 計 313人 
種 別 (登録人数) 概  要 

展示解説ボランティア 

(68人) 

文化交流展示室での案内、及び展示室内及び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 

(35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。 

館内案内日本語ボランティア 

(30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。 

外国語案内ボランティア 

(66人) 
英語・韓国語・中国語で、館内のガイド。 

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 

(3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 

(18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 

(13人) 

ボランティア広報紙の作成（年４回）や他部会のボランティアのイベント等の活動のサポート。 

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 

(8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。 

フィールドボランティア〔新設〕 

(13人) 
博物館周辺の自然環境（山林及び水辺、遊歩道）の保全。 

手話ボランティアグループ 

（24人） 
聴覚障がいのある来館者の対応。 

・この他、博物館周辺の環境整備活動グループとして35人が活動。 

 （上記35名は、九州国立博物館を愛する会所属のため、ボランティアではない。） 

(研修)全体研修 4回、部会別研修 40回、グループ研修 40回 

(対応来館者数) 展示解説(8,289人)、館内案内(8,544人)、バックヤードツアー(3,711人)  

 

【奈良文化財研究所】 計164人 
種 別 （登録人数） 概  要 

解説ボランティア（164人）  平城宮跡資料館、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 

平城宮跡資料館夏期企画展・特別展の展示研修  5回 

解説ボランティア基礎研修 3回 

解説ボランティア向け現地説明会 1回 

解説ボランティア勉強会 6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） 
平成30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 

328人 

63人 35人 2人 17人 9人 

文化財研究所計 東京文化財研究所 奈良文化財研究所 

200人 30人 170人 

アジア太平洋無形文化遺産研究センター 文化財防災ネットワーク推進本部   

44人 21人 

 

【東京国立博物館】延べ 35人 
 氏名 国名 所属機関・職名 用務 期間 

1 サクチャイ・サーイシン タイ シラパコーン大学教授 
国際シンポジウム「タイの仏教美術と王権」に
おける講演及び調査のため 

7 月 13 日～7 月 18 日 

2 
ルンロート・タムルンル
アン 

同上 シラパコーン大学准教授 同上 7月13日～7月18日 

3 
ナタパット・チャンタウ
ィット 

同上 
元タイ芸術局上席専門官／タイ芸術局
国立博物館部職員 

同上 7月13日～7月18日 

4 
パノムブート・チャンド
ラチョート 

タイ 
タイ王国文化省芸術局国立博物館事務
局長 

特別展「タイ～仏の国の輝き～」にかかる相互
交流促進のため 

8月24日 

5 尹 芝蓮 韓国 
韓国国立中央博物館学芸研究室研究企
画部学芸員 

東京国立博物館・大韓民国国立中央博物館間の
学術交流のため 

10月17日～10月26日 

6 顧 潔燕 中国 中国上海科学技術館展示教育部部長 
日本・中国間の文化交流および博物館教育普及
活動の実施に関する情報の交換、協力関係の推
進を図るため 

11月19日～11月23日 

7 徐 蕾 同上 中国上海科学技術館教育開発課課長 同上 11月19日～11月23日 

8 朱 嶠 同上 中国上海科学技術館教育開発課職員 同上 11月19日～11月23日 

9 李 柏華 同上 上海博物館青銅研究部研究館員 
東京国立博物館・上海博物館間の2017年度学術
交流のため 

11月20日～11月29日 

10 包 燕麗 同上 上海博物館工芸研究部主任研究館員 同上 11月20日～11月29日 

11 朴 鉉澤 韓国 
韓国国立中央博物館教育文化交流団デ
ザインチーム デザイン専門経歴官 

東京国立博物館・大韓民国国立中央博物館間の
学術交流のため 

11月21日～12月4日 

12 Dr. Monika Bincsik 米国 メトロポリタン美術館 
北米欧州ミュージアム日本専門家連携交流事業
参加のため 

30年1月12日～1月19日 

13 
Dr. Anne Nishimura 
Morse 

同上 ボストン美術館 同上 30年1月12日～1月19日 

14 Dr. Sinéad Vilbar 同上 クリーブランド美術館 同上 30年1月12日～1月19日 

15 Dr. Andreas Marks 同上 ミネアポリス美術館 同上 30年1月12日～1月19日 

16 Dr. Laura Allen 同上 サンフランシスコ・アジア美術館 同上 30年1月12日～1月19日 

17 Mr. Tim Clark 英国 大英博物館 同上 30年1月12日～1月19日 

18 Dr. Rupert Faulkner 同上 
ヴィクトリア・アンド・アルバート博
物館 

同上 30年1月12日～1月19日 

19 Dr. Daan Kok オランダ ライデン国立民族学博物館 同上 30年1月12日～1月19日 

20 Dr. Rosina Buckland 英国 スコットランド国立博物館 同上 30年1月12日～1月19日 

21 Mr. Michel Maucuer フランス フランス国立ギメ東洋美術館 同上 30年1月12日～1月19日 

22 Ms. Ainura Yusupova ロシア プーシキン美術館 
北米欧州ミュージアム日本専門家連携交流事業
参加のため 

30年1月12日～1月19日 

23 Ms. Mary Redfern 
アイルラン
ド 

チェスター・ビーティー・ライブラリ
ー 

同上 30年1月12日～1月19日 

24 Dr. Rhiannon Paget 米国 ザ・リングリング美術館 同上 30年1月12日～1月19日 

25 Ms. Anna Kamenskikh ロシア プーシキン美術館 同上 30年1月12日～1月19日 

26 Mr. Sergey Shandyba 同上 
国立宗教歴史博物館（サンクトペテル
ブルク） 

同上 30年1月12日～1月19日 

27 Dr. Aaron Rio 米国 ミネアポリス美術館 同上 30年1月12日～1月19日 

28 Mr. Andrew Gutierrez 同上 クリーブランド美術館 同上 30年1月12日～1月19日 

29 Dr. Yuki Morishima 同上 サンフランシスコ・アジア美術館 同上 30年1月12日～1月19日 

30 Ms. Silvia Gaetti ドイツ 
グラッシィ工芸美術館（ライプツィ
ヒ） 

同上 30年1月12日～1月19日 

31 Dr. Louise Boyd 英国 スコットランド国立博物館 同上 30年1月12日～1月19日 
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 氏名 国名 所属機関・職名 用務 期間 

32 Dr. Marketa Hanova チェコ プラハ国立美術館 同上 30年1月12日～1月19日 

33 Ms. Mirjam Denes ハンガリー 
フェレンツ・ホップ東洋美術館（ブダ
ペスト） 

同上 30年1月12日～1月19日 

34 Dr. Jeannie Kenmotsu 米国 ポートランド美術館 同上 30年1月12日～1月19日 

35 Dr. Akiko Yano 英国 大英博物館 同上 30年1月12日～1月19日 

 

【京都国立博物館】 2人 
 氏名 国名 所属機関・職名 用務 期間 

1 Suay Fatama Aksoy トルコ ICOM 会長 
国際博物館の日シンポジウムへの参加、ICOM京

都大会に関する打合せ 
5月17日～5月22日 

2 HEDLEY SWAIN イギリス 
ブリティッシュ・カウンシル・統括責

任者代理 

イギリスにおける最新文化政策動向とオリンピ

ック文化プログラム講演会・ワークショップ 
9月21日～9月29日 

 

【奈良国立博物館】 延べ 17人 
 氏名 国名 所属機関・職名 用務 期間 

1 
Jennifer Casler 
Price 

アメリカ キンベル美術館学芸員 
特別展「快慶 日本人を魅了した仏のかたち」
にかかる作品点検及び輸送作業のため 

3月29日～4月3日 

2 Matthew Siegal 同上 
ボストン美術館美術保存修復・収集管
理室長 

同上 4月1日～4月5日 

3 Daniel Hausdorf 同上 
メトロポリタン美術館アシスタントコ
ンサバター 

同上 4月1日～4月7日 

4 金 赫中 韓国 慶州博物館学芸研究士 
両博物館における文化財の調査研究及び保存・
展示等の協力関係を推進するため 

4月12日～5月11日 

5 Daniel Hausdorf アメリカ 
メトロポリタン美術館アシスタントコ
ンサバター 

特別展「快慶 日本人を魅了した仏のかたち」
作品点検、返却作業のため 

6月8日～6月14日 

6 Abigail Hykin 同上 ボストン美術館コンサバター 同上 6月8日～6月14日 

7 Claire Barry 同上 キンベル美術館コンサバター 同上 6月9日～6月14日 

8 魏 祝挺 中国 浙江省博物館歴史文物部研究員 
日本と中国の文化財に関わる研究の発展及び両
国間の学術交流の進展に資するため 

7月1日～8月31日 

9 兪 炳夏 韓国 慶州博物館館長 
第69回正倉院展視察並びに当館職員との意見交
換のため 

10月26日～10月28日 

10 李 在勧 同上 慶州博物館防護書記 同上 10月26日～10月28日 

11 李 泰熹 同上 慶州博物館学芸研究士 
両博物館における文化財の調査研究及び保存・
展示等の協力関係を推進するため 

11月16日～12月15日 

12 馬 蕭林 中国 河南博物院院長 同上 11月27日～12月1日 

13 楊 楊 同上 河南博物院事務室人事課長 同上 11月27日～12月1日 

14 閻 国宇 同上 
河南博物院社会教育サービス部ボラン
ティア担当 

同上 11月27日～12月1日 

15 趙 岑瑒 同上 上海博物館保管部副主任館員 
両博物館における文化財の調査研究及び保存・
展示等の協力関係を推進するため 

12月12日～12月21日 

16 王 佳 同上 上海博物館展覧部館員 同上 12月12日～12月21日 

17 董 衛平 同上 上海博物館陳列設計部副研究員 同上 12月12日～12月21日 

 

【九州国立博物館】 延べ 9人 
 氏名 国名 所属機関・役職 用務 期間 

1  
タッチャソーン・タ
ンテイウォン 

タイ王国 バンコク国立博物館・学芸員 
特別展「タイ～仏の国の輝き～」作品点検・
陳列指導 

4月1日～4月10日 

2  
アマラー・シースチ
ャート 

同上 タイ王国芸術局・上席専門官 
日タイ修好130周年記念特別展「タイ～仏の国
の輝き～」学術交流記念講演会講師 

4月28日～4月30日 

3  高田知仁 同上 
サイアム大学教養学部日本語コミュ
ニケーション学科・学科長 

基盤研究（B)「日タイ間の文化交流に関する
資料集成と統合的研究」に係る打合せ 

5月13日～5月15日 

4  
ソラリン・チャルー
ンナパー 

同上 タイ国立博物館事務局保存修復部 
特別展「タイ～仏の国の輝き～」作品の点検
並びに撤収作業 

6月4日～6月11日 

5  
ソムラック・カムト
ロン 

同上 
プラパトムチェーディー国立博物
館・主任 

同上 6月4日～6月11日 

6  
トーマス・ストラン
グﾞ 

カナダ 
Canadian Conservation Institute・
Senior Conservation Scientist 

科学研究費助成事業（基盤Ａ)「彩色塗装のあ
る歴史的木造文化財建造物の加湿温風処理に
よる虫害処理方法の検討」に係る研究打合せ
および調査 

10月21日～11月2日 

7  
ウバルド・チェザー
リオ 

イタリア 

Istituto Centrale per il Restauro 
e la Conservazionedel Patrimonio 
Archivistico e Librario・External 
collaborator 

IPMセミナーの実施に係る協力及び打合せ 10月21日～10月28日 

8  明 世羅 韓国 国立公州博物館学芸研究士 学術文化交流協定に基づく研究者等の交流 12月4日～12月17日 

9  申 明熙 同上 同上 同上 12月4日～12月17日 

※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。 
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【東京文化財研究所】延べ 30人 
 氏名 国名 所属機関・職名 用務 期間 

1 Mohammad Hassan Talebian イラン イラン文化遺産手工芸観光庁 「イラン文化遺産セミナー｣への講演 4月1日～4月2日 

2 Seyed Mohammad Beheshti 同上 イラン文化遺産観光研究所 同上 同上 

3 BARTYZALOVÁ Barbora チェコ共和国 プラハ国立美術館 国際研修参加のため 8月27日～9月16日 

4 BENNETT R. William III アメリカ スミソニアン協会文書館 同上 同上 

5 BOFFO Rocío María アルゼンチン 国立東洋美術館 同上 8月24日～9月16日 

6 CRELENCIA Anne Rosette フィリピン フィリピン国立図書館 同上 8月27日～9月16日 

7 
DAUGULE-BALODE Iveta 
ダウグル・バロデ イヴェタ 

ラトビア ラトビア国立図書館 同上 同上 

8 ELGAR Jacki アメリカ ボストン美術館 同上 同上 
9 ELPER Timna イスラエル イスラエル国立図書館 同上 8月27日～9月17日 

10 GKINNI Zoitsa ギリシャ ギリシャ国立図書館 同上 8月27日～9月16日 

11 McKAY Prue Alison オーストラリア オーストラリア国立公文書館 同上 同上 

12 TSUI Wai-shan 中国 
香港特別行政区レジャー文化サ
ービス事務署文物修復事務所 

同上 同上 

13 Pierre  Tarjanian アメリカ メトロポリタン美術館 
西洋武器の専門家による実見調査及び研究会参
加のため 

9月16日～9月23日 

14 Johannes Widodo 
シンガポール共
和国 

シンガポール国立大学 
国際シンポジウム「東南アジアの歴史的都市の
まちづくり」参加のため 

10月6日～10月9日 

15 
Liang Chow Ming
（Clement） 

マレーシア ペナン・ヘリテージ・トラスト 同上 10月5日～10月9日 

16 Moe Moe Lwin 
ミャンマー連邦
共和国 

ヤンゴン・ヘリテージ・トラス
ト  

同上 同上 

17 Maw Lin 同上 
リビングデザインアーキテクツ
アンドプランナーズ 

同上 同上 

18 Eric Babar Zerrudo フィリピン 
聖トマス大学 熱帯の文化財及び
自然環境保護センター 

同上 10月6日～10月9日 

19 Nguyen Su 
ベトナム社会主
義共和国 

  同上 10月5日～10月9日 

20 Parastou Naeimi Taraei イラン 文化財保存研究所（RCCCR） 
セミナー「博物館収蔵品に影響を与える空気汚
染と博物館の環境管理」の講演者として招へい 

10月29日～11月5日 

21 Maryam Ahmadi 同上 イラン国立博物館 同上 同上 

22 Christina HAGELSKAMP アメリカ メトロポリタン美術館 
評価セミナー2017：ワークショップ「漆工芸品
の保存と修復」参加のため 

11月6日～11月10日 

23 Magdalena KOZAR ドイツ ドレスデン陶磁器コレクション 同上 同上 
24 Delphine MESMAEKER ベルギー 王立美術歴史博物館 同上 同上 
25 Andreas SAMPATAKOS ギリシア アテネ応用科学大学 同上 同上 

26 Kathleen Salomon アメリカ ゲッティ研究所 
文化庁平成29年度外国人芸術家・文化財専門家
招へい事業 

12月4日～12月10日 

27 朴原模 韓国 
ユネスコアジア太平洋無形文化
遺産国際情報・ネットワーキン
グセンター 

第12回無形民俗文化財研究協議会での発表・パ
ネルディスカッションへの参加のため 

12月16日～12月19日 

28 Jacques GAUCHER 
カンボジア 
(フランス国籍) 

フランス極東学院アンコールト
ム考古調査隊 

研究会「東南アジアの古代都市を考える」での
講演、参加のため 

30年1月18日～1月26日 

29 Bob HUDSON オーストラリア シドニー大学アジア学部 同上 30年1月17日～1月23日 

30 Camillo Nuti イタリア ローマ第三大学建築学部 
二神科研「空間情報データベースによる文化財
の災害被害予測の高度化及び防災計画策定への
応用」の研究遂行のための情報交換 

30年1月28日～2月2日 

 

【奈良文化財研究所】延べ 170人 
 氏名 国名 所属機関・職名 用務 期間 

1 PLOKINGHORNE Martin 
オーストラリ
ア 

フリンダース大学・主任研究員 日本学術振興会 外国人招へい研究者 3月31日～11月18日 

2～7 王天勁 他5名 中国 
河南省文物建築保護研究院・副所
長 

平城宮跡見学（朱雀門・大極殿・発掘現場） 6月7日 

8 李桂憲  韓国 扶余文化財研究所・所長 
百済帝釈寺址の調査現状と今後の課題について
講演 

6月13日 

9 李龙彬 (LI LONGBIN) 中国 遼寧省文物考古研究所・副所長 共同研究遂行にむけた協議、学術交流 6月24日～7月1日 

10 谷丽芬 (GU LIFEN) 同上 遼寧省文物考古研究所・館員 同上 6月24日～7月1日 

11 徐政 (XU ZHENG) 同上 同上 同上 6月24日～7月1日 

12 苏军强(SU JUNQIANG) 同上 同上 同上 6月24日～7月1日 

13～37 張冠梓 他24名 同上 
社会科学院青年研究者代表団・人
事教育局長 

平城資料館、大極殿、遺構展示館見学 6月30日 

38～43 金東烈 他5名 韓国 
国立文化財研究所建築文化財研
究室・学芸研究士 

皇龍寺回廊考察研究のための日本事例調査と研
究交流および日本古代建築道具研究現況把握の
ための基礎資料収集 

7月12日 

44 李喜永(Lee Hee-young) 同上 国立文化財研究所・林業事業官 共同研究 7月18日～7月22日 

45 李元浩(Lee Won-ho) 同上 国立文化財研究所・学芸研究士 同上 7月18日～7月22日 

46 羅明河(Na Moung-ha) 韓国 
国立文化財研究所・自然文化財研
究室長 

同上 7月18日～7月22日 
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氏名 国名 所属機関・職名 用務 期間 

47～50 ノ・ヘミン 他3名 同上 翰林大学・学生 
奈文研の業務内容と日本文化財管理・維持・活用
についての質問 

8月1日 

51～59 邱佳慧 他8名 台湾 台湾医学大学・副教授 研究所見学 8月9日 

60～61 
M.K.ピーターソン 他1
名 

ミクロネシア ポーンペイ州知事 
研究所の概要説明、平城宮跡資料館・第一次大極
殿・遺構展示館見学 

8月11日 

62 Than Than Thein ミャンマー ヤンゴン大学考古学部・講師 陶磁器の調査方法に関する研修に参加 8月21日～8月27日 

63 Naing Naing Lay Maw 同上 ヤンゴン大学考古学部・准講師 同上 8月21日～8月27日 

64 Ei Shwe Phyo 同上 ヤンゴン大学・大学院生 同上 8月21日～8月27日 

65 劉海旺(Liu Haiwang) 中国 河南省文物考古研究院・院長 共同研究 9月11日～9月15日 

66 趙志文(Zhao Zhiwen) 同上 河南省文物考古研究院・研究員 同上 9月11日～9月15日 

67 李暁莉(Li Xiaoli) 同上 河南省文物考古研究院・館員 同上 9月11日～9月15日 

68 唐静(Tang Jing) 同上 河南省文物考古研究院・館員 同上 9月11日～9月15日 

69 王琴(Wang Qin) 同上 
河南省文物局文物資源管理与開
発利用処・処長 

同上 9月11日～9月15日 

70 
鄭 聖睦(ジョン ソンモ
ク) 

韓国 慶州文化財研究所・學藝研究士 共同発掘調査 9月11日～11月2日 

71 Kyaw Myo Win ミャンマー 
ミャンマー宗教文化省世界遺産
部・副部長 

考古遺跡の調査方法に関する研修に参加 10月15日～10月21日 

72 Kyaw Nyi Nyi Htet 同上 
ミャンマー宗教文化省ピイ考古
学フィールドスクール・講師 

同上 10月15日～10月21日 

73 Htun Htun Aye 同上 
ミャンマー宗教文化省世界遺産
部・部長補佐 

同上 10月15日～10月21日 

74～76 
Nikolau Daloracika 
Tokainabatu 他2名 

フィジー 
フィジー博物館考古室・現地調査
官 

ACCUによる文化遺産の保護に資する研修 10月23日～10月24日 

77～78 
Jethro Tulupul Stalen 
他1名 

パプアニュー
ギニア 

パプアニューギニア国立美術博
物館保存室・主任保存技師 

同上 10月23日～10月24日 

79 
Grinta Gay Ale'eke(グ
リンタ ゲイ アレエケ) 

ソロモン諸島 
文化観光省ソロモン諸島国立博
物館考古室・考古調査員 

同上 10月23日～10月24日 

80 李有骞(Li Youqian) 中国 
黒龍江省文物考古研究所 副研究
館員 

「東アジアにおける旧石器・新石器過渡期の基礎
的研究」のため 

10月23日～10月29日 

81 李罡(Li Gang) 同上 河北大学歴史学院 講師 同上 10月23日～10月29日 

82 岳健平(Yue Jianping) 同上 
脊椎動物与古人類研究所 博士
研究生 

同上 10月23日～10月29日 

83～88 呂静 他5名 同上 復旦大学文物与博物館額系・教授 都城発掘調査部、埋蔵文化財センター訪問 10月25日 

89～118 計30名 台湾 
国立台北芸術大学文化資源学院・
大学院生 

平城宮跡および奈良文化財研究所の見学 12月6日 

119～120 Yunus Arbi 他1名 インドネシア 
教育文化省世界文化遺産課・課長
補佐 

平城宮跡の管理について視察 12月12日 

121 鄭仁邰(Jeong In-tae) 韓国 
国立伽耶文化財研究所・学芸研究
士 

共同研究 12月18日～12月22日 

122 
尹 亨 準 (Yoon  Hyung-
jun) 

同上 同上 同上 12月18日～12月22日 

123 呉東墠(Oh Dong-sun) 同上 同上 同上 12月18日～12月22日 

124～135 LI JIN(李瑾) 他11名 中国 
成都市木造歴史的建造物研修団・
団長(成都市文化広電新聞出版局
博物館処・処長) 

文化財建造物を中心とする文化遺産の保存・活用
研究の取り組みについて視察 

12月20日 

136 韓志仙(Han Ji-sun) 韓国 
国立中原文化財研究所・学芸研究
士 

共同研究 1月15日～1月19日 

137 姜素英(Kang So-yeong) 同上 国立文化財研究所・学芸研究士 同上 1月15日～1月19日 

138 李志映(Lee Ji-young) 同上 
国立羅州文化財研究所・学芸研究
士 

同上 1月15日～1月19日 

139 李恩碩(Lee Eun-seok) 同上 
国立海洋文化財研究所・海洋遺物
研究課長 

同上 1月15日～1月19日 

140 黄仁鎬(Hwang In-ho) 同上 国立文化財研究所・学芸研究官 同上 1月15日～1月19日 

141 田傭昊(Jeon Yong-ho) 同上 国立文化財研究所・学芸研究士 同上 1月15日～1月19日 

142～151 
Ibrahim Baris SARICA 
他9名 

トルコ 
文化観光庁文化遺産博物館局博
物館本部・考古学専門家 

JICA国別研修「トルコ博物館及び文化財の自然災
害からの保護に係る能力開発」 

1月29日 

152 文玉賢(Moon Ok-hyun) 韓国 
国立中原文化財研究所・学芸研究
士 

共同研究 2月20日～2月23日 

153 張誠允(ang Sung-yoon) 同上 国立文化財研究所・学芸研究士 同上 2月20日～2月23日 

154 李仁淑(Lee In-suk) 同上 
国立慶州文化財研究所・学芸研究
士 

同上 2月20日～2月23日 

155 陳星燦(Chen Xingcan) 中国 社会科学院文物考古研究所・所長 同上 2月26日～3月2日 

156 朱岩石(Zhu Yanshi) 同上 社会科学院考古研究所・副所長 同上 2月26日～3月2日 

157 劉国祥(Liu Guoxiang) 同上 社会科学院考古研究所・科研処長 同上 2月26日～3月2日 

158～162 権宅章 他4名 韓国 
文化財庁新羅王京核心遺跡復元
整備事業推進団・学芸研究官(チ
ーム長) 

第一次大極殿員築地回廊復元関連の発掘および
復元考証研究 

2月27日～3月1日 

163 TALGAT MAMIROV カザフスタン 
国立博物館国家遺産研究所・考古
遺産部長  

「東アジア旧石器・新石器移行期の基礎的研究」
のため 

3月2日～3月13日 

164 Young Ratana カンボジア 国立芸術大学・准教授 共同研究 3月4日～3月11日 

165 Thach Phanith 同上 国立芸術大学・卒業生 同上 3月4日～3月11日 
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166 El Puthipor 同上 国立芸術大学・卒業生 共同研究 3月4日～3月11日 

167 TAIMAGAMBETOV ZHAKEN カザフスタン 国立博物館・館長代理 
共同研究成果の発表および、来年度調査研究につ
いて打合せ 

3月21日～3月24日 

168 SADUOV ASSILKHAN 同上 カザフスタン文書センター・所長 同上 3月21日～3月24日 

169 UALIYEV KUATZHAN 同上 スポーツ･文化省・官房長 同上 3月21日～3月24日 

170 YU CHONG 中国 
中山大学社会学与人類学学院・副
研究員 

広東省で実施している貝塚遺跡に関する資料調
査および、今後の分析研究に関する協議のため 

3月25日～3月31日 

【アジア太平洋無形文化遺産研究センター】延べ 44人 
氏名 国名 所属機関・職名 用務 期間 

1 Micheal FOSTER アメリカ 
Professor, Department of East Asian 
Language and Cultures, University of 
California, Davis 

国際シンポジウム「無形文化遺産をグ
ローカルに見る―地域社会と研究者、
国家、ユネスコの相互作用―」出席 

7月7日～9日 

2 Noriko AIKAWA-FAURE フランス 
Former Director/Chief, The 
Intangible Cultural Heritage 
Section, UNESCO 

同上 7月7日～9日 

3 Tim CURTIS 同上 
Section Chief, Intangible Cultural 
Heritage Section, UNESCO 

同上 7月7日～9日 

4 Hanhee HAHM 韓国 

Professor, Department of 
Archaeological and Cultural 
Anthropology, Chonbuk National 
University 

同上 7月7日～9日 

5 Thi Hien NGUYEN ベトナム 
Vice Director, Center for Cultural 
Heritage, Vietnam National Institute 
of Culture and Arts Studies 

同上 7月7日～9日 

6 Youngjoon HA 韓国 
President, Yeongsang Tug of War 
Preservation Society 

同上 7月7日～9日 

7 Deming AN 中国 
Researcher, Institute of Literature, 
Chinese Academy of Social Sciences 

同上 7月7日～9日 

8 Alexandra DENES タイ 
Lecturer, Department of Media Arts 
and Design, Chiang Mai University 

同上 7月7日～9日 

9 Janet Elizabeth BLAKE イラン 
Associate Professor, Department of 
Islamic Law, Faculty of Law, Shahid 
Beheshti University 

同上 7月7日～9日 

10 Vayalkara JAYARAJAN インド 
Chairman Folkland, International 
Centre for Folklore and Culture 

同上 7月7日～9日 

11 Yiqi HA 中国 
The Fourth Generation Successor of 
Chinese Hashi-Style Kite 

同上 7月7日～9日 

12 Meredith WILSON 
仏領ポリネシ
ア 

Research Associate, Stepwise 
Heritage and Tourism Pty. Ltd, 
Australia 

「無形文化遺産と災害リスクマネジ
メントに関する予備調査」事業におけ
るバヌアツ調査 

7月17日～25日 

13 Svanibor PETTAN スロベニア 

Professor, Department of Musicology, 
Faculty of Arts, University of 
Ljubljana, Slovenia /  
Vice-President, International 
Council for Traditional Music (ICTM) 

国際シンポジウム2017「無形文化遺産
をめぐる交渉」出席 

11月29日～12月2日 

14 William NITZKY アメリカ 
Assistant Professor, Department of 
Anthropology, California State 
University, Chico 

同上 11月29日～12月2日 

15 Vicente DIAZ 同上 
Associate Professor, Department of 
American Indian Studies, University 
of Minnesota Twin Cities 

同上 11月29日～12月2日 

16 Analyn SALVADOR-AMORES フィリピン 

Associate Professor of Social 
Anthropology and Director of the 
Museo Kordilyera Ethnographic 
Museum, University of the 
Philippines, Baguio 

同上 11月29日～12月2日 

17 Mohd Anis MD NOR マレーシア 

Managing Director, Nusantara 
Performing Arts Research Center 
(NusParc) Adjunct Professor, Faculty 
of Music and Performing Arts Sultan 
Idris Education University 

同上 11月29日～12月2日 

18 Don NILES 
パプアニュー
ギニア 

Acting Director and Senior 
Ethnomusicologist,  
Institute of Papua New Guinea 
Studies 

同上 11月29日～12月2日 

19 
M.D. 

Muthukumaraswamy 
インド 

Director, National Folklore Support 
Centre 同上 11月29日～12月2日 

20 Verne DE LA PEÑA フィリピン 
Director and Associate Professor, 
Department of Musicology, University 
of the Philippines Diliman 

同上 11月29日～12月1日 

21 Graeme WERE 
オーストラリ
ア 

Head of Anthropology, School of 
Social Science, University of 
Queensland 

同上 11月29日～12月2日 

22 XIAO Mei 中国 

Professor, Department of Musicology 
and Research Institute of Ritual 
Music in China, Shanghai 
Conservatory of Music 

同上 11月29日～12月2日 
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23 PHAM Thi Thanh Huong ベトナム 
Chief of Culture Unit, UNESCO Ha Noi 
Office 

国際シンポジウム2017「無形文化遺産
をめぐる交渉」陪席 

11月29日～12月2日 

24 YANG Xiao 中国 

Assistant Dean of Department of Art 
Education and Ethnomusicology and 
Professor of Department of 
Musicology, Sichuan Conservatory of 
Music 

同上 11月29日～12月2日 

25 LING Jiasui 同上 
PhD Student, Shanghai Conservatory 
of Music 

同上 11月29日～12月2日 

26 Pilyoung PARK 韓国 

Programme Officer, International 
Information and Networking Centre 
for Intangible Cultural Heritage in 
the Asia-Pacific Region (ICHCAP) 

同上 11月29日～12月2日 

27 Hyeongi SON 同上 

Project Officer, International 
Information and Networking Centre 
for Intangible Cultural Heritage in 
the Asia-Pacific Region (ICHCAP) 

同上 11月29日～12月2日 

28 Himalchuli GURUNG 中国 
Programme Specialist for Culture, 
UNESCO Beijing Office 

「第六回アジア太平洋無形文化遺産
研究センター運営理事会」出席 

12月22日 

29 Kwon-Soon HWANG 韓国 

Director of the Department of World 
Heritage Team, Cultural Heritage 
Administration of the Republic of 
Korea 

同上 12月22日 

30 Bin LIANG 中国 

Director-General, International 
Training Center for Intangible 
Cultural Heritage in the Asia-
Pacific Region (CRIHAP) 

「第六回アジア太平洋無形文化遺産
研究センター運営理事会」陪席 

12月22日 

31 Tianxiong DUAN 同上 

Deputy Director of the General 
Office, International Training 
Center for Intangible Cultural 
Heritage in the Asia-Pacific Region 
(CRIHAP) 

同上 12月22日 

32 Jing GUAN 同上 

Training Programme Coordinator, 
International Training Center for 
Intangible Cultural Heritage in the 
Asia-Pacific Region (CRIHAP) 

同上 12月22日 

33 Kwon HUH 韓国 

Director-General, International 
Information and Networking Centre 
for Intangible Cultural Heritage in 
the Asia-Pacific Region (ICHCAP) 

同上 12月22日 

34 Deoksoon KIM 同上 

Chief of Planning & Management 
Section, International Information 
and Networking Centre for Intangible 
Cultural Heritage in the Asia-
Pacific Region (ICHCAP) 

同上 12月22日 

35 Eunjae CHOI 同上 

Project Consultant, Planning & 
Management Section, International 
Information and Networking Centre 
for Intangible Cultural Heritage in 
the Asia-Pacific Region (ICHCAP) 

同上 12月22日 

36 Hyung-bin PARK 同上 

Senior Researcher, World Heritage 
Division, Cultural Heritage 
Administration, the Republic of 
Korea 

同上 12月22日 

37 Gyeong-gyu MUN 同上 

Programme Specialist, World Heritage 
Division, Cultural Heritage 
Administration, the Republic of 
Korea 

同上 12月22日 

38 
アフガニスタ
ン 

「アジアの紛争後国家等における無
形文化遺産の現状に関する現地調査」
に向けた準備ワークショップ（アフガ
ニスタン）出席 

30年3月7日～9日 

39 同上 同上 同上 

40 同上 同上 同上 

41 同上 同上 同上 

42 Himali JINADASA スリランカ 

Senior Advisor to the Hon. Minister, 
Office of the Minister of Industry 
and Commerce, Ministry of Industry 
and Commerce, Sri Lanka 

「アジアの紛争後国家等における無
形文化遺産の現状に関する現地調査」
に向けた準備ワークショップ（スリラ
ンカ）出席 

30年3月13日～15日 

43 Ritu SETHI インド 
Chairperson, Craft Revival Trust, 
India 

同上 同上 

44 Renee Coreses TARAVELA フィリピン 
Head of the Cultural Communities and 
Traditional Arts Section, National 
Commission for Culture and Arts 

「アジアの紛争後国家等における無
形文化遺産の現状に関する現地調査」
に向けた準備ワークショップ（スリラ
ンカ）陪席 

同上 
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【文化財防災ネットワーク推進本部】21人 

氏名 国名 所属機関・職名 用務 期間 

1 Dorji WANGCHUK ブータン 
Conservator, National Museum 
of Bhutan 

国際シンポジウム及び国際研修2017参加（研修
者） 

8月27日～9月17日 

2 Abner Omaging LAWANGEN フィリピン 

Local Disaster Risk Reduction 
and Management Officer, Local 
Government of Tublay,  
Benguet, Philippines 

同上 8月27日～9月17日 

3 Hamit BIRTANE トルコ 
Technical Expert, Directorate 
of Gallipoli Historical Site 

同上 8月27日～9月18日 

4 
Innocent Hudson 
MANKHWALA 

マラウイ 

Archivist, Conservation 
Section, Department of 
Culture, National Archives of 
Malawi 

同上 8月27日～9月17日 

5 Ming Chee ANG マレーシア 
General Manager, George Town 
World Heritage Incorporated 同上 8月27日～9月16日 

6 Victor MARCHEZINI ブラジル 

Researcher, National Centre 
for Monitoring and Early 
Warning of Natural Disasters 
(CEMADEN) 

同上 8月27日～9月17日 

7 Virashith PHOMSOUVANH ラオス 

Acting Deputy Director, 
Remote Sensing Center, 
Ministry of Natural Resource 
and Environment (MONRE) 

同上 8月27日～9月17日 

8 Sayma IQBAL インド 
Lead Conservation Consultant, 
Kashmir Chapter, INTACH 

同上 8月27日～9月17日 

9 
Bertrand Pascal 
LAVEDRINE 

フランス 

Director, The Centre de 
recherche sur la 
Conservation, National Museum 
of Natural History 

同上 8月27日～9月17日 

10 Domenico GRECO イタリア 
Civil Engineer - Young 
Researcher, University of 
Salerno, ICOMOS/ICORP Italy 

同上 8月27日～9月17日 

11 Khin Aye YEE ミャンマー 

Operation Officer, Social, 
Urban, Rural and Resilience 
Global Practice, World Bank 
Group, World Bank, Myanmar 

同上 8月27日～9月17日 

12 Aparna TANDON イタリア 
Project Manager, Collections 
Unit, ICCROM 

国際研修2017参加（講師） 8月27日～9月6日 

13 Ksenia CHMUTINA イギリス 

Lecturer, Sustainable and 
Resilient Urbanism, The 
School of Civil and Building 
Engineering, Loughborough 
University 

同上 8月27日～9月9日 

14 Corine WEGENER アメリカ 

Director, Smithonian Cultural 
Rescue Initiative, Office of 
the Provost/Under Secretary 
for Museums and Research, 
Smithonian Institution 

同上 9月3日～9月11日 

15 Rohit Kumar RANJITKAR ネパール 
Nepal Director, Kathmandu 
Valley Preservation Trust 
(KVPT) 

同上 9月6日～9月12日 

16 Lee BOSHER イギリス 

Senior Lecturer, The School 
of Civil and Building 
Engineering, Loughborough 
University 

同上 9月3日～9月16日 

17 Elke SELTER ベルギー 

Expert Emergency Response, 
Emergency Preparedness and 
Response Unit, Culture 
Sector, UNESCO 

国際シンポジウム及び国際研修2017参加（講師） 9月6日～9月18日 

18 Joseph Alan KING イタリア 

Director of the Sites Unit, 
International Centre for the 
Study of the Preservation and 
Restoration of Cultural 
Property 

同上 9月10日～9月17日 

19 Wesley Webb CHEEK アメリカ 
Urban Studies Doctoral 
Fellow, City, Culture and 
Community, Tulane University 

同上 9月10日～9月17日 

20 
Catherine Elizabeth 
KIRBY 

アメリカ 

Grants Development 
Specialist, Office of the 
Provost and Under Secretary 
for Museums and Research, 
Smithsonian Institution 

同上 9月10日～9月17日 

21 Kai Ube Prasad WEISE ネパール 

Architect, Planners' Alliance 
for the Himalayan & Allied 
Regions (PAHAR Nepal) 

同上 9月11日～9月17日 
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2）他機関の共同研究への参画実績 

科学研究費助成事業の研究分担者等として参画（延べ人数） 
平成30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 

120人 

66人 30人 11人 7人 18人 

文化財研究所計 東京文化財研究所 奈良文化財研究所 

54人 22人 32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】延べ  30人 
機関名 研究課題 研究代表者名 分担者名 

1 京都国立博物館 河内地域の仏教文化と歴史に関する総合的研究 
京都国立博物館長 
佐々木丞平 

企画課長（兼国際交流室長） 浅
見龍介、列品管理課平常展調整室
主任研究員 末兼俊彦 

2 九州国立博物館 
在欧日本仏教美術の包括的調査・デジタル化とそれに基づく
ジャポニズムの総合研究 

九州国立博物館長 島谷弘幸 

企画課長（兼国際交流室長） 浅
見龍介、企画課特別展室長 丸山
士郎、東京国立博物館百五十年史
編纂室長 恵美千鶴子 

3 奈良国立博物館 高雄曼荼羅にみる古代アジア密教美術の様相 奈良国立博物館長 松本伸之 

企画課特別展室長 丸山士郎、調
査研究課絵画・彫刻室長 沖松健
次郎、保存修復課環境保存室長 
和田浩 

4 関西大学 
古代寺院荘厳具の復元的研究～川原寺裏山遺跡出土金属製品
を中心として～ 

関西大学教授 米田文孝 
企画課特別展室主任研究員 市元
塁 

5 九州国立博物館 
極薄青銅器と響銅を対象にした製作技術の比較 －東アジア
金属工芸史の再構築－ 

九州国立博物館学芸部企画課
主任研究員 川村佳男 

企画課デザイン室主任研究員 矢
野賀一、保存修復課環境保存室長 
和田浩 

6 
東京大学史料編纂
所 

東京国立博物館所蔵湿板写真ガラス原板に関する基礎的研究 
（一般共同研究） 

企画課国際交流室主任研究員 
遠藤楽子 

博物館情報課長（兼情報資料室
長） 田良島哲 

7 筑波大学 
東アジア文化の基層としての儒教の視覚イメージに関する研
究 

筑波大学大学院教授 
守屋正彦 

博物館教育課教育講座室長 勝木
言一郎 

8 
京都大学人文科学
研究所 

中国古典籍日本古写本の研究（JSPS25244015） 京都大学名誉教授 高田時雄 
博物館情報課長（兼情報資料室
長） 田良島哲 

9 
東京大学史料編纂
所 

摂関家伝来史料群の研究資源化と伝統的公家文化の総合的研
究 

東京大学史料編纂所教授 
尾上陽介 

東京国立博物館百五十年史編纂室
長 恵美千鶴子 

10 九州国立博物館 日タイ間の文化交流に関する資料集成と統合的研究 
九州国立博物館学芸部企画課
特別展室長 原田あゆみ 

列品管理課平常展調整室主任研究
員 末兼俊彦 

11 東京文化財研究所 
対外交流史の視点によるアジア螺鈿の総合的研究ー大航海時
代を中心にー 

東京文化財研究所文化財情報
資料部広領域研究室長  
小林公治 

列品管理課平常展調整室主任研究
員 末兼俊彦 

12 京都大学 真言密教寺院の資料調査に基づく分野横断的綜合研究 
京都大学大学院文学研究科教
授 上島享 

調査研究課絵画・彫刻室主任研究
員 皿井舞 

13 信州大学 平安時代における「国風」的文化現象についての学際的研究 
信州大学大学院文学研究科准
教授 佐藤全敏 

調査研究課絵画・彫刻室主任研究
員 皿井舞 

14 
独立行政法人国立
文化財機構奈良文
化財研究所 

蛍光Ｘ線分析と鉱物組成分析による飛鳥藤原地域出土古代瓦
の生産・供給体制の研究 

奈良文化財研究所都城発掘調
査部考古第三研究室長  
清野孝之 

調査研究課考古室研究員 山本亮 

15 上智大学 
基盤Ｂ「古代西アジアにおける宗教と福祉の相互関係をめぐ
る綜合的実証研究」 

上智大学神学部特任教授 
月本昭男 

調査研究課東洋室研究員 
小野塚拓造 

16 天理大学 
基盤Ｂ「地域考古学」と「聖書考古学」の協業による古代パ
レスチナ地域史の再構築 

天理大学文学部教授 
桑原久男 

調査研究課東洋室研究員 
小野塚拓造 

17 
公益財団法人出光
文化福祉財団 

『幕末明治期の日本人が写っている銀板写真（ダゲレオタイ
プ）の基礎調査と持続可能型保存ネットワークの構築に関す
る研究』 

東京都写真美術館保存科学専
門員 山口孝子 

保存修復課調査分析室長 荒木臣
紀 

18 
公益財団法人ポー
ラ美術振興財団 

日本国内のおける銀板写真（ダゲレオタイプ）の保存に関す
る悉皆基礎調査と持続可能型保存ネットワークの構築に関す
る研究 

東京都写真美術館保存科学専
門員 山口孝子 

保存修復課調査分析室長 荒木臣
紀 

19 筑波大学 
被災博物館等の汚染ガスからみた資料と環境の安定化および
その評価手法の研究 

筑波大学教授 松井俊也 保存修復課環境保存室長 和田浩 

20 愛知県立芸術大学 「月次祭礼図模本」の総合復元研究 
愛知県立芸術大学美術学部准
教授 岩永てるみ 

保存修復課保存修復室主任研究員 
瀬谷愛 

21 
木更津市郷土博物
館金のすず、国立
歴史民俗博物館 

金鈴塚古墳研究（繊維等の織物資料担当） 
金のすず副館長 稲葉昭智、 
歴史民俗博物館研究部准教授 
上野祥史 

客員研究員 沢田むつ代 

22 
埼玉県坂戸市教育
委員会 

入西石塚古墳研究（金属器遺物付着の繊維資料について） 坂戸市教育委員会 藤野一之 客員研究員 沢田むつ代 

23 明治大学博物館 
三昧塚古墳出土品研究（挂甲や鏡等の金属製品に付着する織
物等について） 

明治大学博物館考古部門担当 
忽那敬三 

客員研究員 沢田むつ代 

【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 実践女子大学 日本現存福州版大蔵経の総合的研究の深化と典籍学への応用 文学部教授 牧野和夫 
学芸部企画室アソシエイトフェロ
ー 上杉智英 

2 奈良国立博物館 高雄曼荼羅にみる古代アジア密教美術の様相 館長 松本伸之 学芸部企画室長 伊藤信二 

3 富山県立大学 富山・本法寺蔵「法華経曼荼羅図」の総合的研究 工学部教授 原口志津子 
学芸部保存修理指導室長 
大原 嘉豊 

4 京都大学 東アジア美術における仏伝の表象 
人文科学研究所准教授 
稲本 泰生 

学芸部保存修理指導室長 
大原 嘉豊 
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 機関名 研究課題 研究代表者名 分担者名 

5 大阪大谷大学 新義真言系聖教の形成と教学的交流に関する基礎的研究 文学部教授 宇都宮啓吾 学芸部美術室長 羽田 聡 

6 東京国立博物館 
近世狩野派を中心とした図様継承と絵画制作システムに関す
る研究 

学芸研究部長 田沢裕賀 
学芸部長 山本英男、学芸部保存
修理指導室研究員 福士雄也 

7 
奈良県立橿原考古
学研究所 

三次元デジタル・アーカイブを活用した青銅器製作技術解明
の総合的研究 

資料課係長 水野敏典 
学芸部考古室主任研究員  
古谷 毅 

8 奈良文化財研究所 
蛍光Ｘ線分析と鉱物組成分析による飛鳥藤原地域出土古代瓦
の生産・供給体制の研究 

都城発掘調査部・考古第三
研究室長 清野孝之 

保存科学室長 降幡順子 

9 奈良文化財研究所 飛鳥時代金属製品の加工技術に関する基礎的研究 
飛鳥資料館・学芸室長  
石橋 茂登 

保存科学室長 降幡順子 

10 奈良文化財研究所 アンコール王朝末期の総合的歴史学の構築 副所長 杉山洋 学芸部連携協力室長 淺湫毅 

 

【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 九州大学 作品誌の観点による大徳寺伝来五百羅漢図の総合的研究 教授 井手誠之輔 
学芸部教育室長 
谷口 耕生 

2 九州大学 作品誌の観点による大徳寺伝来五百羅漢図の総合的研究 教授 井手誠之輔 
学芸部情報サービス室主任研究員 
北澤 菜月 

3 京都大学 東アジア美術における仏伝の表象 准教授 稲本泰生 
学芸部教育室長 
谷口 耕生 

4 京都大学 同上 同上 
学芸部情報サービス室長 
岩井 共二 

5 北海道博物館 X線CTを核としたアイヌ民族資料の保存修復に関する研究 学芸員 杉山智昭 
学芸部保存修理指導室長 
鳥越 俊行 

6 高野山大学 海洋交易路における仏教流伝形態の研究 名誉教授 松長有慶 学芸部長 内藤 栄 

7 東京国立博物館 
文化財情報資源の探索と発見のためのデータ連携に関する研
究 

学芸企画部博物館情報課情
報管理室長 村田 良二 

資料室長 宮崎 幹子 

 

【九州国立博物館】延べ 18人 
 機関名 研究課題 研究代表者名 分担者名 

1 鹿児島大学 
X線CT調査による古墳時代甲冑のデジタルアーカイブおよび型
式学的新研究 

総合研究博物館教授 
橋本達也 

学芸部文化財課長 
河野一隆 

2 東京文化財研究所 
酵素を利用した文化財の新規クリーニング方法の開発 
－旧修理材料や微生物痕の除去－ 

保存科学研究センター 
修復材料研究室長 
早川典子 

学芸部博物館科学課長兼環境保
全室長 木川りか 

3 奈良大学 
X線CTを核にした3Ｄデータの活用に基づく文化財の新研究基
盤創設 

文学部教授 今津節生 客員研究員 赤田昌倫 

4 熊本大学 
阿蘇地域を中心とした古墳時代の九州島における情報伝達・文
物交流の実証的研究 

文学部准教授 杉井 健 
学芸部博物館科学課保存修復室
主任研究員 志賀智史 

5 東京外国語大学 
東南アジア史の統合的編年プラットフォームの構築： 
「長い12・13世紀」を中心に 

大学院総合国際学研究院教授 
青山 亨 

学芸部企画課特別展室長 
原田あゆみ 

6 佐賀大学 
史学と自然科学の融合研究で探る幕末明治期における地域鉄
産業の変貌と展開 

シンクロトロン光応用研究セ
ンター特命教授 脇田久伸 

学芸部文化財課長 
河野一隆 

7 奈良国立博物館 高雄曼荼羅にみる古代アジア密教美術の様相 館長 松本伸之 学芸部長兼企画課長 小泉惠英 

8 九州大学 作品誌の観点による大徳寺伝来五百羅漢図の総合的研究 
大学院人文科学研究院教授 
井手誠之輔 

学芸部文化財課資料管理室主任
研究員 畑 靖紀 

9 東京大学 
摂関家伝来史料群の研究資源化と伝統的公家文化の総合的研
究 

史料編纂所教授 尾上陽介 館長 島谷弘幸 

10 実践女子大学 19世紀日本の女性南画家の移動と交遊圏 文学部教授 仲町啓子 
学芸部文化財課主任研究員  
山下善也 

11 鹿児島大学 住吉派の摸写から見る近世御用絵師の絵画制作研究 法文教育学域教授 下原美保 
学芸部文化財課主任研究員  
山下善也 

12 京都府立大学 対馬に所在する中国・朝鮮伝来経典の総合的研究 文学部教授 横内裕人 
学芸部企画課特別展室研究員  
松浦晃佑 

13 北海道博物館 X線CTを核としたアイヌ民族資料の保存修復に関する研究 
学芸部博物館社会貢献グルー
プ 学芸主査 杉山智昭 

客員研究員 赤田昌倫 

14 東京国立博物館 
近世狩野派を中心とした図様継承と絵画制作システムに関す
る研究 

学芸研究部長 田沢裕賀 
学芸部文化財課資料管理室主任
研究員 畑 靖紀 

15 東京国立博物館 同上 同上 
学芸部文化財課主任研究員  
山下善也 

16 東京国立博物館 
文化財情報資源の探索と発見のためのデータ連携に関する研
究 

学芸企画部博物館情報課情報
管理室長 村田良二 

学芸部文化財課アソシエイトフ
ェロー 竹内俊貴 

17 奈良大学 
X線CTを核にした3Dデータの活用に基づく文化財の新研究基盤
創設 

文学部教授 今津節生 展示課長 楠井隆志 

18 京都府立大学 対馬に所在する中国・朝鮮伝来経典の総合的研究 文学部教授 横内裕人 展示課主任研究員 一瀬 智 

 

【東京文化財研究所】延べ 22人  
 機関名 研究課題 研究代表者名 分担者名 

1 早稲田大学 
エジプト、ルクソール西岸の新王国時代岩窟墓の形成と発展に
関する調査研究 

文学学術院教授 近藤 二郎 
文化遺産国際協力センター研究員 
前川 佳文 

2 早稲田大学 
近松没後義太夫節浄瑠璃作品のデジタル・アーカイブを利用し
た包括的研究 

坪内博士記念演劇博物館  
名誉教授 鳥越 文蔵 

無形文化遺産部長 飯島 満 

3 法政大学 
能楽及び能楽研究の国際的定位と新たな参照標準確立のための
基盤研究 

能楽研究所 教授 山中 玲子 特任研究員 高桑 いづみ 

4 東京大学 「図書館資料保存論」に関する基礎的研究 
大学院経済学研究科(経済学部) 
講師 小島 浩之 

保存科学研究センター長 佐野 千
絵 

5 東京藝術大学 
光に脆弱な文化財材料の光劣化機構の研究-低酸素環境での劣
化挙動と波長依存性- 

大学院美術研究科 准教授  
塚田 全彦 

保存科学研究センター長 佐野 千
絵 
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 機関名 研究課題 研究代表者名 分担者名 

6 三重大学 耐震的に脆弱な文化財組積造建造物の被災後の保存修復法 工学研究科 教授 花里 利一 
保存科学研究センター主任研究員 
森井 順之 

7 九州国立博物館 
彩色塗装のある歴史的木造文化財建造物の加湿温風処理による
虫害処理方法の検討 

学芸部博物館科学課長 木川 
りか 

保存科学研究センター分析科学研究
室長 犬塚 将英 

8 九州国立博物館 
彩色塗装のある歴史的木造文化財建造物の加湿温風処理による
虫害処理方法の検討 

学芸部博物館科学課長 木川 
りか 

保存科学研究センター生物科学研究
室長 佐藤 嘉則 

9 大谷大学 
モンゴルの世界遺産「大ブルカン・カルドゥン山」に関する学
融合的研究 

文学部 教授 松川 節 
文化財情報資料部文化財情報研究室
長 二神 葉子 

10 東北大学 
仏像の表象機能に関わる総合的調査研究―空間・荘厳・胎内に
着目して 

文学研究科 名誉教授 有賀 祥
隆 

文化財情報資料部長 津田 徹英 

11 東京国立博物館 平等院鳳凰堂空間の荘厳と機能に関する総合的研究 
学芸研究部調査研究課絵画・彫
刻室主任研究員 皿井 舞 

保存科学研究センター副センター長 
早川 泰弘 

12 東京国立博物館 同上 同上 
文化財情報資料部専門職員  
城野 誠治 

13 九州大学 未解読楽譜研究のための情報検索システムの構築 
芸術工学研究院 教授 矢向 正
人 

特任研究員 高桑 いづみ 

14 茨城大学 
内生細菌共生維持機構を利用して微生物に潜在機能を付与する
技術の開発 

農学部 准教授 西澤 智康 
保存科学研究センター生物科学研究
室長 佐藤 嘉則 

15 日本女子大学 長唄の旋律形成に関する学際的研究 文学部 学術研究員 配川 美加 特任研究員 高桑 いづみ 

16 日本女子大学 同上 同上 
無形文化遺産部客員研究員  
星野 厚子 

17 奈良文化財研究所 アンコール王朝末期の総合的歴史学の構築 
企画調整部特任研究員  
杉山 洋 

無形文化遺産部音声映像記録研究室
長 石村 智 

18 龍谷大学 
文化財建造物の伝統的な塗装彩色材料の再評価と保存・修理・
資料活用に関する研究 

文学部 教授 北野 信彦 
保存科学研究センター分析科学研究
室長 犬塚 将英 

19 龍谷大学 同上 同上 
保存科学研究センター保存環境研究
室長 吉田 直人 

20 愛知県立芸術大学 
絵画表現における風土と技術-膠を中心とする伝統的材料の持
続性に関する調査研究- 

美術学部 教授 北田 克己 
保存科学研究センター修復材料研究
室長 早川 典子 

21 東京大学 観世家のアーカイブの形成と室町期能楽の新研究 
大学院総合文化研究科 教授 松
岡 心平 

特任研究員 高桑 いづみ 

22 東京国立博物館 
ディルムン文明の起源―バハレーン島における古墳群の考古学
的調査研究― 

客員研究員 後藤 健 
文化遺産国際協力センター研究員 
安倍 雅史 

 

【奈良文化財研究所】延べ 32人 
○科学研究費補助金 延べ 27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 京都工芸繊維大学 近代日本の博覧会における建築展示に関する研究 教授 石田 潤一郎 
埋蔵文化財センター保存修復科学

研究室長 高妻 洋成 

3 東京大学 
歴史知識情報のオープンデータ化に向けたスキームと情報利

活用手法の再構築 
教授 久留島 典子 

都城発掘調査部主任研究員 

馬場 基 

4 奈良大学 文字文化からみた東アジア社会の比較研究 教授 角谷 常子 
副所長  

渡邉 晃宏 

5 山口大学 
東アジアにおける都城と葬地の政治的・社会的関連に関する

比較史的総合研究 
教授 橋本 義則 

都城発掘調査部考古第二研究室 

研究員 小田 裕樹 

6 京都大学 
古代「仏都圏」の社会と文化に関する地域史的・比較史的研

究 
教授 吉川 真司 

都城発掘調査部主任研究員  

山本 崇 

7 大阪大学 
モンゴル東部新発見の突厥碑文調査と遺跡保護に関する考古

学・歴史学的研究 
教授 大澤 孝 

埋蔵文化財センター遺跡・調査技

術研究室アソシエイトフェロー 

山口 欧志 

8 東京大学 
前近代人物情報論の構築にむけた花押・筆跡の網羅的収集と

汎用的利用に関する研究 
教授 林 譲 

企画調整部文化財情報研究室 

研究員 高田 祐一 

9 東京大学 同上 同上 
都城発掘調査部史料研究室研究員 

山本 祥隆 

10 福岡大学 新・日韓交渉の考古学―弥生時代― 教授 武末 純一 
都城発掘調査部主任研究員 

庄田 慎矢 

11 愛媛大学 
4カ国アルタイ地域を対象とした初期鉄器時代の鉄器生産に

関する実証的研究 
教授 村上 恭通 

都城発掘調査部主任研究員 

丹羽 崇史 

12 
元興寺文化財研究

所 

出土青銅製文化財の保存処理に使用されたアクリル樹脂の劣

化について 
研究員 植田 直見 

埋蔵文化財センター客員研究員 

難波 洋三 

13 
奈良県立橿原考古

学研究所 

古墳時代中期における甲冑生産組織の研究－「型紙」と製作

工程の分析を中心として－ 
総括研究員 吉村 和昭 

企画調整部客員研究員 

小林 謙一 

14 京都大学 
オントロジー指向による考古遺跡情報の知識体系化－東南ア

ジア大陸部を事例に－ 
研究員 柴山 守 

企画調整部長 

森本 晋 

15 法政大学 
物質文化と精神文化の交流と断絶からみた、海峡を繋ぐ「北

の内界世界」の総合的研究 
教授 小口 雅史 

都城発掘調査部考古第一研究室 

研究員 田村 朋美 

16 京都橘大学 
ゴーランド・コレクション総合研究の新知見に基づく日本古

墳時代像・研究史の再構築 
教授 一瀬 和夫 

都城発掘調査部考古第一研究室 

研究員 諫早 直人 

17 帝京大学 
中央アジア、シルクロード拠点都市と地域社会の発展過程に

関する考古学的研究 
教授 山内 和也 

都城発掘調査部考古第二研究室 

研究員 山藤 正敏 

18 東北大学 
年輪幅・酸素安定同位体比標準年輪曲線ネットワーク構築と

それに基づく木材産地推定 
助教 大山 幹成 

埋蔵文化財センター年代学研究室 

研究員 星野 安治 
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 機関名 研究課題 代表者名 分担者名 

19 東京文化財研究所 ブータンの版築造建造物の類型と編年に関する研究 所長 亀井 伸雄 
都城発掘調査部遺構研究室研究員 

海野 聡 

20 大谷大学 
モンゴルの世界遺産「大ブルカン・カルドゥン山」に関する

学融合的研究 
教授 松川 節 

埋蔵文化財センター遺跡・調査技

術研究室アソシエイトフェロー 

山口 欧志 

21 名古屋大学 
古代における谷底平野および周辺丘陵部の開発と宗教施設の

展開に関する研究 
准教授 梶原 義実 

都城発掘調査部考古第二研究室長 

尾野 善裕 

22 東京医療保健大学 古代食の綜合的復元による食生活と疾病の関係解明 准教授 三舟 隆之 
都城発掘調査部主任研究員 

馬場 基 

23 東京医療保健大学 古代食の綜合的復元による食生活と疾病の関係解明 准教授 三舟 隆之 
都城発掘調査部考古第二研究室 

研究員 小田 裕樹 

24 東京医療保健大学 古代食の綜合的復元による食生活と疾病の関係解明 准教授 三舟 隆之 
埋蔵文化財センター主任研究員 

山崎 健 

25 鳴門教育大学 中南米熱帯収束帯の年輪気候学と14C Bombシリーズの構築 教授 米延 仁志 
埋蔵文化財センター年代学研究室 

研究員 星野 安治 

26 奈良教育大学 古環境の変遷と動・植物利用の諸段階 教授 金原 正明 
埋蔵文化財センター客員研究員 

菊地 大樹 

27 お茶の水女子大学 民族考古学と化学分析からさぐる生業活動の諸相 特任准教授 細谷 葵 
都城発掘調査部主任研究員 

庄田 慎矢 

 
○学術研究助成基金助成金 延べ 5人 
 機関名 研究課題 代表者名 分担者名 

1 埼玉大学 
楽浪郡存続期における鉄器と玉類の流通網及び技術移転に関

する包括的研究 
准教授 中村 大介 

都城発掘調査部考古第一研究室 

研究員 田村 朋美 

2 東京文化財研究所 
環境制御による古墳に繁茂する緑色生物の軽減法に関する研

究 

修復材料研究室長  

朽津 信明 

埋蔵文化財センター主任研究員 

脇谷 草一郎 

3 奈良女子大学 
玉類の生産および流通と社会変化の因果関係に関する考古科

学的研究 
特任講師 大賀 克彦 

都城発掘調査部考古第一研究室 

研究員 田村 朋美 

4 早稲田大学 
衛星画像のGIS分析による隋唐都城とシルクロード都市の空

間構造の比較考古学的研究 
准教授 城倉 正祥 

都城発掘調査部考古第二研究室 

研究員 山藤 正敏 

5 天理大学 
専制国家成立期の長城地帯における金銀器・青銅器の生産と

流通 
教授 小田木 治太郎 

埋蔵文化財センター客員研究員 

菊地 大樹 

 

【アジア太平洋無形文化遺産研究センター】0人 
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3）研究者海外派遣実績（延べ人数） 
平成30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 

475人 

157人 67人 21人 22人 47人 

文化財研究所計 東京文化財研究所 奈良文化財研究所 

297人 161人 136人 

アジア太平洋無形文化遺産研究センター 文化財防災ネットワーク推進本部   

20人 1人   

 

【東京国立博物館】延べ 67人（科学研究費助成事業、その他補助金を除く） 
(参考：科学研究費助成事業、その他助成金を含む合計人数は89人) 
○海外交流展経費・招へい共通事業費 26人 
 氏名 用務先 期間 用務 経費 備考 

1 矢野 賀一 タイ 4 月 26 日～4 月 28 日 バンコク国立博物館の施設環境調査のため 海外交流展経費  

2 矢野 賀一 同上 5月21日～5月25日 
「日本美術のあゆみ―信仰とくらしの造形―」展にかかる打合せの
ため 

同上 
 

3 小山 弓弦葉 同上 5月22日～5月24日 同上 同上  
4 沖松 健次郎 同上 5月22日～5月24日 同上 同上  
5 矢野 賀一 同上 6月25日～6月28日 同上 同上  
6 沖松 健次郎 同上 6月25日～6月29日 同上 同上  
7 河野 正訓 韓国 7月12日～7月26日 韓国・国立中央博物館と当館との2017年度学術交流のため 招へい共通事業費  
8 富田 淳 中国 7月19日～7月21日 2018年開催予定の中国北京画院「斉白石絵画展」打合せのため 海外交流展経費  
9 楊 鋭 同上 7月19日～7月21日 同上 同上  

10 矢野 賀一 タイ 7月27日～7月29日 
「日本美術のあゆみ―信仰とくらしの造形―」展にかかる打合せの
ため 

同上 
 

11 矢野 賀一 同上 8月28日～8月31日 同上 同上  
12 沖松 健次郎 同上 9月26日～9月28日 同上 同上  
13 小山 弓弦葉 同上 9月26日～9月28日 同上 同上  
14 矢野 賀一 同上 9月26日～9月29日 同上 同上  
15 猪熊 兼樹 韓国 10月31日～11月9日 韓国・国立中央博物館と当館との2017年度学術交流のため 招へい共通事業費  

16 矢野 賀一 タイ 11月6日～11月9日 
「日本美術のあゆみ―信仰とくらしの造形―」展にかかる打合せ及
び調査のため 

海外交流展経費 
 

17 沖松 健次郎 同上 11月6日～11月9日 同上 同上  

18 矢野 賀一 同上 11月29日～12月2日 
日・タイ修好130周年記念「日本美術のあゆみ―信仰とくらしの造形
―」展開催に伴う打合せのため 

同上 
 

19 富田 淳 同上 12月20日～12月23日 第６回アジア国立博物館協会（ANMA）総会及び会議出席のため 招へい共通事業費  
20 遠藤 楽子 同上 12月20日～12月23日 同上 同上  
21 楊 鋭 同上 12月20日～12月23日 同上 同上  

22 富田 淳 韓国 30年1月23日～1月26日 
韓日中国立博物館長会議及び特別展「東アジアの虎美術－韓国・日
本・中国－」開会式出席のため 

海外交流展経費 
 

23 楊 鋭 同上 30年1月23日～1月26日 
韓日中国立博物館長会議及び特別展「東アジアの虎美術－韓国・日
本・中国－」開会式出席のため 

同上 
 

24 王 蕾 同上 30年1月23日～1月26日 
韓日中国立博物館長会議及び特別展「東アジアの虎美術－韓国・日
本・中国－」開会式随行のため 

同上 
 

25 李 京林 同上 30年1月23日～1月28日 
韓日中国立博物館長会議及び特別展「東アジアの虎美術－韓国・日
本・中国－」開会式随行のため 

同上 
 

26 市元 塁 中国 30年3月3日～3月9日 中国・上海博物館と当館との2017年度学術交流のため 招へい共通事業費  

 

○職員旅費（その他）：延べ41人 
 氏名 用務先 期間 用務 経費 備考 

1 和田 浩 タイ 4 月 26 日～4 月 28 日 バンコク国立博物館の施設環境調査のため 環境保全費  

2 和田 浩 同上 5月22日～5月24日 同上 同上  

3 和久井 遥 英国 5 月 24 日～5 月 29 日 
大英博物館開催 Late Hokusai: Thought, Technique, Society 
Sympojium 参加および展覧会視察のため 

館内調査研究 
 

4 田沢 裕賀 同上 5 月 24 日～5 月 29 日 同上 同上  

5 楊 鋭 中国、韓国 6月4日～6月9日 諸外国の代表的な美術館・博物館に関する調査のため 
本部事務局運営
費交付金 

 

6 小野塚 拓造 
オーストリ
ア、ドイツ 

6月15日～6月21日 同上 同上 
 

7 
ミウォシュ・ヴ
ォズニ 

米国 6 月 19 日～6 月 24 日 同上 同上 
 

8 君波 妙子 
フランス、英
国 

6月19日～6月25日 同上 同上 
 

9 和田 浩 タイ 6月26日～6月28日 バンコク国立博物館の施設環境調査のため 環境保全費  
10 和田 浩 同上 7月27日～7月29日 同上 同上  
11 和田 浩 同上 8月28日～8月31日 同上 同上  

12 北川 瑞季 中国 9月25日～9月28日 
「博物館ボランティアに関する国際シンポジウム」に出席する館長
の随行のため 

館長裁量経費 
 

13 楊 鋭 同上 9月25日～9月28日 国際シンポジウム随行のため 同上  
14 和田 浩 タイ 9月26日～9月29日 バンコク国立博物館の施設環境調査のため 環境保全費  

15 井上 洋一 台湾 10月18日～10月22日 
「博物館評価に関する国際シンポジウム」への出席ならびに基調講
演のため 

副館長裁量経費 
 

16 楊 鋭 同上 10月18日～10月22日 国際学術シンポジウム随行のため 同上  

17 富田 淳 中国 10月31日～11月4日 2017年趙孟頫書画国際学術研討会出席のため 館内調査研究  

18 和田 浩 タイ 11月6日～11月9日 バンコク国立博物館の施設環境調査のため 環境保全費  

19 井上 洋一 
サウジアラビ
ア 

11月6日～11月12日 国際会議への出席、サウジ遺跡観光庁（SCTH)との打合せ 館長裁量経費 
 

20 白井 克也 同上 11月6日～11月11日 サウジアラビア考古学フォーラム参加及び展覧会打合せのため 同上  
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 氏名 用務先 期間 用務 経費 備考 

21 小野塚 拓造 同上 11月6日～11月11日 サウジアラビア考古学フォーラム参加及び展覧会打合せのため 館長裁量経費  

22 趙 玉萍 中国 11月27日～11月30日 2017年文化科技国際シンポジウム随行及び通訳のため 同上  
23 和田 浩 タイ 12月9日～12月13日 バンコク国立博物館の展示および一時保管環境整備 同上  

24 河野 正訓 同上 12月11日～12月17日 
日タイ修好130周年記念「日本美術のあゆみ―信仰とくらしの造形
―」展にかかる輸送及び展示作業のため 

同上 
 

25 大橋 美織 同上 12月13日～12月19日 同上 同上  

26 矢野 賀一 同上 12月13日～12月20日 同上 同上  
27 小山 弓弦葉 同上 12月13日～12月22日 同上 同上  

28 沖松 健次郎 タイ 12月18日～12月29日 
日タイ修好130周年記念「日本美術のあゆみ―信仰とくらしの造形
―」展にかかる展示作業のため 

同上 
 

29 井上 洋一 同上 12月20日～12月27日 第6回アジア国立博物館協会理事会・定期大会出席他 同上  

30 田沢 裕賀 同上 12月24日～12月27日 
日タイ修好130周年記念「日本美術のあゆみ―信仰とくらしの造形
―」展開会式出席のため 

同上 
 

31 北川 瑞季 同上 12月24日～12月27日 バンコク国立博物館「日本展」開会式出席他 同上  

32 矢野 賀一 ドイツ 30年1月8日～1月13日 グラスバウハーン社における展示ケース検査および展示調査のため 
特別展会場用展
示ケース 

 

33 井出 浩正 同上 30年1月8日～1月13日 同上 同上  

34 和田 浩 
ドイツ、フラ
ンス 

30年1月8日～1月13日 特別展用展示ケースの工場検査及び海外展示施設調査のため 同上 
 

35 和田 浩 タイ 30年1月18日～1月20日 バンコク国立博物館の施設環境調査と運用に関する打合せのため 環境保全費  
36 井上 洋一 韓国 30年1月23日～1月26日 2018年韓日中館長会議への出席 館長裁量経費  
37 和田 浩 米国 30年2月7日～2月10日 ジャパンソサエティギャラリーにおける展示環境調査のため 環境保全費  

38 河野 正訓 タイ 30年2月8日～2月21日 
日タイ修好130周年記念「日本美術のあゆみ―信仰とくらしの造形
―」展管理、撤収作業のため 

館長裁量経費 
 

39 皿井 舞 同上 30年2月17日～2月21日 同上 同上  
40 小山 弓弦葉 同上 30年2月17日～2月22日 同上 同上  
41 沖松 健次郎 同上 30年2月17日～2月26日 同上 同上  

  

○科学研究費助成事業：延べ21人 
 氏名 用務先 期間 用務 経費 備考 

1 和田 浩 スイス 5 月 8 日～5 月 14 日 
IAPRI(International association of packaging research 
institutes)第 28 回シンポジウムにおける研究成果発表のため 

科学研究費 
 

2 関谷 泰弘 米国 4月1日～30年2月 ミュージアム調査 同上  
3 関谷 泰弘 フランス 6月17日～6月27日 国際シンポジウムCommunicating the museum参加 同上  

4 小野塚 拓造 イスラエル 8月3日～8月25日 
テル・レヘシュ遺跡の考古学調査及びテル・ゼロール遺跡の出土資
料の調査のため 

同上 
 

5 西川 夏永 米国 8月8日～8月11日 科学研究費による作品調査及び撮影のため 同上  
6 沖松 健次郎 同上 8月8日～8月11日 同上 同上  
7 富田 淳 中国 8月8日～8月16日 科学研究費による調査のため 同上  

8 関 紀子 同上 8月8日～8月16日 同上 同上  

9 古谷 毅 中国 8月10日～8月14日 科学研究費による調査及び会議のため 同上  
10 小山 弓弦葉 米国 8月20日～8月27日 科学研究費による作品調査のため 同上  
11 和田 浩 中国 8月24日～8月26日 東アジア文化遺産保存シンポジウムにおける研究成果発表のため 同上  
12 関谷 泰弘 オランダ 9月29日～10月6日 ICOM MPR研究発表 同上  
13 小山 弓弦葉 同上 11月5日～11月12日 科学研究費による作品調査のため 同上  

14 田良島 哲 中国 12月2日～12月4日 
中国典籍日本古写本の研究（高田科研）の研究成果報告及び事務打
合せのため 

同上 
 

15 和田 浩 インド 30年1月26日～1月28日 ニューデリー国立博物館における調査のため 同上  
16 猪熊 兼樹 韓国 30年2月6日～2月11日 科学研究費による調査のため 同上  
17 丸山 士郎 インド 30年2月25日～3月3日 同上 同上  

18 小野塚 拓造 イスラエル 30年3月5日～3月14日 
古代西アジアにおける宗教と福祉の相互関係をめぐる綜合的実証研
究にかかる調査、フェニキア人の「出現」－考古資料から見た初期
の交易活動と対外進出にかかる調査のため 

同上 
 

19 関 紀子 中国 30年3月6日～3月12日 科学研究費による調査のため 同上  

20 矢野 賀一 中国 30年3月19日～3月24日 
科研（基盤(B)「極薄青銅器と響銅を対象にした制作技術の比較―東
アジア金属工芸史の再構築―」）にかかる打合せおよび調査のため 

同上 
 

21 和田 浩 中国 30年3月19日～3月24日 同上 同上  

 

 

 

○その他補助金：延べ1人 
 氏名 用務先 期間 用務 経費 備考 

1 今井 敦 米国 30 年 1 月 28日～2 月 4日 海外日本美術調査のため 

文化庁 地域の
核となる美術
館・歴史博物館
支援事業 

 

 

【京都国立博物館】延べ 21人 
 氏名 用務先 期間 用務 経費 備考 

1 栗原 祐司 台湾 4月19日～23日 
日本の世界記憶遺産の取り組みについての講演、関係者と打合せ及
び視察 

他機関負担  

2 リンネマリサ アメリカ 4月29日～5月12日 
国際会議出席、ICOM京都大会の広報活動、アメリカ博物館協会大会
参加 

同上  

3 栗原 祐司 
オランダ、
ベルギー、
フランス 

5月31日～6月11日 多言語化に関する調査、ICOM諮問委員会出席 
機構本部事務
局及び他機関
負担 

 

4 リンネマリサ 
オランダ、
ベルギー 

6月1日～7日 多言語化に関する調査 
機構本部事務
局 

 

5 佐々木 丞平 
フランス、
イタリア 

6月6日～12日 ICOM諮問委員会出席、防災関係施設視察 他機関負担  

6 リンネマリサ 韓国 7月31日～8月3日 国際カンファレンス参加、発表、ICOM京都大会広報 同上  

7 大原 嘉豊 同上 8月24日～31日 海外交流招待事業として公開講座講演及び情報交換 同上  

－　　　－175



 氏名 用務先 期間 用務 経費 備考 

8 栗原 祐司 同上 9月13日～16日 寧越国際博物館フォーラム2017への出席、研究発表及び視察 他機関負担  
9 栗原 祐司 台湾 10月13日～15日 第9回台湾古文書及び歴史研究国際学術シンポジウムに出席 同上  

10 栗原 祐司 
ウズベキス
タン 

11月7日～11月12日 舞鶴市世界記憶遺産保存活用推進委員会調査訪問 同上  

11 栗原 祐司 カンボジア 11月17日～19日 文化遺産国際協力拠点交流事業ワークショップ 出席 同上  
12 呉 孟晋 中国 11月23日～26日 国際シンポジウムでの発表 同上  
13 リンネマリサ アメリカ 11月25日～12月4日 ICOM-ICDAD国際委員会会議出席及び視察 同上  

14 栗原 祐司 
アルゼンチ
ン 

11月26日～12月5日 FIHRHロサリオ大会に参加 同上  

15 降幡 順子 中国 12月18日～21日 黄冶窯他出土資料調査、醴泉坊出土資料の調査 
奈良文化財研
究所 

 

16 呉 孟晋 同上 12月22日～24日 科研費（中国書画）に関する作品調査 科学研究費  

17 永島 明子 フランス 2月25日～3月5日 フランス国立ギメ東洋美術館所蔵の漆工品調査および研究交流 運営費交付金  

18 伊藤 信二 インド 2月25日～3月3日 
科学研究費基盤B「高雄曼荼羅にみる古代アジア密教美術の様相
（研究代表者：松本伸之）」の研究分担としての現地調査 

科学研究費  

19 古谷 毅 韓国 3月21日～25日 第3回古代韓日古墳研究交流曾 同上  

20 栗原 祐司 アメリカ 3月25日～29日 第7回カルコン美術対話委員会 他機関負担  

21 リンネマリサ 同上 同上 同上 同上  

 

【奈良国立博物館】延べ 22人 
 氏名 用務先 期間 用務 経費 備考 

1 佐々木 香輔 中国 12月3日～12月30日 中国河南博物院との協定に基づく学術交流 他機関負担 河南博物院（中国） 

2 田澤 梓 韓国 12月11日～30年1月5日 韓国国立慶州博物館との協定に基づく学術交

流 同上 
国立慶州博物館（韓

国） 
3 岩田 茂樹 同上 30年1月18日～2月12日 同上 同上 同上 

4 岩井 共二 中国 12月13日～12月22日 中国上海博物館との協定に基づく学術交流 同上 上海博物館他（中国） 

5 伊藤 久美 同上 12月13日～12月22日 同上 同上 同上 

6 安孫子 卓史 同上 12月13日～12月22日 同上 同上 同上 

 

・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 経費 備考 

1 内藤 栄 台湾 7月15日～7月17日 
科研費「染織技法による仏像の研究」に係る
調査 

科学研究費助成事業 
国立故宮博物院、国立
故宮博物院南院 

2 田澤 梓 同上 7月15日～7月17日 同上 同上 同上 

3 内藤 栄 
インドネシ
ア 

9月6日～9月9日 
科研費「海洋交易路における仏教流伝形態の
研究」に係る調査 

科学研究費助成事業
（分担） 

グリオグデェイマス寺
院、ウダヤナ大学、イ
ンドネシア国立博物館 

4 松本 伸之 中国 9月24日～9月28日 
博物館ボランティアに関する国際シンポジウ
ムに出席 

他機関負担 上海博物館 

5 中川 あや 同上 9月24日～9月28日 同上 同上 同上 

6 谷口 耕生 台湾 10月7日～10月9日 科研費「作品誌の観点による大徳寺伝来五百
羅漢図の総合的研究」に係る調査 

科学研究費助成事業
（分担） 

国立故宮博物院 

7 北澤 菜月 台湾 10月7日～10月9日 同上 同上 同上 
8 山口 隆介 韓国 11月30日～12月2日 「韓日 金銅半跏思惟像」の編集作業 他機関負担 国立中央博物館 

9 堀内 しきぶ 
スウェーデ
ン 12月4日～12月11日 COMCOL年次会合に出席 同上 

Museum of 
Västerbotten 

10 内藤 栄 
インドネシ
ア 

30年2月17日～2月25日 
科研費「海洋交易路における仏教流伝形態の
研究」に係る調査 

科学研究費助成事業
（分担） 

バリ博物館、ギニャー
ル考古学局収蔵施設等 

11 松本 伸之 中国 30年3月1日～3月3日 
科研費「高雄曼荼羅にみる古代アジア密教美
術の様相」に係る調査 

科学研究費助成事業 
故宮博物院、中国国家
博物館 

12 内藤 栄 韓国 30年3月6日～3月8日 
正倉院所蔵韓半島遺物国際学術シンポジウム
での研究発表 

他機関負担 国立中央博物館 

13 樋笠 逸人 同上 30年3月6日～3月8日 同上 同上 同上 

14 内藤 栄 同上 30年3月9日～3月10日 2018耽羅史国際学術大会に参加 同上 
済州研究院済州学研究
センター 

15 谷口 耕生 中国 30年3月10日～3月14日 
科研費「作品誌の観点による大徳寺伝来五百
羅漢図の総合的研究」に係る調査 

科学研究費助成事業
（分担） 

山東省博物館、霊巌
寺、玉函山石窟、神通
寺等 

16 北澤 菜月 台湾 30年3月10日～3月12日 同上 同上 国立故宮博物院 

 

 

【九州国立博物館】延べ 47人 
 氏名 用務先 期間 用務 経費 備考 

1  川村佳男 中国 5月17日～25日 展覧会に係る打合せ及び作品・遺跡調査 
運営費交付金、他

機関負担 

 

2  一瀬 智 同上 5月17日～5月22日 瀋陽故宮展に係る調査 他機関負担 
アジア文化交流センタ

ー負担 

3  鷲頭 桂 フランス 5月30日～6月3日 
特別展「新・桃山展」関連の学会出席及び研

究発表 

運営費交付金、助

成金（東方基金） 

 

4  小嶋 篤 韓国 7月19日～7月21日 水中遺跡及び海事文化の展示手法調査 他機関負担 
アジア文化交流センタ

ー負担 

5  原田あゆみ タイ王国 8月5日～8日 
基盤研究（B）「日タイ間の文化交流に関す

る資料集成と統合的研究」に係る調査 

科学研究費助成事

業 
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 氏名 用務先 期間 用務 経費 備考 

6  小泉惠英 タイ王国 8月5日～7日 
基盤研究（B）「日タイ間の文化交流に関す

る資料集成と統合的研究」に係る調査 

科学研究費助成事

業 
 

7  川村佳男 中国 8月21日～28日 
青銅器調査に係る会議出席および発表／展覧

会に係る作品調査 

運営費交付金、他

機関負担 
 

8  赤田昌倫 同上 8月23日～26日 
基盤研究（C）「X線CTを用いた文化財有機質

材料の同定方法の確立」に係る学会発表 

科学研究費助成事

業 
 

9  川畑憲子 台湾 8月28日～9月4日 

基盤研究（C）「出土・在銘遺品を中心とし

た調査による明代彫漆器の基礎的研究」に係

る作品調査 

同上 

 

10  松下久子 
フランス、 

イタリア 
9月3日～9日 

江戸中期の漆装飾磁器に見られる蒔絵風装飾

技術に関する調査 

助成金（メトロポ

リタン東洋美術研

究センター） 

長崎県研修生 

11  原田あゆみ タイ王国 9月6日～21日 
特別展「タイ～仏の国の輝き～」に係る作品

返却作業 
運営費交付金 

 

12  小泉惠英 同上 9月6日～21日 同上 同上  

13  川村佳男 中国 9月17日～24日 展覧会に係る調査 他機関負担  

14  崔 英花 同上 9月24日～30日 展覧会に係る調査及び協議 運営費交付金  

15  島谷弘幸 同上 9月28日～30日 同上 同上  

16  大橋有佳 ベトナム 10月8日～14日 

ベトナム国立歴史博物館との学術文化交流事

業のうち、所蔵文化財の保存状態調査及び関

連情報の収集 

運営費交付金 

 

17  志賀智史 同上 10月8日～14日 同上 同上  

18  川村佳男 中国 10月13日～22日 展覧会に係る調査 他機関負担  

19  河野一隆 
インドネシ

ア 
10月19日～21日 

基盤研究（C）「インドネシア・パセマ高原

の装飾古墳の基礎的研究」に係る協議・提案 

科学研究費助成事

業 

 

20  森實久美子 ドイツ 10月22日～26日 

基盤研究（B）「在欧日本仏教美術の包括的

調査・デジタル化とそれに基づくジャポニズ

ムの総合研究」に係る調査 

同上 

 

21  島谷弘幸 同上 10月22日～27日 同上 同上 
 

22  河野一隆 イラン 10月30日～11月5日 ICOM-ASPACチャバハール大会への参加 他機関負担  

23  志賀智史 ベトナム 11月1日～4日 
ベトナム国立歴史博物館との学術文化交流事

業のうち、所蔵文化財の修理事業 
運営費交付金 

 

24  原田あゆみ タイ王国 11月9日～11日 
文化庁海外展「日本美術のあゆみ」に係る調

査及び協議 
同上  

25  島谷弘幸 韓国 11月13日～15日 
学術文化交流協定に基づく研究者等の交流事

業に関する協議及び新館長就任祝い 
同上  

26  進村真之 同上 11月13日～15日 同上 他機関負担 
アジア文化交流センタ

ー負担 

27  川村佳男 中国 11月13日～19日 展覧会に係る調査 同上  

28  秋山 純子 ミャンマー 11月14日～21日 

京都大学・文化庁プロジェクト「平成29年度

文化遺産国際協力拠点交流事業」バガンシン

ポジウムにおいて調査及び教育指導、関係者

会議出席 

同上 

 

29  臺信祐爾 同上 11月14日～22日 同上 同上  

30  川畑憲子 台湾 11月27日～29日 

基盤研究（C）「出土・在銘遺品を中心とし

た調査による明代彫漆器の基礎的研究」に係

る作品調査 

科学研究費助成事

業 

 

31  一瀬 智 韓国 11月28日～12月11日 学術文化交流協定に基づく研究者等の交流 他機関負担 
アジア文化交流センタ

ー負担 

32  加藤小夜子 同上 12月5日～12月11日 同上 同上 
アジア文化交流センタ

ー負担 

33  原田あゆみ タイ王国 12月13日～27日 

日タイ修好130年記念「日本美術のあゆみ」

展に係る展示作業・開会式、ANMA(Asian 

National Museums Association)参加 

運営費交付金 

 

34  島谷弘幸 同上 12月21日～27日 同上 同上  

35  小泉惠英 同上 12月21日～27日 同上 同上  

36  横田拓也 同上 12月23日～27日 
日タイ修好130年記念「日本美術のあゆみ」

展開会式 
同上 

 

37  岸本 圭 同上 12月25日～27日 同上 他機関負担 
アジア文化交流センタ

ー負担 

38  森實久美子 同上 30年1月20日～29日 
文化庁海外展「日本美術のあゆみ」にかかる

展示替え及び在番 
運営費交付金 

 

39  臺信祐爾 スイス 30年1月26日～30日 
特別展「至上の印象派展ビュールレ・コレク

ション」に係わるクーリエ業務のため 
他機関負担 

 

40  大橋有佳 タイ王国 30年1月27日～2月9日 
文化庁主催海外展「日本美術のあゆみ」に伴

うクーリエ業務 
運営費交付金 

 

41  川村佳男 中国 30年1月30日～2月4日 展覧会に係る調査 他機関負担  

42  原田あゆみ タイ王国 30年2月17日～22日 

文化庁海外展「日本美術のあゆみ」に係る作

品撤収作業／日タイ修好記念事業講演会・会

議 

運営費交付金 
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 氏名 用務先 期間 用務 経費 備考 

43  小泉惠英 インド 30年2月25日～3月2日 
基盤研究（B)「高雄曼荼羅にみる古代アジア

密教美術の様相」に係る調査 

科学研究費助成事

業（分担） 

 

44  川村佳男 中国 30年2月26日～3月2日 
展覧会にかかる打ち合わせ及び作品・遺跡調

査 
運営費交付金 

 

45  原田あゆみ 
インドネシ

ア 
30年3月3日～8日 

基盤（B)「東南アジア史の統合的編年プラッ

トフォームの構築：「長い12・13世紀」を中

心に」に係る調査 

科学研究費助成事

業（分担） 

 

46  川村佳男 中国 30年3月19日～24日 
科研「極薄青銅器と響銅を対象とした制作技

術の比較」にかかる打ち合わせ及び調査 

科学研究費助成事

業 

 

47  島谷弘幸 アメリカ 30年3月25日～28日 文化庁第7回カルコン美術対話委員会 
運営費交付金、職

員旅費 

 

 

【東京文化財研究所】延べ 161人  
 氏名 用務先 期間 用務 経費 備考 

1 安倍 雅史 カンボジア 6月19日～6月24日 ICC-Angkor国際調整会議(技術委員会)への出席 運営費交付金  

2 安倍 雅史 同上 7月15日～7月31日 カンボジア・シェムリアップ、アンコール遺跡群タネイ寺院 同上  

3 安倍 雅史 同上 11月27日～12月11日 タネイ遺跡他の現地調査 同上  

4 安倍 雅史 イラン 12月13日～12月22日 ホルマンガン遺跡出土石器資料と動物骨資料の分析 科学研究費  

5 安倍 雅史 バーレーン 30年1月6日～1月31日 ワーディー・アッ＝サイル古墳群の調査発掘 同上  

6 安倍 雅史 
カンボジア、イ

ンド 
30年3月7日～19日 タネイ遺跡現地調査およびSOSAA第６回国際会議 運営費交付金  

7 
アレハンドロ 

マルティネス 
ブータン 5月29日～6月5日 歴史的版築造建造物調査 科学研究費  

8 
アレハンドロ 

マルティネス 
フランス 6月5日～6月10日 

災害後の文化遺産リコンストラクションの事例集作成準備打

ち合わせへの参加 
他機関負担  

9 
アレハンドロ 

マルティネス 
カンボジア 7月15日～7月22日 カンボジア・シェムリアップ、アンコール遺跡群タネイ寺院 運営費交付金  

10 
アレハンドロ 

マルティネス 

ウクライナ 

ポーランド 
7月25日～8月5日 

ウクライナとポーランドの木造教会堂の保存、維持管理方法

についての調査 
他機関負担  

11 
アレハンドロ 

マルティネス 
ブータン 8月18日～8月27日 歴史的版築建造物調査 科学研究費  

12 
アレハンドロ 

マルティネス 
ミャンマー 9月17日～9月25日 ミャンマー国における文化遺産保護協力事業に伴う現地調査 受託（文化庁）  

13 
アレハンドロ 

マルティネス 
フランス 10月15日～10月19日 イコモス・リコンストラクションWG打ち合わせ 他機関負担  

14 
アレハンドロ 

マルティネス 
カンボジア 11月28日～12月7日 タネイ遺跡他の現地調査 運営費交付金  

15 
アレハンドロ 

マルティネス 
インド 12月8日～12月17日 イコモス総会への参加・発表 同上  

16 
アレハンドロ 

マルティネス 
フランス 30年1月28日～2月1日 イコモス リコンストラクションワークショップ参加 他機関負担  

17 
アレハンドロ 

マルティネス 
ミャンマー 30年2月8日～2月12日 歴史的煉瓦造建造物のモニタリング・建築調査 受託（文化庁）  

18 
アレハンドロ 

マルティネス 
ブータン 30年3月8日～15日 歴史的版築造建造物の建築調査およびワークショップの開催 運営費交付金  

19 石田 真弥 台湾 8月19日～8月27日 鉄構造物の保存と修理に関する調査 同上  

20 石村 智 
ミクロネシア連

邦 
8月20日～8月28日 スカイスケープ科研の調査 他機関負担  

21 石村 智 フィジー 9月23日～10月3日 IRCIが実施する現地調査への協力 同上  

22 石村 智 韓国 12月3日～12月10日 
ユネスコ無形文化遺産保護条約第12回政府間委員会に出席す

るため 
運営費交付金  

23 石村 智 タイ 12月18日～12月22日 クメール遺跡の調査 科学研究費  

24 石村 智 台湾 30年1月7日～1月10日 シンポジウム参加 他機関負担  

25 石村 智 フィリピン 30年1月24日～2月1日 IRCIによる現地調査 同上  

26 伊藤 純 ネパール 7月19日～7月24日 ネパールの被災文化遺産保護に関する調査 受託（文化庁）  

27 伊藤 純 同上 30年2月13日～2月20日 カトマンズ盆地内歴史的集落調査および現地行政官との会議 同上  

28 元 喜載 ドイツ 7月2日～7月17日 ワークショップ開催 基金  

29 元 喜載 メキシコ 30年2月6日～2月9日 国際研究に係る会議 運営費交付金  

30 元 喜載 ドイツ 30年3月24日～28日 作品調査および会議 同上  

31 江村 知子 キューバ 6月5日～6月10日 キューバにおける日本文化財調査 同上  

32 江村 知子 ポーランド 8月19日～8月26日 ＩＦＬＡ国際図書館連盟世界大会参加 同上  

33 江村 知子 アメリカ 30年2月25日～3月5日 ARLIS/NA参加、作品調査 科学研究費  

34 江村 知子 同上 30年3月12日～3月16日 作品調査および研究情報収集 同上  

35 小田 桃子 台湾 8月7日～8月18日 ワークショップ「染織品の保存と修復」開催 基金  

36 小田 桃子 ドイツ 30年3月24日～28日 作品調査および会議 運営費交付金  
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 氏名 用務先 期間 用務 経費 備考 

37 小田切 真梨 イギリス 30年3月12日～3月15日 会議(国際研修開催協力に係る会議） 同上  

38 小野 真由美 アメリカ 7月21日～7月25日 科研にかかわる作品調査 科学研究費  

39 小山田 智寛 イギリス 30年2月13日～2月17日 

日本の文化財研究に関する外国語文献入力の進捗状況とこれ

を反映した東京文化財研究所の総合検索における運用評価に

関する協議会ならびに講演 

運営費交付金  

40 加藤 雅人 キューバ 6月5日～6月10日 キューバにおける日本文化財調査 同上  

41 加藤 雅人 ドイツ 7月3日～7月15日 ワークショップ開催 基金  

42 加藤 雅人 台湾 8月13日～8月18日 ワークショップ「染織品の保存と修復」開催 同上  

43 加藤 雅人 メキシコ 30年2月6日～2月9日 国際研究に係る会議 運営費交付金  

44 加藤 雅人 イギリス 30年3月12日～3月15日 会議(国際研修開催協力に係る会議） 基金  

45 加藤 雅人 ドイツ 30年3月25日～28日 作品調査および会議 運営費交付金  

46 亀井 伸雄 
ドイツ 

ポーランド 
7月5日～7月12日 国際研修視察および世界遺産委員会視察 同上  

47 亀井 伸雄 ブータン 8月18日～8月27日 歴史的版築建造物調査 科学研究費  

48 亀井 伸雄 ドイツ 11月18日～11月23日 漆のワークショップに関する現地視察 運営費交付金  

49 亀井 伸雄 カンボジア 11月29日～12月4日 タネイ遺跡他の現地調査 同上  

50 亀井 伸雄 ブータン 30年3月11日～3月15日 歴史的版築造建造物に関するワークショップの開催 同上  

51 川野邊 渉 イタリア 9月19日～9月24日 ICCROM理事会出席のため 他機関負担  

52 川野邊 渉 同上 11月27日～12月4日 ICCROM総会出席のため 同上  

53 間舎 裕生 ネパール 5月29日～6月24日 
ネパールの被災文化遺産保護に関する技術的支援事業に伴う

現地調査 
受託（文化庁）  

54 間舎 裕生 アルメニア 9月4日～9月23日 
国際ワークショップ｢染織芸術と保存-過去と現在を結ぶ｣開催

のため 
運営費交付金  

55 間舎 裕生 ネパール 11月20日～11月26日 シヴァ寺出土遺物の整理作業 受託（文化庁）  

56 間舎 裕生 バーレーン 30年1月24日～2月12日 ワーディー・アッ＝サイル古墳群の調査発掘 科学研究費  

57 間舎 裕生 カンボジア 30年3月12日～3月23日 タネイ遺跡現地調査 運営費交付金  

58 菊池 理予 台湾 8月8日～8月11日 ワークショップ「染織品の保存と修復」開催 基金  

59 菊池 理予 同上 8月14日～8月18日 同上 同上  

60 北河 大次郎 同上 8月19日～8月27日 鉄構造物の保存と修理に関する調査 運営費交付金  

61 北河 大次郎 イギリス 10月11日～10月21日 英国における鉄構造物事例調査 同上  

62 北河 大次郎 台湾 30年3月1日～3月4日 台湾に所在する近代の産業遺産の保存と活用に関する調査 先方負担  

63 橘川 英規 ノルウェー 9月12日～9月18日 2017 EAJRS CONFERENCEへの参加 運営費交付金  

64 橘川 英規 アメリカ 30年2月19日～2月25日 ヨシダヨシエアーカイブ調査、担当者等との研究協議ほか 同上  

65 金 善旭 ミャンマー 5月17日～5月25日 
第1回ミッション(構造モニタリング、材料実験および構法調

査) 
受託（文化庁）  

66 金 善旭 ネパール 5月29日～6月7日 
ネパールの被災文化遺産保護に関する技術的支援事業に伴う

現地調査 
同上  

67 金 善旭 ミャンマー 7月7日～7月19日 構造モニタリング調査 同上  

68 金 善旭 同上 9月17日～9月25日 ミャンマー国における文化遺産保護協力事業に伴う現地調査 同上  

69 金 善旭 ネパール 10月31日～11月7日 ネパール現地調査 同上  

70 金 善旭 ミャンマー 11月25日～12月4日 バガン遺跡現地調査 
受託（文化庁）／科

学研究費 
 

71 朽津 信明 台湾 6月12日～6月14日 被災遺構の保存に関する調査 運営費交付金  

72 久保田 裕道 ネパール 7月19日～7月24日 ネパールの被災文化遺産保護に関する調査 受託（文化庁）  

73 久保田 裕道 同上 30年2月13日～2月20日 カトマンズ盆地内歴史的集落調査および現地行政官との会議 同上  

74 倉島 玲央 ミャンマー 12月6日～12月10日 バガン漆芸術大学との協議、現地調査 運営費交付金  

75 五木田まきは キューバ 6月5日～6月10日 キューバにおける日本文化財調査 同上  

76 五木田まきは ドイツ 7月2日～7月17日 ワークショップ開催 基金  

77 五木田まきは 台湾 8月8日～8月18日 ワークショップ「染織品の保存と修復」開催 同上  

78 五木田まきは メキシコ 30年2月6日～2月9日 国際研究に係る会議 運営費交付金  

79 後藤 里架 ドイツ 7月2日～7月17日 ワークショップ開催 基金  

80 後藤 里架 台湾 8月8日～8月18日 ワークショップ「染織品の保存と修復」開催 同上  

81 小林 公治 中国 8月11日～8月19日 中国国内に所蔵される螺鈿漆器類の調査 科学研究費  

82 小林 公治 韓国 8月31日～9月3日 
Lee＆Won財団主催第10回国際学術講演会公園および関連行事

参加 
他機関負担  

83 小林 公治 

デンマーク 

スウェーデン 

イタリア 

ドバイ 

10月16日～10月27日 各国内に所在する螺鈿ほかの調査 科学研究費  

84 小峰 幸夫 イラン 4月15日～4月21日 木製文化財に対する虫害に関するワークショップの実施 運営費交付金  

85 境野 飛鳥 ポーランド 7月1日～7月14日 第41回世界遺産委員会への出席 同上  

86 境野 飛鳥 フランス 11月13日～11月17日 第21回世界遺産締約国会議 同上  
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87 境野 飛鳥 イタリア 11月27日～12月4日 ICCROM総会出席のため 同上  

88 塩谷 純 イギリス 30年2月13日～2月17日 

日本の文化財研究に関する外国語文献入力の進捗状況とこれ

を反映した東京文化財研究所の総合検索における運用評価に

関する協議会ならびに講演 

同上  

89 鴫原 由美 ミャンマー 7月10日～7月22日 ミャンマー・バガン寺院壁画の保護に係る現地調査 同上  

90 鴫原 由美 同上 30年1月23日～2月3日 同上 同上  

91 友田 正彦 イラン 4月15日～4月21日 木製文化財に対する虫害に関するワークショップの実施 同上  

92 友田 正彦 ミャンマー 5月17日～5月25日 
第1回ミッション(構造モニタリング、材料実験および構法調

査) 
受託（文化庁）  

93 友田 正彦 ネパール 5月29日～6月7日 
ネパールの被災文化遺産保護に関する技術的支援事業に伴う

現地調査 
同上  

94 友田 正彦 カンボジア 6月19日～6月24日 ICC-Angkor国際調整会議(技術委員会)への出席 運営費交付金  

95 友田 正彦 同上 7月20日～7月27日 カンボジア・シェムリアップ、アンコール遺跡群タネイ寺院 同上  

96 友田 正彦 ブータン 8月18日～8月27日 歴史的版築建造物調査 科学研究費  

97 友田 正彦 ミャンマー 9月17日～9月25日 ミャンマー国における文化遺産保護協力事業に伴う現地調査 受託（文化庁）  

98 友田 正彦 ネパール 10月31日～11月7日 ネパール現地調査 同上  

99 友田 正彦 ミャンマー 11月25日～11月30日 バガン遺跡現地調査 同上  

100 友田 正彦 カンボジア 12月2日～12月7日 タネイ遺跡他の現地調査 運営費交付金  

101 友田 正彦 同上 12月12日～12月16日 ICC国際会議への参加 同上  

102 友田 正彦 ネパール 12月25日～12月28日 
歴史的集落保全に関する自治体フォーラムへの出席およびア

ガンチェン寺周辺修復工事打ち合わせ 
受託（文化庁）  

103 友田 正彦 同上 30年2月24日～2月28日 アガンチェン寺修復方針協議会への出席 同上  

104 友田 正彦 ブータン 30年3月8日～3月15日 
歴史的版築造建造物に係るワークショップの開催および関連

調査 
運営費交付金  

105 中村 恵 カンボジア 11月29日～12月4日 タネイ遺跡他の現地調査 同上  

106 中山 俊介 
ドイツ、ポーラ

ンド 
7月5日～7月12日 国際研修視察および世界遺産委員会視察 同上  

107 中山 俊介 トルコ 6月13日～6月19日 壁画の保存状態・保全管理に関する現地調査 同上  

108 中山 俊介 ミャンマー 7月15日～7月19日 ミャンマー・バガン寺院壁画の保護に係る現地調査 同上  

109 中山 俊介 台湾 8月7日～8月12日 ワークショップ「染織品の保存と修復」開催 基金  

110 中山 俊介 同上 8月19日～8月27日 鉄構造物の保存と修理に関する調査 運営費交付金  

111 中山 俊介 トルコ 10月25日～11月1日 カッパドキアにおける壁画保存管理に関する研修現地視察他 同上  

112 中山 俊介 ドイツ 11月18日～11月23日 漆のワークショップに関する現地視察 同上  

113 中山 俊介 カンボジア 11月29日～12月4日 タネイ遺跡他の現地調査 同上  

114 中山 俊介 ミャンマー 12月6日～12月10日 バガン漆芸術大学との協議、現地調査 運営費交付金  

115 西 和彦 イタリア 11月28日～12月3日 ICCROM総会出席のため 同上  

116 早川 典子 デンマーク 9月3日～9月9日 ICOM-CCにおける発表 科学研究費  

117 早川 典子 ミャンマー 12月6日～12月10日 バガン漆芸術大学との協議、現地調査 運営費交付金  

118 二神 葉子 ポーランド 7月1日～7月14日 第41回世界遺産委員会への出席 同上  

119 二神 葉子 韓国 12月3日～12月10日 
ユネスコ無形文化遺産保護条約第12回政府間委員会に出席す

るため 
同上  

120 二神 葉子 
イタリア、フラ

ンス 
11月13日～11月19日 

文化財防災に関する聞き取り調査、世界遺産条約履行の動向

に関する調査 
科学研究費  

121 二神 葉子 モンゴル 30年1月7日～1月10日 世界遺産範囲拡張に関する情報交換 同上  

122 外間 尹隆 イタリア 11月28日～12月3日 ICCROM総会出席のため 運営費交付金  

123 前川 佳文 同上 4月19日～4月28日 ミャンマーおよびトルコ事業に関する打ち合わせ 同上  

124 前川 佳文 トルコ共和国 6月12日～6月24日 壁画の保存状態・保全管理に関する現地調査 受託（文化庁）  

125 前川 佳文 ミャンマー 7月7日～7月31日 ミャンマー・バガン寺院壁画の保護に係る現地調査 運営費交付金  

126 前川 佳文 イタリア 9月13日～9月29日 
ポンペイ及びエルコラーノ遺跡壁画保存修復新技法開発と遺

跡保存管理体制の確立 
科学研究費  

127 前川 佳文 トルコ 10月26日～11月4日 壁画保全管理状況調査と壁画保存のための研修の実施 運営費交付金  

128 前川 佳文 エジプト 12月21日～30年1月1日 
新王国時代岩窟墓内に描かれた壁画の保存修復事前調査およ

び壁画損傷個所の応急処置 
科学研究費  

129 前川 佳文 ミャンマー 30年1月23日～2月13日 ミャンマー・バガン寺院壁画の保護に係る現地調査 運営費交付金  

130 前川 佳文 
イタリア、エジ

プト 
30年2月24日～3月13日 

ポンペイ及びエルコラーノ遺跡壁画保存修復新技法開発と遺

跡保存管理体制の確立 
科学研究費  

131 前原 恵美 ドイツ 9月5日～9月8日 日独会議に出席するため 他機関負担  

132 前原 恵美 韓国 12月3日～12月10日 
ユネスコ無形文化遺産保護条約第12回政府間委員会に出席す

るため 
運営費交付金  

133 牧野 真理子 レバノン 30年3月2日～3月10日 
シリア人文化財関係者研修事業「シルクロードが結ぶ友情プ

ロジェクト」への協力 
他機関負担  

134 増渕 麻里耶 トルコ 5月8日～5月16日 出土鉄製品・製鉄関連遺物の調査 科学研究費  
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 氏名 用務先 期間 用務 経費 備考 

135 増渕 麻里耶 同上 6月12日～6月24日 壁画の保存状態・保全管理に関する現地調査 受託（文化庁）  

136 増渕 麻里耶 ミャンマー 7月10日～7月19日 ミャンマー・バガン寺院壁画の保護に係る現地調査 運営費交付金  

137 増渕 麻里耶 トルコ 10月25日～11月4日 壁画保全管理状況調査と壁画保存のための研修の実施 同上  

138 増渕 麻里耶 韓国 10月16日～10月19日 
The 9th international conference on the Beginnings of 

the Use of Metals and Alloys (BUMA9)に参加するため。  
科学研究費  

139 森井 順之 台湾 6月12日～6月14日 被災遺構の保存に関する調査 運営費交付金  

140 森井 順之 ネパール 8月13日～8月19日 組積造建造物の常時微動調査 科学研究費  

141 森井 順之 中国 8月23日～8月26日 2017上海国際文化遺産シンポジウム 運営費交付金  

142 森井 順之 ネパール 12月24日～12月28日 歴史的建造物の地震計測 科学研究費  

143 安川 政和 トルコ 10月25日～11月1日 壁画保全管理状況調査と壁画保存のための研修の実施 運営費交付金  

144 安永 拓世 イギリス 30年2月13日～2月17日 

日本の文化財研究に関する外国語文献入力の進捗状況とこれ

を反映した東京文化財研究所の総合検索における運用評価に

関する協議会ならびに講演 

同上  

145 山田 大樹 イラン 4月15日～4月28日 木製文化財に対する虫害に関するワークショップの実施 
運営費交付金／科学

研究費 
 

146 山田 大樹 ネパール 6月10日～6月27日 
ネパールの被災文化遺産保護に関する技術的支援事業に伴う

現地調査 
受託（文化庁）  

147 山田 大樹 イラン 8月19日～8月25日 科研若手(B)現地調査 科学研究費  

148 山田 大樹 ネパール 9月6日～9月14日 カトマンズ盆地内歴史的集落調査および現地行政官との会議 受託（文化庁）  

149 山田 大樹 ロシア 10月10日～10月17日 国際会議への出席、論文発表 科学研究費  

150 山田 大樹 ネパール 10月29日～11月10日 ネパール現地調査 受託（文化庁）  

151 山田 大樹 イラン 12月5日～12月12日 科研調査に伴う先方機関との打ち合わせ 科学研究費  

152 山田 大樹 ネパール 12月23日～12月28日 
歴史的集落保全に関する自治体フォーラムへの出席およびア

ガンチェン寺周辺修復工事打ち合わせ 
受託（文化庁）  

153 山田 大樹 同上 30年1月31日～2月8日 ネパール現地調査 同上  

154 山田 大樹 同上 30年3月24日～3月30日 アガンチェン寺周辺建築群の形態変遷に関する現地調査 運営費交付金  

155 山梨 絵美子 カンボジア 7月20日～7月24日 カンボジア・シェムリアップ、アンコール遺跡群タネイ寺院 同上  

156 山梨 絵美子 アルメニア 9月17日～9月22日 
国際ワークショップ｢染織芸術と保存-過去と現在を結ぶ｣開催

のため 
同上  

157 山梨 絵美子 台湾 10月5日～10月9日 
国際シンポジウム「日本近代洋画の醸成と発展」に講師とし

て参加するため。 
他機関負担  

158 山府木 碧 同上 8月19日～8月27日 鉄構造物の保存と修理に関する調査 運営費交付金  

159 山村 みどり エルサレム 6月10日～6月15日 書籍『1989年以降日本の現代美術』の研究発表 科学研究費  

160 山村 みどり フランス 6月24日～7月6日 同上 同上  

161 山村 みどり シンガポール 7月28日～8月1日 同上 同上  

 

【奈良文化財研究所】延べ 136人  
 氏名 用務先 期間 用務 経費 備考 

1 石橋 茂登 台湾 4月20日～4月23日 講演・シンポジウム参加 先方負担  

2 杉山 洋 カンボジア 4月22日～4月28日 西トップ遺跡の調査修復 運営費交付金  

3 森本 晋 
アゼルバイジャ

ン 
5月2日～5月7日 ユネスコ主催第3回シルクロード・オンライン会議出席 先方負担 

 

4 海野 聡 ブータン 5月29日～6月5日 ブータンにおける歴史的建造物調査 科学研究費  

5 前川 歩 同上 5月29日～6月5日 同上 同上  

6 田村 朋美 ウズベキスタン 5月31日～6月7日 ウズベキスタン南部地域出土ガラス製遺物の調査 同上  

7 影山 悦子 同上 5月31日～6月10日 
ポスト・クシャーン朝期の遺物の調査、ファヤズテパ遺跡出土

壁画の記録、調査 
科学研究費、助成金 

 

8 佐藤 由似 タイ、カンボジア 6月7日～6月25日 
東南アジア大陸部研究に関する国際学会、アンコール文化遺産

保護に関する研究協力 

先方負担、運営費交

付金 

 

9 杉山 洋 カンボジア 6月18日～6月25日 西トップ遺跡の調査修復 助成金  

10 影山 悦子 イギリス 6月24日～6月30日 

京都大学国際シンポジウムHistory and Culture of Iran and 

Central Asia in the first Millennium C.E.への参加、研究

報告等 

先方負担 

 

11 佐藤 由似 ポーランド 6月30日～7月9日 ヨーロッパ東南アジア考古学会での発表 運営費交付金  

12 森本 晋 同上 7月4日～7月14日 第４１回ユネスコ世界遺産委員会出席 同上  

13 庄田 慎矢 韓国 7月7日～7月9日 日韓新石器時代研究会に参加するため 科学研究費  

14 島田 敏男 タイ、カンボジア 7月12日～7月17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  

15 丹羽 崇史 中国 7月15日～7月18日 上海博物館附属実験施設等の調査 科学研究費  

16 佐藤 由似 カンボジア 7月15日～7月25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  

17 脇谷 草一郎 中国 7月16日～7月18日 故宮博物院養心殿の劣化状態調査に参加 同上  
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 氏名 用務先 期間 用務 経費 備考 

18 高田 祐一 韓国 7月20日～7月24日 
国立文化財研究所との木簡データベース連携協議、および慶州

新出土木簡の調査 
同上 

 

19 方 国花 韓国 7月20日～7月24日 
国立文化財研究所との木簡データベース連携協議、および慶州

新出土木簡の調査 
運営費交付金 

 

20 渡邉 晃宏 同上 7月20日～7月24日 同上 科学研究費  

21 加藤 真二 中国 7月21日～7月29日 霊井遺跡関連遺物の調査 同上  

22 国武 貞克 同上 7月21日～7月29日 同上 同上  

23 国武 貞克 カザフスタン 8月4日～8月21日 カザフスタンにおける旧石器資料調査 同上  

24 佐藤 由似 カンボジア 8月6日～8月20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  

25 山口 欧志 モンゴル 8月10日～8月16日 モンゴル国世界文化遺産関連遺跡の調査 科学研究費  

26 山藤 正敏 キルギス 8月10日～8月21日 アク・ベシム遺跡出土資料の調査 同上  

27 丹羽 崇史 中国 8月11日～8月17日 冶金関連資料の調査 同上  

28 高妻 洋成 同上 8月23日～8月25日 東アジア文化遺産保存シンポジウムへの参加 運営費交付金  

29 金 旻貞 同上 8月23日～8月26日 東アジア文化遺産保存学会発表および参加 科学研究費  

30 庄田 慎矢 韓国 8月23日～8月26日 共同研究の打ち合わせ 
運営費交付金、先方

負担 
 

31 丹羽 崇史 台湾 8月23日～8月28日 アジア鋳造技術史学会台北大会への参加、および資料調査 科学研究費  

32 田村 朋美 同上 8月24日～8月27日 アジア鋳造技術史学会2017台北大会に出席 同上  

33 小田 裕樹 中国 8月26日～9月8日 

「東アジアにおける都城と葬地の政治的・社会的関連に関する

比較史的総合研究」の一環として、国際シンポジウムおよび唐

皇帝陵の踏査 

同上 

 

34 杉山 洋 カンボジア 8月28日～9月3日 西トップ遺跡の調査と修復 助成金  

35 佐藤 由似 同上 8月30日～9月4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  

36 庄田 慎矢 イギリス 9月4日～9月11日 研究打ち合わせ、学会参加 科学研究費  

37 山口 欧志 モンゴル 9月7日～9月12日 科学研究費による研究のため 同上  

38 田村 朋美 同上 9月10日～9月15日 モンゴル出土ガラス製遺物の調査 他機関負担  

39 鈴木 智大 中国 9月11日～9月17日 中国浙江省における古建築調査 科学研究費  

40 佐藤 由似 カンボジア 9月13日～9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  

41 浦 蓉子 中国 9月13日～9月24日 中国田螺山遺跡の木製品調査 科学研究費  

42 今井 晃樹 同上 9月16日～9月24日 北魏洛陽宮城出土遺物の調査 運営費交付金  

43 清野 陽一 同上 9月16日～9月24日 同上 同上  

44 栗山 雅夫 同上 9月16日～9月24日 同上 同上  

45 岩戸 晶子 同上 9月16日～9月24日 同上 同上  

46 脇谷 草一郎 ドイツ 9月17日～9月24日 国際共同研究申請に関する会議、およびSWBSS2017に出席する 
寄附金滞在費、運営

費交付金 

 

47 庄田 慎矢 中国 9月19日～9月23日 資料調査、研究打合わせ 科学研究費  

48 石田 由紀子 韓国 9月21日～9月25日 古代の測量技術と尺度に関する資料調査 他機関科学研究費  

49 国武 貞克 カザフスタン 9月23日～11月4日 カザフスタンにおける旧石器資料調査 科学研究費  

50 丹羽 崇史 中国 10月7日～10月9日 資料見学 助成金  

51 丹羽 崇史 韓国 10月15日～10月19日 BUMAIX(第9回治金史学会）への参加・発表 科学研究費  

52 海野 聡 同上 10月17日～10月20日 古都の世界遺産に関する国際学術会議での講演 先方負担  

53 小池 伸彦 中国 10月17日～10月21日 
遼寧省文物考古研究所との国際共同研究「三燕文化出土遺物の

研究」のため 

運営費交付金  

54 廣瀬 覚 同上 10月17日～10月21日 同上 
運営費交付金、先方

負担 

 

55 大澤 正吾 同上 10月17日～10月21日 同上 同上  

56 栗山 雅夫 同上 10月17日～10月21日 同上 同上  

57 諫早 直人 同上 10月17日～10月21日 同上 同上  

58 渡邉 晃宏 韓国 10月18日～10月21日 韓国木簡学会・国立慶州文化財研究所共催国際学術大会 先方負担  

59 森本 晋 イタリア 10月21日～10月27日 世界遺産歴史都市の保全状況調査 運営費交付金  

60 杉山 洋 カンボジア 10月23日～11月1日 西トップ遺跡の調査と修復 同上  

61 丹羽 崇史 韓国 10月23日～12月15日 日韓発掘交流への参加 
運営費交付金、先方

負担 

 

62 佐藤 由似 ベトナム 10月26日～10月30日 ビンディン陶磁器に関する国際会議での発表 運営費交付金  

63 中島 義晴 韓国 10月30日～11月3日 韓国国立文化財研究所との共同研究 
運営費交付金、先方

負担 

 

64 
MARES 

Emmanuel 
同上 10月30日～11月3日 同上 同上 

 

65 内田 和伸 同上 10月30日～11月3日 韓国国立文化財研究所との共同研究 同上  
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 氏名 用務先 期間 用務 経費 備考 

66 岩戸 晶子 同上 10月31日～11月3日 慶州古代寺院における出土瓦の調査 同上  

67 清野 孝之 韓国 10月31日～11月3日 慶州古代寺院における出土瓦の調査 
運営費交付金、先方

負担 

 

68 清野 陽一 同上 10月31日～11月3日 同上 同上  

69 森本 晋 台湾 11月7日～11月10日 PNC(太平洋近隣友好協会)大会での研究発表 運営費交付金  

70 山口 欧志 インドネシア 11月9日～11月13日 ボロブドゥール寺院等の三次元計測 他機関負担  

71 中村 一郎 ネパール 11月12日～11月22日 ACCUユネスコ・アジア文化センター主催ワークショップ 先方負担  

72 石橋 茂登 韓国 11月13日～11月16日 日韓共同研究「日韓古墳・寺院の比較研究」にかかる調査 
運営費交付金、先方

負担 

 

73 高田 祐一 同上 11月13日～11月17日 同上 同上  

74 廣瀬 覚 同上 11月13日～11月17日 同上 
運営費交付金、先方

負担 

 

75 諫早 直人 同上 11月13日～11月17日 同上 同上  

76 佐藤 由似 カンボジア 11月14日～11月17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  

77 箱崎 和久 中国 11月17日～11月24日 山西省歴史的建造物調査・河北省遺跡調査 科学研究費  

78 海野 聡 同上 11月17日～11月24日 同上 同上  

79 加藤 真二 同上 11月20日～11月24日 科研費による霊井関連遺跡出土品の調査 同上  

80 杉山 洋 カンボジア 11月22日～12月1日 西トップ遺跡の調査と修復 運営費交付金  

81 廣瀬 覚 韓国 11月26日～11月29日 
「朝鮮半島西南部の前方後円墳をめぐる倭と馬韓の交渉史」の

第３回共同研究会への参加 
先方負担 

 

82 森本 晋 カンボジア 11月28日～12月2日 西トップ遺跡の調査 他機関科研費  

83 佐藤 由似 同上 12月8日～12月15日 ＩＣＣアンコール遺跡国際調整会議への出席 運営費交付金  

84 影山 悦子 ミャンマー 12月8日～12月16日 測量研修の補助 受託  

85 山藤 正敏 同上 12月8日～12月16日 同上 同上  

86 森本 晋 同上 12月8日～12月16日 同上 同上  

87 渡邉 晃宏 中国 12月11日～12月12日 
中国社会科学院考古研究所との友好議定書、共同研究について

の協議 
運営費交付金 

 

88 今井 晃樹 同上 12月11日～12月14日 同上 同上  

89 丹羽 崇史 同上 12月18日～12月22日 共同研究に関する協議、唐三彩の調査 
運営費交付金、先方

負担 

 

90 神野 恵 同上 12月18日～12月22日 同上 同上  

91 森川 実 同上 12月18日～12月22日 同上 同上  

92 山藤 正敏 同上 12月18日～12月22日 同上 同上  

93 杉山 洋 カンボジア 12月18日～12月26日 西トップ遺跡の調査と修復 運営費交付金  

94 田村 朋美 ロシア 12月22日～12月29日 
科研費「物質文化と精神文化の交流と断絶から見た海峡を繋ぐ

「北の内海世界」の総合的研究」による海外学術調査 
他機関科研費 

 

95 佐藤 由似 カンボジア 12月24日～12月30日 西トップ遺跡の調査 運営費交付金  

96 丹羽 崇史 中国 12月27日～1月2日 資料調査 助成金  

97 加藤 真二 同上 1月2日～1月7日 科研費による霊井関連遺跡出土品の調査・調整 科学研究費  

98 海野 聡 韓国 1月10日～1月13日 韓国の歴史的建造物と建築の表象に関する調査 同上  

99 佐藤 由似 
カンボジア、ミャ

ンマー 
1月10日～2月13日 ポスト・アンコール期の調査、国際協力拠点交流 科学研究費、受託 

 

100 杉山 洋 カンボジア 1月22日～2月3日 招へい者の選考と西トップ遺跡の調査と修復 運営費交付金  

101 田村 朋美 ベトナム 1月24日～1月30日 
ベトナム南部オケオ遺跡出土ガラス資料の実見、および遺跡の

踏査 
他機関負担 

 

102 島田 敏男 カンボジア 1月27日～2月1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  

103 影山 悦子 ミャンマー 2月6日～2月12日 窯跡・陶磁器の調査研修の補助 受託  

104 森本 晋 同上 2月6日～2月12日 窯跡・陶磁器の調査研修 同上  

105 丹羽 崇史 中国 2月10日～2月12日 資料見学 助成金  

106 杉山 洋 カンボジア 2月22日～2月26日 西トップ遺跡にかかる建築学的調査 運営費交付金  

107 高田 祐一 イギリス 2月23日～3月2日 文化財情報発信に関する協議 同上  

108 国武 貞克 同上 2月23日～3月2日 同上 同上  

109 小沼 美結 同上 2月23日～3月2日 文化財情報発信に関する協議 科学研究費  

110 石橋 茂登 韓国 2月25日～2月28日 大韓民国における古代十二支像の事例調査 受託  

111 金 旻貞 同上 2月25日～2月28日 同上 同上  

112 森本 晋 台湾 2月25日～3月1日 中央研究院での陶磁器と写真技術に関する調査 運営費交付金  

113 栗山 雅夫 同上 2月25日～3月1日 同上 同上  

114 佐藤 由似 同上 2月25日～3月1日 同上 同上  
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 氏名 用務先 期間 用務 経費 備考 

115 影山 悦子 ウズベキスタン 2月25日～3月5日 ポスト・クシャーン朝期の遺物の調査、記録 科学研究費、助成金  

116 中島 志保 中国 2月27日～3月2日 固着した資料の処理方法に関する情報収集 
補助金、運営費交付

金 

 

117 森本 晋 
ベルギー・フラン

ス 
3月6日～3月11日 計量基準資料の調査 運営費交付金 

 

118 海野 聡 ブータン・タイ 3月7日～3月15日 ブータン王国・タイ建造物調査 科学研究費分担金  

119 渡邉 晃宏 韓国 3月8日～3月10日 2018耽羅史国際学術大会への参加・招待報告 先方負担  

120 杉山 洋 同上 3月8日～3月10日 同上 同上  

121 庄田 慎矢 中国 3月11日～3月18日 研究打ち合わせ、資料調査、試料採取 科学研究費  

122 渡邉 晃宏 韓国 3月12日～3月15日 国立文化財研究所との共同研究による木簡等の調査 
運営費交付金、先方

負担 

 

123 方 国花 同上 3月12日～3月15日 同上 同上  

124 馬場 基 同上 3月12日～3月15日 同上 同上  

125 石橋 茂登 中国 3月12日～3月16日 唐代古墳壁画の保存活用事例の調査 受託  

126 中田 愛乃 同上 3月12日～3月16日 唐代古墳壁画の保存活用事例の調査 同上  

127 玉田 芳英 同上 3月12日～3月16日 同上 同上  

128 栗山 雅夫 同上 3月12日～3月16日 同上 同上  

129 佐藤 由似 カンボジア 3月14日～3月17日 西トップ遺跡の調査 運営費交付金  

130 諫早 直人 韓国 3月15日～3月17日 国立伽耶文化財研究所が主催する学術大会における発表 先方負担  

131 山藤 正敏 キルギス 3月19日～3月23日 キルギス共和国アク・ベシム遺跡出土資料の調査 科学研究費  

132 芝 康次郎 韓国 3月25日～3月29日 

日韓共同研究の一環として、百済（泗沘期）の土器の実見調査、

遺跡見学および朝鮮時代の宮中・両班階級の食膳・調理事例の

調査 

運営費交付金 

 

133 小田 裕樹 同上 3月25日～3月29日 同上 同上  

134 山藤 正敏 同上 3月25日～3月29日 同上 同上  

135 大澤 正吾 同上 3月25日～3月29日 同上 同上  

136 国武 貞克 カザフスタン 3月27日～4月7日 カザフスタンにおける旧石器資料調査 先方負担  

 

【アジア太平洋無形文化遺産研究センター】延べ 20人  
 氏名 用務先 期間 用務 経費 備考 

1 岩本 渉 台湾（台中） 5月11日～13日 

 “International Forum on Intangible Cultural 

Heritage: The Pedagogy of Intengible Cultural Heritage 

in Contemporary Asia”出席 

受託経費（文化

庁） 

 

2 岩本 渉 中国（成都） 6月11日～13日 

“A Meeting of the Open-Ended Intergovernmental 

Working Group on Developing an Overall Results 

Framework for the 2003 Convention”出席 

同上 

 

3 野嶋 洋子 バヌアツ 7月17日～25日 
「無形文化遺産と災害リスクマネジメントに関する予備調

査」事業におけるバヌアツ調査 

寄附金（文化財保

存活用基金） 

 

4 岩本 渉 イラン(シラーズ) 9月10日～11日 

“Fifth Annual Coordination Meeting of Category 2 

Centres Active in the Field of Intangible Cultural 

Heritage”出席 

受託経費（文化

庁） 

 

5 大貫 美佐子 ベトナム（フエ） 9月21日～22日 

“Annual training Workshop for cultural managers in 

Viet Nam”出席、及びフエの博物館・文化財修復現場等の視

察 

同上 

 

6 野嶋 洋子 フィジー 9月25日～10月1日 
「無形文化遺産と災害リスクマネジメントに関する予備調

査」事業におけるフィジー調査 

寄附金（文化財保

存活用基金） 

 

7 石村 智 同上 9月25日～10月1日 同上 同上  

8 岩本 渉 タイ（バンコク） 10月31日～11月1日 来年度事業のための情報収集 
受託経費（文化

庁） 

 

9 児玉 茂昭 同上 10月31日～11月1日 来年度事業のための情報収集 同上  

10 岩本 渉 フランス(パリ) 11月23日～24日 

“Second Coordination Meeting with UNESCO Category 2 

Institutes and Centres (C2Cs) and UNITWIN/UNESCO 

Chairs related to the UNESCO Culture Sector”出席 

同上 

 

11 大貫 美佐子 同上 11月23日～24日 同上 同上  

12 岩本 渉 韓国(済州) 12月4日～6日 

“12th Session on the UNESCO Intergovernmental 

Committee for the Safeguarding of the Intangible 

Cultural Heritage”陪席 

受託経費（文化

庁） 

 

13 児玉 茂昭 同上 12月6日～9日 同上 同上  

14 野嶋 洋子 フィリピン 30年1月24日～2月1日 
「無形文化遺産と災害リスクマネジメントに関する予備調

査」事業におけるフィリピン調査 

寄附金（文化財保

存活用基金） 

 

15 石村 智 同上 30年1月24日～2月1日 同上 同上  

16 大貫 美佐子 同上 30年2月7日 来年度新事業実施に関する打合せ 
受託経費（文化

庁） 
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 氏名 用務先 期間 用務 経費 備考 

17 坂本 翼 フィリピン 30年2月7日 来年度新事業実施に関する打合せ 
受託経費（文化

庁） 

 

18 岩本 渉 ベトナム 30年2月8日～9日 来年度新事業実施に関する打合せ 同上  

19 坂本 翼 同上 同上 同上 同上  

20 野嶋 洋子 タヒチ 30年3月21日～24日 

「無形文化遺産と災害リスクマネジメントに関する予備調

査」事業における情報収集及び次年度ワークショップにつ

いての打合せ 

寄附金（文化財保

存活用基金） 

 

 

【文化財防災ネットワーク推進本部】延べ 1人 
 氏名 用務先 期間 用務 経費 備考 

1 中島 志保 中国 30年2月27日～3月2日 固着した資料の処置方法に関する情報収集 

平成29年度文化芸

術振興費補助金、

運営費交付金 
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c-② 調査研究テーマ一覧 
平成30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 

204件 

135件 65件 21件 18件 31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） 

68件 22件 46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】 65件 
○有形文化財の展覧事業・教育活動等に関連する研究 57件 
 調査研究テーマ名 担当部課 事業責任者 (役職・名前) 

1 特別調査（「法隆寺献納宝物」（第39次）） 学芸研究部 調査研究課長（兼東洋室長） 今井敦 

2 特別調査（「書跡」第15回） 学芸研究部 
調査研究課書跡・歴史室長（兼保存修
復課長） 冨坂賢 

3 特別調査（「工芸」第9回） 学芸研究部 調査研究課工芸室長 竹内奈美子 

4 特別調査（「彫刻」第7回） 学芸研究部 
企画課長（兼国際交流室長）  
浅見龍介 

5 特別調査（「絵画」第2回） 学芸研究部 
調査研究課絵画・彫刻室長  
沖松健次郎 

6 関東地域の社寺所蔵文化財に関する調査研究 学芸研究部 調査研究課長（兼東洋室長） 今井敦 

7 油彩画の材料・技法に関する共同調査 学芸研究部 保存修復課保存修復室長 土屋裕子 

8 仏教美術等の光学的手法による共同研究 学芸研究部 
調査研究課絵画・彫刻室長  
沖松健次郎 

9 館蔵の漢籍・洋書に関する基礎的研究 学芸研究部 
博物館情報課長（兼情報資料室長）  
田良島哲 

10 東洋民族資料に関する調査研究 学芸研究部 
企画課出版企画室主任研究員  
猪熊兼樹 

11 特集「チベットの仏教と密教の世界」に関連する調査研究 学芸研究部 
列品管理課貸与特別観覧室研究員  
西木政統 

12 特集「新指定 重要文化財 野毛大塚古墳―世田谷の中期古墳―」に関連する調査研究 学芸研究部 調査研究課考古室研究員 河野正訓 

13 特集 親と子のギャラリー「びょうぶとあそぶ」に関連する調査研究 学芸企画部 博物館教育課長 小林牧 

14 特集「唐三彩」に関連する調査研究 学芸研究部 
列品管理課平常展調整室主任研究員  
三笠景子 

15 特集「アジアの祈り」に関連する調査研究 学芸研究部 調査研究課考古室長 白井克也 

16 特集「室町時代のやまと絵―絵師と作品―」に関連する調査研究 学芸研究部 企画課特別展室主任研究員 土屋貴裕 

17 特集「刀剣鑑賞の歴史」に関連する調査研究 学芸研究部 調査研究課工芸室主任研究員  
酒井元樹 

18 特集「東京国立博物館コレクションの保存と修理」に関連する調査研究 学芸研究部 保存修復課長（書跡・歴史室長） 
冨坂賢 

19 特集「日本の仮面 能狂言面の神と鬼」に関連する調査研究 学芸研究部 
企画課長（兼国際交流室長）  
浅見龍介 

20 特集「高野切―平安時代最盛期の仮名」に関連する調査研究 学芸研究部 
東京国立博物館百五十年史編纂室長  
恵美千鶴子 

21 日本染織コレクションの形成に関する研究（科学研究費助成事業） 学芸研究部 列品管理課登録室長（兼貸与特別観覧
室長） 小山弓弦葉 

22 絵巻を中心とした古代・中世絵画の伝来に関する研究（科学研究費助成事業） 学芸研究部 企画課特別展室主任研究員 土屋貴裕 

23 中世社寺縁起絵・高僧伝絵の成立と近世的受容に関する研究（科学研究費助成事業) 学芸研究部 
保存修復課保存修復室主任研究員  
瀬谷愛 

24 清朝末期における中国踏査写真資料に関する発展的研究（科学研究費助成事業） 学芸研究部 
列品管理課登録室アソシエイトフェロ
ー 関紀子 

25 大小擢物（絵暦）の美術史及び文化史に関する総合的研究（科学研究費助成事業） 学芸研究部 客員研究員 岩崎均史 

26 中世聖徳太子絵伝の図様展開に関する調査研究（科学研究費助成事業） 学芸研究部 
調査研究課絵画・彫刻室長  
沖松健次郎 

27 法隆寺献納宝物と正倉院宝物における上代染織作品の研究（科学研究費助成事業） 学芸研究部 
博物館教育課教育普及室研究員  
三田覚之 

28 
古代東アジア世界における染織品の伝播と使用に関する考古学および美術史学的研究（科学研
究費助成事業） 

学芸研究部 客員研究員 沢田むつ代 

29 
ディルムン文明の起源－バハレーン島における古墳群の考古学的調査研究－（科学研究費助成
事業） 

学芸研究部 客員研究員 後藤健 

30 
「地域考古学」と「聖書考古学」の協業による古代パレスチナ地域史の再構築（科学研究費助
成事業） 

学芸研究部 調査研究課東洋室研究員 小野塚拓造 

31 東アジア文化の基層としての儒教の視覚イメージに関する研究（科学研究費助成事業） 学芸研究部 
博物館教育課教育講座室長  
勝木言一郎 

32 
対外交流史の視点によるアジア螺鈿の総合的研究－大航海時代を中心に－（科学研究費助成事
業） 

学芸研究部 
列品管理課平常展調整室主任研究員  
末兼俊彦 

33 「月次祭礼図摸本」の総合復元研究（科学研究費助成事業） 学芸研究部 
保存修復課保存修復室主任研究員  
瀬谷愛 

34 
模本制作の第一人者・田中親美を中心とした近現代の書の受容に関する基礎的研究（科学研究
費助成事業） 

学芸研究部 
東京国立博物館百五十年史編纂室長  
恵美千鶴子 

35 平等院鳳凰堂空間の荘厳と機能に関する総合的研究（科学研究費助成事業） 学芸研究部 
調査研究課絵画・彫刻室主任研究員  
皿井舞 

36 日本刀における連続と変容の表現に着目した歴史的展開の考察（科学研究費助成事業） 学芸研究部 
調査研究課工芸室主任研究員  
酒井元樹 

37 フェニキア人の「出現」－考古資料から見た初期の交易活動と対外進出（科学研究費助成事業） 学芸研究部 調査研究課東洋室研究員 小野塚拓造 

38 
東アジア礼制に基づく物質文化研究  ―日・中・韓・越・琉の宮廷工芸を対象として―（科学
研究費助成事業） 

学芸研究部 
企画課出版企画室主任研究員  
猪熊兼樹 

39 近世狩野派を中心とした図様継承と絵画制作システムに関する研究（科学研究費助成事業） 学芸研究部 学芸研究部長 田沢裕賀 

40 
古代寺院荘厳具の復元的研究～川原寺裏山遺跡出土金属製品を中心として～（科学研究費助成
事業） 

学芸研究部 企画課特別展室主任研究員 市元塁 

－　　　－186



 調査研究テーマ名 担当部課 事業責任者 (役職・名前) 

41 摂関家伝来史料群の研究資源化と伝統的公家文化の総合的研究（科学研究費助成事業） 学芸研究部 
東京国立博物館百五十年史編纂室長  
恵美千鶴子 

42 古代西アジアにおける宗教と福祉の相互関係をめぐる綜合的実証研究（科学研究費助成事業） 学芸研究部 調査研究課東洋室研究員 小野塚拓造 

43 平安時代における「国風」的文化現象についての学際的研究（科学研究費助成事業） 学芸研究部 
調査研究課絵画・彫刻室主任研究員  
皿井舞 

44 
真言密教寺院の資料調査に基づく分野横断的綜合研究－新たな仏教思想史の枠組みを求めて
（科学研究費助成事業） 

学芸研究部 
調査研究課絵画・彫刻室主任研究員  
皿井舞 

45 中国典籍日本古写本の研究（科学研究費助成事業） 学芸研究部 
博物館情報課長（兼情報資料室長）  
田良島哲 

46 日本陶磁における銀彩の美術史的意義について（鹿島美術財団） 学芸研究部 
列品管理課平常展調整室主任研究員  
三笠景子 

47 上杉家の伝来能楽面の学際的調査研究（野上記念法政大学能楽研究所） 学芸研究部 
企画課長（兼国際交流室長）  
浅見龍介 

48 特別展「運慶」に関する調査研究 学芸企画部 
企画課長（兼国際交流室長）  
浅見龍介 

49 特別展「仁和寺と御室派のみほとけ―天平と真言密教の名宝―」に関する調査研究 学芸企画部 企画課特別展室長 丸山士郎 

50 「アラビアの道―サウジアラビア王国の至宝」に関する調査研究 学芸企画部 調査研究課考古室長 白井克也 

51 
創刊記念『國華』130周年・朝日新聞140周年 特別展「名作誕生―つながる日本美術」に関す
る調査研究 

学芸企画部 
保存修復課保存修復室主任研究員  
瀬谷愛 

52 特別展「縄文 ―１万年の美の鼓動―」に関する調査研究 学芸企画部 
調査研究課考古室主任研究員  
品川欣也 

53 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 

54 博物館教育に関する調査研究 学芸企画部 博物館教育課長 小林牧 

55 凸版印刷と共同で実施する、ミュージアムシアターでの公開に向けた調査研究 学芸企画部 
博物館情報課長（兼情報資料室長）  
田良島哲 

56 ＩＣＴを利用した博物館見学ガイドの開発に関する調査研究 学芸企画部 博物館教育課長 小林牧 

57 
ミュージアムにおける鑑賞者開発の研究；新来館者の定着に向けた実証的調査分析（科学研究
費助成事業） 

総務部 総務課 関谷泰弘 

 
○その他有形文化財に関連する調査研究 8件 
 調査研究テーマ名 担当部課 事業責任者 (役職・名前) 

1 博物館の環境保存に関する調査研究 学芸研究部 保存修復課長 冨坂賢 

2 
美術品・輸送機関・梱包資材の振動特性情報を集積した安全輸送のためのシステム構築（科
学研究費助成事業） 

学芸研究部 保存修復課環境保存室長 和田浩 

3 
被災博物館等の汚染ガスからみた資料と環境の安定化およびその評価手法の研究（科学研究
費助成事業） 

学芸研究部 保存修復課環境保存室長 和田浩 

4 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 

5 創立150年へ向けた館史編纂のための基礎的な資料整理と調査研究 学芸企画部 
東京国立博物館百五十年史編纂室長 
恵美千鶴子 

6 博物館における文化財の情報資源化に関する研究（科学研究費助成事業） 学芸研究部 客員研究員 高橋裕次 

7 文化財情報資源の探索と発見のためのデータ連携に関する研究（科学研究費助成事業） 
学芸研究部、学芸企
画部 

博物館情報課情報管理室長 村田良二 

8 東京国立博物館所蔵写真資料データベース（科学研究費助成事業） 学芸研究部 学芸企画部長 富田淳 

 

【京都国立博物館】 21件 
○有形文化財の展覧事業・教育活動等に関連する研究 17件 
 調査研究テーマ名 担当部課 事業責任者 (役職・名前) 

1 京都周辺出土の考古遺物に関する調査研究 学芸部 上席研究員 宮川禎一 

2 訓点資料としての典籍に関する調査研究 学芸部 美術室長 羽田 聡 

3 陶磁に関する調査研究 学芸部 工芸室研究員 降矢哲男 

4 
近畿地区（特に京都）社寺文化財の調査研究 河内地域の仏教文化と歴史に関する総合的研究
（科学研究費助成事業） 

学芸部 連携協力室長 淺湫 毅 

5 幕末近代の商家が伝えた文化財の総合調査（科学研究費助成事業） 学芸部 教育室長 永島明子 

6 日本の宮廷装束・調度に関する基礎的研究（科学研究費助成事業） 学芸部 工藝室長 山川 曉 

7 長尾雨山の中国書画受容に関する基礎的研究（科学研究助成事業） 学芸部 列品管理室主任研究員 呉 孟晋 

8 近世期に作成された、書画の「極書」に関する基礎的研究（科学研究費助成事業） 学芸部 保存修理指導室研究員 福士雄也 

9 特集展示｢鳥羽伏見の戦い」に関連する調査研究 学芸部 上席研究員 宮川禎一 

10 特集展示「京博すいぞくかん―どんなおさかないるのかな？」に関連する調査研究 学芸部 教育室研究員 水谷亜希 

11 東アジアにおける繍仏の基礎的研究（科学研究費助成事業） 学芸部 企画室長 伊藤信二 

12 思渓版大蔵経刊行実態の解明－目録と遣例による実証的研究（科学研究費助成事業） 学芸部 
企画室アソシエイトフェロー  
上杉智英 

13 開館１２０周年記念特別展覧会「国宝」に関する調査研究 学芸部 工芸室研究員 降矢哲男 

14 特別展「池大雅 天衣無縫の旅の画家」に関する調査研究 学芸部 保存修理指導室研究員 福士雄也 

15 
ボランティアによる、ハンズオン教材等を活用した展示作品理解のための事業に関する調査研
究（科学研究費助成事業） 

学芸部 教育室研究員 水谷亜希 

16 博物館教育に関する調査研究 学芸部 教育室研究員 水谷亜希 

17 古墳時代武装具に関する研究（科学研究費助成事業） 学芸部 考古室主任研究員 古谷毅 

 

○その他有形文化財に関連する調査研究 4件 
 調査研究テーマ名 担当部課 事業責任者 (役職・名前) 

1 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 大原嘉豊 

2 文化財の保存・修復に関する調査研究 学芸部 保存修理指導室長 大原嘉豊 

3 
鉛釉陶器の鉛同位体比値と金属元素の価数から考察する生産地と焼成技術の特徴に関する調
査研究（科学研究費助成事業） 

学芸部 保存科学室長 降幡順子 

4 文化財情報に関する調査研究 学芸部 上席研究員 宮川禎一 
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【奈良国立博物館】 18件 
○有形文化財の展覧事業・教育活動等に関連する研究 14件 
 調査研究テーマ名 担当部課 事業責任者 (役職・名前) 

1 復元模写制作に伴う仏教絵画の光学的調査と研究 学芸部 教育室長 谷口 耕生 

2 古代の写経と聖教に関する基礎的研究 学芸部 企画室長 野尻 忠 

3 仏教工芸・上代工芸の総合的調査 学芸部 工芸考古室長 清水 健 

4 墳墓出土品の調査と研究 学芸部 列品室長 吉澤 悟 

5 南都の古代・中世の彫刻に関する調査研究 学芸部 上席研究員 岩田 茂樹 

6 東京文化財研究所との共同による仏教美術の光学的調査研究 学芸部 教育室長 谷口 耕生 

7 特別陳列「おん祭と春日信仰の美術」に関連する調査研究 学芸部 企画室長 野尻 忠 

8 Ｘ線ＣＴスキャナ等による彫刻・漆工・考古資料などの文化財に関する構造技法の調査研究 学芸部 保存修理指導室長 鳥越 俊行 

9 染織技法による仏像の研究（科学研究費助成事業） 学芸部 学芸部長 内藤 栄 

10 高雄曼荼羅にみる古代アジア密教美術の様相に関する調査研究（科学研究費助成事業） 学芸部 館長 松本 伸之 

11 1000年忌特別展「源信 地獄・極楽への扉」に関する調査研究 学芸部 主任研究員 北澤 菜月 

12 特別展「第６９回正倉院展」に関する調査研究 学芸部 工芸考古室長 清水 健 

13 創建1250年記念特別展「国宝 春日大社のすべて」に関する調査研究 学芸部 工芸考古室長 清水 健 

14 歴史、伝統文化の教育普及に資するための調査研究 学芸部 教育室長 谷口 耕生 

 
○その他有形文化財に関連する調査研究 4件 
 調査研究テーマ名 担当部課 事業責任者 (役職・名前) 

1 収蔵庫・展示室・ケース内部等における環境が文化財に与える影響などに関する調査研究 学芸部 保存修理指導室長 鳥越 俊行 

2 文化財修理の観点からの収蔵品・寄託品等の調査研究 学芸部 保存修理指導室長 鳥越 俊行 

3 保存科学の観点からの収蔵品・寄託品等の調査研究 学芸部 保存修理指導室長 鳥越 俊行 

4 文化財アーカイブズの形成に関する理論的・実践的研究 学芸部 資料室長 宮崎 幹子 

 

【九州国立博物館】31件 
○有形文化財の展覧事業・教育活動等に関連する研究 24件 
 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に関する調査研究 
学芸部 

博物館科学課 

博物館科学課長兼環境保全室長  

木川りか 

2 近世キリスト教に関する研究 学芸部企画課 特別展室研究員 松浦晃佑 

3 高校所蔵考古資料を利用した博学連携活動の実践的研究（科学研究費助成事業） 展示課 主任研究員 今井涼子 

4 水中遺跡の保存活用に関する調査研究 学芸部 学芸部長兼企画課長 小泉惠英 

5 日タイ間の文化交流に関する資料集成と統合的研究（科学研究費助成事業） 学芸部企画課 特別展室長 原田あゆみ 

6 特別展示「神と仏と鬼の郷－国東宇佐六郷満山－」に関する調査研究 展示課 展示課長 楠井隆志 

7 特別展示「白隠さんと仙厓さん」に関する調査研究 展示課 展示課長 楠井隆志 

8 特集展示「国宝 銅鐸絵画」に関する調査研究 交流課 主任研究員 進村真之 

9 特集展示「全国高等学校考古名品展2018」に関する調査研究 展示課 主任研究員 今井涼子 

10 特集展示「坂本五郎コレクション受贈記念 北斎と鍋島、そして」に関する調査研究 学芸部文化財課 文化財課長 河野一隆 

11 特集展示「平戸松浦家伝来の伊能図」に関する調査研究 学芸部企画課 特別展室研究員 松浦晃佑 

12 特集展示「玉‐古代を彩る至宝‐」に関する調査研究 展示課 研究員 小嶋 篤 

13 
在欧日本仏教美術の包括的調査・デジタル化とそれに基づくジャポニズムの総合研究 

(科学研究費助成事業） 
九州国立博物館 九州国立博物館長 島谷弘幸 

14 出土・在銘遺品を中心とした調査による明代彫漆器の基礎的研究（科学研究費助成事業） 学芸部文化財課 資料登録室主任研究員 川畑憲子 

15 
極薄青銅器と響銅を対象にした製作技術の比較 －東アジア金属工芸史の再構築－ 

(科学研究費助成事業） 
学芸部企画課 特別展室主任研究員 川村佳男 

16 インドネシア・パセマ高原の装飾古墳の基礎的研究（科学研究費助成事業） 学芸部文化財課 文化財課長 河野一隆 

17 特別展 「王羲之と日本の書」 に関する調査研究 学芸部文化財課 資料登録室長 丸山楢計 

18 明治150年記念 特別展「オークラ コレクション」に関する調査研究 学芸部文化財課 主任研究員 山下善也 

19 特別展 「京都・醍醐寺－真言密教の宇宙－」 に関する調査研究 学芸部企画課 文化交流展室主任研究員 森實久美子 

20 特別展 「室町将軍（仮称）」 に関する調査研究 学芸部企画課 文化交流展室主任研究員 森實久美子 

21 特別展「三国志展（仮称）」に関する調査研究 学芸部企画課 特別展室主任研究員 川村佳男 

22 特別展「瀋陽故宮展（仮称）」に関する調査研究 学芸部企画課 特別展室主任研究員 川村佳男 

23 
ＮＨＫと共同で実施する高精細画像を活用したスーパーハイビジョンシアターでの映像公開に

向けた調査研究 
学芸部企画課 文化交流展室主任研究員 森實久美子 

24 
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

育普及プログラムに関する調査研究 
学芸部企画課 特別展室研究員 西島亜希子 

 

○その他有形文化財に関連する調査研究 7件 
 調査研究テーマ名 担当部課 事業責任者 (役職・名前) 

1 文化財の材質・構造等に関する共同研究 
学芸部 

博物館科学課 

博物館科学課長兼環境保全室長  

木川りか 

2 博物館における文化財保存修復に関する研究 
学芸部 

博物館科学課 
保存修復室主任研究員 志賀智史 

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 
学芸部 

博物館科学課 

博物館科学課長兼環境保全室長  

木川りか 

4 文化財に使用された彩色材料に関する面的調査法の検討（科学研究費助成事業） 
学芸部 

博物館科学課 
環境保全室研究員 秋山純子 

5 
彩色塗装のある歴史的木造文化財建造物の加湿温風処理による虫害処理方法の検討（科学研

究費助成事業） 

学芸部 

博物館科学課 

博物館科学課長兼環境保全室長  

木川りか 

6 文化財防災ネットワーク推進事業（平成29年度文化芸術振興費補助金） 学芸部 学芸部長兼企画課長 小泉惠英 
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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) 

7 Ｘ線CTを用いた文化財有機質材料の同定方法の確立（科学研究費助成事業） 
学芸部 

博物館科学課 
客員研究員 赤田昌倫 

 

【東京文化財研究所】 22件 
（1）新たな知見の開拓につながる基礎的・探求的な調査研究 7件 
○有形文化財、伝統的建造物群に関する調査研究 4件 

 調査研究テーマ名 担当部課 事業責任者 (役職・名前) 

1 文化財に関する調査研究成果および研究情報の共有に関する総合的研究 文化財情報資料部 
文化財アーカイブズ研究室長  

江村知子 

2 日本東洋美術史の資料学的研究 文化財情報資料部 日本東洋美術史研究室長 小林達朗 

3 近・現代美術に関する調査研究と資料集成 文化財情報資料部 近・現代視覚芸術研究室長 塩谷純 

4 美術作品の様式表現・制作技術・素材に関する複合的研究と公開 文化財情報資料部 広領域研究室長 小林公治 

 

○無形文化財、無形民俗文化財等に関する調査及び研究  3件 
 調査研究テーマ名 担当部課 事業責任者 (役職・名前) 

1 
無形文化財の保存・継承に関する調査研究及び無形文化遺産に関わる音声・画像・映像資料

のデジタル化 
無形文化遺産部 無形文化遺産部長 飯島満 

2 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 飯島満 

3 無形文化遺産保護に関する研究交流・情報収集 無形文化遺産部 無形文化遺産部長 飯島満 

 
 (2）科学技術を応用した研究開発の進展等に向けた基盤的な研究  8件 

○文化財の調査手法に関する研究開発の推進 1件 

 調査研究テーマ名 担当部課 事業責任者 (役職・名前) 

1 文化財情報の分析・活用と公開に関する調査研究 文化財情報資料部 文化財情報研究室長 二神葉子 

 
○文化財の保存修復及び保存技術等に関する調査研究 7件 

 調査研究テーマ名 担当部課 事業責任者 (役職・名前) 

1 文化財の生物劣化の現象解明と対策に関する研究 
保存科学研究センタ

ー 
生物科学研究室長 佐藤嘉則 

2 保存と活用のための展示環境の研究 
保存科学研究センタ

ー 
保存環境研究室長 吉田直人 

3 文化財の材質・構造・状態調査に関する研究 
保存科学研究センタ

ー 
分析科学研究室長 犬塚将英 

4 屋外文化財の劣化要因と保存対策に関する調査研究 
保存科学研究センタ

ー 
修復計画研究室長 朽津信明 

5 文化財修復材料と伝統技法に関する調査研究 
保存科学研究センタ

ー 
修復材料研究室長 早川典子 

6 近代の文化遺産の保存修復に関する調査研究 
保存科学研究センタ

ー 
近代文化遺産研究室長 北河大次郎 

7 高松塚古墳・キトラ古墳の恒久的保存に関する調査研究 
保存科学研究センタ

ー 
保存科学研究センター長 佐野千絵 

 
(3）文化遺産保護に関する国際協働 5件 

○文化遺産保護に関する国際協働の総合的な推進 5件 
 調査研究テーマ名 担当部課 事業責任者 (役職・名前) 

1 文化遺産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 
国際情報研究室長 西和彦 

2 アジア諸国等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 保存修復技術の国際的応用に関する研究 
文化遺産国際協力セ

ンター 
技術支援研究室長 加藤雅人 

4 在外日本古美術品保存修復協力事業 
文化遺産国際協力セ

ンター 
技術支援研究室長 加藤雅人 

5 国際研修 
文化遺産国際協力セ

ンター 
技術支援研究室長 加藤雅人 

 
(4）文化財に関する情報資料の収集・整備及び調査研究成果の公開・活用 2件 

○文化財情報基盤の整備・充実 2件 
 調査研究テーマ名 担当部課 事業責任者 (役職・名前) 

1 専門的アーカイブと総合的レファレンスの拡充 文化財情報資料部 
文化財アーカイブズ研究室長  

江村知子 

2 文化財情報基盤の整備・充実 文化財情報資料部 文化財情報研究室長 二神葉子 

 

【奈良文化財研究所】 46件 
（1）新たな知見の開拓につながる基礎的・探求的な調査研究 18件 

○有形文化財、伝統的建造物群に関する調査研究 2件 
 調査研究テーマ名 担当部課 事業責任者 (役職・名前) 

1 歴史的建造物および伝統的建造物群の保存・修復・活用の実践的研究 文化遺産部 建造物研究室長 島田敏男 

2 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 
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○記念物、文化的景観、埋蔵文化財に関する調査研究 16件 
 調査研究テーマ名 担当部課 事業責任者 (役職・名前) 

1 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 遺跡整備研究室長 内田和伸 

2 我が国の記念物に関する調査研究（庭園） 文化遺産部 遺跡整備研究室長 内田和伸 

3 平城宮東院地区の発掘調査① 
都城発掘調査部 平

城地区 
副部長 渡辺晃宏 

4 平城宮東院地区の発掘調査② 
都城発掘調査部 平

城地区 
副部長 渡辺晃宏 

5 平城京跡右京一条二坊四坪・西一坊大路の発掘調査 
都城発掘調査部 平

城地区 
副部長 渡辺晃宏 

6 東大寺東塔院の発掘調査 
都城発掘調査部 平

城地区 
副部長 渡辺晃宏 

7 藤原宮大極殿院地区の発掘調査    
都城発掘調査部 飛

鳥・藤原地区 
部長 玉田芳英 

8 飛鳥地域等の発掘調査 
都城発掘調査部 飛

鳥・藤原地区 
部長 玉田芳英 

9 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 
部長 玉田芳英 

10 平城宮・京跡出土遺物・遺構の調査・研究 
都城発掘調査部 平

城地区 
副部長 渡辺晃宏 

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 学芸室長 石橋茂登 

12 中国との共同研究 
都城発掘調査部 平

城地区 
副所長 渡辺晃宏 

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 島田敏男 

14 遺跡データベースの作成と公開 

埋蔵文化財センター 

企画調整部 

都城発掘調査部 

埋蔵文化財センター 

遺跡・調査技術研究室長 金田明大 

15 古代官衙・集落遺跡研究、古代瓦研究 
都城発掘調査部 平

城地区 
部長 玉田芳英 

16 古代瓦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 
考古第三研究室長 清野孝之 

 
(2）科学技術を応用した研究開発の進展等に向けた基盤的な研究 8件 

○文化財の調査手法に関する研究開発の推進 3件 
 調査研究テーマ名 担当部課 事業責任者 (役職・名前) 

1 埋蔵文化財の探査・計測方法の研究開発 埋蔵文化財センター 遺跡・調査技術研究室長 金田明大 

2 年輪年代学研究 埋蔵文化財センター センター長 高妻洋成 

3 動植物遺体の調査研究 埋蔵文化財センター センター長 高妻洋成 

 

○文化財の保存修復及び保存技術等に関する調査研究 5件 
 調査研究テーマ名 担当部課 事業責任者 (役職・名前) 

1 考古遺物の保存処理法に関する調査研究 
埋蔵文化財センター センター長兼保存修復科学研究室長 

高妻洋成 

2 遺構の安定した保存のための維持管理方法に関する調査研究 埋蔵文化財センター センター長 高妻洋成 

3 建造物の彩色に関する調査研究 埋蔵文化財センター センター長 高妻洋成 

4 高松塚古墳、キトラ古墳の恒久的保存に関する調査研究 埋蔵文化財センター センター長 高妻洋成 

5 古墳壁画の恒久的保存に関する調査研究 埋蔵文化財センター センター長 高妻洋成 

 
(3）文化遺産保護に関する国際協働 3件 

○文化遺産保護に関する国際協働の総合的な推進 3件 
 調査研究テーマ名 担当部課 事業責任者 (役職・名前) 

1 イギリスセインズベリー日本芸術研究所との共同研究 企画調整部 部長 森本 晋 

2 カンボジア・西トップ遺跡の調査と修復 企画調整部 国際遺跡研究室専門職 佐藤由似  

3 ユネスコ・アジア文化センター（ACCU）等が行う研修への協力 企画調整部 部長 森本 晋 

 
(4）文化財に関する情報資料の収集・整備及び調査研究成果の公開・活用 5件 

○文化財情報基盤の整備・充実  2件 
 調査研究テーマ名 担当部課 事業責任者 (役職・名前) 

1 文化財に関するデータベースの充実 企画調整部 部長 森本 晋 

2 図書の収集・整理・公開・提供 研究支援推進部 連携推進課長 津田保行 

 
○調査研究成果の発信 1件 
 調査研究テーマ名 担当部課 事業責任者 (役職・名前) 

1 定期刊行物の刊行、公開講演会・現地説明会等の開催、ウェブサイトの充実 
研究支援推進部 

企画調整部 

研究支援推進部連携推進課長  

津田保行 

 
○展示公開施設の充実 2件 
 調査研究テーマ名 担当部課 事業責任者 (役職・名前) 

1 平城宮跡資料館・飛鳥資料館・藤原宮跡資料室における展示公開 
企画調整部 

 

部長 森本 晋 

2 平城宮跡解説ボランティアの研修内容の充実及び運用改善 研究支援推進部 連携推進課長 津田保行 
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(5）地方公共団体等を対象とする文化財に関する研修及び協力等 12件 

○文化財に関する研修の実施 1件 
 調査研究テーマ名 担当部課 事業責任者 (役職・名前) 

1 文化財担当者研修 
企画調整部 

研究支援推進部 
企画調整部長 森本 晋 

 

○文化財に関する協力・助言等 5件 
 調査研究テーマ名 担当部課 事業責任者 (役職・名前) 

1 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 平

城地区 
副部長 渡辺晃宏 

2 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 飛

鳥・藤原地区 
部長 玉田芳英 

3 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 奈良文化財研究所 所長 松村恵司 

4 他機関等との共同研究及び受託研究 研究支援推進部 所長 松村恵司 

5 被災した地域の復旧・復興事業に伴う地方公共団体等への支援・協力 埋蔵文化財センター センター長 高妻洋成 

 
○平城宮跡、飛鳥・藤原宮跡等の公開・活用事業への協力 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、国土交通省が行う平城宮跡、飛鳥・藤原宮跡の整備・管理等への協力 研究支援推進部 研究支援課長  伴 佳英 

2 平城宮復原整備研究 
都城発掘調査部 平

城地区 
副部長 渡辺晃宏 

3 国土交通省が行う平城宮いざない館の建設への協力 企画調整部 展示企画室長 加藤真二 

4 文化庁が行うキトラ古墳壁画保存管理施設の管理・運営と古墳壁画の公開事業への協力 飛鳥資料館 学芸室長 石橋茂登 

5 
ＮＰＯ法人平城宮跡サポートネットワーク及び周辺自治会等が行う各種ボランティア活動へ

の協力 
研究支援推進部 連携推進課長 津田保行 

 
○連携大学院教育の推進 1件 
 調査研究テーマ名 担当部課 事業責任者 (役職・名前) 

1 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 研究支援推進部 所長 松村恵司 

 

【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 
○アジア太平洋地域の無形文化遺産保護に関する調査研究 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 
所長 岩本 渉 

 
 
（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 

44件 9件 34件 1件 
 

【東京文化財研究所】 9件 
 調査研究テーマ名 担当部課 

1 著名外国人招へいによる日本文化発信に係る調査研究事業 文化財情報資料部 

2 絵金屏風の保存修理に関する調査研究 保存科学研究センター 

3 国宝高松塚古墳壁画恒久保存対策に関する調査等業務 保存科学研究センター 

4 特別史跡キトラ古墳保存対策等調査業務 保存科学研究センター 

5 被災資料有害物質発生状況調査業務 保存科学研究センター 

6 文化遺産国際協力コンソーシアム事業 文化遺産国際協力センター 

7 文化遺産国際協力拠点交流事業「ネパールの被災文化遺産保護に関する技術的支援事業」 文化遺産国際協力センター 

8 
文化遺産保護国際貢献事業「ミャンマーにおける考古・建築遺産の調査・保護に関する技術移転を目的とした拠点交流
事業・建築分野」 文化遺産国際協力センター 

9 文化遺産保護国際貢献事業「トルコ共和国における壁画の保存管理体制改善に向けた人材育成事業」 文化遺産国際協力センター 

 

【奈良文化財研究所】 34件 
 調査研究テーマ名 担当部課 

1 考古資料および文献史料からみた過去の地震・火山災害に関する情報の収集とデータベースの構築・公開 埋蔵文化財センター 

2 山田道の発掘調査 都城発掘調査部 飛鳥・藤原地区 

3 第一次大極殿院建造物復原整備他にかかる調査委託 都城発掘調査部 平城地区 

4 平城宮跡歴史公園第一次大極殿院南門他発掘調査 都城発掘調査部 平城地区 

5 史跡 飛鳥寺跡に隣接する県道「橿原神宮東口停車場飛鳥線」の厳重立会調査 都城発掘調査部 飛鳥・藤原地区 

6 
平成２９年度文化遺産国際協力拠点交流事業実施委託業務（ミャンマーにおける考古・建築遺産の調査・保護に関す

る技術移転を目的とした拠点交流事業） 
企画調整部 

7 特別史跡平城宮跡及び藤原宮跡地内における歴史的環境維持業務 研究支援推進部 

8 特別史跡キトラ古墳の保存・活用及びキトラ古墳壁画保存管理施設の管理・運営業務 都城発掘調査部 飛鳥・藤原地区 

9 国宝高松塚古墳壁画恒久保存対策に関する研究等業務 都城発掘調査部 飛鳥・藤原地区 

10 京都市の文化的景観保存計画策定調査 文化遺産部 

11 南山城村における文化的景観保存修景事業 文化遺産部 

12 鳥取県鳥取市青谷横木遺跡出土木簡等の保存処理等総合的研究 都城発掘調査部 平城地区 

13 鳥取県鳥取市大桷遺跡出土大型呪符木簡他の保存処理等の総合的研究 都城発掘調査部 平城地区 
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 調査研究テーマ名 担当部課 

14 藤原京右京七条二坊、四分遺跡（宅地造成）発掘調査 都城発掘調査部 飛鳥・藤原地区 

15 台の下貝塚出土の動物遺存体の分析 埋蔵文化財センター 

16 長門鋳銭所跡出土木簡等の保存処理等を経ての総合的研究 都城発掘調査部 平城地区 

17 松帆銅鐸・舌の調査研究 埋蔵文化財センター 

18 平成29年度 国史跡ガランドヤ古墳における運用手法の検討及び墳丘復元法検討業務 埋蔵文化財センター 

19 国宝薬師寺東塔遺物整理業務（金属製品） 都城発掘調査部 平城地区 

20 国宝薬師寺東塔遺物整理業務（石材） 都城発掘調査部 平城地区 

21 津山市城西伝統的建造物調査 文化遺産部 

22 矢掛町矢掛宿伝統的建造物群保存対策調査 文化遺産部 

23 藤原京右京二条一坊、醍醐遺跡、醍醐環濠（森村宅）発掘調査 都城発掘調査部 飛鳥・藤原地区 

24 藤原京右京二条一坊、醍醐遺跡、醍醐環濠（宅地部分）発掘調査 都城発掘調査部 飛鳥・藤原地区 

25 藤原京右京二条一坊、醍醐遺跡、醍醐環濠（道路部分）発掘調査 都城発掘調査部 飛鳥・藤原地区 

26 出雲市内神社建造物調査研究業務 文化遺産部 

27 特別史跡藤原宮跡（別所町水路改修）発掘調査 都城発掘調査部 飛鳥・藤原地区 

28 瑞巌寺周辺の岩窟・石塔の映像記録・測量調査 埋蔵文化財センター 

29 香川県岸の上遺跡出土木簡の保存処理等を経ての総合的研究 都城発掘調査部 平城地区 

30 法隆寺若草伽藍跡西方の調査出土壁画片の調査 埋蔵文化財センター 

31 非破壊調査による絵画構造解明のための基礎研究 埋蔵文化財センター 

32 吉野町宮滝遺跡の地中探査 埋蔵文化財センター 

33 平城宮いざない館詳覧ゾーンにかかる学芸業務 企画調整部 

34 平城京跡西大寺跡の発掘調査 都城発掘調査部 平城地区 

 

【アジア太平洋無形文化遺産研究センター】 1件 
 調査研究テーマ名 担当部課 

1 平成28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 
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c-③ 学会、研究会等発表実績一覧 
平成30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 

410件 

262件 89件 63件 53件 57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） 

142件 47件 95件 0件 

アジア太平洋無形文化遺産研究センター 文化財防災ネットワーク推進本部 

3件 3件 

 

【東京国立博物館】 89件 

○有形文化財の展覧事業・教育活動等に関連する調査研究 67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 

有形文化財の収集・

保管・展覧事業・教

育普及活動等に関す

る調査研究 

明末清初の書－連綿趣味の魅力を語る－ 
学芸企画部長 富田淳 

ほか外部研究者 
11月25日 静嘉堂文庫美術館 

2 同上 
趙孟頫蘭亭十三跋流伝考－以宋克・銭博的

範例為中心－ 
学芸企画部長 富田淳 11月2日 故宮博物院 

3 同上 
高校考古の課題と可能性－特に遺跡・遺物

の保存と活用の観点から－ 

企画課特別展室主任研究

員 市元塁 
7月2日 

文化財保存全国協議会第48回新潟

大会 

4 同上 
学校所蔵考古・歴史資料の現状と課題―所

在調査、研究、活用の事例―   

企画課特別展室主任研究

員 市元塁 

ほか外部研究者 

4月15日 
考古学研究会 第63回総会・研究

集会ポスターセッション 

5 同上 「仏の国のあゆみ」 
企画課出版企画室主任研

究員 猪熊兼樹 
8月5日 

特別展「タイ～仏の国の輝き～」

記念講演会（東京国立博物館平成

館大講堂） 

6 同上 「大嘗祭の歴史と文化」 
企画課出版企画室主任研

究員 猪熊兼樹 
30年2月25日 

脇山主基斎田90周年記念講演会

（福岡市博物館講堂） 

7 同上 

親と子のギャラリー『トーハクでバードウ

ォッチング―キジやクジャク、鳳凰が勢ぞ

ろい―』の見方と特集展示ができるまで 

博物館教育課教育講座室

長 勝木言一郎、同ボラ

ンティア室主任研究員 

神辺知加 

5月27日 
東京国立博物館月例講演会 

（於東京国立博物館） 

8 同上 
100年前の東西文化交流史研究が目指したも

の 

博物館教育課教育講座室

長 勝木言一郎 
11月18日 

連続講座「日本における美術史学

の誕生」（於東京国立博物館） 

9 同上 中国仏教美術にみる儒教思想の受容と展開 同上 30年1月26日 
国際会議「釈奠―東アジアの孔子

祭典を考える」（於筑波大学） 

10 同上 藤原行成の書とその系譜 
東京国立博物館百五十年

史編纂室長 恵美千鶴子 
8月5日 第57回現日書展講演会 

11 同上 用Ｘ光研究中国古代封泥 特任研究員 谷豊信 10月29日 
第五届“孤山証印”西泠印社国際

印学峰会（中国浙江省杭州市） 

12 同上 
「東京国立博物館における染織文化財の保

存・修復について」 

列品管理課登録室長（兼

貸与特別観覧室長）  

小山弓弦葉 

7月29日 

独立行政法人国立文化財機構東京

文化財研究所・国立大学法人佐賀

大学共催「染織品を中心とする文

化財の保存にかかる共同研究」締

結キックオフ集会 日本における

染織文化財の保存 

13 同上 「金春家伝来能装束について」 同上 30年2月11日 千葉市・青葉能講演会 

14 同上 
関東甲信越における地域の文化財防災体制

の確立に向けて 

列品管理課登録室アソシ

エイトフェロー  

六人部克典 

30年1月30日 
文化財防災体制構築に関する研究

会（京都国立博物館） 

15 同上 
明治前期の海外における出雲焼の受容 ―

万国博覧会を通して― 

列品管理課登録室アソシ

エイトフェロー 國井悠 
11月11日 陶磁談話会 

16 同上 

新出の浅山芦国筆「芝翫帖」について―絵

師・書肆・歌右衛門贔屓としての芦国に着

目して 

列品管理課登録室アソシ

エイトフェロー  

曽田めぐみ 

11月25日 
第22回 国際浮世絵学会 秋季大

会 

17 同上 
「美の滋賀」講座「白州正子が愛した滋賀 

神と仏の美を語る」 

列品管理課貸与特別観覧

室研究員西木政統、高梨

純次（秀明文化財団）、

和澄浩介（滋賀県立近代

美術館） 

30年1月17日 LEAGUE有楽町 

18 同上 「タイにおける日本式刀剣」 
列品管理課平常展調整室

主任研究員 末兼俊彦 
7月8日 

日本タイ学会「文化財から考える

日タイの関係」 

19 同上 「タイの王室儀礼における日本刀」 同上 7月15日 
東京国立博物館国際シンポジウム

「タイの仏教美術と王権」 

20 同上 
「日本美術のあゆみ―信仰とくらしの造形

―」展について 

調査研究課絵画・彫刻室

長 沖松健次郎 
12月27日 

日タイ修好130周年記念展「日本

美術のあゆみ―信仰とくらしの造

形―」記念講演（バンコク国立博

物館） 

21 同上 
「日本美術のあゆみ―信仰とくらしの造形

―」展について 
同上 30年1月21日 

日タイ修好130周年記念展「日本

美術のあゆみ―信仰とくらしの造

形―」開催記念講演会（バンコク

国立博物館） 
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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 

22 

有形文化財の収集・

保管・展覧事業・教

育普及活動等に関す

る調査研究 

日本の文化財の特性ー「日本美術のあゆみ

―信仰とくらしの造形―」展を事例として 

調査研究課絵画・彫刻室

長 沖松健次郎 
30年2月18日 

ICOMOS Thailand 研究例会（バ

ンコク国立博物館） 

23 同上 平安時代の造仏における中央と地方 
調査研究課絵画・彫刻室

主任研究員 皿井舞 
11月21日 

清泉女子大学大学院思想文化専

攻・文化史学科共催シンポジウム 

24 同上 文化財の公開と修理 同上 30年3月4日 京都文化博物館 

25 同上 漆器の領分―婚礼調度の世界 
調査研究課工芸室長  

竹内奈美子 
8月5日 

第105回歴博フォーラム「URUSHI 

ふしぎ物語－人と漆の12000年史

－」 

26 同上 
道端の人文学―日本の中の韓国を訪ねて

「東京国立博物館で出会う韓国」 

調査研究課考古室長  

白井克也 
10月18日 韓国文化院 

27 同上 鉄製品から見た三国・古墳時代の日韓交流 
調査研究課考古室研究員 

河野正訓 
7月14日 

国立中央博物館との学術交流発表

会  

28 同上 古墳時代の石製宝器と儀器 同上 7月29日 東京国立博物館 月例講演会  

29 同上 
奈良県「橿原市瀬田遺跡の調査―陸橋付き

円形周溝墓を中心に―」 

調査研究課考古室研究員

山本亮 

ほか外部研究者 

6月24日 第20回近畿弥生の会 京都場所 

30 同上 纒向周辺地域の古式土師器とその特質 
調査研究課考古室研究員

山本亮 
9月16日 古代学研究会 

31 同上 
土器の組成変化にみる古墳時代初頭から前

期の布留遺跡 
同上 30年3月4日 ここまで判った物部氏 

32 同上 
北海道常呂郡置戸町置戸山2遺跡の第1次発

掘調査報告 

調査研究課考古室アソシ

エイトフェロー  

飯田茂雄 

ほか外部研究者 

5月28日 日本考古学協会 

33 同上 
日本の古代エジプト資料に関する情報の把

握と発信 

調査研究課東洋室研究員 

小野塚拓造 

ほか外部研究者 

10月29日 
日本オリエント学会 第59回大会

（東京大学） 

34 同上 
X線CT撮影画像に及ぼす様々な要因について

の研究 

保存修復課調査分析室長 

荒木臣紀、同アソシエイ

トフェロー 宮田将寛 

6月30日 文化財保存修復学会 

35 同上 
津波で被災した写真プリントの安定化処理

方法の構築 

保存修復課調査分析室長 

荒木臣紀 

ほか外部研究者 

8月24日～25日 東アジア文化遺産学会 

36 同上 
X線CT撮影画像に及ぼす様々な要因について

の研究 

保存修復課調査分析室長 

荒木臣紀、同アソシエイ

トフェロー 宮田将寛 

6月30日 文化財保存修復学会 

37 同上 
文化財防災に関する人材育成・情報発信の

成果と課題 

保存修復課環境保存室ア

ソシエイトフェロー  

井上素子 

30年1月30日 
文化財防災体制構築に関する研究

会（京都国立博物館） 

38 同上 

口頭発表「津波で被災したカンバス画の安

定化処置―綿布に描かれたアクリル画のブ

ロッティング法による脱塩―」 

保存修復課保存修復室長 

土屋裕子、同研究補佐員 

本茉梨絵 

ほか外部研究者 

7月1日 一般社団法人文化財保存修復学会 

39 同上 口頭発表「東京国立博物館の保存活動」 
保存修復課保存修復室長 

土屋裕子 
10月1日 

東京藝術大学 国際シンポジウム

「台湾文化を後世に伝える－日本

との違い」 

40 同上 
ギャラリートーク｛カンバス画の安定化処

理について）」 
同上 30年3月2日 

「明日につなぐ気仙のたからもの 

津波で被災した陸前高田資料を中

心に」展 岩手県立博物館（3月3

日～3月28日 

41 同上 
口頭発表｛絵画関係資料再生の現状と課

題」 
同上 30年3月11日 

平成29年度大津波プロジェクト主

催支援シンポジウム 

「連綿と続く被災文化財再生への

歩み－博物館復興をめざして－」 

(公益財団法人日本博物館協会) 

42 同上 
津波により被災した漆工芸品の新しい脱塩

処理方法の検討～湿布法の応用と検証～ 

保存修復課保存修復室ア

ソシエイトフェロー 野

中昭美、同研究補佐員 

本茉梨絵、同保存修復室

長 土屋裕子 

ほか外部研究者 

7月1日～2日 文化財保存修復学会 

43 

日本染織コレクショ

ンの形成に関する研

究（科学研究費助成

事業） 

山中商会が扱った古美術品としての日本染

織－アメリカにおける活動を中心に 

列品管理課登録室長（兼

貸与特別観覧室長）  

小山弓弦葉 

30年3月17日 黒田記念館セミナー室 

44 

絵巻を中心とした古

代・中世絵画の伝来

に関する研究（科学

研究費助成事業） 

室町時代のやまと絵 
企画課特別展室主任研究

員 土屋貴裕 
11月4日 東京国立博物館月例講演会 
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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 

45 

古代東アジア世界に

おける染織品の伝播

と使用に関する考古

学および美術史学的

研究（科学研究費助

成事業） 

正倉院の染織 客員研究員 沢田むつ代 9月10日 正倉院フォーラム、読売新聞社 

46 同上 
繊維製品―三昧塚古墳出土品の遺物に付着

する繊維製品等について― 
客員研究員 沢田むつ代 10月15日 

考古学研究会大45回 シンポジウ

ム 

47 同上 
入西石塚古墳出土の短甲と鏡等に付着する

繊維について 
同上 11月11日 入西石塚古墳研究会 

48 

「地域考古学」と

「聖書考古学」の協

業による古代パレス

チナ地域史の再構築

（科学研究費助成事

業） 

「古代イスラエルの出現 ─テル・アゼカと

テル・レヘシュの近年の発掘調査結果に基

づいて─」  

調査研究課東洋室研究員 

小野塚拓造 

ほか外部研究者 

6月9日 
立教大学キリスト教学科公開シン

ポジウム 

49 

フェニキア人の「出

現」－考古資料から

見た初期の交易活動

と対外進出（科学研

究費助成事業） 

「文化変容の中のアイデンティティ：フェ

ニキアの事例を中心に」 
同上 10月29日 

日本オリエント学会 第59回大会

（東京大学）における企画セッシ

ョン 

50 

平安時代における

「国風」的文化現象

についての学際的研

究（科学研究費助成

事業） 

仏教彫刻から見た「国風文化」の概要 
調査研究課絵画・彫刻室

主任研究員 皿井舞 
8月19日 

平安時代における「国風」的文化

現象についての学際的研究 

51 同上 平安時代における和様彫刻の成立について 同上 10月16日 
ワルシャワ大学日本学科国際シン

ポジウム 

52 

真言密教寺院の資料

調査に基づく分野横

断的綜合研究－新た

な仏教思想史の枠組

みを求めて（科学研

究費助成事業） 

仁和寺阿弥陀三尊像と宇多天皇 同上 8月8日 
真言密教寺院の資料調査に基づく

分野横断的綜合研究 

53 同上 
仁和寺と御室派のみほとけ—展覧会出陳の仏

像をめぐって 
同上 30年2月4日 よみうり大手町スクール 

54 同上 

The Style and Techniques of Dry Lacquer 

Sculptures in Japan: The Latest 

Scientific Report About the Seated 

Senju Kannon Bosatsu of Fujiidera 

同上 30年3月26日 
Sixth Forbes Symposium at the 

Freer Gallery of Art 

55 
中国典籍日本古写本

の研究（科学研究費

助成事業） 

古筆手鑑から見た漢籍古写本 
博物館情報課長（兼情報

資料室長） 田良島哲 
12月3日 

「日本古写本与中国典籍」系列講

座（上海・復旦大学） 

56 
特別展「運慶」に関

する調査研究 
仏師運慶の作品とその魅力 

列品管理課貸与特別観覧

室研究員 西木政統 
11月17日 東海東京証券株式会社 

57 同上 
《銀座美術夜話会 第5話》閉幕間近！まだ

まだ楽しむ運慶展 

列品管理課貸与特別観覧

室研究員 西木政統 

ほか外部研究者 

11月20日 銀座 蔦屋書店 

58 
博物館環境デザイン

に関する調査研究 

博物館の展示と照明デザイン ─LED照明の

導入で感じること・考えること 

企画課デザイン室長  

木下史青 
10月6日 

第17回パナソニック汐留ミュージ

アム 学芸員照明研究会 

59 同上 
展示構成と会場デザイン「博物館の展示と

照明デザイン」 
同上 10月26日 文化庁「企画・展示セミナー」 

60 同上 
米国東海岸におけるミュージアムの社会的

役割 

博物館教育課教育普及室

長 藤田千織 
30年2月13日 

ミュージアム・マネジメント学

会・エデュケーター研究会 

61 博物館教育に関する

調査研究 

ボランティアと共に取り組むバリアフリー

―盲学校のためのスクールプログラムを中

心に― 

博物館教育課ボランティ

ア室長 鈴木みどり 
9月26日 

中国博物館協会ボランティア協議

会 

62 同上 東京国立博物館ボランティア 同上 12月21日 荒川区社会福祉協議会 

63 
凸版印刷と共同で実

施する、ミュージア

ムシアターでの公開

に向けた調査研究 

ＶＲ作品で楽しむ土偶の魅力 
調査研究課考古室主任研

究員 品川欣也 
30年2月10日 

北海道環境生活部文化・スポーツ

局文化振興課縄文世界遺産推進室

主催「北の縄文セミナー」北海道

庁赤れんが庁舎 

64 
ＩＣＴを利用した博

物館見学ガイドの開

発に関する調査研究 

照明デザインのさらなる地平をめざして～

研究者と照明デザイナーが語る光のスペク

トル～ 「美術品を照らす次世代の光」 

企画課デザイン室長  

木下史青 

ほか外部研究者 

9月 5日 
照明学会 照明デザイン分科会及

び視覚・色・光環境分科会主催 

65 同上 

LED照明・有機EL照明時代を迎えた美術館・

博物館照明 「有機ＥＬ照明を用いた展

示」 

企画課デザイン室長  

木下史青 
9月 7日 

照明学会 美術館・博物館の次世

代照明基準に関する研究調査委員

会 

66 同上 
デザインの始まり―最古石器から握斧（ハ

ンドアックス）へ 
同上 30年3月 9日 

IMT(インターメディアテク) 連続

講演会 

67 

ミュージアムにおけ

る鑑賞者開発の研

究；新来館者の定着

に向けた実証的調査

分析（科学研究費助

成事業） 

Transforming Public Space through Arts 

Participation: A Case Study on Art/Lit 

Living Innovation Zone (LIZ) Program as 

a Museum-Community Collaboration 

総務課係長 関谷泰弘 

ほか外部研究者 
10月4日 ICOM MPR 

－　　　－195



○その他有形文化財に関連する調査研究 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 
博物館の環境保存に

関する調査研究 
東京国立博物館における展示ケースの進化 

企画課デザイン室主任研

究員 矢野賀一、 

保存修復課環境保存室長  

和田浩 

6月17日 日本展示学会 

2 同上 

法隆寺金堂焼損部収蔵庫における壁画の保

存・公開に関する研究-実測調査と数値解析

による収蔵庫内の温湿度の現状の分析- 

保存修復課環境保存室長 

和田浩 

ほか外部研究者 

6月11日 日本文化財科学会 

3 同上 災害対策調査部会2016年度活動報告 同上 7月1日 文化財保存修復学会 

4 

美術品・輸送機関・

梱包資材の振動特性

情報を集積した安全

輸送のためのシステ

ム構築（科学研究費

助成事業） 

Study on transport environment of 

cultural properties via ship in Japan 

保存修復課環境保存室長 

和田浩 
5月9日 

28th IAPRI World Symposium on 

Packaging 

5 同上 
文化財の国内長距離輸送時の各輸送工程に

おいて発生した加速度の評価 
同上 6月10日 日本文化財科学会 

6 同上 
キトラ古墳壁画輸送時に発生した加速度の

解析 

保存修復課環境保存室長 

和田浩 

ほか外部研究者 

7月1日 文化財保存修復学会 

7 同上 海上輸送を経由する文化財輸送環境の評価 同上 7月11日 日本包装学会 

8 同上 
マルチボディダイナミクスを活用した文化

財輸送環境のシミュレーション 

保存修復課環境保存室長 

和田浩 
7月25日 

2017Japan Altair Technology 

Conference 

9 同上 
A Case Study on Transport Environment 

of Cultural Properties by Ship 
同上 8月25日 

The Sixth Symposium of the 

Society for Conservation of 

Cultural Heritage in East Asia 

10 同上 
文化財輸送環境の最適化に向けた基礎的研

究 

保存修復課環境保存室長 

和田浩 

ほか外部研究者 

12月4日 日本機械学会 

11 同上 
美術品輸送専用車両による輸送環境のシミ

ュレーションに関する基礎的研究 
同上 11月16日 全日本包装技術研究大会 

12 同上 キトラ古墳壁画搬送時の熱・水分環境評価 同上 6月11日 日本文化財科学会 

13 

博物館資料・業務の

情報処理に関する調

査研究 

Digitalization of Research Resource at 

Tokyo National Museum 

博物館情報課長（兼情報

資料室長） 田良島哲 
6月26日 

RENKEI cultural Heritage 

Scholarship Workshop（立命館大

学） 

14 同上 
Management of  Collection Information 

at  Tokyo National Museum [poster] 
同上 9月26日 

International Conference on 

Digital Preservation 2017（京

都大学） 

15 同上 
散逸した古典籍の復原の可能性 

--博物館資料とIIIFへの期待-- 
同上 10月17日 

IIIF Japan シンポジウム（IIIF 

Japan 企画実行委員会） 

16 同上 

Digitization and Utilization of 

Collection Resource at Tokyo National 

Museum 

同上 11月28日 
“文化＋科技”国際論壇（北京・

故宮博物院）  

17 同上 
博物館コレクション情報公開に際しての課

題 
同上 30年2月7日 

国立歴史民俗博物館「総合資料学

の創成」人文情報ユニット研究会 

18 同上 博物館資料とIIIF 
博物館情報課情報管理室

長 村田良二 
7月27日 

第4回CODHセミナー「デジタルア

ーカイブにおける画像公開の新し

いトレンド」（人文学オープンデ

ータ共同利用センター） 

19 同上 
散発的にデジタル化したデータの管理手法

について 

博物館情報課情報管理室

アソシエイトフェロー 

和久井遥 

11月19日 
アート・ドキュメンテーション学

会 

20 

創立150年へ向けた館

史編纂のための基礎

的な資料整理と調査

研究 

東京国立博物館所蔵湿板写真ガラス原板に

関する研究 

企画課国際交流室主任研

究員 遠藤楽子 
7月15日 

東京大学史料編纂所画像史料解析

センター研究集会「写真資料の保

存と学術資源化をめぐって」 

21 同上 

東京大学史料編纂所1階ホール展示「『壬申

検査関係写真』展ー東京国立博物館所蔵湿

板写真ガラス原板に関する研究成果より

ー」 

企画課国際交流室主任研

究員 遠藤楽子、博物館

情報課長（兼情報資料室

長） 田良島哲 

ほか外部研究者 

30年2月27日～

3月22日 

共同主催：「東京国立博物館所蔵

湿板写真ガラス原板に関する基礎

的研究」共同研究チーム／東京大

学史料編纂所古写真研究プロジェ

クト 

22 同上 
東京国立博物館模本絵画コレクション形成

にかかる一考察 

調査研究課絵画・彫刻室

主任研究員 金井裕子 
9月13日 東京国立博物館館史研究会 

 

【京都国立博物館】63件 

○有形文化財の展覧事業・教育活動等に関連する調査研究 56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 

収蔵品・寄託品等及

び各博物館の特色に

応じた歴史・伝統文

化に関連する調査研

究 

長谷川等伯と智積院障壁画 同上 5月28日 
一般社団法人清風会記念講演会 

東山閣 

2 同上 雪舟 同上 10月13日 ＮＨＫ京都文化教室 

3 同上 狩野元信、画壇を制覇す-その芸術と戦略 同上 10月21日 サントリー美術館 

4 同上 桃山時代を飾る花 小袖裂の世界 工芸室長 山川 曉 4月2日 大和文華館日曜美術講座 
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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 

5 

収蔵品・寄託品等及

び各博物館の特色に

応じた歴史・伝統文

化に関連する調査研

究 

東のはての宝の蔵 日本が伝える世界の染

織品 
工芸室長 山川 曉 5月13日 桜蔭会講演会 

6 同上 肖像と服飾 頂相に托されたもの 同上 6月3日 
服飾美学会シンポジウム「図像資

料を読み解く」 

7 同上 袈裟から広がる風景 同上 10月21日 日本織物文化研究会講演会 

8 同上 国宝でたどる「書」の歴史 美術室長 羽田 聡 8月19日 NHK文化センター名古屋教室 

9 同上 英彦山中興法蓮上人の肖像について 連携協力室長 淺湫 毅 4月29日 仏教文学会 

10 同上 興福寺と奈良の仏像 同上 30年3月18日 
高槻市立しろあと歴史館連続講座 

仏像に出会う７ 

11 同上 詫磨派の問題－勝賀を中心に－ 
保存修理指導室長 

大原 嘉豊 
7月16日 

公益財団法人仏教美術研究上野記

念財団平成29年度 「研究発表と

座談会」 

12 同上 
韓国と中国と日本との関係から見た高麗時

代の仏教美術 
同上 8月25日 韓国国立中央博物館 

13 同上 
三次元計測・Ｘ線ＣＴ調査と古墳時代甲冑

研究の課題 

考古室主任研究員  

古谷 毅 
9月9日 

学術振興会基盤研究Ｂ研究会「Ｘ

線ＣＴ×島内139号地下式横穴墓 

-線CT調査による古墳時代甲冑の

研究」九州国立博物館・鹿児島大

総合研究博物館・えびの市教育委

員会（於 福岡大学） 

14 同上 
基調講演・個別研究発表に関する総合討論

のコーディネートおよびコメント 
同上 12月2・3日 

第14回古代武器研究会（於 山口

大学） 

15 同上 
弥生・古墳時代のかお・古代のかお～考古

資料に見る顔表現 
同上 30年2月18日 

平成29年度特別展「こだいのかお

２～ふんどう君となかまたち～」

に伴う講演会（於 松山市考古

館） 

16 同上 物部氏と武器生産 -石上神宮と王権の武装- 同上 30年3月4日 

天理市観光協会設立６０周年記念 

大和の中のヤマト「シンポジウム 

ここまで判った物部氏 -布留遺跡

の調査成果から-」（於 東京国立

博物館） 

17 同上 
考古資料から見た弥生～古墳時代出雲地方

の特質 -形成と領域- 
同上 30年3月17日 

島根大学萌芽研究プロジェクト・

朝日新聞文化財団文化財保護事

業・島根県立八雲立つ風土記の丘

連携シンポジウム「黄泉国訪問譚

と古墳時代出雲の葬制-考古学・

地質学・歴史学のコラボレーショ

ン-」（於 島根県立八雲立つ風土

記の丘） 

18 同上 
器財埴輪の伝統性 -武装具形埴輪と倭の武

装- 
同上 30年3月24日 

第3回古代韓日古墳硏究交流會・

第34回古墳文化硏究會「日韓埴輪

の比較･検討と倭系古墳出現の歴

史的背景」（於 慶北大學校博物

館） 

19 同上 日本における文化財行政の歴史 
保存修理指導研究員 

福士雄也 
11月18日 京都橘大学「美術工芸史研究Ⅱ」 

20 同上 江戸時代の画家研究のための史料読解 同上 12月16日 京都橘大学「美術工芸史研究Ⅱ」 

21 同上 若冲と18世紀の京都画壇 同上 30年2月10日 
城陽市西部コミュニティーセンタ

ー 

22 同上 新時代の美意識 源氏と平家の至宝 
企画室研究員 

井並林太郎 
9月2日 NHK文化センター名古屋教室 

23 同上 
画中詞の成立―「矢田地蔵縁起絵巻」を中

心に― 
同上 10月7日 

説話文学会9月例会（第167回例

会）（於筑波大学筑波キャンパ

ス） 

24 同上 博物館での仕事について 
列品管理室主任研究員 

呉 孟晋 
10月4日 

神戸学院大学グローバル・コミュ

ニケーション学部講義「グローバ

ル・コミュニケーション入門」 

25 同上 
東京、台湾そして広東をつなぐ画家：須磨

コレクションの重松岩吉について 
同上 11月18日 

国際コロキウム「移動する画家と

東アジア近代美術の形成」福岡ア

ジア美術館にて 

26 同上 王冶梅在日本時期的絵画 同上 11月24日 

国際シンポジウム「清風徐来：中

国清代絵画書法（衡水）国際学術

研討会」衡水中国書画博物館（中

国河北省衡水市）にて 

27 同上 博物館と中国語 同上 30年1月10日 
常葉大学2017年度後期「中国語

IIB」 

28 

収蔵品・寄託品等及

び各博物館の特色に

応じた歴史・伝統文

化に関連する調査研

究 

近世京都商人恵比須屋荘兵衛―前川五郎左

衛門家の記録と什物― 
教育室研究員 水谷亜希 11月18日  

佛教大学宗教文化ミュージアム 

秋期特別展関連講演会 

29 
陶磁に関する調査研

究 
展示を考える 工芸室研究員 降矢哲男 6月17日 奈良大学博物館実習講演会 
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30 
陶磁に関する調査研

究 
鎌倉室町の喫茶文化 工芸室研究員 降矢哲男 11月11日 

土岐市美濃陶磁歴史館特別展『お

茶と美濃焼』講演会 

31 同上 国宝にみる日本文化 同上 30年1月23日 
京都SKYシニア大学「発見・ライ

フデザインコース」企画講座 

32 

幕末近代の商家が伝

えた文化財の総合調

査 

廣海家展ができるまで 教育室長 永島明子 30年2月13日 一般社団法人清風会記念講演会 

33 

長尾雨山の中国書画

受容に関する基礎的

研究 

漢学と中国学のはざまで：長尾雨山と近代

日本の中国書画コレクション 

列品管理室主任研究員 

呉 孟晋 
11月25日 

国際研究集会「第11回SGRAチャイ

ナ・フォーラム」（渥美国際交流

財団関口グローバル研究会主

催）、北京師範大学にて 

34 同上 
近代京都と中国書画：長尾雨山関係資料か

らみえてくること 
同上 30年1月20日 

立命館土曜講座「臥以遊之：中国

の芸術文化に親しむ」、立命館大

学にて 

35 同上 新出の長尾雨山関係資料について 同上 30年3月10日 

明治美術学会第5回例会、平成30

年3月10日、西宮市大谷記念美術

館にて 

36 

思渓版大蔵経刊行実

態の解明－目録と遣

例による実証的研究 

大正蔵本『安吉州思渓法宝資福禅寺大蔵経

目録』の底本とその問題点 

企画室アソシエイトフェ

ロー 上杉智英 
9月2日 

日本印度学仏教学会第68回学術大

会（於花園大学） 

37 
特別展等の開催に伴

う調査研究 
海北友松―刀を絵筆にかえた絵師 学芸部長 山本英男 4月14日 

NHK主催友松展記念講演会 梅田

文化センター 

38 同上 日本美術応援団、海北友松を応援する 同上 4月15日 
京都国立博物館 友松展記念座談

会 

39 同上 海北友松―刀を絵筆にかえた絵師 同上 4月21日 
NHK主催友松展記念講演会 

高槻市傷害教育センター 

40 同上 海北友松を語る 同上 4月22日 
京都国立博物館 友松展記念座談

会 

41 同上 海北友松―刀を絵筆にかえた絵師 同上 5月6日 
NHK主催友松展記念講演会 

守山市民ホール 

42 同上 桃山画壇の巨匠・海北友松 同上 5月20日 
つがやま市民文化教養講座 ライ

ズビル都賀山 

43 

開館120周年記念 特

別展覧会｢国宝｣に関

する調査研究 

『国宝』展の魅力 学芸部長 山本英男 10月31日 岸和田健老大学 

44 同上 国宝を120％楽しむために 教育室長 永島明子 10月12日 

展覧会関連講演会（泉佐野市文化

振興財団、ＮＨＫ大阪放送局主

催） 

レイクアルスタープラザ・カワサ

キ生涯学習センターにて 

45 同上 The Best of National Treasures for ICAA 同上 11月14日 
The Institute of Classical 

Architecture & Art (ICAA) 

46 同上 国宝200件！夢の8週間へのご案内 
保存修理指導研究員 

福士雄也 
10月6日 

NHK公開講座（於芦屋ルナホー

ル） 

47 同上 

特別展覧会「国宝」のみどころ―長谷川等

伯筆「松林図屏風」と久蔵筆「桜図壁貼

付」の共演 

同上 11月3日 萬亀楼 

48 同上 国宝でつむぐ和と漢の物語 
列品管理室主任研究員 

呉 孟晋 
11月7日 

展覧会関連講演会（NHK主催）、

高槻市生涯学習センターにて 

49 同上 破格の造形 卯花墻の魅力 工芸室研究員 降矢哲男 8月5日 

NHK名古屋文化センター、京都国

立博物館開館120周年記念特別展

覧会「国宝」講座 

50 同上 国宝にみる茶の湯文化 同上 10月24日 
宇治市生涯学習センター、NHK公

開講演会「国宝」 

51 同上 
京都国立博物館開館120周年記念 特別展覧

会「国宝」のみどころ 
同上 11月7日 

京都国立博物館開館120周年記念 

特別展覧会「国宝」のみどころ講

座（ＮＨＫ梅田文化センター） 

52 同上 国宝でたどる“極上”日本絵画の歴史 
企画室研究員 

井並林太郎 
10月20日 

NHK公開講演会（於豊能町立ユー

べルホール） 

53 同上 国宝からみる仏像の魅力 連携協力室長 淺湫毅 10月20日 
高槻市北清水公民館講座 

仏像へのいざない 

54 
博物館教育に関する

調査研究 
古美術を鑑賞するってどういうこと？ 教育室研究員 水谷亜希 10月20日 

京都造形芸術大学 アートプロデ

ュース学科 特別講義 

55 同上 博物館における教育普及について 同上 12月13日  立命館大学 博物館概論 

56 同上 
博物館がすべきこと？博物館だからできる

こと！―歴史系博物館と子ども― 
同上 30年2月6日 

こどもひかりプロジェクト 研究

交流会 in KYOTO 

 

○その他有形文化財に関連する調査研究 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 
その他有形文化財に関
連する調査研究 

日本における文化財行政の歴史 
保存修理指導研究員 
福士雄也 

11月18日 京都橘大学「美術工芸史研究Ⅱ」 

2 同上 
Disaster Mitigation Approaches in Kyoto 
National Museum 

同上 9月4日 
UNESCO Chair Programme on 
Cultural Heritage and Risk 
Managemen 
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3 
その他有形文化財に関
連する調査研究 

収蔵庫の環境整備（KICKの事例紹介） 
保存修理指導研究員 

福士雄也 
30年1月30日 

被災文化財受け入れに関する諸問
題（文化財防災体制構築に関する
研究会） 

4 同上 飛鳥寺塔心礎出土耳環の調査 保存科学室長 降幡順子 6月10日 日本文化財科学会第34回大会 

5 同上 
古代寺院跡から出土した金銅製品の材質構
造調査－奈良文化財研究所・飛鳥資料館保
管資料を中心に― 

同上 7月1日 文化財保存修復学会第39回大会 

6 同上 平城京寺院出土の施釉陶器瓦磚の分析 同上 10月20日 施釉陶器瓦研究会 

7 
文化財の保存・修復に
関する調査研究 

京都国立博物館の染織品の保存と修理計画 工芸室長 山川曉 7月29日 
東京文化財研究所・佐賀大学共同
研究シンポジウム「日本における
染織文化財の保存」 

 

【奈良国立博物館】 53件 

○有形文化財の展覧事業・教育活動等に関連する調査研究 53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 

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。 

仏像のはじまり 館長 松本伸之 7月26日 第67回法隆寺夏季大学 

2 

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。 

至宝！正倉院宝物をみる 同上 9月10日 正倉院フォーラム2017 

3 
教育普及活動に関する
調査研究 

奈良国立博物館におけるボランティア活動 同上 9月26日 
博物館ボランティアに関する国際
シンポジウム（於中国・上海博物
館） 

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。 

奈良・東大寺と六郷満山文化 同上 12月16日 大分県立美術館 

5 

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。 

正倉院展出前授業 学芸部長 内藤栄 10月2日 京都美術工芸大学 

6 同上 せいぶ正倉院講座 同上 10月31日 奈良市西部公民館 

7 

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。 

快慶作品に関する二、三の問題 上席研究員 岩田茂樹 5月27日 奈良国立博物館公開講座 

8 同上 
浄土寺の彫像―重源・快慶の事績を中心に
― 

同上 7月8日 
2017年播磨学特別講座「播磨の国
宝～集積の謎とその魅力に迫る
～」 

9 同上 結縁の美術―中世肖像の一側面― 同上 8月24日 
奈良国立博物館第46回夏季講座
「地獄・極楽と浄土信仰の美術」 

10 同上 欧米で出会った日本彫刻あれこれ 同上 12月17日 奈良国立博物館サンデートーク 

11 同上 着て楽しむ！ほとけさまのファッション 
情報サービス室長  
岩井共二 

4月29日 
親と子のワークショップ（於奈良
国立博物館） 

12 同上 中国河南省の石窟寺院を訪ねて 同上 9月17日 奈良国立博物館サンデートーク 

13 同上 春日野の星 工芸考古室長 清水健 7月16日 奈良国立博物館サンデートーク 

14 同上 春日龍珠箱に描かれた十二宮をめぐって 同上 9月17日 天文文化研究会第16回例会 

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。 

正倉院と東大寺 同上 10月7日 
正倉院展フォーラム名古屋～宝物
の魅力を語る～ 

16 

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。 

春日赤童子像の図像について 同上 11月12日 
読売新聞後援・いのちと心の講座
135 平成29年《おん祭への招
待》 

17 同上 国宝 那智瀧図を読み解く 同上 12月9日 
熊野那智大社御創建1700年・那智
山青岸渡寺西国三十三所草創1300
年記念 熊野三山歴史講座 

18 同上 星曼荼羅の源流をめぐって 教育室長 谷口耕生 5月21日 奈良国立博物館サンデートーク 

19 同上 南都絵所の形成―尊智流を中心に 同上 7月16日 
公益財団法人上野記念財団研究と
座談会「平安時代後期を中心とし
た絵師の工房をめぐる諸問題」 
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20 

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。 

正倉院宝物と天平絵画の彩色技法 教育室長 谷口耕生 11月3日 正倉院学術シンポジウム2017 

21 

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。 

「信貴山縁起絵巻」特別講義 同上 12月11日 東京芸術大学 

22 

館蔵品・寄託品等の調
査研究を文化財の保
存・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。 

文化財を科学するⅣ 
保存修理指導室長  
鳥越俊行 

11月19日 奈良国立博物館サンデートーク 

23 同上 
奈良国立博物館所蔵 地蔵菩薩坐像・竜樹
菩薩坐像のＸ線ＣＴ調査 

保存修理指導室長 鳥越
俊行、前保存修理指導室
アソシエイトフェロー 
大江克己 

6月10・11日 日本文化財科学会第34回大会 

24 同上 
奈良県珠城山三号憤出土馬具の科学的調査
～双鳳文杏葉並びに忍冬唐草文鏡板を中心
として～ 

同上 6月10・11日 日本文化財科学会第34回大会 

25 同上 
Ｘ線ＣＴと３Ｄプリンタを駆使したアイヌ
民族資料「イカヨプ（狩猟用矢筒）」の内
部構造および内容物の可視化 

同上 7月1日 文化財保存修復学会第39回大会 

26 同上 八桙神社所蔵 紺紙金泥法華経の科学調査 同上 7月2日 文化財保存修復学会第39回大会 

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。 

奈良時代の福祉制度 企画室長 野尻忠 6月18日 奈良国立博物館サンデートーク 

28 同上 東大寺二月堂の修二会と遠敷明神の香水 同上 8月20日 わかはく講座 

29 同上 鎌倉時代の額安寺文書を読む 同上 12月10日 大和郡山市昭和地区公民館 

30 同上 春日塔跡の散策 列品室長 吉澤悟 10月15日 奈良国立博物館サンデートーク 

31 

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。 

正倉院ガラス器の故地 同上 11月4日 歴史人類学会第38回大会 

32 同上 正倉院宝物にみる「胡風」と「西域」 同上 11月28日 奈良国立博物館国際研究集会 

33 

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。 

恵心僧都源信と浄土信仰の美術 
情報サービス室主任研究
員 北澤菜月 

8月12日 興福寺佛教文化講座 

34 同上 源信と浄土教の美術 同上 8月23日 
奈良国立博物館第46回夏季講座
「地獄・極楽と浄土信仰の美術」 

35 同上 源信と浄土信仰の美術 同上 9月2日 奈良国立博物館公開講座 

36 同上 恵心僧都源信と浄土信仰の美術 同上 12月16日 
龍谷大学世界仏教文化研究センタ
ーアジア仏教文化研究センター学
術講演会 

37 同上 
古代寺院跡から出土した金銅製品の材質構
造調査―奈良文化財研究所・飛鳥資料館保
管資料を中心に― 

教育室主任研究員  
中川あや 

7月1・2日 文化財保存修復学会第39回大会 

38 

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。 

正倉院の鏡 同上 11月4日 正倉院展公開講座 

39 同上 官人の腰帯 同上 30年2月18日 奈良国立博物館サンデートーク 

40 

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。 

快慶の生涯と「如法」の仏像 
美術室主任研究員  
山口隆介 

5月13日 奈良国立博物館公開講座 

41 同上 
快慶と運慶―新時代を切り開いた天才仏師
― 

同上 9月16日 喜光寺 

42 同上 肥後定慶の軌跡と造像 同上 12月9日 
姫路市 市民教養講座「歴史講
座」 

43 同上 善円の軌跡と造像 同上 12月10日 霊山寺塾 

44 同上 将軍が崇敬した温泉神 同上 30年3月18日 奈良国立博物館サンデートーク 

45 同上 道宣と元照 
美術室アソシエイトフェ
ロー 伊藤久美 

8月20日 奈良国立博物館サンデートーク 
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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 

46 

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。 

正倉院展親子鑑賞会 
工芸考古室アソシエイト
フェロー 田澤梓 

10月29日 奈良国立博物館親子鑑賞会 

47 同上 
古代の尺八―正倉院宝物 樺纒尺八を中心
に― 

同上 12月27日 韓国・国立慶州博物館 

48 

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。 

刺繡の仏像 同上 30年1月21日 奈良国立博物館サンデートーク 

49 

館蔵品・寄託品等の調
査研究を文化財の保
存・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。 

文化財修理の現場から～津波による被災紙
資料を中心として～ 

前保存修理指導室アソシ
エイトフェロー  
大江克己 

4月16日 奈良国立博物館サンデートーク 

50 同上 
Ｘ線ＣＴスキャナを用いた出土金属製品の
構造解析―古墳時代の鉄地金銅製武器・武
具・馬具を中心として― 

同上 8月19日 第8回兵庫考古学談話会 

51 

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。 

奈良国立博物館と正倉院展 同上 11月5日 
東京藝術大学美術学部附属古美術
研究施設 

52 

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。 

美術×語学の可能性 
企画室アソシエイトフェ
ロー 堀内しきぶ 

11月24日 フジ国際語学院新宿校 

53 同上 

Identity flexibility in “Tamashii-
nuki”: Transformation from a 
Worshipped Object to an Exhibited One 
through a Religious Ritual 

同上 12月7日 
ICOM COMCOL（コレクション国際
委員会） UMEA 2017 

 

○その他有形文化財に関連する調査研究 0件 

 

【九州国立博物館】 57件 

○有形文化財の展覧事業・教育活動等に関連する調査研究 32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  
特別展「タイ～仏の国

の輝き～」 

日タイ修好130周年記念特別展「タイ～仏の

国の輝き～」 

学芸部企画課特別展室長 

原田あゆみ 
4月12日 

しっとこ九博（会場：筑紫野市歴

史博物館） 

2  同上 同上 同上 4月19日 
大野城市シニア大学講座（会場：

九州国立博物館） 

3  同上 「タイ仏教美術から読み解く王権と仏教」 同上 4月20日 
ＢＩＺＣＯＬＩ（会場：九州経済

調査協会 BIZCOLI） 

4  同上 
日タイ修好130周年記念特別展「タイ～仏の

国の輝き～」の見どころ 
同上 4月22日 

講演会 

アクロス文化学び塾 

5  

「ドヴァーラヴァティ

ーにおける法輪建立と

王権」 

「タイの仏教美術と王権」 同上 7月15日 東京国立博物館国際シンポジウム 

6  
特別展「タイ～仏の国

の輝き～」 
「タイと日本 境界を越えて」 

原田あゆみ・小泉惠英・

望月規史（以上、九

博）、アマラー・シース

チャート（タイ芸術局上

席研究員） 

4月29日 
日タイ修好130周年記念特別展・

学術交流記念講演会 

7  同上 
「アユタヤーの日本人」「タイのごちそう

決定版！ラーマ2世王の饗宴詩」 

学芸部文化財課研究員 

望月規史、山田均（公立

大学法人名桜大学教授） 

5月6日 

特別展「タイ～仏の国の輝き～」

リレー講座 見タイ 行きタイ 

良かタイ（会場：九州国立博物

館） 

8  同上 
「輝く仏の国 タイ」「仏陀の足跡を求め

て」 

学芸部長 小泉惠英、 

学芸部企画課特別展室長 

原田あゆみ 

5月13日 同上 

9  同上 「微笑みの国の歴史と美術」 
学芸部企画課特別展室長 

原田あゆみ 
5月27日 

「もっと知りタイ！タイ文化講

座」会場：立システムズホール仙

台(仙台市青年文化センター) 

10  

文化交流の観点から見

た17～18世紀日本美術

の研究 

Biombos as the Mirror of Cultural 

Exchanges between Japan and Europe in 

the 17th century 

学芸部企画課特別展室主

任研究員 鷲頭桂 
6月1日 

L’ASIE PORTUGAISE : DES ARTS 

ET DES LETTRES (Colloque 

international), Fondation 

Calouste 

Gulbenkian/Universite Paris-

Sorbonne 
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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 

11  材質調査 X 線 CT 調査による古墳時代甲冑の分析 

鹿児島大学 橋本達也、

奈良大学 今津節生、企

画課課長 河野一隆、客

員研究員 赤田昌倫、展

示課主任研究員 岸本圭、

展示課研究員 小嶋篤 

6月4日 日本文化財科学会33回大会 

12  同上 

X 線 CT スキャナを用いた国宝「初音の調

度」構造調査-小櫛箱、乱れ箱、湯桶の構造

研究発表- 

客員研究員 赤田昌倫、

徳川美術館 吉川美穂、

学芸部文化財課資料登録

室主任研究員 川畑憲子 

6月10日、11日 日本文化財科学会34回大会 

13  材質調査 
奈良国立博物館所蔵 地蔵菩薩坐像・竜樹

菩薩坐像のX線CT調査 

奈良国立博物館 保存修

理指導室長 鳥越俊行、

展示課長 楠井隆志、客

員研究員 赤田昌倫、奈

良国立博物館 岩田茂

樹、岩井共二、山口隆

介、大江克己、奈良大学 

今津節生 

6月10日、11日 日本文化財科学会34回大会 

14  
特別展「タイ～仏の国

の輝き～」 

日タイ修好130周年記念特別展「タイ～仏の

国の輝き～」―文化財から考える日タイ関

係― 

原田あゆみ・小泉惠英・

望月規史（以上、九

博）、末兼俊彦・猪熊兼

樹（以上、東博） 

7月8日 日タイ学会 第19回研究大会 

15  同上 
「ドヴァーラヴァティーにおける法輪建立

と王権」 

学芸部企画課特別展室長 

原田あゆみ 
7月15日 

東京国立博物館国際シンポジウム

「タイの仏教美術と王権」 

16  同上 
日タイ修好130周年記念特別展「タイ～仏の

国の輝き～」の見どころ 
同上 7月26日 

日経カルチャー世界を識る 

会場：タイ王国大使館 

17  

文化交流の観点から見

た17～18世紀日本美術

の研究 

Exotic Garden: A Birds and Flowers 

Screen and the Export of Japanese 

Folding Screens in the 17th century 

学芸部企画課特別展室主

任研究員 鷲頭桂 
7月26日 

 (International Symposium) 

Global Circulations & 

Transformations: Art and 

Textile in East Asia 1540-

1760, 糸・布・衣の循環史研究会

主催 

18  

特別展「新・桃山展―

大航海時代の日本美

術」 

大航海時代の日本美術：新・桃山展のハイ

ライトを巡る 
同上 10月20日 

大野城市シニア大学講座（会場：

九州国立博物館） 

19  

特別展「新・桃山展―

大航海時代の日本美

術」 

南蛮美術とビオンボ（リレー講座「大航海

時代の世界と日本」） 

学芸部企画課特別展室主

任研究員 鷲頭桂 
10月21日 

特別展「新・桃山展―大航海時代

の日本美術」（会場：九州国立博

物館） 

20  同上 
大航海時代の日本美術：新・桃山展のハイ

ライトを巡る 
同上 10月27日 

しっとこ九博（会場：筑紫野市歴

史博物館） 

21  同上 
『新・桃山展－大航海時代の日本美術』を

楽しむ 
同上 10月27日 

ＢＩＺＣＯＬＩ（会場：九州経済

調査協会 BIZCOLI） 

22  同上 
大航海時代の日本美術：新・桃山展のハイ

ライトを巡る 
同上 10月29日 

ピーポート甘木（会場：朝倉市総

合市民センター） 

23  

文化交流の観点から見

た17～18世紀日本美術

の研究 

Introduction of the Birds and Flowers 

Screen of Kyushu National Museum 

学芸部企画課特別展室主

任研究員 鷲頭桂 
11月3日 

Workshop "Momoyama Japan and 

the Artistic Contacts via 

Asian and Transpacific Sea 

Lanes",大阪大学西洋美術史研究

室主催 

24  

特別展「新・桃山展―

大航海時代の日本美

術」 

BOOKUOKA2017イベント：「キリシタンの世

紀と殉教の記憶をめぐって」（作家星野博

美氏を迎えて） 

学芸部企画課特別展室主

任研究員 鷲頭桂 
11月11日 

BOOKUOKA2017（会場：九州国立博

物館） 

25  

博物館におけるデジタ

ルデータの活用につい

て 

水中考古学関連展示、ラスコー展などにお

けるデジタルデータの展示への活用につい

て 

学芸部特任研究員 

臺信祐爾 
11月20日 

平成29年度文化遺産国際協力拠点

交流事業 ミャンマーバガンシン

ポジウム 

26  
特別展「王羲之と日本

の書」 

王羲之愛好と書の魅力（特別展リレー講

座） 
館長 島谷弘幸 30年2月10日 

特別展「王羲之と日本の書」 

（会場：九州国立博物館） 

27  同上 
古い筆跡たちのささやき（特別展リレー講

座） 

学芸部文化財課資料登録

室長 丸山猶計 
30年2月17日 

特別展「王羲之と日本の書」 

（会場：九州国立博物館） 

28  同上 特別展「王羲之と日本の書」みどころ解説 同上 30年2月14日 

福岡県高等学校書道教育研究部会

福岡地区研修会 

（会場：九州国立博物館） 

29  同上 
王羲之と日本の書～運命的な書との出会い

を 
同上 30年2月20日 

ＢＩＺＣＯＬＩ（会場：九州経済

調査協会 BIZCOLI） 

30  同上 
深く、楽しく、よくわかる 九州国立博物

館「特別展 王羲之と日本の書」 
同上 30年2月27日 

大野城市シニア大学講座（会場：

九州国立博物館） 

31  同上 特別展「王羲之と日本の書」みどころ解説 同上 30年3月2日 
しっとこ九博（会場：筑紫野市歴

史博物館） 

32  

高校所蔵考古資料を利

用した博学連携活動の

実践的研究 

高等学校所在資料を活用した博学連携事業

について 

展示課主任研究員 

今井涼子 
30年3月11日 「学校と文化資源」研究会 
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○その他有形文化財に関連する調査研究 25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IPM 博物館におけるIPMの実践 
学芸部博物館科学課長兼

環境保全室長 木川りか 
4月8日 

文化財保存修復学会公開シンポジ

ウム 博物館におけるIPMのこれ

から 

2  日本絵画史の研究 桜の絵にみる美と心 
学芸部文化財課主任研究

員 山下善也 
4月8日 東京国立博物館桜セミナー 

3  文化財IPM 
文化財害虫について、文化財の虫等への対

処法 

学芸部博物館科学課長兼

環境保全室長 木川りか 
5月24日 

IPM研修（国立文化財機構職員向

け対象研修会） 

4  同上 温湿度モニタリング 
学芸部博物館科学課環境

保全室研究員 秋山純子 
5月24日 

IPM研修（国立文化財機構職員向

け対象研修会） 

5  

石棺に塗布された赤色

顔料についての基礎的

研究 

阿蘇石製石棺に採用された赤色顔料につい

て 

学芸部博物館科学課 

保存修復室主任研究員 

志賀智史 

6月10日、11日 日本文化財科学会34回大会 

6  

有形文化財の保存県

境・保存修復並びに科

学技術を活用した分析

等に関する調査研究 

「赤外線画像を使った彩色材料の面的調

査」 

学芸部博物館科学課環境

保全室研究員 秋山純子 
6月10日、11日 日本文化財科学会34回大会 

7  文化財IPM 
ガラス外壁を有する博物館建造物における

衝突野鳥の傾向分析と対策 

学芸部博物館科学課長兼

環境保全室長 木川り

か、学芸部博物館科学課

研究員 秋山純子、九州

環境管理協会 大城戸博

文、柿本大典、学芸部博

物館科学課研究補佐員 

泊智子、光山文枝、名誉

館員 本田光子 

7月1日 文化財保存修復学会39回大会 

8  文化財防災 
空調のない被災文化財の一時保管場所にお

ける様々な保管容器内の環境調査 

学芸部博物館科学課環境

保全室研究員 秋山純

子、学芸部博物館科学課

長兼環境保全室長 木川

りか、客員研究員 赤田

昌倫、三角菜緒、名誉館

員 本田光子 

7月1日 文化財保存修復学会39回大会 

9  
文化財生物劣化調査・

対策 

石人山古墳装飾石棺表面の微生物群集構造

解析 

東京文化財研究所 佐藤

嘉則、茨城大学 西澤智

康、小沼奈那美、東京文

化財研究所 犬塚将英、

森井順之、学芸部博物館

科学課長兼環境保全室長 

木川りか、東京文化財研

究所 朽津信明 

7月1日 文化財保存修復学会39回大会 

10  文化財生物劣化調査 
歴史的木造建造物における新たな害虫モニ

タリング手法の実用性の検討 

東京文化財研究所 小峰

幸夫、日光社寺文化財保

存会 原田正彦、千葉県

立中央博物館 斉藤明

子、東京文化財研究所 

佐藤嘉則、学芸部博物館

科学課長兼環境保全室長 

木川りか、京都大学 藤

井義久 

7月1日 文化財保存修復学会39回大会 

11  材質調査 朝鮮・三国時代の鞍装飾の一例 

学芸部博物館科学課保存

修復室主任研究員  

志賀智史 

7月2日、3日 文化財保存修復学会第39回大会 

12  

有形文化財の保存県

境・保存修復並びに科

学技術を活用した分析

等に関する調査研究 

「赤外線画像を利用した彩色材料の検討」 
学芸部博物館科学課環境

保全室研究員 秋山純子 
8月24日、25日 

2017上海国際文化遺産シンポジウ

ム 

13  材質調査 X線CTを用いた塗装材料の基礎研究 
客員研究員  

赤田昌倫 
8月24日～26日 

2017上海国際文化遺産シンポジウ

ム 

14  水中文化遺産 水中考古学の過去・現在・未来 

学芸部博物館科学課 

アソシエイトフェロー 

佐々木蘭貞 

9月2日 比較文明学会第61回研究会 

15  文化財科学 文化財に関わる理系の仕事 
学芸部博物館科学課長兼

環境保全室長 木川りか 
9月9日 福岡銀杏会 

16  文化財IPM 博物館資料と生物被害対策 同上 9月20日 
文化庁事業「博物館科学研修会」

長崎歴史文化博物館 

17  同上 
温湿度のモニタリング方法と重要性 

測定機器、調湿方法、データ管理 （実習） 

学芸部博物館科学課環境

保全室研究員 秋山純子 
10月26日 IPM研修 

18  同上 

文化財害虫について 

文化財害虫の同定（実習） 

文化財の虫やカビへの対応法 

学芸部博物館科学課長兼

環境保全室長 木川りか 

10月26日 

、27日 
IPM研修 

19  同上 
文化財害虫発見記録データ分析 

データの見方 

学芸部博物館科学課長兼

環境保全室長 木川り

か、学芸部博物館科学課

環境保全室研究員 秋山

純子 

10月27日 IPM研修 
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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 

20  文化財IPM 
文化財の生物被害と加害生物およびレベル

コントロールについて 

学芸部博物館科学課長兼

環境保全室長 木川りか 
12月7日 

（公財）文化財研究所 第６回

IPMコーディネータ資格取得講習

会 

21  水中文化遺産 
鷹島海底遺跡の調査とその後－これからの

水中考古学研究 

学芸部博物館科学課 

アソシエイトフェロー 

佐々木蘭貞 

12月9日 
神奈川県立金沢文庫 『唐物 

KARA-MONO展』 連続講座 

22  同上 
鷹島海底遺跡出土遺物から蒙古襲来絵詞を

読み解く 
同上 12月10日 美術史学会東支部大会 

23  近世日本絵画史の研究 狩野派を知る見る楽しむ 
学芸部文化財課主任研究

員 山下善也 
30年1月27日 

根津美術館『狩野派の絵画 墨と

金』講演会 

24  文化財IPM 
美術館、博物館における虫菌害対策 IPMや

燻蒸等の具体例 

学芸部博物館科学課長兼

環境保全室長 木川りか 
30年2月9日 

全国美術館会議 保存研究部第50

回会合 長崎県美術館 

25  文化財防災 カビを中心とする生物被害への対応 同上 30年2月14日 
水損資料応急処置ワークショップ 

九州歴史資料館 

 

【東京文化財研究所】 47件 

（1）新たな知見の開拓につながる基礎的・探求的な調査研究 7件 
○有形文化財、伝統的建造物群に関する調査研究 5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 

文化財に関する調査

研究成果および研究

情報の共有に関する

総合的研究 

崇敬と好奇、そして禁忌のまなざし―明治

天皇の視覚表現をめぐって 

文化財情報資料部近・現代

視覚芸術研究室長 塩谷純 
30年2月15日 

イギリス・セインズベリー日本藝

術研究所 

2 

近・現代美術に関す

る調査研究と資料集

成 

岸田劉生における1913年から16年の「クラ

シツク」受容について 

文化財情報資料部客員研究

員 田中淳 
9月5日 文化財情報資料部研究会 

3 同上 

フランスにおける近代美術資料 美術館・図

書館・アーカイブ・インターネットリソース

の紹介と活用例 

文化財情報資料部客員研究

員 齋藤達也 
12月26日 同上 

4 

美術作品の様式表

現・制作技術・素材

に関する複合的研究

と公開 

メトロポリタン美術館が所蔵するヨーロッ

パの武器武具と甲賀市水口に伝わるレイピ

アの検討 

メトロポリタン美術館武器

武具部門長 ピエール・テ

ルジャニアン 

9月22日 同上 

5 

美術作品の様式表

現・制作技術・素材

に関する複合的研究

と公開 

タイにおける螺鈿工芸の変遷とその意味 サイアム大学 高田知仁 11月21日 文化財情報資料部研究会 

 

○無形文化財、無形民俗文化財等に関する調査及び研究 2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 

無形文化財の保存・

継承に関する調査研

究及び無形文化遺産

に関わる音声・画

像・映像資料のデジ

タル化 

江島弁財天信仰と常磐津節演奏家―浮世絵

〈相州江之嶋弁才天開帳参詣群集之図〉を

起点に― 

無形文化遺産部無形文化財

研究室長 前原恵美 
12月2日 東洋音楽学会 

2 

無形民俗文化財の保

存・活用に関する調

査研究 

神霊観念の諸相について 
無形文化遺産部無形民俗文

化財研究室長 久保田裕道 
6月10日 日本宗教民俗学会 

 

 (2）科学技術を応用した研究開発の進展等に向けた基盤的な研究 26件 

○文化財の保存修復及び保存技術等に関する調査研究 26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 

文化財の生物劣化の

現象解明と対策に関

する研究 

石人山古墳装飾石棺表面の微生物群集構造

解析 

保存科学研究センター生物

科学研究室長 佐藤嘉則 

他 

7月1日 文化財保存修復学会第39回大会 

2 同上 
歴史的木造建造物における新たな害虫モニ

タリング手法の実用性の検討 

保存科学研究センターアソ

シエイトフェロー  

小峰幸夫 他 

同上 同上 

3 同上 
成田禎介《船着き場》、奈良岡正夫《朝

陽》に発生したカビ被害の調査について 

保存科学研究センター生物

科学研究室長 佐藤嘉則 

他 

同上 同上 

4 同上 
博物館 IPM におけるバイオエアロゾル測定

の活用に向けた基礎的な研究 

保存科学研究センター客員

研究員 間渕創 他 
同上 同上 

5 同上 

Identification of novel cyanobacteria 

occurred on surfaces of the stone 

sarcophagus at Sekijinsan Tumulus 

保存科学研究センター生物

科学研究室長 佐藤嘉則 

他 

8月29日 環境微生物系学会合同大会2017 

6 同上 多湿環境における生麩糊のカビ発育比較 同上 9月26日 
日本防菌防黴学会第 44 回年次大

会 

7 
保存と活用のための

展示環境の研究 

Towards A new standard for museum 

lightings in Japan 

保存科学研究センター保存

環境研究室客員研究員  

吉澤望 他 

9月12日 Museum Lighting Symposium 
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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 
保存と活用のための

展示環境の研究 

白色LED光が蛍光性文化財材料の色彩に与え

る影響について 

保存科学研究センター保存

環境研究室長 吉田直人 

他 

6月10、11日 日本文化財科学会第34回大会 

9 同上 収蔵庫の空気環境の評価と清浄化について 

保存科学研究センター保存

環境研究室客員研究員  

呂俊民 他 

7月1日 文化財保存修復学会第39回大会 

10 同上 
白色LED光の被照射面での挙動と色彩への影

響に関する考察 

保存科学研究センター保存

環境研究室長 吉田直人 

他 

同上 同上 

11 

文化財の材質・構

造・状態調査に関す

る研究 

INAXライブミュージアム「窯のある資料

館」における保存環境と塩類析出に関する

調査 

保存科学研究センター分析

科学研究室長 犬塚将英 

他 

6月9～11日 日本文化財科学会第34回大会 

12 同上 国宝慈光寺経における真鍮泥の利用 
保存科学研究センター副セ

ンター長 早川泰弘 他 
同上 同上 

13 

屋外文化財の劣化要

因と保存対策に関す

る調査研究 

断層露頭の保存に関する保存科学的考察 

保存科学研究センター修復

計画研究室長 朽津信明 

他 

7月1日 文化財保存修復学会第39回大会 

14 同上 地質露頭の科学的保存と公開に関する研究 同上 10月12、13日 
日本応用地質学会平成29年度研究

発表会 

15 

文化財修復材料と伝

統技法に関する調査

研究 

ポリビニルアルコール分解酵素の彩色・絵

画修復への適用 

保存科学研究センター修復

材料研究室長 早川典子、

客員研究員 酒井清文 他 

7月2日 文化財保存修復学会第39回大会 

16 

文化財修復材料と伝

統技法に関する調査

研究 

膠の性状と装潢における適性の関連 

保存科学研究センター日本

学術振興会研究員 宇高健

太郎、修復材料研究室長 

早川典子 他 

同上 同上 

17 同上 紙の緑青焼けに及ぼす銅成分と膠について 

保存科学研究センター客員

研究員 貴田啓子、修復材

料研究室長 早川典子 他 

同上 同上 

18 同上 膠を用いた模擬劣化彩色体の調製方法 

保存科学研究センター日本

学術振興会研究員 宇高健

太郎、修復材料研究室長 

早川典子 他 

同上 同上 

19 同上 
ジェランガム処置した紙の残留物に関する

調査 

保存科学研究センター客員

研究員 貴田啓子、修復材

料研究室長 早川典子 他 

同上 同上 

20 

文化財修復材料と伝

統技法に関する調査

研究 

紙に付着した粘着テープの劣化ーアクリル

系樹脂粘着テープ除去方法の検討ー 

文化財防災ネットワーク推

進室アソシエイトフェロー 

内田優花、修復材料研究室

長 早川典子 他 

7月2日 文化財保存修復学会第39回大会 

21 

文化財修復材料と伝

統技法に関する調査

研究 

Effect of copper ions derived from 

Malachite pigment on deterioration of 

Japanese paper Substrate 

保存科学研究センター客員

研究員 貴田啓子、修復材

料研究室長 早川典子 他 

8月24～26日 

The 6th International 

Symposium of the Society for 

Conservation of Cultural 

Heritage in East Asia, 2017 

22 同上 

Application of the enzymes for removing 

polyvinyl alcohol(PVA) from the 

artworks 

保存科学研究センター修復

材料研究室長 早川典子、

客員研究員 酒井清文 他 

9月4～8日 
ICOM-CC 18th triennal 

conference 

23 

高松塚古墳・キトラ

古墳の恒久的保存に

関する調査研究 

キトラ古墳壁画の修復 

保存科学研究センター修復

材料研究室長 早川典子、

特任研究員 川野邊渉 他 

7月2日 文化財保存修復学会第39回大会 

24 

近代の文化遺産の保

存修復に関する調査

研究 

防災遺産の系譜と立山砂防 

保存科学研究センター近代

文化遺産研究室長  

北河大次郎 

10月1日 
富山県世界遺産登録推進事業実行

委員会 

25 同上 これからの近代化遺産を考える 同上 10月28日 足利の近代化遺産を考える会 

26 同上 
インフラ・土木遺産の観光資源としての魅

力と可能性 
同上 11月22日 土木学会西部支部 

 

(3）文化遺産保護に関する国際協働 14件 
○文化遺産保護に関する国際協働の総合的な推進 14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 
保存修復技術の国際

的応用に関する研究 

Preliminar Scientific Investigations on 

Constitutive Materials from temple 

n.1205, Bagan Valley (Myanmar) 

Department of Basic 

Sciences and 

Fundamentals, University 

of Urbino, Urbino・Maria 

Letizia Amadori2 

Department of Chemistry, 

University of Milan, 

Milan・Paola Fermo、文化

遺産国際協力センター研究

員 前川佳文 他 

5月2日 TECHNART 
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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 

2 
保存修復技術の国際

的応用に関する研究 

ミャンマー・バガン遺跡群における壁画保

存修復に向けた調査研究 

保存科学研究センターアソ

シエイトフェロー 鴫原由

美、文化遺産国際協力セン

ター研究員 前川佳文、文

化遺産国際協力センターア

ソシエイトフェロー 増渕

麻里耶 

7月2日 文化財保存修復学会第39回大会 

3 同上 

Conservation and Restoration of the 

Outer Walls of the Brick Temples in 

Bagan, Myanmar 

文化遺産国際協力センター

研究員 前川佳文 
7月27日 

The 10th Expert Meeting on 

Earthquake Damage to the Bagan 

Archaeological Site 

4 同上 

Non-invasive and Micro-invasive 

Investigations on Wall Paintings from a 

XIII centuries Temple in Bagan Valley 

(Myanmar) 

Department of Basic 

Sciences and 

Fundamentals, University 

of Urbino, Urbino・Maria 

Letizia Amadori National 

Research Council・Mara 

Camaiti、文化遺産国際協

力センター研究員 前川佳

文 他 

10月23日 Metrology for Archaeology 

5 

文化遺産国際協力拠

点交流事業「ネパー

ルの被災文化遺産保

護に関する技術的支

援事業」 

ネパールにおける層塔建築物の地震被害と

構造性能評価に関する研究 その1 地震被害

の概要 

香川大学准教授 宮本慎宏 9月1日 
2017年度日本建築学会大会（中

国） 

6 同上 

ネパールにおける層塔建築物の地震被害と

構造性能評価に関する研究 その2 常時微動

計測 

香川大学修士課程  

奥廣晴香 
同上 同上 

7 同上 

ネパールにおける層塔建築物の地震被害と

構造性能評価に関する研究 その3 伝統的煉

瓦壁の材料強度試験 

首都大学東京修士課程  

山口あかり 
同上 同上 

8 

文化遺産国際協力拠

点交流事業「ネパー

ルの被災文化遺産保

護に関する技術的支

援事業」 

コカナにおける伝統的建造物の復興の実態

（被災後１年半），2015年ネパール地震後

の世界遺産暫定リスト・コカナにおける被

災状況調査報告 その4 

東京大学助教 森朋子 9月1日 
2017年度日本建築学会大会（中

国） 

9 同上 

民家の形態変容から見た住まいへの要請に

関する考察，2015年ネパール地震後の世界

遺産暫定リスト・コカナにおける被災状況

調査報告 その5 

東京大学修士課程  

小林里瑳 
同上 同上 

10 

文化遺産国際協力拠

点交流事業「ネパー

ルの被災文化遺産保

護に関する技術的支

援事業」 

 歴史的町並み保存の視点から見たコカナの

非伝統工法民家のファサードの実態，2015

年ネパール地震後の世界遺産暫定リスト・

コカナにおける被災状況調査報告 その6 

東京大学修士課程 濱田愛 9月1日 同上 

11 

文化遺産国際協力拠

点交流事業「ネパー

ルの被災文化遺産保

護に関する技術的支

援事業」 

 コカナにおける街区内部の空間に関する現

状と課題，2015年ネパール地震後の世界遺

産暫定リスト・コカナにおける被災状況調

査報告 その7 

東京大学修士課程  

三文字昌也 
同上 

2017年度日本建築学会大会（中

国） 

12 同上 

he study on the irrigation system, 

‘Rajkulo’, in the historical 

settlement, Khokana, of Kathmandu 

Valley, The 6th International Symposium 

of Asian Cultural Landscape Association 

東京大学助教 森朋子 7月22日 

The 6th International 

Symposium of Asian Cultural 

Landscape Association 

13 同上 

The report on the current situation of 

damaged historical settlement in 

Khokana, Nepal after the 2015 

earthquake, The 14th International 

Congress of Asian Planning Schools 

Association 

同上 10月12日 

The 14th International 

Congress of Asian Planning 

Schools Association 

14 

文化遺産保護国際貢

献事業「トルコ共和

国における壁画の保

存管理体制改善に向

けた人材育成事業」 

The various types of perishable 

materials to be used  on site with 

relevant Health and Safety guidelines 

文化遺産国際協力センター

研究員 前川佳文 
11月2日 

Challenges and Issues to Wall 

Painting Conservation 

 

(4）文化財に関する情報資料の収集・整備及び調査研究成果の公開・活用 0件 
 

 

 

 

 

 

 

 

－　　　－206



【奈良文化財研究所】 95件 

（1）新たな知見の開拓につながる基礎的・探求的な調査研究 22件 
○有形文化財、伝統的建造物群に関する調査研究 2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 

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 

生駒・長福寺本堂の修理工事と木札の調査 

文化遺産部室長 吉川聡 

奈良県教育委員会  

山下秀樹 

9月30日 生駒ふるさとミュージアム講演会 

2 同上 古文書調査と自然現象 文化遺産部室長 吉川聡 30年3月12日 

第6回CODHセミナー 歴史ビッグ

データ 

～過去の記録の統合解析に向けた

古文書データ化の挑戦～ 

 

○記念物、文化的景観、埋蔵文化財に関する調査研究 20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 

我が国の記念物に関

する調査研究（遺跡

整備） 

「史跡等を活かした地域づくり・観光振興」

にかかる事前アンケート集計 

文化遺産部研究員  

高橋知奈津 
12月22日 

平成29年度遺跡整備・活用研究集

会 

2 

我が国の記念物に関

する調査研究（庭

園） 

回遊式庭園の研究現況 同上 10月29日 
平成29年度庭園の歴史に関する研

究会 

3 同上 東院庭園と渤海の庭園 同上 9月23日 東院の宴 

4 同上 森薀による歴史的な庭園の「復原的研究」 

文化遺産部アソシエイトフ

ェロー  

マレス・エマニュエル 

7月23日 
「復元学の提唱 〜考証学と復元

学の結節点〜」 

5 同上 人は庭園に何を見るのか？ 同上 9月9日 神戸日仏協会 特別講座 

6 同上 
「画家クロード・モネの庭をめぐる考察—フ

ランスの日本庭園、日本のフランス庭園」 
同上 11月23日 

平成29年度「観光資源としての庭

園」に関する研究会 

7 

飛鳥・藤原京跡出土遺

物・遺構に関する調査

研究等 

藤原宮造営に伴う瓦生産体制と瓦窯構造の変

化 

都城発掘調査部研究員 

石田由紀子 
6月3日 窯跡研究会第15回研究会 

8 同上 
特別史跡藤原宮跡（大極殿院の調査／飛鳥藤

原第186次調査） 

都城発掘調査部研究員 

清野陽一 
8月5日 

奈良県立橿原考古学研究所附属博

物館土曜講座 

9 同上 
尾北窯における須恵器生産 

尾北窯について考える 

都城発掘調査部室 

長尾野善裕 
8月19日 

東海土器研究会・歴史土器研究会

共催研究集会 

10 

飛鳥・藤原京跡出土遺

物・遺構に関する調査

研究等 

デジタルデータでみる高松塚古墳 
都城発掘調査部主任研究員 

廣瀬覚 
10月7日 

奈良文化財研究所第９回東京講演

会 

11 同上 高松塚古墳の構築技術を解明する 同上 10月28日 
平成29年度飛鳥資料館秋期特別展

講演会 

12 同上 藤原宮の造営と下層運河SD1901A 
都城発掘調査部研究員 

大澤正吾 
11月11日 

奈良文化財研究所第121回公開講

演会 

13 

飛鳥・藤原京跡出土遺

物・遺構に関する調査

研究等 

山田道の調査と出土木簡 
都城発掘調査部主任研究員 

山本崇 
12月2日 木簡学会第39回研究集会 

14 同上 
宮殿における幢幡遺構・幢旗遺構・旗竿遺構の

展開 

都城発掘調査部研究員 

大澤正吾 
30年3月3日 

第34回条里制・古代都市研究会大

会 

15 

文化的景観及びその

保存・活用に関する調

査研究 

「文化的景観」の概念形成と制度運用 
文化遺産部研究員  

惠谷浩子 
5月13日 

東京農業大学 緑のフォーラム 

2017 

16 同上 
文化的景観から建築を考える –北山杉の

里・中川の建築調査を通じて− 

文化遺産部アソシエイトフ

ェロー 本間智希 
5月21日 

平成29年度日本造園学会全国大会

ミニフォーラムin日本大学湘南キ

ャンパス 

17 同上 
都市と周縁の関係－京都から瀬戸内を考え

る 

文化遺産部研究員  

惠谷浩子 
9月6日 

平成29年度瀬戸内海研究フォーラ

ムin京都 

18 同上 
営みの関わり合いを伝える－岐阜・暮らしの

伏流水－ 
同上 10月12日 

全国文化的景観地区連絡協議会岐

阜大会 

19 
古代官衙・集落遺跡研

究、古代瓦研究 
国庁と郡庁の正殿にみる建築的比較 

都城発掘調査部研究員 

海野聡 
12月8～9日 

第21回古代官衙・集落研究集会「地

方官衙政庁域の変遷と特質」 

20 

古代瓦に関する研究

集会の実施、報告書の

刊行 

大和の一本づくり・一枚づくり 
都城発掘調査部主任研究員 

岩戸晶子 
30年2月3､4日 

第18回シンポジウム 8世紀の瓦

づくりⅦ「一本づくり・一枚づくり

の展開１」 

 

(2）科学技術を応用した研究開発の進展等に向けた基盤的な研究 62件 
○文化財の調査手法に関する研究開発の推進 31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 
埋蔵文化財の探査・計

測方法の研究開発 

中央アジアシルクロード都市遺跡カフィル・

カラ城の研究 

埋蔵文化財センターアソシ

エイトフェロー  

山口欧志他 

5月27、28日 日本考古学協会第83回総会 

2 同上 遺物のデジタル三次元計測法の比較検討 
埋蔵文化財センター室長 

金田明大他 
6月9日 日本文化財科学会第34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 

3 
埋蔵文化財の探査・計

測方法の研究開発 

何がみえるのか ?―土器製作痕跡への

SfM/RTI計測の試行 

埋蔵文化財センター室長 

金田明大他 
6月9日 日本文化財科学会第34回大会 

4 同上 
土器圧痕の超適応的な三次元デジタルレプ

リカ法 

埋蔵文化財センターアソシ

エイトフェロー 山口欧志 
6月9日 同上 

5 同上 
平城京出土瓦基準資料の三次元デジタルデ

ータベース構築に向けて 

埋蔵文化財センターアソシ

エイトフェロー  

山口欧志他 

6月9日 同上 

6 同上 
石造物のデジタルドキュメンテーションと

活用 
同上 6月9日 同上 

7 同上 
大変だったので仮想空間で伐採してみまし

た。 

埋蔵文化財センター室長  

金田明大 
9月2日 第2回 文化財方法論研究会 

8 同上 
三次元計測とRTIによる土器計測・観察の可

能性と課題 
同上 9月2日 同上 

9 同上 遺物の微細痕跡の資料化 
埋蔵文化財センターアソシ

エイトフェロー 山口欧志 
9月2日 同上 

10 同上 
マイクラで遊ぶ：文化財の計測データで楽し

む 
同上 9月2日 同上 

11 同上 SfM-MVSハンズオン 初級編 同上 9月2日 同上 

12 同上 SfM-MVSハンズオン 中級編 同上 9月3日 同上 

13 同上 
データベース作成に向けた瓦当の三次元計

測法とその実践 

埋蔵文化財センター客員研

究員 中村亜希子 
9月3日 同上 

14 同上 
文化財のデジタル文化資源化：見たままの姿

を伝え、 深層を探る 

埋蔵文化財センターアソシ

エイトフェロー 山口欧志 
10月7日 

奈良文化財研究所 第9回東京講演

会「デジタル技術で魅せる文化財

―奈文研とICT―」 

15 同上 
三次元計測の可能性を考えるー実践から見

る可能性と課題 

埋蔵文化財センター室長  

金田明大 
10月28日 日本情報考古学会第39回大会 

16 同上 
アジア歴史文化遺産のデジタルドキュメン

テーション 

埋蔵文化財センターアソシ

エイトフェロー 山口欧志 
12月3日 第８回横幹連合コンファレンス 

17 同上 
ドンゴイン・シレーの三次元計測からみえる

もの 
同上 12月10日 

国際シンポジウム「モンゴル考古

学のいま－東部モンゴルの古代テ

ュルク王侯遺跡<ドンゴイン・シレ

ー碑文遺跡>の調査研究」 

18 
埋蔵文化財の探査・計

測方法の研究開発 
渤海国出土紋様磚の検討 

埋蔵文化財センター客員研

究員 中村亜希子 
12月2、3日 日本中国考古学会2017年度大会 

19 同上 
高精度物理探査手法による鞠智城広域遺構

配置の把握 

埋蔵文化財センター室長  

金田明大 
30年3月18日 鞠智城「特別研究」成果報告会 

20 年輪年代学研究 

平城京跡出土木簡の年輪年代学的手法によ

る同一材の推定－「皇」「太子」削屑の事例

を中心に－ 

埋蔵文化財センター研究

員・星野安治，都城発掘調

査部研究員・山本祥隆 

6月10日 日本文化財科学会第34回大会 

21 年輪年代学研究 

高解像X線CT画像マッピングを応用した放射

性炭素ウィグルマッチ法と年輪年代法の併

用による金光寺宝篋印塔の年代測定 

埋蔵文化財センター主任研

究員・大河内隆之，元興寺

文化財研究所・狭川真一，

元興寺文化財研究所・木沢

直子，加速器分析研究所・

早瀬亮介 

6月10日 同上 

22 同上 
日本産ヒノキ科樹木の木材産地推定に向け

た標準年輪曲線ネットワーク構築 

東北大学・大山幹成，鳴門

教育大学・米延仁志，埋蔵

文化財センター研究員・星

野安治， Universidad de 

Santiago de Compostela・

Marta Domínguez-Delmás，

Universidad de Santiago 

de Compostela ・ Ignacio 

García-González，東京都埋

蔵文化財センター・鈴木伸

哉，森林総合研究所・藤原

健，信州大学・安江恒，早

稲田大学・佐野雅規，名古

屋工業大学・庄建治朗 

12月3日 日本植生史学会第32回大会 

23 同上 年輪年代学的手法による木簡の同一材推定 

埋蔵文化財センター研究

員・星野安治，都城発掘調

査部研究員・山本祥隆，都

城発掘調査部主任研究員・

桑田訓也 

30年3月 日本木材学会第68回大会 

24 
動植物遺体の調査研

究 
群馬県金井東裏遺跡出土の動物質遺物 

埋蔵文化財センター主任研

究員 山崎健 
6月18日 日本動物考古学会第5回大会 

25 同上 
現生標本の現状と課題－文化財防災の観点

から－ 

埋蔵文化財センターアソシ

エイトフェロー 松崎哲

也、埋蔵文化財センター主

任研究員 山崎健 

6月18日 同上 

26 同上 弥生時代と動物のかかわり 
埋蔵文化財センター主任研

究員 山崎健 
9月9日 

文化財セミナー『骨からみる人間

と動物のかかわり』 
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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 

27 
動植物遺体の調査研

究 
古代における貝類利用の実態 

埋蔵文化財センター主任研

究員 山崎健 
10月21日 第288回近江貝塚研究会 

28 同上 古代都市部における動物利用 同上 10月28日 金沢大学公開講座『動物骨は語る』 

29 同上 
Animal Utilizaton at the Fujiwara and 

Heijyo Palace Sites 
同上 11月10日 

若手研究者セミナー『ユーラシア

世界における動植物利用の拡散』 

30 同上 苜蓿と馬匹生産 
埋蔵文化財センター客員研

究員 菊地大樹 
11月27日 日本ウマ科学会第30回学術集会 

31 同上 秦国の牧経営 同上 12月2日 日本中国考古学会2017年度大会 

 

○文化財の保存修復及び保存技術等に関する調査研究 31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 

高松塚古墳、キトラ古

墳の恒久的保存に関

する調査研究 

テラヘルツ波イメージング技術による高松

塚古墳壁画のしっくいの調査 

埋蔵文化財センター長  

高妻洋成 
7月1日 文化財保存修復学会第39回大会 

2 
古墳壁画の恒久的保

存に関する調査研究 
キトラ古墳壁画搬送時の熱・水分環境評価 

埋蔵文化財センター主任研

究員 脇谷草一郎、埋蔵文

化財センター室長 高妻洋

成、埋蔵文化財センター 

客員研究員 柳田明進、埋

蔵文化財センターアソシエ

イトフェロー            

金旻貞 ほか3名 

6月10、11日 日本文化財学会第34回大会 

3 同上 
キトラ古墳壁画輸送時に発生した加速度の

解析 

埋蔵文化財センター室長 

高妻洋成、埋蔵文化財セン

タ 

ー主任研究員 脇谷草一郎

ほか3名 

7月2日 文化財保存修復学会第39回大会 

4 同上 
ガランドヤ古墳における結露抑制を目的と

した石室内保存環境の検討 

埋蔵文化財センター主任研

究員 脇谷草一郎 
10月1日 

東京藝術大学シンポジウム’台湾

文化を後世に伝えるー日本との違

い’ 

5 
考古遺物の保存処理

法に関する調査研究 

水蒸気移動による出土鉄製文化財の新規脱

塩法の開発（その２）腐食の抑制に対する効

果の検討 

埋蔵文化財センター研究員 

柳田明進、埋蔵文化財セン

ター主任研究員 脇谷草一

郎、埋蔵文化財センター室

長 高妻洋成 

6月10日 日本文化財学会第34回大会 

6 
考古遺物の保存処理

法に関する調査研究 

酸素の供給条件の異なる水中で保管した現

生および出土木材試料の劣化 

埋蔵文化財センターアソシ

エイトフェロー松田和貴 

埋蔵文化財センター主任研

究員 脇谷草一郎、埋蔵文

化財センター室長 高妻洋

成 

6月10日 同上 

7 
考古遺物の保存処理

法に関する調査研究 

Sr同位体比による日本出土古代ガラスの産

地推定の試み 

埋蔵文化財センター研究員

田村朋美ほか１名 
6月10日 日本文化財学会第34回大会 

8 同上 
植物灰ガラスの多様性と生産地に関する考

古科学的研究 

埋蔵文化財センター 客員

研究員大賀克彦、埋蔵文化

財センター研究員田村朋美 

6月10、11日 同上 

9 
考古遺物の保存処理

法に関する調査研究 

PEGの溶出により汚損した出土木簡の修復 

ーPEGの除去と高級アルコール含浸および真

空凍結乾燥による保存処理の再実施ー 

埋蔵文化財センターアソシ

エイトフェロー松田和貴 

、埋蔵文化財センター室長 

高妻洋成 

6月10、11日 日本文化財学会第34回大会 

10 同上 
Temporary storage of waterlogged wood 

excavated fromarchaeological sites 

埋蔵文化財センター室長 

Kazutaka Matsuda 
7月20日 

The 2nd Asia Research Node 

Symposium on Humanosphere 

Science 

11 同上 

Networking of conservation of 

waterlogged wooden cultural heritagesin 

south-east Asia 

埋蔵文化財センターアソシ

エイトフェロー  Yohsei 

Kohdzuma 

7月20日 同上 

12 同上 
展示、保管時における鉄製遺物の劣化に及ぼ

す湿度の影響 

埋蔵文化財センター研究員 

柳田明進 
30年3月8日 保存科学研究集会 

13 

遺構の安定した保存

のための維持管理方

法に関する調査研究 

大分市高瀬石仏の保存環境評価～その１）現

状の概要と分析 

埋蔵文化財センター主任研

究員 脇谷草一郎、埋蔵文

化財センター 客員研究員 

小椋大輔ほか4名 

6月10日 日本文化財学会第34回大会 

14 同上 
大分市高瀬石仏の保存環境評価～その２）

熱・水分移動の数値解析 

埋蔵文化財センター主任研

究員 脇谷草一郎、埋蔵文

化財センター 客員研究員 

小椋大輔ほか4名 

6月10日 同上 

15 同上 
特別史跡一乗谷朝倉氏遺跡における劣化対

応の経過報告２ 

埋蔵文化財センター室長 

高妻洋成ほか5名 
6月10、11日 同上 

16 同上 

元町石仏における覆屋内温湿度調整による

塩類風化抑制に関する研究 ー数値解析によ

る覆屋の塩類風化抑制効果の評価ー 

埋蔵文化財センター 客員

研究員 小椋大輔、埋蔵文

化財センター主任研究員 

脇谷草一郎、埋蔵文化財セ

ンター室長 高妻洋成ほか

3名 

6月10、11日 同上 
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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 

17 

遺構の安定した保存

のための維持管理方

法に関する調査研究 

新池埴輪製作遺跡18号窯における館内の温

熱環境が硫酸塩の挙動に与える影響 

埋蔵文化財センター主任研

究員 脇谷草一郎、埋蔵文

化財センター 客員研究員 

肥塚隆保、埋蔵文化財セン

ター室長 高妻洋成ほか2

名 

6月10、11日 日本文化財学会第34回大会 

18 同上 熊本地震前後の装飾古墳の石室環境 

埋蔵文化財センター 客員

研究員 小椋大輔、埋蔵文

化財センター主任研究員 

脇谷草一郎 ほか2名 

6月10、11日 同上 

19 同上 

元町石仏における覆屋内環境調整による塩

類風化抑制に関する研究 －壁体構成が石仏

の塩類風化に与える影響の検討－ 

埋蔵文化財センター 客員

研究員 小椋大輔、埋蔵文

化財センター主任研究員 

脇谷草一郎 ほか3名 

6月25日 日本建築学会近畿支部研究発表会 

20 同上 

大分市高瀬石仏の保存環境分析と対策の評

価 その１）実測と数値解析に基づく現状分

析 

埋蔵文化財センター主任研

究員 脇谷草一郎、埋蔵文

化財センター 客員研究員 

小椋大輔ほか4名 

6月25日 同上 

21 同上 
大分市高瀬石仏の保存環境に関する研究 

その１）実測に基づく現状分析 

埋蔵文化財センター主任研

究員 脇谷草一郎、埋蔵文

化財センター 客員研究員 

小椋大輔ほか4名 

8月31日 日本建築学会大会（中国） 

22 同上 
大分市高瀬石仏の保存環境に関する研究 

その２）数値解析に基づく現状分析 
同上 8月31日 同上 

23 同上 

元町石仏における覆屋内温湿度調整による

塩類風化抑制に関する研究 数値解析によ

る覆屋の塩類風化抑制効果の評価 

埋蔵文化財センター 客員

研究員 小椋大輔、埋蔵文

化財センター主任研究員 

脇谷草一郎 ほか3名 

8月31日 同上 

24 同上 

旧甲子園ホテルの外装材に使用される石材

の保存に関する研究 その１ 石材の現状

調査 

埋蔵文化財センター主任研

究員 脇谷草一郎ほか３名 
8月31日 同上 

25 同上 

Environmental control for mitigating 

salt deterioration by sodium sulfate on 

Motomachi Stone Buddha in Oita 

prefecture, Japan 

埋蔵文化財センター主任研

究員  Soichiro Wakiya, 

Daisuke埋蔵文化財センタ

ー研究員Ogura, 埋蔵文化

財センター室長  Yohsei 

Kohdzumaほか3名 

9月21日 SWBSS 2017 

26 

遺構の安定した保存

のための維持管理方

法に関する調査研究 

Numerical analysis on salt damage 

suppression of the Buddha statue carved 

into the cliff by controlling the room 

temperature and humidity in the shelter 

埋蔵文化財センター主任研

究員  Soichiro Wakiya, 

Daisuke, 埋蔵文化財セン

ター主任研究員 Soichiro 

Wakiya, 埋蔵文化財センタ

ー室長 Yohsei Kohdzuma

ほか3名 

9月21日 同上 

27 

遺構の安定した保存

のための維持管理方

法に関する調査研究 

石造文化財の保存 －環境制御による元町

石仏の塩類風化抑制に関する研究ー 

埋蔵文化財センター主任研

究員 脇谷草一郎、埋蔵文

化財センター 客員研究員 

小椋大輔ほか3名 

10月26日 全国遺跡環境整備会議 

28 
建造物の彩色に関す

る調査研究 

テラヘルツ波イメージング技術を用いた彩

色文化財の界面調査 

埋蔵文化財センターアソシ

エイトフェロー  金旻

貞、埋蔵文化財センター室

長 高妻洋成 

6月10、11日 日本文化財学会第34回大会 

29 同上 
建造物塗装の劣化に関する研究 －塗膜お

よび木材中の水分についてー 

埋蔵文化財センター主任研

究員 脇谷草一郎、埋蔵文

化財センター室長 高妻洋

成ほか1名 

6月10、11日 同上 

30 同上 
建造物塗装の退色に影響をおよぼす環境因

子について 
同上 7月1日 文化財保存修復学会第39回大会 

31 同上 
テラヘルツ波イメージング技術を用いた彩

色文化財の界面調査 

埋蔵文化財センターアソシ

エイトフェロー）Min jung 

Kim, 埋蔵文化財センター

室長 Yohsei Kohdzuma 

8月24日 

The Sixth Symposium of the 

Society for Conservation of 

Cultural Heritage in East Asia, 

Shanghai, China 

 

 (3）文化遺産保護に関する国際協働 7件 

○文化遺産保護に関する国際協働の総合的な推進 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 

イギリスセインズベ

リー日本芸術研究所

との共同研究 

Recent challenges revealing the diversity of plant 

use in prehistoric East Asia, Exploring the past, 

present and future of the science of agriculture 

都城発掘調査部主任研究

員・庄田慎矢 
5月30日 国立科学博物館 

2 同上 全国遺跡報告総覧の仕組みと海外展開 
企画調整部研究員 

高田祐一 
2月26日 英国ヒストリック・イングランド 

3 同上 発掘調査報告書の電子公開と活用の意義 
都城発掘調査部主任研究

員・国武貞克 
2月26日 同上 
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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 

イギリスセインズベ

リー日本芸術研究所

との共同研究 

全国遺跡報告総覧の仕組みと海外展開 
企画調整部研究員 

高田祐一 
2月27日 英国ヨーク大学 

5 同上 発掘調査報告書の電子公開と活用の意義 
都城発掘調査部主任研究

員・国武貞克 
2月27日 同上 

6 
カンボジア・西トッ

プ遺跡の調査と修復 

西トップ遺跡北祠堂基壇下、レンガ状遺構

の調査と性格 

企画調整部専門職 佐藤由

似、企画調整部特任研究員

杉山洋 

6月21日 
第24回国際調整委員会技術小委員

会 

7 同上 西トップ遺跡北石堂の再構築 
企画調整部専門職  

佐藤由似 ほか 
12月13日 第29回国際調整委員 

 

(4）文化財に関する情報資料の収集・整備及び調査研究成果の公開・活用 3件 
○文化財情報基盤の整備・充実 3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 
文化財に関するデー

タベースの充実 

全国遺跡報告総覧における旧石器関係シソ

ーラスの構築 

企画調整部研究員 高田祐

一、都城発掘調査部主任研

究員 国武貞克 

7月1日 
日本旧石器学会 総会・研究発

表・シンポジウム  

2 同上 全国遺跡報告総覧と考古学ビッグデータ 
企画調整部研究員  

高田祐一 
10月7日 

奈良文化財研究所第9回東京講演

会 

3 同上 
編年時間参照系モデルによる曖昧な時間属

性に対する問合せ方式の実装 
企画調整部長 森本晋ほか 10月28日 地理情報システム学会 

 

(5）地方公共団体等を対象とする文化財に関する研修及び協力等 1件 
○文化財に関する協力・助言等 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 

被災した地域の復

旧・復興事業に伴う

地方公共団体等への

支援・協力 

現生標本の現状と課題－文化財防災の観点

から－ 

埋蔵文化財センターアソ

シエイトフェロー 松崎

哲也、埋蔵文化財センタ

ー主任研究員 山崎健 

6月18日 日本動物考古学会第5回大会 

 

【アジア太平洋無形文化遺産研究センター】 3件 
○アジア太平洋地域の無形文化遺産保護に関する調査研究 3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 

アジア太平洋における無形文化遺産研究に

ついて 
所長 岩本渉 5月11日～14日 

2017 International Forum on 

Intangible Cultural Heritage: 

the Pedagogy of Intangible 

Cultural Heritage in 

Contemporary Asia 

 

2 

 

アジア太平洋地域に

おける無形文化遺産

保護に関する基礎的

な調査・研究の推進 

「無形文化遺産の継承の拠点としてのミュ

ージアム」 
副所長 大貫美佐子 9月21日～23日 

Annual Workshop for Cultural 

Managers in Viet Nam 

(organized by Department of 

Culture and Tourism, Viet Nam) 

3 同上 
アジア太平洋無形文化遺産研究センター

2017年度活動報告 

アソシエイトフェロー  

児玉茂昭 
30年1月31日 

文化遺産国際協力コンソーシアム

第57回企画分科会 

 

【文化財防災ネットワーク推進本部】 3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 

 

文化財等の防災・救

援等への寄与 

博物館における連携のあり方―文化財の防

災・減災を観点として― 

文化財防災ネットワーク

推進室アソシエイトフェ

ロー 六人部克典、室長 

岡田健 

5月12日 
平成29年度群馬県博物館連絡協議

会講演会 

2 
文化財等の防災・救

援等への寄与 
文化財防災ネットワークと平時の備え 

文化財防災ネットワーク

推進室研究員 和田浩、

アソシエイトフェロー 

六人部克典 

10月26日 

長野県史料保存活用連絡協議会 

第2回文献史料保存活用講習会「災

害と史料保全Ⅱ」 

 

3 

 

文化財等の防災・救

援等への寄与 
無形文化遺産の災害復興と防災 

東京文化財研究所 無形

文化遺産部無形民俗文化

財研究室長 久保田裕道 

30年1月20日 
第4回全国史料ネット研究交流集

会 
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c-④ シンポジウム開催実績一覧 
平成30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 

17件 

11件 3件 2件 1件 5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 文化財防災ネットワーク推進本部   

2件 3件   

 

【東京国立博物館】 3件 
○茶の湯を語る―ヒトから、モノから 

開 催 日   29年5月21日 

開催場所   東京国立博物館平成館大講堂 

主  催   東京国立博物館 

参加人数   393人 

事業内容   特別展「茶の湯」に関連して、モノとヒトという異なる視点からのアプローチを試みた。また分野も陶磁器のみではなく、絵画や歴史資料など

の専門家を招き、基調講演・研究発表、並びにパネルディスカッションを実施した。 

 

○タイの仏教美術と王権 

開 催 日   29年7月15日 

開催場所   東京国立博物館平成館大講堂 

主  催   東京国立博物館、国際交流基金アジアセンター、文化庁、日本経済新聞社 

参加人数   193人 

事業内容   特別展「タイ～仏の国の輝き～」を記念してタイや日本で活躍する第一線の研究者の方々を招き、タイの仏教と王権との関係性に注目して、そ

の美術史的な意義に関する考察を含め、展覧会紹介・講演・事例報告・研究発表、並びにパネルディスカッションを実施した。 

 

  

○国際シンポジウム「ミュージアムにおける日本美術の再発見」 

開 催 日   30年1月12日～13日 

開催場所   東京国立博物館平成館大講堂 

主  催   海外ミュージアム日本専門家連携・交流事業実行委員会2017（事務局：東京国立博物館） 

参加人数   334人 

事業内容   「ミュージアムにおける日本美術の再発見」という潜在的で普遍的なテーマに、専門家が抱いているイメージとミュージアムが果たす役割につ 

いて事例報告・研究会、発表、並びにパネルディスカッションを実施した。 

 

 

【京都国立博物館】 2件 
○国際博物館の日記念シンポジウム「ICOM京都大会に向けて」 

開 催 日   5月21日 

開催場所   京都国立博物館 平成知新館講堂 

主  催   日本博物館協会、ICOM日本委員会、ICOM京都大会組織委員会、京都国立博物館 

参加人数   140人 

事業内容   ICOM京都大会のキックオフイベントとして、第1部ではICOM会長および同執行役員による基調講演、日本科学未来館館長による特別講演、ICOMミ

ラノ大会の報告、ICOM京都大会の準備状況の報告が行われた。第2部では、本年の国際博物館の日のテーマ「歴史と向き合う博物館―博物館が語

るものは」について、7名のパネリストによりパネルディスカッションを行った。 

 

○研究発表と座談会 「平安時代後期を中心とした絵師の工房をめぐる諸問題」 

開 催 日   7月16日 

開催場所   京都国立博物館 平成知新館講堂 

主  催   京都国立博物館、公益財団法人仏教美術研究上野記念財団 

参加人数   93人 

事業内容   テーマに基づき３名の講師による発表とパネルディスカッションを行った。 

 

 

【奈良国立博物館】 1件 
○正倉院学術シンポジウム2017「正倉院の色」 

開 催 日   11月3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 
後  援   読売新聞社 
参加人数   224名 
事業内容   近年多くの画期的な成果が報告されている「正倉院の色」をテーマに、千数百年の歳月を経て伝来した正倉院宝物のすばらしさを内外に発信

し、わが国の文化財保護活動に対する理解を広く共有することを目的とし、４名の研究者による研究発表と、パネルディスカッションを行っ

た。 

 

【九州国立博物館】 5件 
○公開シンポジウム  博物館IPMのこれから 

開 催 日 4月8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    100人 
事業内容         基調講演「九州国立博物館におけるこれまでのIPMの取り組み」 

講演「博物館におけるIPMの実践」、「三重県総合博物館におけるIPM」、「正倉院におけるIPM」    
パネルディスカッション「これからの博物館IPM」 

 
○公開シンポジウム  全国高等学校歴史学フォーラム2017 
   開 催 日         8月6日 
   開催場所     ミュージアムホール 
   主  催     九州国立博物館 
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   共  催     福岡県教育委員会、日本考古学協会、全国高等学校文化連盟福岡県支部 
   参加者数     300人 
   事業内容     高校生が、歴史学研究に関する活動内容や成果をポスターセッション及びワークショップにて発表。 
           徳島文理高等学校「なぜ高地蔵は徳島に造られたのか」、橿原高等学校「高校生、石で肉をさばいてみました！」 
           千葉高等学校『銚子と極東新聞』、朝倉高等学校『キリシタン禁教高札に関する調査報告』他 

○記念シンポジウム  水中遺産の多様性－縄文から龍馬まで－ 特別展示「水の中からよみがえる歴史－水中考古学最前線－」公開記念 
開 催 日 8月26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   50人 
事業内容        特別展示「水の中からよみがえる歴史－水中考古学最前線－」のご紹介 

講演「水中ロボットを利用した琵琶湖葛籠尾崎湖底遺跡の調査」、「坂本龍馬のいろは丸調査」、「水中文化遺産の保護 欧州編」 
討論会「水中文化遺産の魅力にせまる」 

○事業シンポジウム  「知られざる沖ノ島祭祀」「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群登録記念 九州国立博物館「大宰府学研究」事業 
開 催 日 30年1月20日 
開催場所 ミュージアムホール 
主  催    九州国立博物館、福岡県 
参加者数   120人 
事業内容         基調講演「沖ノ島祭祀の実像—古代の祭式からみた沖ノ島祭祀遺跡－」 

研究発表「巨石と社殿」、「沖ノ島祭祀と遣唐使の航海」、「御長手神事と沖ノ島」 
パネルディスカッション「知られざる沖ノ島祭祀」 

○公開シンポジウム  興福寺中金堂再建記念・興福寺シンポジウム「阿修羅像 天平の心と技を未来へ」 
開 催 日    3月4日（日） 
開催場所    ミュージアムホール 
主  催    九州国立博物館、法相宗大本山興福寺、朝日新聞社 
参加者数    200人 
事業内容    基調講演：天平の名宝・阿修羅像－その伝世性をめぐって 

研究発表：第1部最新技術が探る阿修羅像「ＣＴスキャナでせまる阿修羅像の技」、「阿修羅像、懺悔と改心の造形」 
第2部ＣＴスキャナで探る阿修羅像の健康診断「修理痕跡が語る阿修羅の姿」、「人工知能を使って樹種特定に迫る」 

 

【東京文化財研究所】 1件 
○文化遺産国際協力コンソーシアムシンポジウム「東南アジアの歴史的都市でのまちづくり」 

開 催 日 29年10月7日 
開催場所  東京国立博物館、東京文化財研究所 
主  催  文化庁、国際交流基金アジアセンター、文化遺産国際協力コンソーシアム 
参加者数  177人 
事業内容      ASEANの国々で歴史的都市保全に取り組んでいる有識者等による国際シンポジウムを開催した。 
 
 

【奈良文化財研究所】 0件 
 

【アジア太平洋無形文化遺産研究センター】 2件 
 ○ 国際シンポジウム「無形文化遺産をグローカルに見る：地域社会と研究者、国家、ユネスコの相互作用」 

開 催 日    29年7月7日～9日 

開催場所    成城大学 

主  催    アジア太平洋無形文化遺産研究センター、成城大学グローカル研究センター、文化庁 
参加者数 90人 

      事業内容       無形文化遺産の保護に関する基調講演や、海外を含む専門家などの参加者が議論・分析するための5つのセッションを設け事例共有を行っ
た。 

 
○ 国際シンポジウム「無形文化遺産をめぐる交渉」 

開 催 日    29年11月29日～12月1日 

開催場所    国立民族学博物館 第４セミナー室 

主  催    アジア太平洋無形文化遺産研究センター、国立民族学博物館、文化庁 
参加者数 38人 

      事業内容       基調講演や海外を含む各専門家が発表する４つのセッションを設け、様々なレベルにおける多くのアクター間の交渉が、いかに無形文化遺
産の保護と継承に影響するかを分析し、ローカルコミュニティと外部組織の協働的交渉を通じて文化を復興する可能性について議論した。 

 

 

【文化財防災ネットワーク推進本部】 3件 
 〇パレアアクシア企画展 関連シンポジウム「大規模災害時における博物館の役割」 

開 催 日 29年7月5日 
開催場所  くまもと県民交流館パレア10階 パレアホール 
主  催  熊本県、独立行政法人国立文化財機構 
共  催     熊本県教育委員会、熊本被災史料レスキューネットワーク、熊本県博物館連絡協議会 
後  援     熊本県文化財保護協会 
参加者数  143人 
事業内容      熊本地震における文化財レスキュー活動に関して広く市民に普及・啓発するため、活動報告を含めたシンポジウムを開催した。 
 

○国際シンポジウム「日本と世界が共に目指す文化遺産防災」 
開 催 日 29年9月16日 
開催場所  立命館大学 衣笠キャンパス 創思館カンファレンスルーム 
主  催     立命館大学 歴史都市防災研究所、独立行政法人国立文化財機構 
協  力     UNESCO、ICCROM、ICOM、ICOMOS/ICORP 
参加者数  75人 
事業内容      文化遺産の危機管理に関する総合的な防災手法のモデルケース策定を目指し、国内外の各機関が目指すべき方向性や役割について検討するシ

ンポジウムを開催した。 
 

 〇シンポジウム「文化財を災害から守る３ 文化財の記録と継承～文化財を守り、伝えるために～」 
開 催 日 29年10月28日 
開催場所  けいはんなオープンイノベーションセンター（KICK）2階 ミュージアムホール 
主  催  京都国立博物館 
後  援     木津川市、精華町 
参加者数  60人 
事業内容      文化財等の防災・減災の取り組みに関して広く地域市民に理解してもらうことを目的として、「文化財の記録と継承」をテーマとしたシン        

ポジウムを開催した。 
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c-⑤ 論文等発表実績一覧 
平成 30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 

427件 

269件 135件 62件 37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） 

158件 37件 121件 0件 

アジア太平洋無形文化遺産研究センター    

3件    

 

【東京国立博物館】135件 
○有形文化財の展覧事業・教育活動等に関連する調査研究 115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 

査読

有無 

1 1 

有形文化財の収

集・保管・展覧

事業・教育普及

活動等に関する

調査研究 

学芸企画部長 富田淳 北山堂コレクションについて 『書法漢学研究』 
有限会社アートラ

イフ社 
7 月 25 日 有 

2 2 同上 同上 呉昌碩と金石の気 呉昌碩とその時代 
公益財団法人 台

東区芸術文化財団 
30 年 1 月 2 日 無 

3 3 同上 同上 呉昌碩と楊峴 同上 同上 30 年 1 月 2 日 無 

4 4 同上 

企画課特別展室主任研

究員 市元塁 

ほか外部研究者 

日本における中国考古学関係文献目録

（2016 年） 
中国考古学 (17)  日本中国考古学会 12 月 2 日 無 

5 3 同上 同上 
学校所在資料の過去・現在・未来―第

1 部の趣旨― 
考古学研究 255 号 考古学研究会 12 月 30 日 有 

6 4 同上 
企画課特別展室主任研

究員 市元塁 

学校所在資料形成史―学校になぜ考古

資料があるのか？― 
同上 同上 12 月 30 日 有 

7 5 同上 同上 
学校における考古資料の所在，管理，

機能 
同上 同上 12 月 30 日 有 

8  同上 

企画課特別展室主任研

究員 市元塁 

ほか外部研究者 

学校と考古学をつなぐ新たな取組 考古学研究 256 号 同上 30 年 3 月 30 日 有 

9  同上 

企画課特別展室主任研

究員 井出浩正、調査

研究課考古室アソシエ

イトフェロー 飯田茂

雄 

東京国立博物館図版目録 経塚遺物篇

（西日本） 

『東京国立博物館図

版目録 経塚遺物篇

（西日本）』新訂 

東京国立博物館  30 年 3 月 31 日 無 

10  同上 
企画課出版企画室主任

研究員 猪熊兼樹 
「古神宝に見る有職文様」 

『神の宝の玉手箱』

特別展図録 
サントリー美術館 5 月 31 日 無 

11  同上 同上 『宮廷物質文化史』 単著 中央公論美術出版 8 月 25 日 無 

12  同上 同上 「ラタナコーシン時代の工芸」 『タイ国情報』9 月号 日本タイ協会 9 月 1 日 無 

13  同上 同上 
『『旧儀式図画帖』にみる宮廷年中行

事』 
単著 東京国立博物館 30 年 3 月 1 日 

無 

14  同上 同上 「フエ皇城世廟の九鼎の意匠」 
東京国立博物館紀要 

53 号 
同上 30 年 3 月 31 日 無 

15  同上 
企画課国際交流室主任

研究員 遠藤楽子 

「狩野永敬筆東京国立博物館所蔵十二

ヶ月花鳥図屏風考―四季花鳥図の江戸

時代前期における展開例として」 

同上 同上 30 年 3 月 31 日 無 

16  同上 
博物館教育課教育講座

室長 勝木言一郎 

中国仏教美術にみる儒教思想の需要と

展開 

東アジア文化の基層

としての儒教イメー

ジに関する研究論文

集 

筑波大学日本美術

史研究室 
30 年 3 月 30 日 無 

17  同上 同上 インドの細密画 
図版目録 インド細

密画篇 
東京国立博物館 30 年 3 月 30 日 無 

18  同上 

博物館教育課教育講座

室アソシエイトフェロ

ー 小島有紀子 

体験型・参加型展示 博物館学史研究事典 雄山閣 12 月 25 日 無 

19 6 同上 

東京国立博物館百五十

年史編纂室長 

恵美千鶴子 

藤原定家と熊野懐紙 『ビオシティ』70 号 ブックエンド 4 月 3 日 無 

20 7 同上 同上 
世尊寺家の書 01 藤原定実筆 古今和

歌集（元永本） 
『ビオシティ』71 号 同上 7 月 6 日 無 

21 8 同上 

列品管理課登録室長

（兼特別観覧室長） 

小山弓弦葉 

「小紋の歴史」 
『美しいキモノ』

2017 年冬号別冊 

ハースト婦人画報

社 
11 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 

査読

有無 

22 9 

有形文化財の収

集・保管・展覧

事業・教育普及

活動等に関する

調査研究 

列品管理課登録室長

（兼特別観覧室長） 

小山弓弦葉 

きもの歴史散歩「辻が花を知る」 
『美しいキモノ』

2018 年春号 

ハースト婦人画報

社 
30 年 2 月 20 日 無 

23  同上 同上 『日本の伝統模様』（全 3 巻） 監修 
 『日本の伝統模

様』（全 3 巻）  
汐文社 30 年 3 月 31 日 無 

24  同上 

列品管理課登録室アソ

シエイトフェロー  

六人部克典 

呉昌碩と沈石友 
『呉昌碩とその時代

－苦鉄没後 90 年－』 

公益財団法人 台東

区芸術文化財団 
30 年 1 月 2 日 無 

25  同上 同上 
関東甲信越における地域の文化財防災

体制の確立に向けて 

『文化財防災体制構

築に関する研究会 

文化財防災ネットワ

ーク推進事業アソシ

エイトフェロー研究

成果発表会 』 

国立文化財機構文

化財防災ネットワ

ーク推進室  

30 年 3 月 31 日 無 

26  同上 同上 

神奈川県博物館協会の防災訓練に寄せ

て―協会と文化財防災ネットワーク推

進室の繋がり 

『神奈川県博物館協

会会報』第 89 号 

神奈川県博物館協

会 
30 年 3 月 31 日 無 

27 1
0 同上 

列品管理課登録室アソ

シエイトフェロー  

田邊留美子 

『源氏物語』の薫物に関する考察―

『薫集類抄』から― 
日本文学 Vol.66 日本文学協会 9 月 10 日 有 

28 1
1 同上 

列品管理課登録室アソ

シエイトフェロー  

曽田めぐみ 

河鍋暁斎筆《地獄極楽めぐり図》につ

いて（9） 

―第 18 図「市村竹之丞の一行」に描

かれた歌舞伎の登場人物 

『暁斎』123 号 
河鍋暁斎記念美術

館 
10 月 11 日 無 

29  同上 同上 

河鍋暁斎筆《地獄極楽めぐり図》につ

いて（10） 

―第 29 図「宴会」の構想と《狂斎百

図》との関連を中心に 

『暁斎』124 号 同上 30 年 2 月 15 日 無 

30  同上 同上 

維摩と文殊 

―河鍋暁斎筆「大和美人図屛風」に込

められた寓意 

『畫下遊楽 2 奥平

俊六先生退職記念論

文集』 

藝華書院 30 年 3 月 10 日 無 

31 1
2 同上 

列品管理課貸与特別観

覧室研究員 西木政統 
滋賀･鶏足寺の天台系七仏薬師如来像 『MUSEUM』668 号 東京国立博物館 6 月 15 日 有 

32 1
3 同上 

列品管理課平常展調整

室長 松嶋雅人 
あやしい美人画 単著 東京美術 6 月 16 日 無 

33 1
4 同上 同上 

“Rival Artists of  the Floating 

World” 

Showdown! Kuniyoshi 

vs. Kunisada 展覧会

図録 

MFA Publications, 

Museum of Fine 

Arts, Boston,  

8 月 11 日 無 

34 1
5 同上 同上 

作品解説 №142「賢聖障子絵、,№

143「牡丹図襖」、№144「唐人物図屏

風」、№145「孔雀に鶴図衝立」、№146

「唐人物図屏風」 

特別展「仁和寺と御

室派のみほとけ ― 

天平と真言密教の名

宝 ―」図録 

東京国立博物館 30 年 1 月 16 日 無 

35 1
6 同上 同上 

作品解説 円山応挙筆「虎図」「虎嘯

生風図」 

特別展「東アジアの

虎美術―韓国・日

本・中国―」図録 

韓国国立中央博物

館 
30 年 1 月 26 日 無 

36 1
7 同上 同上 

作品解説 《日堯上人像》（本法寺

蔵） 

《日通上人像》（本法寺蔵） 

設立 110 周年特別展

「偉大なる飛躍：信

春から長谷川等伯

へ」図録 

Japan Society 30 年 3 月 無 

37 1
8 同上 

列品管理課平常展調整

室主任研究員  

三笠景子 

各論「茶の湯の萌芽―唐物に向けられ

た眼」 

『茶の湯』展覧会図

録 
東京国立博物館 4 月 11 日 無 

38 1
9 同上 同上 

エッセイ「『君台観左右帳記』の意

義」 
同上 同上 4 月 11 日 無 

39 2
0 同上 同上 

作品解説 No1、2、34～45、50、51、63

～67、70、71、75、94、96～99、

101、115、117、120～123、144、

153、156～160、169、170、176、

177、179、180、182、190、192、

194、197～205、207～212、215、

217、218、225～228、231、232、235

～239、244、246、248～252、254、

256～259 

同上 同上 4 月 11 日 無 

40 2
1 同上 同上 

「日本人の眼―特別展「茶の湯」開催

の意義」 
『陶説』769 号 日本陶磁協会 4 月 1 日 無 

41 2
2 同上 同上 

「東京国立博物館 特別展「茶の湯」

に寄せて 

新たな眼―江戸から明治、大正におけ

る茶の湯の諸相について」 

『陶説』770 号 同上 5 月 1 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 

査読

有無 

42 2
3 

有形文化財の収

集・保管・展覧

事業・教育普及

活動等に関する

調査研究 

列品管理課平常展調整

室主任研究員 三笠景子 

「表紙解説 唐物文琳茶入 銘 宇

治」 
『茶道の研究』738 号 三徳庵 5 月 無 

43 2
4 同上 同上 

「表紙解説 青磁輪花茶碗 銘 馬蝗

絆」 
『茶道の研究』741 号 同上 8 月 無 

44 2
5 同上 同上 「表紙解説 呉州赤絵赤玉香合」 『茶道の研究』744 号 同上 11 月 無 

45 2
6 同上 同上 「表紙解説 青磁鳳凰耳花入」 『茶道の研究』746 号 同上 30 年 1 月 無 

46 2
7 同上 

列品管理課平常展調整

室主任研究員 末兼俊彦 
「日タイの絆～日本式刀剣～」 

日本タイ学会機関紙

『タイ国情報』9 月号 
日本タイ学会 9 月 無 

47 2
8 同上 

調査研究課長（兼東洋

室長） 今井敦 
東アジアにおける染付の展開 

特別企画展「染付：

青繪の世界」図録 
愛知県陶磁美術館 11 月 3 日 無 

48  同上 同上 永青文庫の中国陶磁コレクション 
『季刊永青文庫』№

101 

公益財団法人永青

文庫 
30 年 2 月 10 日 無 

49 2
9 同上 

調査研究課絵画・彫刻

室主任研究員 皿井舞 
春日権現験記絵巻巻三・巻四解説 

『春日権現験記絵巻

三・巻四 光学調査

報告書』 

東京文化財研究所 5 月 無 

50 3
0 同上 同上 

信貴山縁起絵巻の光学調査の意義につ

いて 

『国宝 信貴山縁起

絵巻調査研究報告書

―光学調査編―』 

奈良国立博物館・

東京文化財研究所 
30 年 1 月 31 日 無 

51 3
1 同上 同上 平安時代における造像と天皇 

『天皇の美術史 古

代国家と仏教美術』 
吉川弘文館 30 年 2 月 無 

52  同上 同上 Painter's Pallet の和訳 
『Color and 

Material』 
東京文化財研究所 30 年 3 月 無 

53 3
2 同上 

調査研究課絵画・彫刻

室主任研究員 金井裕子 

総論 日本の虎の美術 中世・近世絵

画編 

国立博物館合同企画

特別展『東アジアの

虎美術－韓国・日

本・中国－』図録 

韓国国立中央博物

館 
30 年 1 月 26 日 無 

54 3
3 同上 

調査研究課絵画・彫刻

室研究員 大橋美織 
付属品にみる作品をめぐる交流 

『玉堂清韻社報』第

５号 

浦上家史編纂委員

会 
10 月 1 日 無 

55  同上 
調査研究課工芸室長 

竹内奈美子 
漆器の領分―婚礼調度の世界 

『URUSHI ふしぎ物

語－人と漆の 12000

年史－』 

国立歴史民俗博物

館 
7 月 11 日 無 

56  同上 
調査研究課考古室長 

白井克也 

アラビアの道―サウジアラビア王国の

至宝 
『うえの』706 号 上野のれん会 30 年 2 月 1 日 無 

57  同上 
調査研究課考古室研究

員 山本亮 

近畿からみた伊勢型二重口縁壺をめぐ

る諸問題 
Mie History Vol.2 

三重歴史文化研究

会 
5 月 無 

58  同上 同上 大和南部の小型丸底壺 東生 第 6 号 
東日本古墳確立期

土器検討会 
5 月 無 

59  同上 同上 
近畿地方中部における小型丸底土器の

地域相 
同上 同上 5 月 無 

60  同上 

調査研究課考古室研究

員 山本亮 

ほか外部研究者 

藤原宮朝堂院の調査 
奈良文化財研究所紀

要 2017 
奈良文化財研究所 7 月 無 

61  同上 同上 
藤原京右京九条二・三坊、瀬田遺跡の

調査 
同上 同上 7 月 無 

62  同上 
調査研究課考古室研究

員 山本亮 
山田寺北面大垣の調査 同上 同上 7 月 無 

63  同上 同上 
奥山廃寺（奥山久米寺）出土の素文軒

平瓦 
同上 同上 7 月 無 

64  同上 同上 藤原京西二坊大路の調査成果 
条里制・古代都市研

究第 33 号 

条里制・古代都市

研究会 
30 年 3 月 有 

65 3
4 同上 

調査研究課考古室アソ

シエイトフェロー  

飯田茂雄 

砂川 1968 年、補遺「礫群」 考古学集刊 第 13 号 明治大学 5 月 無 

66 3
5 同上 

保存修復課調査分析室

長 荒木臣紀、同アソ

シエイトフェロー  

宮田将寛 

ほか外部研究者 

岩手県気仙沼市光勝寺所蔵阿弥陀如来

像の X 線 CT 調査について 

岩手県気仙沼市 光

勝寺 阿弥陀如来像 

修理報告書 

大津波プロジェク

ト実行委員会（岩

手県立博物館内） 

5 月 無 

67 3
6 同上 

保存修復課調査分析室

長 荒木臣紀 

エックス線ＣＴを用いた科学調査につ

いて 
絲綢之路 No.85 

公益財団法人 文化

財保護・芸術研究

助成財団  

10 月 16 日 無 

68 3
7 

有形文化財の収

集・保管・展覧

事業・教育普及

活動等に関する

調査研究 

保存修復課環境保存室

アソシエイトフェロー 

井上素子 

明治初期の児童教育と教育錦絵 

『明治維新から 150

年 浮世絵にみる子

どもたちの文明開

化』 

町田市立国際版画

美術館 
10 月 7 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 

査読

有無 

69  

有形文化財の収

集・保管・展覧

事業・教育普及

活動等に関する

調査研究 

保存修復課環境保存室

アソシエイトフェロー 

井上素子 

文化財防災に関する人材育成・情報発

信の成果と課題 

『文化財防災体制構

築に関する研究会 

文化財防災ネットワ

ーク推進事業アソシ

エイトフェロー研究

成果発表会 』 

国立文化財機構文

化財防災ネットワ

ーク推進室  

30 年 3 月 31 日 無 

70 3
8 同上 

保存修復課保存修復室

長 土屋裕子、同研究

補佐員 本茉梨絵 

ほか外部研究者 

「津波で被災したカンバス画の安定化

処置―綿布に描かれたアクリル画のブ

ロッティング法による脱塩―」 

文化財保存修復学会 

第 39 回大会 研究発

表要旨集 

一般社団法人文化

財保存修復学会 
7 月 1 日 無 

71 3
9 同上 

保存修復課保存修復室

長 土屋裕子 

「専門家との協同作業がもたらすもの

―東京国立博物館の臨床保存」 

博物館研究 特集

「保存業務と学芸

員」 

公益財団法人 日

本博物館協会 
10 月 無 

72 4
0 同上 同上 

「展示手法に応じた修理－東京国立博

物館の展示と対症修理」 

文化財保存修復学会

誌 

一般社団法人文化

財保存修復学会 
30 年 3 月 無 

73  同上 同上 

「綿布に描かれたアクリル画の安定化

処理―行木正義のアクリル画を例とし

て」 

大津波被災文化財保

存修復プロジェクト 

安定化処理（201８増

補版） 

津波により被災し

た文化財の保存修

復技術の構築と専

門機関の連携に関

するプロジェクト

実行委員会、公益

財団法人日本博物

館協会、ICOM 日本

委員会 

30 年 3 月 無 

74 4
1 同上 

保存修復課保存修復室

主任研究員 瀬谷愛 

2016 年の歴史学界 回顧と展望 日本

（中世） 七 美術 

『史学雑誌』第 126

編第 5 号 
史学会 5 月 20 日 無 

75 4
2 同上 

保存修復課保存修復室

研究員 横山梓 

作品解説 №79、129、145、163、

195、216 

特別展「茶の湯」図

録 
東京国立博物館 4 月 11 日 無 

76 4
3 同上 同上 

表紙解説「重文 信楽一重口水指 銘 

柴庵」 
「茶道の研究」737 号 三徳庵 4 月 無 

77 4
4 同上 同上 表紙解説「織部扇形筒向付」 「茶道の研究」742 号 同上 9 月 無 

78 4
5 同上 同上 

表紙解説「黒楽茶碗 銘 かのこ斑 

一入作」 
「茶道の研究」746 号 同上 30 年 2 月 無 

79 4
6 同上 同上 

表紙解説「重文 色絵牡丹図水指 仁

清」 
「茶道の研究」747 号 同上 30 年 3 月 無 

80  同上 

保存修復課保存修復室 

アソシエイトフェロー  

野中昭美 

「津波により被災した漆工芸品の新し

い脱塩処理方法の検討～湿布法の応用

と検証～」 

文化財保存修復学会 

第 39 回大会 研究発

表要旨集 

一般社団法人文化

財保存修復学会 
7 月 1 日 無 

81 4
7 

a.特別調査（「法

隆寺献納宝物」

（第 39 次）） 

博物館教育課教育普及

室研究員 三田覚之 

法隆寺献納宝物特別調査概報 古今目

録抄 4 

法隆寺献納宝物特別

調査概報  
東京国立博物館 30 年 3 月 無 

82 4
8 

特集「チベット

の仏教と密教の

世界」に関連す

る調査研究 

列品管理課貸与特別観

覧室研究員 西木政統 
チベットの仏像と密教の世界 展示リーフレット 同上 9 月 5 日 無 

83 4
9 

特集「新指定 

重要文化財 野

毛大塚古墳―世

田谷の中期古墳

―」に関連する

調査研究 

調査研究課考古室研究

員 河野正訓 

新指定 重要文化財 野毛大塚古墳－

世田谷の中期古墳－ 
特集リーフレット 同上 7 月 11 日 無 

84 5
0 

特集「唐三彩」

に関連する調査

研究 

企画課特別展室主任研

究員 市元塁 
三彩鎮墓獣 

東京国立博物館ニュ

ース (744)  
同上 8 月 1 日 無 

85 5
1 

特集「高野切―

平安時代最盛期

の仮名」に関連

する調査研究 

東京国立博物館百五十

年史編纂室長  

恵美千鶴子 

尊経閣文庫所蔵「無題号記録」の書写

年代について―高野切第三種筆跡との

比較より― 

『禁裏・公家文庫研

究』第６輯 
思文閣出版 8 月 1 日 無 

86 5
2 

絵巻を中心とし

た古代・中世絵

画の伝来に関す

る研究（科学研

究費助成事業） 

企画課特別展室主任研

究員 土屋貴裕 

『室町時代のやまと絵―絵師と作品

―』図録 

『室町時代のやまと

絵―絵師と作品―』

図録 

東京国立博物館 10 月 24 日 無 

87 5
3 

中世社寺縁起

絵・高僧伝絵の

成立と近世的受

容に関する研究

（科学研究費助

成事業) 

保存修復課保存修復室

主任研究員 瀬谷愛 
幕府祈願所 霊雲寺の名宝 特集リーフレット 東京国立博物館 4 月 25 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 

査読

有無 

88 5
4 

中世社寺縁起

絵・高僧伝絵の

成立と近世的受

容に関する研究

（科学研究費助

成事業) 

保存修復課保存修復室

主任研究員 瀬谷愛 
若一王子社縁起と板谷絵所 

『徳川家光と王子神

社縁起絵巻』展覧会

図録 

北区飛鳥山博物館 30 年 3 月 17 日   

89 5
5 

法隆寺献納宝物

と正倉院宝物に

おける上代染織

作品の研究（科

学研究費助成事

業） 

博物館教育課教育普及

室研究員 三田覚之 
法隆寺献納宝物の木簡について 『MUSEUM』670 号 東京国立博物館 10 月 15 日 有 

90 5
6 同上 同上 奈良・法隆寺献納宝物 木簡研究 39 木簡学会 11 月 有 

91 5
7 同上 同上 

飛鳥寺本尊 銅造釈迦如来坐像（重要

文化財）調査報告 

鹿園雑集 奈良国立

博物館研究紀要 19 
奈良国立博物館 7 月 31 日 有 

92  同上 同上 
日韓 金銅半跏思惟像 科学的調査に

基づく研究報告 

日韓 金銅半跏思惟

像 科学的調査に基

づく研究報告 

国立中央博物館 30 年 3 月 無 

93 5
8 

古代東アジア世

界における染織

品の伝播と使用

に関する考古学

および美術史学

的研究（科学研

究費助成事業） 

客員研究員 

「法隆寺献納宝物の広東裂―その分類

および絵画・彫刻等からみた文様の伝

播について―」 

『MUSEUM』667 号 東京国立博物館 4 月 15 日 有 

94 5
9 同上 客員研究員 

「法隆寺伝来・上代裂 天蓋垂飾・

錦・綴織・刺繍等の残欠―平成二十五

年度の修理の成果―」 

『MUSEUM』670 号 同上 10 月 15 日 有 

95 6
0 同上 客員研究員 

「善一田古墳出土の盛矢具に付着する

繊維について」 

『乙金地区遺跡群 23<

中巻>善一田遺跡第４

次調査』 

大野城市教育委員

会 
11 月 無 

96 6
1 

「地域考古学」

と「聖書考古

学」の協業によ

る古代パレスチ

ナ地域史の再構

築（科学研究費

助成事業） 

調査研究課東洋室研究

員 小野塚拓造 
聖書考古学の焦点 

『季刊考古学』第 141

号 
雄山閣 10 月 26 日 無 

97 6
2 

模本制作の第一

人者・田中親美

を中心とした近

現代の書の受容

に関する基礎的

研究（科学研究

費助成事業） 

東京国立博物館百五十

年史編纂室長  

恵美千鶴子 

明治の皇室に選ばれた表象―明治宮殿

と御物 

『天皇の美術史 6 近

代皇室イメージの創

出』 

吉川弘文館 6 月 14 日 無 

98  同上 同上 世尊寺家の書 02 藤原定信筆 戊辰切 『ビオシティ』73 号 ブックエンド 30 年 1 月 無 

99  同上 同上 
世尊寺家の書 03 藤原伊房筆 藍紙本

万葉集 
『ビオシティ』74 号 同上 30 年 3 月 無 

100  

中国典籍日本古

写本の研究（科

学研究費助成事

業） 

博物館情報課長（兼情

報資料室長）田良島哲 
古筆切としての漢籍古鈔本の特徴 

中国典籍日本古写本

の研究 Newsletter 4 
  30 年 1 月 無 

101 6
3 

特別展「運慶」

に関する調査研

究 

企画課長（兼国際交流

室長） 浅見龍介 
運慶の独創性とその源 特別展「運慶」図録 東京国立博物館 9 月 26 日 無 

102 6
4 同上 

列品管理課貸与特別観

覧室研究員 西木政統 

コラム「仏像の作者は誰か」ほか作品

解説 11 件 
展覧会図録『運慶』 

朝日新聞社・テレ

ビ朝日 
9 月 26 日 無 

103 6
5 同上 

調査研究課絵画・彫刻

室主任研究員 皿井舞 
仏師運慶の系譜 特別展図録『運慶』 東京国立博物館 9 月 26 日 無 

104  

特別展「仁和寺

と御室派のみほ

とけ―天平と真

言密教の名宝

―」に関する調

査研究 

企画課特別展室主任研

究員 土屋貴裕 
仁和寺と孔雀 

特別展「仁和寺と御

室派のみほとけ―天

平と真言密教の名

宝」図録 

同上 30 年 1 月 16 日 無 

105  同上 同上 仁和寺と山水屏風 同上 同上 30 年 1 月 16 日 無 

106 6
6 同上 

東京国立博物館百五十

年史編纂室長  

恵美千鶴子 

仁和寺と書 空海「三十帖冊子」 『ビオシティ』72 号 ブックエンド 10 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 

査読

有無 

107  

特別展「仁和寺

と御室派のみほ

とけ―天平と真

言密教の名宝

―」に関する調

査研究 

東京国立博物館百五十

年史編纂室長  

恵美千鶴子 

三十帖冊子の歴史 

特別展図録『仁和寺

と御室派のみほと

け』 

東京国立博物館 30 年 1 月 無 

108 6
7 

特別展「仁和寺

と御室派のみほ

とけ―天平と真

言密教の名宝

―」に関する調

査研究 

調査研究課絵画・彫刻

室主任研究員 皿井舞 
仁和寺の創建と宇多天皇 

特別展図録『仁和寺

と御室派のみほと

け』 

東京国立博物館 30 年 1 月 16 日 無 

109 6
8 

特別展「縄文 

―１万年の美の

鼓動―」に関す

る調査研究 

企画課特別展室主任研

究員 井出浩正 

縄文時代中期の浅鉢形土器のあり方―

神奈川県秦野市鶴巻上ノ窪遺跡出土の

浅鉢形土器を事例に― 

山本暉久先生古稀記

念論集 二十一世紀

考古学の現在 

六一書房 4 月 20 日 無 

110 6
9 

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 

《東京国立博物館館史資料より、復興

造営工事写真帖》 

『建築雑誌』2017 年

9 月号「連載 近現代

建築資料の世界 20」 

日本建築学会 9 月 26 日 無 

111 7
0 同上 同上 

特集資料『有機 EL 照明を用いた展示 

─東京国立博物館特別公開《国宝土偶 

縄文の女神》』 

照明学会誌 101 巻 12

月号[特集資料]特集 

LED/OLED を用いた次

世代の美術館・博物

館照明 

照明学会 12 月 無 

112 7
1 同上 同上 

MOA 美術館、GINZA SIX、富山県美術

館、東京藝術大学大学美術館 

『なごみ』 2017 年連

載〈 sense of わ〉 

5 月号、8 月号、11 月

号 

淡交社 

4 月 28 日、7 月

28 日、10 月 28

日 

無 

113  
博物館教育に関

する調査研究 

博物館教育課長 小林

牧、同教育普及室長 

藤田千織 

東京国立博物館館内ガイドの位置連動

型ガイド「トーハクなび」 ログデー

タからみるアプリケーション使用実績

報告 

東京国立博物館研究

情報アーカイブにて

公開 

東京国立博物館  6 月 15 日 無 

114 7
2 同上 

博物館教育課ボランテ

ィア室長 鈴木みどり 

ボランティアと共に取り組むバリアフ

リー―盲学校のためのスクールプログ

ラムを中心に― 

社会の進歩と発展を

担う博物館ボランテ

ィア 

中国博物館協会ボ

ランティア協議会 
9 月 25 日 無 

115 7
4 

ミュージアムに

おける鑑賞者開

発の研究；新来

館者の定着に向

けた実証的調査

分析（科学研究

費助成事業） 

総務課係長 関谷泰弘 

英米との比較による我が国ミュージア

ムにおける来館者開発の導入に向けた

基礎研究 

日本ミュージアム・

マネージメント学会

紀要 21 巻１号 

日本ミュージア

ム・マネージメン

ト学会 

6 月 有 

 

○その他有形文化財に関連する調査研究 20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 

査読

有無 

1 

博物館の環境保

存に関する調査

研究 

企画課デザイン室主任

研究員 矢野賀一、保

存修復課環境保存室長 

和田浩 

東京国立博物館における展示ケースの

進化 

日本展示学会第 36 回

研究大会研究発表梗

概集 

日本展示学会 6月17日 無 

2 同上 

保存修復課環境保存室

長 和田浩 

ほか外部研究者 

法隆寺金堂焼損部収蔵庫における壁画

の保存・公開に関する研究-実測調査

と数値解析による収蔵庫内の温湿度の

現状の分析- 

日本文化財科学会第

34 回大会研究発表要

旨集 

日本文化財科学会 6月11日 無 

3 同上 同上 災害対策調査部会 2016 年度活動報告 

文化財保存修復学会

第 39 回大会 研究発

表要旨集 

文化財保存修復学

会 
7月1日 無 

4 

美術品・輸送機

関・梱包資材の

振動特性情報を

集積した安全輸

送のためのシス

テム構築（科学

研究費助成事

業） 

保存修復課環境保存室

長 和田浩 

キトラ古墳壁画の輸送 輸送中に発生

した加速度について 

『月刊文化財』649

号 

文化庁文化財部監

修 
10月1日 無 

5 同上 同上 文化財の梱包 
日本包装学会誌 

26(6) 
日本包装学会 12月1日 無 

6 同上 

保存修復課環境保存室

長 和田浩 

ほか外部研究者 

Study on transport environment of 

cultural properties via ship in 

Japan 

Proceedings of the 

28th IAPRI World 

Symposium on 

Packaging, Lausanne 

IAPRI 

(International 

association of 

packaging 

research 

institutes) 

5月1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 

査読

有無 

7 

美術品・輸送機

関・梱包資材の

振動特性情報を

集積した安全輸

送のためのシス

テム構築（科学

研究費助成事

業） 

保存修復課環境保存室

長 和田浩 

文化財の国内長距離輸送時の各輸送工

程において発生した加速度の評価 

日本文化財科学会第

34 回大会研究発表要

旨集 

日本文化財科学会 6月10日 無 

8 同上 

保存修復課環境保存室

長 和田浩 

ほか外部研究者 

キトラ古墳壁画輸送時に発生した加速

度の解析 

文化財保存修復学会

第 39 回大会 研究発

表要旨集 

文化財保存修復学

会 
7月1日 無 

9 同上 
保存修復課環境保存室

長 和田浩 
美術品輸送専用車両 

日本包装学会誌 

26(6) 
日本包装学会 12月1日 無 

10 同上 

保存修復課環境保存室

長 和田浩 

ほか外部研究者 

海上輸送を経由する文化財輸送環境の

評価 

日本包装学会第 26 回

年次大会研究発表会

予稿集 

同上 7月11日 無 

11 同上 
保存修復課環境保存室

長 和田浩 

A Case Study on Transport 

Environment of Cultural Properties 

by Ship 

東亜文化遺産保護学

会第 6 次国際学術研

討会論文摘要手冊 

東亜文化遺産保護

学会 

(The Society for 

Conservation of 

Cultural Heritage 

in East Asia) 

8月25日 無 

12 同上 

保存修復課環境保存室

長 和田浩 

ほか外部研究者 

文化財輸送環境の最適化に向けた基礎

的研究 

日本機械学会 第 26 

回交通・物流部門大

会 講演論文集 

日本機械学会 12月4日 無 

13 同上 
保存修復課環境保存室

長 和田浩 
美術品梱包輸送技能取得士 

日本包装学会誌 

26(6) 
日本包装学会 12月1日 無 

14 同上 

保存修復課環境保存室

長 和田浩 

ほか外部研究者 

美術品輸送専用車両による輸送環境の

シミュレーションに関する基礎的研究 

全日本包装技術研究

大会大会予稿集 
日本包装技術協会 11月16日 無 

15 同上 同上 

キトラ古墳壁画の輸送環境解析から見

た文化財の輸送および荷役作業の評価

に関する考察 

考古学と自然科学 75 日本文化財科学会 30年2月15日 有 

16 同上 同上 
キトラ古墳壁画搬送時の熱・水分環境

評価 

日本文化財科学会第

34 回大会研究発表要

旨集 

同上 6月11日 無 

17 同上 
保存修復課環境保存室

長 和田浩 
文化財輸送環境解析に関する研究動向 包装技術 56(2) 日本包装技術協会 30年2月1日 無 

18 

博物館資料・業

務の情報処理に

関する調査研究 

博物館情報課長（兼情

報資料室長）田良島哲 

文化財写真の系譜と『奈良六大寺大

観』『大和古寺大観』 

平成 29 年度文化庁

「文化関係資料のア

ーカイブ構築に関す

る調査研究」報告書 

公益社団法人日本

写真家協会 
30年3月 無 

19 同上 

博物館情報課情報管理

室アソシエイトフェロ

ー 和久井遥 

散発的にデジタル化したデータの管理

手法について 

第 10 回秋季研究集会

予稿集 

アート・ドキュメ

ンテーション学会 
11月19日 無 

20 

創立 150 年へ向

けた館史編纂の

ための基礎的な

資料整理と調査

研究 

博物館情報課長（兼情

報資料室長）田良島哲 
森鷗外「帝室博物館書目解題」再考 

美術フォーラム 21 

Vol.35 
美術フォーラム 21 5月30日 無 

 

【京都国立博物館】62件 

○有形文化財の展覧事業・教育活動等に関連する調査研究 56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 

査読

有無 

1 

収蔵品・寄託品

等及び各博物館

の特色に応じた

歴史・伝統文化

に関連する調査

研究 

美術室長 羽田 聡 
「知恩院の至宝 VOL.12 天平年間写経

生日記」 
『華頂』592 号 

浄土宗総本山知恩

院 
5月 無 

2 同上 同上 
「京都国立博物館所蔵 伏見天皇宸翰

消息」 
『古文書研究』84 号 勉誠出版 12月 無 

3 同上 同上 
「名品に咲く華 和漢朗詠色紙貼交屏

風」 
『華道』80─４ 日本華道社 30年3月 無 

4 同上 教育室長 山川曉 「染織史からみる伝法衣」 『禅文化』244 号 禅文化研究所 4月25日 無 

5 同上 同上 「表紙解説 夢窓疎石像」 同上 同上 4月25日 無 

6 同上 教育室長 山川曉 
「紅綾地変わり菱亀甲文様総鹿子絞繡

小袖」 
『國華』1462 國華社 8月20日 有 

7 同上 同上 「草花文様四つ替小袖」  『華道』 日本華道社 12月 無 

8 同上 教育室長 永島明子 
「美術館だより 307 京都国立博物館

㉝ 富士蒔絵盆 中山胡民作」 
『なにわ』752 号 

大阪府警察本部警

務部教養課 

一般財団法人大阪

府警察職員互助会 

30年1月30日 無 

9 同上 同上 
「知恩院の至宝 vol.20 黒地秋草蒔絵

桐紋付長持」 

『華頂』創刊 600 号

記念号 

浄土宗総本山知恩

院 
30年2月1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 

査読

有無 

10 

収蔵品・寄託品

等及び各博物館

の特色に応じた

歴史・伝統文化

に関連する調査

研究 

連携協力室長・淺湫毅

（池田素子氏と共著） 

「宮津市・金剛心院の地蔵菩薩立像と

佛性寺の阿弥陀如来立像」 
『学叢』39 京都国立博物館 5月25日 無 

11 同上 連携協力室長 淺湫毅 
「鳥取・三佛寺の蔵王権現と滋賀・上

野神社の男神坐像（伝素盞男尊）」 
同上 同上 5月25日 無 

12 同上 
保存科学室長  

降幡順子 
「飛鳥寺塔心礎出土耳環」 

『奈良文化財研究所

紀要 2017』 
奈良文化財研究所 6月30日 無 

13 同上 同上 「群馬県白山古墳出土品の研究 1」 『鹿園雑集』第 19 号 奈良国立博物館 7月31日 無 

14 同上 
保存修理指導室長 

大原 嘉豊 
「羅漢像」（知恩院の至宝１３） 『華頂』５９３号 

浄土宗総本山知恩

院 
6月 無 

15 同上 同上 
「知恩院の至宝 VOL.15 阿弥陀経曼陀

羅図」 
『華頂』５９５号 同上 9月 無 

16 同上 同上 
「国宝 山水屏風（京都国立博物館

蔵）解題」 

『国宝 山水屏風

（京都国立博物館

蔵）解題』京都国立

博物館複製監修） 

同朋舎新社 10月30日 無 

17 同上 同上 
「美術館だより 305 清園寺縁起 京

都・清園寺」 
『なにわ』１２月号 大阪府警察 11月 無 

18 同上 同上 

「国宝 絹本著色不動明王像(黄不動)

〔京都・曼殊院蔵〕修理時に発見され

た御衣絹加持の痕跡に関して」 

『月刊文化財』６５

０号 
第一法規 11月1日 無 

19 同上 同上 作品解説 

『粟生寺展』越前市

武生公会堂記念館地

域連携企画展図録 

越前市武生公会堂

記念館 
12月18日 無 

20 同上 同上 「詫磨派の問題ー勝賀を中心にー」 

『研究発表と座談会 

平安時代後期を中心

とした絵師の工房を

めぐる諸問題』 

公益財団法人仏教

美術研究上野記念

財団研究報告書第

四十四冊 

30年3月31日 無 

21 同上 
考古室主任研究員  

古谷 毅 

「三次元計測・Ｘ線ＣＴ調査と古墳時

代甲冑研究の課題」 

学術振興会基盤研究

Ｂ研究会『Ｘ線ＣＴ×

島内139号地下式横穴

墓-線CT調査による古

墳時代甲冑の研究』資

料集 

九州国立博物館・

鹿児島大総合研究

博物館・えびの市

教育委員会 

9月9日 無 

22 同上 同上 
「物部氏と武器生産 -石上神宮と王権

の武装」 

『天理市観光協会設

立60周年記念 大和の

中のヤマト「シンポジ

ウム ここまで判った

物部氏 -布留遺跡の

調査成果から』資料集 

天理市観光協会 30年3月4日 無 

23 同上 同上 
「考古資料から見た弥生～古墳時代出

雲地方の特質 -形成と領域-」 

『島根大学萌芽研究

プロジェクト・朝日新

聞文化財団文化財保

護事業・島根県立八雲

立つ風土記の丘連携

シンポジウム「黄泉国

訪問譚と古墳時代出

雲の葬制-考古学・地

質学・歴史学のコラボ

レーション-」』(予稿

集) 

島根大学・島根県

立八雲立つ風土記

の丘 

30年3月17日 無 

24 同上 同上 
「器財埴輪の伝統性 -武装具形埴輪と

倭の武装-」 

『第 3回古代韓日古墳

研究交流會・第 34 回

古墳文化研究會－日

韓埴輪の比較･検討と

倭系古墳出現の歴史

的背景－』(予稿集) 

京都国立博物館科

学研究費研究会・

慶北大學校 

30年3月24日 無 

25 同上 
列品管理室主任研究員 

呉孟晋 
「（動向）美術」 

『中国年鑑２０１

７』 
中国研究所 5月 無 

26 同上 同上 作品解説 
『典雅と奇想：明末

清初の中国名画』 
東京美術 11月 無 

27 同上 
列品管理室主任研究員 

呉孟晋 

「東京、台湾そして広東をつなぐ画

家：須磨コレクションの重松岩吉につ

いて」 

国際コロキウム『移

動する画家と東アジ

ア近代美術の形成』

予稿集 

福岡大学 11月 無 

28 同上 同上 「桃李園図・金谷園図 仇英筆」 『華頂』598 号 
浄土宗総本山知恩

院 
12月 無 

29 同上 同上 
「画報と画家：『良友』画報にみる嶺

南画派の画家たち」 

『上海モダン：『良

友』画報の世界』 
勉誠出版 30年3月 無 

30 同上 同上 
「『良友』画報における美術関係記事

目次」 
同上 同上 30年3月 無 

31 同上 同上 「野﨑家における王冶梅の画業」 
『文化共生学研究』

17 号 

岡山大学大学院社

会文化科学研究科 
30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 

査読

有無 

32 

収蔵品・寄託品

等及び各博物館

の特色に応じた

歴史・伝統文化

に関連する調査

研究 

保存修理指導室研究員 

福士雄也 

「2016 年の歴史学界―回顧と展望― 

近世・美術」 

『史学雑誌』第 126

編第 5 号 
史学会 5月20日 無 

33 同上 同上 「曾我蕭白筆 富士三保清見寺図」 『國華』1464 号 國華社 10月20日 有 

34 同上 
企画室研究員 

井並林太郎 

「若狭国鎮守神人絵系図―修理報告を

踏まえて―」 
『学叢』39 号 京都国立博物館 5月25日 無 

35 同上 同上 「騎馬武者像」 『なにわ』745 号 

大阪府警察本部警

務部教養課 

一般財団法人大阪

府警察職員互助会 

6月29日 無 

36 同上 
企画室アソシエイトフ

ェロー 上杉智英 
「知恩院の至宝 VOL.14 大楼炭経」 『華頂』594 号 

浄土宗総本山知恩

院 
7月 無 

37 同上 同上 「知恩院の至宝 VOL.16 三略」 『華頂』596 号 同上 10月 無 

38 
陶磁に関する調

査研究 

工芸室研究員  

降矢哲男 
「中国への憧れと日本独自の美意識」 『淡交』885 号 淡交社 9月 無 

39 同上 同上 「黒いやきものの登場と流行」 
『天然黒ぐろ―鉄と

炭素のものがたり』 
ＬＩＸＩＬ出版 12月 無 

40 

幕末近代の商家

が伝えた文化財

の総合調査 

教育室長 永島明子 「廣海家の蔵が伝えたもの」 

『貝塚廣海家コレク

ション受贈記念特別

企画 豪商の蔵―美

しい暮らしの遺産

―』 

京都国立博物館 30年2月3日 無 

41 同上 同上 「土蔵から展示室へ」 同上 同上 30年2月3日 無 

42 同上 

上席研究員 宮川貞一 

企画室長 伊藤信二 

美術室長 羽田 聡 

工芸室長 山川 曉 

連携協力室長 淺湫毅 

教育室長 永島明子 

工芸室研究員 降矢哲男 

保存修理指導室研究員 

福士雄也 

作品解説 同上 同上 30年2月3日 無 

43 

長尾雨山の中国

書画受容に関す

る基礎的研究 

列品管理室主任研究員 

呉孟晋 

「三希堂：乾隆帝をいやした極小空

間」「呉昌碩との交流：富岡鉄斎と橋

本関雪」 

『中国文化事典』 丸善出版 4月 無 

44 同上 同上 
「長尾雨山の中国書画受容に関する基

礎的研究」 
科研報告書（若手 B） 京都国立博物館 30年3月 無 

45 

思渓版大蔵経刊

行実態の解明－

目録と遣例によ

る実証的研究 

企画室アソシエイトフ

ェロー 上杉智英 

「大正蔵本『後思渓録』の祖本とその

問題点」 

『印度学仏教学研

究』第 66 巻第 2 号 

日本印度学仏教学

会 
30年3月 有 

46 
特別展等の開催

に伴う調査研究 
学芸部長 山本英男 「雲竜図 海北友松」 『美術館だより 297』 京都国立博物館 4月 無 

47 同上 同上 「孤高の絵師 海北友松」 

『京都国立博物館開

館 120 周年記念特別

展覧会 海北友松』

（展覧会図録） 

毎日新聞社  

ほか 
4月 無 

48 同上 
学芸部長 山本英男 

美術室長 羽田 聡 
作品解説 

『京都国立博物館開

館 120 周年記念特別

展覧会 海北友松』

（展覧会図録） 

京都国立博物館 

毎日新聞社 

NHK 京都放送局 

NHK プラネット近畿 

4月 無 

49 

開館 120 周年記

念特別展覧会｢国

宝｣に関する調査

研究 

学芸部長 山本英男 
「特集 国宝の美 日本人が生み出し

た美の精華」 
『淡交』885 号 淡交社 9月 無 

50 同上 
列品管理室主任研究員 

呉孟晋 

「「渡来絵画」からみた日本の国宝

史」 

『京都国立博物館開

館 120 周年記念特別

展覧会 国宝』（展

覧会図録） 

毎日新聞・NHK 10月 無 

51 同上 同上 「宮女図（伝桓野王図）」 『なにわ』749 号 
大阪府警察職員互

助会 
11月 無 

52 同上 
工芸室研究員  

降矢哲男 
等伯・久蔵、親子の共演 『淡交』9 月号 淡交社 8月28日 無 

53 同上 同上 「国宝とは何か」 『淡交』885 号 同上 9月 無 

54 同上 同上 「中国への憧憬と日本独自の美意識」 『国宝』図録 

京都国立博物館 

毎日新聞社 

NHK 京都放送局 

NHK プラネット近畿 

10月3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 

査読

有無 

55 

開館 120 周年記

念特別展覧会｢国

宝｣に関する調査

研究 

学芸部長 山本英男 

上席研究員 宮川貞一 

企画室長 伊藤信二 

美術室長 羽田 聡 

工芸室長 山川 曉 

連携協力室長 淺湫毅 

保存修理指導室長  

大原嘉豊 

教育室長 永島明子 

列品管理室主任研究員 

呉孟晋 

工芸室研究員 降矢哲男 

保存修理指導室研究員 

福士雄也 

企画室研究員 

井並林太郎 

企画室アソシエイトフ

ェロー 上杉智英 

作品解説 

『京都国立博物館開

館 120 周年記念特別

展覧会 国宝』（展

覧会図録） 

京都国立博物館 

毎日新聞社 

NHK 京都放送局 

NHK プラネット近畿 

10月 無 

56 
博物館教育に関

する調査研究 

教育室研究員 

水谷亜希 

公募による大学生・大学院生が〈文化

財ソムリエ〉として訪問授業 
『ミュゼ』第 117 号 

アム・プロモーシ

ョン 
4月 無 

 

○その他有形文化財に関連する調査研究 6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 

査読

有無 

1 

文化財の保存修

復に関する調査

研究 

保存科学室長 

降幡順子 

石室石材の残存する「朱線」の自然科

学分析 

『特別史跡高松塚古

墳発掘調査報告』 

文化庁・奈良文化財

研究所・橿原考古学

研究所・明日香村 

5 月 31 日 

無 

2 同上 同上 南壁石下検出赤色顔料の自然科学分析 同上 同上 5 月 31 日 無 

3 同上 同上 床面出土ガラス小玉の非破壊分析調査 同上 同上 5 月 31 日 無 

4 同上 同上 
青谷上寺地遺跡出土ガラス玉G52黒色塊

の材質分析 

『青谷上寺地遺跡発

掘調査研究年報 2016』 

鳥取県埋蔵文化財

センター 
30 年 3 月 

 

無 

5 

鉛釉陶器の鉛同

位体比値と金属

元素の価数から

考察する生産地

の焼成技術の特

徴に関する調査

研究 

同上 縄生廃寺出土唐三彩の化学分析 
『奈良文化財研究所

紀要 2017』 
奈良文化財研究所 6 月 30 日 無 

6 同上 同上 平城宮出土の奈良三彩陶器と施釉瓦磚 同上 同上 6 月 30 日 無 

 

【奈良国立博物館】37件 
○有形文化財の展覧事業・教育活動等に関連する調査研究 36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 

査読

有無 

1 

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。 

学芸部長 内藤栄 
空海の舎利信仰の源流―後七日御修法

とスリランカの仏歯供養 
『鹿園雑集』第 19 号 奈良国立博物館 7 月 31 日 無 

2 同上 上席研究員 岩田茂樹 金剛峯寺四天王像をめぐって 

『快慶─日本人を魅

了した仏たち』特別展

図録 

奈良国立博物館・読

売新聞社・読売テレ

ビ 

4 月 8 日 無 

3 同上 
情報サービス室長  

岩井共二 
中国式仏像の出現 

『アジア仏教美術論

集 東アジアⅠ』 
中央公論美術出版 5 月 無 

4 同上 同上 『往生要集』と浄土教の仏像 

『 1000 年忌特別展 

源信 地獄・極楽への

扉』特別展図録 

奈良国立博物館・朝

日新聞社 
7 月 15 日 無 

5 同上 同上 
薬師寺金堂 日光・月光菩薩立像の着衣

形式について 
『鹿園雑集』第 20 号 奈良国立博物館 30 年 3 月 31 日 無 

6 同上 工芸考古室長 清水健 作品解説 

『創建一二五〇年記

念  奈良  西大寺展 

叡尊と一門の名宝』展

覧会図録 

日本経済新聞社 4 月 15 日 無 

7 同上 同上 春日赤童子の図像について 

『第八八二回 国指

定重要無形民俗文化

財 春日若宮おん祭』

（おん祭解説書）第三

三集 

一般財団法人春日

若宮おん祭保存会 
11 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 

査読

有無 

8 

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。 

教育室長 谷口耕生 快慶と絵様―御仏の相好を写す 

『快慶─日本人を魅

了した仏たち』特別展

図録 

奈良国立博物館・読

売新聞社・読売テレ

ビ 

4 月 8 日 無 

9 同上 同上 薬師寺板絵神像小考 

『修理完成記念特別

陳列 薬師寺の名画

―板絵神像と長沢芦

雪筆旧福寿院障壁画

―』 

奈良国立博物館 30 年 2 月 6 日 無 

10 

館蔵品・寄託品

等の調査研究を

文化財保存の観

点から実施し、

文化財の活用及

び後世への継承

に資する。 

保存修理指導室長  

鳥越俊行 

"Volume Visualization of Hidden 

Gallery System of Drywood Termite 

Using Computed Tomography: A New 

Approach on Monitoring of Termite 

Infestation", "Sustainable Future 

for Human Security: Environment & 

Resources" 

Springer Springer 10 月 無 

11 

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。 

企画室長 野尻忠 
口絵解説 大般若経（魚養経）巻第二百

五十一 

『正倉院文書研究』15

号 
正倉院 11 月 8 日 無 

12 同上 同上 
展示概説 おん祭と春日信仰の美術―

特集 社家史料と若宮― 

『おん祭と春日信仰

の美術―特集 社家史

料と若宮―』特別陳列

図録 

一般財団法人仏教

美術協会 
12 月 9 日 無 

13 同上 同上 
薬師寺伝来の大般若経（魚養経）と正倉

院文書にみる宝亀初年の一切経書写 
『鹿園雑集』第 20 号 奈良国立博物館 30 年 3 月 31 日 無 

14 同上 列品室長 吉澤悟 群馬県白山古墳出土品の研究１ 『鹿園雑集』第 19 号 同上 7 月 31 日 無 

15 同上 同上 
律僧忍性の救済活動を通してみる中世

都市奈良 

『「宗教都市」奈良を

考える』 
山川出版社 9 月 2 日 無 

16 

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 緑瑠璃十二曲長坏は乾隆ガラスか？ 

『第 69 回正倉院展』

特別展図録（宝物寸

描） 

奈良国立博物館 10 月 28 日 無 

17 同上 同上 ソグド人がもたらした西域文化 同上 同上 10 月 28 日 無 

18 

収蔵品写真・資

料等の活用につ

いての研究成果

を公表する。 

資料室長 宮崎幹子 
博物館と文化財写真―奈良国立博物館

におけるガラス乾板整理の経験から― 

『文化財としてのガ

ラス乾板―写真が紡

ぎなおす歴史像―』 

勉誠出版 4 月 30 日 無 

19 同上 同上 

仏教美術写真の蓄積と公開―奈良国立

博物館仏教美術資料研究センターと近

年のアーカイブズ事業を中心に― 

『美術フォーラム 21』

第 35 号 
醍醐出版 5 月 30 日 無 

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。 

美術室主任研究員  

斎木涼子 

内侍所神鏡をめぐる儀礼―十一世紀に

おける神聖化 
『洛北史学』19 洛北史学会 6 月 無 

21 同上 
情報サービス室主任研

究員 北澤菜月 
恵心僧都源信と浄土信仰の美術 

『 1000 年忌特別展 

源信 地獄・極楽への

扉』特別展図録 

奈良国立博物館・朝

日新聞社 
7 月 15 日 無 

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。 

教育室主任研究員  

中川あや 
正倉院北倉に納められた鏡 

『第 69 回正倉院展』

特別展図録（宝物寸

描） 

奈良国立博物館 10 月 28 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 

査読

有無 

23 

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。 

美術室主任研究員  

山口隆介 
快慶の生涯と「如法」の仏像 

『快慶─日本人を魅

了した仏たち』特別展

図録 

奈良国立博物館・読

売新聞社・読売テレ

ビ 

4 月 8 日 無 

24 同上 同上 三宝荒神坐像（来迎院） 『國華』1458 國華社 4 月 20 日 無 

25 同上 同上 作品解説 
『高野山正智院の歴

史と美術』 

正智院・高野山霊宝

館 
7 月 15 日 無 

26 同上 同上 大日如来坐像(円空仏) 『聖徳』233 号 聖徳宗教学部 7 月 26 日 無 

27 同上 同上 もっと知りたい運慶 『運慶への招待』 朝日新聞出版 9 月 20 日 無 

28 同上 同上 作品解説 

『日韓金銅半跏思惟

像―科学的調査に基

づく研究報告―』 

韓国・国立中央博物

館 
12 月 無 

29 同上 同上 
快慶作品の造像銘記に関する二、三の知

見 
『鹿園雑集』第 20 号 奈良国立博物館 30 年 3 月 31 日 無 

30 同上 
美術室アソシエイトフ

ェロー 伊藤久美 
法相曼荼羅 『聖徳』234 号 聖徳宗教学部 12 月 1 日 無 

31 同上 同上 「華厳宗祖師絵伝」義湘絵の再検討 『美術史学』 
東北大学文学部美

術史研究室 
30 年 3 月 31 日 無 

32 同上 
工芸考古室アソシエイ

トフェロー 田澤梓 

古代の尺八―正倉院宝物 樺纒尺八を

中心に― 
『鹿園雑集』第 20 号 奈良国立博物館 30 年 3 月 31 日 無 

33 

2019年 ICOM京都

大会に向けて研

究成果を報告す

る。 

企画室アソシエイトフ

ェロー 堀内しきぶ 

国際委員会報告 COMCOL（コレクティン

グ国際委員会） 

『ICOM 大会報告書（第

二四回 イタリア・ミ

ラノ大会）』 

ICOM 日本委員会 4 月 無 

34 

館蔵品・寄託品

等の調査研究を

文化財保存修理

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。 

前保存修理指導室アソ

シエイトフェロー  

大江克己 

保存修理について（群馬県白山古墳出土

品の研究１） 
『鹿園雑集』第 19 号 奈良国立博物館 7 月 31 日 無 

35 

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。 

美術室アソシエイトフ

ェロー 樋笠逸人 

明恵上人『夢記』の文殊現形記事につい

て―高山寺本第一篇からの小考― 
『鹿園雑集』第 20 号 同上 30 年 3 月 31 日 無 

36 同上 

情報サービス室アソシ

エイトフェロー  

朴美蓮 

李亨禄筆《冊架図》の特殊性について―

遠近法・陰影法を中心に 

『鹿島美術研究』年報

第三四号別冊 
鹿島美術財団 11 月 無 

 

○その他有形文化財に関連する調査研究 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 

査読

有無 

1 

文化財の科学的

調査方法の研究

及 び 実 施 を 行

い、その成果を

発表する。 

学芸部保存修理指導室

長 鳥越俊行 

等身大の木彫像を対象とした大型文化

財用Ｘ線ＣＴスキャナの導入と調査作

例について 

『鹿園雑集』第 20 号 奈良国立博物館 30 年 3 月 31 日 無 

 

【九州国立博物館】 35件 
○有形文化財の展覧事業・教育活動等に関連する調査研究 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 

査読

有無 

1  
水中文化遺産 

 

学芸部博物館科学課 

アソシエイトフェロー 

佐々木蘭貞 

元寇沈没船を探る－日本・ベトナムに

おける調査 
『水中文化遺産』 勉誠出版 6 月 無 

2  同上 同上 水中考古学のいま―発見と保護と研究 西日本文化 No.479 西日本文化協会 7 月 1 日 無 

3  西域美術 
学芸部特任研究員 

臺信祐爾 
西域の仏教美術 ユーラシア研究 ユーラシア研究所 8 月 20 日 無 

4 2 

特別展示「大分

県国東宇佐 六

郷満山展～神と

仏と鬼の郷～」 

文化財防災ネットワーク

推進室 萬納恵介 
作品解説 

特別展示図録「大分

県国東宇佐 六郷満

山展～神と仏と鬼の

郷～」 

九州国立博物館 9 月 無 

5  

文化交流の観点

から見た 17～18

世紀日本美術の

研究 

学芸部企画課特別展室 

主任研究員 鷲頭桂 

「新・桃山展の仲間たち」および作品

解説 

特別展図録『新・桃

山展―大航海時代の

日本美術』 

忘羊社 10 月 14 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 

査読

有無 

6  水中文化遺産 

学芸部博物館科学課 

アソシエイトフェロー 

佐々木蘭貞 

鷹島海底遺跡の調査とその後～これか

らの水中考古学研究 

神奈川県立金沢文庫

特別展図録『唐物－

中世鎌倉文化を彩る

海の恩恵』 

神奈川県立金沢文

庫 
12 月 無 

7  同上 同上 水中考古学の過去・現在・未来 
文明研究・九州 1１

号 
比較文明学会 30 年 1 月 無 

8  

特別展「王羲之

と日本の書」に

関する調査研究 

館長 島谷弘幸 書の楽しみとその魅力 
『王羲之と日本の

書』（展覧会図録） 

『王羲之と日本の

書』（展覧会図

録） 

30 年 2 月 10 日 無 

9  同上 

学芸部企画課特別展室主

任研究員 鷲頭桂、同室

研究員 松浦晃佑、文化

交流展室研究員 森實久

美子、文化財課主任研究

員 山下善也、同資料登

録室長 丸山猶計、同室

主任研究員 川畑憲子、

同室研究員 望月規史 

作品解説 
『王羲之と日本の

書』（展覧会図録） 

『王羲之と日本の

書』（展覧会図

録） 

30 年 2 月 10 日 無 

10  同上 
学芸部文化財課資料登録

室長 丸山猶計 
王羲之と日本の書 

『王羲之と日本の

書』（展覧会図録） 

『王羲之と日本の

書』（展覧会図

録） 

30 年 2 月 10 日 無 

11  水中文化遺産 

学芸部博物館科学課 

アソシエイトフェロー 

佐々木蘭貞 

諸外国における水中考古学教育とトレ

ーニング 

『水中遺跡の歴史

学』 
山川出版 30 年 3 月 無 

12 3 

文化交流の観点

から見た 17～18

世紀日本美術の

研究 

学芸部企画課特別展室 

主任研究員 鷲頭桂 

Japanese Art in the Age of 

Discoveries at Kyushu National 

Museum 

The Oriental 

Ceramic Society 

Newsletter, Number 

**  

The Oriental 

Ceramic Society 
30 年 3 月 無 

13  

高校所蔵考古資

料を利用した博

学連携活動の実

践的研究 

展示課  

主任研究員 今井涼子 

高校所蔵考古資料を利用した博学連携

活動の実践的研究 

九州国立博物館紀要

『東風西声』第 13 号 
九州国立博物館 30 年 3 月 30 日 無 

 

○その他有形文化財に関連する調査研究 22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 

査読

有無 

1  
日本書道史の研

究 

学芸部文化財課資料登録

室長 丸山猶計 
筆墨に潜む白隠 

白隠禅師二百五十年

遠諱記念『白隠』

（展覧会図録） 

花園大学歴史博物

館 
5 月 11 日 無 

2  

石棺に塗布され

た赤色顔料につ

いての基礎的研

究 

学芸部博物館科学課 

保存修復室主任研究員 

志賀智史 

阿蘇石製石棺に採用された赤色顔料に

ついて 

日本文化財科学会 34

回大会発表要旨集 
日本文化財科学会  6 月 9 日 無 

3  材質調査 同上 朝鮮・三国時代の鞍装飾の一例 

文化財保存修復学会

第 39 回大会研究発表

要旨集 

文化財保存修復学

会 
7 月 1 日 無 

4  

文化財建造物に

おける塗装材料

の解析  

客員研究員 赤田昌倫 文化財建造物における塗装材料の解析 
SPring-8/SACLA 利用

研究成果集 
Spring8 7 月 25 日 有 

5  
文化財の生物被

害調査 

Miyuki Nishijima, 

Nozomi Tazato, Yutaka 

Handa, Nao Umekawa, 

Rika Kigawa, Chie 

Sano, Junta Sugiyama 

Microbacterium tumbae sp. no., an 

actinobacterium isolated from the 

stone chamber of ancient tumulus 

International 

journal of 

systematic and 

evolutionary 

microbiology 67 

Microbiology 

society 
2017 有 

6  
修復材料の耐久

性の検討 

東京藝術大学 桐野文

良、学芸部博物館科学課

アソシエイトフェロー 

大橋有佳、東京藝術大学 

塚田全彦、稲葉政満 

平等院鳳凰堂の仕上げに用いる表面コ

ーティングしたベンガラ材の耐光性と

付着製の予備検討 

鳳翔学叢 第 13 輯 平等院 29 年 3 月 

 

 

 

有 

7  
仏教美術の研究

史 

文化財防災ネットワーク

推進室 萬納恵介 
「四王院の造営と安置仏像」 

大橋一章・松原智美

編著『西大寺―美術

史研究のあゆみー』 

里文出版 30 年 1 月 

 

8  
日本近世絵画の

研究 

学芸部文化財課主任研究

員 山下善也 

狩野山雪と「和」の画題―「武家相撲

絵巻」をめぐって 
美術研究 423 号 東京文化財研究所 30 年 1 月 無 

9  
文化財の保存修

復 

東京文化財研究所 佐藤

嘉則、学芸部博物館科学

課長兼環境保全室長 木

川りか、日本学術振興会

特別研究員 貴田啓子、

東京文化財研究所 川野

辺渉、早川典子 

高松塚・キトラ古墳壁画上の微生物汚

れの除去 -酵素の選抜とその諸性質- 
保存科学 57 号 東京文化財研究所 30 年 3 月 有 

10  
文化財の生物被

害調査・対策 

東京文化財研究所 佐藤

嘉則、学芸部博物館科学

課長兼環境保全室長 木

川りか、東京文化財研究

所 犬塚将英、森井順

之、明治大学 矢島國雄 

虎塚古墳石室の扉石表面に形成したバ

イオフィルムの微生物群集構造解析と

その制御 

同上 同上 30 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 

査読

有無 

11  
文化財の生物被

害調査 

株式会社テクノスルガ・

ラボ 喜友名朝彦、マク

ロジェンジャパン 安光

得、東京文化財研究所 

佐藤嘉則、学芸部博物館

科学課長兼環境保全室長 

木川りか、東京文化財研

究所 佐野千絵、株式会

社テクノスルガ・ラボ千

葉分室 杉山純多 

高松塚・キトラ両古墳の Penicillium

属分離株の分子系統学的帰属および

Penicillium sp. 2 の分類学的記載と

生物劣化問題へのかかわり 

保存科学 57 号 東京文化財研究所 30 年 3 月 有 

12  
文化財の生物被

害調査 

株式会社テクノスルガ・

ラボ 西島美由紀、喜友

名朝彦、マクロジェンジ

ャパン 安光得、株式会

社テクノスルガ・ラボ 

富田順子、喜友名朝彦 

東京文化財研究所 佐藤

嘉則、学芸部博物館科学

課長兼環境保全室長 木

川りか、東京文化財研究

所 佐野千絵、文化庁 

宇田川滋正、建石徹、株

式会社テクノスルガ・ラ

ボ千葉分室 杉山純多 

分子生物学的手法による高松塚・キト

ラ両古墳の微生物群集構造解析 
同上 同上 30 年 3 月 有 

13  考古資料の調査 

土井が浜遺跡・人類学ミ

ュージアム 大薮由美

子、客員研究員 赤田昌

倫、博物館科学課研究補

佐員 田中麻美、土居が

浜遺跡・人類学ミュージ

アム 高椋浩史・河田

聡、客員研究員 今津節

生 

124 号人骨の傷痕における X 線 CT を用

いた調査 

土井が浜遺跡・人類

学ミュージアム研究

紀要 第 12 号 

土井が浜遺跡・人

類学ミュージアム 
30 年 3 月 無 

14  材質調査 

学芸部博物館科学課 

保存修復室主任研究員 

志賀智史、修理工房宰

匠、文化庁 藤田励夫 

九州国立博物館所蔵 安南国副都堂福

義侯阮書簡の保存修理から見えてきた

こと 

九州国立博物館紀要

『東風西声』第 13 号 
九州国立博物館 30 年 3 月 30 日 無 

15  材質調査 

学芸部博物館科学課 ア

ソシエイトフェロー 大

橋有佳、同主任研究員 

志賀智史、同課長兼環境

保全室長 木川りか 

当館所蔵「大方広仏華厳経巻第十五

（泉福寺焼経）」及び長松寺所蔵「重

要文化財 高麗版大般若経」の接着に

使用された膠着剤の調査 

同上 同上 30 年 3 月 30 日 無 

16  

文化交流の観点

から見た 15～16

世紀日本美術の

研究 

学芸部文化財課資料管理

室主任研究員 畑靖紀 

渡唐天神像小考―館蔵品の素材と表現

について― 
同上 同上 30 年 3 月 30 日 無 

17  
ラスコー洞窟壁

画 

学芸部 

特任研究員 臺信祐爾 

ラスコー洞窟発見について ―マルセ

ル・ラヴィダの手記による― 
同上 同上 30 年 3 月 30 日 無 

18  

出土赤色顔料に

ついての調査研

究 

学芸部博物館科学課 

保存修復室主任研究員 

志賀智史 

金井東裏遺跡から出土した赤色顔料に

ついて 

金井東裏遺跡発掘調

査報告書 
群馬県教育委員会 3 月下旬 無 

19  

出土赤色顔料に

ついての調査研

究 

学芸部博物館科学課 

保存修復室主任研究員 

志賀智史 

竹松遺跡から出土した赤色顔料につい

て 

竹松遺跡発掘調査報

告書 
長崎県教育委員会 3 月下旬 無 

20  

出土赤色顔料に

ついての調査研

究 

 

群馬県埋蔵文化財調査

事業団 杉山秀宏・ 

学芸部博物館科学課 

保存修復室主任研究員 

志賀智史 

赤玉について 

～朱玉との比較から～ 

群馬県埋蔵文化財調

査事業団研究紀要 36 

群馬県埋蔵文化財

調査事業団 
3 月下旬 無 

21  
文化財の生物被

害調査 

Tomohiko Kiyuna, 

Kwang-Duk An, Rika 

Kigawa, Chie Sano, 

Junta Sugiyama 

Noteworthy anamorphic fungi, 

Cephalotrichum verrucisporum, 

Sagenomella striatispora, and 

Sagenomella griseoviridis, isolated 

from biodeteriorated samples in the 

Takamatsuzuka and Kitora tumuli, 

Nara, Japan 

Mycoscience 58 elsevier 2018 有 

22  
文化財の生物被

害調査 

Tomohiko Kiyuna, 

Kwang-Duk An, Rika 

Kigawa, Chie Sano, 

Junta Sugiyama 

Two new Cladophialophora species, 

C. tumbae sp. nov. and C. 

tumulicola sp. nov., and 

chaetothyrialean fungi from 

biodeteriorated samples in the 

Takamatsuzuka and Kitora tumuli 

Mycoscience 59 elsevier 2018 有 
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【東京文化財研究所】37件 

（1）新たな知見の開拓につながる基礎的・探求的な調査研究 12件 
○有形文化財、伝統的建造物群に関する調査研究 8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 

査読
有無 

1 
日本東洋美術史

の資料学的研究 

中山大学社会学与人類

学学院教授 桃崇新 

コータンドモコ仏寺遺跡出土千手観音

像壁画の初歩的考察 
『美術研究』422 号 東京文化財研究所 10 月 

有 

2 同上 
文化財情報資料部長  

津田徹英 

詞書の筆跡からみた金蓮寺本「遊行上人

縁起絵巻の位相」 
『美術研究』423 号 同上 30 年 1 月 

有 

3 同上 

九州国立博物館学芸部

文化財課主任研究員  

山下善也 

狩野野山雪と「和」の画題―「武家相撲

絵巻」をめぐって 
同上 同上 同上 

有 

4 同上 
韓国伝統文化大学校大

学院碩座教授 洪善杓 
<夢遊桃源図>の創作世界 『美術研究』424 号 同上 30 年 3 月 

有 

5 同上 
文化財情報資料部研究

補佐員 田中潤 

黒田清輝宛養母黒田貞子書簡の解題と

翻刻 
『美術研究』422 号 同上 8 月 

有 

6 

近・現代美術に関

する調査研究と

資料集成 

文化財情報資料部客員

研究員 田中淳 

岸田劉生研究―「駒沢村新町」療養期を

中心に 
同上 同上 10 月 

有 

7 

美術作品の様式

表現・制作技術・

素材に関する複

合的研究と公開 

文化財情報資料部広領

域研究室長 小林公治 
公開研究会南蛮漆器の多源性を探る 

『公開研究会南蛮漆

器の多源性を探る 予

稿集増補版』 

同上 6 月 

無 

8 同上 同上 
アジアとの関係から考える朝鮮半島螺

鈿史の検討課題 

第 9 回『国際学術講演

会資料集』 
Lee&Won 財団 9 月 

無 

 

○無形文化財、無形民俗文化財等に関する調査及び研究 4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 

査読
有無 

1 

無形文化財の保

存・継承に関する

調査研究及び無

形文化遺産に関

わる音声・画像・

映像資料のデジ

タル化 

無形文化遺産部無形文

化財研究室長 前原恵美 

江戸祭礼と歌舞伎をめぐる三味線音楽

演奏者の動向―常磐津節を中心に 

『江戸総鎮守 神田

明神論集』1 
神田神社 5 月 15 日 無 

2 同上 

無形文化遺産部無形文

化財研究室長  

前原恵美 他 

楽器を中心とした文化財保存技術の調

査報告 

『無形文化遺産研究

報告』第 12 号 
東京文化財研究所 30 年 3 月 30 日 無 

3 

無形民俗文化財

の保存・活用に関

する調査研究 

無形文化遺産部民俗文

化財研究室主任研究員  

今石みぎわ 

生きた文化財を継承する―無形文化遺

産と被災・復興 

高倉浩樹・山口睦編

『震災後の地域文化

と被災 者の民 俗誌 

フィールド災害人文

学の構築』 

新泉社 30 年 1 月 31 日 無 

4 

無形文化遺産保

護に関する研究

交流・情報収集 

文化財情報資料部文化

財情報研究室長  

二神葉子 

無形文化遺産の保護に関する第 12 回政

府間委員会における議論の概要と今後

の課題 

『無形文化遺産研究

報告』第 12 号 
東京文化財研究所 30 年 3 月 30 日 無 

 

(2）科学技術を応用した研究開発の進展等に向けた基盤的な研究 17件 
○文化財の保存修復及び保存技術等に関する調査研究 17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 

査読

有無 

1 

文化財の生物劣

化の現象解明と

対策に関する研

究 

保存科学研究センター

生物科学研究室長  

佐藤嘉則 

装飾古墳における生物劣化と対策-石室

石材の表面状態の保存- 

『文化財保存修復研

究センター紀要』 
東北芸術工科大学 5 月 1 日 無 

2 

文化財の生物劣

化の現象解明と

対策に関する研

究 

保存科学研究センター

生物科学研究室長  

佐藤嘉則 他 

虎塚古墳石室の扉石表面に形成したバ

イオフィルムの微生物群集構造解析と

その制御 

『保存科学』第 57 号 東京文化財研究所 30 年 3 月 31 日 有 

3 同上 同上 
油彩画に発生したカビの同定と各種顔

料における抗カビ性 
同上 同上 同上 有 

4 

保存と活用のた

めの展示環境の

研究 

保存科学研究センター

保存環境研究室長  

吉田直人 

美術館・博物館における照明の現状とこ

れから－アンケート調査を通して－ 
『照明学会誌』 

一般社団法人照明

学会 
12 月 1 日 無 

5 

文化財の材質・構

造・状態調査に関

する研究 

保存科学研究センター

副センター長  

早川泰弘 他 

国宝信貴山縁起絵巻の蛍光Ｘ線分析 『保存科学』第 57 号 東京文化財研究所 30 年 3 月 31 日 有 

6 

屋外文化財の劣

化要因と保存対

策に関する調査

研究 

保存科学研究センター

修復計画研究室長  

朽津信明 他 

多視点ステレオ技術に基づく磨崖和霊

石地蔵の劣化状況評価  
同上 同上 同上 有 

7 同上 同上 保存科学から見た被災古墳の修復史 同上 同上 同上 有 

8 

文化財修復材料

と伝統技法に関

する調査研究 

保存科学研究センター

研究補佐員 濱田翠、 

修復材料研究室長  

早川典子 

法隆寺金堂壁画写真原板のフィルム支

持体に関する赤外分光分析 
同上 同上 同上 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 

査読

有無 

9 

文化財修復材料

と伝統技法に関

する調査研究 

保存科学研究センター

客員研究員 貴田啓子、

修復材料研究室長  

早川典子 他 

ジェランガムゲル処置による紙資料へ

の影響 
『保存科学』第 57 号 東京文化財研究所 30 年 3 月 31 日 有 

10 同上 

保存科学研究センター

研究員 倉島玲央、 

修復材料研究室長  

早川典子 

現代技法で製作されたミャンマー漆器

の分析調査 
同上 同上 同上 有 

11 

近代の文化遺産

の保存修復に関

する調査研究 

保存科学研究センター

近代文化遺産研究室長  

北河大次郎 

土木史研究の歴史的展開に関する研究 『土木史研究』 土木学会 6 月 24 日 無 

12 同上 

保存科学研究センター

近代文化遺産研究室ア

ソシエイトフェロー 

石田真弥 

東京形煉瓦を製造した工場の生産能力

に関する考察 -煉瓦建造物の保存・活

用に関する研究-14 

『日本建築学会大会

学術講演梗概集』 
日本建築学会 7 月 20 日 無 

13 同上 同上 
東京形煉瓦の品質に関する一考察 -煉

瓦建造物の保存・活用に関する研究-15 

『日本建築学会関東

支部研究報告集』 
同上 30 年 3 月 1 日 無 

14 

高松塚古墳・キト

ラ古墳の恒久的

保存に関する調

査研究 

保存科学研究センター

生物科学研究室長 佐

藤嘉則、修復材料研究室

長 早川典子、客員研究

員 貴田啓子 他 

高松塚・キトラ古墳壁画上の微生物汚

れの除去－酵素の選抜とその諸性質－ 
『保存科学』第57号 東京文化財研究所 30 年 3 月 31 日 有 

15 同上 

保存科学研究センター

長 佐野千絵、生物科学

研究室長  佐藤嘉則 

他 

高松塚・キトラ両古墳のPenicillium属

分離株の分子系統学的帰属および

Penicillium sp. 2の分類学的記載と生

物劣化問題へのかかわり 

同上 同上 同上 有 

16 同上 同上 
分子生物学的手法による高松塚・キト

ラ両古墳の微生物群集構造解析 
同上 同上 同上 有 

17 同上 

保存科学研究センター

修復材料研究室長  

早川典子 

キトラ古墳壁画の保存修復報告 『月刊文化財』 文化庁文化財部 10 月 無 

 

(3）文化遺産保護に関する国際協働 7件 
○文化遺産保護に関する国際協働の総合的な推進 7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 

査読

有無 

1 

文化遺産国際協

力拠点交流事業

「ネパールの被

災文化遺産保護

に関する技術的

支援事業」 

香川大学准教授 宮本

慎宏、多幾山法子、腰原

幹雄、佐藤弘美 

ネパールにおける層塔建築物の地震被

害と構造性能評価に関する研究 その 1 

地震被害の概要 

『日本建築学会大会

学術講演梗概集』 
日本建築学会  8 月 1 日 無 

2 同上 

香川大学修士課程 奥

廣晴香、宮本慎宏、多幾

山法子、腰原幹雄 

ネパールにおける層塔建築物の地震被

害と構造性能評価に関する研究 その 2 

常時微動計測 

同上 同上 同上 無 

3 

文化遺産国際協

力拠点交流事業

「ネパールの被

災文化遺産保護

に関する技術的

支援事業」 

香川大学修士課程 山

口あかり、Kshitij C. 

Shrestha、宮本慎宏、多

幾山法子、腰原幹雄 

ネパールにおける層塔建築物の地震被

害と構造性能評価に関する研究 その 3 

伝統的煉瓦壁の材料強度試験 

『日本建築学会大会

学術講演梗概集』 
日本建築学会  8 月 1 日 無 

4 同上 
東京大学助教 森朋子、

西村幸夫 

コカナにおける伝統的建造物の復興の

実態（被災後１年半），2015 年ネパール

地震後の世界遺産暫定リスト・コカナに

おける被災状況調査報告 その 4 

『日本建築学会大会

学術講演梗概集』 
日本建築学会  8 月 1 日 無 

5 同上 

東京大学修士課程 小

林里瑳、浜田愛、三文字

昌也、森朋子、西村幸夫 

民家の形態変容から見た住まいへの要

請に関する考察，2015 年ネパール地震後

の世界遺産暫定リスト・コカナにおける

被災状況調査報告 その 5 

同上 同上 同上 無 

6 

文化遺産国際協

力拠点交流事業

「ネパールの被

災文化遺産保護

に関する技術的

支援事業」 

東京大学修士課程 濱

田愛、小林里瑳、三文字

昌也、森朋子、西村幸夫 

歴史的町並み保存の視点から見たコカ

ナの非伝統工法民家のファサードの実

態，2015 年ネパール地震後の世界遺産暫

定リスト・コカナにおける被災状況調査

報告 その 6 

『日本建築学会大会

学術講演梗概集』 
日本建築学会  8 月 1 日 無 

7 同上 

東京大学修士課程 三

文字昌也、小林里瑳、浜

田愛、森朋子、西村幸夫 

コカナにおける街区内部の空間に関す

る現状と課題，2015 年ネパール地震後の

世界遺産暫定リスト・コカナにおける被

災状況調査報告 その 7 

同上 同上 同上 無 

 

(4）文化財に関する情報資料の収集・整備及び調査研究成果の公開・活用 1件 
○文化財情報基盤の整備・充実 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 

査読

有無 

1 

専門的アーカイ

ブと総合的レフ

ァレンスの拡充 

保存科学研究センター 

佐野千絵、文化財情報資

料部研究員 橘川英規 

電動集密書架の定期的散開による環境

制御効果の検討 
『保存科学』第 57 号 東京文化財研究所 30 年 3 月 31 日 有 
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【奈良文化財研究所】121件 

（1）新たな知見の開拓につながる基礎的・探求的な調査研究 61件 
○有形文化財、伝統的建造物群に関する調査研究 4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 

査読

有無 

1 

歴史的建造物お

よび伝統的建造

物群の保存・修

復・活用の実践

的研究 

都城発掘調査部室長 

箱崎和久 
出雲大社神社本殿の特質 

奈良文化財研究所紀

要 2017 
奈良文化財研究所 6 月 30 日 無 

2 

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 

文化遺産部室長  

吉川聡 
興福寺二条家史料の抜書集 同上 同上 6 月 30 日 無 

3 同上 同上 封をする経巻―如法経の巻緒について 古文書料紙論叢 勉誠出版 6 月 30 日 無 

4 同上 同上 生駒長福寺本堂と木札の調査 木簡研究第 39 号 木簡学会 11 月 25 日 無 

 

 

○記念物、文化的景観、埋蔵文化財に関する調査研究 57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 

査読

有無 

1 

我が国の記念物

に関する調査研

究（遺跡整備） 

文化遺産部室長 

内田和伸 

遺跡の履歴と計画論-近世城跡の近現代

- 

奈良文化財研究所紀要

2017 
奈良文化財研究所 6 月 30 日 

無 

2 同上 
文化遺産部室長 

内田和伸 
近世城跡の近現代 『近世城跡の近現代』 同上 12 月 15 日 

無 

3 同上 
文化遺産部室長 

内田和伸 

近世城跡の立地する近現代遺構につい

て 
同上 同上 12 月 15 日 

無 

4 同上 
文化遺産部室長 

内田和伸 

石造文化財の保存と地震対策-東日本対

震災による弘道館記碑の被災と修復か

ら- 

『石造文化財の保存修

理』 

第 42 回全国遺跡環

境整備会議 
12 月 15 日 

無 

5 

我が国の記念物

に関する調査研

究（庭園） 

文化遺産部研究員  

高橋知奈津 
昭和・庭園史研究の血潮 『遺跡学研究』17 号 日本遺跡跡学会 11 月 20 日 

無 

6 同上 
文化遺産部研究員  

高橋知奈津 
回遊式庭園に関する研究現況 

『平成 29 年度庭園の

歴史に関する研究会 

回遊式庭園と庭園文

化』 

奈良文化財研究所 30 年 3 月 

無 

7 

我が国の記念物

に関する調査研

究（庭園） 

文化遺産部アソシエイ

トフェロー   

マレス・エマニュエル 

織豊期から江戸時代初期の庭園 
奈良文化財研究所紀要

2017 
奈良文化財研究所 6 月 30 日 

無 

8 同上 

文化遺産部アソシエイ

トフェロー   

マレス・エマニュエル 

妙蓮寺玉龍院庭園から唐招提寺東室庭

園への庭園移転−森蘊による庭園遺構の

移転復元− 

『日本庭園学会誌』31

号 
日本庭園学会 30 年 3 月 

有 

9 

我が国の記念物

に関する調査研

究（庭園） 

文化遺産部アソシエイ

トフェロー   

マレス・エマニュエル 

画家クロード・モネの庭をめぐる考察—

フランスの日本庭園、日本のフランス庭

園 

『平成 29 年度「観光資

源としての庭園」に関

する研究会  報告書  

観光資源としての庭園

（2）』 

小野健吉 30 年 3 月 

無 

10 
平城宮東院地区

の発掘調査① 

都城発掘調査部副部長  

渡辺晃宏 他 

平城宮跡東院地区の調査―第 584 次・第

587 次・第 593 次 

奈良文化財研究所紀要

2018 
奈良文化財研究所 30 年 6 月予定 無 

11 同上 
都城発掘調査部研究員  

山藤正敏 
平城宮東院地区の調査（平城第 584 次） 

『奈文研ニュース』

No.66 
同上 9 月 無 

12 

平城京跡右京一

条二坊四坪・西一

坊大路の発掘調

査 

都城発掘調査部副部長  

渡辺晃宏 他 

2017 年度 都城発掘調査部（平城地区）

小規模調査等の概要 

奈良文化財研究所紀要

2018 
同上 30 年 6 月予定 無 

13 
東大寺東塔院の

発掘調査 

都城発掘調査部研究員  

芝康次郎 他 
東大寺東塔院の調査―平城第 589 次 同上 同上 30 年 6 月予定 無 

14 
平城宮東院地区

の発掘調査② 

都城発掘調査部研究員 

山藤正敬・同研究員  

小田裕樹他 

東院地区の調査－第 584・587・593 次 同上 同上 

 

30 年 6 月予定 無 

15 
藤原宮大極殿院

地区の発掘調査   

都城発掘調査部主任研

究員 大林潤・同研究員  

前川歩 

藤原宮大極殿院回廊の調査（飛鳥藤原第

195 次調査） 

『 奈 文 研 ニ ュ ー ス

No.68 』 
同上 30 年 3 月 無 

16 同上 同上 大極殿院回廊の調査―第 195 次 
奈良文化財研究所紀要

2018 
同上 30 年 6 月予定 

無 

 

17 
飛鳥地域等の発

掘調査 

都城発掘調査部研究員  

諫早直人 

発掘調査の概要 山田道の調査（飛鳥藤

原第 193・194 次） 
奈文研ニュース No.67 同上 12 月 

 

無 

18 同上 
 

同上 山田道の調査―飛鳥藤原第 193・194 次 
奈良文化財研究所紀要

2018 
同上 30 年 6 月予定 

 

無 

19 同上 
 

都城発掘調査部研究員  

清野陽一 
大官大寺南方の調査 同上 同上 30 年 6 月予定 

 

無 

20 

平城宮・京跡出土

遺物・遺構の調

査・研究 

都城発掘調査部副部長  

渡辺晃宏 他 
Ⅲ平城宮跡等の調査概要 同上 同上 30 年 6 月予定 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 

査読

有無 

21 

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  

石田由紀子 

「藤原宮造営に伴う瓦生産体制と瓦窯

構造の変化」『関西地方の瓦窯の構造３』 
窯跡研究会 同上 6 月 無 

22 同上 
都城発掘調査部主任研

究員 山本崇 

「古代木簡のなかの七世紀木簡」『古代

の文字文化』（古代文学と隣接諸科学第

4 巻） 

竹林舎 同上 7 月 無 

23 同上 同上 
「癸未年荷札の再釈読」『壬申の乱の時

代―美濃国・飛驒国の誕生に迫る』 
岐阜県博物館 同上 9 月 無 

24 同上 
都城発掘調査部主任研

究員 廣瀬覚 

「『特別史跡高松塚古墳発掘調査報告』

の刊行について」 

『（9 月）月刊文化財』

649 号 
同上 9 月 無 

25 同上 
都城発掘調査部研究員 

大澤正吾 

「藤原宮の幢幡遺構―大宝元年の元日

朝賀と儀仗旗―」『飛鳥・藤原京を読み

解く―古代国家誕生の軌跡』 

クバプロ 同上 10 月 無 

26 同上 
都城発掘調査部主任研

究員 山本崇 

「飛鳥・藤原の木簡を紐解く」『飛鳥・藤

原京を読み解く 

―古代国家誕生の軌跡』 

クバプロ 同上 10 月 無 

27 同上 
都城発掘調査部研究員 

諫早直人 

「飛鳥寺の発掘と塔心礎埋納品―飛鳥

寺発掘六十年―」『飛鳥・藤原京を読み

解く―古代国家誕生の軌跡』 

クバプロ 同上 10 月 無 

28 同上 
都城発掘調査部主任研

究員 廣瀬覚 

「発掘調査成果を記録する」『高松塚古

墳を掘る－解明された築造方法』 

奈良文化財研究所飛鳥

資料館 
同上 10 月 無 

29 同上 
都城発掘調査部主任研

究員 山本崇 

一九七七年以前出土の木簡（三九） 奈

良・和田廃寺 
『木簡研究』第 39 号 同上 11 月 無 

30 同上 同上 
一九七七年以前出土の木簡（三九） 奈

良・飛鳥寺 
『木簡研究』第 39 号 同上 11 月 無 

31 同上 
都城発掘調査部主任研

究員 山本崇 他 
漆紙文書の追加報告 

豊岡市立歴史博物館 

館報（平成 28 年度） 
同上 11 月 無 

32 同上 

都城発掘調査部主任研

究員 森川実・同研究員 

大澤正吾 

石神遺跡Ｂ期整地土・SD640 の土器群 
奈良文化財研究所紀要

2018 
同上 30 年 6 月予定 無 

33 同上 
都城発掘調査部室長  

尾野善裕 

藤原宮朝堂院第二次整地土出土土器の

再検討 
同上 同上 30 年 6 月予定 

無 

34 同上 
都城発掘調査部研究員 

諫早直人 他 
山田道の調査―飛鳥藤原第 193・194 次 同上 同上 30 年 6 月予定 

無 

35 同上 

都城発掘調査部研究員 

アソシエイトフェロー   

土橋明梨紗ほか 

飛鳥寺北方の調査―第 192-1・9」 同上 同上 30 年 6 月予定 無 

36 同上 
都城発掘調査部室長 

清野孝之 他 

藤原京右京九条二坊・四分遺跡の調査―

第 192-2 次」 
同上 同上 30 年 6 月予定 無 

37 同上 
都城発掘調査部主任研

究員 山本崇 他 

藤原京右京二条一坊、醍醐遺跡、醍醐環

濠の調査―第 192-4・5・6 次 
同上 同上 30 年 6 月予定 無 

38 同上 
都城発掘調査部研究員  

石田由紀子 他 
藤原宮外周帯の調査―第 191・192-7 次 同上 同上 30 年 6 月予定 無 

39 

飛鳥・藤原京跡出

土遺物・遺構に関

する調査研究等 

飛鳥資料館 学芸室研

究員 若杉智宏 
坂田寺池 SG100 出土土器 

奈良文化財研究所紀要

2018 
奈良文化財研究所 30 年 6 月予定 無 

40 同上 

都城発掘調査部主任研

究員 大林潤・同研究員 

前川歩 

大極殿院回廊の調査―第 195 次 同上 同上 30 年 6 月予定 無 

41 同上 
都城発掘調査部主任研

究員 大林潤 他 
六条大路の調査―第 195 次 同上 同上 30 年 6 月予定 無 

42 同上 
都城発掘調査部主任研

究員 廣瀬覚他 
山田寺北面大垣の調査―第 188-11 次 同上 同上 30 年 6 月予定 無 

43 同上 
都城発掘調査部研究員 

清野陽一 
大官大寺南方の調査―第 196 次 同上 同上 30 年 6 月予定 無 

44 

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 

都城発掘調査部研究員 

諫早直人・飛鳥資料館 

学芸室長  石橋茂登  

他 

「飛鳥寺塔心礎出土耳環」 
奈良文化財研究所紀要

2017 
同上 6 月 無 

45 同上 
飛鳥資料館 学芸室長 

石橋茂登 

「飛鳥・藤原地域出土金属製品の調査－

坂田寺 SK160 出土銭－」 
同上 同上 6 月 無 

46 同上 
飛鳥資料館 学芸室 

研究員 若杉智宏 
「あすかの宇宙―飛鳥人のみた星座―」 

『飛鳥・藤原京を読み

解く 古代国家誕生の

軌跡』 

同上 10 月 7 日 無 

47 

文化的景観及び

その保存・活用に

関する調査研究 

文化遺産部主任研究員  

中島義晴 

文化遺産の構成要素と関連性の可視化

―歴史文化基本構想と文化的景観の報

告書にみる表現方法― 

奈良文化財研究所紀要

2017 
同上 6 月 30 日 無 

48 同上 
文化遺産部主任研究員  

中島義晴 
奥出雲町絲原家住宅の庭園の変遷 

平成 29 年度日本造園

学会関西支部大会研

究・事例報告発表要旨

集 

日本造園学会関西

支部 
10 月 14 日 無 

49 同上 
文化遺産部研究員   

惠谷浩子 

文化的景観研究 2－様々な分野における

自然基盤と風景の関係 

ランドスケープ研究

81(2) 
日本造園学会 7 月 31 日 無 

50 同上 
文化遺産部研究員   

惠谷浩子 

都市と周縁の関係－京都から瀬戸内を

考える 

平成 29 年度瀬戸内海

研究フォーラム in 京

都 要旨集 

特定非営利活動法

人瀬戸内海研究会

議 

9 月 6 日 無 

51 同上 
文化遺産部研究員   

惠谷浩子 

四万十川流域の山と川の恵みの発着所・

下田 
河川文化 第 79 号 日本河川協会 9 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 

査読

有無 

52 

文化的景観及び

その保存・活用に

関する調査研究 

文化遺産部研究員   

惠谷浩子 
千枚漬けの生まれた土地 視る 490 号 

京都国立近代美術

館 
10 月 12 日 無 

53 同上 
文化遺産部研究員   

惠谷浩子 
宇治茶業の変化とレジリエンス 

文化的景観スタディー

ズ 04『都市の営みの地

層 ─宇治・金沢』 

奈良文化財研究所 11 月 30 日 無 

54 同上 
文化遺産部アソシエイ

トフェロー 本間智希 

「地域のみかた」としての文化的景観 

−個別解を紡ぎ直す試み– 

奈良文化財研究所紀要

2017 
同上 6 月 30 日 無 

55 同上 
文化遺産部アソシエイ

トフェロー 本間智希 

都市を呼び寄せる基層 ー尾山という

金沢の羅針盤 

文化的景観スタディー

ズ 04『都市の営みの地

層 ─宇治・金沢』 

同上 11 月 30 日 無 

56 

古代官衙・集落遺

跡研究、古代瓦研

究 

都城発掘調査部研究員  

海野聡 
国庁と郡庁の正殿にみる建築的比較 

地方官衙政庁域の変遷

と特質  

第 21 回古代官衙・

集落研究集会 
12 月 無 

57 

古代瓦に関する

研究集会の実施、

報告書の刊行 

都城発掘調査部主任研

究員 岩戸晶子 
大和の一本づくり・一枚づくり 

8 世紀の瓦づくりⅦ 

一本づくり・一枚づく

りの展開 1 資料集

（東日本編）」 

第 18 回シンポジウ

ム  
平成 30 年 2 月 無 

 

(2）科学技術を応用した研究開発の進展等に向けた基盤的な研究 51件 
○文化財の調査手法に関する研究開発の推進 36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 

査読

有無 

1 

埋蔵文化財の探

査・計測方法の

研究開発 

埋蔵文化財センター 

アソシエイトフェロー  

山口欧志 

白山への道、平泉寺への道 
白山平泉寺：よみがえ

る宗教都市 
吉川弘文館 4 月 5 日 有 

2 同上 

埋蔵文化財センター 

アソシエイトフェロー  

山口欧志 他 

中央アジアシルクロード都市遺跡カフ

ィル・カラ城の研究 

日本考古学協会第 83

回総会研究発表要旨 
日本考古学協会 5 月 27 日 有 

3 同上 
埋蔵文化財センター室

長 金田明大他 

遺物のデジタル三次元計測法の比較検

討 

日本文化財科学会第 34

回大会研究発表要旨集 
日本文化財科学会 6 月 9 日 有 

4 同上 
埋蔵文化財センター室

長 金田明大 

何がみえるのか?―土器製作痕跡への

SfM/RTI 計測の試行 
同上 同上 6 月 9 日 有 

5 

埋蔵文化財の探

査・計測方法の

研究開発 

遺埋蔵文化財センター 

アソシエイトフェロー  

山口欧志 

土器圧痕の超適応的な三次元デジタル

レプリカ法 

日本文化財科学会第 34

回大会研究発表要旨集 
日本文化財科学会 6 月 9 日 有 

6 同上 同上 
平城京出土瓦基準資料の三次元デジタ

ルデータベース構築に向けて 
同上 同上 6 月 9 日 有 

7 

埋蔵文化財の探

査・計測方法の

研究開発 

遺埋蔵文化財センター 

アソシエイトフェロー  

山口欧志 

石造物のデジタルドキュメンテーショ

ンと活用 

日本文化財科学会第 34

回大会研究発表要旨集 
日本文化財科学会 6 月 9 日 有 

8 同上 

遺埋蔵文化財センター 

客員研究員 中村亜希

子・同アソシエイトフェ

ロー 山口欧志 

瓦当の三次元計測法の検討：瓦当データ

ベース構築に向けた模索 

奈良文化財研究所紀要

2017  
奈良文化財研究所 6 月 30 日 有 

9 同上 

埋蔵文化財センター 

アソシエイトフェロー  

山口欧志 他 

大型遺物実測における三次元計測の有

用性 
同上 同上 6 月 30 日 有 

10 同上 
埋蔵文化財センター室

長 金田明大 
遺跡・遺構の計測 季刊考古学 140 雄山閣 8 月 1 日 無 

11 同上 
埋蔵文化財センター室

長 金田明大 
コラム 三次元計測の事例 同上 同上 8 月 1 日 無 

12 同上 

埋蔵文化財センター 

アソシエイトフェロー  

山口欧志 他 

文化遺産と人を結ぶ：「世界文化遺産」

となったモンゴル・オルホン渓谷の事例

から 

マスメディアとフィー

ルドワーカー FENICS 

100 万人のフィールド

ワーカーシリーズ 第

6 巻 

古今書院 8 月 5 日 有 

13 同上 
埋蔵文化財センター室

長 金田明大 

大変だったので仮想空間で伐採してみ

ました。 
文化財の壺 (5) 

文化財方法論研究

会 
9 月 2 日 無 

14 同上 
埋蔵文化財センター室

長 金田明大 

三次元計測と RTI による土器計測・観察

の可能性と課題 
同上 同上 9 月 2 日 無 

15 同上 

埋蔵文化財センター 

アソシエイトフェロー  

山口欧志  

遺物の微細痕跡の資料化 同上 同上 9 月 2 日 無 

16 同上 
遺埋蔵文化財センター

客員研究員 中村亜希子 

データベース作成に向けた瓦当の三次

元計測法とその実践 
同上 同上 9 月 2 日 無 

17 同上 
埋蔵文化財センター室

長 金田明大 

3D 技術と考古学 三次元計測の可能性

を考えるー実践から見る可能性と課題 

第 2 回雄山閣百周年記

念シンポジウム 3D

技術と考古学 基調講

演資料 

日本情報考古学会 10 月 28 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 

査読

有無 

18 

埋蔵文化財の探

査・計測方法の

研究開発 

埋蔵文化財センター室

長 金田明大 

三次元計測の可能性を考えるー実践か

ら見る可能性と課題 

日本情報考古学会講演

論文集 (19) 
日本情報考古学会 10 月 28 日 無 

19 同上 

埋蔵文化財センター 

アソシエイトフェロー  

山口欧志 

アジア歴史文化遺産のデジタルドキュ

メンテーション 

USB フラッシュメモリ

収録論文 

横断型基幹科学技

術研究団連合 
12 月 2 日 有 

20 同上 
埋蔵文化財センター客

員研究員 中村亜希子 

三次元計測データを用いた瓦研究―東

亜考古学会による渤海上京城発掘資料

の再検討 

中国考古学 17 号 日本中国考古学会 12 月 2 日 有 

21 同上 
埋蔵文化財センター室

長 金田明大 

地中を覗く―遺跡の物理探査（2016 年 3

月再録） 

月刊『測量』別冊 地形

表現とその周辺 
公財）日本測量協会 

平成 30 年 1 月

28 日 
無 

22 同上 

埋蔵文化財センター室

長 金田明大・同アソシ

エイトフェロー 山口

欧志・同客員研究員 中

村亜希子・同技術補佐員 

石松智子 

高精度物理探査手法による鞠智城広域

遺構配置の把握 

鞠智城「特別研究」論文

集 鞠智城と古代社会

6 

熊本県教育委員会 
平成 30 年 3 月

18 日 
無 

23 年輪年代学研究 

埋蔵文化財センター研

究員 星野安治、同客員

研究員 児島大輔・同客

員研究員 光谷拓実 

国宝薬師寺東塔木部材の年代測定－建

立年代について－ 

奈良文化財研究所紀要

2017 
奈良文化財研究所 6 月 30 日 無 

24 同上 

都城発掘調査部研究員 

山本祥隆・埋蔵文化財

センター研究員  

星野安治 

年輪年代学的手法による平城京跡出土

木簡の検討 －平城第 524 次調査出土

「皇」「太子」削屑の事例－ 

同上 同上 6 月 30 日 無 

25 同上 

都城発掘調査部主任研

究員 山本崇，同アソシ

エイトフェロー 浦蓉

子，埋蔵文化財センター

長 高妻洋成，同主任研

究員 脇谷草一郎，同研

究員 星野安治 

豊橋市普門寺所蔵僧永意起請木札の文

化財科学的調査 
同上 同上 6 月 30 日 無 

26 年輪年代学研究 

都城発掘調査部研究員

大澤正吾，同研究員 諫

早直人，埋蔵文化財セン

ター主任研究員 山崎

健，同アソシエイトフェ

ロー 村田泰輔，同研究

員 星野安治，同客員研

究員 上中央子 

藤原宮下層運河 SD1901A の機能と性格

の検討－第 186 次 

奈良文化財研究所紀要

2017 
奈良文化財研究所 6 月 30 日 無 

27 同上 
埋蔵文化財センター研

究員 星野安治 

平城京左京二条二坪の調査：SB6990南西

柱穴出土礎板の年輪年代測定 
同上 同上 6 月 30 日 無 

28 同上 

武蔵野美術大学 坂下

渉, 宮原ひろ子,東京大

学 横山祐典,阿瀬貴

博, 総合地球環境研究

所 中塚武, 埋蔵文化

財センター研究員 星

野安治, 東北大学 大

山幹成, 鳴門教育大学 

米延仁志 , 京都大学 

竹村恵二 

Hydroclimate reconstruction in 

central Japan over the past four 

centuries from tree-ring cellulose 

δ18O 

Quaternary 

International 455 
Elsevier 10 月 7 日 有 

29 同上 
埋蔵文化財センター研

究員 星野安治 

鳥取県松原田中遺跡橋脚部出土木材の

年輪年代調査 
松原田中遺跡Ⅱ 鳥取県教育委員会 30 年 1 月 29 日 無 

30 同上 
埋蔵文化財センター研

究員 星野安治 

鳥取県松原田中遺跡盛土部出土木材の

年輪年代調査 
松原田中遺跡Ⅲ 同上 30 年 3 月 17 日 無 

31 
動植物遺体の調

査研究 

都城発掘調査部研究員 

大澤正吾・埋蔵文化財セ

ンター主任研究員 山

崎健・同客員研究員 上

中央子 他 

藤原宮下層運河 SD1901A の機能と性格

の検討―第 186 次 

奈良文化財研究所紀要

2017 
奈良文化財研究所 6 月 30 日 無 

32 同上 
埋蔵文化財センター主

任研究員 山崎健 

馬の生産と消費―金井下新田遺跡と藤

原宮跡から出土した馬の比較― 

『海を渡って来た馬文

化―黒井峯遺跡と群れ

る馬―』企画展示図録 

群馬県立歴史博物

館 
9 月 30 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 

査読

有無 

33 
動植物遺体の調

査研究 

埋蔵文化財センター 

アソシエイトフェロー  

松崎哲也、同主任研究員  

山崎健 

磯草貝塚から出土した動物遺存体 

気仙沼市震災復興関連

遺跡発掘調査報告書

1–平成 24 年度東日本

大震災復興交付金埋蔵

文化財発掘調査事業に

伴う個人住宅関連遺跡

発掘調査−』 

気仙沼市教育委員

会 
12 月 22 日 無 

34 同上 
埋蔵文化財センター主

任研究員 山崎健 
馬の貢進・貝の貢進 

条里制・古代都市研究

33 

条里制古代都市研

究会 
30 年 3 月 1 日 無 

35 同上 
埋蔵文化財センター主

任研究員 山崎健 
六反田南遺跡から出土した動物遺存体 六反田南遺跡 V 

新潟県埋蔵文化財

調査事業団 
30 年 3 月 31 日 無 

36 同上 

埋蔵文化財センターア

ソシエイトフェロー 

松崎哲也、同主任研究員 

山崎健 

現生標本の現状と課題－文化財防災の

観点から－ 
動物考古学 35 日本動物考古学会 30 年 3 月 31 日 有 

 

○文化財の保存修復及び保存技術等に関する調査研究 15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 

査読

有無 

1 

高松塚古墳、キ

トラ古墳の恒久

的保存に関する

調査研究 

埋蔵文化財センター長  

高妻洋成 

キトラ古墳壁画の輸送環境解析から見

た文化財の輸送および荷役作業の評価

に関する考察 

考古学と自然科学第

75 号 
日本文化財科学会 30 年 2 月 15 日 有 

2 

考古遺物の保存

処理法に関する

調査研究 

埋蔵文化財センター研

究員 田村朋美 
飛鳥寺塔心礎出土の真珠製小玉 

奈良文化財研究所紀

要 2017 
奈良文化財研究所 6 月 30 日 無 

3 同上 

埋蔵文化財センター研

究員 柳田明進、同主任

研究員 脇谷草一郎、同

室長 高妻洋成 

交流インピーダンス法を用いた埋蔵環

境下における金属製遺物の腐食速度に

関する研究 

同上 同上 6 月 30 日 無 

4 同上 

埋蔵文化財センター 

アソシエイトフェロー

松田和貴、 

同室長 高妻洋成 

PEG が溶出した出土木簡の高級アルコー

ルを用いた再処理 
同上 同上 6 月 30 日 無 

5 

遺構の安定した

保存のための維

持管理方法に関

する調査研究 

埋蔵文化財センター 

客員研究員 小椋大輔、

同主任研究員  

脇谷草一郎 他 4 名 

大分市高瀬石仏の保存環境に関する研

究 その１）実測に基づく現状分析 

日本建築学会大会（中

国）梗概 
日本建築学会 8 月 31 日 無 

6 同上 同上 
大分市高瀬石仏の保存環境に関する研

究 その２）数値解析に基づく現状分析 
同上 同上 8 月 31 日 無 

7 同上 

埋蔵文化財センター 

客員研究員 小椋大輔、

同主任研究員  

脇谷草一郎 他 3 名 

元町石仏における覆屋内温湿度調整に

よる塩類風化抑制に関する研究 数値

解析による覆屋の塩類風化抑制効果の

評価 

同上 同上 8 月 31 日 無 

8 

遺構の安定した

保存のための維

持管理方法に関

する調査研究 

埋蔵文化財センター主

任研究員 脇谷草一郎 

他 3 名 

旧甲子園ホテルの外装材に使用される

石材の保存に関する研究 その１ 石

材の現状調査 

日本建築学会大会（中

国）梗概 
日本建築学会 8 月 31 日 無 

9 同上 

埋蔵文化財センター主

任研究員  Soichiro 

Wakiya, 同客員研究員

Daisuke Ogura, 同室

長 Yohsei Kohdzum 

他 3 名 

Environmental control for mitigating 

salt deterioration by sodium sulfate 

on Motomachi Stone Buddha in Oita 

prefecture, Japan 

Proceedings of 

SWBSS2017 

Universitu of 

Applied Sciences 

Potsdam 

9 月 21 日 有 

10 同上 

埋蔵文化財センター客

員 研 究 員 Daisuke 

Ogura, 同 主 任 研 究 員  

Soichiro Wakiya,同室

長 Yohsei Kohdzuma 

他 3 名 

Numerical analysis on salt damage 

suppression of the Buddha statue 

carved into the cliff by controlling 

the room temperature and humidity in 

the shelter 

Proceedings of 

SWBSS2017 

Universitu of 

Applied Sciences 

Potsdam 

9 月 21 日 有 

11 同上 

埋蔵文化財センター主

任研究員 脇谷草一郎、

同客員研究員  

小椋大輔 他３名 

石造文化財の保存 －環境制御による

元町石仏の塩類風化抑制に関する研究

ー 

全国遺跡環境整備会

議第 42 回鳥取大会資

料集 

鳥取市教育委員会 10 月 26 日 無 

12 同上 

埋蔵文化財センター研

究員 柳田明進、同主任

研究員 脇谷草一郎、同

室長他 1 名 

鷹島神崎遺跡における鉄製遺物の腐食

に及ぼす埋蔵深度および共存する木製

遺物の影響 

考古学と自然科学 日本文化財科学会 11 月 10 日 有 

13 同上 

埋蔵文化財センター客

員研究員 小椋大輔 、

同主任研究員  

脇谷草一郎 他 4 名 

大分市高瀬石仏の保存環境に関する研

究 その１）実測に基づく現状分析 

日本建築学会大会（中

国）梗概 
日本建築学会 8 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 

査読

有無 

14 

遺構の安定した

保存のための維

持管理方法に関

する調査研究 

埋蔵文化財センター客

員研究員 小椋大輔 、

同主任研究員  

脇谷草一郎 他 4 名 

大分市高瀬石仏の保存環境に関する研

究 その２）数値解析に基づく現状分析 

日本建築学会大会（中

国）梗概 
日本建築学会 8 月 31 日 無 

15 
建造物の彩色に

関する調査研究 

埋蔵文化財センター客

員研究 員  Min jung 

Kim, 同 室 長 Yohsei 

Kohdzuma 

テラヘルツ波イメージング技術を用い

た彩色文化財の界面調査 

Proceedings of  The 

Sixth Symposium of 

the Society for 

Conservation of 

Cultural Heritage in 

East Asia, Shanghai, 

China 

復旦大学 8 月 24 日 無 

 

(3）文化遺産保護に関する国際協働 2件 
○文化遺産保護に関する国際協働の総合的な推進 2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 

査読

有無 

1 

カンボジア・西

トップ遺跡の調

査と修復 

企画調整部 特任研究

員 杉山洋、同専門職 

佐藤由似 

西トップ遺跡の調査と修復 
『奈良文化財研究所

紀要 2017』 
奈良文化財研究所 6 月 無 

2 同上 同上 
西トップ遺跡における上座部仏教の影

響について 
同上 同上 6 月 無 

 

(4）地方公共団体等を対象とする文化財に関する研修及び協力等 7件 
○文化財に関する協力・助言等 7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 

査読

有無 

1 

地方公共団体が

行う飛鳥・藤原

地区の発掘調査

への援助 

都城発掘調査部 アソ

シエイトフェロー 

土橋有梨紗ほか 

飛鳥寺北方の調査―第 192-1・9 次 
奈良文化財研究所紀

要 2018 
奈良文化財研究所 30 年 6 月予定 無 

2 同上 
都城発掘調査部室長 

清野孝之ほか 

藤原京右京九条二坊・四分遺跡の調査―

第 192-2 次 
同上 同上 30 年 6 月予定 無 

3 同上 
都城発掘調査部主任研

究員 山本崇ほか 

藤原京右京二条一坊、醍醐遺跡、醍醐環

濠の調査―第 192-4・5・6 次 
同上 同上 30 年 6 月予定 

無 

4 同上 
都城発掘調査部研究員 

石田由紀子ほか 
藤原宮外周帯の調査―第 191・192-7 次 同上 同上 30 年 6 月予定 

無 

5 同上 
都城発掘調査部主任研

究員 大林潤ほか 
六条大路の調査―第 195 次 同上 同上 30 年 6 月予定 

無 

6 

被災した地域の

復旧・復興事業

に伴う地方公共

団体等への支

援・協力 

埋蔵文化財センター長 

高妻洋成 

文化財防災ネットワークの構築につい

て 

第3回全国史料ネット

研究交流集会報告書 

文化庁・国立文化財機

構 
12 月 21 日 無 

7 同上 

埋蔵文化財センターア

ソシエイトフェロー 

松崎哲也、同主任研究員 

山崎健 

現生標本の現状と課題－文化財防災の

観点から－ 
動物考古学 35 日本動物考古学会 30 年 3 月 有 

 

【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】 3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 

査読

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・研究の推進 

Meredith Wilson 

アソシエイトフェロー 

野嶋洋子 

An ICH-Disasters Dialogue on Gaua 

Island, Vanuatu 

Preliminary 

Research on ICH 

Safeguarding and 

Disaster Risk 

Management in The 

Asia-Pacific 

Region: Project 

Report For FY 2016-

2017 

アジア太平洋無形文

化遺産研究センター

(IRCI) 

30 年 3 月 無 

2 同上 

連携研究員 石村智 

アソシエイトフェロー 

野嶋洋子 

Ilaitia S. Loloma 

Elizabeth Edwards 

The ICH Situation during the 

Aftermath of Tropical Cyclone 

Winston:Results of the Preliminary 

Field Survey in Ra Province, Fiji 

同上 同上 30 年 3 月 無 

3 同上 

アソシエイトフェロー 

野嶋洋子 

連携研究員 石村智 

Cecilia Picache 

Norma Respicio 

Intangible Cultural Heritage and 

Natural Hazards in the Philippine 

Cordilleras: Preliminary Report of 

the Field Research in Abra And 

Ifugao 

同上 同上 30 年 3 月 無 
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c-⑥ 調査研究刊行物一覧 
平成30年3月31日現在 

【東京国立博物館】 
○調査研究刊行物  6件 

 刊  行  物  名 発行部数 配     布     先 

1 「MUSEUM」667号～672号 各1,900 
美術館・博物館・大学・研究所等 

2,988件(各498件×6) 

2 「東京国立博物館紀要」53号 700 
美術館・博物館・大学・研究所等  

352件 

3 「東京国立博物館文化財修理報告」XVIII 700 
美術館・博物館・大学・研究所等  

152件 

4 「法隆寺献納宝物特別調査概報」XXXVIII 古今目録抄4 1,000 
美術館・博物館・大学・研究所等   

95件 

5 『東京国立博物館図版目録 経塚遺物篇（西日本）新訂』 800 
美術館・博物館・大学・研究所等 

163件 

6 『東京国立博物館図版目録 インド細密画篇』 800 
美術館・博物館・大学・研究所等 

163件 

 

○展覧会図録等  15件 
 刊  行  物  名 発行部数 配     布     先 

1 

特別展図録 

『茶の湯』 ― ― 

2 日タイ修好130周年記念特別展『タイ～仏の国の輝き～』 ― ― 

3 興福寺中金堂再建記念特別展『運慶』 ― ― 

4 『アラビアの道 サウジアラビア王国の至宝』 ― ― 

5 『仁和寺と御室派のみほとけ』 ― ― 

6 

特集図録   

特集印刷物 

『室町時代のやまと絵――絵師と作品――』 2,000  

7 『博物館でアジアの旅 マジカルアジア』 2,000  

8 『刀剣鑑賞の歴史』 5,000  

9 「幕府祈願所 霊雲寺の名宝」パンフレット 3,000  

10 「親と子のギャラリー トーハクでバードウォッチング」リーフレット 4,000  

11 「新指定 重要文化財 野毛大塚古墳」リーフレット 4,000  

12 「チベットの金銅仏」リーフレット 4,000  

13 「東京国立博物館コレクションの保存と修理」リーフレット 8,000  

14 「日本の仮面 能狂言面の神と鬼」リーフレット 4,000  

15 そのほか 『東京国立博物館セレクション 「旧儀式図画帖」にみる宮廷の年中行事』 2,000 美術館・博物館・大学・研究所等  

※東京国立博物館ニュースの発行数については「1-(3)-②-6 広報刊行物一覧」参照 

 

【京都国立博物館】 
○調査研究刊行物   3件 

 刊  行  物  名 発行部数 配     布     先 

1 研究紀要「学叢」第39号 820 美術館・博物館・大学等  

2 文化財保存修理所 修理報告書15 450 
美術館・博物館・図書館・大学・研究

機関・教育委員会等 

3 社寺調査報告書28 両足院 500 大学・図書館・研究機関等 

 

○展覧会図録等  4件 
 刊  行  物  名 発行部数 配     布     先 

1 開館120周年記念 特別展覧会『海北友松』 ― 美術館・博物館・大学等  

2 開館120周年記念 特別展覧会『国宝』 ― 同上 

3 特集展示『名刀聚英 ─永藤一の愛刀─ 』 2,300 同上 

4 特別企画 貝塚廣海家コレクション受贈記念 『豪商の蔵─美しい暮らしの遺産─』 2,000 同上 

※博物館だより、Newsletterの発行数については「1-(3)-②-6 広報刊行物一覧」参照 

 

【奈良国立博物館】 
○調査研究刊行物  2件 

 刊  行  物  名 発行部数 配     布     先 

1 奈良国立博物館研究紀要「鹿園雑集」第19号 700 美術館・博物館・大学・研究機関等 

2 奈良国立博物館研究紀要「鹿園雑集」第20号 700 美術館・博物館・大学・研究機関等 

 
○展覧会図録  6件 

 刊  行  物  名 発行部数 配     布     先 

1 特別展 特別展『快慶 日本人を魅了した仏のかたち』 16,570 美術館・博物館・大学・研究機関等 

2 1000年忌特別展『源信 地獄・極楽への扉』 9,500 美術館・博物館・大学・研究機関等 
3 『第69回正倉院展』 3,450 美術館・博物館・大学・研究機関等 
4 『 The 69th Annual Exhibition of Shoso-in Treasures』 2,300 美術館・博物館・大学・研究機関等 
5 特別陳列 特別陳列『おん祭と春日信仰の美術―特集 社家史料と若宮―』 1,250 美術館・博物館・大学・研究機関等 

6 
修理完成記念 特別陳列『薬師寺の名画―板絵神像と長沢芦雪筆旧福寿院障壁

画』 

1,000 美術館・博物館・大学・研究機関等 

※博物館だよりの発行数については「1-(3)-②-6 広報刊行物一覧」参照 
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【九州国立博物館】 
調査研究刊行物  3件 

 
刊  行  物  名 発行部数 配     布     先 

1  九州国立博物館紀要『東風西声』 第12号 1,030 美術館・博物館・大学・研究機関等 

2  水中遺跡の保存活用に関する調査研究 報告書 50 
文化庁、美術館・博物館・大学・研究

機関等 

3  九州国立博物館 博物館科学部門の取り組みIV 1,000 美術館・博物館・大学・研究機関等 

 

○展覧会図録等  9件 
 

刊  行  物  名 発行部数 配     布     先 

1  
特別展 

 
タイ～仏の国の輝き～ 10,000 美術館・博物館・大学・研究機関等 

2  世界遺産 ラスコー展 クロマニョン人が見た世界 8,700 美術館・博物館・大学・研究機関等 

3  新・桃山展－大航海時代の日本美術 6,000 美術館・博物館・大学・研究機関等 

4  書聖 王羲之と日本の書 8,000 美術館・博物館・大学・研究機関等 

5  
特別展示等 

 
水の中からよみがえる歴史－水中考古学最前線－ 7,000 展示室内等で配布（非売品） 

6  対馬－遺宝にみる交流の足跡－ 1,600 美術館・博物館・大学・研究機関等 

7  大分県国東宇佐六郷満山展～神と仏と鬼の郷～ 2,200 美術館・博物館・大学・研究機関等 

8  白隠さんと仙厓さん 1,600 美術館・博物館・大学・研究機関等 

9  災害に学ぶ・備える～熊本地震と文化財レスキュー～ 8,000 展示室内等で配布（非売品） 

※アジアージュの発行数については「1-(3)-②-6 広報刊行物一覧」参照 

 

【東京文化財研究所】 
○調査研究刊行物 

（1）新たな知見の開拓につながる基礎的・探求的な調査研究  3件 
・有形文化財、伝統的建造物群に関する調査研究 1件 

 刊  行  物  名 発行部数 配     布     先 

1 『水月観音像調査報告書』 600 大学・研究機関・図書館等 

 

・無形文化財、無形民俗文化財等に関する調査及び研究 2件 

 刊  行  物  名 発行部数 配     布     先 

1 『かりやど民俗誌』 1,000 各地民俗博物館・民俗資料館等 

2 『箕 箕サミット2017の記録』 500 箕サミット参加者・研究機関・図書館等 

 

(2）科学技術を応用した研究開発の進展等に向けた基盤的な研究  5件 
・文化財の調査手法に関する研究開発の推進 1件 

 刊  行  物  名 発行部数 配     布     先 

1 『春日権現験記第三巻・第四巻 光学調査報告書』 500 大学・研究機関・図書館等 

 

・文化財の保存修復及び保存技術等に関する調査研究 4件 

 刊  行  物  名 発行部数 配     布     先 

1 『春日権現験記絵巻 巻五・巻六 光学調査報告書』 500 大学・研究機関・教育委員会・図書館等 

2 『美術館・博物館の空気清浄化マニュアル（暫定版）』 100 博物館・美術館等 

3 『煉瓦造建造物の保存と修復』 600 大学・研究機関・教育委員会・図書館等 

4 
『Principles for Conservation and Restoration of Modern Cultural  Heritage 

Properties』 
300 大学・研究機関・教育委員会・図書館等 

 

(3）文化遺産保護に関する国際協働  13件 
・文化遺産保護に関する国際協働の総合的な推進 13件 

 刊  行  物  名 発行部数 配     布     先 

1 『各国の文化財保護法例シリーズ［22］韓国』 300 大学･研究機関･教育委員会･図書館等 

2 『世界遺産研究協議会 世界遺産推薦書の評価のプロセスと諮問機関の役割』 200 大学・研究機関・教育委員会等 

3 『東南アジア諸国等文化遺産保存修復協力 平成29年度成果報告書』 50 外部評価委員等 

4 
『Iran-Japan On-site Workshop on the Conservation of Wooden Buildings and 

Wooden Objects』 
30 所内･現地機関･ワークショップ参加者 

5 『考古学的知見から読み取る大陸部東南アジアの古代木造建築』 150 大学・研究機関・図書館等 

6 
『ミャンマー・バガン遺跡における寺院壁画の保存に向けた外壁調査と保存修復方法

の研究』 
50 大学・研究機関・図書館等 
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7 
『ドレスデン国立美術館陶磁器資料館所蔵の日本美術品共同研究事業報告書 染付蒔

絵鳥籠装飾広口大瓶 – The Birdcage Vase -』 
100 大学・研究機関・図書館等 

8 
『文化遺産国際協力コンソーシアム10周年記念誌―コンソーシアム10年のあゆみと文

化遺産からつながる未来―』 
300 大学・研究機関・図書館等 

9 『東南アジアの歴史的都市でのまちづくり―町の魅力を、町の自慢に―』 
日本語版：300 

英語版：200 
大学・研究機関・図書館等 

10 『文化遺産の国際協力』 2,000 
大学・研究機関・図書館・大使館・コン

ソーシアム会員等 

11 
『Conference on Preservation of Historic Settlements in Kathamandu Valley on 

30th November 2016』 
200 

大学・研究機関・教育委員会・図書館等 

ネパール国内行政機関 

12 
『ミャンマーにおける考古・建築遺産の調査・保護に関する技術移転を目的とした拠

点交流事業－建築分野』 
10 所内保管用 

13 『トルコ共和国における壁画の保存管理体制改善に向けた人材育成事業報告書』 50 大学・研究機関・図書館等 

 

(4）文化財に関する情報資料の収集・整備及び調査研究成果の公開・活用  12件 
・調査研究成果の発信 12件 

 刊  行  物  名 発行部数 配     布     先 

1 『東京文化財研究所年報』2016年度版  500 博物館・美術館・大学・研究機関等 

2 『東京文化財研究所概要』2017年度版  2,700 博物館・美術館・大学・研究機関等 

3 『東文研ニュース』64号 1,600 博物館・美術館・大学・研究機関等 

4 『東文研ニュース』65号 1,600 博物館・美術館・大学・研究機関等 

5 『東文研ニュース』66号 1,600 博物館・美術館・大学・研究機関等 

6 『平成28年版 日本美術年鑑』 600 博物館・美術館・大学・研究機関等 

7 『美術研究』422号 400 博物館・美術館・大学・研究機関等 

8 『美術研究』423号 400 博物館・美術館・大学・研究機関等 

9 『美術研究』424号 400 博物館・美術館・大学・研究機関等 

10 『無形文化遺産研究報告』第12号 600 博物館・美術館・大学・研究機関等 

11 『第12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 

12 『保存科学』57号 650 博物館・美術館・大学・研究機関等 

 

【奈良文化財研究所】 
○調査研究刊行物 

（1）新たな知見の開拓につながる基礎的・探求的な調査研究  17件 
・有形文化財、伝統的建造物群に関する調査研究 2件 

 刊  行  物  名 発行部数 配     布     先 

1 出雲市内神社建造物調査報告書 300 大学・研究機関・教育委員会・図書館等 

2 矢掛町矢掛宿伝統的建造物群保存対策調査報告書（再調査編） 200 大学・研究機関・教育委員会・図書館等 

 

・記念物、文化的景観、埋蔵文化財に関する調査研究 15件 

 刊  行  物  名 発行部数 配     布     先 

1 平成 28年度 遺跡整備・活用研究集会報告書 「近世城跡の近現代」 600 大学・研究機関・教育委員会・図書館等 

2 平成29年度庭園の歴史に関する研究会報告書 「回遊式庭園と庭園文化」 300 大学・研究機関・教育委員会・図書館等 

3 地下の正倉院展－国宝 平城宮跡出土木簡－ 8,000 平城宮跡資料館参観者 

4 特別史跡高松塚古墳発掘調査報告   800 大学・研究機関・教育委員会・図書館等 

5 日本所在の銭弘俶八万四千塔の調査１ 600 大学・研究機関・教育委員会・図書館等 

6 『都市の営みの地層 宇治・金沢』文化的景観スタディーズ04 1,000 大学・研究機関・教育委員会・図書館等 

7 地域のみかたとしての文化的景観－文化的景観研究集会（第８回）報告書－ 1,000 大学・研究機関・教育委員会・図書館等 

8 文化的景観全覧図－鳥瞰図による文化的景観の表現 3,000 大学・研究機関・教育委員会・図書館等 

9 郡庁域の空間構成  奈良文化財研究所研究報告第19冊 600 大学・研究機関・教育委員会・図書館等 

10 
『第20回古代官衙・集落研究集会報告書 郡庁域の空間構成』（奈良文化財研究所研究

報告19） 
600 

大学・研究機関・教育委員会・図書館等 

11 第21回古代官衙・集落研究集会 地方官衙政庁域の変遷と特質 研究報告資料    250 大学・研究機関・教育委員会・図書館等 

12 『政庁域 遺構集成』（第一分冊 図版編、第二分冊 図版・表編） 600 大学・研究機関・教育委員会・図書館等 

13 第18回シンポジウム 8世紀の瓦づくりⅦ 一本づくり・一枚づくりの展開１ 350 大学・研究機関・教育委員会・図書館等 

14 
「第18回シンポジウム 8世紀の瓦づくりⅦ 一本づくり・一枚づくりの展開1 資料集

（東日本編）」 
350 

大学・研究機関・教育委員会・図書館等 

15 古代瓦研究Ⅷ 東大寺式軒瓦の展開・飛雲文軒瓦の展開 850 大学・研究機関・教育委員会・図書館等 

 

(2）科学技術を応用した研究開発の進展等に向けた基盤的な研究  3件 
・文化財の調査手法に関する研究開発の推進 1件  

 刊  行  物  名 発行部数 配     布     先 

1 埋蔵文化財ニュース 172 奈良文化財研究所埋蔵文化財センターの最新研究動向 2000 大学・研究機関・教育委員会・図書館等 

 

・文化財の保存修復及び保存技術等に関する調査研究 2件  

 刊  行  物  名 発行部数 配     布     先 

1 特別史跡高松塚古墳発掘調査報告 800 大学・研究機関・教育委員会等 

2 埋蔵文化財ニュース 171号 2000 教育委員会など関係機関 

 

(3）文化遺産保護に関する国際協働  0件 
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(4）文化財に関する情報資料の収集・整備及び調査研究成果の公開・活用  17件 
・調査研究成果の発信 10件 

 刊  行  物  名 発行部数 配     布     先 

1 奈良文化財研究所概要2017 3000 大学・研究機関・図書館等 

2 奈良文化財研究所紀要2017 3000 大学・研究機関・図書館等 

3～6 奈文研ニュースNo.65～68 各3000 大学・研究機関 

7～10 埋蔵文化財ニュースNo170～173 各2500 大学・研究機関・博物館等 

 

・展示公開施設の充実 7件 

 刊  行  物  名 発行部数 配     布     先 

1  

『永野太造作品展』 平城宮跡資料館企画展リーフレット  

5000 

 

平城宮跡資料館参観者 

2  
『ナント！すてきな！？平城生活』平城宮跡資料館企画展リーフレット 5000 

 

平城宮跡資料館参観者 

3 

 

『地下の正倉院展－国宝平城宮跡出土木簡－』平城宮跡資料館特別展リーフレット 8000 平城宮跡資料館参観者 

4 「新春企画 平城京の戌」平城宮跡資料館ミニ展示リーフレット 3000 平城宮跡資料館参観者 

5 
飛鳥資料館図録第67冊 

『藤原京を掘る－藤原京一等地の調査－』 

2000 大学・研究機関・教育委員会・図

書館等 

6 
飛鳥資料館図録第68冊 

『高松塚古墳を掘る―解明された築造方法―』 

2000 大学・研究機関・教育委員会・図

書館等 

7 
『飛鳥の考古学2017』飛鳥資料館企画展リーフレット 2000 大学・研究機関・教育委員会・図

書館等 

 

【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  5件 

 刊  行  物  名 発行部数 配     布     先 

1 『IRCI概要2017(日本語版)』 
500 

データ版でも公開 

ユネスコ関係、研究協力依頼機関

等 

2 『IRCI概要2017(英語版)』 
600 

データ版でも公開 

ユネスコ関係、研究協力依頼機関

等 

3 
『Proceedings of the International Symposium on Glocal Perspectives on Intangible 

Cultural Heritage: Local Communities, Researchers, States and UNESCO』 

400 

データ版でも公開 

ユネスコ関係、研究協力依頼機関

等 

4 『International Symposium “Negotiating Intangible Cultural Heritage” Report』 500 
ユネスコ関係、研究協力依頼機関

等 

5 
『Preliminary Research on ICH Safeguarding and Disaster Risk Management in the Asia-

Pacific Region: Project Report for FY 2016-2017』 
データ版 関係者 

 

【文化財防災ネットワーク推進本部】 
○調査研究刊行物  10件 

 刊  行  物  名 発行部数 配     布     先 

1 『第３回 全国史料ネット研究交流集会－愛媛－報告書』 
500 

データ版でも公開 

美術館・博物館、大学・研究機

関、教育委員会、図書館等 

2 『UNESCO・ICCROMによる 非常時における文化財の救出と保全の手引き』 
1,200 

データ版でも公開 

ユネスコ、イクロム、美術館・博

物館、大学・研究機関、図書館等 

3 
『―文化遺産防災総合シミュレーション調査―地域の文化遺産保全リスト・地図作成事業 報告

書（平成28・29年度）』 
100 連携協力機関、関係者・協力者等 

4 
『シンポジウム 文化財を災害から守る３ 文化財の記録と継承～文化財を守り、伝えるために

～』報告書 
300 連携協力機関、関係者・協力者等 

5 『文化財防災マニュアルハンドブック 汚損紙資料のクリーニング処置例』 500 連携協力機関、関係者・協力者等 

6 『平成29年度文化財防災ネットワーク推進事業―九州国立博物館の取り組み―』 1,000 
連携協力機関、九州・山口の美術

館・博物館等 

7 
『ユネスコ・チェア「文化遺産と危機管理」国際シンポジウム「日本と世界が共に目指す文化

遺産防災」』報告書 
600 

連携協力機関、美術館・博物館、

大学・研究機関、図書館、関係

者・協力者等 

8 

『Proceedings of UNESCO Chair Programme on Cultural Heritage and Risk Management,  

INTERNATIONAL TRAINING COURSE (ITC) on DISASTER RISK MANAGEMENT of CULTURAL 

HERITAGE,  

Ritsumeikan University, and International Symposium “Working Internationally 

Toward  

the Integrated Protection of Cultural Heritage from Disasters”』 

400 連携協力機関、関係者・協力者等 

9 
『文化遺産防災国際シンポジウム 文化遺産を大災害からどう守るか：ブルーシールドの可能

性Ⅱ』報告書 
500 

美術館・博物館、大学・研究機

関、教育委員会、図書館、関係者

等 

10 
Report『International Symposium on Cultural Heritage Disaster Risk Management 

How We Protect Cultural Heritage from Disasters: Potential of Blue Shield Ⅱ』 
500 

美術館・博物館、大学・研究機

関、教育委員会、図書館、関係者

等 
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c-⑦ 科学研究費助成事業による調査研究 
平成30年3月31日現在 

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 133 45 22 11 5 8 87 27 60 0 

科学研究費 

補助金のみ 
41 19 13 2 0 4 22 9 13 0 

学術研究助成基金 

助成金のみ 
82 24 8 8 4 4 58 16 42 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 

10 3 1 1 1 0 7 2 5 0 

※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。（日本学術振興会特別研究員を除く） 

※科学研究費助成事業の研究分担者等として参画しているものについてはc①2）他機関の共同研究への参画実績参照 

※科学研究費の交付決定額には間接経費を含む。 

 

【東京国立博物館】 

1）科学研究費補助金のみ 13件 

  研究テーマ 名前 役職 研究種目 
交付決定額 

(千円) 

1 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 
学芸研究部調査研究課絵画・

彫刻室長 

基盤研究（Ａ） 

【繰越】 
3,640 

2 
日本染織コレクションの形成とその美術史的価値観の確

立に関する研究 
小山 弓弦葉 

学芸研究部列品管理課登録

室長（兼貸与特別観覧室長） 
基盤研究（Ａ） 8,450 

3 清朝末期における中国踏査写真資料に関する発展的研究 関 紀子 
学芸研究部列品管理課登録

室アソシエイトフェロー 

基盤研究（Ｂ） 

(海外学術調査) 
1,820 

4 東京国立博物館所蔵写真資料データベース 富田 淳 学芸企画部長 
研究成果公開促進費 

（データベース) 重点 
1,900 

5 絵巻を中心とした古代・中世絵画の伝来に関する研究 土屋 貴裕 
学芸企画部企画課特別展室

主任研究員 
若手研究（Ａ） 3,770 

6 
美術品・輸送機関・梱包資材の振動特性情報を集積した安

全輸送のためのシステム構築 
和田 浩 

学芸研究部保存修復課環境

保存室長 
基盤研究(B) 4,290 

7 大小摺物（絵暦）の美術史及び文化史に関する総合的研究 岩崎 均史 客員研究員 
基盤研究(B)  

【平成28年度繰越】 
700 

8 大小摺物（絵暦）の美術史及び文化史に関する総合的研究 岩崎 均史 客員研究員 基盤研究(B) 1,950 

9 
近世狩野派を中心とした図様継承と絵画制作システムに

関する研究 
田沢 裕賀 学芸研究部長 基盤研究(A) 9,490  

10 
文化財情報資源の探索と発見のためのデータ連携に関す

る研究 
村田 良二 

学芸企画部博物館情報課情

報管理室長 
基盤研究(B) 2,730  

11 
アイヌ民族の衣文化交流―博物館資料から北東アジア史

を見直す 
佐々木 史郎 東京国立博物館付部長 基盤研究(B) 6,370  

12 平等院鳳凰堂空間の荘厳と機能に関する総合的研究 皿井 舞 
学芸研究部調査研究課絵画・

彫刻室主任研究員 
基盤研究(B) 4,290  

13 博物館における文化財の情報資源化に関する研究 高橋 裕次 客員研究員 基盤研究(A) 4,420  

 

2）学術研究助成基金助成金のみ 8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 

古代東アジア世界における染織

品の伝播と使用に関する考古学

および美術史学的研究 

澤田 むつ代 客員研究員 基盤研究（C) - 
4,680 

〈平成26～29年度〉 

2 
法隆寺献納宝物と正倉院宝物に

おける上代染織作品の研究 
三田 覚之 

学芸企画部博物館教育課

教育普及室研究員 
若手研究（B) - 

3,380 

〈平成26～29年度〉 

3 
中世社寺縁起絵・高僧伝絵の成

立と近世的受容 
瀬谷 愛 

学芸研究部保存修復課保

存修復室主任研究員 
若手研究（B) 1,300 

4,030 

〈平成27～29年度〉 

4 

模本制作の第一人者・田中親美

を中心とした近現代の書の受容

に関する基礎的研究 

恵美 千鶴子 
学芸企画部百五十年史編

纂室長 
基盤研究(C) 1,430 

 

4,160 

〈平成29～31年度〉 

5 

東アジア礼制に基づく物質文化

研究  ―日・中・韓・越・琉の

宮廷工芸を対象として― 
猪熊 兼樹 

学芸企画部企画課出版企

画室主任研究員 
基盤研究(C) 1,430 

4,550 

〈平成29～31年度〉 

6 

１６・１７世紀中国江南地域に

おける旅行と絵画の関係につい

ての事例研究 
植松 瑞希 

学芸研究部調査研究課東

洋室研究員 
若手研究(B) 650 

3,250 

〈平成29～32年度〉 

7 
日本刀における連続と変容の表

現に着目した歴史的展開の考察 
酒井 元樹 

学芸研究部調査研究課工

芸室主任研究員 
若手研究(B) 2,210 

4,160 

〈平成29～32年度〉 

8 

フェニキア人の「出現」－考古

資料から見た初期の交易活動と

対外進出 

小野塚 拓造 
学芸研究部調査研究課東

洋室研究員 
若手研究(B) 1,300 

3,640 

〈平成29～31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 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 

ディルムン文明の起源－バハレ

ーン島における古墳群の考古学

的調査研究－ 

後藤 健 客員研究員 
基盤研究（Ｂ） 

海外学術調査 
2,210 1,300 

6,500 

〈平成26～30年度〉 

 

【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 河内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（Ａ） 4,810 

2 
幕末近代の商家が伝えた文化財の総合調査：貝塚廣海惣

太郎コレクション 
永島 明子 学芸部教育室長 基盤研究（Ｂ） 4,420 

 

2）学術研究助成基金助成金のみ 8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 
実作例に基づく日本の宮廷装束および調度の基

礎的研究 
山川 曉 学芸部工芸室長 基盤研究（Ｃ) 1,170 

4,030 

〈平成27～29年度〉 

2 長尾雨山の中国書画受容に関する基礎的研究 呉 孟晋 
学芸部列品管理室主任研

究員 
若手研究（Ｂ) 910 

3,900 

〈平成27～29年度〉 

3 
対話とハンズ・オン教材を組み合わせた博物館

教育の実践と研究 
水谷 亜希 学芸部教育室研究員 若手研究（Ｂ) 780 

3,900 

〈平成28～31年度〉 

4 
近世期に作成された、書画の「極書」に関する

基礎的研究 
福士 雄也 学芸部美術室研究員 若手研究（Ｂ) 650 

3,770 

〈平成28～31年度〉 

5 
鉛釉陶器の鉛同位体比値と金属元素の価数から

考察する生産地と焼成技術の特徴 
降幡 順子 学芸部保存科学室長 基盤研究（Ｃ) 910 

3,770 

〈平成28～31年度〉 

6 
思渓版大蔵経刊行実態の解明－目録と遣例によ

る実証的研究－ 
上杉 智英 

学芸部企画室・アソシエ

イトフェロー 
若手研究（Ｂ) 1,170 

3,900 

（平成28～31年度） 

7 
古墳時代武装具研究の総合化と古代東アジアに

おける政治史・文化史的意義の基盤的研究 
古谷 毅 学芸部考古室主任研究員 基盤研究（Ｃ) 1,560 

4,680 

〈平成27～29年度〉 

8 

ミュージアムにおける鑑賞者開発の研究；新来

館者の定着に向けた実証的調査分析（国際共同

研究強化） 

関谷 泰弘 総務課専門職員 

国際共同研究加

速器金（国際共

同研究強化） 

- 
14,820 

〈平成28～30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 
東アジアにおける繍仏

の基礎的研究 
伊藤 信二 学芸部企画室長 基盤研究（Ｂ） 0 0 

6,500 

〈平成25～29年度〉 

※29年度は期間延長 

 

【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 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 染織技法による仏像の研究 内藤 栄 学芸部長 基盤研究（Ｃ） 3,510 
4,420 

〈平成29～31年度〉 

2 
叡尊・忍性による中世的救済ネットワークの研

究 
吉澤 悟 学芸部列品室長 基盤研究（Ｃ） 1,430 

2,990 

〈平成29～31年度〉 

3 
真言密教聖教の歴史史料としての調査・研究と

活用 
斎木 涼子 

学芸部美術室 

主任研究員 
若手研究（Ｂ） － 

1,560 

〈平成27～30年度〉 

4 密教聖教に基づく護国修法の基礎的研究 斎木 涼子 
学芸部美術室 

主任研究員 
若手研究（Ｂ） 650 

1,560 

〈平成29～32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 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 
高雄曼荼羅にみる古代ア

ジア密教美術の様相 
松本 伸之 館長 基盤研究（Ｂ） 2,470 780 

6,500 

〈平成26～29年度〉 

 

【九州国立博物館】 

1）科学研究費補助金のみ 4件 

  研究テーマ 名前 役職 研究種目 
交付決定額

(千円) 

1 
彩色塗装のある歴史的木造文化財建造物の加湿温風処理によ

る虫害処理方法の検討 
木川 りか 

学芸部博物館科学課長兼

環境保全室長 
基盤研究（Ａ） 5,330 

2 日タイ間の文化交流に関する資料集成と統合的研究 原田 あゆみ 
学芸部企画課  

特別展室長 
基盤研究（Ｂ） 4,030 

3 
在欧日本仏教美術の包括的調査・デジタル化とそれに基づく

ジャポニズムの総合研究 
島谷 弘幸 館長 基盤研究（Ｂ） 4,420 

4 
極薄青銅器と響銅を対象にした製作技術の比較 －東アジア

金属工芸史の再構築－ 
川村 佳男 

学芸部企画課特別展室 

主任研究員 
基盤研究（Ｂ） 2,600 

 

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 
出土・在銘遺品を中心とした調査による明

代彫漆器の基礎的研究 
川畑 憲子 

学芸部文化財課資料登録室  

主任研究員 
基盤研究（Ｃ） 650 

4,810 

〈平成27～29年度〉 

2 
文化財に使用された彩色材料に関する面的

調査法の検討 
秋山 純子 

学芸部博物館科学課環境保全

室研究員 
基盤研究（Ｃ） 1,430 

4,680 

〈平成27～30年度〉 

3 
X線CTを用いた文化財有機質材料の同定方

法の確立 
赤田 昌倫 客員研究員 基盤研究（Ｃ） 1,040 

4,160 

〈平成28～30年度〉 

4 
インドネシア・パセマ高原の装飾古墳の基

礎的研究 
河野 一隆 学芸部文化財課長 基盤研究（Ｃ） 1,040 

4,290 

〈平成29～31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 

 

【東京文化財研究所】 

1）科学研究費補助金のみ 9件 

  研究テーマ 名前 役職 研究種目 
交付決定額

(千円) 

1 
対外交流史の視点によるアジア螺鈿の総合的研究ー大航海時

代を中心にー 
小林 公治 

文化財情報資料部広領域

研究室長 
基盤研究(B) 2,730 

2 
ポンペイ及びエルコラーノ遺跡壁画保存修復新技法開発と遺

跡保存管理体制の確立 
前川 佳文 

文化遺産国際協力センタ

ー研究員 

基盤研究(B) 

海外 
5,070 

3 ブータンの版築造建造物の類型と編年に関する研究 亀井 伸雄 所長 
基盤研究(B) 

海外 
5,460 

4 染織技術の伝承に関する研究-材料・道具に焦点をあてて- 菊池 理予 
無形文化遺産部主任研究

員 
若手研究(A) 4,030 

5 墨、煤、膠の製法と性状の体系化 宇高 健太郎 
保存科学研究センター特

別研究員(PD) 
特別研究員奨励費 1,430 

6 毘沙門天像の成立と展開 ―唐・宋・元から平安・鎌倉へ― 佐藤 有希子 
文化財情報資料部特別研

究員(RPD) 
特別研究員奨励費 1,300 

7 
2018年出版予定の書籍のための、1989年以降の日本の現代美

術の研究 
橘川 英規 文化財情報資料部研究員 

特別研究員奨励費 

（外国人特別研究員） 
1,100 

8 SAT大正新脩大藏經 圖像データベース 津田 撤英 文化財情報資料部長 研究成果公開促進費 4,500 

9 伝統木造建築技術の保存継承に関する日英比較研究 
アレハンドロ 

マルティネス 

文化遺産国際協力センタ

ーアソシエイトフェロー 
研究活動スタート支援 780 

 

2）学術研究助成基金助成金のみ 16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 紙本屏風の規格と表現・技法の研究 江村 知子 
文化財情報資料部文化財ア

ーカイブズ研究室長 

挑戦的研究

（萌芽） 
2,730 

4,992 

(平成29年～平成31年) 

2 
ザグロス地域における農耕・牧畜の

起源に関する考古学的研究 
安倍 雅史 

文化遺産国際協力センター

研究員 
基盤研究(C) 1,560 

6,240 

(平成29年～平成31年) 

－　　　－242



  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〉 

3 
虎塚古墳壁画の材質と保存環境に関

する研究 
犬塚 将英 

保存科学研究センター 分

析科学研究室長 
基盤研究(C) 1,820 

4,290 

(平成28年～平成30年) 

4 
黒髪白肌の系譜－上村松園の技法と

表現－ 
大河原 典子 

文化遺産国際協力センター

客員研究員 
基盤研究(C) 1,560 

4,680 

(平成28年～平成30年) 

5 
紙質文化財にみられる緑青焼けに対

する修復処置方法の開発 
貴田 啓子 

保存科学研究センター 客

員研究員 
若手研究(B) 1,690 

3,900 

(平成28年～平成30年) 

6 

アイヌと和人の文化交渉史に関する

研究―明治期の和人によるイナウ奉

納習俗を中心に 

今石 みぎわ 無形文化遺産部主任研究員 若手研究(B) 1,560 
4,030 

(平成28年～平成30年) 

7 
イラン歴史的都市景観保護のための

計画指標に関する研究 
山田 大樹 

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28年～平成30年) 

8 
徳川将軍家の御物形成と御用絵師の

役割に関する研究 
小野 真由美 

文化財情報資料部主任研究

員 
基盤研究(C) 1,170 

4,420 

（平成28年～平成30年） 

9 
環境制御による古墳に繁茂する緑色

生物の軽減法に関する研究 
朽津 信明 

保存科学研究センター 修

復計画研究室長 
基盤研究(C) 1,040 

4,680 

(平成27年～平成29年) 

10 
津波被災文書資料から発生するにお

い物質の同定とその対策 
佐野 千絵 保存科学研究センター長 基盤研究(C) 1,430 

4,550 

(平成27年～平成29年) 

11 
日本絵画における鉛白・胡粉の利用

とその変遷に関する調査研究 
早川 泰弘 

保存科学研究センター 副

センター長 
基盤研究(C) 1,300 

4,680 

(平成27年～平成29年) 

12 

リアルタイム浮遊菌測定を用いた自

然共生型博物館におけるゾーニング

についての研究 

間渕 創 
保存科学研究センター 客

員研究員 
若手研究(B) 910 

3,900 

(平成27年～平成29年) 

13 
放射光を用いた中央アナトリア出土

鉄器に対する生産地同定法の開発 
増渕 麻里耶 

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) 1,300 

3,120 

(平成27年～平成29年) 

14 

空間情報データベースによる文化財

の災害被害予測の高度化及び防災計

画策定への応用 

二神 葉子 
文化財情報資料部文化財情

報研究室長 
基盤研究(C) 650 

4,030 

(平成26年～平成29年) 

15 
平安仏画の技法に関する画像情報に

よる調査研究 
小林 達朗 

文化財情報資料部日本東洋

美術史研究室長 
基盤研究(C) 1,430 

4,940 

(平成26年～平成29年) 

16 

実演用能装束の保存継承に関する研

究‐ 能楽の包括的継承の一指針と

して‐ 

菊池 理予 無形文化遺産部主任研究員 
挑戦的萌芽

研究 
780 

3,640 

(平成26年～平成29年) 

 

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 

酵素を利用した文化財の

新規クリーニング方法の

開発 -旧修理材料や微

生物痕の除去- 

早川 典子 

保存科学研究セ

ンター修復材料

研究室長 

基盤研究(B) 1,560 2,210 
13,000 

平成26年～平成30年 

2 

墨、煤、膠の製法と性状

の体系化 -伝統的製法の

再現- 

宇高 健太郎 

保存科学研究セ

ンター特別研究

員(PD) 

若手研究(A) 1,430 2,210 
18,500 

平成26年～平成29年 

 

【奈良文化財研究所】 

1）科学研究費補助金のみ 13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の資源化のための機能的情報集約と知の結

集 
渡邉 晃宏 副所長 基盤研究（Ｓ）   33,670 

2 
歴史的文字に関する経験知の共有資源化と多元的分析のための人

文・情報学融合研究 
馬場 基 都城発掘調査部主任研究員 基盤研究（Ａ） 5,460 

3 発掘遺構による古代寺院建築史の構築 箱崎 和久 都城発掘調査部遺構研究室長 基盤研究（Ａ） 
      

7,540 

4 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） 3,770 

5 
東アジア旧石器・新石器移行期の基礎的研究－河南霊井遺跡出土

品の徹底分析－ 
加藤 真二 企画調整部企画調整室長 基盤研究（Ｂ）      3,510 

6 
木簡の年輪年代学：同一材推定による再釈読と荷札木簡を用いた

地域標準年輪曲線の構築 
星野 安治 

埋蔵文化財センター年代学研

究室研究員 
基盤研究（Ｂ） 

      

5,720 

7 先端技術による未発見遺跡の探査・研究および保護手法の開発 金田 明大 
埋蔵文化財センター遺跡・調

査技術研究室長 

挑戦的研究 

（開拓） 
5,980 

8 
日本考古学国際化のための考古学関係用語シソーラス構築と自動

英語化の研究 
高田 祐一 

企画調整部文化財情報研究室

研究員 
若手研究（Ａ）      7,670 

－　　　－243



  研究テーマ 名前 役職 研究種目 
交付決定額

(千円) 

9 
対照実験を主軸とした東アジア鋳造技術史解明のための実験考古

学的研究 
丹羽 崇史 都城発掘調査部主任研究員 若手研究（Ａ） 2,730 

10 中近世日本と東アジアにおける木造建築の変革に関する比較研究 鈴木 智大 
都城発掘調査部遺構研究室研

究員 
若手研究（Ａ） 2,080 

11 
土器残存脂質分析を用いた縄文－弥生移行期における土器利用と

食性変化の追跡 
庄田 慎矢 都城発掘調査部主任研究員 若手研究（Ａ） 4,940 

12 カザフスタンにおける後期旧石器文化形成プロセスの研究 国武 貞克 都城発掘調査部主任研究員 

新学術領域研究

（研究領域提案

型） 

2470 

13 全国遺跡報告総覧 高田 祐一 
企画調整部文化財情報研究室

研究員 

研究成果公開促

進費＜データベ

ース＞ 

4,000 

 

2）学術研究助成基金助成金のみ 42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 
古代日本の宮都、寺院出土磚の基礎的研

究 
中川 二美 

都城発掘調査部客員

研究員 
若手研究（Ｂ) - 

3,380 

〈平成25～29年度〉 

2 
重要文化的景観の評価方法と保護手法

における現状と課題 
惠谷 浩子 

文化遺産部景観研究

室 研究員 
若手研究（Ｂ) - 

3,770 

〈平成25～29年度〉 

3 
近世庭園の様式と地域性に関する基礎

的研究－重森編年への検証として 
高橋 知奈津 

文化遺産部遺跡整備

研究室研究員 
若手研究（Ｂ) - 

3,120 

〈平成25～29年度〉 

4 中国由来の木彫像の用材観 伊東 隆夫 
埋蔵文化財センター

客員研究員 
基盤研究（Ｃ） - 

4,680 

〈平成26～29年度〉 

5 
古代東北アジアにおける金工品の生産・

流通構造にかんする考古学的研究 
諫早 直人 

都城発掘調査部考古

第一研究室研究員 
若手研究（Ｂ) 910 

3,640 

〈平成26～29年度〉 

6 
七世紀土器編年からみた古代宮都の変

遷に関する考古学的研究 
若杉 智宏 

飛鳥資料館学芸室研

究員 
若手研究（Ｂ)      390 

2,730 

〈平成26～29年度〉  

7 
九州旧石器編年の再構築と集団関係の

研究―中九州石器群の再検討 
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) 780 

3,770 

〈平成26～29年度〉 

8 
古代都城造営における造瓦体制の復元

的研究 
石田 由紀子 

都城発掘調査部考古

第三研究室研究員 
若手研究（Ｂ) 650 

3,640 

〈平成26～29年度〉 

9 
荘厳化を目的とした建築装飾に関する

研究 
大林 潤 

都城発掘調査部主任

研究員 
若手研究（Ｂ) 520 

2,600 

〈平成26～30年度〉 

10 
律令制下の土器生産－須恵器・土師器群

別分類の再構築 
神野 恵 

都城発掘調査部主任

研究員 
基盤研究（Ｃ） 910 

4,420 

〈平成27～31年度〉 

11 
奈良時代鉛釉陶器および鉛釉瓦磚の基

礎的研究 
今井 晃樹 

都城発掘調査部主任

研究員 
基盤研究（Ｃ） 2,210 

4,810 

〈平成27～29年度〉 

12 
古代の灯火―先史時代から近世にいた

る灯明具に関する研究 
深澤 芳樹 

都城発掘調査部客員

研究員 
基盤研究（Ｃ） 910 

4,810 

〈平成27～31年度〉 

13 
飛鳥時代金属製品の加工技術に関する

基礎的研究 
石橋 茂登 飛鳥資料館学芸室長 基盤研究（Ｃ） 1,560 

4,810 

〈平成27～31年度〉 

14 
考古・歴史･地質学的複合解析による災

害履歴地図の開発 
村田 泰輔 

埋蔵文化財センター

遺跡・調査技術研究

室アソシエイトフェ

ロー 

挑戦的萌芽研究 650 
3,510 

〈平成27～31年度〉 

15 
水蒸気移動を用いた出土鉄製文化財の

新規脱塩法の開発 
柳田 明進 

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 
3,640 

〈平成27～29年度〉 

16 
埋蔵環境下における金属製遺物の現地

保存法の開発 
脇谷 草一郎 

埋蔵文化財センター

主任研究員 
基盤研究（Ｃ） 650 

3,770 

〈平成28～30年度〉 

17 

蛍光Ｘ線分析と鉱物組成分析による飛

鳥藤原地域出土古代瓦の生産・供給体制

の研究 

清野 孝之 
都城発掘調査部考古

第三研究室長 
基盤研究（Ｃ） 1,690 

4,680 

〈平成28～30年度〉 

18 
６世紀の埴輪生産からみた「部民制」の

実証的研究－奈良盆地を中心に－ 
廣瀬 覚 

都城発掘調査部主任

研究員 
基盤研究（Ｃ） 650 

4,680 

〈平成28～31年度〉 

19 

明治～戦前期の木造建築に使われた良

材の産地とその年輪データに関する基

礎的研究 

藤井 裕之 
埋蔵文化財センター

客員研究員 
基盤研究（Ｃ） 910 

4,160 

〈平成28～30年度〉 

20 

日本と中国における古建築用語の相互

訳および英訳を通した比較研究手法の

創生 

鈴木 智大 
都城発掘調査部遺構

研究室研究員 
挑戦的萌芽研究 1,300 

3,640 

〈平成28～30年度〉 

21 
財政関係木簡による古代地方社会の実

態解明 
山本 祥隆 

都城発掘調査部史料

研究室研究員 
若手研究（Ｂ) 650 

1,950 

〈平成28～30年度〉 

22 
古代都城における木器生産に関する基

礎的研究 
浦 蓉子 

都城発掘調査部考古

第一研究室アソシエ

イトフェロー 

若手研究（Ｂ) 1300 
4,030 

〈平成28～30年度〉 

23 
二階建ての御殿にみる近世武家住宅の

実体と空間の構成 
大橋 正浩 

都城発掘調査部遺構

研究室アソシエイト

フェロー 

若手研究（Ｂ) 1,040 
4,160 

〈平成28～30年度〉 

24 
北陸地方の温泉地における共同浴場の

建築史的研究 
福嶋 啓人 

都城発掘調査部遺構

研究室研究員 
若手研究（Ｂ) 1,300 

3,380 

〈平成28～29年度〉 

－　　　－244



  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〉 

25 
大工道具にみる東アジア木造建築技術

史の基盤構築 
李 暉 

文化遺産部客員研究

員 
若手研究（Ｂ) 780 

4,160 

〈平成28～31年度〉 

26 
地理情報システムを用いた古代日本に

おける移動コスト算出の基礎的研究 
清野 陽一 

都城発掘調査部考古

第三研究室研究員 
若手研究（Ｂ) 910 

3,770 

〈平成28～31年度〉 

27 
古代における食生活の復元に関する環

境考古学的研究 
山崎 健 

埋蔵文化財センター

主任研究員 
基盤研究（Ｃ） 780 

4,420 

〈平成29～33年度〉 

28 

Sr 同位体比分析による日本出土「ナトロ

ンガラス」の産地に関する考古科学的研

究 

田村 朋美 
都城発掘調査部考古

第一研究室研究員 
基盤研究（Ｃ） 1,430 

4,550 

〈平成29～31年度〉 

29 
展示施設を拠点とする地域住民参加型

の歴史的建造物の調査 
西田 紀子 

飛鳥資料館学芸室研

究員 
基盤研究（Ｃ） 1,430 

4,550 

〈平成29～33年度〉 

30 
中央アジア西部ポスト・クシャーン朝期

（４～７世紀）壁画の基礎的研究 
影山 悦子 

企画調整部国際遺跡

研究室アソシエイト

フェロー 

基盤研究（Ｃ） 1,300 
3900 

〈平成29～31年度〉 

31 
呪符木簡の時代的地域的特質からみた

「木に文字を記す文化」の史的考究 
山本 崇 

都城発掘調査部主任

研究員 
基盤研究（Ｃ） 1,040 

4,550 

〈平成29～32年度〉 

32 
春秋戦国時代の馬匹生産体制形成過程

に関する実証的研究 
菊地 大樹 

埋蔵文化財センター

客員研究員 
基盤研究（Ｃ）      1,690 

4,550 

〈平成29～31年度〉 

33 

3Ｄ石器形態研究の確立による日本列島

後期旧石器時代の生活・技術・文化の解

明 

野口 淳 
埋蔵文化財センター

客員研究員 
基盤研究（Ｃ） 780 

4,430 

〈平成29～31年度〉 

34 
木造三重塔における組上げ構法の再構

築 
西山 和宏 

都城発掘調査部主任

研究員 
基盤研究（Ｃ） 1,430 

3,770 

〈平成29～32年度〉 

35 
日本古代の乳製品加工に関する考古化

学的証拠の探求 
庄田 慎矢 

都城発掘調査部主任

研究員 
挑戦的研究（萌芽） 2,730 

6,370 

〈平成29～30年度〉 

36 
出土木製遺物の水中保管時における劣

化を効果的に抑制する手法の開発 
松田 和貴 

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) 2,340 
3,900 

〈平成29～31年度〉 

37 
彩色文化財のTHz Imaging及びμFocusX

線CTを用いた非破壊界面調査 
金  旻貞 

埋蔵文化財センター

保存修復科学研究室

アソシエイトフェロ

ー 

若手研究（Ｂ) 1,170 
2,860 

〈平成29～31年度〉 

38 
地震痕跡を残す災害遺構の保存と公開

活用に関する研究 
小沼 美結 

飛鳥資料館学芸室ア

ソシエイトフェロー 
若手研究（Ｂ) 650 

1,950 

〈平成29～31年度〉 

39 

古墳時代中期王権中枢部における埴輪

生産体制の実証的研究―奈良市佐紀古

墳群を中心に 

大澤 正吾 
都城発掘調査部考古

第二研究室研究員 
若手研究（Ｂ) 1,170 

4,160 

〈平成29～32年度〉 

40 
渤海遺跡出土建築部材の基礎的研究－

三次元計測データの活用－ 
中村 亜希子 

埋蔵文化財センター

客員研究員 
若手研究（Ｂ) 1,430 

4,030 

〈平成29～31年度〉 

41 
奈良時代に用いられた色材・素材のナノ

構造解明 
杉岡 奈穂子 

埋蔵文化財センター

保存修復科学研究室

アソシエイトフェロ

ー 

若手研究（Ｂ) 1,430 
4,160 

〈平成29～31年度〉 

42 
森蘊の業績と日本庭園史の作成―歴史

的庭園のデータベース作成 
MARES Emmanuel 

文化遺産部遺跡整備

研究室アソシエイト

フェロー 

若手研究（Ｂ) 910 
3,120 

〈平成29～31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 5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 

中国漢代の木槨・木棺材を用

いた年輪年代学の確立と用材

選択の意義 

光谷 拓実 
埋蔵文化財セン

ター客員研究員 
基盤研究（Ｂ） 2,080 520 

6,500 

〈平成25～29年度〉 

2 
弥生時代における青銅器生産

の総合的研究 
難波 洋三 

埋蔵文化財セン

ター客員研究員 
基盤研究（Ｂ） 2,080 780 

6,500 

〈平成25～29年度〉 

3 

東大寺を中心とする南都の未

整理文書聖教の復原的調査研

究 

吉川 聡 
文化遺産部歴史

研究室長 
基盤研究（Ｂ） 1,820 1,040 

6,500 

〈平成26～30年度〉 

4 
アンコール王朝末期の総合的

歴史学の構築 
杉山 洋 

企画調整部国際

遺跡研究室特任

研究員 

基盤研究（Ｂ） 1,430 910 
6,500 

〈平成26～29年度〉 

5 
古代東アジアにおける建築技

術の重層性と日本建築の特質 
海野 聡 

都城発掘調査部

遺構研究室研究

員 

若手研究（Ａ） 800 1,000 
6,500 

〈平成26～29年度〉 

 

【アジア太平洋無形文化遺産研究センター】 0件 
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c-⑧ 客員研究員一覧 
平成30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 

141人 

44 人 31人 5人 6人 2人 

文化財研究所計 東京文化財研究所 奈良文化財研究所 

97 人 46人 51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】 31人 
 氏 名（所 属） 研 究 課 題 

1 松原 茂（公益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（静岡市東海道広重美術館館長） 当館所蔵の大小絵暦に関する研究 

3 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 

4 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 

5 田辺 龍太（一般財団法人切手の博物館主任） 当館所蔵の切手に関する調査研究 

6 水上 嘉代子（公益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 

7 小笠原 小枝 当館所蔵のインド更紗に関する研究 

8 大脇  潔 
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 

9 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 

10 湊 信幸（元東京国立博物館副館長） 当館所蔵の絵画に関する研究 

11 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 

12 西岡 康宏（元東京国立博物館副館長） 当館所蔵の東洋漆工に関する研究 

13 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 

14 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 

15 佐々木 利和 アイヌ・琉球民族資料に関する調査研究 

16 望月 幹夫（元東京国立博物館上席研究員） 当館所蔵の考古資料（原史・有史）に関する調査研究 

17 歌田 眞介（東京藝術大学名誉教授） 当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 

18 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 

19 澤田 むつ代（元東京国立博物館上席研究員） 
法隆寺献納宝物のうち法隆寺裂などの上代切れの保存と修理に関する調査研

究 

20 松井 敏也（筑波大学大学院人間総合科学研究科准教授） 文化財の非破壊分析に関する調査研究 

21 クライナー・ヨゼフ アイヌ・琉球民族資料に関する調査研究 

22 佐藤 サアラ（公益財団法人常盤山文庫主任研究員） 東洋陶磁（宋・元代）に関する研究 

23 高濱 秀 当館所蔵の中央ユーラシア青銅器に関する研究 

24 加藤 雅久（居住技術研究所主宰） 帝室博物館・復興本館建設における技術史的考察 

25 
津村 眞輝子（公益財団法人古代オリエント博物館研究部

長） 
古代西アジアから中央アジアにおけるコインの研究 

26 池田 宏（元東京国立博物館上席研究員） 当館所蔵の工芸品、歴史資料に関する調査研究 

27 後藤 健（元東京国立博物館上席研究員） 古代文化研究 

28 長谷 高志（長谷高史デザイン事務所代表） 情報デザイン、インフォメーションデザインの将来像の研究 

29 田中 公明（公益財団法人中村元東方研究所専任研究員）  館蔵のチベット・ネパール仏教美術の調査研究 

30 高橋 裕次（公益財団法人大倉文化財団大倉集古館学芸部長） 
東京国立博物館百五十年史に関わる研究及び東京国立博物館所蔵の書跡に関

する調査研究 

31 日高 慎（東京学芸大学教育学部文化財科学分野教授）  埴輪 挂甲の武人 についての調査と、修理における助言 

 

【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）  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） 近世絵画に関する調査研究 

4 狩野 博幸 近世絵画に関する調査研究 

5 後藤 真（国立歴史民俗博物館准教授） 文化財情報に関する調査研究 

 

【奈良国立博物館】 6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（帝塚山大学文学部教授） 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教授） 中国・朝鮮絵画の調査及び整理 

6 澤田むつ代（元東京国立博物館上席研究員） 染織品の調査および研究 

 

【九州国立博物館】 2人 
 

 氏 名（所 属） 研 究 課 題 

1 今津節生（奈良大学文学部教授） 水中遺跡の保存活用に関する調査研究 

2 
赤田昌倫（公益財団法人アイヌ文化振興・研究推進機構/国立ア

イヌ民族博物館設立準備室研究員） 
文化財の3次元計測と3次元データの展示への応用に関する調査研究 
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【東京文化財研究所】 46人 
 氏 名（所 属） 研 究 課 題 

1 三上 豊（和光大学表現学部教授） 近現代美術資料の収集・整理・公開に関する調査研究 

2 丸川雄三（国立民族学博物館先端人類科学研究部准教授） 近現代美術資料の収集・整理・公開に関する調査研究 

3 中野照男（成城大学特任教授） 美術の表現・技法・材料に関する多角的研究 

4 近松鴻二（国士舘大学非常勤講師ほか） 黒田清輝宛書簡ならびに記事珠などの判読と確認 

5 田中 淳（公益財団法人大川美術館長） 近現代美術資料の収集・整理・公開に関する調査研究 

6 片山まび（東京藝術大学美術学部藝術学科准教授） 『売立目録』工芸部門の調査研究 

7 齋藤達也 
黒田清輝をはじめとするフランスで学んだ美術家の調査研究、および当研

究所のアーカイブ構築 

8 永崎研宣（一般財団法人人文情報学研究所主席研究員） 刊行物アーカイブズシステムの運用・評価に関する調査研究 

9 星野厚子（東京藝術大学助手） 無形文化財（芸能）に関する調査研究 

10 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 

11 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 

12 原田一敏（東京藝術大学大学美術館教授） 無形文化財の保存・継承に関する調査研究 

13 荒川正明（学習院大学文学部哲学科（美術史専攻）教授） 無形文化財の保存・継承に関する調査研究 

14 山崎 剛（金沢美術工芸大学教授） 無形文化財の保存・継承に関する調査研究 

15 俵木 悟（成城大学文学部准教授） 無形民俗文化財の保存・継承に関する調査研究 

16 
大西秀樹（京都市立芸術大学日本伝統音楽研究センター非常勤講

師） 
音声映像記録に関する調査研究 

17 松山直子 無形文化遺産保護に関する研究交流・情報収集 

18 菊池健策（都留文科大学非常勤講師） 無形民俗文化財の調査 

19 鎌田紗弓（日本学術振興会特別研究員） 無形文化遺産部所蔵写真資料の整理 

20 齋藤裕嗣 無形民俗文化財の調査 

21 宮澤京子（有限会社海工房取締役） 無形文化遺産保護に関する研究交流・情報収集 

22 森下愛子（公益財団法人泉屋博古館分館学芸課学芸員） 工芸技術（主に陶芸分野）に関する研究 

23 宮田繁幸（東京福祉大学大学院特任講師） ユネスコ無形文化遺産条約に関わる調査研究および情報収集 

24 神野知恵（東京藝術大学音楽科専門研究員） 無形文化遺産保護に関する研究交流・情報収集 

25 吉澤 望（東京理科大学理工学部建築学科教授） 新世代光源の展示照明としての適用条件検討 

26 山内泰樹（山形大学大学院理工学研究科教授） 有期EL光源の展示照明への導入条件の検討 

27 酒井清文 文化財の伝統的修復に関する調査研究 

28 大場詩野子 絵画修復を中心とした新規修復手法に関する調査研究 

29 三浦定俊（公益財団法人文化財虫菌害研究所理事長） 
文化財IPMに関する基礎研究および微生物の簡易モニタリング手法の応用

研究についての助言・協力 

30 藤井義久（京都大学大学院農学研究科教授） 木造建造物の生物被害対策の研究 

31 間渕 創（三重県総合博物館学芸員） 文化財展示収蔵環境における微生物モニタリング 

32 横山晋太郎 近代文化遺産の保存修復に関する調査研究 

33 長島宏行（一般財団法人日本航空協会） 近代文化遺産の保存修復に関する調査研究 

34 小堀信幸（公益財団法人日本海事科学振興財団船の科学館） 近代文化遺産の保存修復に関する調査研究 

35 本多貴之（明治大学理工学部専任講師） 伝統的修復材料に関する分析調査研究 

36 堤 一郎（茨城大学教育学部技術教育教室特任教授） 近代文化遺産の保存修復に関する調査研究 

37 北原博幸（トータルシステム研究所代表） 空調設備に関する検討、保存環境に関する測定システムの構築 

38 石﨑武志（東北芸術工科大学文化財保存修復研究センター教授） 光と熱による物性への影響計測 

39 呂 俊民 
空気環境マニュアルの普及活動およびLED転換に伴う展示環境の影響に関

する調査 

40 山本記子（一般社団法人国宝修理装潢師連盟専務理事） 日本画修復に使用される材料および技法の研究 

41 貴田啓子 日本における絵画の劣化要因に関する研究 

42 
岡田 健（独立行政法人国立文化財機構文化財防災ネットワーク

推進本部推進室長） 
法隆寺金堂壁画をはじめとする文化財の科学分析調査 

43 古田嶋智子 
金属製文化財表面の腐食物質の発生原因となる、文化財を取り巻く空気の

成分分析 

44 石井美恵（佐賀大学芸術地域デザイン学部准教授） 
在外日本古美術品保存修復協力事業、国際研修等に関わる文化財修復技術

の研究 

45 大河原典子（鎌倉女子大学専任講師） 
在外日本古美術品保存修復協力事業の修復研究および技術移転の手法研

究 

46 
杉山恵助（東北芸術工科大学芸術学部文化財保存修復学科准教

授） 

在外日本古美術品保存修復協力事業における修復手法研究、国際研修での

技術移転方法に関する研究 
 

 

 

【奈良文化財研究所】 51人 
 氏 名（所 属） 研 究 課 題 

1 山田 徹（同志社大学文学部助教） 近畿を中心とする古寺社等が所蔵する古文書・古典籍等の釈読・内容分析 

2 林 良彦 受託調査等の調査・研究業務 

3 小浦 久子（神戸芸術工科大学芸術工学部教授） 文化的景観の計画策定に関する研究 

4 清水 重敦（京都工芸繊維大学教授） 文化的景観の価値の継承に関する研究 

5 山口 敬太（京都大学大学院工学研究科准教授） 文化的景観の価値と地域デザインに関する研究 

6 EDWARDS Walter Drew(中国科学院心理学研究所嘱託) 研究所刊行物等、国内外への研究論文の発信に関する指導 

7 巽 淳一郎（京都橘大学文学部教授） 
中国河南省文物考古研究所との共同研究「東アジアにおける生産遺跡の調査

研究協力」に参加 

8 難波 洋三 考古遺物の調査研究 

9 浜田 拓志 文化遺産防災総合シミュレーション調査 

10 中村 亜希子 
遺跡探査のための三次元計測による位置決定及び計測技術と成果の連携に

関する研究及び山内考古資料の整理 

11 水野 裕史（筑波大学芸術系助教） 研究成果の情報整理を行い、コンテンツ作成、データ登録 

12 渡辺 伸行（神戸市立大日丘児童館館長） 大規模災害の復興調査支援等への指導助言 

－　　　－247



 氏 名（所 属） 研 究 課 題 

13 羽生 淳子 研究所国際事業への指導助言 

14 小林 謙一 遺跡及びその調査技術、文化財情報の蓄積に関する指導助言 

15 綾村 宏（京都女子大学文学部教授） 興福寺典籍文書の調査研究 

16 李  暉 建造物研究室が実施する調査研究への参画・助言 

17 小野 健吉（和歌山大学観光学部教授） 庭園史研究・遺跡整備研究についての指導・助言 

18 青木 敬（國學院大學文学部准教授） 薬師寺東塔の発掘調査業務に関わる指導・助言 

19 中川 二美（宗教法人東大寺境内史跡整備計画室研究員） 第一大極殿院の瓦に関する調査・研究 

20 舘野 和己（奈良女子大学名誉教授） 木簡の整理・釈読等に関する指導・助言 

21 
黒田 洋子（奈良女子大学古代学学術研究センター協力研究

員） 
正倉院文書の文字画像データベース構築における研究協力及び助言 

22 杉本 一樹（宮内庁正倉院事務所調査員） 
都城発掘調査部史料研究室における木簡の整理・解読などに対する指導・助

言 

23 窪寺 茂（建築装飾技術史研究所長） 第一次大極殿院の彩色・塗装に関する調査・研究 

24 深澤 芳樹 学報の編集作業に携わり、歴史考古学の観点からの助言 

25 黒羽 亮太（日本学術振興会特別研究員） 学報及び木簡関連刊行物の編集作業に携わり、日本古代史の観点からの助言 

26 上原 眞人（公益財団法人辰馬考古資料館長） 
都城発掘調査部考古第一研究室の出土木器整理、研究及び出土木器の資料集

作成にむけた指導、助言 

27 肥塚 隆保 古墳壁画の保存修理業務 

28 佐藤 昌憲（京都工芸繊維大学名誉教授） 繊維文化財の調査研究 

29 北田 正弘 考古遺物等の調査分析 

30 
澤田 正昭（東北芸術工科大学文化財保存修復研究センター

長）       
考古遺物及び遺跡の保存科学に関する調査研究 

31 小椋 大輔（京都大学大学院工学研究科教授） 文化財の保存展示環境の研究 

32 大賀 克彦（奈良女子大学古代学学術センター特任講師） 古代における玉類の生産と流通に関する調査研究 

33 辻本 與志一（株式会社文化財保存） 古墳壁画の保存修理業務 

34 
福永 香（国立研究開発法人情報通信研究機構電磁波研究所

電磁波応用総合研究室上席研究員） 
文化財の非破壊診断調査 

35 青木 政幸（公益財団法人辰馬考古資料館学芸員） 考古遺物の調査 

36 丸山 真史（東海大学海洋学部講師） 遺跡出土資料の指導助言・調査分析 

37 菊地 大樹（日本学術振興会特別研究員PD） 遺跡出土資料の分析、骨格標本の収集と公開 

38 茂原 信生（京都大学名誉教授） 遺跡出土人骨の指導助言と調査分析 

39 大江 文雄 遺跡出土資料の指導助言、調査研究 

40 上中 央子 微化石の調査研究、花粉分析 

41 中橋 孝博（九州大学名誉教授） 遺跡出土人骨の指導助言 

42 光谷 拓実 年輪年代学及び木材解剖学に関する研究 

43 伊東 隆夫（京都大学名誉教授） 木材組織学に関する研究 

44 藤井 裕之 年輪年代学に関する研究 

45 児島 大輔（大阪市立美術館学芸員） 美術史（仏教美術・東洋美術）及び年輪年代学に関する研究 

46 山中 敏史 遺跡データベースの内容の検討に関する研究 

47 
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） 
遺跡探査の計測技術と成果の活用に関する研究 

48 西口 和彦（有限会社桜小路電気代表取締役社長） 遺跡探査の計測技術と成果の活用に関する研究 

49 狭川 真一（財団法人元興寺文化財研究所副所長） 元興寺文化財研究所との連携を通じ、遺跡情報及び研究手法に関する研究 

50 小澤 毅（三重大学人文学部教授） 遺跡の計測技術と成果の活用に関する研究 

51 野口 淳（NPO法人南アジア文化遺産センター事務局長） 遺跡の三次元計測技術と成果の連携に関する研究 
 

 

【アジア太平洋無形文化遺産研究センター】 0人  
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九州国立博物館
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アンテナショップ

その他

②認知経路（複数回答）

文化交流展 アンケート集計結果

開催期間：平成29年4月1日(土)～30年3月31日(土) 開館日数:308日間

回答者数：550人 来館者数：350,848人 アンケート回収率：0.16％
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九州国立博物館

主な意見・感想
・ボランティアの解説が詳しく、とても勉強になった。
・「名品にみる茶の湯の歴史と高取焼」の展示内容が大変充実していてよかった。

・ソフトバンクホークスの王会長寄贈の刀が見れてよかった。
・九州の博多にすばらしい禅僧がいたことをはじめて知った。博多の人間は皆仙厓さんを知らなければもったいない。
・展示室内に監視員が多く、常に監視されているようでゆっくり見れない。
・他の国立博物館は写真撮影ができるのに、九博はなぜできないのか理由を教えてほしい。
・平常展の見所が多く、充実していると感じた。しかし順路がわかりにくくて苦労した。

《外国人アンケート集計結果》
回答者数：87人

主な意見・感想
・この博物館は九州、福岡の人々にとって財産となるものである。
・素晴らしい展示でした。
・英語での明確な施設案内ありがとう。九州の歴史、特に伊万里焼が気に入った。友人にも薦めたいし、また来たい。
・文化交流展示の触れる展示が楽しめたので、もっと増えたら素晴らしいと思う。
・九博にこんなに多くの中国の遺物があるのが不思議である。
・文化財の出土した国をちゃんと明確に書いてほしい。
・陶磁器等この博物館の展示に興味があるのに、日本語で書かれている細かい説明がわからない。
英語での説明を増やしてほしい。
・もっと浮世絵の展示があればいいのに。
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