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８．東京文化財研究所プロジェクト索引
凡例　⑴　この一覧は、平成21年度に、当研究所が運営交付金のもとで実施したプロジェクトを網羅してい

る。
　　　⑵　プロジェクトは、各研究部門ごとにプロジェクト背番号にしたがって配列し、末尾に年度報告の

掲載頁を示した。
　　　プロジェクトには、下記にしたがって、担当部門と分類項目の記号を付している。

担当部門
情・美：企画情報部
無：無形文化遺産部
保・修：保存修復科学センター
セ：文化遺産国際協力センター
管：管理部
共：共通

　　　

分類項目
①プロジェクト研究
②国際協力・交流等
③資料作成・公開
④研究集会・講座等
⑤研究指導・研修等
⑥刊行物

年次欄には、計画年数の何年目にあたるかを示している。　例　4/5→５年計画の第４年目

企画情報部

背番号 分類項目 事　　　業　　　名 年次 予算科目名 頁

情01 ①プロジェクト研究 高精細デジタル画像の応用に関する調
査研究 4/5 調査研究事業費 34

情02 ③資料作成・公開 情報システムの整備・ホームページの
運用 4/5 情報公開事業費 57

情03 ③資料作成・公開 専門的アーカイヴの拡充（資料閲覧室
運営） 4/5 情報公開事業費 59

情04 ⑥刊行物 東京文化財研究所75年史編纂事業 4/4 展示出版事業費 93

情05 ③資料作成・公開 所蔵目録出版・バーコード化・広報企
画事業（ニュースレター･概要･年報） 4/5 情報公開事業費 63

美01 ①プロジェクト研究 東アジアの美術に関する資料学的研究 4/5 調査研究事業費 29

美02 ①プロジェクト研究 近現代美術に関する総合的研究 4/5 調査研究事業費 30

美03 ①プロジェクト研究 美術の技法・材料に関する広領域的研
究 4/5 調査研究事業費 31

美04 ⑥刊行物 平成20年度日本美術年鑑 刊行事業・出
版事業「美術研究」 4/5 展示出版事業費 93

美05 ④研究集会・講座等 平成21年度 公開学術講座（調査・研究
成果の公開） 4/5 情報公開事業費 70
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背番号 分類項目 事　　　業　　　名 年次 予算科目名 頁

美06 ③資料作成・公開 調査・研究成果の展示公開（黒田記念
館） 4/5 展示出版事業費 65

美07 ⑥刊行物 第32回文化財の保存及び修復に関する
国際研究集会報告書 1/1 展示出版事業費 97

無形文化遺産部

背番号 分類項目 事　　　業　　　名 年次 予算科目名 頁

無01 ①プロジェクト研究 無形文化財の保存・活用に関する調査
研究 4/5 調査研究事業費 32

無02 ①プロジェクト研究 無形民俗文化財の保存・活用に関する
調査研究 4/5 調査研究事業費 27

無03 ③資料作成・公開 無形文化財に関わる音声・画像・映像
資料のデジタル化 4/5 情報公開事業費 60

無04 ⑥刊行物 無形文化遺産部出版関係事業 4/5 展示出版事業費 95

保存修復科学センター

背番号 分類項目 事　　　業　　　名 年次 予算科目名 頁

保01 ①プロジェクト研究 文化財の非破壊調査法の研究 4/5 調査研究事業費 35

保02 ①プロジェクト研究 文化財の生物劣化対策の研究 4/5 調査研究事業費 36

保03 ①プロジェクト研究 文化財の保存環境の研究 4/5 調査研究事業費 37

保04 ⑥刊行物 「保存科学」49号の出版 4/5 展示出版事業費 96

保05 ⑤研究指導・研修等 保存担当学芸員研修 4/5 研修事業費 85

保06 ⑥刊行物 『博物館資料の保存環境』出版のための
準備 1/2 展示出版事業費 98

修01 ①プロジェクト研究 周辺環境が文化財に及ぼす影響評価と
その対策に関する研究 4/5 調査研究事業費調査 38

修02 ①プロジェクト研究 文化財の防災計画に関する調査研究 4/5 調査研究事業費調査 39

修03 ①プロジェクト研究 伝統的修復材料及び合成樹脂に関する
調査研究 4/5 調査研究事業費調査 40

修04 ②国際協力・交流等 在外日本古美術品保存修復協力事業 4/5 国際研究協力事業費 45

修05 ⑤研究指導・研修等 国際研修「漆の保存と修復」 4/5 国際研究協力事業費 77

修06 ①プロジェクト研究 近代の文化遺産の保存修復に関する研
究 4/5 調査研究事業費調査 41

修07 ④研究集会・講座等 第33回文化財の保存及び修復に関する
国際研究集会 1/1 情報公開事業費 69
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文化遺産国際協力センター

背番号 分類項目 事　　　業　　　名 年次 予算科目名 頁

セ01 ②国際協力・交流等 文化財保存施策の国際的研究 4/5 国際研究協力事業費 46

セ02 ②国際協力・交流等 アジア諸国における文化遺産を形作る
素材の劣化と保存に関する調査・研究 4/5 国際研究協力事業費 48

セ03 ②国際協力・交流等 陝西省墳墓壁画の記録保存についての
方法研究 1/2 国際研究協力事業費 50

セ04 ②国際協力・交流等 敦煌壁画の保護に関する共同研究 4/5 国際研究協力事業費 49

セ05 ②国際協力・交流等 西アジア諸国等文化遺産保存修復協力
事業 4/5 国際研究協力事業費 51

セ06 ②国際協力・交流等 諸外国の文化財保存修復専門家養成 4/5 国際研究協力事業費 53

セ07 ③資料作成・公開 文化財保存修復国際情報データベース
化に関する研究 4/5 情報公開事業費 62

セ08 ③資料作成・公開 国際資料室の整備 4/5 情報公開事業費 61


