
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2022年美術検定 ２級オンライン試験問題 

 

＜実践問題＞ 
 

正答公開（★が正答） 

2022年 美術検定　1級オンライン試験

選択問題



［テーマ設問］
以下の［資料１］は、令和５（2023）年４⽉１⽇に施⾏される新しい博物館法の抜粋です。
第三条（博物館の事業）には、新たに三の項⽬が追加されました。本問ではこの意味につ
いて考えるため、⽰された資料や図表をもとに、続く設問に答えてください。

［資料１］

第三条（博物館の事業）
博物館は、前条第⼀項に規定する⽬的を達成するため、おおむね次に掲げる事業を⾏う。
⼀ 実物、標本、模写、模型、⽂献、図表、写真、フィルム、レコード等の博物館資料を豊
富に収集し、保管し、及び展⽰すること。
三 博物館資料に係る電磁的記録を作成し、公開する①こと。
七 博物館資料に関する案内書、解説書、⽬録、図録、年報、調査研究の報告書等を作成し、
及び頒布すること。

出典=改正博物館法

［資料２］

所蔵資料の電磁的記録をインターネットで公開することは、博物館資料の所在を公開するだ
けでなく、資料情報の保存や体系化②にも有効である。加えて、博物館における調査研究の
成果も資料情報の⼀部であり、関連するあらゆる資料を公共化③することが求められている。
これにより、国⺠の多様な創造的活動に、博物館資料の活⽤が促進されることが期待される。
しかし2020年の調査④および別の調査⑤によれば、博物館がそれぞれ独⾃にデジタル化を進
めるには多くの課題があると⾔える。よって国はさまざまな施策を通じて、博物館資料のデ
ジタル・アーカイブ化を積極的に推進⑥していく必要がある。

出典=⽂化審議会博物館部会第４期第２回会議資料より⽂章化

問題１

１） A ― B ２）Ａ ー C ★ ３）A ― D
４） B ― C ５）B  ― D ６）C ― D

問題２

１） デジタル化された資料情報は⽇々劣化する現物資料よりも⻑く残すことが可能であるというこ
と。東⽇本⼤震災において、多くの資料が失われてしまったことを教訓に、博物館資料を3D化して
バーチャルに残しておく必要性が理解されたが、コロナ禍で美術館や博物館が休館せざるを得なく
なったことが、この議論を急がせた。

２） 増え続ける資料によって収蔵庫の狭隘化が全国的に問題となっている。しかし、デジ
タル・アーカイブとして残しておくことで重要性の低い資料から処分することが可能となり、
また未来の収集を体系的に⾏う可能性が開けると考えられている。

［資料１］の下線部①について、電磁的記録とは資料情報をデジタル化し、コンピュー
タやインターネット上で汎⽤的に扱えるようデータ化したものを指します。以下に挙げ
たA〜Dについてデジタルデータ化すべきものはどれですか。［資料２］も参照し、以下
の組み合わせからあてはまるものを選んでください。
---------------------------------------------------------------------------------------------
Ａ 写真データを含めた、美術館の所蔵品台帳やカードに載せられている情報

Ｂ 劣化が懸念されるアナログのフィルム、レコードや、現代美術作家によるデジタル映像
作品のデータを保存のためにそのままコピーしたもの

Ｃ 論⽂や作品解説など、所蔵資料についての調査研究の成果

Ｄ 収蔵庫の⼊退室記録や修復担当者など、作品保存のために必要な博物館資料に触れた⼈
を特定する記録

［資料２］の下線部②資料情報の保存や体系化を⽰した具体的内容について、以下のうち
最もふさわしい記述はどれですか。



３） 紙媒体だけで資料情報を保存しておくと、災害によって容易に失われてしまうリスクが
あるが、デジタル化し、広く公開しておくことで、災害等におけるリスク分散になる。またデ
ジタル化の作業時にできるだけ記録項⽬を統⼀することで、複数のデジタル・アーカイブを連
結でき、より多くの資料情報を総合的に⾒渡せるようになる。★

４） 博物館資料の情報がデジタル化されれば、現物資料を公開する必要がなくなるため、来
館者の接触事故等による資料破壊を回避でき、資料保存に直接の効果がある。またデジタル画
像の公開により、誰もが美術作品の画像を⾃分の端末に保存できるようになり、アニメやマン
ガなど、海外で注⽬される⽇本のコンテンツの創造性が⾼まると期待されている。

問題３

以下の円グラフは、［資料２］の調査④の調査結果を、棒グラフは調査⑤の調査結果をグ
ラフにしたものです。［資料２］の下線部③と⑥の観点から⾒たとき、⽇本の博物館が抱
えるデジタル・アーカイブの現状と課題について、最もふさわしいものはどれですか。

25%

26%

49%
実施中
実施検討中
実施予定なし

9%

67%

24% 全ての資料を公開
⼀部資料を公開
未公開

（回答＝1530館） （回答＝371館）

■デジタル・アーカイヴ化された資料の公開の有無■デジタル・アーカイブの実施有無

円グラフ出典=令和２年度⽂化庁
委託事業 令和２年度「博物館
ネットワークによる未来へのレガ
シー継承・発信事業」における
「博物館の機能強化に関する調
査」事業実績報告書 2021年3⽉
みずほ総合研究所株式会社
棒グラフ出典=「令和元年博物館
総合調査」（公財）⽇本博物館協
会、2019年 p.197

１） ⽇本の博物館のデジタル・アーカイブ化の現状は国際的に⾒て遅れているが、それは⽇
本の博物館の49％が、今後もデジタル・アーカイブを実施する予定がないと回答していること
からも、情報公開に対して消極的な姿勢であることが第⼀の課題である。

２） デジタル・アーカイブを実施する必要性を感じている館の⽐率は以前よりも増している
にもかかわらず、実施を検討している館が26%にとどまっていることを⾒れば、国の費⽤補助
が⽰されないことが課題である。

３） デジタル・アーカイブ化が進むことで、⼈々があらゆる情報にアクセスできることが期
待されるが、現状は公開されている資料が限定的であることからも、デジタル・アーカイブ化
が必ずしも、資料の公共化につながっているわけではないことが課題である。 ★

４） デジタル・アーカイブ化が進まない現状は、必要な資料整理すらできていない館が多い
ことが原因であると思われ、資料や情報の公共化よりも先に解決しなければならない問題が⼭
積していることが課題である。

問題４

以下の⽂章は、［資料２］の下線部⑥の事業に関するものです。⽂章中の空欄⑦〜⑩に⼊
る適切な語句の組み合わせを選んでください。
------------------
⽇本において国が主導する博物館資料のデジタル・アーカイブ化として最初に実現されたものは、
国内の重要⽂化財や国宝をはじめとする⽂化財情報、また有形・無形を問わず、歴史的な価値を有
する⽂化的所産を総覧できるポータルサイト（ ⑦ ）で、その構想は
（ ⑧ ）と総務省によって2003年に発表された。2008年の正式公開を経て、2010年か
らは各博物館が⾃館のウェブサイトで所蔵資料データベースとして⽤いることができるようになっ
た。⼀⽅、内閣府知的財産戦略本部による知的財産戦略計画2017において発表され、2020年に正
式公開されたのが、分野横断型統合ポータル（ ⑨ ）であり、国会に属する唯⼀の図書
館、（ ⑩ ）がシステムを運営している。これによって博物館、図書館、官公庁、⼤学
等が保有する既存のデータベースを連携し、多様なコンテンツのメタデータをまとめて検索できる
基盤が整えられた。

------------------
［語句］
㋐⽂部科学省 ㋑SHŪZŌ ㋒アートプラットフォームジャパン ㋓内閣⽂庫 ㋔⽂化庁
㋕国⽴国会図書館 ㋖経済産業省 ㋗宮内庁書陵部 ㋘ColBase ㋙⽂化遺産オンライン
㋚国⽴公⽂書館 ㋛e國寶 ㋜ジャパン・サーチ



１） ㋙→㋔→㋜→㋚
２） ㋛→㋐→㋑→㋗
３） ㋙→㋖→㋒→㋓
４） ㋘→㋔→㋜→㋕
５） ㋛→㋐→㋒→㋚
６） ㋙→㋔→㋜→㋕ ★

問題５

１） ㋙→㋕→㋓→㋘
２） ㋖→㋚→㋑→㋛
３） ㋙→㋒→㋜→㋔
４） ㋖→㋚→㋑→㋔ ★
５） ㋐→㋕→㋓→㋛
６） ㋖→㋒→㋗→㋘

以下の⽂章は、［資料２］の下線部⑥の事業に関する、海外での先⾏事例について述べた
ものです。⽂章中の空欄⑪〜⑭に⼊る適切な語句の組み合わせを選んでください。
------------------
⽇本における国主導のデジタル・アーカイブ化の取り組みに先⾏して、⼀般利⽤者により認知され
ているのは、（ ⑪ ）であろう。また、ヨーロッパではアムステルダム国⽴美術館やパ
リの（ ⑫ ）美術館など世界でも著名な巨⼤美術館をはじめ、約3000機関が参加するデ
ジタルプラットフォーム（ ⑬ ）がある。同プラットフォームでは、
（ ⑭ ）作品に初めて世界的にそれを⽰すマークを採⽤した。

------------------
［語句］
㋐DPLA（アメリカデジタル公共図書館） ㋑Europeana（ヨーロピアナ） ㋒国⽴近代
㋓World Digital Library ㋔パブリックドメイン
㋕オルセー ㋖Google Arts and Culture ㋗Gallica
㋘クリエイティブ・コモンズ・ライセンス ㋙Wikipedia（ウィキペディア）
㋚ルーヴル ㋛フェアユース ㋜ゲティ調査ポータル



［テーマ設問］
以下の［資料］は、⾏政と芸術⽂化の関係について述べた資料です。資料を読んで、続く設
問に答えてください。

［資料］

第2次世界⼤戦後すぐの1945年、イギリスで、⾏政が、芸術⽂化に⼲渉した過去の歴史的経験の
反省①に⽴ち、アーツカウンシル、すなわち、1) （ ② ）、2) 
専⾨家らが、3)芸術⽂化に対する助成を軸に、主に⽂化政策の執⾏を担う機関が作られる。
「アームズ・レングスの原則」は、「独⽴企業会計原則」の意味が転じて、アーツカウンシ
ルで、⾏政が芸術⽂化等に過度の⼲渉をさけるべきとの意で使われるようになったのだ。そ
の根拠としては、第⼀義的には、（ ③ ）である。ただ、上記沿
⾰からすると、⾏政が、芸術⽂化に⼲渉した過去の歴史的経験④や、⽇本国憲法の解釈とし
て定着はしていないが、「芸術の⾃由」からも導かれると解すべきだろう。

出典=吉⽥隆之『芸術祭の危機管理ー表現の⾃由を守るマネジメント』⽔曜社（2020年）p.121
※設問部分以外は原⽂のまま

問題６

１） ⽂化と政策は⼈間の営みとして本質的に対⽴するものであり、⾏政が⽂化に⽴ち⼊る
べきではない。

２） ⾏政が芸術⽂化に国家予算を費やすことで、経済危機を招く傾向がある。

３） 芸術⽂化への過度な⼲渉をする政権においては、公権⼒による⼈権蹂躙が⾏われる傾
向がある。 ★

４） 科学技術は厖⼤な資⾦が必要なため公的に補助すべきだが、⽂化は、⾃律的に進歩す
べきである。

［資料］の下線部①のような歴史的経験から、どのような反省がされましたか。以下より最
もふさわしいものを選んでください。

問題７

１） 政府・⾏政組織と緊密に連携しながら
２） 政府・⾏政組織の⽅針を具体的に執⾏するため
３） 政府と無関係な⽴場にある株式会社などの営利組織として
４） 政府・⾏政組織と⼀定の距離を置きながら ★

問題８

１） 基本的⼈権の尊重
２） 表現の⾃由の保障 ★
３） 私的財産権の保障
４） 思想信条の⾃由の保障

問題９

１） 公⽴美術館で開催された展⽰で、ある宗教家が⾮写実的に描かれていたため信者達が
苦情を申し⽴て、市当局が理解を⽰して撤去を命じた。 ★

２）ある展覧会について批判的なレビューを書いたライターが、その展覧会の出品作家から
内容証明付きで名誉毀損の慰謝料請求の書⾯を受け取った。

３）公⽴美術館で展⽰されている作品について、ある政治団体が彼らの崇拝する歴史上の⼈
物が冒涜されているとして、街頭宣伝を実施、圧⼒をかけた。

４）公⽴美術館に収蔵されている作品について、ある作家が、明らかに⾃作の著作権を侵害
していると考えて、公⽴美術館に撤去を求めた。

［資料］で説明している「アームズ・レングスの原則」と相容れないと考えられる事例
は、以下のうちどれですか。

［資料］の空欄③には、⽇本国憲法にうたわれている⽂⾔が⼊ります。以下のうち、ど
れが適切ですか。

［資料］の空欄②に⼊る語句として、適切なものはどれですか。



問題10

１） 先進国が、植⺠地化した国や地域の遺跡から多くの美術品を収奪し、⾃国の博物館に
収蔵した。

２） 国⺠の圧倒的⽀持を得る政党の政治家が、特定の芸術家のみを⽀援した。

３） 印象派、キュビスム、表現主義など先鋭的な傾向の芸術を揶揄的に取り上げる展覧会
が開催された。 ★

４） 世界恐慌の時代、政権が多額の公的資⾦を費やし、多くの芸術家を雇⽤した。

［資料］の下線部④にあてはまる例として、最もふさわしいものはどれですか。



［テーマ設問］
2022年４⽉、博物館法が⼀部改正されました。下記の［資料１］はその概要、［資料２］
は関連した新聞記事からの引⽤です。［資料］を参照し、続く設問に答えてください。

［資料１：博物館法の⼀部を改正する法律の概要］

趣旨
近年、博物館に求められる役割が多様化・⾼度化していることを踏まえ、博物館の設置主体の多様
化を図りつつその適正な運営を確保するため、法律の⽬的や博物館の事業、博物館の登録の要件等
を⾒直すなど、これからの博物館が、その求められる役割を果たしていくための規定を整備する。

概要
Ⅰ 法律の⽬的及び博物館の事業の⾒直し
○博物館法の⽬的について、社会教育法に加えて⽂化芸術基本法の精神に基づくことを定める
【第1条】。
○博物館の事業に博物館資料のデジタル・アーカイブ化を追加するとともに、他の博物館等と連
携すること、及び地域の多様な主体との連携・協⼒による⽂化観光その他の活動を図り地域の活⼒
の向上に取り組むこと①を努⼒義務とする【第3条】

Ⅱ 博物館登録制度の⾒直し
博物館の設置主体の多様化を図りつつその適正な運営を確保するため、博物館の登録要件を⾒直す
とともに、これに伴う登録審査の⼿続き等についての規定を整備する。
１．登録要件の⾒直し
○地⽅公共団体、⼀般社団法⼈・財団法⼈等に限定していた博物館の設置者要件を改め、法⼈類
型にかかわらず登録できることとする②とともに【第2条】、設置者が博物館運営に必要な経済的
基礎を有すること、社会的信望を有すること等を要件として定める
【第13条第1項第1号】。
○登録の審査に当たっては博物館資料の収集・保管・展⽰及び調査研究を⾏う体制等の基準に適
合するかを審査することとし【第13条第1項第3〜5号】、基準の詳細は⽂部科学省令を参酌して都
道府県等教育委員会が定めることとする【第13条第2項】。
２．登録審査の⼿続き等の⾒直し
○都道府県等教育委員会は、登録を⾏う場合には学識経験を有する者の意⾒を聴かなければなら
ないこととする【第13条第3項】。
○登録博物館の設置者は、博物館の運営の状況について、定期的に都道府県等教育委員会に対し
て報告しなければならないこととし【第16条】、都道府県等教育委員会は、博物館の適正な運営を
確保するため必要がある場合等において、報告徴収、勧告等を⾏うことができることとする【第17
〜19条】。

Ⅲ その他の規定の整備
○学芸員補の資格要件を短期⼤学⼠を有する者で博物館に関する科⽬の単位を修得したものとす
る【第6条】。

る【第 条】。

○国・都道府県等教育委員会による研修の対象に学芸員・学芸員補以外の者を含めることとする
【第7条】。
○博物館に相当する施設として指定された施設（指定施設）について、他の博物館等との連携を
努⼒義務とする等の規定を整備する【第31条】。

Ⅳ 施⾏⽇・経過措置
施⾏期⽇：令和５年４⽉１⽇
経過措置：既に登録されている博物館は施⾏から５年間は登録博物館とみなす。等

出典=博物館法の⼀部を改正する法律の概要（⽂化庁webサイトより転載）

https://www.bunka.go.jp/seisaku/bijutsukan_hakubutsukan/shinko/kankei_horei/pdf/93697301_01.pdf

［資料2：博物館法改正に関するデジタル版新聞記事］

「改正の柱のひとつは博物館登録制度の⾒直しだ。
歴史や芸術、科学、⺠俗、産業などの資料を収集・展⽰する施設は約5700あるという。しかし都
道府県に登録されているのは２割に満たない。
現⾏法では、申請できるのは⾃治体や財団法⼈などが設置するところに限られるが、改正法施⾏
後は⼤学や企業の施設も対象になる。教育委員会が有識者の意⾒を聴いて、収集や展⽰、調査研究
の体制を審査。施設側には運営状況を定期的に報告することが義務づけられる。
登録されると税制上の優遇措置などのメリットがあるが、館側にとって新たに⽣じる負担に⾒合
うものか。登録を後押しして博物館を国⺠共通の財産とするために、どんな⽀援策が必要か。⽂化
庁は現場の声を聞いて検討を深めるべきだ。
今回、博物館を中核で⽀える学芸員制度の⾒直しが『中⻑期的な課題』として先送りされたのは、
極めて残念だった。③
任期付き雇⽤の⼈が多く、⾝分は不安定で報酬も低い。⼈⼿も資⾦も⾜りず、知⾒を深める研修
の機会も⼗分確保できない。そんな悩みが聞こえてきて久しい。政府・⾃治体は『喫緊の課題』で
あると認識を改め、改善策を講じてほしい。」

出典=社説「博物館の将来 課題⼭積、解決を急げ」より引⽤

『朝⽇新聞デジタル』2022年５⽉13⽇付

https://www.asahi.com/articles/DA3S15292139.html 最終確認⽇：2022年９⽉８⽇



問題11

１） 地⽅に博物館の建設を促すこと
２） 地⽅の博物館に地域資料の収集を促すこと
３） 地⽅の博物館に観光振興による観客動員を促すこと ★
４） 地⽅の博物館同⼠のネットワーク形成を促すこと

問題12

１） 博物館法が定める博物館は、もともと公⽴館のみを対象とするため
２） 博物館と同種の事業を⾏うが、職員や開館⽇数などに制限を設けていないため
３） 国⽴博物館とともに、⽂化財保護委員会の管轄であるため
４） 博物館法が定める、博物館の登録要件の⼀部を満たしていないため ★

問題13

１） 各博物館の保存スペースの増床
２） ⽂化財保護に積極的な法⼈組織の参⼊を促すこと
３） ⺠間企業など、動員催事に積極的な法⼈組織の参⼊を促すこと ★
４） 縦割り⾏政の解消

［資料１］の下線部①について、その変更のおもな⽬的としてふさわしいものはどれですか。
［資料１］の内容を踏まえて、選んでください。

現⾏の博物館法による登録制度では、国⽴美術館は登録美術館ではありません。この理由
として適切なものはどれですか。

［資料１］の下線部②について、その変更のおもな⽬的としてふさわしいものはどれですか。
［資料１］の内容を踏まえて、選んでください。

問題14

１） 教育普及 ★
２） 調査研究
３） 資料（作品）の収集
４） 資料（作品）の保存

問題15

１） 登録⼿続きが煩雑で、報告書の提出などの負担が重すぎた。
２） 登録要件を満たすことのインセンティブが明らかではなかった。 ★
３） 登録できる法⼈類型が限定され、学芸員の雇⽤などの条件が厳しすぎた。
４） 登録要件を満たしても、税制上の優遇措置を受けられなかった。

［資料2］下線部③のように学芸員制度の改⾰は⾒送られましたが、2009年に発表された
提⾔「学芸員養成の充実⽅策について」では、これからの学芸員に求められる資質・能⼒
として以下が盛り込まれていました。下記資料を参照し、国が⼒点を置こうとしているこ
れからの博物館機能として、最もふさわしいものを選んでください。
----------------------------------------------------------------------------------------------
［資料］
○資料及びその専⾨分野に必要な知識及び研究能⼒を有すること
○資料に関する収集・保管・展⽰等の実践技術を有すること
○資料等を介して、あるいは来館者との直接的な対話等において⾼いコミュニケーション
能⼒を有し、地域課題の解決に寄与する教育活動等を展開できること
○住⺠ニーズの的確な把握と住⺠参画の促進、これに応える事業等の企画・⽴案から評価、
改善まで、⼀連の博物館活動を運営管理できる能⼒を備えていること

出典=⽂部科学省 学芸員養成の充実⽅策について
「これからの博物館のあり⽅に関する検討協⼒者会議」第２次報告書（2009年）

今回の法改正は博物館への登録を促すことを⽬的としていますが、今まで登録が進まな
かった最⼤の原因としてふさわしい事項はなんですか。［資料２］も参照し、選んでくだ
さい。


