
「博物館自己点検システムWeb版」 開発の経緯と方法、システムの構成 

 

日本博物館協会では、これまで、各館の自己点検・自己評価を支援することを目的に、次の３つの

「博物館評価システム」を開発・提供してきました。 

①博物館評価システム・導入版（平成18年度／以下「導入版」） 

②博物館評価システム・詳細版（平成18年度／以下「詳細版」） 

③博物館評価システム・標準版（平成19年度／以下「標準版」） 

注）①と②は、日本博物館協会『博物館の経営・運営指標（ベンチマーク）報告書－評価システム導入版・詳

細版の開発－』平成19年３月に掲載。③は、日本博物館協会『博物館の評価基準に関する調査研究』平成

20年３月に掲載。 

 平成20年度には、これまでの成果を踏まえてさらに多くの館がより的確な方針・方向でもって自己

点検・自己評価に取り組むことができるよう「導入版」を改訂、「博物館自己点検システム・Web版（以

下「点検・Web版」）としてそれをウェブ上に公開しました。 

 ここでは、このシステム開発の経緯と方法、システムの構成を説明します。 

 

************************************************************************************** 

 

１．システム開発の経緯 

 まずは、これまで協会が開発・提供してきた３つの評価システムについてその概要を示し、それら

のシステムと、今回、ウェブで公開した「点検・Web版」の関係について記しておく。 

◇これまで開発した３つの「博物館評価システム」 

＜導入版＞ 

 「導入版」はその名の通り、各館が自館の評価を実施する場合の入り口となるようにとの意図でも

って開発したものである。すなわち、評価を実施するためには、まずもって各館が「博物館の評価」

そのこと自体に関心をもつ必要がある。加えて、自館にはどのような特徴があるかを的確に把握して

おく必要がある。その必要に応えるべく開発したのが「導入版」である。 

 いま少し具体的に説明を加えておくと、このシステムは、パソコンの表計算ソフト（MS-EXCEL）で

作られており、「経営責任者・館長」「市民参画・オーディエンス」など８領域にまたがる75項目のチ

ェック項目からなっている。各館は、自館の状況を精査しつつ、75の項目のそれぞれが自館にあては

まるかどうかのチェックを実施する。そして、その結果をパソコンの画面上の「評価シート」に入力

する。そうすると、入力の結果が８つの領域のそれぞれにおいて得点化され、その館の評価得点とし

て示される。さらに、このシステムは、各館の得点を他の館と比較できるようになっている。すなわ

ち、評価システムを構成する75の項目について全国の博物館を調査し、その結果をもとに領域ごとの

平均得点を算出、そのデータを「基準値」とすることで、自館の結果を全国の博物館のなかに位置づ

けることができるようになっている。ちなみに、「基準値」は、「館種」「設置者」「館の規模」別にも

算出、自館を「全体」のみならず類似した館のなかに位置づけてみることも可能になっている。結果

の表示は、８つの領域の得点を八角形に示したレーダーチャートである。八角形の形でもって、自館

の特徴―強さと弱さ―を視覚的に見ることができるようになっている。 

＜詳細版＞ 

 「詳細版」は、「導入版」と同様に８つの領域からなるものの、こちらは302項目からなっている。

「詳細版」の目指すところは、各館が自己評価を実施する場合に何を点検事項・項目にすればよいか、

その手がかりを提供しようというものである。そのため、事項・項目は、できる限り点検・評価の実



際に即し，かつ、網羅的に設定されている。点検項目のなかには、達成の難易度によってグレードを

付けてある項目も混ざっている。「詳細版」を参照し、そのなかから自館として点検が必要な事項・項

目を選びだす。それが自館の「評価表」となる。「詳細版」は、各館がそれぞれに見合った評価を行え

るよう、特に「評価表づくり」を支援するツールとして開発されている。 

＜標準版＞ 

 「標準版」は、「詳細版」に規準性（基準性）をもたせたものである。その点で、評価の「ガイドラ

イン」的な意味をもっている。上記のように「詳細版」は各館における個別・具体的な点検・評価を

支援することを目的としており、網羅的に作られている。自己点検・自己評価において各館が対象と

する事項・項目を選択する際の手がかりが「詳細版」であり、博物館の点検・評価としての規準性（基

準性）は意識されていない。そのため、それぞれの館が各館の実情に合わせて点検・評価をする場合

の支援にはなるものの、各館がそれを「博物館の評価」として客観化して行おうとする場合の支援に

はなり得ていない。この点を補うべく作成されたのが「標準版」である。 

 「標準版」においては、点検項目が、「博物館の評価」として必要・不可欠だと思われる152項目に

絞られている。８つの領域に分かれていることは「詳細版」と同じであるが、各領域における「評価

の観点」に照らして、各項目が体系的に示されている。「博物館の評価」として必要・不可欠だと思わ

れる項目に点検項目を限定し、それを体系化することで「博物館の評価」としての規準性を確保した

のが「標準版」である。 

 さらに、「標準版」では、全国の博物館を対象にした調査を実施し、その結果を「参考値」として示

している。どのくらいの館で、各点検項目が達成されているかを確認できるようにすることで、それ

を基準に自館の現状を客観化して点検・評価できるようになっている。 

◇３つのシステムと今回開発の「点検・Web版」との関係 

以上が、協会がこれまで開発・提供してきた３つの評価システムであるが、今回、平成 20 年度に

あっては、さらに多くの館が点検・評価に取り組むことができるように既存のツールを整えることを

課題とした。博物館法の改正によって、博物館の自己評価が努力義務として規定された。点検・評価

の取組みがますますもって求められるなかで、多くの館が点検・評価に取り組めるようにその支援体

制を整えることを課題としたのである。 

ところで、これまで開発・提供したシステムのなかで、この目的に最も沿うものは「導入版」であ

る。「導入版」は、各館における点検・評価の入り口である。「導入版」は、それでもって自館の特徴

を把握することで評価への意識が高まり、評価の取組みが開始されれば・・・という趣旨で開発され

ている。趣旨が趣旨だけに、できるだけ簡便なシステムとし、それをパソコンで使えるようにしてあ

るのも「導入版」の特徴である。とはいえ、公開の手だてがなされておらず、実際には多くの館で使

用していただけなかったことも事実である。 

 では、どうするか。課題としたのは、「導入版」をウェブ上に公開することである。ウェブ化して協

会のサイトに掲載すれば、インターネットを通じて「導入版」へのアクセスが容易になる。その結果、

多くの館で「導入版」を利用していただけるようになる。各館における評価への取組みも促進される。

このような支援を課題に据えたのである。 

 ただ、その場合、「導入版」は、そのままウェブ化するには幾つかの難点がある。この間、博物館の

点検・評価に関して、協会は「詳細版」「標準版」の２つのシステムも開発・提供してきた。その成果

を踏まえて「導入版」の難点を克服し、改訂すること。この点も今回、課題とした。 

◇「点検・Web版」開発の課題 

 このような課題について，いま少し，詳しい説明を加えておこう。 

 課題の第一は，点検項目を見直し、「導入版」をより妥当なシステムに作り直すことである。 



 「導入版」における点検項目は，８領域75項目である。項目の設定にあたっては，できるだけ簡便

に利用できることを考え，項目数を限定した。項目の設定も暫定的であった。そのため「導入版」に

はその妥当性に疑問が残された。この点、同時に作成した「詳細版」は、各館で本格的に評価を実施

することを想定して作成しており、点検項目の選定も幅広い視野から行っていた。また、項目数も多

かった。その後、この「詳細版」をもとに「標準版」を作成した。標準版は、博物館の評価基準の策

定を視野に入れて作成しており、点検項目も精選されたものとなっていた。であれば、規準性（基準

性）の高い「標準版」をもとに「導入版」の点検項目を見直せば、「導入版」の妥当性を高めることが

できるのではないか。かくして、この作業が課題となったのである。 

 課題の第二は，基準値を見直し、「導入版」をより信頼性の高いシステムに作り直すことである。 

 点検項目が変われば各館の位置づけを判断する基準値も変わってくる。その点で、基準値を見直し

は、必然である。「導入版」では、基準値を、全国の博物館を対象に実施した調査をもとに設定した。

しかし、調査の対象は、協会会員館に限られていた。その後、「標準版」の開発にあたっては、協会会

員館以外の館にも広げて調査を実施、その結果をもとに参考値を設定した。言うまでもなく、「導入版」

の基準値を設定するために行った調査よりも「標準版」で参考値を得るために行った調査の方が全国

の博物館の実態を反映している。であれば、点検項目の見直しに伴って必要となる基準値の再設定に、

「標準版」で参考値を得るために実施した調査の結果を用いたらどうか。もちろん、見直した点検項

目をもとに、再度、全国の博物館を対象に調査を実施し、その結果をもとに新たな基準値を得ること

も可能であるし、その方がより信頼のおける基準値となるに相違ない。しかし、新たな調査を実施す

ることは、大がかりな作業が必要である。当面、より信頼性の高い基準値を得るためには、「標準版」

の開発で行った調査の結果を活用するのが得策である。そこで、「標準版」の開発で行った調査の結果

をもとに、基準値を算出し直すことにしたのである。 

 課題の第三は、「導入版」を改訂した新たなシステムをウェブ化することである。 

 「導入版」は、気軽に自館の現状を把握できるシステムとして開発した。一般的な表計算ソフトで

作成したのではあるが、実際にそれを広く頒布することができなかった。当初から、ウェブでの公開

が議論されてはいたが、諸般の事情でそれができなかった。「導入版」を改訂して新たなシステムを作

成するにあたっては、ウェブ化することを前提とした。と言うよりも、「導入版」をウェブ化すること

が課題であり、他の課題は、それに付随して生じてきたという方が正確である。広く多くの館で点検・

評価が行えるように少しでもその道を開くことが、第一の課題だったのである。 

 第四の課題は、「導入版」に寄せられた懸念を払拭して、原点に返りつつ、新たなシステムを位置づ

け直すことである。 

 「導入版」は、それを「評価」の入り口として位置づけ、「評価」の名称を付して「博物館評価シス

テム・導入版」の名称にした。しかし、評価の入り口であるにも関わらず、この名称にしたために、

結果がそのまま「評価結果」として取り扱われてしまうのではないかという懸念が寄せられた。加え

て、「導入版」では各館の相対的な位置づけが結果に示される。この仕組みも、趣旨は各館が自館の特

徴を把握するためのものであったにも関わらず、「評価」の名のもとにそれを行うために、結果が「優

劣」の判定として使われてしまうことが懸念された。さらに、結果として示される８つの領域すべて

において高得点の館が「よい館」であるかのように誤解される恐れもあった。このように、「導入版」

に関しては、「評価」の名称を付したために結果が一人歩きし、システムが予想していない使われ方を

してしまうことが考えられた。では、どのようにすればよいのか。新たなシステムについては、その

ような懸念を払拭するようにしなければならない。この点が第四の課題となり、後述するように名称

から「評価」を外し、これが「点検」のためのツールであることを強調することにしたのである。 



２．システム開発の方法とシステムの構成 

◇「点検・Web版」開発の方法 

 以上、「導入版」を改訂し新たなシステムとすることに関わる課題を記してきた。この課題を達成す

べく行ったのが今回の作業であるが、その方法は以下の通りである。 

 第一の課題である「点検項目を見直し、『導入版』をより妥当なシステムに作り直すこと」に関して

は、「標準版」を基礎にするということで、「標準版」の点検項目について再検討を行い、その点検項

目のなかから博物館が自己点検を行うのに不可欠と思われる項目を選定した。選定にあたっては、調

査で把握した全国の博物館の現状を参考に、多くの館で達成できている事項のみならず、まだ、課題

となっている事項も組み込んで、領域ごとに各館の得点を算出した時に結果が分散し、各館の位置づ

けが明確になるように配慮した。「標準版」は８領域156の点検項目から構成されている。その一つ一

つを、上記の観点から精査して、新たなシステムでは、８領域110項目を「点検項目」として取り上

げることとしたのである。 

 「点検Web版」は、基本的には「導入版」と同じであり、点検項目を評価シートにして、それをも

とに各館に自館を点検してもらうシステムである。点検の仕方もその結果の処理も「導入版」と同様

である。すなわち、評価シートでの点検は、各項目について「あてはまる」「あてはまらない」の二分

法で行うこととした。その上で、「あてはまる」項目の数をそれぞれの領域ごとに数え、その数を当該

領域の得点とすることにした。さらに領域ごとに項目の数が異なる点を考慮して得点を10点満点に換

算し、その得点を当該領域の評価得点とすることにした。 

 第二の課題である「基準値を見直し、『導入版』をより信頼性の高いシステムに作り直すこと」に関

しては、「標準版」で参考値を得るために実施した調査のデータを用いて、新たなシステムにおける「基

準値」を算出し直した。むろん、算出に用いたのは、新しいシステムにおいて「点検項目」として取

り上げることになった８領域110項目についてのデータである。 

 なお、「標準版」の参考値を得るために実施した調査の概要は、以下の通りである。 

調査票配布先：登録博物館（896館） 

相当施設（336館） 

類似施設（協会会員館から268館を選定） 計1,500館 

実施の期間：平成19年８月20日～９月５日 

実施の方法：郵送法 

有効回答館（有効回収率）：850館（56.7％） 

 第三の課題である「『導入版』を改訂した新たなシステムをウェブ化すること」に関しては、ひとま

ず表計算ソフトで「導入版」を改訂し、新たなシステムとした後にウェブ化を図ることとし、その作

業を行った。そして、改訂を終えたソフトをウェブで表示できる形に変換し、サーバーに登載した。 

 ウェブ化に関しては、特定非営利活動法人・大阪自然史センターに依頼した。ウェブに公開した場

合に問題になるのはシステムへのアクセスであるが、このシステムにおいては、二つのアクセス方式

を設定した。一つはアクセスの記録をログとして残す方式であり、いま一つは残さない方式である。 

 前者については、アクセスした館が特定されるためにセキュリティの問題もあり、アクセスを協会

会員館に限定することにした。アクセスを館のＩＤとパスワードで管理しての公開である。ログにア

クセスの記録が残るところから、１度、システムを用いて点検を行うとその記録が残され、２度目か

らは前回の点検の記録を更新しつつ、点検を実施することとなる。自己点検は、１度で終わるもので

はない。点検の結果に基づき改善を行い、その後、また、点検を実施する。点検－改善－点検の繰り

返しによってより望ましい館の運営が可能となる。アクセスの記録を残し、２回目からは前回の記録

を更新していく形をとったのには、こうした点検－改善－点検の流れをつくるためでもある。 



 記録を残すことには、いま一つ、各館の点検の記録をもとに、基準値を常に最新の値に更新してい

けるというメリットがある。基準値は、わが国の博物館の現状に基づいて設定されている。時と共に

現状が変わる以上、本来なら基準値も常に更新し続けなくてはならないところである。しかし、その

ための現状把握を調査でもって行うのはたやすいことではない。各館の点検の記録がシステムのなか

に残されれば、それでもって基準値を算出し、それを常に最新の値に保っておくことが可能となる。

記録を残すことには、このようなメリットもあるのではあるが、今回のウェブ化ではそこまで行わな

かった。このようなシステムにするためには、データの管理を確実に行わなければならず、また、対

応する統計処理のシステムを組み込まなくてはならないところから、今回のウェブ化では、単に記録

を残すに止めることにしたのである。 

 後者の方式は、どこの館もアクセスできる方式である。システムの目的は、多くの館がより的確な

方針・方向でもって自館を点検できるように支援することである。支援先の館は、当然ながら、協会

会員館に限られるものではない。どこの館でも、このシステムを使えるようにすることがシステムの

目的に叶ったやり方である。そこで、自館の点検を行おうと意図した館が、どのような館であろうと

もたやすくアクセスできるように、オープンな窓口を用意したのである。 

◇システムの構成 

 「点検・WEB 版」は、これまで述べてきたように「導入版」を改訂する形で作られている。当然な

がら、その構成も「導入版」と同様、次のようになっている。 

(1)８つの領域ごとに示される「点検シート」のページ 

(2)領域ごとの評価得点が示され、比較・検討したい対象を選ぶ「比較・検討」のページ 

(3)点検結果を博物館と比較対照して示し、各館の現状について検討していただくための「結果」

のページ 

(1)点検シート 

 点検シートのページは、各館で表示される項目に従いつつ自館を点検し、結果を入力するページで

ある。入力は、各項目が自館に「あてはまる」「あてはまらない」の二分法で行うことになっている。 

 シートに取り上げられている点検項目は、「標準版」から選定し直した以下の項目である。 

＜館長・館の経営責任＞ 
A01：館と設置者の間の連絡調整を定期的に行っている。 
A02：館の使命（設置目的や基本理念）をわかりやすい言葉で明文化している。 
A03：館の使命（設置目的や基本理念）を来館者用リーフレット、ホームページ、広報誌などに掲載して
いる。 

A04：館長の身分は、常勤である。 
A05：館長は、人事（上申権の場合も含む）・財務・事業など、館の経営全般にわたる権限を有している。 
A06：館の事業や業務に関して、意思決定のための会議を定期的に開いている。 
A07：館として中長期的な経営目標（設置者が認知・了解しているもの）を定めている。 
A08：経営目標を達成するために年度毎の経営計画を立てている。 
A09：事業面、管理運営面など全般にわたる自己評価を実施している。 
A10：事業面、管理運営面など全般にわたる外部評価を実施している。 
A11：中長期の財務計画を策定している。 
A12：自己収入額、自己収入比率の少なくともどちらか一方について目標を設定している。 
A13：館の活動に関係する法令・条約・倫理規程をすぐに参照できるところに置いている。 
A14：年報、要覧やインターネットを通して、事業実績や目標の達成状況、財務など、館の運営状況を公
開している。 

A15：職員の志気を向上させるために、目標管理、提案制度、報奨制度、自己申告制度などの仕組みを設
けている。 



 
図－１ 点検シート－「館長・館の経営責任」領域の例－ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜利用者・市民・地域との関係＞ 

B01：館として、広報宣伝計画を策定している。 
B02：館のホームページを開設し、掲載内容を適時・適切に更新できる体制をとっている。 
B03：館の広報誌（ニュース・レターなど）を発行している。 
B04：来館者の実態や来館者数の動向を把握するための調査を実施している。 
B05：来館者数に目標を立てている。 
B06：館の利用実態や動向、利用のニーズを知るために、館利用に関するアンケートやモニター調査を実
施している。 

B07：高齢者に対する配慮として、入館料の割引（無料を含む）を実施している。 
B08：障害者に対する配慮として、入館料の割引（無料を含む）を実施している。 
B09：「友の会」を設置している。 
B10：「ボランティア制度」を導入している。 
B11：サークル、ＮＰＯなどと関わるなかで、市民が館の事業に参画する機会を設けている。 
B12：「博物館協議会」などを通じて市民に、館の運営に参画してもらっている。 
B13：地域と連携するための方針・計画を、館として策定している。 
B14：地元の企業・団体（商工会、商工会議所など）と協賛・協力し、事業を実施している。 



＜展示＞ 
C01：展示方針を策定し、計画的に展示を行っている。 
C02：常設展示は定期的に更新している。 
C03：アンケートを実施するなどして、観覧者の満足度を把握している。 
C04：展示について、観覧者数の目標を設けている。 
C05：展示図録やガイドブックを作成・配布（販売）している。 
C06：館の専門スタッフ（学芸員など）による展示の案内・解説を、曜日や時間を決めて定期的に実施し
ている。 

C07：ボランティアによる展示の案内・解説を、曜日や時間を決めて定期的に実施している。 
C08：館内の案内表示を外国語で行ったり、外国語による案内パンフレットを作成したり、外国人向けの
館内案内を行っている。 

C09：特別展・企画展の図録を刊行している。 
C10：参加体験型の展示を導入している。 
C11：展示室内に看視員や監視カメラを配置している。 
C12：展示品の点検を曜日や時間を決めて定期的に行っている。 
C13：展示品の展示環境について温湿度や光量を管理している。 
C14：展示機器を定期的に点検するとともに、故障があった場合に迅速・適切に対応できる体制を整えて
いる。 

C15：特別展・企画展などの記録・報告書を作成している。 
＜教育普及＞ 

D01：教育普及活動を、策定した方針のもとに計画的に行っている。 
D02：アンケートを実施するなどして、教育普及活動への参加者の満足度を把握している。 
D03：教育普及活動について参加者数の目標を設けている。 
D04：質問・相談・問い合わせの窓口を利用者に向けてはっきり示している。 
D05：来館しないでも質問・相談・問い合わせのできる体制（電話・ファックス、手紙、インターネット
の活用など）を整えている。 

D06：博物館の利用方法についての講座、学芸員の仕事を体験する講座、バックヤードツアーなど、館の
利用を支援する教育普及活動を実施している。 

D07：来館者用の図書・情報コーナー（室）を設けている。 
D08：出張・移動活動（アウトリーチ活動）を行っている。 
D09：学校の利用に備えて、プログラムを準備したりスタッフを用意したりしている。 
D10：団体利用の児童・生徒に対して、館としてオリエンテーションを行っている。 
D11：学校の教員向けの利用説明会や研修会を行っている。 
D12：博物館実習の実習生を受け入れている。 
D13：インターンシップの学生を受け入れている。 
D14：教育普及活動に関して活動の記録を作成している。 
＜学芸員・一般職員＞ 

E01：常勤の学芸員が配置されている。 
E02：学芸員を専門職として採用している。 
E03：学芸に関わる職員の採用にあたって学芸員資格を要件としている。 
E04：学芸員について、人事異動や人事交流を行っている。 
E05：学芸員を幹部職員（館長、副館長、部課長）に登用している。 
E06：他館や他機関が主催する研修に、学芸員を派遣・参加させている。 
E07：学会の大会や他館・他機関主催の研究会に学芸員が参加することを、館の業務として認めている。 
E08：展示や教育普及、調査研究、保存など学芸員の活動の成果を、館として、刊行物等で公開している。 
E09：学芸系の職員のほかに常勤の職員が配置されている。 
E10：学芸系ではない職員を対象にした研修を、館として実施している。 
＜調査研究＞ 

F01：館として、調査研究の方針・計画を策定している。 
F02：調査研究のための予算措置を行っている。 
F03：館として専門誌・専門書を購入したり機材・器具を設備したり、調査研究を進めるための環境整備
を行っている。 

F04：学芸系職員の勤務時間・職務内容について、調査研究の遂行のための配慮を加えている。 
F05：収集している資料と関連する学問分野について、調査研究に取り組んでいる。 
F06：資料の管理・修復・保存、展示・教育普及活動の理論や方法、博物館経営など、博物館学分野での
調査研究に取り組んでいる。 



F07：地域への貢献を視野に、館が所在する地域や地域の資料について、調査研究に取り組んでいる。 
F08：調査研究の経過・成果を紀要や報告書などで外部に公表している。 
F09：他館や他研究機関と共同研究を行っている。 
＜資料・コレクション＞ 

G01：館として資料収集の方針を策定している。 
G02：法令、条約、倫理規程などを遵守して資料収集するために、館としてガイドラインを策定している。 
G03：資料の出所・来歴の妥当性、真贋などの検討を外部の専門家を含めて行い、その助言を得て資料の
購入・受入れを決定している。 

G04：収集した資料のうちの７割以上を資料台帳に登録している。 
G05：収蔵資料のうちの７割以上について資料情報を記録している。 
G06：収蔵資料のうちの７割以上の資料について所在を正確に確認できている。 
G07：未整理資料について整理の計画を立てている。 
G08：温湿度・光量の管理が必要な資料のうちの半分以上の資料について、必要とされる管理を行ってい
る。 

G09：総合的有害生物管理（IPM）の考え方に基づき、日常的に虫菌害の予防措置をとっている。 
G10：少なくとも主要な資料については、定期的に資料の状態に関する点検を行っている。 
G11：資料の修復を計画的あるいは必要に応じて行っている。 
G12：収蔵資料の７割以上を記載した資料目録を整備している。 
G13：資料目録を公開している。 
G14：資料目録の７割以上をデジタル化している。 
G15：資料情報の追加・更新を、適宜、あるいは定期的に行っている。 
G16：資料の貸出しを認めると同時に、規定・手続きを整備している。 
＜施設・アメニティー＞ 

H01：施設の維持・改善について中長期計画を策定している。 
H02：最低限、主要な建物については、耐震対策を行っている。 
H03：展示室や収蔵庫など建物内の設備について、何らかの耐震対策を行っている。 
H04：危機管理マニュアルを整備している。 
H05：防災・防犯・救急・救命訓練を定期的に実施している。 
H06：不慮の事故などに備えて保険に加入している。 
H07：バリアフリー化について、改善が必要な個所を把握するための自己点検を実施している。 
H08：案内表示に関して、できる個所から、または計画的に改善を行っている。 
H09：来館者の動線に関して目視調査などによって現状を把握し、必要な改善を行っている。 
H10：来館者用の駐車場を、一般来館者用、障害者用、ともに用意している。 
H11：休憩コーナーを設置している。 
H12：喫茶コーナー・レストランを設置している。 
H13：展示図録やガイドブック、教材など、館の活動を、直接、案内・紹介する物品を販売している。 
H14：館が開発したオリジナル商品を販売している。 
H15：利用実態に応じて開館時間を延長したり夜間開館を行ったり、開館時間の設定の見直しを行ってい
る。 

H16：接遇のための職員研修（委託業者職員の研修を含む）を、必要に応じて、あるいは定期的に実施し
ている。 

H17：利用者からの苦情や要望への対応手順を定めている。 
 なお、「点検・WEB版」の点検項目は「標準版」に準拠しているために、８つの領域の設定が「導入

版」とは、若干、異なっている。「導入版」における８つの領域は、「経営責任者・館長」「市民参画・

オーディエンス」「展示」「教育普及」「学芸員」「調査研究」「資料・コレクション」「管理・財政・マ

ネジメント」である。 

(2)比較・検討のページ 

 このページは、各領域の点検結果を得点で示すページである。点検結果は、各領域の点検項目のう

ち何項目が自館に「あてはまったか」を「得点」で示すと同時に、各領域について10点満点にしたと

きにそれが何点になるかも示している。これで自館の現状を把握してもらおうというわけである。 

 このシステムでは、さらに結果を博物館全体あるいは類似の館のなかに位置づけてみてもらうこと

を意図している。その比較・検討先を指示してもらうのもこのページである。比較・検討は、「博物館

全体」に加えて「館種」「設置者」「館の規模」別に行えるようになっている。 



 

図－２ 比較・検討のページ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)結果のページ 

 このページは、点検結果を博物館の全体状況あるいは類似の館の状況と比較対照して示し、各館に

その現状を検討していただくためのページである。結果は、８領域のうちどの領域の得点が高く、ど

の領域の得点が低いかが一目瞭然になるようにレーダーチャートで示してある。このレーダーチャー

トを見ることで、博物館全体あるいは類似の館と比較対照して、自館の特徴がどこにあるかを把握で

きるようになっているのである。 

そのほか、結果のページには、自館の特筆すべき点を把握したり、自館の課題を考えたりするため

の資料となる結果を表示するページも用意した。自館が達成していること、あるいは達成していない

ことの他の館における達成状況を表示することで、より、自館の位置づけを把握しやすくしているの

である。 



 

図－３ 結果のページ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上が、このシステムの構成である。 

 

************************************************************************************** 


