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［概　要］

１　共同利用機関としての研究体制の独自性と強化

歴博が大学共同利用機関法人人間文化研究機構の一員となって �年目を迎えるが，本館はこの機構の中

においても「博物館としての形態をとる共同利用機関」という特徴ある存在である。博物館として，共同利

用機関として歴博はどうあるべきか，社会から学界から何を求められているか，常に問い，模索してきた。

本年度は，その存在形態に相応しい，その特徴を活かした研究推進体制の強化を検討し，答申を得た。研究

委員会は「共同研究の基本方針」を策定し，また，将来計画検討会議からは，歴博の上記のような存在形態

を自らの強みとして積極的に評価し，研究・資料・展示の有機的連携による「博物館型研究統合」という新

たな歴博独自の研究スタイルと，さらに共同利用機関，博物館としての根幹である「共同利用性」の充実，

強化に向けた提言を盛り込んだ「将来計画検討会議報告書」が答申された。

共同利用機関は，研究成果の公開のみならず，資料や研究過程を通じた共同利用性の充実，公開・透明性

を高めることが重要な責務である。このために，研究・調査においても，これまでも外部の委員を構成員に

迎えた運営会議による指導，審議を経てきた。本年度からは，さらに運営会議の専門委員会として共同研究

委員会が設置され，本館の共同研究に対して，各界の委員のより専門的な立場による指導・審査と学界や研

究者コミュニティーの研究動向，意見などを反映するためのチャンネルが整備された。

平成 �9年度の共同研究計画はこの共同研究委員会の審査を経たものである。この審査過程において，共

同研究に関して各研究テーマが個別的であり，歴博としての大きな研究の方向性や枠組みが見えにくいとの

指摘がなされたことは重要である。歴博研究スタイルの特徴のひとつが，「都市」，「基層信仰」などの長期

的な大テーマを軸とする継続性であったことを考えると，これらに加えて同等のテーマを早急に用意するこ

とが必要である。「20世紀」，「知と技」，「交流と変容」など，現在実施されている基幹研究の総合テーマか

らも，そうした長期的なテーマとなる可能性を模索したい。

また，歴博外部評価委員会は，平成 �8年度の評価対象を共同研究を中心とした研究活動としており，こ

の委員会からも重要な指摘をされた。中でも上記の博物館型研究統合と長期継続する共同研究の問題に関し

た事項があり，それは，「共同研究と展示，資料収集の関連」と「単年度ではなく，複数年次にわたる研究

過程，成果」を説明すべきという指摘である。この指摘に関しては，これまでは館外のみならず館内におい

ても明確に把握，理解されていたとは言えない状況であった。歴博の独自性とするこの研究スタイルを自覚

し，成果を積極的に主張するためにも，わかりやすく全体像が把握できる資料が必要である。このため，こ

の年報においては，その関連を説明した表（P.5 ～ ��）を掲げた。活用願いたい。　

２　歴博共同研究と外部資金による研究

平成 �8年度の共同研究は，基幹研究 ��課題，基盤研究 �0課題，個別共同研究 8課題の計 26課題が実

施され，さらに今年度の特例として予備研究 �課題が実施された。このうち今年度で �2課題が終了し，ま

た新規 7課題が開始された。�8年度に実施された共同研究等の中で，歴博の特性という視点から特に注目
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されるのは次のとおりである。

基幹研究「20世紀に関する総合的研究」は，戦争をテーマに，社会・表象・アジアとの関係に視点を絞り，

近代日本の 20世紀的特質を具体的に解明した。このブランチ A「20世紀における戦争Ⅰ」の研究成果は，

新たな切り口の戦争展示として企画展示「佐倉連隊とその時代」となり公開され，大きな反響を呼んだ。ま

たブランチ B「戦争体験の記録と語りに関する資料論的研究」は，研究の一環として国際研究集会「戦争体

験の記録と語り」を開催したのをはじめ，各地での現地研究会を通じて，広く社会や研究者に問題と方法の

共有を実現した。この基幹研究は，総合展示 6室の新構築のための研究としても位置づけられており，博

物館型研究統合の実践である。

基盤研究「歴史資料研究における年代測定の活用法に関する総合的研究」は，自然科学による年代測定方

法の歴史研究への多面的な活用を目指したものである。歴博が，創設以来掲げてきた歴史・考古・民俗並び

に関連諸学の学際的協業という研究の枠組みをさらに発展させた形で，自然科学と歴史研究の協業を具体的

に実現したプロジェクトとして特筆できる。今年度は，炭素 ��年代測定法による，これまでの先史時代の

編年研究における成果に加えて，中世近世の歴史的建造物や文書・紙資料など，対象とする時代や資料を拡

大して，その方法の有効性を確認するとともに研究を深化させた。今後，広く歴史研究への応用により発展

が期待される研究である。

外部資金による研究は，競争的研究資金である科学研究費補助金が中心であり，学術創成研究 �件を含

む 27件が実施された。

学術創成研究「弥生農耕の起源と東アジア－炭素年代測定による高精度編年体系の構築」は，高精度炭素

��年代測定法により日本における水稲農耕起源の実年代を確定し，東アジアの中で弥生農耕の起源を探る

研究であり，呈示された新たな年代観は関係分野に大きなインパクトを与えている。この研究は，本館共同

研究の基盤研究「歴史資料研究における年代測定の活用法に関する総合的研究」などとも連動した，年代測

定を軸とするテーマ群の核と位置づけられる研究である。�9年度には，年代研究の成果をいかした企画展

示「弥生はいつから―年代研究の最前線」が準備されている。

３　館長リーダーシップ支援経費による活性化

館長によるリーダーシップのもと，本館が重点的に取り組む研究課題や研究成果の公開などを館内募集

し，リーダーシップ支援経費の配分による活性化を図った。ひとつは，国際交流の実質化を目指したもので，

�月に締結された韓国国立中央博物館との学術交流協定に基づき，両館の研究者を主体とする具体的な共同

研究プロジェクトを発足させる企画である。双方から，館蔵資料等を主とした共同研究のテーマが呈示され，

その中のひとつである鉛同位体を用いた青銅器の分析に関する共同研究が開始されることになった。

もうひとつは，研究成果の公開に関した企画で，民俗研究系がこれまで制作し，蓄積してきた民俗研究映

像を活用した「歴博映像フォーラム」の開始である。本年度は，「現代の葬送儀礼」を実施し，幅広い市民，

研究者から好評を得た。なお，これらのプロジェクトについては，軌道に乗せるまでをこの経費で行い，そ

の後は適宜通常の予算経費で実施されることとなる。

以上，平成 �8年度の研究・調査活動に関して，特記されることを概観した。詳細については，各項目を

検討されたい。

研究連携センター長  小 野 正 敏
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基幹・基盤研究→総合展示 �� �5
�6 �7 �8 �9 20 2� 22 2� 2�

中期計画第１期 第２期
総合展示第６室
基幹研究　20 世紀に関する総合的研究　　　　　　
　（歴史研究系　教授　安田　常雄）
　①　20 世紀における戦争Ⅰ　　　　　　　　　　
　　　（歴史研究系　教授　安田　常雄）

研
報

　②　20 世紀における戦争Ⅱ　　　　　　　　　　
　　　（歴史研究系　教授　安田　常雄）

研
報

　③　戦争体験の記録と語りに関する資料論的研究　
　　　（民俗研究系　助教授　関沢　まゆみ）

研
報

　　国際研究集会　戦争体験の語り－外国人研究者の
　　視点を中心に－（同上）

　　国際研究集会　戦争体験の記憶と語り（同上）
単  
行  
本

　　報告書　戦争体験の記録と語りに関する資料集成
　　博物館資料調査報告書 �・�（同上）
　④　高度経済成長と生活変化　　　　　　　       　 
　　　（民俗研究系　教授　新谷　尚紀）

研
報

基盤研究　ニュース映画のデータベース化と活用方法
の模索に関する研究（歴史研究系　助教　原山　浩介）

総合展示第４室
基幹研究　列島の生活誌の総合的研究　　　　　　　
　（民俗研究系　教授　常光　徹）

　①　兆・応・禁・呪の民俗誌　　　　　　　　　　
　　　（民俗研究系　教授　常光　徹）

単  
行  
本

総合展示第３室
ワークショップ　戦争展示の中のジェンダー　　　　
　（歴史研究系　教授　久留島　浩）
国際研究集会　歴史展示の中のジェンダー（同上）
歴博フォーラム　総合展示リニューアル（近世）に向
けてⅠ－国際社会の中の近世日本－（同上）
歴博フォーラム　総合展示リニューアル（近世）に向
けてⅡ－都市の時代－（同上）

歴博フォーラム　総合展示リニューアル（近世）に向
けてⅢ－ひとともののながれ・村からみえる近代－（同
上）

基幹研究 �� �5
�6 �7 �8 �9 20 2� 22 2� 2�

中期計画第１期 第２期
基幹研究　神仏と生死に関する通史的研究　　　　　　
　（民俗研究系　　教授　新谷　尚紀）
①　神仏信仰に関する通史的研究Ⅰ　　　　　　　　
　　（広島大学大学院文学研究科・教授　三浦　正幸）

研
報

　【科研】基盤Ｂ　神社資料の多面性に関する総合的
　　研究－古社の伝存資料と神社機能の分析を中心と
　　して（民俗研究系　　教授　新谷　尚紀）
②　生老死と儀礼に関する通史的研究Ⅰ　　　　　　
　　（民俗研究系　　教授　新谷　尚紀）

研
報

基幹研究　生業・権力と知の体系に関する歴史的研究　　
　（歴史研究系　教授　井原　今朝男）

国立歴史民俗博物館の『博物館型研究統合』
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基幹研究 �� �5
�6 �7 �8 �9 20 2� 22 2� 2�

中期計画第１期 第２期

①　古代における生産と権力とイデオロギー　　　　
　　（考古研究系　教授　広瀬　和雄）　

単  
行  
本

研
報

②　中・近世における生業と技術・呪術信仰　　　　
　　（歴史研究系　教授　井原　今朝男）

研
報

　歴博フォーラム　新しい歴史学と生業（同上）
単  
行  
本

基幹研究　交流と文化変容に関する史的研究　　　　　
　（考古研究系　教授　西本　豊弘→歴史研究系　教授　
　久留島　浩）
①　「三国志」魏書東夷伝の国際環境　　　　　　　
　　（徳島大学総合科学部・教授　東　潮）

国
シ

研
報

②　６世紀墓制にみる倭の対外交流と文化変容の比較
　研究（考古研究系　助教授　杉山　晋作）

研
報

　国際研究集会　百済の国際交流－武寧王陵の最新研
　究をめぐって－（同上）
　国際研究集会　日韓古墳時代の年代観　　　　　　
　（考古研究系　教授　杉山　晋作）

機構連携研究 �� �5
�6 �7 �8 �9 20 2� 22 2� 2�

中期計画第１期 第２期

連携研究（�）日本とユーラシアの交流に関する総合的研究

①　ユーラシアと日本 : 交流と表象　　　　　　　　
　　（歴史研究系　教授　久留島　浩）
　国際シンポジウム　「ユーラシアと日本：交流と表
　象」の現状と課題（同上）
　国際シンポジウム　「境界の形成と認識－移動とア
　イデンティティ」（同上）
②　移民史の比較研究　　　　　　　　　　　　　　
　　（法政大学国際文化学部　助教授　今泉　裕美子）

研
報

③　国民国家の比較史的研究　　　　　　　　　　　
　　（千葉大学　教授　趙　景達）

研
報

　国際シンポジウム　韓国における国民国家をめぐる
　研究状況と課題　　　　　　　　　　　　　　　　
　（歴史研究系　教授　久留島　浩）
④　唱導文化の比較研究　　　　　　　　　　　　　
　　（明治大学文学部　教授　林　雅彦）

研
報

連携研究（2）文化資源の高度活用　

国際研究集会　中世城郭の社会的機能－その日欧比較
－（歴史研究系　教授　井原　今朝男）
①　武士関係資料の総合化－比較史および異文化表象
　の素材として－（歴史研究系　助教授　小島　道裕）  予　　備

　国際研究集会　中世城郭の変化と終末－その日欧比
　較－（同上）
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基盤研究（高度歴史情報化） �� �5
�6 �7 �8 �9 20 2� 22 2� 2�

中期計画第１期 第２期
　国際研究集会　資料に表れた武士・騎士のイメージ
　（同上）
②　中世近世の禁裏の蔵書と古典学の研究－高松宮家
　伝来禁裏本を中心として－　　　　　　　　　　　
　（歴史研究系　教授　吉岡　眞之）
③　アイヌ文化の図像表象に関する比較研究－『夷酋
　列像図』とマンローコレクションのデジタルコンテ
　ンツ化の試み－（民博　教授　佐々木史郎）
　（�）視覚文化におけるアイヌ・万ローコレクション
　の研究（民俗研究系　助手　内田順子）

基盤研究　資料の高度歴史情報化と資料学的総合研究　

①　館蔵資料「江戸図屏風」の資料学的研究　　　　
　　（情報資料研究部　助教授　永嶋　正春）
　プロムナード　江戸図屏風の最新事情（同上）
②　明治地籍図の集成的研究（歴史研究系　助教授　
　　青山　宏夫）平 ��-�5 は非文献資料の基礎的研
　　究

研Ｄ
報Ｂ

③　民俗研究映像の資料論的研究Ⅰ　　　　　　　　
　　（民俗研究系　助手　内田　順子）
　現代の葬送儀礼（民俗研究系　助手　山田　慎也）
　映像フォーラム（同上）
　AINU:Past and Present（民俗研究系　助手　内田　
　順子）
　映像フォーラムⅡ（同上）
　大和古寺を支える人々－童子と堂童子－（民俗研究
　系　助教授　松尾　恒一）
④　民俗研究映像の制作と資料化に関する研究　　　
　　（民俗研究系　助教　青木　隆浩）
　水田とカモと人（民俗研究系　准教授　安室　知）
　筆記の近代誌（民俗研究系　准教授　小池　淳一）
　平成の酒造り（民俗研究系　助教　青木　隆浩）
⑤　縄文・弥生集落遺跡の集成的研究　　　　　　　
　　（考古研究系　助教授　藤尾　慎一郎）

研
報

Ｄ
Ｂ

⑥　紀州徳川家伝来楽器コレクションの研究　　　　
　　（東京文化財研究所　室長　高桑　いづみ）

研
報

　特別企画　紀州徳川家伝来の楽器　　　　　　　　
　（情報資料研究系　助教授　日高　薫）
　館蔵紀州徳川家伝来の楽器　　　　　　　　　　　
　（情報資料研究系　助教授　日高　薫）

図
録

Ｄ
Ｂ

⑦　マンローコレクション研究：館蔵の写真資料を中
　心に（民俗研究系　助手　内田　順子）
⑧　歴史資料に対する自然科学的調査法の開発と適用
　に関する研究（情報資料研究系　准教授　齋藤　努）

基盤研究基盤研究（総合的年代研究） �� �5
�6 �7 �8 �9 20 2� 22 2� 2�

中期計画第１期 第２期

基盤研究　資料の総合的年代研究

【ＣＯＥ】研究高度化推進経費　　　　　　　　　　
縄文時代の高精度編年研究　　　　　　　　　　　　
（情報資料研究部　教授　今村　峯雄）平９～ ��年
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基盤研究基盤研究（総合的年代研究） �� �5
�6 �7 �8 �9 20 2� 22 2� 2�

中期計画第１期 第２期
【科研】基盤Ａ　ヒノキ・スギ等の年輪年代による炭
素 ��年代の修正（館長　佐原　真）平９～ ��年
【科研】奨励Ａ　ＡＭＳによる古代漆の炭素 �� 年代
測定（情報資料研究部　助手　坂本　稔）平 �2～ ��
年
【科研】基盤Ａ　縄文時代・弥生時代の高精度年代体
系の構築（情報資料研究部   教授  今村　峯雄）平成
��～
　国際研究集会　ＡＭＳと考古学　　　　　　　　　
　（情報資料研究部　教授　今村　峯雄）　
　弥生時代の実年代　　　　　　　　　　　　　　　
　（考古研究部　教授　春成　秀爾）
　国際研究集会　弥生時代の実年代　　　　　　　　
　（情報資料研究系　教授　今村　峯雄）
　歴史を探るサイエンス　　　　　　　　　　　　　
　（情報資料研究部　教授　今村　峯雄）
①　高精度年代測定法の活用による歴史資料の総合的
　研究（情報資料研究部   教授  今村　峯雄） ��7

【学術創成】　弥生農耕の起源と東アジア－炭素測定年
代による高精度編年体系の構築　　　　　　　　　　
（考古研究系　教授　西本　豊弘）
　国際シンポジウム　弥生農耕の起源と東アジア　　
　（同上）
　研究集会　弥生農耕の起源と東アジア（同上）

　プロムナード　炭素 ��年代測定の研究（同上）

　( 国立科学博物館と共催）縄文 VS 弥生　　　　　
　　（考古研究系　助教授　藤尾慎一郎，助手　小林
　　謙一）
　弥生はいつから！？－年代研究の最前線　　　　　
　（情報資料研究系　教授　今村　峯雄）

　歴博フォーラム　弥生の始まりと東アジア　　　　
　（考古研究系　教授　広瀬　和雄）

単  
行  
本

　国際シンポジウム　古代アジアの青銅器文化と社会
　（考古研究系　教授　春成　秀爾）
　【科研】基盤Ｂ　同定情報に基づく土器付着炭化物
　の高精度年代測定　　　　　　　　　　　　　　　
　（情報資料研究系　助教授　坂本　稔）
②　歴史資料研究における年代測定の活用法に関する
　総合的研究（情報資料研究系　教授　今村　峯雄→
　�9年度から准教授　坂本　稔）

研
報

基盤研究（資料の科学的調査） �� �5
�6 �7 �8 �9 20 2� 22 2� 2�

中期計画第１期 第２期

基盤研究　資料の科学的調査

③　「高松宮家伝来禁裏本」の基礎研究　　　　　　
　　（歴史研究部  教授　吉岡　眞之）

目
録

　【科研】基盤Ｃ　高松宮家蔵書群の形成とその性格
　に関する総合的研究（同上）
　連携展示　うたのちから－和歌の時代史－（同上）
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基盤研究（資料の科学的調査） �� �5
�6 �7 �8 �9 20 2� 22 2� 2�

中期計画第１期 第２期

　歴博・国文研共同フォーラム　和歌と貴族の世界
　（同上）

単  
行  
本

④　歴史資料の材質・製作技法と生産地に関する調　
　査研究（情報資料研究系  教授  宇田川　武久）平
　�5年に重要歴史資料調査分析研究としてスタート。
　�6年度に基盤研究へ再編成。
　【科研】特定　分析化学的手法による鉄炮技術史の
　相関研究（同上）
　企画展示　歴史のなかの鉄炮伝来－種子島から戊　
　辰戦争まで－（同上）

フ
ォ

　研究資源　館蔵砲術関係資料（同上） 図
録

　研究資源　館蔵武器武具資料（同上） 図
録

　データベース　館蔵武器武具データベース（同上） Ｄ
Ｂ

⑤　東アジア比較建築文化史　　　　　　　　　　　
　　（情報資料研究系　教授　玉井　哲雄）

予
備

国
シ

国
シ

研
報

　総研大特定教育研究経費国際シンポジウム　　　　
　日中比較建築文化史の構築（同上）
　特別企画　日本の建築（同上）
　企画展示　建築からみた東アジアと日本（同上）
　歴博国際シンポジウム　日韓比較建築文化史の構築
　－宮殿・寺廟・住宅－（同上）

基盤研究（博物館学） �� �5
�6 �7 �8 �9 20 2� 22 2� 2�

中期計画第１期 第２期

基盤研究　博物館学的総合研究

①　歴史展示における「異文化」表象の基礎的研究　
　　（歴史研究部  　教授　久留島　浩）

単  
行  
本

研
報

②　生涯学習時代における博物館教育・教育員養成お
　よび歴史展示に関する総合的研究（館長　佐原　真
　→歴史研究系　助教授　小島　道裕）平 �2～ �5

　国際シンポジウム　歴史展示を考える－戦争・民俗・
　教育－　

単  
行  
本

　国際セミナー　歴史展示との対話－記憶をつなげ　
　ば，市民が生まれる？（同上）
③　博物館におけるコミュニケーション・デザインに
　関する研究（情報資料研究系　助手　佐藤　優香）
④　博物館情報資源の機能的活用手法の検討とその応
　用に関する研究（情報資料研究系　助手　宮田　公
　佳）

研
報

⑤　デジタル化された博物館資料に関する情報記述法
　の研究（情報資料研究系　教授　安達　文夫）

研
報

研究→展示型 �� �5
�6 �7 �8 �9 20 2� 22 2� 2�

中期計画第１期 第２期
神社の多面性に関する資料論的研究　　　　　　　　　
　（民俗研究部　教授　新谷　尚紀）平 ��～ ��
【科研】基盤Ｂ　神社資料の多面性に関する総合的研
究（民俗研究部　教授　新谷　尚紀）平 �2～ ��



�0

研究→展示型 �� �5
�6 �7 �8 �9 20 2� 22 2� 2�

中期計画第１期 第２期

　企画展示　日本の神々と祭り－神社とは何か？　　
　　（同上）

フ
ォ

単  
行  
本

前近代の東アジアにおける人・モノ・技術の交流システム
（考古研究部　助教授→考古研究系　教授　小野　正敏）
平 ��～ �5
国際セミナー　中国新発見の水運関連遺跡とその周辺
（同上）
企画展示　東アジア中世海道－海商・港・沈没船－
　（同上）

フ
ォ

【科研】基盤Ａ　前近代の東アジア海域における唐物
と南蛮物の交易とその意義（同上）
国際シンポジウム　中世東シナ海と交易（同上）
シンポジウム　第３回考古学と中世史シンポジウム　
　中世の対外交流－場・人・技術－（同上）

【科研】基盤Ａ　中世東アジア技術史（考古研究系　教授
　小野正敏）
（公募型）水木コレクションの形成過程とその史的意義　
　（京都大学人文科学研究所　助教授　高木　博志）平　
　��～ �8　平成 �0年度企画展示

単  
行  
本

【科研】基盤Ｂ　近代大和地方のコレクション収集活
動から見た「日本文化」形成過程の研究　　　　　　
（歴史研究系　教授　久留島　浩）

佐倉連隊と地域民衆　　　　　　　　　　　　　　　　
　（歴史研究部　助教授　樋口　雄彦　）

���

特別企画　佐倉連隊にみる戦争の時代（同上） フォ
律令国家転換期の王権と都市　　　　　　　　　　　　
　（三重大学人文学部　教授　山中　章）

���
��5

長岡京遷都－桓武と激動の時代－ フォ
平田国学の再検討－篤胤・銕胤・延胤・盛胤文書の史料学
的研究－（館長　宮地　正人）

�22 �28 研
報

【科研】基盤Ｂ　平田国学の再検討（館長　宮地　正
人→歴史研究系　助教授　樋口　雄彦）
特別企画　明治維新と平田国学（同上）
プロムナード　平田国学と千葉県

愛媛県上黒岩遺跡の研究　　　　　　　　　　　　　　
　（考古研究系　教授　春成　秀樹）

研
報

プロムナード　縄文時代の始まり（同上） フォ
宗教者の身体と社会　　　　　　　　　　　　　　　　
　（民俗研究系　助教授　松尾　恒一）

研
報

プロムナード　いざなぎ流－御幣に見る祈祷の造形－
　（同上）

研究→資源型 �� �5
�6 �7 �8 �9 20 2� 22 2� 2�

中期計画第１期 第２期
【科研】型　宮座と社会：その歴史と構造　　　　　　　
（仏教大学文学部・教授　八木　透）

研
報

【科研】基盤Ａ　現在の宮座の総合的調査研究および
宮座情報のデータベースの構築　　　　　　　　　　
（民俗研究系　教授　上野　和男）

宮座研究論文データベース（同上） Ｄ
Ｂ

日本歴史における水田環境の存在意義に関する総合的研
究（民俗研究系　助教授　安室　知）

映
像

研
報

【科研】基盤Ｃ　日本歴史における水田環境の存在意
義に関する民俗学的研究（同上）
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研究→資源型 �� �5
�6 �7 �8 �9 20 2� 22 2� 2�

中期計画第１期 第２期
縄文時代の居住遺跡の集成研究　　　　　　　　　　　
　（考古研究系　助教　小林　謙一）

D
B

個別共同研究 �� �5
�6 �7 �8 �9 20 2� 22 2� 2�

中期計画第１期 第２期
マロ塚古墳出土品を中心にした古墳時代中期武器武具の
研究（考古研究系　助教授　杉山　晋作→熊本大文学部　
助教授　杉井　健）

研
報

東アジアにおける多様な自然利用－水田農耕民と焼畑農
耕民－（考古研究系　助教授　西谷　大　）
日本における民俗研究の形成と発展に関する基礎研究　
　（民俗研究系　助教授　小池　淳一）

フ
ォ

人文・自然景観の開発・保全と文化資源化に関する研究　
　（民俗研究系　助手　青木　隆浩）

研
報

身体の人格をめぐる言説と実践　　　　　　　　　　　
　（民俗研究系　助手　山田　慎也）

研
報

研究資源型 �� �5
�6 �7 �8 �9 20 2� 22 2� 2�

中期計画第１期 第２期

資料調査プロジェクト

田中穣氏旧蔵典籍古文書目録　　　　　　　　　　　
　（歴史研究系　教授　井原　今朝男）

目
録

見世物コレクション目録　　　　　　　　　　　　　
　（民俗研究系　助教授　松尾　恒一）

目
録

『懐溜諸屑』データベース化の基礎的研究　　　　　
　（歴史研究系　教授　久留島　浩）

Ｄ
Ｂ

館蔵弥生青銅器資料（考古研究系　教授　春成　秀爾） 図
録

直良コレクション目録　　　　　　　　　　　　　　
　（考古研究系　教授　春成　秀爾）

目
録

館蔵死絵資料（民俗研究系　助手　山田　慎也）

館蔵落合コレクション　　　　　　　　　　　　　　
　（考古研究部　助教授　設楽　博己）

図
録

館蔵瓦コレクション（考古研究系　教授　阿部　義平） 図
録

データベース公開

棟札
館蔵近世・近代古文書データベース　　　　　　　　
　（歴史研究系　助教授　岩淵　令治・山本　光正）
館蔵錦絵データベース　　　　　　　　　　　　　　
　（情報資料研究系　助教授　大久保　純一）
　【学振ＤＢ公開経費】
地域蘭学者門人帳人名データベース（歴史研究系　助
教授　岩淵　令治・久留島　浩・山本　光正）
江戸商人・職人データベース（同上）
日本民謡ＤＢ（民俗研究系　助手　内田　順子）
中世制札（歴史研究系　助教授　小島　道裕）



�2

国際学術交流 �� �5
�6 �7 �8 �9 20 2� 22 2� 2�

中期計画第１期 第２期
国際研究集会　日韓口承文芸交流      　　　　　　　
　（民俗研究系　助教授　常光　徹）
国際研究集会　韓国の民俗学・日本の民俗学Ⅰ－１　
　（民俗研究系　助教授　関沢　まゆみ）
国際研究集会　韓国の民俗学・日本の民俗学Ⅰ－２　
　（同上）
国際研究集会　韓国の民俗学・日本の民俗学Ⅱ－１　
　（民俗研究系　助教授　関沢　まゆみ）
国際研究集会　韓国の民俗学・日本の民俗学Ⅱ－２　
　（民俗研究系　助教授　関沢　まゆみ）
国際研究集会　韓国の民俗学・日本の民俗学Ⅲ－１
　（民俗研究系　教授　常光　徹）
国際研究集会　韓国の民俗学・日本の民俗学Ⅲ－２
　（同上）
研究交流会　韓国における最新の考古学的調査成果を
めぐって（考古研究系　助教授　杉山　晋作）
国際研究集会　中世の土地支配文書に関する日英比較
　（歴史研究系　助教授　高橋　一樹）
国際シンポジウム　地域社会の生産と経済－中国少数
民族地帯の過去，現在，未来－
　（民俗研究系　教授　篠原　徹）
【科研】基盤Ｂ　東アジア地域における青銅器文化の
移入と変容および流通に関する多角的比較研究
　（情報資料研究系　助教授　齋藤　努）

報
告

国際学術研究　三国時代青銅製品中の鉛同位体比を利
用した産地推定の研究　　　　　　　　　　　　　　
　（情報資料研究系　准教授　齋藤　努）

リーダー
シップ経
費

報
告

企画展示 �� �5
�6 �7 �8 �9 20 2� 22 2� 2�

中期計画第１期 第２期
企画展示　古代日本　文字のある風景－金印から正倉
院文書まで－　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　（歴史研究系　教授　平川　南）

フ

ォ

単  
行  
本

企画展示　民衆文化とつくられたヒーローたち－アウ
トローたちの幕末維新史－　　　　　　　　　　　　
　（歴史研究系　教授　高橋　敏）

フ
ォ

プロムナード　東日本装飾横穴壁画模写の公開　　　
　（考古研究系　助教授　杉山晋作）
企画展示　西のみやこ　東のみやこ－描かれた中・近
世都市－（情報資料研究系　助教授　大久保　純一）

特別企画　日本の建築（情報資料研究系） フ
ォ

特別企画　江戸図屏風公開（歴史研究系）
特別企画　洛中洛外図屏風　甲本公開（歴史研究系）
くらしの植物苑特別企画（歴史研究系）
新収資料の公開

１　本表は将来計画検討会議が平成 �8年に答申した国立歴史民俗博物館の研究の特色である『博物館型研究

　統合』の実例を示したものである。

２　博物館型研究統合は，「研究」，「展示」，「研究資源」の三つを出発点として研究成果をあげることを特色と

　する。各研究プロジェクトは外部資金を組合せながら研究を推進し成果を公開するという特徴をもつため，

　本表はその流れがわかるように示した。

３　本表のプロジェクトは実施期間が中期計画にかかっているものに限定した。
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４　プロジェクトごとに実施された年度をグレー表示した。なお，展示は赤で表示した。

５　表中の略は以下の通りである。

　「研報」：『国立歴史民俗博物館研究報告』，数字は研究報告の叢書番号である。「単行本」：研究報告の代わ

りに単行本で出版したものやフォーラム刊行記録。「フォ」：国立歴史民俗博物館フォーラム，「国シ」：国際

シンポジウム，「ＤＢ」：データベース，「予備」：予備研究，「図録」：研究図録，資料図録，資料目録。「映像」：

民俗研究映像。

６ 　プロジェクト代表の職名は開始時の職名を表示した。なお，平成 �9年度の学校教育法改正により，�9年

度以降に始まったプロジェクト代表の職名は以下のように改めた。「助教授」：准教授，「助手」：助教。

７　外部資金を得たプロジェクトは，冒頭を【　】でくくった。


