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研究実施体制 
 

 

［概 要］ 
 

 本館における共同研究の企画立案等については，研究推進センターが全館的な見地から共同研究の企画立

案にあたるとともに，本館研究部の教員や館外の研究者から提案された共同研究の計画に関して，審議・調

整した。さらに，館外の委員を含む運営会議共同研究委員会においても審議・報告を行い，広く学界の意見

を反映させる体制をとっている。 

 共同研究の実施については，本館の研究部所属の教員と館外の研究者が共同してあたったほか，客員教員

や外国人研究員（長期）を研究プロジェクトに配置するなど，共同利用の充実につとめた。また，機関研究

員をはじめとする非常勤研究員，研究補助員を雇用して研究推進の円滑化を図った。 

 

研究推進センター長 青山 宏夫 

 

 

［客員教員］ 
 

氏  名 
委嘱職名 
（本務校） 

担当プロジェクト 期 間 

阿部 泰郎 
客員教授（名古屋大学大学院
文学研究科教授） 

基盤研究「中世における儀礼テクストの
綜合的研究―館蔵田中旧蔵文書『転法輪
鈔』を中心として―」 

2008.5.1 
 ～2010.3.31

林  雅彦 
客員教授（明治大学法学部教
授） 

基幹研究「交流と文化変容に関する史的
研究」―「唱導文化の比較研究」 

2007.5.1 
 ～2010.3.31

趙  景達 
客員教授（千葉大学文学部教
授） 

基幹研究「交流と文化変容に関する史的
研究」―「国民国家の比較史的研究」 

2007.5.1 
 ～2010.3.31

今泉裕美子 
客員教授（法政大学国際文化
学部教授） 

基幹研究「交流と文化変容に関する史的
研究」―「移民史の比較研究」 

2007.5.1 
 ～2010.3.31

原  正利 
客員教授（千葉県立中央博物
館環境科学研究科科長） 

先端的・開発的研究「多様な博物館展示
を考えるための調査研究」 

2009.4.1 
 ～2010.3.31

鯨井千佐登 
客員教授（宮城工業高等専門
学校教授） 

先端的・開発的研究「民俗的生活文化と
その心性や差別的意識」に関する研究 

2007.5.1 
 ～2010.3.31

津村 徳道 
客員准教授（千葉大学大学院
工学系研究科准教授） 

先端的・開発的研究「文化財の質感情報
の取得と再現及び質感再現のためのリア
ルタイム情報処理技術の構築」に関する
研究 

2007.5.1 
 ～2010.3.31

小林 謙一 
客員准教授（中央大学文学部
准教授） 

企画展示「東アジアにおける縄文文化の
起源」 

2008.5.1 
 ～2010.3.31
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氏  名 
委嘱職名 
（本務校） 

担当プロジェクト 期 間 

安室  知 
客員教授（神奈川大学経済学
部教授） 

基幹研究「自然と技の生活誌」 
2009.4.1 
 ～2010.3.31

 

 

［外来研究員］ 
 

氏  名 研 究 課 題 期 間 

三河 雅弘 歴史地理・古地図研究 
2009.4.1 
 ～2010.3.31

加藤 征治 近世芸能史・浮世絵研究 
2009.4.1 
 ～2010.3.31

松岡 葉月 歴史系博物館における主体的学びの研究 
2009.12.1 
 ～2010.11.30

蒋  宏偉 国家政策への地域住民の「適応」に関する研究 
2009.4.1 
 ～2010.3.31

福田 裕美 
芸能，歌謡の伝承と近代化に関する研究―祭礼，年中行事と通過儀礼を
中心に― 

2009.4.1 
 ～2010.3.31

山田 厳子 生命観の変遷に関する民俗学的研究 
2009.10.1 
 ～2010.2.28

韓  志晩 日本・韓国における中世禅宗寺院・建築に関する比較研究 
2009.11.1 
 ～2010.9.30

渡部 鮎美 地域農業を維持する生業戦略についての民俗学的研究 
2009.11.1 
 ～2010.10.31

葉山  茂 現代の養殖漁業における民俗技術に関する研究 
2009.11.1 
 ～2010.10.31

 

 

［機関研究員］ 
 

氏  名 研 究 課 題 期 間 

飯田瑞穂子 総合展示プロジェクト「現代展示」 
2009.4.1 
 ～2010.3.31

丸山 泰明 総合展示リニューアル・プロジェクト「民俗展示」 
2009.4.1 
 ～2010.3.31
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［リサーチアシスタント］ 
 

氏  名 所 属 研究プロジェクト 期 間 

佐久間敏明 原山 浩介 20 世紀における戦争Ⅱ 
2009.6.8 
 ～2010.3.31

加藤 秀雄 新谷 尚紀 高度経済成長と生活変化 
2009.6.8 
 ～2010.3.31

村山 絵美 常光 徹 兆・応・禁・呪の民族誌 
2009.6.8 
 ～2010.3.31

岡田 翔平 
安室 知 
吉村 郊子 

自然と技の生活誌 
2009.6.8 
 ～2010.3.31

城石 梨奈 
青木 隆浩 
内田 順子 

地域開発における文化の保存と利用 
2009.8.10 
 ～2010.3.31

高木慎一郎 原山 浩介 移民史の比較研究 
2009.6.8 
 ～2010.3.31

李  昌煕 藤尾慎一郎 農耕社会の成立と展開―弥生時代像の再構築― 
2009.6.8 
 ～2010.3.31

木村 智哉 原山 浩介 
ニュース映画の研究資源化ならびに活用方法の確立に関
する研究 

2009.6.8 
 ～2010.3.31

武井 紀子 仁藤 敦史 古代における文字文化の形成過程の基礎的研究 
2009.6.8 
 ～2010.3.31

工藤 航平 高橋 一樹 中近世の武士と武家の資料論的研究 
2009.6.8 
 ～2010.3.31

西山 剛 高橋 一樹 中近世の武士と武家の資料論的研究 
2009.6.8 
 ～2010.3.31

辰巳 雅人 青山 宏夫 『地理写真』の資料化と活用 
2009.6.24 
 ～2010.3.31

石田七菜子 
安達 文夫 
鈴木 卓治 

研究成果を公表するためのシンポジウム開催に関する研
究 

2009.6.8 
 ～2010.3.31

金  憲奭 西本 豊弘 旧石器時代の環境変動と人間生活 
2009.6.8 
 ～2010.3.31

荻野 夏木 総研大担当 学生企画教育推進事業（学生企画委員） 
2009.5.1 
 ～2010.3.31

伊達 元成 総研大担当 学生企画教育推進事業（学生企画委員） 
2009.5.1 
 ～2010.3.31
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［科学研究費支援研究員］ 
 

氏  名 所 属 研究プロジェクト 期 間 

住田 雅和 西本 豊弘 基盤研究（A）「霞ヶ浦沿岸花室川流域の旧石器文化の研究」 
2009.5.11 
 ～2010.3.31

波形早季子 西本 豊弘 基盤研究（A）「霞ヶ浦沿岸花室川流域の旧石器文化の研究」 
2009.5.11 
 ～2010.3.31

 

 

 

［研究機器］ 
 

 歴博では，歴史・考古・民俗の三学協業とともに関連諸科学との積極的連携をはかり，新しい研究方法を

取り入れることにより，新しい歴史学の創造をめざしている。このため，大学共同利用機関として，館外の

研究者との共同研究を通じて新しい研究方法の導入につとめるほか，館内においても先端的な研究に必要な

さまざまな機器を導入することにつとめてきた。このなかには，歴史資料の分析科学的研究のための各種機

器，研究用情報関係機器，映像音響関係機器が含まれている。 

 下記に示すリストは，2009 年度を含む過去６年間に導入された主要な研究機器である。これらの機器は一

部を除いて共同利用研究者にも開放されている。 

 

研究推進センター長 青山 宏夫 

 

 

 

［最近導入された主要研究機器］ 
 

機 器 名 主要装置・仕様 購入年度 

ビデオ内視鏡 
(株）アールエフ製 VJ（φ6.9 ㎜先端可動，赤外
線仕様） 

2008 年度 

表面電離型質量分析装置用サンプル
マガジン 

サーモフィッシャーサイエンティフィック社製
(型番：0509800） 

2008 年度 

フィラメントローディング装置 サーモフィッシャーサイエンティフィック社製 2008 年度 

顕微鏡 オリンパス（株）製 BX51-N58MU-SP 2008 年度 

排気システム ファイファーバキューム社製 2007 年度 
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機 器 名 主要装置・仕様 購入年度 

凍結乾燥器 東京理化器械（株）製 2007 年度 

自動ＡＡＡ処理装置 (有）光信理科学製作所製 K-RS-C 2006 年度 

ＡＭＳ精製ライン (有）光信理科学製作所製 K-RO-L 2006 年度 

短波長サーモグラフィー 独国 JENOPYIK 社製 Vario THERM basic 2006 年度 

高精細デジタル顕微鏡 キーエンス，デジタルマイクロスコープ VHX-500 2005 年度 

非蒸着観察用走査型電子顕微鏡 
キーエンス，リアルサーフェスビュー顕微鏡
VE-7800 

2004 年度 

可搬式蛍光 X線分析装置 アワーズテック，OURSTEX100FA 2004 年度 

蛍光 X線分析システム 日本電子，JSX-3201M 2004 年度 

 

 

［図  書］ 
 

 図書部会は，本館の図書収集方針として，日本の歴史と文化について歴史学・考古学・民俗学及び関連諸

学の基本的な図書の収集，共同研究・展示に関わる基本的図書の収集，都道府県史，市町村史，発掘調査報

告書，民俗調査報告書，展示会図録類の重点的・網羅的収集を掲げ，受入図書の選定，収蔵スペースの確保，

利用サービスの向上に努めている。平成 21 年度の活動として特記されることは下記のとおり。 

１）他大学の教員等の書庫入室の許可：「大学，研究所，登録博物館，その他これに準ずる機関の研究者」及

び「地方公共団体の教育委員会等において，博物館と同一の研究に従事する職員」の入庫を認めることとし

た。 

２）第２書庫設置の認可：研究用図書室狭隘化対策として，第２仮庫を書庫として利用することが認められ，

電動集密書架を２月末に設置した。さらに第２書庫に移動する図書を決定した。（移動作業は平成 22 年度初

頭の予定。） 

３）図書室の時間外利用の開始：「研究用図書室の時間外利用についての申し合わせ」および「研究用図書室

時間外利用の手引き」を定め，12 月１日から開始した。財産管理の観点から，当面の間当館教職員（含む館

長）並びに総研大日本歴史専攻の学生を利用者と認めることとした。電子錠の設置等，人の出入りを正確に

管理することにより，より広い範囲へサービスを拡大できるものと期待される。 

４）第６展示室関連図書の選定と配架：関係教員の協力を得て，６室展示関連図書の選定を行い，約 160 冊

を入館者用図書室に配架した。 

５）劣化マイクロフィルムの廃棄及びフィルムクリーニングの実施：映像資料保管庫にある図書扱いのマイ
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クロフィルム資料のうち，特に劣化の激しい資料（市販の新聞資料）について，早急に他の部屋へ移動する

よう要請があり，検討の結果，デュープ作業をあきらめ廃棄することとした。残る劣化度の低いマイクロフ

ィルムについてフィルムクリーリング（巻き戻し作業）を実施した。 

 

図書担当 鈴木 卓治 

 

 

［図書分類別受入冊数］ 
 

 ０総記 １哲学 ２歴史 ３社会科学 ４自然科学 ５工学 ６産業 

冊 数 695 110 3,496   699  67   152     237 

％  11   2    59    12   1     3       4 

 ７芸術 ８言語 ９文学 図書計 製本雑誌 合 計 累 計 

冊 数 239 131   133 5,959 311 6,270 300,930 

％   4   2     2 （100)    

％：小数点以下四捨五入 

 


