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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

整している。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）の研究プロジェクトへの配置や共同研究員の公募など，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 藤尾 慎一郎   

 

 

［客員教員］ 
 

氏  名 
委嘱職名 
（本務校） 

担当プロジェクト 期 間 

原  正利 
客員教授（千葉県立中央博物
館生態環境研究部長） 

基盤研究「日本の中山間地域における人
と自然の文化誌」 

2011.4.1 
 ～2013.3.31 

靜永  健 
客員准教授（九州大学大学院
人文科学研究院准教授） 

基盤研究「高松宮家伝来書籍等を中心と
する漢籍読書の歴史とその本文に関する
研究」 

2011.4.1 
 ～2013.3.31 

藤田 裕嗣 
客員教授（神戸大学大学院人
文学研究科教授） 

基盤研究「元禄『堺大絵図』に示された
堺の都市構造に関する総合的研究」 

2010.4.1 
 ～2013.3.31 

設楽 博己 
客員教授（東京大学大学院人
文社会系研究科教授） 

基盤研究「柳田國男収集考古資料の研究」 
2011.4.1 
 ～2013.3.31 

遠藤  徹 
客員准教授（東京学芸大学准
教授） 

先端的・開発的研究「古楽器資料の音楽
学的調査ならびに展示手法に関する検
討」 

2010.4.1 
 ～2013.3.31 

田中 法博 
客員教授（長野大学企業情報
学部教授） 

先端的・開発的研究「先端的コンピュー
タグラフィック技術の日本歴史展示への
応用に関する研究」 

2011.4.1 
 ～2013.3.31 

近藤 好和 
客員教授（國學院大学・駒澤
大学・早稲田大学 非常勤講
師） 

先端的・開発的研究「武器武具資料およ
び有職故実の研究」 

2010.4.1 
 ～2013.3.31 
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氏  名 
委嘱職名 
（本務校） 

担当プロジェクト 期 間 

神野 由紀 
客員教授（関東学院大学人間
環境学部教授） 

先端的・開発的研究「近現代の生活にお
ける流行の創出」 

2011.4.1 
 ～2013.3.31 

重信 幸彦 
客員教授（東京大学非常勤講
師） 

先端的・開発的研究「近現代における都
市生活者の研究」 

2010.4.1 
 ～2011.３.31 

三木 美裕 
客員教授（カナダ文明博物館
学芸部客員学芸員） 

人間文化研究機構「日本関連在外資料の
調査研究」 

2011.4.1 
 ～2013.3.31 

 

 

［外来研究員］ 
 

氏  名 研 究 課 題 期 間 

佐久間俊明 戦時期日本リベラリズムに関する思想的研究 
2010.10.1 
 ～2013.9.30 

厚  香苗 ネガティブな要素をもつ民間伝承の文化資源化と地域社会 
2010.10.1 
 ～2012.9.30 

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 
 ～2012.5.31 

武井 紀子 出土文字資料を用いた古代日本地方支配の実態的研究 
2010.4.1 
 ～2012.3.31 

高田 宗平 日本中世に於ける漢学の講究に関する研究 
2010.4.1 
 ～2013.3.31 

根津 朝彦 戦後日本における「論壇」の思想史研究 
2010.4.1 
 ～2013.3.31 

竹井 英文 織豊政権による天下統一過程の政治史的研究 
2011.4.1 
 ～2014.3.31 

木村 英一 国立歴史民俗博物館所蔵『兼仲卿記』紙背文書の研究 
2011.4.1 
 ～2014.3.31 

佐貫 正和 近現代日本における共和主義の研究 
2011.4.1 
 ～2014.3.31 

李  昌熙 炭素 14年代による韓半島青銅器時代の編年体系の構築 
2012.4.1 
 ～2014.3.31 

徳野 崇行 日本の民俗宗教の研究 
2012.4.1 
 ～2014.3.31 

金  憲奭 人間と家畜の食料からみる日韓の比較研究 
2012.4.1 
 ～2014.3.31 

荻野 夏木 
病気をめぐる心性と行動 
～近世から近代における「病気」の認識～ 

2012.10.1 
 ～2013.9.30 
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［機関研究員］ 
 

氏  名 研 究 課 題 期 間 

高野 宏康 総合展示プロジェクト「現代展示」 
2010.8.9 
 ～2013.3.31 

葉山  茂 総合展示リニューアル・プロジェクト「民俗展示」 
2010.8.9 
 ～2013.3.31 

櫻庭 美咲 日本関連在外資料の調査・研究（シーボルト父子関連資料を中心に） 
2011.4.1 
 ～2014.3.31 

加藤 秀雄 「東日本大震災被災文化財等救援」プロジェクト 
2012.7.1 
 ～2013.3.31 

 

 

［リサーチアシスタント］ 
 

氏  名 所 属 研究プロジェクト 期 間 

横山  孝之
輔 

岩淵 令治 歴史表象の形成と消費文化 
2012.4.1 
 ～2013.3.31 

井上 正望 林部  均 古代地域社会の実像 
2012.5.1 
 ～2013.3.31 

高木  晋一
郎 

原山 浩介 戦時／災害と生活世界の関わりに関する総合的研究 
2012.4.1 
 ～2013.3.31 

小山  由 川村 清志 
東日本大震災被災地域における生活文化研究の復興と
博物館型研究統合 

2012.4.1 
 ～2013.3.31 

坪内 俊行 山田 慎也 民俗儀礼の変容に関する資料論的研究 
2012.4.1 
 ～2013.3.31 

大高 広和 小倉 慈司 古代における文字文化形成過程の総合的研究 
2012.4.1 
 ～2012.6.30 

大澤 正吾 
設楽 博己 
工藤 雄一郎 

柳田國男収集考古資料の研究 
2012.4.1 
 ～2013.3.31 

小林 弘和 工藤 雄一郎 縄文時代の人と植物の関係史 
2012.4.1 
 ～2013.3.31 

佐山 淳史 松田 睦彦 人の移動とその動態に関する民俗学的研究 
2012.4.1 
 ～2013.3.31 

稲葉 蓉子 仁藤 敦史 正倉院文書の高度情報化研究（機構連携） 
2012.4.1 
 ～2013.3.31 
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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 

高田 宗平 小倉 慈司 基盤研究（C）「図書寮蔵書形成過程の基礎的研究」 
2012.7.1 
 ～2015.3.31 

 

 

［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，最近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 藤尾 慎一郎   

 

 

［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 

ICP発光分光分析装置 iCAP 6200Duo ICP BASIC SYSTEM１式 2011年度 

ハンドヘルド蛍光Ｘ線分析計 
オリンパスイノベックス社製 
DP-2000デルタプレミアム合金アナライザ１式 

2010年度 

ビデオ内視鏡 
㈱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㈱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 

凍結乾燥器 東京理化器械㈱製 2007年度 
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機 器 名 主要装置・仕様 購入年度 

自動ＡＡＡ処理装置 ㈲光信理科学製作所製 K-RS-C 2006年度 

ＡＭＳ精製ライン ㈲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 

 

 

［図  書］ 
 

 現在，本館の研究棟には「研究用図書室」が，展示場には「来館者用図書室」があり，それぞれの利用者

にあわせて，関連諸分野の図書・雑誌などを中心に収集・保管を進めている。 

 図書部会では，例年「本館における図書収集方針」を確認したうえで，それにそって必要な図書を収集・

登録し各施設の整備等をすすめて，図書利用におけるサービスの向上に努めている。 

（１）2012年度の図書収集方針の概要は，次のとおりであった。 

  ・日本の歴史と文化について，歴史学・考古学・民俗学および関連諸学の基本的な図書を収集する。 

  ・共同研究，展示にかかわる基本図書を収集する。 

  ・自治体史（都道府県史・市町村史），発掘調査報告書・民俗調査報告書，展示図録（本館の諸活動に関

連するテーマ・分野のもの）は，本館の蔵書の特色であり，重点的・網羅的に収集に努める。 

  ・大学研究紀要，学術雑誌類は，継続誌を中心として主要な雑誌を受け入れる。 

  ・雑誌購入は必要最小限とし，電子媒体および図書館相互協力の有効活用を図る。 

 なお，自治体史や関連諸分野の調査報告書，図録類の所蔵は，本館の研究用図書室の大きな特徴のひとつ

となっている。 

 その他，2012年度の活動として特筆すべきことを，以下に記す。 

（２）来館者用図書室のリニューアル作業をおこなった。2012年10月末に，従来の同図書室をいったん閉室

したうえで，2013年３月19日に，新たな場所（第４展示室と第５展示室のあいだ）に，書架やパソコン

など必要な設備を新たに整備し6,612冊の図書を配架して，開室した。その際，同時期にリニューアルオ

ープンした第４展示室等を含めて，現在の新たな展示および研究の内容に即した図書を再選定して配架

をおこなった。 

   なお，同図書室の閉室期間中は，第６展示室に関連する図書の一部を，別途，ビデオボックス入り口

にて公開し，利用者の便宜を図った。 

（３）共同研究棟の新営計画にともない，同棟の地下１階に研究用図書室を設営（拡張）する計画を検討・

立案し，作業を進めた。その作業は現在も進行中であり，まだ確定していない部分も大きいが，新たな

スペースにはおもに書架を増設し，さらにはマイクロフィルム保管庫を設置する計画案を検討中である。 
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（４）2010年度の退館管理システム（BDS：ブックディテクションシステム）の設置にともない，2011年度よ

り２ヵ年（３回にわけての）計画で，既存の蔵書すべてに磁気テープ（タトルテープ）貼りつける作業

を実施してきた。2012年度はその第３回目を実施し，すべての図書への磁気テープ貼りつけ作業を完了

した。 

（５）研究用図書室において，2013年度より「朝鮮史研究会論文集」を購入・配架することを決定し，不足

しているバックナンバーを含めて購入手続きを進めるべく，準備を開始した。 

 

図書担当 吉村郊子   

 

 

［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 581 161 2,580 525 52 113 48 

 ７芸術 ８言語 ９文学 入館者用 図書計 製本雑誌 （雑誌扱い） 

冊数 178 24 54 114 4,430 388 1 

 合計 除籍冊数 累計     

冊数 4,819 0 319,255     

 


