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Ⅵ 教員の研究・調査活動 

 

 

凡例 

●基礎情報 

①氏名（family name，first name）②所属・職名・役職・併任，③生年（任意），④学歴・職歴，⑤ 終学

位，⑥専門分野，⑦主な研究テーマ，⑧所属学会，⑨研究目的・研究状況・メールアドレス（任意） 

●平成20～25年度の研究・調査業績（成果物となったもの） 

一 著書，論文等（紙媒体や電子データ，映像など研究成果として公刊・発表されたもの） 

 １ 著書（単著・共著・編著・監修・翻訳など） 

 ２ 論文・研究ノート・書評 

 ３ 調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典項目など 

 ４ 展示図録・資料図録・映像・ＤＢ，機構関係など公開実績 

 ５ 学会・外部研究会発表要旨 

 ６ 総研大（総研大シンポ集，リーフレットなど） 

 ７ その他（歴史系総合誌『歴博』，友の会ニュース，新聞署名原稿など一般向けのもの） 

●平成 25年度の研究教育活動（成果を出す以前の研究・調査途中のもの） 

二 主な研究教育活動（共同研究，調査，展示，教育等）成果を出す以前の活動途中のもの 

 １ 主な共同研究等参加状況（歴博や機構の共同・連携研究） 

 ２ 外部資金による研究（科学研究費などの外部資金，機構を除く歴博外の機関の共同研究） 

 ３ 国際交流事業（国際交流協定にもとづく事業，国際シンポジウム・集会など） 

 ４ 主な展示・資料活動（展示・資料・ＤＢなど） 

 ５ 教育（総研大シンポ，大学院セミナー担当，大学非常勤講師，学位審査の主査・副査・委員，博物館

活動など） 

三 社会活動等 

 １ 館外における各種委員（学会，審議委員など） 

 ２ 講演・カルチャーセンターなど（友の会も含む） 

 ３ マスコミ（テレビ，ラジオ，雑誌など） 

四 活動報告（ここ６年間の研究の目的，意義など）＊任意 

  特別委員会委員など館長からの委嘱を受けたもの（将来計画委員会，30年史編集委員会など） 
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平川  南 HIRAKAWA Minami 館長（2006～2013） 

併任：研究部教授（1989～2013），総研大日本文化歴史専攻教授（1999～2013） 

【学歴】山梨大学学芸学部社会科学科（1965 年卒業） 

【職歴】宮城県多賀城跡調査研究所（1970），国立歴史民俗博物館歴史研究部助教授（1982），同教授（1989），

総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻教授併任（1999），国立歴史民俗博物館企画調整官（併

任），（2001），大学共同利用機関法人人間文化研究機構理事併任（2004），国立歴史民俗博物館館長（2006～

2013） 

【学位】文学博士（東京大学）（1990 年取得）【専門分野】日本古代史【主な研究テーマ】古代社会の研究─

出土文字資料研究を通して─【所属学会】木簡学会，日本歴史学会，歴史学研究会 

 

一 著書，論文等 

１ 著書（単著・共著・編著・監修・翻訳など） 

【単著】 

『東北「海道」の古代史』，202 頁，岩波書店，2012 年５月 

『出土文字に新しい古代史を求めて』同成社，218 頁，2014 年３月 

【単著翻訳】 

『よみがえる古代文書─漆紙文書が伝えてくれる古代の世界─』（韓国語）韓国国立羅州文化財研究所，周留

城出版社，2010 年 11 月 

【編著】 

国立歴史民俗博物館・平川南編『古代日本と古代朝鮮の文字文化交流』大修館書店，306 頁，2014 年３月 

２ 論文・研究ノート・書評 

【論文】 

「正倉院佐波理加盤付属文書の再検討」（『日本歴史』第 750 号，pp.1-15，2010 年 11 月）（査読有） 

「古代の郡家と里・郷」（『国立歴史民俗博物館研究報告』第 178 集─開館 30周年紀年論文集Ⅰ─，pp.281-304，

2013 年３月）（査読有） 

「秋田県由利本荘市川口の大覚遺跡出土銅印」（新野直吉監修／由理柵・駅家研究会編『古代由理柵の研究』

高志書院，pp.257-275，2013 年２月） 

【研究ノート】 

「百済の都出土の「那尓波連公」木簡」（『木簡研究』32号，pp.164-168，2010 年 11 月）（査読有） 

「歴史・民俗研究者と東日本大震災」，（『歴史と地理』667（日本史の研究 242），山川出版社，pp.50-54，2013

年９月） 

３ 調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典項目など 

【調査・発掘調査報告書】 

「山王遺跡第六六次調査出土の漆紙文書」（共著・筆頭／平川南・武井紀子・鈴木琢郎），『山王遺跡─第 66・

68 次発掘調査報告書─』多賀城市教育委員会，附章二，pp.1-14，2010 年３月） 

４ 展示図録・資料図録・映像・データベース・フォーラム刊行記録など 

「古代における道の祭祀─道祖神信仰の源流を求めて─」（『やまなしの道祖神祭り─どうそじん・ワンダー
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ワールド』，pp.88-96，山梨県立博物館，2013 年１月（2005 年改訂版）） 

７ その他（歴史系総合誌，友の会ニュース，新聞署名原稿等） 

「古代出土文字の画像の公開を目指して」（共同執筆／武井紀子）（『歴博』180，pp.20-23，国立歴史民俗博

物館，2013 年９月） 

「“人と自然のかかわりの歴史”を問う」（『本郷』103，吉川弘文館，pp.5-7，2013 年１月） 

「日本文化の特質─稲と漆から見る新しい視点─」，『総合研究大学院大学葉山彙報』２，総合研究大学院大

学，pp.47-53，2013 年２月 

「古代史の窓─東国とは」上・下，『山梨日日新聞』，2013 年４月 25・26 日 

「古代史の窓─坂東の要「武蔵」」上・下，『山梨日日新聞』，2013 年５月 30・31 日 

「古代史の窓─国府は古代都市か」上・下，『山梨日日新聞』，2013 年７月４・５日 

「古代史の窓─国司，任国に赴く」上・下，『山梨日日新聞』，2013 年８月 29・30 日 

「古代史の窓─甲斐路の発見」，『山梨日日新聞』，2013 年９月 26 日 

「古代史の窓─暦の仕組み」上・下，『山梨日日新聞』，2013 年 10 月 31 日・11 月１日 

 

二 主な研究教育活動（共同研究，調査，展示，教育等） 

１ 主な共同研究等参加状況 

基幹研究「古代地域社会の実像」（研究代表者 林部均），2012～2014 年度，共同研究員 

２ 外部資金による研究 

科学研究費基盤研究（A）「古代における文字文化形成過程の総合的研究」（2010～2014 年度）研究代表者 

３ 国際交流事業 

歴博国際シンポジウム「古代日本と古代朝鮮の文字文化交流」2012 年 12 月 15・16 日，イイノホール，東京 

４ 主な展示・資料活動・DB など 

企画展示「古代がつなぐ─古代の日本列島と朝鮮半島─」展示プロジェクト委員（2012～2014 年度），2014

年 10 月開催予定 

 

三 社会活動等 

１ 館外における各種委員 

富士山科学研究所（仮称）整備検討委員会委員，2013 年７月 10 日～2014 年３月 31 日 

江戸東京博物館運営委員会委員 2013 年３月 21 日～2014 年３月 31 日 

古代歴史文化賞選定委員会委員 2013 年４月１日～2014 年３月 31 日 

２ 講演・カルチャーセンターなど 

【講演】 

「古代日本と古代朝鮮の文字文化交流」（『「古代史探訪」講演』）静岡新聞・静岡放送 SBS 学苑主催，2013 年

２月 16 日，SBS 学苑パルシェ校，静岡市 

「古代国家はどのように地方を支配したか─国・郡・里制の実態─」朝日カルチャーセンター・新宿，2013

年７月６日，新宿住友ビル７階 朝日カルチャーセンター 

「古代国家と稲」（『「古代史探訪」講演』静岡新聞・静岡放送 SBS 学苑主催，静岡市，2013 年９月 21 日，SBS
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学苑パルシェ校 

「出土文字資料から古代東国を描く」，東京都教育委員会・関東甲信越静地区埋蔵文化財担当職員共同研修協

議会共催講演，2013 年 10 月 24 日，八王子市芸術文化会館いちょうホール，八王子市 

「古代松戸と下総国府」松戸市立博物館特別展記念講演会②，2013 年 10 月 26 日，松戸市民劇場，松戸市， 

「古代の気仙地方」，復興支援「ちばの絆」プロジェクト発起人会主催「陸前高田城と千葉氏」学習会，2013

年 10 月 27 日，佐倉市中央公民館，佐倉 

〈国民文化祭記念特別講座〉「酒折宮と古代甲斐国」，山梨生涯学習センター主催，酒折連歌講座 2013 第４回，

2013 年 11 月２日，山梨学院メモリアルホール，甲府 

 

 

青木  隆浩 AOKI Takahiro 研究部准教授（2008.10～） 

併任：総研大日本歴史研究専攻准教授（2010～） 

【学歴】法政大学文学部地理学科（1993 年卒業），明治大学大学院文学研究科地理学専攻博士前期課程（1996

年修了），東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻博士後期課程（2000 年修了） 

【職歴】国立歴史民俗博物館民俗研究部助手（2002），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗

博物館研究部助手（2004），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部助教（2007），

大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部准教授（2008），総合研究大学院大学文化

科学研究科日本歴史研究専攻准教授併任（2010） 

【学位】学術博士（東京大学）（2000 年取得）【専門分野】民俗学，地理学【主な研究テーマ】酒，商家，社

会規範【所属学会】日本民俗学会，社会経済史学会，経営史学会，日本地理学会，東京地学協会，人文地理

学会，歴史地理学会，環境科学会，酒史学会【研究目的・研究状況】主要な関心は，近現代の清酒製造業を

事例として，中小零細企業の多い伝統的な産業が長く経営を維持してきた要因を，商家の組織や，技術継承

の方法，組合や品評会，戦時統制といった政策の影響といった複合的な要因から明らかにすることである。

また，近代の禁酒運動や未成年者喫煙禁止法をおもな対象として，社会規範の形成過程を追いかけている。

他にも，近年は観光化を目的とした景観保護が，地域の生活や文化にどのような影響を与えているか，近代

以降に人々の衛生観や身体観がどのように変化したかといった研究テーマに取り組んでいる。 

 

一 著書，論文等 

２ 論文・研究ノート・書評 

【論文】 

「近代規範意識とフォークロア 若者文化との対峙」（『国文学解釈と鑑賞』73-8，pp.60-67，2008 年８月） 

「盛り場の多機能化と青少年の排除」（神田孝治編）（『レジャーの空間』，pp.183-191 頁，ナカニシヤ出版，

2009 年９月） 

「故坂口謹一郎氏の収集資料とその利用について」（『酒史研究』25，pp.13-18，2010 年２月） 

「文化財保存の広域化における現状と諸問題─滋賀県の文化的景観をおもな事例として」（『国立歴史民俗博

物館研究報告』第 156 集，pp.245-264，2010 年３月）（査読有） 

「世界自然遺産・白神山地の観光化とその影響」（岩本通弥編）（『世界遺産時代の民俗学グローバル・スタン



 

289 

ダードの受容をめぐる日韓比較』，風響社，pp.329-348，2013 年２月） 

３ 調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典項目など 

【研究報告】 

編著『国立歴史民俗博物館研究報告』第 156 集（「人文・自然景観の開発・保全と文化資源化に関する研究」），

313 頁，2010 年３月 

【辞典】 

「日本禁酒同盟会」（宮地正人・佐藤能丸・櫻井良樹編）『明治時代史大辞典』第３巻，吉川弘文館，pp.61，

2013 年１月 

４ 展示図録・資料図録・映像・データベース・フォーラム刊行記録など 

【フォーラム刊行記録：編著】 

『地域開発と文化資源』岩田書院，185 頁，2013 年２月 

６ 総合研究大学院大学（シンポ・研究の 前線など） 

「近代の酒造技術」（『歴史研究の 前線』13，pp.45-85，2011 年２月） 

７ その他（歴史系総合誌，友の会ニュース，新聞署名原稿等） 

【歴史系総合誌】 

「清酒の品質と技術」（歴史系総合誌『歴博』148，pp.20-23，2008 年５月） 

「近代酒造業の発展と米」（歴史系総合誌『歴博』150，pp.14-18，2008 年９月） 

青木隆浩・内田順子「民俗学で『景観』を読み解く」（歴史系総合誌『歴博』152，pp.28-29，2009 年１月） 

「関東地方における近江商人の近現代」（歴史系総合誌『歴博』154，pp.11-14，2009 年５月） 

「民俗研究映像『平成の酒造り』製造編，継承・革新編」（歴史系総合誌『歴博』161，pp.20-23，2010 年７月） 

「民俗研究映像『平成の酒造り』の制作から」（歴史系総合誌『歴博』165，pp.24-25，2011 年３月） 

「『金沢地方近代生活資料』を収蔵した経緯と意義」（歴史系総合誌『歴博』166，pp.20-23，2011 年５月） 

「第八〇回歴博フォーラム『地域開発と文化資源』（歴史系総合誌『歴博』172，pp.24-25，2012 年５月） 

「現代家族の変容と消費文化」（歴史系総合誌『歴博』173，pp.6-10，2012 年７月） 

「壺屋焼関連資料の収集と展示について」（歴史系総合誌『歴博』175，pp.20-23，2012 年 11 月 

「『石川県白山麓山村生活用具』について」（歴史系総合誌『歴博』182，pp.20-23，2014 年１月） 

【その他】 

「歴史系博物館における地理学」（『E-Journal GEO』6-1，pp.124-125，2011 年 12 月） 

 

二 主な研究教育活動（共同研究，調査，展示，教育等） 

１ 主な共同研究等参加状況 

基幹研究「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」（研究代表者：川村清志） 

基盤研究「日本の中山間地域における人と自然の文化誌」（研究代表者：原正利） 

基盤研究「民俗儀礼の変容に関する資料論的研究」（研究代表者：山田慎也） 

基盤研究「保護地域制度が周辺地域の生業変化や資源化に及ぼす影響─持続可能な地域発展における規制の

あり方─」（研究代表者：柴崎茂光） 

基盤研究「研究資源としての民俗研究映像の制作と活用に関する研究」（研究代表者：内田順子） 
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機構連携研究「近現代の生活と産業変化に関する資料論的研究」（研究代表者：青木隆浩） 

２ 外部資金による研究 

科学研究費基盤研究 B「世界自然遺産の再資源化に向けたアクションリサーチ」（研究代表者：柴崎茂光）研

究分担者 

科学研究費基盤研究 B「国民儀礼化する通過儀礼・年中行事の資料論的研究」（研究代表者：山田慎也）研究

分担者 

科学研究費基盤研究 C「職人技術における伝統の保持と近代化に関する研究─手作りを視点に─」（研究代表

者：小池淳一）研究分担者 

４ 主な展示・資料活動・DB など 

総合展示第４室「列島の民俗文化」展示プロジェクト委員 

特別企画「季節の伝統植物」副代表 

 

三 社会活動等 

１ 館外における各種委員 

歴史地理学会『歴史地理学』編集委員 

２ 講演・カルチャーセンターなど 

講演「日本酒で学融合─民俗研究映像『平成の酒造り』の制作を通じて─」総合研究大学院大学学融合推進

センター特別企画，2013 年７月１日 

講演「衛生観と身体観の変遷─『現代の家族像』から─」第 92回歴博フォーラム「民俗表象の現在─博物館

型研究統合の視座から─」，国立歴史民俗博物館講堂，2013 年 10 月 26 日 

第 20 回歴博映画の会「酒造労働の現在─出稼ぎから通勤へ─」国立歴史民俗博物館主催，国立歴史民俗博物

館友の会協力，国立歴史民俗博物館講堂，2014 年２月１月 

 

四 活動報告 

 館蔵資料コンディション調査統括 

 

 

青山  宏夫 AOYAMA Hiro’o 研究部教授（2008～） 

併任：研究推進センター長（2009～2010），副館長・研究総主幹（2011～2012），総合研究大学院大学日本歴

史研究専攻教授（2008～） 

【学歴】京都大学文学部史学科（1980 年卒業），京都大学大学院文学研究科修士課程地理学専攻（1983 年修

了），京都大学大学院文学研究科博士後期課程地理学専攻（1983 年中退） 

【職歴】東京都立大学理学部助手（1983），新潟大学人文学部講師（1988），新潟大学人文学部助教授（1990），

国立歴史民俗博物館歴史研究部助教授（1998），総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻助教授

併任（1999），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部助教授（2004），国立大学

法人総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻助教授併任（2004），大学共同利用機関法人人間文

化研究機構国立歴史民俗博物館研究部准教授（2007），国立大学法人総合研究大学院大学文化科学研究科日本



 

291 

歴史研究専攻准教授併任（2007），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部教授

（2008），国立大学法人総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻教授併任（2008） 

【学位】京都大学博士（文学）（2006 年取得）【専門分野】歴史地理学【主な研究テーマ】中世日本における

景観の歴史地理学的研究，地理的知識の形成と変遷に関する地図史的研究【所属学会】人文地理学会，日本

地理学会，歴史地理学会，史学研究会 

 

一 著書，論文等 

２ 論文・研究ノート・書評 

【論文】 

「地図からみた戦国時代の越後と佐渡」（新潟県立歴史博物館編『天地人リレー講演会記録集』新潟県立歴史

博物館，pp.11-26，2009 年２月） 

「A Cartographic Discourse on the Sea of Japan（沈正輔による韓国語訳）」（『文化歴史地理』21-3，韓国

文化歴史地理学会，pp.157-175，2009 年 12 月） 

「日本海という呼称に関する研究の学術的意義」（『E-journal GEO』4-2，日本地理学会，pp.131 -133，2010

年２月）（査読有） 

「明治地籍図の集成的研究」（共著・筆頭／三河雅弘・川名禎・高橋一樹・田中聡・堀健彦・河崎幸一・額田

雅裕・木下晴一・櫻井成昭・岡村一幸（『国立歴史民俗博物館研究報告』第 163 集，国立歴史民俗博物館，

pp.343-468，2011 年３月）（査読有） 

「古地図に描かれた想像世界」（平川南編『日本史と環境─人と自然─』吉川弘文館，口絵＋pp.231-262，2012

年 10 月） 

「景観からみる水辺の環境と『開発』」（井原今朝男編『中世の環境と開発・生業』吉川弘文館，口絵＋pp.88-113，

2013 年３月） 

３ 調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典項目など 

【辞典】 

「古地図研究と地理思想」（人文地理学会編『人文地理学事典』pp.84-85，丸善出版，2013 年７月）（査読有） 

４ 展示図録・資料図録・映像・データベース・フォーラム刊行記録など 

国立歴史民俗博物館編著『風景の記録─写真資料を考える─』平成 23 年度国立歴史民俗博物館企画展示「風

景の記録─写真資料を考える─」，155 頁，国立歴史民俗博物館，2011 年 11 月 

「F.ベアトの江戸パノラマ写真はいつ撮影されたのか」（『風景の記録─写真資料を考える─』平成 23年度国

立歴史民俗博物館企画展示「風景の記録─写真資料を考える─」，pp.19-25，国立歴史民俗博物館，2011 年 11

月） 

『江戸・東京の風景─地理写真を中心として─』平成 25 年度日本大学文理学部資料館展示会（国立歴史民

俗博物館共催）「江戸・東京の風景─地理写真を中心として─」，pp.９，日本大学文理学部資料館，2013 年

10 月 

５ 学会・外部研究会発表要旨 

「古地図からみる地域の歴史」高崎経済大学産業研究所研究会，高崎経済大学，2009 年 12 月 16 日 

「シーボルトと地図資料」科学研究費補助金共同研究成果報告会「幻の『シーボルト日本博物館』を追って」



 

292 

長崎歴史文化博物館，2011 年 12 月３日 

「シーボルトの地図編纂とブランデンシュタイン家所蔵資料」（『歴史地理学』266，pp.46-47，砺波市文化会

館，日本，2013 年５月 19 日） 

「マテオ=リッチ世界図と近世日本（特別研究発表）」（『2013 年度人文地理学会大会研究発表要旨』，pp.12-15，

大阪市立大学，日本，2013 年 11 月９日） 

「シーボルトの地図編纂とブランデンシュタイン家所蔵資料／Siebolds Kartensammlung und die Dokumente 

im Besitz der Familie Brandenstein」（『シーボルトが紹介したかった日本─欧米における日本関連コレクシ

ョンを使った日本研究・日本展示を進めるために─ 予稿集』，pp.10-10，ルール大学ボーフム，ドイツ，2014

年２月 12 日） 

７ その他（歴史系総合誌，友の会ニュース，新聞署名原稿等） 

【歴史系総合誌】 

「戦後 60年間の『風景』の記録」（歴史系総合誌『歴博』158，pp.20-23，2010 年１月） 

「企画展示『風景の記録─写真資料を考える─』」（歴史系総合誌『歴博』169，pp.24-25，2011 年 11 月） 

【その他】 

「くらしを守るもりやはやし」，歴博くらしの植物苑だより 329，2013 年２月 22 日 

「江戸時代の世界図と日本海の呼称」，徳島新聞，2014 年１月６日朝刊（文化欄） 

 

二 主な研究教育活動（共同研究，調査，展示，教育等） 

１ 主な共同研究等参加状況 

国立歴史民俗博物館企画展示「シーボルトの見せたかった日本」（展示代表者：日高薫）展示プロジェクト委

員 

日本関連在外資料の調査研究「シーボルト父子関係資料をはじめとする前近代（19 世紀）に日本で収集され

た資料についての基本的調査研究」（研究代表者：久留島浩）研究分担者 

３ 国際交流事業 

国際シンポジウム「シーボルトが紹介したかった日本─欧米における日本関連コレクションを使った日本研

究・日本展示を進めるために─」（ルール大学ボーフム，ドイツ，2014 年２月 11 日～13 日）参加 

４ 主な展示・資料活動・DB など 

平成 25 年度日本大学文理学部資料館・国立歴史民俗博物館共催展示「江戸・東京の風景─地理写真を中心と

して─」展示プロジェクト委員（国立歴史民俗博物館側代表） 

国立歴史民俗博物館総合展示第２室「東国と西国」「民衆の生活と文化」「大航海時代の中の日本」展示担当

者 

国立歴史民俗博物館総合展示第３室「近世日本へのアプローチ」「絵図・地図からみる近世」展示担当者 

５ 教育（大学非常勤講師，大学院セミナー担当，学位審査の主査・副査・委員，博物館活動など） 

高崎経済大学地域政策学部非常勤講師（博物館資料論） 

総合研究大学院大学「歴史環境論」・集中講義Ａ「資料調査法」 

国立歴史民俗博物館ボランティア研修「地図史における 1600 年前後」2013 年５月 27 日 

国立歴史民俗博物館第 179 回くらしの植物苑観察会「くらしを守るもりやはやし」，2014 年２月 22 日 
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三 社会活動等 

１ 館外における各種委員 

人文地理学会協議員，歴史地理学会評議員，史学研究会評議員 

２ 講演・カルチャーセンターなど 

講演「風景の記録─歴史・地理資料としての写真─」日本大学文理学部資料館特別講演会，日本大学文理学

部図書館，2013 年 11 月２日 

講演「江戸時代の世界図と日本海の呼称」徳島大学第７回特別展示記念講演会，徳島大学日亜会館，2014 年

１月 10 日 

 

四 活動報告 

 本年度は，主として近世日本における世界図作製史の研究を進め，その成果の一部を人文地理学会大会に

おいて特別研究発表として報告した。 

 

 

安達  文夫 ADACHI Fumio 研究部教授（1999～） 

併任：総研大日本歴史研究専攻教授（2002～） 

【学歴】東北大学工学部電子工学科（1973 年卒業），東北大学大学院工学研究科電子工学専攻博士課程（1978

年修了） 

【職歴】電電公社横須賀電気通信研究所（1978），NTT 情報通信処理研究所主任研究員（1985），NTT ヒューマ

ンインタフェース研究所主幹研究員（1991），NTT 画像通信事業本部主幹技師（1993），NTT ヒューマンインタ

フェース研究所主幹研究員（1997），国立歴史民俗博物館情報資料研究部教授（1999）総合研究大学院大学文

化科学研究科日本歴史研究専攻教授併任（2002）大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物

館研究部教授（2004），総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻教授併任（2002～） 

【学位】工学博士（東北大学）（1978 年取得【専門分野】情報工学，画像工学【主な研究テーマ】博物館歴

史情報システムの研究【所属学会】電子情報通信学会，情報処理学会，映像情報メディア学会，画像電子

学会 

 

一 著書，論文等 

２ 論文・研究ノート・書評 

【論文】 

「歴史研究情報の統合検索と歴史知識」『人工知能学会誌』，vol.25，No. １，pp.17-23，2010 年１月） 

「博物館におけるデジタル資料情報の記述法─転写資料記述のための概念モデル─」（『国立歴史民俗博物館

研究報告』第 176 集，pp.187-218，2012 年 12 月）（査読有） 

「転写資料記述法の歴史民俗研究への適用から見た評価」（共著／仁藤敦史，高橋一樹，大久保純一，村木二

郎，内田順子）『国立歴史民俗博物館研究報告』第 176 集，pp.267-295，2012 年 12 月）（査読有） 

「超高精細画像自在閲覧方式の利用記録による評価」（共著／鈴木卓治. 徳永幸生）『国立歴史民俗博物館研

究報告』第 178 集，pp.237-259，2013 年５月）（査読有） 
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「合戦図自在閲覧システム─統合モードの適用とその評価─」（共著／鈴木卓治. 徳永幸生）（『国立歴史民俗

博物館研究報告』第 182 集，pp.207-232，2014 年１月） 

「超高精細デジタル資料「洛中洛外図屏風」の閲覧特性─利用者の閲覧行動からの分析─」（『国立歴史民俗

博物館研究報告』第 139 集，pp.173-208，2014 年２月） 

５ 学会・外部研究会発表要旨 

【学会・外部研究会発表要旨】 

「人文科学研究データベースの統合検索システムの構築」（共著／山本泰則他）R.2-1（CD-ROM），「分類集合

間の類似度を用いた博物館情報横断検索」（共著／山田篤，小町祐史）T.1-3（CD-ROM），（『画像電子学会第 36

回年次大会予稿集』，2008 年６月） 

「歴史画像閲覧システムにおける解説表示法の検討」（共著／早野浩章，鈴木卓治，徳永幸生，杉山 精）（『第

７回情報科学技術フォーラム（FIT2008）』，J-012，pp.429-430（第３分冊），2008 年９月） 

「歴史資料の超高精細画像による提示方式の検討─自由操作とシナリオナビゲーションの統合─」（共著／鈴

木卓治）pp.1-6，「博物館資料群中の語の共起関係を用いた関連語抽出」（共著／山田篤，小町裕史）pp.7-10

（『画像電子学会第７回画像ミュージアム研究会予稿集』，2009 年３月） 

「歴史画像閲覧システムにおける解説表示領域の設定法の検討」（共著／早野浩章，鈴木卓治，徳永幸生，杉

山 精）２F-5，pp.4-21-22，「歴史資料における解説表示設定のための領域抽出法の検討」（共著／西郷智気，

徳永幸生，杉山 精）１Y-5，pp.4-151-152，（『情報処理学会第 71 回全国大会講演論文集』，2009 年５月） 

「統合検索システム概要と今後の展開」（『第１回人間文化研究情報資源共有化研究会』，pp.33-44，人間文化

研究機構，2009 年５月 29 日） 

「博物館資料群中の語の共起関係を用いた関連語抽出における主要語選定の効果」（共著／山田篤，小町祐史）

（『画像電子学会第 38回年次大会予稿集』，T1-1（CD-ROM），2009 年６月） 

「博物館資料情報統合検索のためのコアメタデータ」（共著／山本泰則）（『情報処理学会シンポジウム論文集』，

vol.2009，No.16. pp.287-294，2009 年 12 月） 

［歴史データベースの検索インタフェース設計のための利用度推定法の検討，］（共著／小野田賢人，徳永幸

夫，杉山精）pp.1-8，「関連語による博物館情報探索における到達容易性の評価」（共著／山田篤，小町裕史）

pp.9-12，（『画像電子学会第８回画像ミュージアム研究会予稿集』，2010 年３月） 

［歴史資料画像におけるオブジェクト群の集合化手法の検討］（共著／西郷智気，徳永幸生，杉山 精）６ZF-7，

pp.4-185-186，「歴史資料画像の任意の対応点に基づく比較表示手法の検討」（共著／川北明広，徳永幸生，

杉山 精）３ZM-7，pp.4-863-864，（『情報処理学会第 72 回全国大会講演論文集』，2010 年３月） 

「文化資源情報統合検索のための交換メタデータ」T1-3（CD-ROM），「博物館情報探索における関連語の順位

を考慮した到達容易性の評価」（共著／山田篤，小町祐史）T1-4（CD-ROM），（『画像電子学会第 38 回年次大会

予稿集』，2010 年６月） 

「歴史資料画像の比較表示における対応点数と誤差の評価」（共著／川北明広，徳永幸生，杉山 精）N-011，

pp.471-472（第４分冊），「歴史データベース検索のユーザインタフェースを考慮した利用度推定」（共著／野

田賢人，徳永幸生，杉山 精）N-012，pp.473-474（第４分冊），「歴史 DBの検索インタフェース設計に向け

た検索語の分析」（共著・筆頭／小野田賢人，徳永幸夫，杉山精）pp.1-8，「博物館情報探索における到達容

易性向上のための資料群分割の効果」（共著／山田篤，小町裕史）pp.9-14（『画像電子学会第９回画像ミュー
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ジアム研究会予稿集』，2011 年３月） 

「絵巻資料画像の任意の対応点に基づく比較表示手法の検討」（共著／川北明広，徳永幸生，杉山 精（『情

報処理学会第 73 回全国大会講演論文集』，pp.4-631-632，2011 年３月） 

「博物館情報探索における資料群分割の到達容易性による評価」（共著／山田 篤，小町祐史）（『画像電子学

会第 31回年次大会予稿集』，T1-1（CD-ROM），2011 年６月） 

「歴史資料画像の任意の対応点に基づく比較表示手法の検討」（共著／川北明，徳永幸夫，杉山精）（『画像電

子学会第 39回年次大会予稿集』，T1-3（CD-ROM），2011 年６月） 

「局所的に入れ替わりがある絵画資料画像の任意の対応点に基づく比較表示方法の検討」（共著／川北明広，

徳永幸生，杉山 精）（『第 10 回情報科学技術フォーラム講演論文集』，pp.409-410（第４分冊），2011 年９月） 

「歴史データベースにおける検索インターフェース設計のためのガイドライン作成」（共著／小野田賢人，徳

永幸夫，杉山精）pp.1-5，「博物館関連語検索のための木構造を反映した資料群の構成法」（共著／山田篤，

小町裕史）pp.6-11，「時間と場所の情報を有する大量の写真画像の提示方法の検討」（共著／田中紀之，徳永

幸夫，杉山精）pp.18-24，「歴史資料画像の任意の対応点に基づく比較表示と対応点設定手法の検討」（共著

／川北明，徳永幸夫，杉山精）pp.25-30，「正倉院文書における画像処理を用いた切り分け位置の検出手法の

検討」（共著／脇 正宏，徳永幸夫，杉山精）pp.51-55，（『画像電子学会第 10回画像ミュージアム研究会予

稿集』，2012 年３月） 

「大型絵画資料の比較表示と解説表示」（共著／鈴木卓治，徳永幸生）T1-1（CD-ROM），「博物館関連語検索の

ための資料群構成法の評価」（共著／山田篤，小町祐史）T1-3（CD-ROM），（『画像電子学会第 40 回年次大会予

稿集』，2012 年６月） 

「複数のジャンルを対象とした博物館関連語検索」（共著／山田篤，小町裕史）pp.1-8，「時間と場所の情報

で配置した大量の写真画像提示における利用特性の分析」（共著／田中紀之，徳永幸夫，杉山精）pp.9-16（『画

像電子学会第 11 回画像ミュージアム研究会予稿集』，2013 年３月） 

「色相情報に基づく正倉院文書の切り分け位置の検討」（共著／脇 正宏，徳永幸夫，米村俊一）６U-2，

pp.2-621-622，「正倉院文書の表裏比較表示における対応点の設定方法の検討」（共著／平野清典，徳永幸夫，

米村俊一）５ZF-4，pp.4-835-836，（『情報処理学会第 75 回全国大会講演論文集』，2013 年３月） 

「正倉院文書の表裏比較表示における対応点の 適配置の検討」（共著／平野清典，徳永幸夫，米村俊一）S4-3

（CD-ROM），「正倉院文書の並び替えのための断簡と台紙の領域分離方法」（共著／脇 正宏，米村俊一，徳永

幸夫）T3-1（CD-ROM），「自由操作とシナリオナビゲーションを統合した展示用閲覧システムのログ分析によ

る評価」，T3-2（CD-ROM），「博物館収蔵品の発見的検索手法の提案」（共著／山田 篤，小町祐史）T3-3（CD-ROM），

（『画像電子学会第 41回年次大会予稿集』，2013 年６月） 

「高精細画像を用いた正倉院文書の調査研究支援自在閲覧システム」（共著／鈴木卓治，仁藤敦史，平野清典，

米村俊一，徳永幸生）（『情報処理学会シンポジウムシリーズ』，vol.2013，No.４. pp.217-224，2013 年 12

月） 

「正倉院文書の料紙と繋紙の切り分けと並べ替え」（共著／脇 正宏，米村俊一，徳永幸夫）pp.1-6，「博物

館資料名称の関連度を用いた分野横断検索」（共著／山田篤，小町裕史）pp.29-34，（『画像電子学会第 12回

画像ミュージアム研究会予稿集』，2014 年２月） 
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二 主な研究教育活動（共同研究，調査，展示，教育等） 

１ 主な共同研究等参加状況 

基盤研究「歴史資料デジタルアーカイブデータを用いた知的構造の創生に関する研究─小袖屏風を対象とし

て」（研究代表者：濱上知樹）研究協力者 

機構連携研究「正倉院文書の高度情報化研究」（研究代表者：仁藤敦史）研究分担者 

２ 外部資金による研究 

科学研究費基盤研究（B）「超高精細画像による博物館資料の高度比較表示方式の研究」研究代表者 

４ 主な展示・資料活動・DB など 

企画展「文字がつなぐ─古代の日本列島と朝鮮半島─」展示プロジェクト委員 

 

三 社会活動等 

１ 館外における各種委員 

山梨県立博物館資料情報委員会委員 

２ 講演・カルチャーセンターなど 

講演「歴史民俗博物館と IT の利用」放射線医学総合研究所主催，同所，2014 年３月 11 日 

 

四 活動報告 

（１）博物館資料の公開方法の研究 

 博物館には非常に多数の資料から構成される資料群があり，これらを効果的に公開する方法が課題となる。

この研究の一つとして，地理学者石井實が撮りためた写真の一部の 3400 コマを対象とし，平成 24年度の企

画展示「風景の記録─写真資料を考える─」において大量の資料画像の提示システムを公開し，その際に収集

した利用記録を分析して効果的な提示方法を検討することを，共同研究「デジタル化された歴史研究情報の

高度利用に関する研究」（研究代表者：鈴木卓治，平成 22～24 年度）の一環として進めてきた。今年度に入

り，画像提示の 終段階である写真を表示する過程の分析を行い，サムネイルとして表示される画像から個々

に写真を選択する閲覧と，写真表示画面の中で次から次に写真を切り替えて見る閲覧が同程度にあること，

後者では，まとまりとして見ることができる写真のほとんどが閲覧されることを明らかにした。そして，サ

ムネイル画像の小ささの閲覧特性に与える影響，ならびに写真を探索する手掛かりとしての時間と場所の情

報の関係を中心に，全体を歴博研究報告の論文としてまとめた。 

 また，博物館資料名称による検索の高度化をねらいとして，歴博の資料が資料群で構成されていることを

利用して求めた語と語の関連度に基づき，比較的平易な検索簿から専門的な語で記された資料にたどりつく

ことができる方法について，上記共同研究の一環として進めてきた。今年度は，歴史と民俗関係の資料群の

語彙が混在することの効果と影響について検討を加え，研究報告を分担執筆した。 

（２）正倉院文書の表裏対比表示の研究 

 機構連携研究「正倉院文書の高度情報化研究」（研究代表者：仁藤敦史）の一環として，高精細な画像を適

用して，紙背文書の表裏を対比して表示できる研究支援閲覧システムの研究開発に取り組んできた。研究者

が従来扱ってきた紙焼き写真による操作とかけ離れないこと，一般の利用者が閲覧する展示においても適用

できることを考慮し，表裏の一方を倒立し上下に並べて対応させる上下表示，表裏とも正位とし左右に対応
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して並べる左右表示，表裏の一方だけを表示する単一表示の表示モードを設けている。今年度は，文書の詳

細部分画像を，全体画像に張られたリンクより表示する機能の追加と，文書の料紙毎の情報を表示する機能

の改善を行った。さらに，並びかえられた料紙の接続関係の確認向けに，異なる巻の文書を対比して表示す

るための画面を導入した。 

 正倉院文書はたわみがあるため，これを分割撮影し接合した高精細画像では表裏のずれが避けられず，対

比表示の際のずれとなる。これを表裏に取った対応点を基に抑える方法について，科学研究費補助金により

検討を進め，文書が細長い形状であることにより，ずれの補正誤差が特有の振る舞いをすることを明らかに

するとともに，誤差を所定の値以下にするために必要な対応点の数を求めた。 

 正倉院文書を元の並びに画像上で復元する上で必要となる料紙間の切り分けについて，料紙と繋紙の色相

の違いを利用して自動的に区分する方法について検討し，料紙に対応する赤のピークと繋紙に対応する蒼の

ピークの値から閾値を動的に定める方法が固定の方法より切り分けの精度を高められることを明らかにし

た。 

（３）その他 

 研究資源共有化事業において，平成 24 年度に実施した統合検索システムに関する利用者の意向調査を参考

として，利便性の拡充と利用の拡大が図れるよう，次期システムの構築方針を策定した。 

 日本関連在外資料調査プロジェクトに関し，シーボルトコレクションデータベースの 終的な公開方法に

ついて，種々の権利との関係から整理し，統合検索システムの利用を含めて提案した。 

 

 

荒川  章二 ARAKAWA Shoji 研究部教授（2013～） 

【学歴】早稲田大学第一文学部（1976 年卒業），立教大学大学院文学研究科修士課程（1978 年修了），一橋大

学大学院社会学研究科博士課程（1983 年単位取得退学） 

【職歴】日本学術振興会奨励研究員（1984 年度），法政大学大原社会問題研究所嘱託・兼任研究員（1985～1987

年度），静岡大学教育学部助教授（1988 年４月），静岡大学情報学部教授（1995 年 10 月），大学共同利用機関

法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館客員教授（2004～2007 年度），静岡大学情報学部副学部長（2008

～2009 年度），静岡大学情報学部学部長（2010～2012 年度），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴

史民俗博物館研究部教授（2013 年４月），総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻教授併任（2014

年４月） 

【学位】【専門分野】日本近現代史【主な研究テーマ】近代日本の軍隊と地域関係史，戦後日本社会史【所属

学会】歴史学研究会，日本史研究会，歴史科学協議会，同時代史学会【研究目的・研究状況】軍隊と地域関

係史の研究では，現在編著の編纂を進めており，2014 年度中に刊行予定である。戦後研究では，高度成長期

研究を中心とし，2012 年度に２本の論考を発表した。 

 

一 著書，論文等 

１ 著書（単著・共著・編著・監修・翻訳など） 

【単著】 

『全集日本の歴史 16 豊かさへの渇望』小学館，382 頁，2009 年３月 
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【共著】 

『新日本史 Ａ』（実教出版，高等学校地理歴史教科書）2014 年３月（戦後史関係を執筆） 

２ 論文・研究ノート・書評 

【論文】 

「兵士が死んだ時─戦死者公葬の形成」（『国立歴史民俗博物館研究報告』第 147 集，pp.35-63，2008 年 12

月）（査読有） 

「基地の起源と自治体・地域社会」（『都市問題』第 101 巻 11 号，pp.35-63，東京市政調査会，2008 年 12 月） 

「東富士演習場と地域社会─占領期の基地問題」（粟屋憲太郎編『近現代日本の戦争と平和』pp.431-482，現

代史料出版，2011 年２月） 

「高度経済成長期研究の現状と展望」（歴史科学協議会『歴史評論』第 752 号，pp.36-49，2012 年 12 月） 

「地域のなかの一九六八年」（安田常雄編『シリーズ戦後日本社会の歴史 ３』pp.226-257，2012 年 12 月，

岩波書店） 

【学会大会報告批判】 

「近現代部会共同研究報告によせて」（『日本史研究』第 608 号，pp.41-45，2013 年４月） 

【書評】 

「森武麿編著『1950 年代と地域社会』」（『同時代史研究』第３号，pp.113-117，2010 年 12 月） 

「田崎宣義編著『近代日本の都市と農村-激動の 1910-50 年代』」（『人民の歴史学』第 197 号，pp.82-86，2013

年９月） 

３ 調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典項目など 

【自治体史】 

編著『竜洋町史 通史編』，総頁 894 頁，執筆頁 pp.390-396，408-435，459-494，516-532，548-572，676-698，

712-733，2009 年３月 

共著『沼津市史 通史編現代』pp.53-82，196-212，296-319，360-377，2009 年３月 

『静岡県史 資料編 29 近現代八（富士山静岡空港）』（pp.161-177「島田・榛原地区の住民の対応」，pp.227-250

「空域調整での防衛庁への申入れ」・「吉田町の空域への関心」，pp.258-270「用地買収の始動」，pp.342-400

「空港設置と地域住民運動」，pp.401-475「地域要求とその対策」，および対応する解説頁，2014 年３月） 

４ 展示図録・資料図録・映像・データベース・フォーラム刊行記録など 

「コラム 26」（『歴史にみる震災』平成 25 年度国立歴史民俗博物館企画展，pp.132-135，2014 年３月） 

「戦後日本の大衆文化」東京堂出版（国立歴史民俗博物館・安田常雄編）（『歴博フォーラム 戦後日本の大

衆文化』基調講演，pp.23-61／256 頁，2010 年３月） 

７ その他（歴史系総合誌，友の会ニュース，新聞署名原稿等） 

「日本軍隊はどのように地域社会に根づき，なぜ敗戦でそれが崩れたのか」（国立歴史民俗博物館『友の会ニ

ュース』168 号，pp.3，2013 年８月） 

「浜松の陸軍基地」（共著：村瀬隆彦，竹内康人）（『浜松の戦争遺跡をさぐる』，pp.3-24／75 頁，静岡大学公

開講座ブックレット，2010 年 11 月） 
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二 主な研究教育活動（共同研究，調査，展示，教育等） 

１ 主な共同研究等参加状況 

基幹研究「震災と博物館活動・歴史叙述に関する総合的研究」（総括研究代表者：荒川章二） 

同上基幹研究中のＡ【広領域歴史創成研究】「戦時／災害と生活世界に関する総合的研究」共同研究員（研究

代表者：原山浩介） 

 沖縄県大宜味村戦時・占領期調査，８月５日～７日 

 沖縄県恩納村福地曠昭氏宅大宜味村戦時資料調査，２月 12日～15 日 

２ 外部資金による研究 

科研費基盤Ｃ「軍都としての帝都東京─明治・大正期を中心に─」研究代表者，2012～2015 年度 

３ 国際交流事業 

ドイツ歴史博物館との協定調印式出席（館内交流事業主体者）12月 11 日 

共同研究「対外関係・交流史を歴史展示で表現するための実践的研究」国際交流集会（１月 10 日，国立歴史

民俗博物館会議室）基調報告に対するコメンテーター 

４ 主な展示・資料活動・DB など 

総合展示第５・６室リニューアル委員 

企画展「歴史に見る震災」展示プロジェクト委員 

2015 年度企画展示「ドイツと日本を結ぶもの─日独修好 150 年の歴史─」展示プロジェクト委員 

 

三 社会活動等 

１ 館外における各種委員 

静岡県史編さん専門委員，山口県史編さん専門委員（政治社会編責任者），戸田村史編纂会議委員（編纂責任

者，沼津市教育委員会），静岡県近代史研究会会長（～2013 年 10 月），同時代史学会理事，会誌『同時代史研

究』編集委員長（2013 年 12 月～） 

２ 講演・カルチャーセンターなど 

講演「佐倉の軍隊─平時と戦時─」印旛郡市文化財センター主催，会場：佐倉市民音楽ホール，2013 年９月

11 日 

講演「沼津市制 90 年の歩み─戦中・占領期から高度成長期の沼津市政界─」沼津市明治史料館歴史講座，会

場：沼津明治史料館講堂，2014 年１月 25 日 

『歴史文化講座「日本の現代」』敬文舎主催，東京堂ホール，全８回のうち 

  第４回「安保と日本国憲法」2013 年 10 月 16 日 

  第７回「ヴェトナム戦争と住民運動」2013 年 11 月６日 

３ マスコミ（テレビ・ラジオ・雑誌など） 

韓国国際放送アリランテレビ「語られていない物語「関東大震災」」2013 日７月５日取材，９月に放映 

『中日新聞』2013 年 12 月 30 日付け「旧陸軍中野学校」記事に対するコメント 
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井原  今朝男 IHARA Kesao 研究部教授（1998～2013） 

併任：総研大日本歴史研究専攻教授併任（1999～2013） 

【学歴】静岡大学人文学部人文学科（1971 年卒業） 

【職歴】長野県中野実業高等学校教諭（1971），長野県教育委員会文化課指導主事兼専門主事（1991），長野

県立歴史館専門主事（1994），国立歴史民俗博物館歴史研究部教授（1998），総合研究大学院大学文化科学研

究科日本歴史研究専攻教授併任（1999），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部

教授（2004），総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻教授併任（2004） 

【学位】史学博士（中央大学）（1996 年取得）【専門分野】日本中世史【主な研究テーマ】農村生活史・税制

史及び債務関係史・公家領・東国荘園史【所属学会】歴史学研究会，日本史研究会，史学会，歴史科学協議

会，日本歴史学会 

 

一 著書，論文等 

１ 著書（単著・共著・編著・監修・翻訳など） 

【単著】 

『増補中世寺院と民衆』臨川諸点，365 頁，2009 年１月 

『中世の借金事情』吉川弘文館，226 頁，2009 年１月 

『NHK 知る楽歴史は眠らない日本借金事情』日本放送出版協会，94 頁，2009 年 10 月 

『史実 中世仏教第一巻』興山舎，397 頁，2011 年３月 

『日本中世債務史の研究』東京大学出版会，422 頁，2011 年 11 月 

『髙井地方の中世史』須坂市立博物館，291 頁，2011 年３月 

『中世の国家と天皇・儀礼』校倉書房，418 頁，2012 年 12 月 

『史実 中世仏教 第二巻』興山舎，513 頁，2013 年６月 

『室町廷臣社会論』塙書房，602 頁，2014 年２月 

【編著】 

『環境の日本史３ 中世の環境と開発・生業』吉川弘文館，323 頁，2013 年３月 

『富裕と貧困』竹林舎，558 頁，2013 年５月 

２ 論文・研究ノート・書評 

【論文】 

「中世における触穢と精進法をめぐる天皇と民衆知」（『国立歴史民俗博物館研究報告』第157集，pp.213-247，

2009 年３月（査読有） 

「日本中世における城と領主権力の二面性」小島道裕編『武士と騎士』（思文閣出版，pp.201-224，2010 年３

月） 

「生業の古代中世史と自然観の変遷」（秋道智弥編『日本の環境思想の基層』岩波書店，pp.118-154，2012

年３月） 

「民衆知としての生業論」（平川南編『環境の日本史１日本史と環境』吉川弘文館，pp.166-201，2012 年 11月） 

「室町・戦国期の天皇裁判権とふたつの官僚制」（『国立歴史民俗博物館研究報告』第 178 集，pp.305-328，

2013 年３月）（査読有） 
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「中世の生業・技術・呪術」（井原今朝男編『環境の日本史３ 中世の環境と開発・生業』吉川弘文館，pp.290-323，

2013 年３月） 

「生業論からみた富と貧困の淵源」井原今朝男編『富裕と貧困』竹林舎 pp.523-552 2013 年５月 

「戦国・織豊期の高井郡と高梨・須田氏の動静（下）」（『須高』76号，pp.1-45），2013 年４月） 

「中世における生業とコモンズ」（秋道智弥編『日本のコモンズ思想』岩波書店，pp.111-134，2014 年３月） 

【研究ノート】 

「関東武士 運慶のパトロン」（『週刊朝日百科 国宝の美27 彫刻10 運慶と康慶』朝日出版新聞社，pp30-31，

2010 年２月） 

「地域史の研究と市河文書の活用」（『長野県立歴史館研究紀要』16，pp.2-12，2010 年３月 

「加賀と美濃の軽海郷について」（『加能史料 会報』第 24 号，pp.1-6，2013 年３月） 

「徳政令」（週刊朝日百科『週刊新発見，日本の歴史 20─鎌倉時代３─』通巻 20号，pp.18-19，2013 年 11 月） 

「連載 今にいたる中世寺院・僧侶の実像（104）～（115）」（『寺門興隆』興山社，2013 年４月～2014 年３月） 

「権門寺院と都市経済１」173 号 pp.130-135，「権門寺院と都市経済２」174 号，pp.123-129，「権門寺院と

都市経済３」175 号，pp.127-133，「鎌倉期の天皇家御願寺１」176 号，pp.123-130，「鎌倉期の天皇家御願寺

２」177 号，pp.127-133，「鎌倉期の天皇家御願寺３」178 号，pp.125-131，「鎌倉・南北朝期の法勝寺１」179

号，pp.131-137，「鎌倉・南北朝期の法勝寺２」180 号，pp.130-136，「鎌倉・南北朝期の法勝寺３」181 号，

pp.139-145，「南北朝期の法勝寺１」182 号，pp.139-145，「南北朝期の法勝寺２」183 号，pp.133-139，「南

北朝期の法勝寺３」184 号，pp.145-151 

【書評】 

「書評遠藤基郎『中世王権と王朝儀礼』」（『歴史学研究』870，pp.43-47，2010 年９月）（査読有） 

「書評黒田基樹『戦国期の債務と徳政』」（『史学雑誌』120-1，pp.69-76，2011 年１月） 

「書評上島享『日本中世社会の形成と王権』（『史林』95-5，pp.63-68，2012 年９月） 

３ 調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典項目など 

【編著】『国立歴史民俗博物館研究報告』第 157 集（「共同研究 中・近世における生業と技術・呪術信仰」，

297 頁，2010 年３月 

【調査報告】 

「中世・禁制料紙の年代研究についての調査報告」（『国立歴史民俗博物館研究報告』第 176 集，pp.151-160，

2012 年 12 月（査読有） 

【辞典】 

「年貢と加地子」（歴史科学協議会編『戦後歴史学用語辞典』東京堂出版，pp.178，2012 年６月） 

４ 展示図録・資料図録・映像・データベース・フォーラム刊行記録など 

「奏事目録，申沙汰記」pp.58-60，「和歌御会記，院宣」pp.63-64，「譲状・綸旨，請取状，符案」pp.85-88，

「中世公家における家政と文書」pp.200-201（小島道裕編著『中世の古文書─機能と形』平成 25 年度国立歴

史民俗博物館企画展示展．2013 年 10 月） 

「中世日本の社会事情・お金事情」pp.29-36（飯田市上郷考古博物館『お金の博物誌─富本銭から六文銭まで』

展示図録，2013 年 11 月） 

５ 学会・外部研究会発表要旨 
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「21 世紀の経済史学の未来像」史学会 110 回大会.日本史部会シンポジウム・コメント（東京大学.2012 年 11

月 11 日） 

「法然上人における念仏と戒について」大本山金戒光明寺布教師会研究会（京都．2012 年５月 15 日） 

６ 総合研究大学院大学（シンポ・研究の 前線など） 

７ その他（歴史系総合誌，友の会ニュース，新聞署名原稿等） 

「史料群再発見の視角」（歴史系総合誌『歴博』178 号，pp.1，2013 年５月 

「借り手に優しい？中世日本」（『日本経済新聞』2009 年４月７日文化欄 

「信濃史料の今日的意義」（『信濃毎日新聞』2009 年８月 11 日文化欄） 

 

二 主な研究教育活動（共同研究，調査，展示，教育等） 

１ 主な共同研究等参加状況 

歴博共同研究「日本中世における天皇知の独占体制崩壊と清原家漢学私塾の開始」（『漢籍読書の歴史と本文

研究』漢籍研究会 副代表，歴博第二会議室，2013 年 11 月２日） 

国際日本文化研究センター共同研究『日記の総合的研究』（代表倉本一宏教授）2010～2013 年度，共同研究

員 

2009～2013 年度異分野融合による方法的革新を目指した人文・社会科学研究推進事業・「日本の環境思想と地

球環境問題」（代表秋道智弥名誉教授）共同研究員 

２ 外部資金による研究 

科学研究費補助金基盤研究Ｃ『禁裏・室町殿共同財政帳簿の基礎的研究』研究代表（2012～2014 年度） 

３ 国際交流事業 

国際シンポジウム『東アジアをむすぶ漢籍文化』2012 年 11 月２，３日 

４ 主な展示・資料活動・DB など 

企画展示「中世の古文書─機能と形─」（代表小島道裕教授）展示プロジェクト委員・副代表（2012～2013

年度） 

５ 教育（大学非常勤講師，大学院セミナー担当，学位審査の主査・副査・委員，博物館活動など） 

 日本学術振興会特別研究員等専門委員及び国際事業委員会書面審査員 2009 年，2010 年 

総合研究大学院大学博士課程論文指導 

大阪大学大学院集中講義「日本中世債務史の時代的特質と国際金融危機」2009 年８月 

東京大学大学院人文社会系研究科博士論文審査員（副査）2009 年 

國學院大學大学院文学研究科博士論文審査員（副査）2012 年 

 

三 社会活動等 

１ 館外における各種委員 

千葉県文化財保護審議会委員，長野県文化財保護審議会委員・会長，千曲市文化財保護審議会委員・会長 

２ 講演・カルチャーセンターなど 

「中世の荘園と因幡国」2011 年５月 14 日，鳥取市立歴史博物館 

「播磨における中世寺院と民衆」2011 年 10 月 15 日，兵庫県立考古博物館 
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「法然と親鸞」2012 年１月 15 日，三重県斎宮歴史博物館 

「法然の称名持戒二問」2012 年２月 10 日，第 37 回全国浄土宗青年会総合研修会 

「中世の河原者と念仏衆」2012 年８月 22 日，真宗大谷派東京教務所同和協議会 

「日本中世の社会事情・お金事情」2013 年９月 14 日，飯田市上郷考古博物館 

「中世の公家の家政と文書」2013 年 10 月 19 日，歴博講演会，歴博講堂 

「中世史料批判学の諸問題」2014 年２月８日，歴博講演会，歴博講堂 

３ マスコミ（テレビ・ラジオ・雑誌など） 

NHK 教育 TV「知る楽歴史眠らず 日本借金史」 

 2009 年 10 月６日「借金は社会の潤滑油」 

 2009 年 10 月 13 日「借金も財産のうち」 

 2009 年 10 月 20 日「借り手保護から貸し手保護の時代へ」 

 2009 年 10 月 27 日「貸し手優位の時代」 

NHK 教育 TV「知る楽選」 

 2010 年１月７日「ニッポン借金事業」 

 2010 年１月 28 日「ニッポン借金事業」 

 

 

上野  祥史 UENO Yoshifumi 研究部准教授（2009.10～） 

併任：総研大日本歴史研究専攻准教授（2010～） 

【学歴】京都大学文学部史学科考古学専攻（1996 年卒業），京都大学大学院文学研究科考古学専修修士課程

（1999 年修了），京都大学大学院文学研究科考古学専修博士後期課程（2000 年中退） 

【職歴】国立歴史民俗博物館考古研究部助手（2000），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗

博物館研究部助手（2004），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部助教（2007），

大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部准教授（2009），総合研究大学院大学文化

科学研究科日本歴史研究専攻准教授併任（2010） 

【学位】文学修士（京都大学）（1999 年取得）【専門分野】東アジア考古学【主な研究テーマ】漢三国六朝期

の古代東アジア世界の展開 Archaeological Study of Ancient East Asia【所属学会】史学研究会，考古学研

究会，日本中国考古学会【研究目的・研究状況】漢三国六朝期，つまり弥生時代から古墳時代にかけての時

期を対象に，東アジア世界各地の相互交渉を研究の目的の一つとしている。鏡や装身具などの金工具を検討

し，価値・観念・製作技術という視点から，中国大陸と日本列島の社会動態を描き出すことに取組んでい 

る。 

 

一 著書，論文等 

２ 論文・研究ノート・書評 

【論文】 

「鏡の四神図像と古代東アジア世界」（『日本の民俗学・韓国の民俗学』Ⅴ，pp.47-58，pp.101-108，2008 年

９月） 
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「ホケノ山古墳と画文帯神獣鏡」（奈良県立橿原考古学研究所編『ホケノ山古墳の研究』橿原考古学研究所研

究成果第 10冊，pp.255-261，2008 年 10 月） 

「華北地域の前漢社会─造墓技術と地域間関係─」（『中国考古学』第８号，pp.11-34，2008 年 11月）（査読有） 

「古墳出土鏡の生産と流通」（『季刊考古学』第 106 号，雄山閣出版，pp.48-51，2009 年２月） 

「漢代北方の地域社会と交通─県城遺跡と漢墓葬の技術から─」（『東アジアの出土資料と情報伝達の研究』

愛媛大学法文学部，pp.33-38，2009 年２月） 

「漢墓築造技術与漢代地域社会─以華北地区為中心─」（北京大葆台西漢墓博物館編『漢代文明国際学術研討

会論文集』，pp.345-351，2009 年５月） 

「歴史研究の展示へのまなざし」（『歴史学研究』No.855，pp.1-8，2009 年７月）（査読有） 

「神獣鏡の生産実態─イメージからの脱却─」（『泉屋博古館紀要』第 26 巻，pp.71-78，2010 年３月）（査読） 

「青銅鏡の展開」（設楽博己・藤尾慎一郎・松木武彦編『古墳時代への胎動』弥生時代の考古学第４巻，同成

社，pp.139-154，2011 年８月） 

「中国考古学からみた古墳時代」（『季刊考古学』第 117 号，雄山閣，pp.31-35，2011 年 11 月） 

「帯金式甲冑と鏡の副葬」（『国立歴史民俗博物館研究報告』第 173 集，pp.477-498，2012 年３月）（査読有） 

「金鈴塚古墳出土鏡と東国の古墳時代後期社会」（『金鈴塚古墳研究』創刊号，木更津市郷土博物館金のすず，

pp.5-28，2012 年 10 月） 

「東アジアからみた倭と新羅」（『新羅と倭の交流』慶北大学校博物館・日本国立歴史民俗博物館，pp.95-122，

2012 年 12 月） 

「祇園大塚山古墳の画文帯神獣鏡─同型鏡群と古墳時代中期─」（上野祥史・国立歴史民俗博物館編『祇園大

塚山古墳と５世紀という時代』，六一書房，pp.107-134，2013 年３月） 

「中国鏡」（一瀬和夫・福永伸哉・北條芳隆編『副葬品の型式と編年』古墳時代の考古学４，同成社，pp.15-30，

2013 年５月） 

「萬義塚１号墳出土倭鏡と倭韓の相互交渉」（『海南玉泉萬義塚古墳国際学術大会』pp.101-142，2013 年 11 月） 

「漢代北方の地域社会と交通」（藤田勝久編『東アジアの情報学と情報伝達』，汲古書院，pp.305-334，2013

年 11 月） 

「日本列島における中国鏡の分配システムの変革と画期」（『国立歴史民俗博物館研究報告』第 185 集，

pp.349-268，2014 年２月）（査読有） 

「龍文透彫帯金具の受容と創出─新羅と倭の相互交渉─」（阪口英毅編『七観古墳の研究─1947 年・1952 年

出土遺物の再検討─』京都大学大学院文学研究科，pp.279-294，2014 年３月） 

３ 調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典項目など 

【研究報告】 

『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』国立歴史民俗博物館研究報告第 173 集，624

頁，2012 年３月 

【調査報告】 

「胎内市城の山古墳出土盤龍鏡について」（『眠りから覚めた城の山古墳』胎内市教育員会，2013 年３月） 

「金銅装龍文透彫帯金具」（『七観古墳の研究─1947 年・1952 年出土遺物の再検討─』阪口英毅編，京都大学

大学院文学研究科，pp.99-110，2014 年３月） 
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【事典】 

「秦漢から三国両晋期の墓」（『事典 墓の考古学』土生田純之編，吉川弘文館，pp.348-351，2013 年６月） 

「秦始皇帝陵」「長沙馬王堆墓」「曹操墓」（『事典 墓の考古学』土生田純之編，吉川弘文館，pp.466-468，

2013 年６月） 

４ 展示図録・資料図録・映像・データベース・フォーラム刊行記録など 

【展示図録】 

編著『アジアの境界を越えて』平成 22年度人間文化研究機構連携展示，人間文化研究機構，215 ページ，2010

年７月） 

【フォーラム刊行記録】 

編著『祇園大塚山古墳と５世紀という時代』六一書房，136 頁，2013 年３月 

５ 学会・外部研究会発表要旨 

「『水村里古墳群の装身具から見た百済の対外交流』に対するコメント」（『水村里遺跡の考古学的成果と意義』

公州水村里古墳群発掘調査 10 周年記念国際学術大会，pp.274-279，忠清南道公州市，大韓民国，2013 年９月

26 日） 

「萬義塚１号墳出土倭鏡と倭韓の相互交渉」（『海南玉泉萬義塚古墳国際学術大会』，全羅南道海南郡，大韓民

国，pp.101-142，2013 年 11 月 15 日） 

７ その他（歴史系総合誌，友の会ニュース，新聞署名原稿等） 

「古墳時代中期の武器と武具─熊本県マロ塚古墳出土資料─」（歴史系総合誌『歴博』178 号，pp.20-23，2013

年５月） 

 

二 主な研究教育活動（共同研究，調査，展示，教育等） 

１ 主な共同研究等参加状況 

基幹研究「東アジアにおける倭世界の実態」（研究代表者）2012～2014 年度 

２ 外部資金による研究 

科学研究費基盤研究Ｂ「武装具の集積現象と古墳時代中期社会の特質」（研究代表者上野祥史）研究代表者 

2013～2016 年度 

科学研究費基盤研究Ｂ「淀川流域における古墳群形成過程の再検討」（研究代表者上原真人）研究分担者 2011

～2013 年度 

科学研究費基盤研究Ｂ「考古遺物等を通じたベトナム木造建築様式の形成過程に関する研究」（研究代表者 

友田正彦）研究分担者 2013～2015 年度 

３ 国際交流事業 

「中国社会科学院との学術交流事業」研究代表者（2012～2017 年度） 

４ 主な展示・資料活動・DB など 

総合展示第１室「Ⅳ倭の登場」「Ⅴ倭の前方後円墳と東アジア」展示プロジェクト委員 

企画展示「弥生ってなに!?」展示プロジェクト委員 

５ 教育（大学非常勤講師，大学院セミナー担当，学位審査の主査・副査・委員，博物館活動など） 

上智大学非常勤講師「東洋考古学ⅠⅡ」 
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女子美術大学非常勤講師「考古学Ａ・Ｂ／文化遺産学Ａ・Ｂ」 

総研大集中講義Ａ「資料調査法─2013 年度─」2013 年７月 31 日 

 

 

内田  順子 UCHIDA Junko 研究部准教授（2007.8～） 

併任：総研大日本歴史研究専攻准教授（2009～） 

【学歴】東京芸術大学音楽学部楽理科（1990 年卒業），東京芸術大学大学院音楽研究科音楽学専攻（1993 年

修了，総合研究大学院大学文化科学研究科国際日本研究専攻博士後期課程（1997 年修了） 

【職歴】国際日本文化研究センター中核的研究機関研究員（1997），日本学術振興会特別研究員（1997），国

立歴史民俗博物館民俗研究部助手（1999），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究

部助手（2004），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部助教（2007），大学共同

利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館民俗研究部准教授（2007），総合研究大学院大学文化科学

研究科日本歴史研究専攻准教授併任（2009） 

【学位】学術博士（総合研究大学院大学）（1997 年取得）【専門分野】音楽学，民俗学【主な研究テーマ】音

楽の伝承過程についての研究／資料批判に基づいた映像研究【所属学会】東洋音楽学会，日本音楽学会，沖

縄文化協会，日本民俗学会【研究目的・研究状況】ある社会において神聖なものの位地に置かれている音楽

の伝承過程や伝承方法を明らかにするため，宮古島をフィールドとして調査研究を継続している。また，歴

史的な映像を資料批判的研究に基づいて再解釈することをとおして，映像の歴史資料として可能性と限界を

考察する研究を実施している。 

 

一 著書，論文等 

２ 論文・研究ノート・書評 

【論文】 

「民俗誌映画の課題」（『国文学 解釈と鑑賞』第 73巻８号（特集 フォークロア研究の 前線），至文堂，

pp.78-86，2008 年８月） 

「写真・映画の資料化に伴う諸問題─マンローコレクションを対象に」（『国立歴史民俗博物館研究報告』第

168 集，pp.9-31，2011 年 11 月）（査読有） 

「首里王府儀礼を彩る楽の変遷─螺赤頭の楽と笙家来赤頭の楽を中心に」（『ムーサ』第 14号，pp.63-75，2013

年３月） 

「歴博における映像資料の収集・製作・活用について─現状と課題，そして展望─」（『国立歴史民俗博物館

研究報告』第 183 号，pp.145-168，2014 年３月）（査読有） 

【研究ノート】 

「平成 17年度  国立歴史民俗博物館  民俗研究映像『AINU Past and Present─マンローのフィルムから見え

てくるもの─』：映画フィルムの資料批判的研究に関連する研究ノート」（『国立歴史民俗博物館研究報告』第

150 集，国立歴史民俗博物館，pp.179-192，2009 年３月）（査読有） 

３ 調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典項目など 

編著『マンローコレクション研究─写真・映画・文書を中心に─』国立歴史民俗博物館研究報告第 168 集，
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299 頁，2011 年 11 月 

資料紹介「国立歴史民俗博物館所蔵の『北海道沙流川アイヌ風俗写真』」（『国立歴史民俗博物館研究報告』168

集，pp.197-263，2011 年 11 月））（査読有） 

４ 展示図録・資料図録・映像・データベース・フォーラム刊行記録など 

【フォーラム刊行記録】 

「コメント」（国立歴史民俗博物館＋青木隆浩編『地域開発と文化資源』〈歴博フォーラム 民俗展示の新構

築〉，pp.59-64，2013 年２月） 

【映像発表】 

「AINU Past and Present-The Legacy of Neil Gordon MUNRO’s Film」（縮小版，93分）（第４回モスクワ国

際映像人類学フェスティバル，ロシア科学アカデミー自然文化遺産研究所，2008 年 10 月６日） 

「AINU Past and Present─マンローのフィルムから見えてくるもの」（「学術映像博 2009」，京都大学総合博

物館，2009 年８月５日～12月 13 日） 

５ 学会・外部研究会発表要旨 

「律管の調査報告」（東洋音楽学会第 67 回定例研究会，2012 年７月 28 日） 

７ その他（歴史系総合誌，友の会ニュース，新聞署名原稿等） 

【歴史系総合誌】 

「音楽からみた近世の琉球」（歴史系総合誌『歴博』149 号，pp.14-15，2008 年７月） 

「『沖縄イメージ』の向こう側」（歴史系総合誌『歴博』175 号，pp.1，2012 年 11 月） 

「第４展示室新構築に向けて 現代のアイヌアートの収集と展示」（歴史系総合誌『歴博』177 号，pp.20-23，

2013 年３月） 

【その他】 

「二風谷におけるマンロー─ 新の調査からわかったこと─」（『沙流川歴史館年報』13号，pp.15-33，2012

年３月） 

 

二 主な研究教育活動（共同研究，調査，展示，教育等） 

１ 主な共同研究等参加状況 

基盤研究「博物館資源としての民俗研究映像の制作と活用に関する研究」（2013～2015 年度）研究代表者 

機構連携研究「歴史研究資料としての映画の保存と活用に関する基盤的研究」（2010～2014 年度）研究代表

者 

基幹研究「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」（2012～2015 年度）（研

究代表：川村清志）共同研究員 

４ 主な展示・資料活動・DB など 

総合展示第４室「『民俗』へのまなざし」展示プロジェクト委員 

「歴博映像祭 映像民俗学の先駆者たち 渋沢敬三と宮本馨太郎」（2013 年 11 月 17 日～11 月 24 日） 

５ 教育（大学非常勤講師，大学院セミナー担当，学位審査の主査・副査・委員，博物館活動など） 

共立女子短期大学非常勤講師（地域文化論・音楽とこころ） 

「民俗研究とアイヌ・沖縄の文化」（第 352 回歴博講演会，2013 年４月 13 日） 
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「東北のまつり─映像による記憶の過去・現在・未来」（第 18回  歴博映画の会，2013 年５月４日） 

「沖縄の歌と植物」（第 172 回くらしの植物苑観察会，2013 年７月 27 日） 

「〈現在〉を展示することの意義と課題─『アイヌ民族の伝統と現在』から─」（第 92回歴博フォーラム「民

俗表象の現在─博物館型研究統合の視座から─」2013 年 10 月 26 日） 

 

三 社会活動等 

１ 館外における各種委員 

文化庁博物館調査検討委員会 展示・調査研究専門部会委員 

 

四 活動報告 

第三期歴博将来計画委員会委員（2012～2013） 

 

 

大久保  純一 OHKUBO Jun’ichi 副館長（館外）（2012～2013）， 

研究部教授（2008～） 

併任：総研大日本歴史研究専攻教授（2008～），生年：1959 

【学歴】東京大学文学部第二類（史学）美術史学専修課程（1982 年卒業），東京大学大学院人文科学研究科美

術史学専攻修士課程（1984 年修了） 

【職歴】名古屋大学文学部助手（1985），東京国立博物館研究員（1987），跡見学園女子大学文学部助教授（1995），

国立歴史民俗博物館情報資料研究部助教授（2000），総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻助

教授併任（2001），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部助教授（2004），大学

共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部准教授（2007），総合研究大学院大学文化科学

研究科日本歴史研究専攻准教授併任（2008），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研

究部教授（2008），総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻教授併任（2008），博物館資源セン

ター長併任（2009～2010），副館長併任（2012～2013） 

【学位】文学博士（東京大学）（2006 年取得）【専門分野】日本近世絵画史【主な研究テーマ】浮世絵，江戸

後期の風景表現【所属学会】美術史学会，国際浮世絵学会【研究目的・研究状況】浮世絵を江戸時代絵画史

および出版文化史の中に位置づけて考察することと，西欧的風景表現の受容について考察している。 

 

一 著書，論文等 

１ 著書（単著・共著・編著・監修・翻訳など） 

【単著】 

『カラー版  浮世絵（岩波新書）』岩波書店，192 頁，2008 年 11 月 

『カラー版  北斎（岩波新書）』岩波書店，194 頁，2012 年５月 

『浮世絵出版論：大量生産・消費される〈美術〉』吉川弘文社，229 頁，2013 年３月 

【共著】 

「名所絵をめぐる」（共著／安村敏信編）（『浮世絵図鑑 江戸文化の万華鏡』（別冊太陽），平凡社，pp.87-111，
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2014 年１月） 

２ 論文・研究ノート・書評 

【論文】 

「ルソーのテーブルウェアと日本版画」（『フランスが夢見た日本─陶器に写した北斎，広重』東京国立博物

館，pp.142-145，2008 年７月） 

「頼朝のイメージと徳川将軍」（『武士と騎士 日欧比較中近世史の研究』思文閣出版，pp.293-311，2010 年

３月） 

「錦絵に描かれた菓子」（『和菓子』17号，pp.29-40，2010 年３月） 

Into the Modern： Landscape Prints of Kobayashi Kiyochika and Kawase Hasui，“Dreams and Diversions，

Essays on Japanese Woodblock Prints from The San Diego Museum of Art”，San Diego Museum of Art，

pp.187-205，2010 年６月 

「英泉における北斎慕倣」（『渓斎英泉』千葉市美術館，pp.13-17，2012 年５月） 

「広重に見る江戸の都市イメージ 武蔵野の残像」（『風景の思想』，学芸出版社，pp.30-46，2012 年６月） 

「浮世絵風景画における北斎と広重」（『北斎と広重 きそいあう江戸の風景』町田市立国際版画美術館，

pp.6-13，2012 年 10 月） 

「浮世絵研究の現在」（『美術フォーラム 21』28 号，pp.91-94，2013 年 11 月） 

７ その他（歴史系総合誌，友の会ニュース，新聞署名原稿等） 

「歴史ミュージアム 北斎，広重らが広めた名所絵」（『週刊 新発見！日本の歴史』35，pp.30-32，2014 年

３月９日） 

 

二 主な研究教育活動（共同研究，調査，展示，教育等） 

１ 主な共同研究等参加状況 

基盤研究「災害の記録と記憶をめぐる資料論的研究」（研究代表者：樋口雄彦）研究分担者 館蔵鯰絵の調査，

３月 10日，国立歴史民俗博物館 

基盤研究「交流史を歴史展示で表現するための実践的研究─19世紀を中心とする対米および対独との関係・

交流を展示で表現する試み─」（研究代表者：保谷徹）研究分担者 

基盤研究「年代情報に基づく木材の利用・活用に関する横断的研究」（研究代表者：坂本稔）研究分担者 

人間文化研究機構「日本関連在外資料調査研究事業」プロジェクト（前近代）「シーボルト父子関係資料をは

じめとする前近代（19世紀）に日本で収集された資料についての基本的調査研究」（研究代表者：久留島浩）

研究分担者 

３ 国際交流事業 

国際シンポジウム「シーボルトが紹介したかった日本─欧米における日本関連コレクションを使った日本研

究・日本展示を進めるために」，ボーフム大学，ドイツ，２月 10日～12 日， 

４ 主な展示・資料活動・DB など 

総合展示第３室「近世」展示プロジェクト委員 

第３室特集展示「江戸のくらしと虫」展示プロジェクト代表 

第３室特集展示「午年の馬」展示プロジェクト代表 
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５ 教育（大学非常勤講師，大学院セミナー担当，学位審査の主査・副査・委員，博物館活動など） 

総研大集中講義「集中講義Ａ（資料調査法）」2013 年８月１日 

 

三 社会活動等 

１ 館外における各種委員 

銚子市文化財調査委員，佐倉市美術館運営委員，国際浮世絵学会常任理事 

３ マスコミ（テレビ・ラジオ・雑誌など） 

テレビ東京，美の巨人たち「喜多川歌麿 針仕事」10月 12 日 

ＮＨＫ，日曜美術館「江戸の肖像画～広重「名所江戸百景」～」１月５日 

 

 

小倉  慈司 OGURA Shigeji 研究部准教授（2010.4～） 

併任：総研大日本歴史研究専攻准教授 

【学歴】東京大学文学部国史学専修課程（1990 年卒業），東京大学大学院人文科学研究科国史学専攻修士課程

（1992 年修了），東京大学大学院人文社会系研究科日本文化研究専攻博士課程（1995 年単位取得退学） 

【職歴】放送大学非常勤講師（1995），日本学術振興会特別研究員（ＰＤ）（1996），宮内庁書陵部編修課研究

員（1996），同主任研究官（2003），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部准教

授（2010），総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻准教授併任（2010） 

【学位】博士（文学）（東京大学）（1999 年取得）【専門分野】日本古代史，史料学【主な研究テーマ】古代神

祇制度の研究，禁裏・公家文庫の研究【所属学会】木簡学会，日本歴史学会，延喜式研究会，日本史研究会，

大阪歴史学会，出雲古代史研究会，正倉院文書研究会ほか 

 

一 著書，論文等 

１ 著書（単著・共著・編著・監修・翻訳など） 

【共著】 

「第一部「敬神」，「信心」と─古代～近世」（『天皇と宗教』天皇の歴史 09，pp.11-171，366-373，384-396，

講談社，414 頁，2011 年９月 

２ 論文・研究ノート・書評 

【論文】 

「『本朝皇胤紹運録』写本の基礎的研究」（『国立歴史民俗博物館研究報告』第 163 集，pp.293-312，2011 年３

月）（査読有） 

「古活字本・版本『日本書紀』をめぐって」（新川登亀男・早川万年編『史料としての『日本書紀』─津田左

右吉を読みなおす』pp.322-343，勉誠出版，2011 年 10 月） 

「「高松宮家伝来禁裏本」の形成過程」（『国立歴史民俗博物館研究報告』第 178 集，pp.353-404，2013 年３月）

（査読有） 

「律令制成立期の神社政策─神郡（評）を中心に─」（『古代文化』第 65 巻第３号，pp.85-94，古代学協会，

2013 年 12 月） 
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【研究ノート】 

「宮内庁書陵部所蔵京都御所旧蔵本の由来─吹上御文庫本の検討 附 宮内庁書陵部所蔵『吹上御文庫書籍

目録写』翻刻」『国立歴史民俗博物館研究報告』第 183 集，pp.83-207，国立歴史民俗博物館，2014 年３月（査

読有） 

【書評・目録】 

書評「三橋正著『日本古代神祇制度の形成と展開』」（日本歴史』第 755 号 pp.104-106，2011 年４月） 

「日本の年号」（築島裕ほか編『古語大鑑』１，東京大学出版会，pp.１（848）-25（824），2011 年 12 月） 

「宮内庁書陵部所蔵柳原家旧蔵本目録（稿）」（田島公編『禁裏・公家文庫研究』４，思文閣出版，pp.334（47）

-265（116），2012 年３月） 

「宮内庁書陵部所蔵九条家旧蔵本目録（稿） 2011 年現在」（田島公編『禁裏・公家文庫研究』４，思文閣出

版，pp.380（１）-336（45），2012 年３月） 

書評「『古代氏文集』」（『歴史と地理』657 号，pp.49-52，2012 年９月） 

３ 調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典項目など 

【資料紹介】 

「尊経閣文庫所蔵『雲図鈔』解説」（前田育徳会尊経閣文庫編『尊経閣善本影印集成』48 雲図鈔，八木書店，

pp.1-18，右 1-4，2012 年１月） 

「官位相当」（『内閣文庫所蔵史籍叢刊』古代中世篇３，pp.634-638，汲古書院，2012 年３月） 

「行類抄」（『内閣文庫所蔵史籍叢刊』古代中世篇４，pp.514-522，汲古書院，2012 年 11 月） 

「飾抄」「堀河院鳥羽院元服記部類」『内閣文庫所蔵史籍叢刊』古代中世篇５，pp.520-525，556-558，汲古書

院，2013 年８月 

４ 展示図録・資料図録・映像・データベース・フォーラム刊行記録など 

「「高松宮家伝来禁裏本」について」（中部日本放送（株）編『宮廷の雅─有栖川宮家から高松宮家へ』pp.160-163，

同社，2011 年５月） 

「印章から花押へ」（『中世の古文書─機能と形─』平成 25 年度国立歴史民俗博物館企画展，pp.196-197，国

立歴史民俗博物館 2013 年 10 月） 

５ 学会・外部研究会発表要旨 

「８・９世紀の内宮と外宮について」（『国際シンポジウム「転換期の伊勢」予稿集』，国際日本文化研究セン

ター，2013 年７月 26 日） 

７ その他（歴史系総合誌，友の会ニュース，新聞署名原稿等） 

「古談抄」（『日本歴史』第 765 号，口絵図版解説，2012 年２月） 

「宮中儀礼と女性」（『歴史読本』第 57巻７号，pp.152-157，2012 年７月） 

「神社管理制度の確立」（『歴史読本』第 58 巻２号，pp.130-135，2013 年２月） 

「解説 2000 年歴史絵巻６歴史書」（週刊朝日百科『新発見！日本の歴史』06，p.37，朝日新聞出版，2013

年８月） 

「高松塚古墳壁画修理作業室特別公開に参加して」（『日本歴史』第 785 号，pp.17-18，2013 年 10 月） 

「解説 2000 年歴史絵巻 22 天皇」（週刊朝日百科『新発見！日本の歴史』22，p.37，朝日新聞出版，2013 年

12 月） 
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「新年特集にあたって」（『日本歴史』第 788 号，p.1，2014 年１月） 

「近所の小博物館の効用」（『日本歴史』第 788 号，pp.36-37，2014 年１月） 

 

二 主な研究教育活動（共同研究，調査，展示，教育等） 

１ 主な共同研究等参加状況 

基幹研究「古代列島世界の歴史像の再構築」古代地域社会の実像（研究代表者：林部均） 

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」（研究代表者：静永健） 

機構連携研究「人間文化資源」の総合的研究「正倉院文書の高度情報化研究」（研究代表者：仁藤敦史） 

機構連携研究「後期摂関期古記録『春記』逸文のデータベース化」（研究代表者：倉本一宏） 

国際日本文化研究センター共同研究「日記の総合的研究の総括」（研究代表者：倉本一宏） 

２ 外部資金による研究 

科学研究費基盤研究（Ｃ）「図書寮蔵書形成過程の基礎的研究」研究代表者 

科学研究費基盤研究（Ａ）「古代における文字文化形成過程の総合的研究」（研究代表平川南）研究分担者 

科学研究費基盤研究（Ａ）「宮内庁書陵部収蔵漢籍の伝来に関する再検討─デジタルアーカイブの構築を目指

して─」（研究代表住吉朋彦）研究分担者 

科学研究費基盤研究（Ａ）「ボーンデジタル画像管理システムの確立に基づく歴史史料情報の高度化と構造転

換の研究」（研究代表山家浩樹）連携研究者 

科学研究費基盤研究（Ｓ）「日本目録学の確立と古典学研究支援ツールの拡充─天皇家・公家文庫を中心に─」

（研究代表田島公）連携研究者 

科学研究費基盤研究（Ａ）「正倉院文書の多元的解析支援と広領域研究資源化」（研究代表山口英男）連携研

究者 

東京大学東洋文化研究所附属東洋学研究情報センター拠点共同研究「日本漢籍集散の文化史的研究─「図書

寮文庫」を対象とする通時的蔵書研究の試み─」（研究代表住吉朋彦）研究員 

４ 主な展示・資料活動・DB など 

企画展示『文字がつなぐ─古代の日本列島と朝鮮半島─』展示プロジェクト代表 

総合展示第１室リニューアル委員 

企画展示「中世の古文書」展示プロジェクト委員 

５ 教育（大学非常勤講師，大学院セミナー担当，学位審査の主査・副査・委員，博物館活動など） 

國學院大學文学部非常勤講師（史学特殊講義） 

歴史民俗資料館等専門職員研修会講師（2013 年 11 月 14 日） 

 

三 社会活動等 

１ 館外における各種委員 

国文学研究資料館日本語歴史的典籍データベース委員会委員，日本歴史学会評議員，同学会誌『日本歴史』

編集委員，正倉院文書研究会委員，延喜式研究会委員 

２ 講演・カルチャーセンターなど 

「 古級のひらがな出土」朝日カルチャーセンター千葉，2013 年６月 19 日 
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「正倉院文書からみた千葉県の歴史」朝日カルチャーセンター千葉，2013 年６月 29 日 

「古代の天皇祭祀（神社と祭祀の古代史第２回）」朝日カルチャーセンター新宿，2013 年７月 22 日 

「印章から花押へ」第 91回歴博フォーラム「中世の古文書─機能と形─」，歴博講堂，2013 年 10 月 19 日 

「奈良・平安時代の宴会」歴博友の会，歴博講堂，2013 年 10 月 20 日 

 

四 活動報告 

 第三期歴博将来計画委員会委員（2012～2013） 

 

 

川村  清志 KAWAMURA Kiyoshi 研究部准教授（2012.4～） 

生年：1968 

【学歴】大阪大学文学部（1992 年３月卒業）京都大学人間・環境学研究科大学院（修士）（1996 年３月修了）

京都大学人間・環境学研究科大学院（博士）（1999 年３月単位取得退学） 

【職歴】神戸学院大学人文学部地域研究センターP.D.F.（2002），札幌大学文化学部日本語・日本文化学科助

（准）教授（2005），同教授（2009）大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部准教

授（2012） 

【学位】学術博士（京都大学人間・環境学研究科）（2003 年取得）【専門分野】文化人類学，民俗学【主な研

究テーマ】口頭伝承の近代的展開，祭礼芸能の実践と習得過程の探求，メディアによる民俗文化の再表象過

程，現代日本のサブカルチャーと伝統文化など【所属学会】日本文化人類学会，日本民俗学会，日本口承文

芸学会，京都民俗学会 

 

一 著書，論文等 

１ 著書（単著・共著・編著・監修・翻訳など） 

【単著】 

『クリスチャン女性の生活史─「琴」が歩んだ日本の近・現代』青弓社，292 頁，2011 年１月 

２ 論文・研究ノート・書評 

【論文】 

「琴：近代日本クリスチャン女性の生活史（二）」（『比較文化論叢：札幌大学文化学部紀要（越野武教授  清

水隆教授  進藤賢一教授  定年退職記念号）』21 pp.53-97，2008 年４月） 

「琴：近代日本クリスチャン女性の生活史（三）」（『比較文化論叢：札幌大学文化学部紀要』22 pp.93-119，

2008 年 11 月） 

「都市民俗学からフォークロリズムへ─その共通点と切断面」（小池淳一編『民俗学的想像力』pp.60-83，せ

りか書房，2009 年３月） 

「民俗芸能への参入と習得─兵庫県明石市大蔵谷獅子舞の事例から」（後藤静夫編『日本伝統音楽研究センタ

ー研究報告５「近代日本における音楽・芸能の再検討」』pp.187-199，京都市立芸術大学日本伝統音楽研究セ

ンター，2010 年３月） 

「民俗芸能の習得と実演における言葉と身体，そして意識についての断章」（『人間文化』（27），pp.28-32（27）



 

314 

28-32，2010 年７月） 

「祭りの習得と実践：子どもによる準備過程を中心に（『比較文化論叢：札幌大学文化学部紀要』25 pp.7-54，

2010 年 12 月） 

「近代における民謡の成立─富山県五箇山地方「こきりこ」を中心に」（『国立歴史民俗博物館研究報告』第

165 集，pp.175-204，2011 年３月）（査読有） 

「ネットのなかのフェティシズム」（大浦康介／他『共同研究 ポルノグラフィー』，pp.321-354，平凡社，

2011 年４月） 

「ガンプラ，我らが世代のフェティシズム」（『比較文化論叢：札幌大学文化学部紀要』26，pp.15-43，2011

年７月） 

「ふたつの"ハガレン"：アニメ「鋼の錬金術師」にみる物語の相補的構造」（『札幌大学総合論叢』32，

pp.pp.131-162，2011 年 10 月） 

「景観・ひと・法（１）：民俗学と民法からのアプローチ」（共著／上机美穂）（『札幌大学総合論叢』33，pp.115-143，

2012 年３月） 

「近代に創造された民謡とメディアの位相─五箇山地方のお小夜節を中心として」（後藤静夫編『日本伝統音

楽研究センター研究報告８「近代日本における音楽・芸能の再検討 II」』pp.99-111，京都市立芸術大学日本

伝統音楽研究センター，2012 年４月） 

「近代に生まれた「民謡の里」─富山県五箇山地方」『地域開発と文化資源（歴博フォーラム民俗展示の新構

築）』pp.67-90，岩田書院，2013 年３月 

「警鐘と鎮魂─「記念碑」に込められた「知恵」の所在」（葉山茂，川村清志，加藤秀雄，小池淳一編『東日

本大震災と気仙沼の生活文化：図録と活動報告』，pp.72-77 2013 年３月） 

「『機動戦士ガンダム』スタディーズ─研究の射程と課題（一）」（『比較日本文化研究』16，pp.110-129，2013

年 12 月） 

「アニメ聖地巡礼者たちの被災地支援─宮城県七ヶ浜町花渕浜の事例から─」（『無形民俗文化財が被災する

ということ─東日本大震災と宮城県沿岸部地域社会の民俗誌』兼城糸絵・川村清志（共著）pp.121-131，新

泉社，2014 年１月） 

「ガンプラというフェティシズム」（共著／田中雅一他）『越境するモノ（フェティシズム研究  第２巻）』

pp.449-472，京都大学学術出版会，2014 年３月） 

【書評】 

「書評  日本口承文芸学会編『シリーズ  ことばの世界』全四巻」（口承文藝研究（32）pp.158-165，2009

年３月） 

「書評 野村典彦著『鉄道と旅する身体の近代』」（『口承文藝研究』（36），pp.173-186，2013 年３月） 

３ 調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典項目など 

【調査・発掘調査報告書】 

「七ヶ浜町吉田浜・花渕浜地区」（共著／兼城糸絵）（『東日本大震災に伴う被災した民俗文化財調査 2011 年

度報告集』pp.125-133，2012 年３月） 

「七ヶ浜町吉田浜・花渕浜地区」（共著／兼城糸絵）（『東日本大震災に伴う被災した民俗文化財調査 2012 年

度報告集』pp.117-125，2013 年９月） 
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４ 展示図録・資料図録・映像・データベース・フォーラム刊行記録など 

「東日本大震災と気仙沼の生活文化」（葉山茂・川村清志・加藤秀雄・小池淳一編著『東日本大震災と気仙沼

の生活文化：図録と活動報告』平成 25年度第４展示室特集展示─人間文化研究機構連携展示，pp.89，国立歴

史民俗博物館，2013 年） 

５ 学会・外部研究会発表要旨 

“The Development of Disaster Monument in North East Japan（震災モニュメントの行方）”，Japanese Studies 

Association of Australia 『Cities，Nature & Landscapes：From Nara to the Networked City』，８th，

Jul 12th，Jul. 2013，開催都市名キャンベラ，国名オーストラリア 

７ その他（歴史系総合誌，友の会ニュース，新聞署名原稿等） 

「青森県平川市新山ねぷたの復活と継承」（共著／福士絢香）（『比較日本文化研究』15，pp.107-128 2012

年９月） 

「特集について：フィールドワーク実習の意義─教育と研究への双方向的展開にむけて」（『比較日本文化研

究』16，pp.7-16，2013 年 12 月） 

「土産物の民俗文化」（歴史系総合誌『歴博』176，pp.6-7，2013 年１月） 

 

二 主な研究教育活動（共同研究，調査，展示，教育等） 

１ 主な共同研究等参加状況 

基幹研究「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」（研究代表者：川村清志） 

機構連携研究「大規模災害と広域博物館連携に関する総合的研究」（研究代表者：小池淳一），研究分担者 

２ 外部資金による研究 

挑戦的萌芽研究「宇宙開発に関する文化人類学的アプローチの検討」（研究代表，岡田浩樹）研究協力者 

４ 主な展示・資料活動・DB など 

平成 25 年度第４展示室特集展示─人間文化研究機構連携展示「東日本大震災と気仙沼の生活文化」展示プロ

ジェクト委員，３月 19日～９月 23日 

総合展示第４室 大テーマ「現代の観光とおみやげ」展示プロジェクト委員 

 

 

工藤  雄一郎 KUDO Yuichiro 研究部准教授（2013.4～） 

生年：1976 

【学歴】青山学院大学文学部史学科（考古学専攻）（2000 年卒業），東京都立大学大学院人文科学研究科修士

課程史学専攻（2002 年修了），東京都立大学大学院人文科学研究科博士課程史学専攻（2007 年修了） 

【職歴】日本学術振興会特別研究員（DC２）（2005），名古屋大学年代測定総合研究センター研究機関研究員

（2007），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部助教（2009），大学共同利用機

関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部准教授（2013） 

【学位】博士（史学）（東京都立大学）（2007 年取得）【専門分野】先史考古学，第四紀学【主な研究テーマ】

旧石器時代から縄文時代にかけての環境史と人類活動の年代学的・考古学的研究【所属学会】考古学研究会，

日本第四紀学会，日本旧石器学会，日本植生史学会，日本文化財科学会，AMS 研究協会 
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一 著書，論文等 

１ 著書（単著・共著・編著・監修・翻訳など） 

【単著】 

工藤雄一郎『旧石器・縄文時代の環境文化史─高精度放射性炭素年代測定と考古学─』新泉社，376 頁，2012

年２月 

２ 論文・研究ノート・書評 

【論文】 

「旧石器時代研究における年代と古環境論」（稲田孝司・佐藤宏之編『講座日本の考古学 第１巻旧石器時代

（上）』青木書店，pp.124-155，2010年４月） 

「日本列島における土器出現期の較正年代について─IntCal04とIntCal09の違いおよび「13，000年問題─」」

（『国立歴史民俗博物館研究報告』第172集，pp.101-116，2012年３月）（査読有） 

Absolute Chronology of Archaeological and Paleoenvironmental Records from the Japanese Islands，

40-15 ka BP.（BAR International Series，2352，Environmental Changes and Human Occupation in 

East Asia during OIS３ and OIS２），pp.13-32.2012年４月（査読有） 

「土器出現の年代と古環境─研究史の整理から─」（『国立歴史民俗博物館研究報告』第178集，pp.1-55，2013

年３月（査読有） 

（共著／筆頭）Kudo，Y. and Kumon，F. Paleolithic cultures of MIS ３ to MIS １ in relation to climate 

changes in the central Japanese islands. Quaternary International 248，pp.22-31，2012年１月】

（査読有） 

（共著／筆頭）工藤雄一郎・山本直人・中村俊夫「中屋サワ遺跡から出土した木質遺物の14C年代測定」（『石

川考古学研究会々誌』54，pp.1-10，2011年３月） 

（共著／筆頭）工藤雄一郎・佐々木由香「東京都東村山市下宅部遺跡から出土した縄文土器付着植物遺体の

分析」（『国立歴史民俗博物館研究報告』第158集，pp.1-26. 2010年３月）（査読有） 

（共著／筆頭）工藤雄一郎・小林謙一・江原 英・中村俊夫「栃木県小山市寺野東遺跡から出土した縄文時

代後・晩期の木組遺構の高精度年代測定」（『植生史研究』17-1，pp.13-25，2009年３月）（査読有） 

（共著／筆頭）工藤雄一郎・小林謙一・山本直人・吉田 淳・中村俊夫「石川県御経塚遺跡から出土した縄

文時代後・晩期土器の年代学的研究」（『第四紀研究』47-6，pp.409-423，2008年12月）（査読有） 

【研究ノート・短報・その他】 

（共著／筆頭）工藤雄一郎・小林真生子・百原 新・能城修一・中村俊夫・沖津 進・柳澤清一・岡本東三

「千葉県沖ノ島遺跡から出土した縄文時代早期のアサ果実の14C年代」（『植生史研究』17-1，pp.29-33，

2009年３月）（査読有） 

（共著／筆頭）工藤雄一郎・百原 新・中村俊夫「エタノール溶液で保存した植物遺体の14C年代測定につい

て─14C年代に与える影響の有無に関する比較実験─」（『植生史研究』18-2，pp.77-82，2011年１月）（査

読有） 

（共著）鈴木三男・能城修一・小林和貴・工藤雄一郎・鯵本眞友美・網谷克彦「鳥浜貝塚から出土したウル

シ材の年代」（『植生史研究』21-2，pp.67-71，2012年10月） 

「列島 古の土器の年代は決まったのか？─炭素14年代とその較正年代─」（小林謙一・工藤雄一郎・国立歴
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史民俗博物館編『増補 歴博フォーラム 縄文はいつから！？─地球環境の変動と縄文文化─』，

243-253頁，新泉社，2012年12月） 

【書評】 

「堤隆著『 終氷期における細石刃狩猟民とその適応戦略』雄山閣，357頁」（『季刊考古学』118，pp.112，

雄山閣，2012年２月） 

水ノ江和同著『九州縄文文化の研究─九州からみた縄文文化の枠組み─』雄山閣，287頁（『季刊考古学』123，

pp.112，雄山閣，2013年５月） 

【その他】 

「巻頭写真 鹿児島県東黒土田遺跡から出土した縄文時代 古の貯蔵穴」（工藤雄一郎・東和幸）（『植生史研

究』18-2，pp.43-44，2011年１月） 

３ 調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典項目など 

【発掘調査報告書】 

（共著／筆頭）工藤雄一郎・白石浩之・中村俊夫「愛知県田原市宮西遺跡から出土した縄文時代草創期の土

器付着物および炭化材の14C年代測定」（『名古屋大学加速器質量分析計業績報告書』XX，pp.133-138，

2009年３月） 

（共著／筆頭）工藤雄一郎・山本直人「大阪府松原市三宅西遺跡から出土した縄文時代後期の土器付着物の

14C年代測定」（大阪府文化財センター編『三宅西遺跡』大阪府文化財センター，pp.464-470，2009年

３月） 

「寺野東遺跡から出土した縄文時代後・晩期の木組遺構の年代─特に研究の方法について─」（『研究紀要』

第18号，栃木県埋蔵文化財センター，pp.57-82，2010年３月） 

（共著／筆頭）工藤雄一郎・白石浩之・中村俊夫「愛知県田原市宮西遺跡から出土した縄文時代草創期の土

器付着物および炭化材の14C年代測定（２）」（『名古屋大学加速器質量分析計業績報告書』XXII，

pp.199-210，2011年３月） 

「津島岡大遺跡から出土した不明圧痕土器の付着炭化物の分析」（『岡山大学埋蔵文化財調査研究センター紀

要』2011，pp.22-25，2013年２月） 

（共著／筆頭）工藤雄一郎・百原新「道免き谷津遺跡における大型植物遺体の14Ｃ年代─第１地点（４）およ

びケースＢ試料─」（『東京外かく環状道路埋蔵文化財調査報告書４ 市川市道免き谷津遺跡第１地点

（３）』pp.273-275，千葉県教育振興財団．2014年３月） 

【事典】 

「旧石器時代の狩猟方法」pp.56-58，「弓矢の出現とその威力」pp.59-61，（西本豊弘・新美倫子編『事典 人

と動物の考古学』吉川弘文館，2010年12月） 

【翻訳】 

オーラフ・イエリス，ダニエル・S・アドラー，マーティン・ストリート，ベルンハルト・ヴェーニンガー．

（共訳／門脇誠二訳）「ユーラシアにおける現代人の出現：OIS３考古記録の絶対年代に関して」（『旧

石器研究』５，pp.99-120，2009年６月） 

４ 展示図録・資料図録・映像・データベース・フォーラム刊行記録など 

【展示図録】 
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（共編著）小林謙一・坂本稔・工藤雄一郎『縄文はいつから！？─１万５千年前になにがおこったのか─』

平成22年度国立歴史民俗博物館企画展「縄文はいつから！？─１万５千年前になにがおこったのか─」，

国立歴史民俗博物館，187頁，2010年10月） 

【フォーラム刊行記録】 

（共編著）小林謙一・工藤雄一郎・国立歴史民俗博物館編『歴博フォーラム 縄文はいつから！？─地球環

境の変動と縄文文化─』新泉社，222頁，2011年２月 

「縄文時代のはじまりのころの気候変化と文化変化」（『歴博フォーラム 縄文はいつから！？─地球環境の

変動と縄文文化─』，新泉社，pp.91-114，2011年２月） 

（共編著）小林謙一・工藤雄一郎・国立歴史民俗博物館編『増補 歴博フォーラム 縄文はいつから！？─

地球環境の変動と縄文文化─』新泉社，258頁，2012年12月 

（共編著／筆頭）工藤雄一郎・国立歴史民俗博物館編『ここまでわかった！縄文人の植物利用』新泉社，224

頁，2013年12月 

「人と植物の関わりの文化史をもっと知ろう！」（工藤雄一郎・国立歴史民俗博物館編『ここまでわかった！

縄文人の植物利用』pp.10-25，新泉社，2013年12月） 

「コラム⑥ 縄文土器のおこげの正体は？」（工藤雄一郎・国立歴史民俗博物館編『ここまでわかった！縄文

人の植物利用』pp.115・117，新泉社，2013年12月） 

共著「付録「くらしの植物苑」に行こう」（工藤雄一郎・山村聡）（工藤雄一郎・国立歴史民俗博物館編『こ

こまでわかった！縄文人の植物利用』pp.206-209，新泉社，2013年12月） 

５ 学会・外部研究会発表要旨 

「Utilization of plant food and the Incipient Jomon pottery during the Late Glacial time in Japan」

『７th International Symposium "14C & Archaeology』，Ghent，Belguim，April，2013 

「縄文時代中期から後期の環境史と土器の年代」（『完新世の気候変動と縄紋文化の変化』公開シンポジウム

Ⅳ「関東甲信越地方における中期/後期変動期」─4.3ｋaイベントに関する考古学現象③─）），早稲田

大学，2013年４月27日 

「旧石器時代の年代と広域編年対比」（『シンポジウム「旧石器時代の年代と広域編年対比」，日本旧石器学会

第11回大会』），東海大学2013年６月15日 

「縄文時代の始まりと環境変動」（『第10回日韓新石器時代共同学術大会発表資料集 韓・日初期新石器文化

の比較研究』pp.35-57，韓国新石器学会・九州縄文研究会，済州大学校博物館，韓国，2013年７月13

日） 

「 寒冷期っていつごろ？─その年代と環境，そしてヒトの動き─」（第28回日本植生史学会大会，高知市文

化プラザ かるぽーと，2013年11月29日） 

「東アジアの土器出現の年代と煮炊きの内容物の検討」（中央大学人文科学研究所「島と港の歴史学」公開研

究会，中央大学，2014年１月25日） 

「広原湿原の年代について─人類活動と環境史対比ため時間的枠組み」（明治大学黒曜石研究センター「ヒト

─資源環境系の歴史的変遷に基づく先史時代人類誌の構築」2013年度公開研究集会，明治大学，2014

年３月15日） 
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二 主な研究教育活動（共同研究，調査，展示，教育等） 

１ 主な共同研究等参加状況 

基盤研究「柳田國男収集考古資料の研究」（研究代表者：設楽博己）共同研究員，2011～2013年度 

基幹研究「先史時代における社会複雑化・地域多様化の研究」（研究代表者：山田康弘）共同研究員，2012年

度～2014年度 

基盤研究「学際的研究による漆文化史の新構築」（研究代表者：日高薫）共同研究員，2013～2015年度 

基盤研究「年代情報に基づく木材の利用・活用に関する横断的研究」（研究代表者：坂本稔）共同研究員，2013

～2015年度 

基盤研究「日本の中山間地域における人と自然の文化誌」（研究代表者：原正利）共同研究員，2011～2013年

度 

２ 外部資金による研究 

科学研究費若手研究B「縄文時代の植物利用史に関する年代学的研究」2010～2013年度（研究代表 工藤雄一

郎） 

科学研究費基盤研究A「縄文時代前半期における森林資源利用体系の成立と植物移入の植物学的解明」2012～

2015年度（研究代表 能城修一）研究分担者 

科学研究費基盤研究A「植物・土器・人骨の分析を中心とした日本列島農耕文化複合の形成に関する基礎的研

究」2013～2015年度（研究代表 設楽博己）研究分担者 

科学研究費基盤研究B「炭素14年代測定による縄文文化の枠組みの再構築」2013～2016年度（研究代表 小林

謙一）研究分担者 

科学研究費挑戦的萌芽研究「遺跡出土植物遺体データベースの構築に基づく生業形態と植物分布変遷との関

係の解明」2012～2014年度（研究代表 百原新）研究分担者 

私立大学戦略的研究基盤形成支援事業「ヒト─資源環境系の歴史的変遷に基づく先史時代人類誌の構築」2011

～1015年度（研究代表 小野昭）研究分担者 

明石市受託研究「魚住泊跡出土木材の調査研究」2013年度（研究代表 工藤雄一郎） 

４ 主な展示・資料活動・DBなど 

総合展示第１室「大テーマ１」展示プロジェクト委員 

５ 教育（大学非常勤講師，大学院セミナー担当，学位審査の主査・副査・委員，博物館活動など） 

立教大学非常勤講師（超域文化学講義18（考古学），2013年10月～2014年３月 

学習院女子大学非常勤講師（歴史資料論Ⅰ考古），2013年４月～９月 

 

三 社会活動等 

１ 館外における各種委員 

日本植生史学会第５期幹事（編集副委員長），日本植生史学会第６期幹事（編集副委員長），日本第四紀学会

評議委員，福井洞窟専門調査委員 

２ 講演・カルチャーセンターなど 

講演「縄文時代はいつから？─環境史から時代の移り変わりを探る─」主催：八戸市埋蔵文化財センター是

川縄文館，平成25年（後期）考古学講座，会場：是川縄文館，2013年12月７日 
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講演「縄文時代の栽培植物利用を考える」主催：歴博友の会，平成25年度考古学講座，国立歴史民俗博物館，

2013年11月１日 

講演「漆にかぶれよう─縄文人と漆文化─」主催：愛知大学，第15回愛知大学教養セミナー，会場：愛知大

学，2013年10月17日 

講演「縄文時代の植物利用」主催：国立歴史民俗博物館，第357回歴博講演会，国立歴史民俗博物館，2013年

９月14日 

講演「後期旧石器時代における人類活動と古環境」主催：明治大学黒曜石研究センター，会場：信州大学，

2013年６月８日 

 

 

久留島  浩 KURUSHIMA Hiroshi 研究部教授（2004～） 

併任：歴史資料センター長（2006～2007），博物館資源センター長（2007～2009），副館長（館外担当）（2010

～2012），総研大日本歴史研究専攻教授（2004～），生年：1954 

【学歴】東京大学文学部第二類（国史学）国史学科（1977 年卒業），東京大学大学院人文科学研究科国史学専

門課程修士課程（1980 年修了），東京大学大学院人文科学研究科国史学専門課程博士課程（1983 年単位取得

退学） 

【職歴】東京大学文学部助手（1983），千葉大学教育学部講師（1985），千葉大学教育学部助教授（1987）国

立歴史民俗博物館歴史研究部助教授（1998），総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻助教授併

任（1999），国立歴史民俗博物館歴史研究部教授（2003），総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究

専攻教授併任（2003），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部教授（2004），総

合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻教授併任（2004～） 

【学位】文学博士（東京大学・2002 年取得）【専門分野】日本近世史【主な研究テーマ】日本近世後期の地域

社会の歴史的性格についての研究，近世社会における儀式・儀礼・祭礼の研究，歴史系博物館の教育プログ

ラムに関する研究【所属学会】歴史学研究会，史学会，日本史研究会，地方史研究会【メールアドレス】

kurushima@rekihaku.ac.jp 

 

一 著書，論文等 

２ 論文・研究ノート・書評 

【論文】 

「近世下総の牧に関する一考察」（入間田宣夫・谷口一夫編『牧の考古学』，pp.91-120，高志書院，221 頁，

2008 年２月） 

（共編著／筆頭）『歴史展示における「異文化」表象の基礎的研究』（久留島浩・小島道裕編『国立歴史民俗

博物館研究報告』第 140 集，239 頁，2008 年３月） 

（共著／筆頭）久留島浩・三野行徳「幕末維新期の『武士』─武力と身分─」（趙景達・須田努編『比較史的

にみた近世日本─「東アジア化」をめぐって』pp.163-203，東京堂出版，361 頁，2011 年５月） 

「行列にみる近世の『異国人』認識」（野林厚志編『東アジアの民族イメージ─前近代における認識と相互作

用─』国立民族学博物館調査報告 104 号，pp.103-122，2012 年３月） 
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「地域の歴史・文化資料とどのように向き合うか」（奥村弘編『歴史文化を大災害から守る 地域歴史資料学

の構築』pp.104-128，東京大学出版会，2014 年１月） 

【その他】 

「展示を多くの人々に楽しく観ていただくために─千葉大学の新入生ガイダンスの経験から─」（『千葉史学』

61 号，pp.97-99，2012 年 11 月） 

３ 調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典項目など 

『鏡野町史 史料集』（鏡野町，859 頁，2008 年３月）「第３章 近世の鏡野」pp:130〜607 部分執筆（第１，

３，７節） 

（共著）井上由佳・「国立歴史民俗博物館第３展示室リニューアルに伴う試行展示とその評価に関する考察」

（『国立歴史民俗博物館研究報告』第 150 集，pp.149-178，2009 年３月） 

（編著）『第３展示室（近世）ができるまで  国立歴史民俗博物館総合展示リニューアルの記録』（国立歴史

民俗博物館，187 頁，2009 年３月） 

『鏡野町史 通史編』（鏡野町，1077 頁，2009 年３月）「第５章第３節 幕府領の農民支配と鏡野」pp:419〜

446／「第５章第６節 幕末の動乱と鏡野」pp:499〜505，511〜532 

（編著）シンポジウム報告書「ユーラシアと日本 パフォーマンスと文化─ユーラシアと日本における交流

と表象─」（人間文化研究機構連携研究「ユーラシアと日本：交流と表象」プロジェクト，138 頁，2010 年２

月） 

（編著）『第５回シーボルトコレクション国際会議 講演要旨集』（人間文化研究機構日本関連在外資料調査

研究プロジェクト，50頁，2011 年 10 月） 

（編著）『外国で「日本」を展示するということ─カナダ文明博物館（オタワ）の特別展示「伝統と革新の国，

日本」をめぐって─』（歴博国際シンポジウム成果報告書，125 頁，2013 年３月） 

「海外で江戸時代の技術・生活文化を展示する試み─国際シンポジウム「海外で「日本」を展示するという

こと─カナダ文明博物館（オタワ）の特別展示「伝統と革新の国，日本」をめぐって─」の趣旨説明をかね

て─」pp.1-14，「日本近世の武士の実態と近年の「サムライジャパン」をめぐって」pp.53-58，（『外国で「日

本」を展示するということ─カナダ文明博物館（オタワ）の特別展示「伝統と革新の国，日本」をめぐって─』

歴博国際シンポジウム成果報告書，2013 年３月） 

（編著）『英国とアイルランドの日本関連コレクションの現状とデータベース化に係る調査報告書』（国立歴

史民俗博物館，74頁，2014 年３月） 

４ 展示図録・資料図録・映像・データベース・フォーラム刊行記録など 

【機構】 

（共編著／筆頭）『アジアの国民国家構想』（久留島浩・趙景達編，青木書店，284 頁，2008 年３月） 

（共編著／筆頭）『国民国家の比較史』（久留島浩・趙景達編，有志舎，464 頁，2010 年３月） 

（共編著／筆頭）久留島浩・高木博志・高橋一樹編『文人世界の光芒と古都奈良─大和の生き字引・水木要

太郎─』（思文閣出版，500 頁，2009 年 11 月） 

【展示図録】 

「小金原の鹿狩り」（『錦絵はいかにつくられたか』平成 21 年度企画展，pp.34-39，2009 年２月） 

「Ⅳ章 文武両道」※川路聖謨 pp.128-131，※箱館戦争 pp.154-155／「エピローグ 武士の消滅と新しい「武
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士道」」pp.156-169（『武士とはなにか』平成 22年度企画展，2010 年 10 月） 

コラム「写真の背後にあるもの④ 毛利敬親・元徳父子と木戸孝允」（平成 23年度企画展『侯爵家のアルバ

ム─孝允から幸一にいたる木戸家写真資料─』pp.37，2011 年３月） 

（編著）『行列にみる近世─武士と異国と祭礼と─』（平成 24年度企画展，244 頁，2012 年 10 月） 

「第２章 近代の震災／プロローグ 幕末・明治の震災」（平成 25年度企画展『歴史にみる震災』，pp.85～

90，2014 年３月） 

【資料目録】 

国立歴史民俗博物館資料目録 11『伊能茂左衛門家資料目録』（国立歴史民俗博物館，537 頁，2014 年３月） 

５ 学会・外部研究会発表要旨 

国際シンポジウム『シーボルトが紹介したかった日本─欧米における日本関連コレクションを使った日本研

究・日本展示を進めるために─』2014 年２月，ドイツ 

 （編著）同予稿集，43頁，2014 年２月 

７ その他（歴史系総合誌，友の会ニュース，新聞署名原稿等） 

「行列にみる近世─武士と異国と祭礼と─」（歴史系総合誌『歴博』174 号，pp.24-25，2012 年９月） 

「「行列」は観られなければならないという属性を持つ」「有君之御方御下向御行列之図」（歴史系総合誌『歴

博』181 号，１頁・20～23 頁，2013 年 11 月） 

 

二 主な研究教育活動（共同研究，調査，展示，教育等） 

１ 主な共同研究等参加状況 

機構関連共同研究「日本関連在外資料調査研究」シーボルト父子関係資料をはじめとする前近代（19世紀）

に日本で収集された資料についての基本的調査研究（研究代表者：久留島浩・平成 22～25 年度） 

・第５回ブランデンシュタイン家所蔵シーボルト関係文書調査（ドイツ・９月５日～13日） 

基幹研究「震災と博物館活動・歴史叙述に関する総合的研究」（総括研究代表者：久留島浩・平成 24年度） 

基盤研究「日本の中山間地域における人と自然の文化誌」（研究代表者：原正利）共同研究員，平成 23～25

年度 

歴史資源開発研究「【展示型】対外関係・交流史を歴史展示で表現するための実践的研究─19 世紀を中心とす

る対米および対独との関係・交流を展示で表現する試み─」（研究代表者：保谷徹）共同研究員，平成 25～27

年度 

２ 外部資金による研究 

科学研究費基盤 S「大規模自然災害時の史料保全論を基礎とした地域歴史資料学の構築」（研究代表：神戸大

学 奥村弘）研究分担者 

科学研究費基盤 C「19 世紀蝦夷地における和人・アイヌの接触・交流に関する研究─北海道有珠郡の歴史─」

（研究代表：早稲田大学 檜皮瑞樹）研究分担者 

４ 主な展示・資料活動・DB など 

平成 25 年度国立歴史民俗博物館企画展「歴史にみる震災」展示プロジェクト委員 

５ 教育（大学非常勤講師，大学院セミナー担当，学位審査の主査・副査・委員，博物館活動など） 

総研大 
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歴史展示研究 A「博物館における歴史叙述の方法に関する研究」 

村落社会論「現在の視点から近世の「村の自画像」を読み直す研究」 

基礎演習Ⅰ・Ⅱ 

集中講義Ｂ「地域研究の方法」 

集中講義Ｃ「博物館とは何だろう」 

立教大学大学院非常勤講師（「日本史演習３」「日本史特殊研究３B」） 

 

三 社会活動等 

１ 館外における各種委員 

千葉市史編さん委員，港区立新郷土資料館等複合施設基本設計事業者選考委員会委員，日本銀行幣博物館諮

問委員，江戸博評価委員会委員 

 

 

小池  淳一 KOIKE Jun’ichi 研究部教授（2011～） 

併任：総研大日本歴史研究専攻教授（2011～），生年：1963 

【学歴】東京学芸大学教育学部（1987 年卒業）筑波大学大学院博士課程歴史人類学研究科（一貫制）（1992

年単位取得退学） 

【職歴】弘前大学人文学部講師（1992），弘前大学人文学部助教授（1994），愛知県立大学文学部助教授（2001），

国立歴史民俗博物館民俗研究部助教授（2003），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館

研究部助教授（2004），総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻助教授併任（2006），大学共同

利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部准教授（2007），総合研究大学院大学文化科学研究

科日本歴史研究専攻准教授併任（2007）大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部

教授（2011），総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻教授併任（2011） 

【学位】博士（文学）（総合研究大学院大学）【専門分野】民俗学（民俗信仰，口承文芸，民俗学史），信仰史

【主な研究テーマ】民俗における文字文化の研究，陰陽道の展開過程の研究，地域史における民俗の研究な

ど【所属学会】日本民俗学会，日本宗教学会（理事），日本昔話学会，日本口承文芸学会，日本文化人類学会，

地方史研究協議会，日本史研究会，日本民具学会，儀礼文化学会，青森県民俗の会ほか 

 

一 著書，論文等 

１ 著書（単著・共著・編著・監修・翻訳など） 

【単著】 

『陰陽道の歴史民俗学的研究』（角川学芸出版，442 頁，2011 年２月） 

【編著】 

『民俗学的想像力』（せりか書房，283 頁，2009 年３月） 

【共編著】 

『簠簋傳・陰陽雑書抜書』（岩田書院，322 頁，2010 年３月，共編者，久野俊彦） 

２ 論文・研究ノート・書評 
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【論文】 

「南島における陰陽道説話の展開」（『口承文芸研究』第 33 号，pp.53-64，2010 年３月）（査読有） 

「口承文芸研究の一視点─その歴史性に着目して─」（『國學院大學紀要』第 49 巻，pp.43-59，2011 年２月）

（査読有） 

「雑誌と民俗学史の視角─石橋臥波の『民俗』と佐々木喜善の『民間伝承』─」（『国立歴史民俗博物館研究

報告』第 165 集，pp.47-62，2011 年３月）（査読有） 

「耳のフォークロア─身体感覚の民俗的基礎─」（『国立歴史民俗博物館研究報告』第 169 集，pp.291-302，

2011 年 11 月）（査読有） 

「国産万年筆研究の課題」（『国立歴史民俗博物館研究報告』第 170 集，pp.1-18，2012 年３月）（査読有） 

「目のフォークロア─兆・応・禁・呪のひとつの基盤─」（『国立歴史民俗博物館研究報告』第174集，pp.133-144，

2012 年３月）（査読有） 

「民家からの民具・生活用具の救出活動─宮城県気仙沼市小々汐─」（共著／葉山茂）国立歴史民俗博物館編

『被災地の博物館に聞く─東日本大震災と歴史・文化資料─』pp.206-241，吉川弘文館，2012 年３月 

「柳田國男における伝説研究の軌跡」（『日本民俗学』270 号，pp.50-64，2012 年５月） 

「陰陽道の説話的起源─龍宮訪問をめぐって─」（『年報  月曜ゼミナール』第５号，pp.91-103，2013 年３月） 

「民俗学における説話研究の視点と方法」（『説話文學研究』48号，pp.38-46，2013 年７月） 

「文字文化を扱うことで民俗研究の視界はどのように広がるか─文字の伝承と書物の民俗─」（『日本民俗学』

275 号，1-13 頁，2013 年８月） 

「修験蔵書にみる宗教知識の位相─福島県南会津地方から─」（松尾恒一編『東アジアの宗教文化─越境と変

容─』，岩田書院，pp.329-342，2014 年３月） 

“Onmyodo and Folkloric Culture：Three Perspectives for The Deveropment of Research”（『Cabiers 

d’Extreme-Asie』21（2012），pp.241-253，École Française d’Extrême-Orient，2014 年３月） 

「東日本大震災と文化資源─宮城県気仙沼市小々汐地区から─」（『国立歴史民俗博物館研究報告』第 183 集，

pp.169-185，2014 年３月）（査読有） 

【研究ノート（シンポジウム報告）】 

「「都市伝説」シンポジウムの趣旨と成果および展望」（『口承文芸研究』36号，pp.84-89，2013 年３月） 

「都市民俗研究の可能性─都市と川─」（歴博国際シンポジウム『日韓比較民俗研究の新視点─博物館型研究

統合の現場から─』，pp.49-52，2013 年 12 月） 

「博物館連携の可能性─東日本大震災を経験して─」（『人間文化研究機構 連携研究「大規模災害と人間文

化研究」平成 24 年度公開シンポジウム 関西地区 報告書』，pp.29-36，2014 年３月） 

【書評】 

「久野俊彦著『絵解きと縁起のフォークロア』」（『口承文芸研究』第 34 号，pp.149-153，2011 年３月） 

「新刊紹介・久野俊彦著『絵解きと縁起のフォークロア』」（『絵解き研究』第23号，pp.119-123，2011 年５月） 

「永池健二『逸脱の唱声 歌謡の精神史』」（『口承文芸研究』第 35 号，pp.191-195，2012 年３月） 

「山本節『異怪と境界─形態・象徴・文化─』」（『口承文芸研究』第 36 号，pp.187-194，2013 年３月） 

（新刊紹介）「牧野陽子著『〈時〉をつなぐ言葉─ラフカディオ・ハーンの再話文学─』」，「岸衛・桜井厚著『差

別の境界をゆく─生活世界のエスノグラフィー─』」，「坂口昌明編『お岩木様一代記』」（『口承文芸研究』36
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号，pp.197-199，日本口承文芸学会，2013 年３月） 

【その他】 

「信仰史の基底」（『宗教研究』第 82巻第４輯，pp.177-178，2009 年３月） 

「里修験と陰陽道─新出の『簠簋』の分析を中心に─」（『宗教研究』第83巻第４輯，pp.488-489，2010 年３月） 

「陰陽道と生活文化─東方朔写本考─」（『宗教研究』第 84巻第４輯，pp.429-430，2011 年３月） 

「陰陽道における「神話」の意義」（『宗教研究』第 85 巻第４輯，pp.387-388，2012 年３月） 

「文化財未満!?─民家からのレスキューをめぐって─」（『人間文化研究情報資源共有化研究会報告集』３，

pp.5-9，2012 年３月） 

「国立歴史民俗博物館における東日本大震災の支援活動と今後の課題」（日高真吾編『記憶をつなぐ─津波災

害と文化遺産─』，pp.95-102，財団法人千里文化財団，2012 年９月） 

「一軒の民家から─民俗学から地域史への提言─」（『震災から 20ヶ月─民俗学に今何ができるのか（第 29

回東北地方民俗学合同研究会資料集）』，pp.12-13，岩手民俗の会） 

３ 調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典項目など 

「波照間島のクリョン」（『西郊民俗』225 号，pp.31-32，2013 年 12 月） 

４ 展示図録・資料図録・映像・データベース・フォーラム刊行記録など 

【機構】 

『人間文化研究における連携構築と社会発信に関する方法論の考究』（人間文化研究機構，64頁，2010 年３月） 

『唱導文化の比較研究』（岩田書院，385 頁，2011 年３月，共編者，林雅彦） 

７ その他（歴史系総合誌，友の会ニュース，新聞署名原稿等） 

【歴史系総合誌】 

「歴博映像フォーラム４「筆記の近代誌─万年筆をめぐる人びと─」」（『歴博』第 157 号，pp.24-25，国立歴

史民俗博物館，2009 年 11 月） 

「桜に寄せた心─月輪寺略縁起と時雨の桜─」（『歴博』第 159 号，pp.20-23，国立歴史民俗博物館，2010 年

３月） 

「民俗としての巻物─祭り・儀礼とのかかわりから─」（『歴博』第 173 号，pp.20-23，国立歴史民俗博物館，

2012 年７月） 

「総合展示第４展示室「列島の民俗文化」の射程」（『歴博』第 176 号，pp.2-5，国立歴史民俗博物館，2013

年１月） 

「〈職〉からみる民俗」（『歴博』第 176 号，pp.16-17，国立歴史民俗博物館，2013 年１月） 

【友の会ニュース】 

「新しい民俗展示「列島の民俗文化」─現代性や東日本大震災を組み込んで─」（『国立歴史民俗博物館友の

会ニュース』162 号，pp.1-2，一般財団法人歴史民俗博物館振興会，2012 年８月） 

【その他】 

「鯉のぼりと吹き流し」（『いとをかし』Vol.17，pp.13，両口屋是清，2013 年５月） 

 

二 主な研究教育活動（共同研究，調査，展示，教育等） 

１ 主な共同研究等参加状況 
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基盤研究「柳田國男収集考古資料の研究」（研究代表者：設楽博己，平成 23年度～25 年度）研究分担者 

基盤研究「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」（研究代表者：川村清志，

平成 24～27 年度）副代表 

基盤研究「東アジアの宗教をめぐる交流と変容」（平成 24～26 年度）副代表 

基盤研究「学際的研究による漆文化史の新構築」（研究代表者：日高薫，平成 25～27 年度）研究分担者 

機構連携研究「大規模災害と広域博物館連携に関する総合的研究」（平成 24～26 年度）研究代表者 

２ 外部資金による研究 

科学研究費基盤研究（C）「職人技術における伝統の保持と近代化に関する研究─「手作り」を視点に─」（平

成 24～26 年度）研究代表者 

３ 国際交流事業 

「博物館型研究統合による日韓地域比較」代表者（2010～2015 年度） 

４ 主な展示・資料活動・DB など 

総合展示第４室「列島の民俗文化」展示プロジェクト委員（代表） 

展示プロジェクト「万年筆─技とその時代─」（仮称）（代表） 

５ 教育（大学非常勤講師，大学院セミナー担当，学位審査の主査・副査・委員，博物館活動など） 

東京成徳大学人文学部非常勤講師（博物館経営論） 

東邦大学薬学部非常勤講師（民俗学） 

総研大集中講義「日本歴史研究の方法Ｂ─地域研究の方法 2013─」2013 年７月 27 日～30 日 

総合研究大学院大学位審査，東洋大学文学部学位審査 

 

三 社会活動等 

１ 館外における各種委員 

青森県史編さん企画編集委員，民俗部会長，八千代市文化財審議会委員 

 

 

小島  道裕 KOJIMA Michihiro 研究部教授（2008～） 

併任：博物館資源センター長（2011～2012），総研大日本歴史研究専攻・専攻長（2008～2009），総研大日本

文化歴史専攻教授（2008～），生年：1956 

【学歴】京都大学文学部（国史学）（1980 年卒業）京都大学大学院文学研究科博士課程（国史学）（1985 年単

位取得退学） 

【職歴】京都大学研修員（1985），京都大学文学部助手（1986）国立歴史民俗博物館歴史研究部助手（1989），

同助教授（1994），総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻助教授併任（1999）大学共同利用機

関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部准教授（2007），総合研究大学院大学文化科学研究科日本

歴史研究専攻准教授併任（2007）大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部教授

（2008），総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻教授併任（2008） 

【学位】文学博士（京都大学）（2006 年取得）【専門分野】日本中世史，博物館教育【主な研究テーマ】日本

中近世の都市と社会，洛中洛外図屏風，歴史展示における教育プログラム【所属学会】日本史研究会，古文
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書学会，比較都市史研究会，家具道具室内史学会【研究目的・研究状況】日本の中世から近世にかけて，主

に都市に関わる具体的な資料を通じて，社会のさまざまな側面を明らかにする。洛中洛外図屏風や古文書な

どを，共同研究や企画展示で扱いながら，研究を進めると共に，成果を発信している。http：

//www.rekihaku.ac.jp/kenkyuu/kenkyuusya/kojima/index.html 

 

一 著書，論文等 

１ 著書（単著・共著・編著・監修・翻訳など） 

【単著】 

『描かれた戦国の京都─洛中洛外図屏風を読む─』吉川弘文館，186 頁，2009 年 10 月 

【編著】 

『史跡で読む日本史７ 戦国の時代』吉川弘文館，250 頁，2009 年 12 月 

『武士と騎士─日欧比較中近世史の研究─』思文閣出版，500 頁，2010 年３月 

【共著】 

「さまざまな館・園の教育活動の特色 歴史博物館」「教育担当学芸員の仕事の多様性 歴史博物館」「教育

プログラムの作成」（小笠原喜康・矢島國雄・並木美砂子編『博物館教育論─新しい博物館教育を描き出す─』

pp.100-103，202-3，224-7，2012 年３月） 

２ 論文・研究ノート・書評 

【論文】 

「洛中洛外図屏風歴博甲本の成立と初期洛中洛外図屏風諸本」（『国立歴史民俗博物館研究報告』第 145 集，

pp.317-347，2008 年 11 月）（査読有） 

「洛中洛外図屏風『東博模本』の成立事情および『朝倉本』に関する考察」（『文化科学研究』５，pp.5-26，

2009 年３月）（査読有） 

「洛中洛外図屏風の使用に関する考察」（『家具道具室内史研究』第２号，pp.17-29，2010 年５月）（査読無） 

「博物館における教育の意味」（『社会教育』No.770（特集「博物館と学校・地域との関係をいかに深めるか」）

pp.6-11，2010 年８月）（査読無） 

「中世地方都市データベースの試み」（千田嘉博・矢田俊文編『都市と城館の中世─学融合研究の試み─』高

志書院，pp.161-174，2010 年４月）（査読無） 

「研究展望 戦国期城下町と楽市令再考─仁木宏氏の批判に応えて─」（『日本史研究』 587 号，pp.54-67，2011

年７月）（査読有） 

「洛中洛外図屏風歴博甲本の制作事情をめぐって」（『洛中洛外図屏風歴博甲本の総合的研究』国立歴史民俗

博物館研究報告第 180 集，pp.107-128，2014 年２月）（査読有） 

【研究ノート】 

「研究ノート『武士関係資料』再論」（『国立歴史民俗博物館研究報告』第 182 集，pp.201-6，2014 年１月）

（査読有） 

【資料紹介】 

「資料紹介『出陣次第』─戦国時代の戦陣故実─」（共著・筆頭／マルクス・リュッターマン）（『国立歴史民

俗博物館研究報告』第 163 集，pp.313-342，2011 年３月）（査読有） 
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「資料紹介 『大和三位入道宗恕家乗』─軍配者の故実と伝承─」（『国立歴史民俗博物館研究報告』第 183 集，

pp.305-318，2014 年３月）（査読有） 

【書評】 

「書評 山村亜希著『中世都市の空間構造』」（『歴史評論』No.718，pp.87-91，2010 年２月）（査読無） 

３ 調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典項目など 

【編著】 

『洛中洛外図屏風歴博甲本の総合的研究』国立歴史民俗博物館研究報告第 180 集，229 頁，2014 年２月 

４ 展示図録・資料図録・映像・データベース・フォーラム刊行記録など 

編著『都市を描く─京都と江戸─』人間文化研究機構連携展示図録，240 頁，2012 年３月 

編著『中世の古文書─機能と形─』平成 25 年度国立歴史民俗博物館企画展示「中世の古文書─機能と形─」，

222 頁，2013 年 10 月 

「中世制札の機能と形」（『中世の古文書─機能と形─』平成 25年度国立歴史民俗博物館企画展示「中世の古

文書─機能と形─」，pp.202-203，2013 年 10 月） 

６ 総合研究大学院大学（シンポ・研究の 前線など） 

（共編著／日高薫）『美術資料に歴史を読む─漆器と洛中洛外図─』歴史研究の 前線 vol.11，総研大日本歴

史研究専攻・国立歴史民俗博物館，114 頁，2009 年３月 

「洛中洛外図屏風から風俗画と地誌へ」（『総研大 教員学生連携研究「日本中世・近世の地誌と風俗」報告書』

pp.37-42，2010 年３月）（査読無） 

７ その他（歴史系総合誌，友の会ニュース，新聞署名原稿等） 

【歴史系総合誌】 

「『出陣次第』─戦国武将のまじない─」（歴史系総合誌『歴博』No.163，p.15，2010 年９月） 

「歴史資料としての洛中洛外図」（歴史系総合誌『歴博』No.164，p.1，2011 年１月） 

「洛中洛外図屏風の系譜」（歴史系総合誌『歴博』No.164，pp.2-6，2011 年１月） 

「『職人風俗絵巻』と『洛中洛外図屏風歴博 F本』」（（歴史系総合誌『歴博』No.164，pp.20-23，2011 年１月）） 

「研究者紹介：中世と近世 城下町と博物館」（歴史系総合誌『歴博』No.168，pp.26-27，2011 年９月） 

「企画展示『洛中洛外図屏風と風俗画』」（歴史系総合誌『歴博』No.164，pp.24-25，2012 年１月） 

「洛中洛外図屏風歴博甲本の復元」（歴史系総合誌『歴博』No.171，pp.28-29，2012 年３月） 

「歴博井戸端会議（展示室 Q&A『後家尼』について）」（歴史系総合誌『歴博』No.174，p.31，2012 年９月） 

「企画展示『中世の古文書─機能と形─』」（歴史系総合誌『歴博』No.180，pp.24-25，2013 年７月） 

【友の会ニュース】 

「特集展示『マリア十五玄義図の探究』」（『友の会ニュース』No.157，p.3，2011 年 10 月） 

「企画展示『洛中洛外図屏風と風俗画』」（『友の会ニュース』No.159，pp.1-2，2012 年２月） 

「企画展示『中世の古文書─機能と形─』」（『友の会ニュース』No.169，pp.1-2，2013 年 10 月） 

【その他】 

「マリア十五玄義図・「島原」・鎖国令高札─シンポジウムテーマ「城・外交・祈り」に寄せて─」（服部英雄・千

田嘉博・宮武正登編『原城と島原の乱─有馬の城・外交・祈り─』新人物往来社，pp.148-163，2008年 11月） 

「解説：城跡に歴史を読む」（千田嘉博『戦国の城を歩く』ちくま学芸文庫，pp.212-218，2009 年８月） 
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「歴史を展示する─現状複製と復元複製」（『月刊みんぱく』第 36巻３号，p.6，2012 年３月） 

「洛中洛外図屏風─美しさの背後にあるもの─」（『HUMAN』vol.２，pp.4-18，2012 年３月） 

「シンポジウム「災害と歴史資料の保存」に参加して」（『地方史研究』359 号，pp.88-90，2012 年 10 月） 

「史料紹介『永禄六年北国下り遣足帳』」（『日本歴史』784 号，口絵，2013 年９月） 

「歴博甲本『洛中洛外図屏風』」（『週刊日本の歴史』朝日新聞出版，pp.30-32，2013 年 12 月） 

「はがき通信」（『日本歴史』790 号，p.144，2014 年３月） 

 

二 主な研究教育活動（共同研究，調査，展示，教育等） 

１ 主な共同研究等参加状況 

機構連携研究「『職人絵』を中心とする日本中世近世都市風俗画の研究」（研究代表者：大高洋司）研究分担

者 

４ 主な展示・資料活動・DB など 

国立歴史民俗博物館平成 25 年度企画展示『中世の古文書─機能と形─』展示代表者，10月８日～12月１日 

総合展示第２室「東国と西国」「印刷文化」「大名と一揆」「民衆の生活と文化」「大航海時代の中の日本」展

示プロジェクト委員 

５ 教育（大学非常勤講師，大学院セミナー担当，学位審査の主査・副査・委員，博物館活動など） 

「歴史展示とは何だろう─国立歴史民俗博物館の展示から─」（和洋女子大学  日本文学・文化学類  見学ガ

イダンス 2013 年５月 23 日  歴博講堂） 

 

三 社会活動等 

１ 館外における各種委員 

東京都江戸東京博物館資料収蔵委員会委員，京都府京都文化博物館展示企画委員会委員（特別展「京を描く」） 

２ 講演・カルチャーセンターなど 

「洛中洛外図屏風を読み解く」NHK 文化センター町田教室主催，2013 年 10 月 23 日 

「洛中洛外図屏風を読む」和塾主催，ロンドンギャラリー，2013 年 10 月 30 日 

「歴博講演会：中世の古文書を考える」歴博講堂，2013 年 11 月９日 

「大友氏と豊後府内─『小京都』を作った戦国大名─」大分市教育委員会主催市民意見交換会，ホルトホー

ル大分，2014 年１月 18 日 

「隠されたキリシタン絵画─マリア十五玄義図の探究─」東京 YMCA 主催，東京大学 YMCA，2014 年２月 26 日 

３ マスコミ（テレビ・ラジオ・雑誌など） 

NHKFM「ひるどき情報ちば『週末はミュージアム』」2013 年 10 月 18 日 11 時 10 分前後 企画展示「中世の

古文書」を紹介（電話による生出演） 

NHK ラジオ第一「ラジオあさいちばん『おでかけウォッチ』」2013 年 11 月８日７：45～７：52 企画展示「中

世の古文書」を紹介（事前収録） 
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四 活動報告 

 科研・共同研究で行った「洛中洛外図屏風歴博甲本の総合的研究」（2009～11 年度）の成果として，2012

年春に企画展示「洛中洛外図屏風と風俗画」を開催，「歴博甲本人物データベース」も公開したが，今年度は

研究報告を刊行して，画像復元や，描かれたものの意味，制作目的と作者などの問題について，新たな水準

を提示することができた。「歴博甲本」以外の洛中洛外図屏風についても研究を進めており，洛中洛外図屏風

という資料についての総体的な理解を図ることを目指している。 

 2013 年秋には，企画展示「中世の古文書」を開催したが，その過程で，制札などの木に書かれた文書類に

ついて，その形と機能についての新たな発見があり，中世以降日本社会に広く見られる「頭のとがった板に

書く」という現象自体についても検討を始めた。具体的な資料を通じた社会史研究の新たな展開につながる

かもしれない。 

 企画展示に際しては，新たな展示手法や体験プログラムの考案も行っており，歴史展示や博物館教育の実

践的な研究として意味があった。また，企画展示をきっかけに，SNS（ツイッター）を利用した発信も試みて

おり，展示や研究の広報というだけでなく，展示・刊行物・対面の集会などと共に，メディアミックス的な

効果を挙げうる媒体として位置づけられ，またそれぞれの意味を相対化できるのではないかと考えている。 

 総合展示第２展示室「中世」のリニューアルも今後の大きな課題であり，日本の中世をどのような資料を

用いてどのように描くことができるか，これまでの中世史研究を見直しながら，それに向けての共同研究な

どを組織していきたい。 

 

 

小瀬戸  恵美 KOSETO Emi 研究部准教授（2010.1～） 

【学歴】東京大学理学部化学科（1995 年卒業），東京藝術大学大学院美術研究科文化財保存学専攻博士後期課

程（2000 年中途退学） 

【職歴】アメリカ合衆国ゲティ保存研究所グラジュエイトインターン（1999），国立歴史民俗博物館情報資料

研究部助手（2000），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部助手（2004），大学

共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部助教（2007），大学共同利用機関法人人間文化

研究機構国立歴史民俗博物館研究部准教授（2010） 

【学位】文化財修士（東京藝術大学）（1998 年取得）【専門分野】保存科学，文化財保存学【主な研究テーマ】

博物館施設における空気環境，資料劣化原因／過程に関する研究【所属学会】文化財保存修復学会，日本文

化財科学会，国際博物館会議（International Committee of Museum，ICOM），International Institute for 

Conservation of Historic and Artistic Works（IIC）【研究目的・研究状況】Ekoseto＠rekihaku.ac.jp 

 

一 著書，論文等 

２ 論文・研究ノート・書評 

【論文】 

「ラマンイメージング装置による伊勢市版歌川派錦絵および版木の色材分析」（共著／坂本章，落合周吉，東

山尚光，増谷浩二，木村淳一）（『国立歴史民俗博物館研究報告』第 153 集，pp.1-19，2009 年３月）（査読有） 

「Raman studies of Japanese art objects by a portable Raman spectrometer using liquid crystal tunable 
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filters」（共著・筆頭/Akira Sakamoto, Shukichi Ochiai, Hisamitsu Higashiyama, Koji Masutani, Jun-ichi 

Kimura, Mitsuo Tasumi）（『Journal of Raman Spectroscopy』Vol.43，pp.787-792，2012 年６月，published 

online on October 27）（査読有） 

４ 展示図録・資料図録・映像・データベース・フォーラム刊行記録など 

「第四部 錦絵を科学する「ラマンでみる錦絵の色」（『錦絵はいかにつくられたか』平成 20 年度国立歴史民

俗博物館企画展展示図録，pp.60-69，2009 年） 

６ 総合研究大学院大学（シンポ・研究の 前線など） 

「偽物をテーマとした学際研究の可能性の提案」『総研大研究プロジェクト第５回企画会議』国立遺伝学研究

所 2013 年３月 14 日 

７ その他（歴史系総合誌，友の会ニュース，新聞署名原稿等） 

「よみがえる錦絵と技術」（歴史系総合誌『歴博』181 号，pp.24-25，2013 年 11 月） 

 

二 主な研究教育活動（共同研究，調査，展示，教育等） 

１ 主な共同研究等参加状況 

基盤研究「年代情報に基づく木材の利用・活用に関する横断的研究」（研究代表者：坂本稔）研究分担者（2013

～2015） 

機構連携研究「歴史研究資料としての映画の保存と活用に関する基盤的研究」（研究代表者：内田純子）研究

分担者（2010～2014） 

機構連携研究「人間文化資源の保存環境研究」（研究代表者：園田直子）研究分担者（2010～2014） 

２ 外部資金による研究 

科学研究費基盤研究Ｂ「江戸時代から明治初期にかけての絵画・版画・和本の色材と制作技術に関する研究」

研究代表者（2011～2013） 

４ 主な展示・資料活動・DB など 

企画展「大ニセモノ博覧会 ホンモノってなに！」展示プロジェクト委員（2012～2014） 

５ 教育（大学非常勤講師，大学院セミナー担当，学位審査の主査・副査・委員，博物館活動など） 

専修大学非常勤講師（博物館資料保存論・博物館展示論） 

総合研究大学院大学学生セミナー担当 

 

 

齋藤  努 SAITO Tsutomu 広報連携センター長（2013～），研究部教授（2009～） 

併任：総研大日本歴史研究専攻長（2010～2011），同教授（2009～），生年：1961 

【学歴】東京大学理学部化学科（1983 年卒業），東京大学大学院理学系研究科化学専攻博士課程（1988 年修了） 

【職歴】東京大学非常勤講師教養学部（1988），国立歴史民俗博物館情報資料研究部助手（1988），同助教授

（1999），総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻助教授併任（2002），大学共同利用機関法人

人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部助教授（2004），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴

史民俗博物館研究部准教授（2007），総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻准教授併任（2007），

大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部教授（2009），総合研究大学院大学文化科
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学研究科日本歴史研究専攻教授併任（2009），総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻長併任

（2010～2011），広報連携センター長併任（2013～2014） 

【学位】理学博士（東京大学）（1988 年取得）【専門分野】文化財科学【主な研究テーマ】歴史資料の自然科

学的手法による分析（材質，技法，年代，産地）【所属学会】日本文化財科学会，文化財保存修復学会，日本

分析化学会【研究目的・研究状況】美術品・工芸品・考古遺物などの歴史資料を対象として自然科学的な手

法を用いて調査を行い，人文科学的な研究結果とあわせることによって，原料の流通や人の交流，使用され

ていた技術などについて考察を加える。また，伝統技術に関する実地調査や再現実験なども実施している。 

 

一 著書，論文等 

１ 著書（単著・共著・編著・監修・翻訳など） 

【単著】 

『金属が語る日本史─銭貨・日本刀・鉄炮─』歴史文化ライブラリー355，吉川弘文館，205頁，2012 年 11月 

【監修】 

『考古調査ハンドブック２ 必携 考古資料の自然科学調査法』ニューサイエンス社，253 頁，2010 年２月 

２ 論文・研究ノート・書評 

【論文】 

「大鍛冶の炉内反応に関する実験的検証」（共著・筆頭／坂本稔，伊達元成，高塚秀治）（『考古学と自然科学』

59，pp.29-55，2009 年６月）（査読有） 

「鉛同位体比分析による古代朝鮮半島・日本出土青銅器などの原料産地と流通に関する研究─韓国嶺南地域

出土・東京大学所蔵楽浪土城出土・宮内庁所蔵の資料などを中心に─」（共著・筆頭／土生田純之，亀田修一，

福尾正彦，鄭仁盛，高田貫太，風間栄一，藤尾慎一郎，柳昌煥，趙榮濟）（『考古学と自然科学』59，pp.57-81，

2009 年６月）（査読有） 

「日韓青銅製品の鉛同位体比を利用した産地推定の研究」（共著・筆頭／藤尾慎一郎）（『国立歴史民俗博物館

研究報告』第 158 集，pp.163-288，2010 年３月）（査読有） 

「東アジア青銅器と鉛同位体比」（『古墳時代の考古学８ 隣接科学と古墳時代研究』一瀬和夫・福永伸哉・

北條芳隆編，同成社，pp.101-108，2012 年３月） 

「高濃度のヒ素を含む古代の鉄関連資料の事例」（共著／高塚秀治，永嶋正春，坂本稔）（『国立歴史民俗博物

館研究報告』第 177 集，pp.107-125，2012 年 11 月）（査読有） 

「刀匠の継承する伝統技術の自然科学的研究」（共著／坂本稔，高塚秀治）（『国立歴史民俗博物館研究報告』

第 177 集，pp.127-178，2012 年 11 月）（査読有） 

「大鍛冶の炉内反応に関する検証と実験的再現」（共著／坂本稔，高塚秀治）（『国立歴史民俗博物館研究報告』

第 177 集，pp.179-229，2012 年 11 月）（査読有） 

「江戸期小判などの色揚げに関する自然科学的研究」（『国立歴史民俗博物館研究報告』第 183 集（開館三〇

周年記念論文集Ⅱ），pp.1-51，2014 年３月）（査読有） 

３ 調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典項目など 

「第四節 上総国分僧寺跡出土青銅製品の鉛同位体比測定結果」（『市原市埋蔵文化財調査センター調査報告

書第８集 上総国分寺台遺跡調査報告ⅩⅨ 上総国分僧寺跡Ⅰ（本文篇２）』市原市教育委員会，pp.1228-1229，
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2009 年３月） 

「第９章 青森市新田（１）遺跡出土八稜鏡の鉛同位体比測定結果」『青森県埋蔵文化財調査報告書 第 472

集 新田（１）遺跡─東北新幹線建設事業に伴う遺跡発掘調査報告─（第２分冊）』50，青森県教育委員会，

p.50，2009 年３月） 

「付載１ 備前国分寺跡出土銅関連資料の自然科学的分析結果」（『赤磐市文化財調査報告書 第３集 備前

国分寺跡』岡山県赤磐市教育委員会，pp.301-306，2009 年２月） 

「附編４ 出土経軸端の青銅部分の鉛同位体比分析と金層の化学分析」（『須賀川市文化財調査報告書 第 59

集 上人壇廃寺跡』福島県須賀川市教育委員会，pp.327-335，2011 年３月） 

「使用されていた鉛部材の鉛同位体比測定結果」（『東叡山寛永寺徳川将軍家御裏方霊廟』第３巻，寛永寺谷

中徳川家近世墓所調査団編，pp.180-184，2012 年２月） 

「第５章 第７節 中村１号墳出土資料の鉛同位体比分析結果」『出雲市の文化財報告書 15 中村１号墳』本

文編，出雲市教育委員会，pp.167-170，2012 年５月） 

「切山城跡出土火縄銃弾丸の理化学的分析結果」（共著／永嶋正春）（『金沢市文化財紀要 295 加越国境城郭

群と古道調査報告書─切山城跡・松根城跡・小原越─』金沢市埋蔵文化財センター，pp.73-76，2014 年３月） 

４ 展示図録・資料図録・映像・データベース・フォーラム刊行記録など 

「日本刀の技」（『時代を作った技─中世の生産革命─』平成25年度国立歴史民俗博物館企画展示，pp.157-161，

国立歴史民俗博物館，2013 年７月） 

５ 学会・外部研究会発表要旨 

「日本刀の素材と刀匠の技術」（『第 11回 考古学と中世史シンポジウム 金属の中世─資源と流通─』資料

集，pp.37-52，帝京大学文化財研究所，日本，2013 年７月６日） 

「江戸期小判などの色揚げに関する自然科学的研究」（『日本文化財科学会第 30 回大会研究発表要旨集』

pp.82-83，弘前大学，日本，2013 年７月７日） 

「The Presumed Reaction Mechanisms of Oroshi-gane, Manufacturing Process of the Material of Kawagane 

for Japanese Swords」『Abstracts of BUMA８』D-04, Nara Prefectural Cultural Hall, Japan, 10th - 15th 

Sep. 2013 

６ 総合研究大学院大学（シンポ・研究の 前線など） 

「失われた技術「大鍛冶」の再現」（齋藤努・藤尾慎一郎編（『歴史研究の 前線 12─分析科学と歴史学』日

本歴史研究専攻，pp.6-38，2010 年１月） 

７ その他（歴史系総合誌，友の会ニュース，新聞署名原稿等） 

「歴博対談 日本刀製作の伝統技術と科学的視点」（法華三郎信房）（歴史系総合誌『歴博』156 号，pp.2-7，

2009 年９月） 

 

二 主な研究教育活動（共同研究，調査，展示，教育等） 

１ 主な共同研究等参加状況 

基盤研究「日韓における青銅原料の産地の変遷に関する研究」（研究代表者：齋藤努）義城尹岩里古墳群，嶺

南文化財研究院，釜山大学校博物館，慶州国立博物館における調査，７月 30日～８月２日，韓国 

同，胎内市教育委員会における調査，11月 20 日～21 日，新潟県 
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同，東亜細亜文化財研究院における調査，１月 22日～24 日，韓国 

同，喜界町教育委員会における調査，２月 26 日～27 日，鹿児島県 

同，研究発表会，２月 17日，国立歴史民俗博物館 

基盤研究「年代情報に基づく木材の利用・活用に関する横断的研究」（研究代表者：坂本稔）研究分担者，研

究発表会，10 月６日，国立歴史民俗博物館 

同，丸山 B遺跡の調査，２月 23 日，三鷹市，東京都 

２ 外部資金による研究 

科学研究費基盤研究（B）「日韓における青銅器原料の国産開始時期と産地の変遷に関する研究」（研究代表 齋

藤努） 

科学研究費基盤研究（B）「江戸時代から明治初期にかけての絵画・版画・和本と色材と製作技術に関する研

究」（研究代表 小瀬戸恵美）研究分担者 

科学研究費基盤研究（B）「日韓古代人骨の分析化学・年代学的研究と三国時代の年代」（研究代表 藤尾慎一

郎）研究分担者 

科学研究費基盤研究（B）「スズ同位体トレーサーによる青銅器のリサイクルの検証」（研究代表 中井俊一）

研究分担者 

４ 主な展示・資料活動・DB など 

国立歴史民俗博物館平成 25 年度企画展示『時代を作った技─中世の生産革命─』展示プロジェクト委員 

５ 教育（大学非常勤講師，大学院セミナー担当，学位審査の主査・副査・委員，博物館活動など） 

専修大学大学院文学研究科非常勤講師（アジア考古学特講Ⅰ（修士），東アジア考古学特殊研究Ⅱ（博士）） 

総研大集中講義 B「地域研究の方法」2013 年７月 27 日～28 日 

 

三 社会活動等 

１ 館外における各種委員 

文化財保存修復学会大会プログラム作成委員 

３ マスコミ（テレビ・ラジオ・雑誌など） 

文化放送ラジオ「サイエンスキッズ」2013 年 11 月 23 日・30 日 17：30～17：45 録音 

 

四 活動報告 

「皇朝十二銭の原料」（『歴博だより』８月 29 日，歴博ホームページ） 

「江戸時代の金貨の色」（『歴博だより』９月 26日，歴博ホームページ） 

「銅銭の丸い形と四角い穴」（『歴博だより』12月９日，歴博ホームページ） 

 

 

坂本  稔 SAKAMOTO Minoru 研究部教授（2013～） 

併任：総研大日本歴史研究専攻教授（2013～） 

【学歴】東京大学理学部化学科（1989 年卒業），東京大学大学院理学系研究科化学専攻修士課程（1991 年修

了），東京大学大学院理学系研究科化学専攻博士課程（1994 年修了） 
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【職歴】国立歴史民俗博物館情報資料研究部助手（1994），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史

民俗博物館研究部助教授（2004），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部准教授

（2007），総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻准教授併任（2008），大学共同利用機関法人

人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部教授（2013），総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究

専攻教授併任（2013） 

【学位】博士（理学）（東京大学）（1994 年取得）【専門分野】文化財科学【主な研究テーマ】同位体分析に基

づく年代測定・産地推定【所属学会】日本文化財科学会，文化財保存修復学会【研究目的・研究状況】炭素

14 年代法を中心に，精度の向上と実年代の獲得に研究の重点を置く，sakamoto@rekihaku.ac.jp 

 

一 著書，論文等 

２ 論文・研究ノート・書評 

【論文】 

「考古学と炭素 14 年代法」（『放射線と産業』123，pp.46-51，2009 年９月） 

「北陸地方石川県における縄文晩期から弥生移行期の炭素 14年代測定研究」（共著／小林謙一，福海貴子，

工藤雄一郎，山本直人）（『国立歴史民俗博物館研究報告』第 150 集，pp.1-32，2010 年３月）（査読有） 

「古墳出現期の炭素 14年代測定」（共著／春成秀爾，小林謙一，今村峯雄，尾嵜大真，藤尾慎一郎，西本豊

弘）（『国立歴史民俗博物館研究報告』第 163 集，pp.133-176，2011 年３月）（査読有） 

「Design and performance tests of an efficient sample preparation system for AMS-14C dating」（共

著・筆頭／Mineo Imamura, Akira Kodaira）『Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B』

268， pp.935-939，2010 年４月（査読有） 

「高濃度のヒ素を含む古代の鉄関連資料の事例」（共著／高塚秀治，永嶋正春，齋藤努）（『国立歴史民俗博物

館研究報告』第 177 集，pp.107-125，2012 年 11 月）（査読有） 

「刀匠が継承する伝統技術の自然科学的調査」（共著／齋藤努，坂本稔，高塚秀治）（『国立歴史民俗博物館研

究報告』第 177 集，pp.127-178，2012 年 11 月）（査読有） 

「大鍛冶の炉内反応に関する検証と実験的再現」（共著／齋藤努，坂本稔，高塚秀治）（『国立歴史民俗博物館

研究報告』第 177 集，pp.179-209，2012 年 11 月）（査読有） 

「歴史的建造物由来ヒノキ材の年代判定」（共著／横山操，伊東隆夫，川井秀一，尾嵜大真，今村峯雄，光谷

拓実，窪寺茂，濵島正士）（『国立歴史民俗博物館研究報告』176，pp.57-79，2012 年 12 月）（査読有） 

「放射性炭素年代測定法を用いた中近世建築遺構の年代判定」（共著／中尾七重，渡辺洋子，今村峯雄）（『国

立歴史民俗博物館研究報告』第 176 集，pp.81-117，2012 年 12 月）（査読有） 

「本願寺御影堂門の建築部材における 14C 年代測定」（共著／横山操，杉山淳司，川井秀一）（『国立歴史民俗

博物館研究報告』第 176 集，pp.119-128，2012 年 12 月）（査読有） 

「炭素 14年代法による茨城県牛久市観音時の年代」（共著・筆頭／今村峯雄，一色史彦，若狭幸，松崎浩之）

（『国立歴史民俗博物館研究報告』第 176 集，pp.129-140，2012 年 12 月）（査読有） 

「伝円珍筆三井寺切の放射性炭素年代と紙背『文選注』断簡の書写年代」（共著／小田寬貴，安裕明，池田和

臣）（『国立歴史民俗博物館研究報告』第 176 集，pp.141-160，2012 年 12 月）（査読有） 

「表計算ソフトによる炭素 14 年代較正プログラム RHC バージョン４」（『国立歴史民俗博物館研究報告』第 176
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集，pp.169-176，2012 年 12 月）（査読有） 

「日本産樹木年輪の炭素 14 年代測定」（『号外地球』63，pp.114-120，海洋出版，2014 年２月）（査読無） 

「14C-ウィグルマッチ法による高精度年代測定」（『考古学ジャーナル』632，pp.20-24，2012 年８月）（査読無） 

「桜井茶臼山古墳出土木棺の年代測定」（共著／寺澤薫，東影悠）（『奈良県立橿原考古学研究所彙報青陵』136，

pp.4-6，2012 年 10 月）（査読無） 

３ 調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典項目など 

「船橋市飛ノ台貝塚出土試料の炭素 14年代測定」（共著／小林謙一）（『飛ノ台史跡公園博物館紀要』８，船

橋市飛ノ台史跡公園博物館，pp.1-13，2011 年３月） 

「船橋低地における埋蔵文化財調査出土貝類の炭素 14 年代測定」（共著／小林謙一，道上文）（『飛ノ台史跡

公園博物館紀要』８，船橋市飛ノ台史跡公園博物館，pp.14-21，2011 年３月） 

「新田（１）・（２）遺跡出土の漆紙様資料」（共著・筆頭／永嶋正春）『青森市埋蔵文化財調査報告書』108-2，

青森市教育委員会，pp.45-46，2011 年３月） 

編著『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』国立歴史民俗博物館研究報告第 176 集，

178 頁，2012 年 12 月 

４ 展示図録・資料図録・映像・データベース・フォーラム刊行記録など 

【展示図録】 

「炭素 14年代法と年代較正」（『縄文はいつから!?─１万５千年前になにがおこったのか─』平成 21年度国立

歴史民俗博物館企画展図録，pp.56-58，2009 年 10 月） 

５ 学会・外部研究会発表要旨 

「14C wiggle-matching of buried wood of Baekdu Mountain by B-Tm eruption - possible offsets compared 

to IntCal」Mitsutani, Imamura と連名（『7th International Symposium “14C & archaeology”』 

Sint-Pietersabdij，Belgium，2013 年４月８～12日） 

「実年代の定まった日本産樹木の高精度炭素 14年代測定─紀元前２世紀から６世紀まで」光谷，中塚と連名

（『日本文化財科学会第 30 回大会要旨集』pp.190-191，弘前大学，日本，2013 年７月６・７日） 

「Precise AMS radiocarbon dating of Japanese tree rings from ４th to ７th century AD」（『EA-AMS５』

Korean Institute of Geoscience and Mineral Resources, Korea, 2013 年 10 月 15～18 日） 

「Radiocarbon dating of Japanese tree rings from 4c to 7c AD in comparison to archaeological chronology」

（『9th International Conference on Dendrochronology』Melbourne Convention and Exhibition Centre, 

Australia, 2014 年１月 13～17 日） 

「Application of radiocarbon dating for archaeology」（『Modern Human Diversity on Genes and Culture 

- with special reference to Asia and Oceania』The Graduate University for Advanced Studies, Japan, 

2014 年２月３日） 

 

二 主な研究教育活動（共同研究，調査，展示，教育等） 

１ 主な共同研究等参加状況 

基盤研究「年代情報に基づく木材の利用・活用に関する横断的研究」（研究代表者：坂本稔） 

重要文化財旧滝沢本陣の調査，４月 18日，会津若松市，福島県 
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金山寺制札の調査，４月 25 日，東京大学史料編纂所，東京都 

重要文化財土田家住宅の調査，９月 30日・11 月 11 日，由利本荘市，秋田県 

重要文化財石場家の調査，10 月１日，弘前市，青森県 

重要文化財鈴木家住宅の調査，11月 10 日，羽後町，秋田県 

大河内薬師堂の調査，11月 17・18 日，松阪市，三重県 

那珂市会澤家住宅の調査，１月 23日，ひたちなか市，茨城県 

三鷹市丸山 B遺跡の調査，２月 23日，三鷹市，東京都 

２ 外部資金による研究 

科学研究費補助金（基盤Ｂ）「東アジア産樹木年輪による過去千年間の大気中炭素 14 濃度の復原」研究代表

者 

科学研究費補助金（基盤Ｂ）「日韓古代人骨の分析化学・年代学的研究と三国時代の実年代」（研究代表者：

藤尾慎一郎）研究分担者 

科学研究費補助金（基盤Ｂ）「武装具の集積現象と古墳時代中期社会の特質」（研究代表者：上野祥史）研究

分担者 

科学研究費補助金（基盤Ｂ）「愛知県保美貝塚出土資料による考古学・人類学のコラボレーションモデルの構

築と展開」（研究代表者：山田康弘）研究分担者 

科学研究費補助金（基盤Ａ）「極東古集団の形成・統合」（研究代表者：臼杵勲）研究分担者 

科学研究費補助金（基盤Ｂ）「放射性炭素高精度年代測定を用いた文化財建造物の年代判定」（研究代表者：

中尾七重）研究分担者 

科学研究費補助金（基盤Ｂ）「炭素 14 年代測定による縄文文化の枠組みの再構築」（研究代表者：小林謙一）

研究分担者 

総合地球環境学研究所研究プロジェクト（文明環境史領域プログラム）「高分解能古気候学と歴史・考古学の

連携による気候変動に強い社会システムの探索」（プロジェクトリーダー：中塚武）コアメンバー 

総合研究大学院大学学融合研究事業（戦略的共同研究 II）「現生人類の拡散による遺伝子と文化の多様性創出

に関する総合的研究」（研究代表者：斎藤成也）研究分担者 

３ 国際交流事業 

「日韓古代人骨の分析化学・年代学的研究と三国時代の実年代」（事業主体者：藤尾慎一郎）副主体者 

４ 主な展示・資料活動・DB など 

平成 26 年度企画展示「弥生ってなに?!」展示プロジェクト委員 

５ 教育（大学非常勤講師，大学院セミナー担当，学位審査の主査・副査・委員，博物館活動など） 

千葉大学非常勤講師（博物館資料保存論）千葉大学・国立歴史民俗博物館 

総研大大学院セミナー・日本歴史研究専攻集中講義 A「炭素 14年代法」2013 年７月 25 日，国立歴史民俗博

物館 

山形県立米沢興譲館高校 SSH 事業「文化財保存と科学」2013 年７月 22 日，国立歴史民俗博物館 

東海大学付属望洋高等学校BSSP事業「古代の世界を解き明かす科学技術Ⅱ～考古学に応用される科学～」2013

年 12 月７日，国立歴史民俗博物館 
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三 社会活動等 

２ 講演・カルチャーセンターなど 

講演「古民家部材のはかり方」第 88回歴博フォーラム『築何年─炭素で調べる民家の年代研究 前線』2013

年６月１日，国立歴史民俗博物館 

講演「木と炭素 14 のちょっといい関係」第 358 回歴博講演会，2013 年 10 月 12 日，国立歴史民俗博物館 

講演「炭素 14 年代法は何を明らかにしたのか？」桜井市文化遺産実行委員会，『箸墓再考』シンポジウム，

2014 年３月 16 日，桜井市民会館 

 

四 活動報告 

資料保存環境検討委員会委員，国立歴史民俗博物館三十年史編纂委員会委員，国立歴史民俗博物館将来計画

会議委員 

 

 

澤田  和人 SAWADA Kazuto 研究部准教授（2009.10～） 

併任：総研大日本歴史研究専攻准教授（2013〜） 

【学歴】大阪大学文学部美学科（1996 年卒業），大阪大学大学院文学研究科芸術史学専攻博士前期課程（1998

年修了） 

【職歴】財団法人大和文華館学芸部（1998），国立歴史民俗博物館情報資料研究部助手（2002），大学共同利

用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部助手（2004），大学共同利用機関法人人間文化研究機

構国立歴史民俗博物館研究部助教（2007），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究

部准教授（2009），総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻准教授併任（2013） 

【学位】文学修士（大阪大学）（1998 年取得）【専門分野】染織史，服飾史，絵画史（絵巻）【主な研究テーマ】

中世を中心とする染織および服飾・衣装風俗に関する研究【所属学会】美術史学会 

 

一 著書，論文等 

２ 論文・研究ノート・書評 

「銘文のある染織品─国立歴史民俗博物館「［染］と［織］の肖像─日本と韓国・守り伝えられた染織品」展

から」（『美術フォーラム 21』19 号，pp.50-55，2009 年３月） 

「慶長小袖の時代性─中国・韓国の染織品と比較して」（『アジア遊学』132 号，pp.214-228，2010 年４月） 

「国宝「源氏物語絵巻」の服飾─復元模写を手掛かりとして」（河添房江編『平安文学と隣接諸学』６巻，竹

林舎，pp.309-337，2010 年５月） 

４ 展示図録・資料図録・映像・データベース・フォーラム刊行記録など 

【展示図録】 

編著『［染］と［織］の肖像─日本と韓国・守り伝えられた染織品』（平成 20 年度国立歴史民俗博物館企画展

示，208 頁，2008 年 10 月） 

『和宮ゆかりの雛かざり』（国立歴史民俗博物館，pp.10-13，36-43，2011 年２月） 

編著『紅板締め─江戸から明治のランジェリー』（平成 23 年度国立歴史民俗博物館企画展示，164 頁，2011
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年７月） 

【資料図録】 

編著『野村コレクション 服飾Ⅰ』（国立歴史民俗博物館資料図録 9，348 頁，2013 年３月） 

編著『野村コレクション 服飾Ⅱ』（国立歴史民俗博物館資料図録 10，356 頁，2014 年３月） 

【国際シンポジウム成果報告書】 

「江戸時代の女性のキモノ─模様と身分・階層」（『外国で「日本」を展示するということ─カナダ文明博物

館（オタワ）の特別展示「伝統と革新の国，日本」をめぐって』pp.35-38，2013 年３月） 

５ 学会・外部研究会発表要旨 

「「紅宇」伝来の紅板締め資料」（『日本家政学会 服飾史・服飾美学部会会報』41 号，pp.2-3，2013 年７月） 

「シーボルト・コレクションの染織品」（『シーボルトが紹介したかった日本予稿集』p.16，ボーフム・ルー

ル大学，ドイツ，2014 年２月 12 日） 

６ 総合研究大学院大学（シンポ・研究の 前線など） 

「記号としての服飾─小袖意匠に映し出された身分・階層」（『歴史研究の 前線』16 号，pp.26-46，2014 年

１月） 

７ その他（歴史系総合誌，友の会ニュース，新聞署名原稿等） 

【歴史系総合誌】 

「蝦夷錦とは何か─本館所蔵の蝦夷錦の紹介をかねて」（『歴博』149 号，pp.12-13，2008 年７月） 

「近代のキモノ─倉田家服飾資料」（『歴博』152 号，pp.2-5，2009 年１月） 

「男性の小袖丈─洛中洛外図屏風にあらわれた風俗」（『歴博』164 号，pp.11-15，2011 年１月） 

「野村正治郎衣裳コレクション─古美術商によるコレクション」（『歴博』174 号，pp.15-19，2012 年９月） 

「婚礼衣裳」（『歴博』183 号，pp.20-23，2014 年３月） 

 

二 主な研究教育活動（共同研究，調査，展示，教育等） 

１ 主な共同研究等参加状況 

基盤研究「歴史資料デジタルアーカイブデータを用いた知的構造の創生に関する研究─小袖屛風を対象とし

て」（研究代表：濱上知樹）研究副代表 

機構日本関連在外資料調査研究「シーボルト父子関係資料をはじめとする前近代（19世紀）に日本で収集さ

れた資料についての基本的調査研究」（研究代表：久留島浩）研究分担者 

２ 外部資金による研究 

科学研究費基盤研究 B「東西貿易と東洋趣味コレクション─17-19 世紀の日本美術コレクションが担った役割」

（研究代表：日高薫）研究分担者 

科学研究費基盤研究Ｂ「在欧日本仏教美術の基礎的調査・研究とデータベース化による日本仏教美術の情報

発信」（研究代表：Josef Kreiner）連携研究者 

４ 主な展示・資料活動・DB など 

くらしの植物苑特別企画「季節の伝統植物」展示プロジェクト委員 

総合展示第３室特集展示「江戸のくらしと虫」展示プロジェクト委員，2013 年７月 23 日-９月１日 

総合展示第３室特集展示「午年の馬」展示プロジェクト委員，2013 年 12 月 17 日-2014 年１月 19 日 
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総合展示第３室特集展示「和宮ゆかりの雛かざり」展示プロジェクト委員，2014 年２月 18 日-３月 30 日 

 

 

柴崎  茂光 SHIBASAKI Shigemitsu 研究部准教授（2010.10～） 

併任：総研大日本歴史研究専攻准教授（2011～） 

【学歴】東京大学農学部（1996 年卒業），東京大学大学院農学生命科学研究科修士課程（1998 年修了），マン

チェスター大学経済学部開発経済学修士課程（2000 年修了），東京大学大学院農学生命科学研究科博士課程

（2002 年中途退学） 

【職歴】東京大学大学院農学生命科学研究科助手（2002），岩手大学農学部助教授（2006），同准教授（2007）

大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部准教授（2010），総合研究大学院大学文化

科学研究科日本歴史研究専攻准教授併任（2011） 

【学位】博士（農学）（東京大学）（2006 年取得）【専門分野】林政学／民俗学【主な研究テーマ】開発行為や

規制政策が地域社会に及ぼす影響【所属学会】International Association for Society and Natural Resources

（IASNR），林業経済学会（日本森林学会，日本観光研究学会，環境社会学会【研究目的・研究状況】

shiba@rekihaku.ac.jp 

 

一 著書，論文等 

２ 論文・研究ノート・書評 

【論文】 

「Current situations and issues of risk management in protected areas：A case study of the Oirase Stream 

Area in Towada-Hachimantai National Park, Japan」（共著・筆頭／S.Shibasaki, Onodera, S., Aikoh, T., Tsuge, 

T., Shoji, Y. and Yamaki, K.）『Proceedings of the Fifth International Conference on Monitoring and 

Management of Visitor Flows in Recreational and Protected Areas』pp.229-230，2010 年） 

「Verifying governance system of world heritage areas from an aspect of common-pool resources：A case 

study of Yakushima Island, Japan.」（ 『International Forestry Review』12（５）：2010 年） 

「世界自然遺産のマネジメントシステムの改善に向けて」（『森林技術』841，pp.8-12，2012 年） 

「保護地域内における文化的資源の保全のあり方を考える」（『国立公園』718：pp.8-11，2013 年） 

「十和田八幡平国立公園奥入瀬渓流におけるリスクマネジメントの現状と課題─利用者と管理者の視点から

─」（共著／皆上伸・柴崎茂光・柘植隆宏・庄子康・八巻一成・山本清龍）『林業経済研究』59（３）： pp.10-20，

2013 年 

「多様なレクリエーション機会の提供という視点からみた自然公園管理のあり方─十和田八幡平国立公園八

幡平地区を事例とした ROS 手法の適用─」（共著・筆頭／柴崎茂光・佐藤武志・金美沙子・皆上伸・八巻一成）

『林業経済』66（９）：pp.1-17，2013 年） 

【その他】 

「脱林業ムラのすすめ（林業経済学会2011年春季シンポジウムコメント）」『林業経済研究』57（３）： pp.74-75，

2011 年） 

４ 展示図録・資料図録・映像・データベース・フォーラム刊行記録など 



 

341 

【フォーラム刊行記録】 

「世界遺産が地域社会にもたらしたもの」『地域開発と文化資源』（国立歴史民俗博物館・青木隆浩編），pp15-33，

2013 年 

５ 学会・外部研究会発表要旨 

「世界遺産登録後の屋久島の利用動向」『世界自然遺産登録  20 周年記念シンポジウム』，東京大学弥生講堂

（2013 年 10 月 20 日） 

「観光地「屋久島」のイメージの変化について」（第 125 回日本森林学会大会学術講演集，大宮ソニックシテ

ィ，日本，2014 年３月 29 日） 

６ 総合研究大学院大学（シンポ・研究の 前線など） 

「世界遺産の民俗学」（『歴史研究の 前線』15： pp.34-56，2013 年） 

 

二 主な研究教育活動（共同研究，調査，展示，教育等） 

１ 主な共同研究等参加状況 

基盤研究「保護地域制度が周辺地域の生業変化や資源化に及ぼす影響」（研究代表者：柴崎茂光） 

基盤研究 民俗研究映像 共同研究員 

基盤研究 原正利代表 共同研究員 

２ 外部資金による研究 

科研基盤研究Ｂ「世界自然遺産の再資源化に向けたアクションリサーチ」（研究代表者 柴崎茂光）平成 23

～25 年度 

５ 教育（大学非常勤講師，大学院セミナー担当，学位審査の主査・副査・委員，博物館活動など） 

東京大学大学院農学生命科学研究科非常勤講師（森林環境経済学） 

総研大レクチャー「日本歴史研究の方法Ｂ─地域研究の方法─」（高知県立大学） 

 

三 社会活動等 

１ 館外における各種委員 

『屋久島世界遺産地域科学委員会』委員，『林業経済』編集委員，『林業経済学会』評議員 

 

 

島津  美子 SHIMADZU Yoshiko 研究部助教（2013.7～） 

【学歴】金沢大学理学部化学科（1999 年卒業），東京藝術大学大学院美術研究科文化財保存学専攻（システム

保存学）修士課程（2001 年修了） 

【職歴】東京文化財研究所修復技術部研究補佐員（2001），オランダ文化遺産研究所（Instituut Collectie 

Nederland）プロジェクト研究員（2004），独立行政法人国立文化財機構東京文化財研究所特別研究員（2008），

大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部助教（2013） 

【学位】修士（文化財保存学）（東京藝術大学大学院）（2001 年取得）【専門分野】保存科学【主な研究テーマ】

彩色文化財の調査研究【所属学会】文化財保存修復学会，国際文化財保存学会，国際博物館会議保存国際委

員会【研究目的・研究状況】彩色材料およびその製造方法，彩色技法等を明らかにし，資料の帰属する時代



 

342 

や地域における技術レベルや素材の流通などを探る。現在は，国内の近世から近代にかけての彩色材料につ

いての調査分析を始めたところである。 

 

一 著書，論文等 

３ 調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典項目など 

「第２窟壁画の材料および製作技法の調査」（東京文化財研究所編『アジャンター壁画の保存修復に関する調

査研究─第２窟，第９窟壁画の保存修復と自然科学調査（2009～2011 年）─』pp.97-120，東京文化財研究所，

162 頁，2014 年３月 31 日 

 

二 主な研究教育活動（共同研究，調査，展示，教育等） 

１ 主な共同研究等参加状況 

基盤研究「日韓における青銅原料の産地の変遷に関する研究」（研究代表者：齋藤努）共同研究員 

２ 外部資金による研究 

科研費基盤Ｃ「インド・アジャンター石窟壁画消失メカニズムの解明に向けた微生物生態学的調査」（研究代

表 佐藤嘉則）研究分担者 

科研費補助金「新学術領域研究（研究領域提案型）」研究領域；「現代文明の基層としての古代西アジア文明」

（領域代表者：常木晃［筑波大学・人文社会系・教授］），「西アジア文化遺産の材質と保存状態に関する自然

科学的な研究」（研究代表者：谷口陽子［筑波大学］）研究分担者 

科研費基盤Ｃ「乾湿サイクルに伴う表面膜の状態変化が石窟壁画に及ぼす影響」（研究代表者：宇野朋子）研

究分担者 

 

 

鈴木  卓治 SUZUKI Takuzi 研究部准教授（2007.8～） 

生年：1965 

【学歴】電気通信大学電気通信学部情報数理工学科（1988 年卒業），電気通信大学大学院電気通信学研究科情

報工学専攻博士後期課程（1994 年単位取得退学） 

【職歴】国立歴史民俗博物館情報資料研究部助手（1994），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史

民俗博物館研究部助手（2004），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部助教

（2007），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部准教授（2007） 

【学位】工学修士（電気通信大学）（1990 年取得）【専門分野】ソフトウェア学，色彩と画像の数理【主な研

究テーマ】博物館における研究・展示・広報を支援するシステムの研究，とくにネットワーク，データベー

ス，色彩と画像の情報処理【所属学会】情報処理学会，日本ソフトウェア科学会，日本色彩学会，情報知識

学 

 

一 著書，論文等 

２ 論文・研究ノート・書評 

「転写資料記述のための概念モデルの設計について」（『国立歴史民俗博物館研究報告』第176集，pp.219-238，
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2012 年 12 月）（査読有） 

４ 展示図録・資料図録・映像・データベース・フォーラム刊行記録など 

【展示図録】 

「音を展示する情報コンテンツ」（『楽器は語る』平成 24 年度歴博企画展「楽器は語る」 pp.52，2012 年７月） 

５ 学会・外部研究会発表要旨 

【学会発表】 

「ある２型３色覚者による単波長光の色相の見えについて」（『日本色彩学会誌』Vol.33，Suppl.（第 40 回全

国大会講演予稿集），pp.106-107，2009 年５月）（アブストラクト査読有） 

「画像の色面構成分析のための階層的領域抽出法の検討（共著・筆頭／小林光夫）」（『日本色彩学会画像色彩

研究会 2009 年度研究発表会論文集』，pp.1-4，2010 年２月）（アブストラクト査読有） 

「公共的サインに用いられる色光についてのひとつの考え～LED の黄信号が黄色に見えない人の事例から～」

（『第３回視覚メディアユニバーサルデザイン研究会』，於愛知県産業労働センター，2010 年３月８日）レジ

ュメなし 

「平面造形作品の色面構成分析への階層的領域抽出法の適用（共著・筆頭／小林光夫）」，『日本色彩学会誌』

Vol.34，Suppl.（第 41 回全国大会講演予稿集），pp.1-2，2010 年５月）（アブストラクト査読有） 

「PowerPoint を用いた外部機器との連携をともなう展示用電子コンテンツの作成事例」（『画像電子学会第９

回画像ミュージアム研究会予稿集』，pp.15-22，2011 年２月）（査読無） 

「画像の局所的な色変化の特徴を検出するための Haar ウェーブレット変換の検討（共著・筆頭／小林光夫）」

（『日本色彩学会誌』Vol.35，Suppl.（第 42 回全国大会講演予稿集），pp.30-31，2011 年５月）（アブストラ

クト査読有）． 

「A color analyzing tool “SciColor” for research and education（共著・筆頭／Mituo Kobayasi）」

（『Conference Proceedings of AIC 2011 Zurich： Interaction of Colour and Light in the Arts and Sciences』，

pp.767-770，スイス・チューリッヒ，2011 年６月）（アブストラクト査読有） 

「伊藤若冲の「動植綵絵」における対比と同化の現われ方の計量（共著・筆頭／小林光夫）」（『日本色彩学会

誌』Vol.36，Suppl.（第 43 回全国大会講演予稿集），pp.62-63，2012 年５月）（アブストラクト査読有） 

「A Colorimetric Analysis of Coloration Technique Used in Japanese Paintings by Ito Jakuchu」（共

著・筆頭／ Mitsuo Kobayashi（『Conference Proceedings of AIC 2012 Taipei： In Color We Live： Color 

and Environment』，pp.266-269，台湾・台北，2012 年９月）（アブストラクト査読有） 

「博物館企画展示のための音声コンテンツの制作について」（『画像電子学会第 11 回画像ミュージアム研究会

予稿集』，pp.23-30，2013 年３月）（査読無） 

「近赤外線画像による錦絵の天然藍とベロ藍の判別」（共著・筆頭／眞鍋佳嗣）（『日本色彩学会誌』Vol.37，

No.３（第 44 回全国大会講演予稿集），pp.252-253，2013 年５月）（アブストラクト査読有） 

「Analysis of a red color on Nishiki-e printings（共著・筆頭／Misaki KAN'NO，Yoshitsugu MANABE，

and Noriko YATA）」（『AIC Colour 2013 Proceedings』Volume I，pp.19-22，イギリス・ニューカッスル，2013

年７月）（アブストラクト査読有） 

「来館者が持参したスマートフォンを音声ガイドとして利用する試み」（『画像電子学会第 12回画像ミュージ

アム研究会予稿集』，pp.17-28，2014 年２月）（査読無） 
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【解説】 

「10 年目を迎えたじんもんこんシンポジウム」（『アートドキュメンテーション通信』No.81，p.14，2009 年

４月） 

「“画像の色彩”という視点（特集「画像と色彩」）」（『日本色彩学会誌』Vol.34，No.１，pp.58-60，2010 年

３月） 

７ その他（歴史系総合誌，友の会ニュース，新聞署名原稿等） 

「デジタル展示の可能性を探る」（歴史系総合誌『歴博』No.179，歴博けんきゅう便第 47回，pp.24-25，2013

年 07 月） 

「文字とコンピュータと人間と」（歴史系総合誌『歴博』No.180，特集『文字とコンピュータ 2013～文字コー

ドは踊る～』にあたって，p.１，2013 年９月） 

 

二 主な研究教育活動（共同研究，調査，展示，教育等） 

１ 主な共同研究等参加状況 

基盤研究「年代情報に基づく木材の利用・活用に関する横断的研究」（2013～2015 年度）（研究代表者：坂本

稔）研究分担者 

機構連携研究「正倉院文書の高度情報化研究」（2010～2014 年度）（研究代表者：仁藤敦史）研究分担者 

４ 主な展示・資料活動・DB など 

【展示プロジェクト】 

［総合展示］ 

第１室，第３室，第４室，第５・６室各展示プロジェクト委員（情報端末） 

［企画展示］ 

中世の古文書─機能と形─（2013/10/８～12/１）展示プロジェクト委員 

５ 教育（大学非常勤講師，大学院セミナー担当，学位審査の主査・副査・委員，博物館活動など） 

【歴史系総合誌】 

歴史系総合誌「歴博」第 180 号「文字とコンピュータ 2014」編集担当 

【博物館活動】 

歴史民俗資料館等専門職員研修会講師 

実習（調査研究の 近の動向（３）画像情報の作成と活用，勝田徹職員と共同，2008-10，13 年度） 

 

三 社会活動等 

１ 館外における各種委員 

【学会役員等】 

情報知識学会選挙管理委員会委員（2013 年度） 
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関沢まゆみ SEKIZAWA Mayumi 研究推進センター長（2013～）， 

研究部教授（2011～） 

併任：総研大日本歴史研究専攻教授（2011～），生年：1964 

【学歴】東京女子大学文理学部史学科（1986 年卒業），筑波大学大学院地域研究研究科日本文化研究コース修

士課程（1988 年修了） 

【職歴】帝京大学文学部非常勤講師（1993），早稲田大学オープンカレッジ非常勤講師（1993），東京家政学

院大学人文学部非常勤講師（1994），東京学芸大学教育学部非常勤講師（1994），筑波大学第二学群非常勤講

師（1996），国立歴史民俗博物館民俗研究部助手（1998），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史

民俗博物館研究部助教授（2004），総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻助教授併任（2005），

大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部准教授（2007），総合研究大学院大学文化

科学研究科日本歴史研究専攻准教授併任（2007），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物

館研究部教授（2011），総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻教授併任（2011），研究推進セ

ンター長併任（2013～2014） 

【学位】：文学博士（筑波大学）（2001 年取得）【専門分野】民俗学【主な研究テーマ】社会・信仰・儀礼に関

する民俗学的研究【所属学会】日本民俗学会，日本文化人類学会，比較家族史学会【研究目的・研究状況】

2007 年から継続している高度経済成長と民俗の変化に関する共同研究による，資料情報の蓄積と論文作成，

また戦後民俗学でやや等閑視されてきた比較研究法の実践例を示す試みなどが中心的課題となっている。

2013 年度は，前年度に終了した基盤研究「高度経済成長期とその前後における葬送墓制の習俗の変化に関す

る調査研究」（2010～12 年度）の成果を論文にまとめ，『研究報告』（特集号）の編集にとりかかったところで

ある。また，平成 25年度民俗研究映像「盆行事とその地域差」の制作を行ない，比較研究法の活用の実践例

を示した。 

 

一 著書，論文等 

１ 著書（単著・共著・編著・監修・翻訳など） 

【単著】 

『現代「女の一生」─人生儀礼から読み解く─』NHK 出版，244 ページ，2008 年６月 

【単編著】 

『戦争記憶論─忘却，変容そして継承─』昭和堂，280 ページ，2010 年７月 

『国立歴史民俗博物館研究報告』第 147 集（「戦争体験の記録と語りに関する資料論的研究」），561 ページ，

2008 年 12 月 

【共著】 

『日本の民俗８ 成長と人生』「大人と老人の民俗」吉川弘文館，（共著／飯島吉晴・宮前耕史），pp.197-290，

2009 年３月 

【共編著】『民俗小事典 食』吉川弘文館，（共編著／新谷尚紀），496 ページ，2013 年８月 

２ 論文・研究ノート・書評 

【論文】 

「土葬から火葬へ─新たな納骨施設設営の上での３つのタイプ：熊本県下の事例より─」『国立歴史民俗博物
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館研究報告』183（開館 30 周年記念論文集Ⅱ）pp.231-244，2014 年３月（査読あり） 

「「戦後民俗学の認識論批判」と比較研究法の可能性─盆行事の地域差とその意味の解読への試み─」『国立

歴史民俗博物館研究報告』178（開館 30 周年記念論文集Ⅰ）pp.203-236，2013 年３月（査読あり） 

「土葬から火葬へ─火葬の普及とサンマイ利用の変化：滋賀県下の事例より─」『民俗学論叢』26 相模民俗

学会，pp.23-44，2011 年５月 

「高度経済成長と生活変化─第６展示「現代」のテーマから─」『国立歴史民俗博物館研究報告』171（特集

号「高度経済成長と生活変化」）pp.157-180，2011 年 12 月（査読あり） 

「高度経済成長と地域社会─展示パネルの紹介から─」国立歴史民俗博物館編『高度経済成長と生活革命─

民俗学と経済史学との対話から─』，吉川弘文館，pp.41-70，2010 年７月 

「『戦争と死』の記憶と語り─その個人化と社会化─」『国立歴史民俗博物館研究報告』147（「戦争体験の記

録と語りに関する資料論的研究」），pp.7-32，2008 年 12 月（査読あり） 

「神社祭祀の伝承力─美保神社と佐太神社の祭祀から─」『国立歴史民俗博物館研究報告』148（「神仏信仰の

通史的研究」）pp.413-434，2008 年 12 月（査読あり） 

【書評】 

「書評 新谷尚紀『民俗学とは何か─柳田・折口・渋沢に学び直す─』『日本民俗学』271，pp.125-131，2012

年８月 

書評「佐藤弘夫『死者のゆくえ』」『宗教研究』第 83巻２号，pp.416-421，2009 年９月 

３ 調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典項目など 

【共編著】 

『国立歴史民俗博物館研究報告』第 171 集（「高度経済成長と生活変化」）523 ページ，2011 年 12 月 

【調査・発掘調査報告書】 

資料紹介「田子倉の生業関係調査資料」『国立歴史民俗博物館研究報告』171（特集号「高度経済成長と生活

変化」）pp.497-523，2011 年 12 月（査読あり） 

５ 学会・外部研究会発表要旨 

現代民俗学会 2013 年度年次大会「高度経済成長期における食生活の変貌」コメンテーター報告「高度経済成

長と食生活の変化をめぐる民俗学研究の活性化への提言」，2013 年５月 11 日開催（『現代民俗学研究』６，

pp.141，2014 年３月） 

６ その他（歴史系総合誌，友の会ニュース，新聞署名原稿等） 

「「食」の民俗の現在」新谷尚紀・関沢まゆみ編『民俗小事典 食』吉川弘文館，2013 年，pp.439-446 

コラム「高度経済成長と食生活の変化」，同上，pp.381-384 

「民俗学からみる老人─米と米寿─」『歴博』172，pp.7-10，2012 年５月 

「高度経済成長と生活変化」『歴博』169，pp.12-15，2011 年 11 月 

「高度経済成長と人の移動─農村の旧家がつぶれていく─」『歴博』162，pp.15-19，2010 年９月 

 

二 主な研究教育活動（共同研究，展示，教育等） 

１ 主な共同研究等参加状況 

基盤研究「高度経済成長と地域社会の変化」（2013～2015 年度）（研究代表） 
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基幹研究「災害の記録と記憶をめぐる歴史資料論的研究」（2012～2014 年度）（研究分担者） 

基盤研究「研究資源としての民俗研究映像の制作と活用に関する研究」（2013～2015 年度）（研究分担者） 

２ 外部資金による研究 

科研基盤 B「高度経済成長と生活革命に関する民俗誌的追跡研究」（2013～2015 年度）（研究代表） 

４ 主な展示・資料活動・DB など 

総合展示第６室「高度経済成長と生活の変貌」担当 

５ 教育（大学非常勤講師，大学院セミナー担当，学位審査の主査・副査・委員，博物館活動など） 

東京女子大学国際教養学部非常勤講師（民俗学，歴史民俗調査 A） 

お茶の水女子大学生活科学部非常勤講師（現代文化論） 

放送大学非常勤講師（民俗学） 

 

三 社会活動等 

１ 館外における各種委員 

島根県古代文化センター企画運営委員，栃木県重要文化財保護審議委員，新宿区文化財保護審議委員 

２ 講演・カルチャーセンターなど 

佐倉市民カレッジ「民俗学から見た近現代の日本女性─変遷論の視点から─」１月 10 日 於：佐倉公民館 

 

四 活動報告 

 2013 年度は，民俗研究映像「盆行事の地域差」の撮影と編集を行なった。これまで私は自身のフィールド

を撮影地として「大柳生民俗誌」（1998 年度），「出雲の神々と祭り」（2003 年度）を制作してきた。これらは

奈良市大柳生町の宮座と両墓制とが死穢忌避観念を共通にするというその関連性を明らかにしたものと，島

根県美保関の美保神社と佐太神社の祭祀組織と神事の分析を通して神社祭祀と宮座との関係性及び民俗の伝

承力について考察したものであった。今回３回目となる民俗研究映像では，個別地域における民俗の分析に

加えて，盆行事というテーマで列島全体をみる比較研究法の視点と方法の活用を試みた。そこでは，東北地

方と九州地方とのお盆の習俗の類似と，それらの地域とは対照的な近畿地方村落の位置づけがあらためて浮

かび上がってきた。それは民俗伝承を歴史情報とし，文献史学では読み解けないもう一つの歴史をみようと

する柳田國男の視点の重要性の再認識でもあった。また，今年度の滋賀県の村落における撮影では，火葬化

の進行によってサンマイと呼ばれる埋葬墓地が眼前で消滅していくのをみて衝撃を受けた。両墓制の終焉の

追跡を今後も継続していきたいと思っている。これらについては，研究映像第１部「盆行事とその地域差─

盆棚に注目して─」，第２部「土葬から火葬へ─両墓制の終焉─」にまとめてみたところである。 

 

 

高田  貫太 TAKATA Kanta 研究部准教授（2010.10～） 

併任：総研大日本歴史研究専攻准教授併任（2011～）生年：1975 年３月７日 

【学歴】岡山大学文学部史学科（1997 年卒業），岡山大学大学院文学研究科史学専攻修士課程（1999 年修了），

大韓民国慶北大学校大学院考古人類学科博士課程（2004 年修了） 

【職歴】大韓民国慶北大学校考古人類学科非常勤講師（2003），岡山大学埋蔵文化財センター助手（2004），
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奈良文化財研究所都城発掘調査部研究員（2006），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物

館研究部准教授（2010），総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻准教授併任（2011） 

【学位】文学博士（大韓民国慶北大学）（2005 年取得）【専門分野】考古学【主な研究テーマ】古墳時代にお

ける日本列島と朝鮮半島の交流史【所属学会】考古学研究会，韓国嶺南考古学会，韓国考古学会【研究目的・

研究状況】近年は，朝鮮半島栄山江流域と倭の交流史についての共同研究を立ち上げ，日朝双方の視点から

その特色を浮き彫りにすることに努めている。 

 

一 著書，論文等 

１ 著書（単著・共著・編著・監修・翻訳など） 

【単著】 

『古墳時代の日朝関係』吉川弘文館，363 頁，2014 年３月 

２ 論文・研究ノート・書評 

【論文】 

「瓦からみた７世紀の日羅関係についての予察」（『国立歴史民俗博物館研究報告』第 167 集，国立歴史民俗

博物館，pp.41-65，2012 年１月）（査読有） 

「古墳時代の日朝関係史と国家形成論をめぐる考古学史的整理」（『国立歴史民俗博物館研究報告』第 170 集，

国立歴史民俗博物館，pp.69-86，2012 年３月）（査読有） 

「考古学による日朝関係史研究の現状と課題─先史・古代を中心に─」（『考古学研究』59-2，考古学研究会，

pp.16-28，2012 年９月）（査読有） 

「生産と流通 Ⅹ装身具」（『古墳時代研究の現状と課題』下，同成社，pp.195-217，2012 年９月） 

「栄山江流域における前方後円墳築造の歴史的背景」（『古墳時代の研究７ 内外の交流と時代の潮流』，同成

社，pp.85-102， 2012 年 10 月） 

「古墳出土龍文透彫製品の分類と編年」（『国立歴史民俗博物館研究報告』173，国立歴史民俗博物館，

pp.121-141，2013 年３月（査読有） 

「三国時代における朝鮮半島諸勢力の対倭交渉─５世紀前半代を中心に─」（『東亜文化』15号，東亜細亜文

化財研究院，pp.299-342，2013 年 12 月） 

【書評】 

「外国考古学研究の動向 朝鮮半島」（『日本考古学年報』64，日本考古学協会，pp65-71，2013 年５月） 

【その他】 

「古墳時代装身具研究の意義」（『季刊考古学』第 106 号，雄山閣，pp.57-61，2009 年２月） 

「朝鮮三国時代と古墳時代の接点」（『季刊考古学』第 117 号，雄山閣，pp.24-30，2011 年 11 月） 

３ 調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典項目など 

【事典】 

「三国時代の墓」pp.332-336，「統一新羅から高麗時代の墓」pp.337-341，「武寧王陵」pp.461（土生田純之

編『事典 墓の考古学』，吉川弘文館，2013 年６月） 

４ 展示図録・資料図録・映像・データベース・フォーラム刊行記録など 

【展示図録】 
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「金工品からみた５，６世紀の日朝交渉─東日本地域の事例から─」（『企画展 東日本の古墳と渡来文化』，

松戸市立博物館，pp.109-113，2012 年 10 月） 

【資料図録】 

杉山晋作・高田貫太編『古墳関連資料』（国立歴史民俗博物館資料図録８，国立歴史民俗博物館，169 頁，2012

年３月） 

５ 学会・外部研究会発表要旨 

「朝鮮半島における『倭系古墳』築造の歴史的背景について」（『沖ノ島祭祀と九州諸勢力の対外交渉』第 15

回九州前方後円墳研究会北九州大会資料集，pp.169-188，2012 年６月） 

「日本列島出土の朝鮮半島系資料からみた新羅と倭─５世紀前半代を中心に─」（『新羅と倭の交流』，慶北大

学校博物館・日本国立歴史民俗博物館共同主催国際学術大会，pp.123-162，2012 年 12 月） 

「三国時代における朝鮮半島諸勢力の対倭交渉─５世紀前半代を中心に─」（『考古学からみた東亜細亜文物』

韓国東亜細亜文化財研究院開院 10周年記念シンポジウム要旨集，pp.299-339，会場：仁済大学校，期日：2013

年 11 月 18-19 日） 

 

二 主な研究教育活動（共同研究，調査，展示，教育等） 

１ 主な共同研究等参加状況 

基幹研究「古代地域社会の実像」（研究代表者：林部 均）2012～2014 年度 

基幹研究「東アジアにおける倭世界の実態」（研究代表者：上野祥史）2012～2014 年度 

基盤研究「日韓における青銅原料の産地の変遷に関する研究」（研究代表者：齋藤 努）2012～2014 年度 

２ 外部資金による研究 

科学研究費基盤研究Ｂ「日韓古代人骨の分析化学・年代学的研究と三国時代の実年代」（研究代表 藤尾慎一

郎）研究分担者 

科学研究費基盤研究Ｂ「日韓における青銅器原料の国産開始時期と産地の変遷に関する研究」（研究代表 齋

藤努）研究分担者 

科学研究費基盤研究Ｂ「日本古代における官衙機構の成立と展開」（研究代表 林部 均）研究分担者 

３ 国際交流事業 

「国立文化財研究所との相互交流事業」（研究代表者：高田貫太，相手機関：韓国文化財研究所，2012－2014

年度） 

「日韓古代人骨の分析化学・年代学的研究と三国時代の実年代」（研究代表者：藤尾慎一郎，相手機関：釜山

大学校博物館，2010～2015 年度） 

「中国社会科学院考古研究所との相互交流事業」（研究代表者：上野祥史，相手機関：中国社会科学院考古研

究所，2012-2017 年度） 

「【科研】日韓における弥生～古墳時代の考古・分析科学的総合研究」（研究代表者：藤尾慎一郎，相手機関：

嶺南大学校博物館，嶺南文化財研究院， 東亜細亜文化財研究院，2012－2017 年度） 

「博物館とモノを通じた文化への解釈と発信」（研究代表者：大久保純一，相手機関：国立台北芸術大学，2013

～2016 年度） 

「日韓古代の国際交流をめぐる総合的研究Ⅱ─倭と新羅の交渉史を中心として─」（研究代表者：高田貫太，
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相手機関：韓国慶北大学校博物館， 2014～2017 年度 ※2013 年８月に学術交流協定を更新 

４ 主な展示・資料活動・DB など 

総合展示第１室展示プロジェクト委員 

2014 年度企画展「文字がつなぐ─古代の日本列島と朝鮮半島─」展示プロジェクト委員 

５ 教育（大学非常勤講師，大学院セミナー担当，学位審査の主査・副査・委員，博物館活動など） 

専修大学非常勤講師（教職 通年日本史） 

 

三 社会活動等 

１ 館外における各種委員 

考古学研究会常任委員 

２ 講演・カルチャーセンターなど 

文化遺産ガイドボランティア養成講座「金工品から見た５，６世紀の日朝交渉─東日本地域を中心に─」群

馬県文化振興課主催，会場：群馬県庁，2014 年１月 11 日 

くらしの植物苑観察会「花々からみた日本と韓国─サクラとムグンファ─」国立歴史民俗博物館，会場：暮

らしの植物苑，2014 年３月 22 日 

 

 

常光  徹 TSUNEMITSU Toru 研究部教授（2006～） 

併任：副館長併任（2008～2009），総研大日本歴史研究専攻教授併任（2006～），生年：1948 

【学歴】國學院大學経済学部経済学科（1973 年卒業） 

【職歴】東京都練馬区立大泉西中学校教諭（1973），東京都東久留米市立下里中学校教諭（1979），東京都文

京区立茗台中学校教諭（1989），学習院大学文学部非常勤講師（1994），桐朋学園大学短期大学部非常勤講師

（1994），宮城教育大学教育学部非常勤講師（1995），國学院大学文学部非常勤講師（1996），成城大学文芸学

部非常勤講師（1997），国立歴史民俗博物館民俗研究部助教授（1998），総合研究大学院大学文化科学研究科

日本歴史研究専攻助教授併任（1999），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部教

授（2006），総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻教授併任（2006） 

【学位】博士（民俗学）（國學院大学）（2004 年取得）【専門分野】民俗学，口承文芸学【主な研究テーマ】口

承文芸の研究，俗信の民俗学的研究【所属学会】日本民俗学会，日本口承文芸学会，説話伝承学会，日本民

具学会［専門］民俗学，口承文芸学【研究目的・研究状況】身近な伝承の背後に横たわる人びとの心意を明

らかにする。 

 

一 著書，論文等 

１ 著書（単著・共著・編著・監修・翻訳など） 

【単著】 

『妖怪の通り道─俗信の想像力』吉川弘文館，335 頁，2013 年７月 

【共編著】 

（共編著／黒沢せいこ）『鳥海山麓のむかし話─佐藤タミの語り』イズミヤ出版，495 頁，2009 年８月 
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（共編著／福田アジオ・菊池健策・山崎祐子・福原敏男）『知っておきたい日本の年中行事事典』吉川弘文館，

201 頁，2012 年２月 

２ 論文・研究ノート・書評 

【論文】 

「巳正月と御田植祭にみる『後ろ向き』の行為について」（『国立歴史民俗博物館研究報告─宗教者の身体と

社会─』第 142 集，pp.355-380，2008 年３月）（査読有） 

「俗信と由来譚─中国浙江省の調査から」（説話・伝承学会編『説話・伝承の脱領域』pp.343-353，岩田書院，

2008 年４月） 

「怪談と子どもの文化」（『別冊子どもの文化』40巻７号，pp.14-21，子どもの文化研究所，2008 年７月） 

「伝承と俗信のなかの動物」（中村生雄・三浦祐之編『人と動物の日本史４  信仰のなかの動物たち』，吉川

弘文館，2009 年４月） 

「俗信と心意現象」（宮本袈裟雄・谷口貢編著『日本の民俗信仰』pp.167-183，八千代出版，2009 年６月） 

「絶縁の呪力─縁切榎の由来をめぐって」（小松和彦編『妖怪文化研究の 前線』pp.230-243，せりか書房，

2009 年 10 月） 

「蚊帳と幽霊」（小松和彦編『妖怪文化の伝統と創造』pp.286-301，せりか書房，2010 年９月） 

「なめら筋─妖怪の通り道─」（國學院大学文学部花部英雄研究室『平成 22年度特別推進研究調査報告書─

音声としての呪文・呪歌・唱え言の総合的研究─』pp.20-28 頁，2011 年５月） 

「昔話と生活道具」（花部英雄・松本孝三編『語りの講座 昔話を知る』pp.143-160，三弥井書店，2011 年

11 月） 

「流行病と予言獣」（『国立歴史民俗博物館研究報告』第 174 集─兆・応・禁・呪の民俗誌─，pp.183-200，国

立歴史民俗博物館，2012 年３月）（査読有） 

「道具と俗信─鍋と鍋蓋①」（『民具マンスリー』第 45 巻１号，pp.13-22，神奈川大学，2012 年４月） 

「道具と俗信─鍋と鍋蓋②」（『民具マンスリー』第 45 巻２号，pp.14-22，神奈川大学，2012 年５月） 

「道具と俗信─鍋と鍋蓋③」（『民具マンスリー』第 45 巻７号，pp.15-23，神奈川大学，2012 年 10 月） 

【研究ノート】 

「『遠野物語』の俗信的世界」（『聴く 語る 創る』19 号，pp.80-97，日本民話の会，2010 年９月） 

「禁忌と制裁─柳田国男が鈴木棠三に求めたもの」（『国立歴史民俗博物館研究報告』第 165 集─日本における

民俗研究の形成と発展に関する基礎研究，pp.279-286，2011 年３月）（査読有） 

「箕と俗信─あおる・たてる・かぶせる─」（『国立歴史民俗博物館研究報告』第 181 集─自然と技の民俗誌─，

pp.71-80，2014 年３月）（査読有） 

【書評】 

「永池健二著『逸脱の唱声  歌謡の精神史』（梟社）」（『図書新聞』，2012 年１月 28 日号） 

３ 調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典項目など 

【編著】 

『国立歴史民俗博物館研究報告─兆・応・禁・呪の民俗誌』第 174 集，国立歴史民俗博物館，317 頁，2012

年３月 

【自治体史】 
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「三浦大介伝説」『新横須賀市史別編 民俗』横須賀市，2013 年６月 

「病をめぐる不安と祈り」『新横須賀市史別編 民俗』横須賀市，2013 年６月 

４ 展示図録・資料図録・映像・データベース・フォーラム刊行記録など 

【フォーラム刊行記録】 

編著『河童とはなにか─歴博フォーラム民俗展示の新構築』岩田書院，323 頁，2014 年３月 

７ その他（歴史系総合誌，友の会ニュース，新聞署名原稿等） 

「土佐の俗信と妖怪」『文化高知』174 号，公益財団法人高知市文化振興事業団，2013 年７月 

 

二 主な研究教育活動（共同研究，調査，展示，教育等） 

１ 主な共同研究等参加状況 

国際日本文化研究センター「怪異・妖怪文化の伝統と創造─研究のさらなる飛躍にむけて─」（研究代表者：

小松和彦）共同研究員 

基盤研究「民俗儀礼の変容に関する資料論的研究」（研究代表者：山田慎也）共同研究員 

４ 主な展示・資料活動・DB など 

企画展示「歴史にみる震災」展示プロジェクト委員 

５ 教育（大学非常勤講師，大学院セミナー担当，学位審査の主査・副査・委員，博物館活動など） 

神奈川大学大学院非常勤講師「口承民俗資料学特論」 

國學院大學大学院兼任講師「伝承文学特論」 

弘前学院大学非常勤講師（文学部） 

三 社会活動等 

１ 館外における各種委員 

千葉県博物館協議会委員 

日本民俗学会編集委員 

２ 講演・カルチャーセンターなど 

「土佐の俗信と妖怪─ことばとしぐさの文化学」総合研究大学院大学日本歴史研究専攻・高知県立大学文化

学部主催，会場：高知県立大学永国寺キャンパス，2013 年７月 27 日 

３ マスコミ（テレビ・ラジオ・雑誌など） 

【雑誌】 

「日本人の心意現象を民俗学から明らかにする」（インタビュー記事）『サライ』25巻 10 号，小学館，2013

年９月 

 

 

西谷  大 NISHITANI Masaru 博物館資源センター長（2013），研究部教授（2012～） 

併任：総研大日本歴史研究専攻教授（2012～），生年：1959 

【学歴】熊本大学文学部史学科（1984 年卒業），熊本大学大学院文学研究科史学専攻修士課程修了（1986 年

単位取得退学），中華人民共和国中山大学人類学系（1989 年まで留学） 

【職歴】国立歴史民俗博物館考古研究部助手（1989），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗
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博物館研究部助教授（2004），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部准教授

（2007），総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻准教授併任（2008），大学共同利用機関法人

人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部教授（2012），総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究

専攻教授併任（2012） 

【学位】文学博士（総合研究大学院大学）（2008 年取得）【専門分野】東アジア人類史【主な研究テーマ】東

アジアの生業に関わる歴史，日本の地域研究（人と自然の関係史）【所属学会】中国考古学会，東南アジア考

古学会【研究目的・研究状況】東アジアにおける生業の歴史を主な研究目的とする。中国海南省のリ-族，中

国雲南省紅河州の者米谷でフィールド調査を行ってきた。近年は，千葉県房総丘陵地域で，近世から現代ま

での人と自然の関係史を，様々な分野の研究者と共同でフィールド調査を行っている。 

 

一 著書，論文等 

１ 著書（単著・共著・編著・監修・翻訳など） 

【単著】 

『多民族の住む谷間の民族誌─生業と市からみた環境利用と市場メカニズムの生起』角川学芸出版，Ａ５版，

335 頁，2011 年９月 

２ 論文・研究ノート・書評 

【論文】 

「土地利用と斜面畑からみた水田稲作の多様性─雲南省者米谷のタイ，ハニ，アールー，ヤオ，クーツォン

族の生業戦略を事例として─」（『国立歴史民俗博物館研究報告』第 139 集，pp.53-98，国立歴史民俗博物館，

2008 年３月）（査読有） 

「棚田の灌漑システムからみた水利用と環境利用の多様性─多民族が暮らす雲南国境地帯を事例として─」

（『国立歴史民俗博物館研究報告』第 145 集，pp.63-100，国立歴史民俗博物館，2008 年 11 月）（査読有） 

「市がたつ雲海の谷」（『季刊民族学』128，pp.3-26，（財）千里文化財団，2009 年４月） 

「中国のブタ便所からみた弥生文化の家畜飼養」（『食料獲得と生産 弥生時代の考古学５』設楽博己・藤尾

慎一郎・松木武彦編，pp.132-142，同成社，2009 年９月） 

「水田と焼畑」（『国立歴史民俗博物館研究報告』第 153 集，pp.87-128，国立歴史民俗博物館，2009 年 12 月）

（査読有） 

「海南省初保谷と雲南省者米谷の棚田」（『人と水Ⅱ 水と生活』秋道智彌・小松和彦・中村康夫編，pp.269-308，

勉誠出版，2010 年２月） 

Nishitani Masaru and Nathan Badenoch「Why Periodic Markets Are Held：Considering Products, People, 

and Place in the Yunnan-Vietnam Border Area」，Vol 2. No 1. of Southeast Asian Studies, pp.171-192, 

Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University, 2013 年４月（査読有） 

「共同研究［日本の中山間地域における人と自然の文化誌］中間報告─二号穴からみた水利用─」（共著・筆

頭／島立理子・大久保悟）（『国立歴史民俗博物館研究報告』第 186 集，pp.295-309，国立歴史民俗博物館，

2014 年３月）（査読有） 

「共同研究［日本の中山間地域における人と自然の文化誌］中間報告─蔵玉・折木沢用水の立地と水田耕作

の関係─」（共著／上田大斗・大久保悟・島立理子）（『国立歴史民俗博物館研究報告』第 186 集，pp.311-319，
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国立歴史民俗博物館，2014 年３月）（査読有） 

「共同研究［日本の中山間地域における人と自然の文化誌］中間報告─記録からみる蔵玉・折木沢の開削─」

（共著／島立理子・大久保悟）（『国立歴史民俗博物館研究報告』第 186 集，pp.321-335，国立歴史民俗博物

館，2014 年３月）（査読有） 

３ 調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典項目など 

「者米谷の紹介」（『環境省地球環境研究総合推進費プロジェクト「アジア地域における経済発展による環境

負荷評価およびその低減を実現する政策研究」』１，pp.124-130，東京大学大学院医学系研究科人類生態学教

室地球環境研究総合推進費プロジェクト事務局，2008 年 10 月） 

編著「［共同研究］東アジアにおける多用な自然利用─水田農耕民と焼畑農耕民」『国立歴史民俗博物館研究

報告』第 164 集，国立歴史民俗博物館，Ａ４版，177 頁，2011 年３月 

７ その他（歴史系総合誌，友の会ニュース，新聞署名原稿等） 

【歴史系総合誌】 

「「棚田」その美しき環境の破壊者」（『歴博』№138，p.９，（財）歴史民俗博物館振興会，2008 年９月） 

【その他】 

「ブタとコメ─中国，韓国，そして日本─」人間と文化 教養講演集 74』，pp.161-189，三愛新書，2008 年

11 月 

「サヨンの鐘─フィールド調査の葛藤─」グラフィケ-ション，№170 号，pp.38-41，富士ゼロックス株式会

社，2010 年９月 

「犬棒調査のはじまり」グラフィケーション，№170 号，pp.38-41，富士ゼロックス株式会社，2010 年９月 

「トラの棲む黒い森」グラフィケーション，№171 号，pp.38-41，富士ゼロックス株式会社，2010 年 11 月 

「七十個の魂」グラフィケーション，№172 号，pp.38-41，富士ゼロックス株式会社，2011 年１月 

「東アジア史における多用な自然利用─ブタとコメ─」國史館東洋史學第四号・五号合併号，国史舘大学東

洋史学会，2011 年２月 

「水の棚田」グラフィケーション，№173 号，pp.38-41，富士ゼロックス株式会社，2011 年３月 

「ヤオ族の歌垣」グラフィケーション，№174 号，pp.38-41，富士ゼロックス株式会社，2011 年７月 

「者米谷の定期市（前編）」グラフィケーション，№175 号，pp.38-41，富士ゼロックス株式会社，2011 年７

月 

「者米谷の定期市（後編）」グラフィケーション，№176 号，pp.38-41，富士ゼロックス株式会社，2011 年９

月 

「者米谷の食」グラフィケーション，№177 号，pp.38-41，富士ゼロックス株式会社，2011 年 11 月 

「魚を水田で捕る話」グラフィケーション，№178 号，pp.38-41，富士ゼロックス株式会社，2012 年１月 

「国境の赤い十字架」グラフィケーション，№179 号，pp.38-41，富士ゼロックス株式会社，2012 年３月 

「消える棚田残る棚田」グラフィケーション，№179 号，pp.38-41，富士ゼロックス株式会社，2012 年５月 

「フィールドとの邂逅」グラフィケーション，№179 号，pp.38-41，富士ゼロックス株式会社，2012 年７月 

 

二 主な研究教育活動（共同研究，調査，展示，教育等） 

１ 主な共同研究等参加状況 
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基盤研究「日本の中山間地域における人と自然の文化誌」（研究代表 原正利）副代表，平成 23 年度─平成

25 年度 

総合研究大学院大学，公募型共同研究「資源利用と環境に関する学融合的研究：狩猟採集から食料生産への

生業の変化と社会」（研究代表 本郷一美），共同研究員，平成 23 年度─平成 25 年度 

２ 外部資金による研究 

科学研究費基盤研究Ｂ「世界自然遺産の再資源化に向けたアクションリサーチ」（研究代表 柴崎茂光）研究

分担者 

４ 主な展示・資料活動・DB など 

平成 26 年度開催予定企画展示『大ニセモノ博覧会─ホンモノって何？』展示代表者 

総合展示第１室「大テーマ名 弥生」展示プロジェクト委員 

平成 26 年度企画展示『弥生ってなに?!』展示プロジェクト委員 

 

三 社会活動等 

１ 館外における各種委員 

公益財団法人 印旛郡市文化財センター 理事 

 

 

仁藤  敦史 NITO Atsushi 研究部教授（2008～），総研大専攻長（2012～2013） 

併任：総研大日本歴史研究専攻教授（2008～），生年：1960 年 

【学歴】早稲田大学第一文学部日本史学専攻（1982 年卒業），早稲田大学大学院文学研究科史学（日本史）専

攻修士課程（1984 年修了），早稲田大学大学院文学研究科史学（日本史）専攻博士後期課程（1989 年満期退

学） 

【職歴】早稲田大学第一文学部助手（1989），国立歴史民俗博物館歴史研究部助手（1991），同助教授（1999），

総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻助教授併任（2002），大学共同利用機関法人人間文化研

究機構国立歴史民俗博物館研究部准教授（2007），総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻准教

授併任（2007），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部教授（2008），総合研究

大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻教授併任（2008），総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史

研究専攻専攻長（2012-13） 

【学位】文学博士（早稲田大学）（1998 年取得）【専門分野】日本古代史【主な研究テーマ】都城制成立過程

の研究／Establishment p.rocess of Jap.anese ancient cap.ital cities，古代王権論／Theoretical study 

of ancient sovereignty，古代地域社会論／Ancient local societies【所属学会】歴史学研究会，木簡学会，

史学会，日本史研究会，条里制・古代都市研究会 

 

一 著書，論文等 

１ 著書（単著・共著・編著・監修・翻訳など） 

【単著】 

『卑弥呼と台与─倭国の女王たち─』日本史リブレット，山川出版社，90頁，2009 年 10 月 
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『都はなぜ移るのか─遷都の古代史─』歴史文化ライブラリー355，吉川弘文館，246 頁，2011 年 12 月 

『古代王権と支配構造』吉川弘文館，350 頁，2012 年３月 

『さかのぼり日本史⑩─奈良・飛鳥「都」がつくる古代国家─』NHK 出版，123 頁，2012 年６月 

【共編著】 

共編著「卑弥呼の外交戦略」『さかのぼり日本史外交篇⑩飛鳥～縄文』NHK 出版，2013 年８月，pp.90-131 

２ 論文・研究ノート・書評 

【論文】 

「宗教王としての卑弥呼」（『儀礼と権力』弥生時代の考古学７，同成社，pp.140-153，2008 年５月） 

「６，７世紀の宮と支配関係」（『考古学研究』55巻２号，考古学研究会，pp.45-60，2008 年９月）（査読有） 

「卑弥呼の王権と朝貢─公孫氏政権と魏王朝─」（『国立歴史民俗博物館研究報告』第 151 集，pp.343-355，

2009 年３月）（査読有） 

「古代王権と『後期ミヤケ』」（『国立歴史民俗博物館研究報告』第 152 集，pp.79-104，2009 年３月）（査読有） 

「古代王権の表象─槻木・厨子・倚子─」（『家具道具室内史』創刊号，pp.40-51，2009 年５月） 

「継体天皇─その系譜と歴史的位置─」（『日出づる国の誕生』古代の人物１，清文堂出版，pp.79-102，2009

年 12 月） 

「『新撰姓氏録』からみた京貫と改氏姓」（『平安京とその時代』思文閣出版，pp.17-206，2009 年 12 月） 

「孝徳期の対外関係」（『東アジアの中の韓日関係史─半島と列島の交流─』上巻，J＆C，pp.135-159，韓国，

2010 年５月） 

「邪馬台国からヤマト王権へ」（『東アジア世界の成立』日本の対外関係１，吉川弘文館，pp.118-140，2010

年６月） 

「七世紀後半の領域編成─評と大宰・総領─」（『日本歴史』748，pp.96-97，2010 年９月）（査読有） 

「平城遷都からみた王権と都城」（『史海』58，東京学芸大，pp.48-58，2011 年５月） 

「通史第一巻の構想」（『歴史評論』734，pp.25-33，2011 年６月）（査読有） 

「帝紀・旧辞と王統譜の成立」（『史料としての「日本書紀」』勉誠社，pp.70-94，2011 年 10 月） 

「古代都市の成立と貧困」（『歴史学研究』886，pp.2-13，2011 年 11 月）（査読有） 

「文字史料からみた古墳と王権」（『講座日本の考古学７─古墳時代上─』青木書店，pp.761-787，2011年 12月） 

「七世紀後半における公民制の形成過程」（『国立歴史民俗博物館研究報告』第 178 集─開館 30 周年記念論文

集１，pp.261-280，2013 年３月）（査読有） 

「五・六世紀の倭と新羅の交渉─多元的交通論の試み─」（『新羅と倭の交流』韓国慶北大学校，pp.201-250，

2012 年 12 月） 

「日本の都城」（『アジアからみる日本都市史』山川出版社，pp.119-128，2013 年３月） 

「倭国の成立と東アジア」（『岩波講座 日本歴史』１原始・古代１，岩波書店，2013 年 11 月，pp.137-167）

（査読有） 

「『日本書紀』の「任那」観─官家・日本府・調─」（『国立歴史民俗博物館研究報告』第 179 集，2013 年 11

月，pp.425-454）（査読有） 

【書評】 

「書評と紹介 荒木敏夫著『日本古代王権の研究』」（『古文書研究』65号，p.p..129-131，2008 年５月） 
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「書評と紹介 直木孝次郎著『額田王』 」（『日本歴史』722 号，吉川弘文館，p.p..103-105，2008 年７月） 

「書評 井上和人著『古代日本都城制の研究』」（『歴史評論』706，p.p..8-84，2009 年２月） 

「書評 佐藤長門著『日本古代王権の構造と展開』」（『国史学』200，p.p..251-258，2010 年４月） 

「書評 古市晃著『日本古代王権の支配論理』」（『市大日本史』13，p.p..224-235，2010 年５月） 

「書評 義江明子著『古代王権論 神話・歴史感覚・ジェンダー』」（『総合女性史研究』29，p.p..119-124，

2012 年３月） 

「書評 亀谷弘明『古代木簡と地域社会の研究』」（『歴史評論』753，p.p..89-99，2013 年１月） 

「書評 鈴木靖民著『倭国史の展開と東アジア』」（『日本史研究』608，2013 年４月，pp.55-62）（査読有） 

「書評 芳ノ内圭著『日本古代の内裏運営機構』」（『史学雑誌』122-12，2013 年 12 月，pp.83-87）（査読有） 

【その他】 

「推古朝の改革と『聖徳太子』」（『大化改新と古代国家誕生』別冊歴史読本 11，新人物往来社，pp.46-50，2008

年５月） 

「古代の紀伊行幸について」（『明日香風』107 号，飛鳥保存財団，pp.8-13，2008 年７月） 

「中臣鎌足と「大化改新」（『東アジアの古代文化』137，pp.25-256，2009 年１月） 

「長岡京研究の意義」（国立歴史民俗博物館編『桓武と激動の長岡京時代』山川出版社，pp.32-39，2009 年１

月） 

「山背遷都と「水陸之便」」（『本郷』97，吉川弘文館，pp.19-21，2012 年１月） 

「富本銭と和同開珎の関係」（『日本歴史』764，pp.6-9，2012 年１月） 

「アジア史のなかでのヤマト王権」（『ＨＵＭＡＮ』04，平凡社，2013 年６月，p.p.24-31） 

「「記紀系譜」と古墳編年」（『季刊考古学』124，2013 年７月，pp.32-35） 

３ 調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典項目など 

【機構共同研究報告】 

「連携構築と社会発信に冠する評価的観点からの若干の提言」（『人間文化研究における連携構築と社会発信

に冠する方法論の考究』人間文化研究機構，pp.57-61，2010 年３月） 

４ 展示図録・資料図録・映像・データベース・フォーラム刊行記録など 

【展示図録】 

「五世紀以降の倭と朝鮮の国際関係」（『アジアの境界を越えて』平成22年度人間文化研究機構連携展示図録，

国立歴史民俗博物館，pp.186-188，2010 年７月） 

「古代の技術者編成」企画展示図録『時代を作った技─中世の生産革命─』国立歴史民俗博物館，2013 年７

月，pp.10 

【フォーラム刊行記録】 

『桓武と激動の長岡京時代』山川出版社，（共編著・筆頭／村木二郎），235 頁，2009 年１月 

７ その他（歴史系総合誌，友の会ニュース，新聞署名原稿等） 

「厩戸王と推古大王／史料を読み解く」『週刊朝日百科』03，2013 年４月，pp.７・32-33 

「卑弥呼と台与（壱与）」『週刊朝日百科』08，2013 年８月，pp.７ 

「皇位継承」『週刊朝日百科』11，2013 年９月，pp.16-18 

「王都」『週刊朝日百科』13，2013 年９月，pp.37 
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「飛鳥むかしむかし 聖徳太子編」『朝日新聞』奈良版，2013 年９月６・13・20・27 日 

 

二 主な研究教育活動（共同研究，調査，展示，教育等） 

１ 主な共同研究等参加状況 

機構連携研究「正倉院文書の高度情報化研究」代表（2010～2014 年度） 

基幹研究「古代地域社会の実像」（2012～2014 年度） 

４ 主な展示・資料活動・DB など 

「正倉院文書複製事業」宮内庁正倉院事務所（４月透過光撮影・原本照合，８月色校，11月撮影），続々修十

帙第一巻-第二十五巻までの二十五巻を撮影，前年撮影分続々修第八帙第十九・二十巻，同九帙一-十三巻の

十五巻を完成 

企画展示「文字がつなぐ」展示プロジェクト副代表 

企画展示「大ニセモノ博覧会（仮）」展示プロジェクト委員 

企画展示「歴史にみる震災」展示プロジェクト委員 

５ 教育（大学非常勤講師，大学院セミナー担当，学位審査の主査・副査・委員，博物館活動など） 

明治大学大学大学院文学研究科兼任講師（日本史特論） 

東京大学文学部非常勤講師（日本史学特殊講義，夏学期） 

 

三 社会活動等 

１ 館外における各種委員 

条里制・古代都市研究会評議員 

正倉院文書研究会委員 

奈良県桜井市纏向学研究センター共同研究員 

２ 講演・カルチャーセンターなど 

「『古事記』『日本書紀』と古代出雲─神話と史実─」監査懇話会講演会，日比谷図書館，2013 年４月４日 

「壬申の乱と長屋王の変」歴博友の会歴史講座，歴博ガイダンスルーム，2013 年５月 10 日 

「倭国の女王たち─卑弥呼と台与」明治大学博物館友の会創立 25周年記念古代史連続講演会第１回，明治大

学駿河台校舎グローバルフロント１階グローバルホール，2013 年６月 15 日 

「奈良・飛鳥「都」が作る古代国家」全３回，朝日新宿カルチャーセンター，新宿住友ビル，2013 年５月 11

日，５月 25日，６月８日 

「聖徳太子の実像─同時代史料から考える─」トンボの眼講演会，豊島区立生活産業プラザ，2013 年８月 22

日 

「『古事記』『日本書紀』と古代出雲─神話と史実のあいだ─」，古代を学ぶ会，中野区勤労福祉会館，2013

年７月８日 

「大化改新前夜から律令国家成立まで」全四回，千葉市民大学，千葉市文化センター，2013 年９月５日，９

月 12 日，９月 19 日，９月 26 日 

「邪馬台国と初期ヤマト王権─古墳と陵墓のあいだ─」朝日カルチャーセンター新宿，新宿住友ビル，2013

年９月 14 日 



 

359 

「聖徳太子の実像」全三回，横浜朝日カルチャーセンター，ルミネ横浜，2013 年 10 月 17 日，11 月７日，11

月 21 日 

「帝紀と陵墓式の体系─「記紀」系譜と古墳編年─」，トンボの眼講演会，雑司ケ谷地域文化創造館，2013

年 11 月 24 日 

「平安京 ─十年の都から千年の都へ─」朝霞市市民講座，朝霞市博物館，2013 年 11 月 30 日 

「「記紀」系譜と古墳編年─帝紀と陵墓式の体系─」朝日カルチャーセンター新宿，新宿住友ビル，2013 年

12 月６日 

「「邪馬台国」論の現状と課題─考古学と文献史学─」朝日カルチャーセンター横浜，横浜ルミネ，2014 年３

月 29 日 

３ マスコミ（テレビ・ラジオ・雑誌など） 

テレビ NHKBS プレミアム，ＢＳ歴史館 シリーズ 日本のフィクサー（２）「藤原氏 日本の権力構造のルー

ツ」インタビュー出演，2013 年 12 月 12 日（木）放映，午後８：00-午後９：00（60 分） 

 

 

林部  均 HAYASHIBE Hitoshi 研究部教授（2013～） 

併任：総研大日本歴史研究専攻教授（2013～），生年：1960 

【学歴】関西大学文学部史学地理学科（1983 年卒業） 

【職歴】奈良県立橿原考古学研究所嘱託（1983），奈良県立橿原考古学研究所（奈良県教育委員会）技師（1985），

同主任研究員（1992），同総括研究員（2006），関西大学文学部非常勤講師（2002〜2005），三重大学人文学部

非常勤講師（2006），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部准教授（2010），総

合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻准教授併任（2010），大学共同利用機関法人人間文化研究

機構国立歴史民俗博物館研究部教授（2013），総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻教授併任

（2013） 

【学位】博士（文学）（奈良女子大学）（2001 年取得）【専門分野】日本考古学【主な研究テーマ】東アジアの

王宮・王都の研究，考古学からみた古代地域社会の研究【所属学会】日本考古学協会・考古学研究会・日本

史研究会・条里制古代都市研究会 

 

一 著書，論文等 

１ 著書（単著・共著・編著・監修・翻訳など） 

【共著】 

『平城京誕生』（共著／吉村武彦・舘野和巳）角川選書483，角川書店，pp.59-117，pp.207-228，2010 年 11 月 

【編著】 

『平城京100の疑問』奈良県立橿原考古学研究所編，学生社，251頁，2010年 10月（2011年 11月に『Envisioning 

Heijokyo』（A５判 155 頁）として翻訳版が刊行されている） 

２ 論文・研究ノート・書評 

【論文】 

「飛鳥宮─大極殿の成立─」（『都城制研究（２）』奈良女子大学 21世紀 COE プログラム報告集 23，pp.17-36，
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2009 年１月） 

「飛鳥・藤原京の実像─『日本的』都城の成立─」（『都市と環境の歴史学』２，中央大学，pp.507-544，2009

年３月） 

「飛鳥・藤原京研究の現状と今後の展望」（『都市と環境の歴史学』４，中央大学，pp.463-486，2009 年３月） 

「発掘された飛鳥の諸宮」（『飛鳥から藤原京へ』古代の都１，吉川弘文館，pp.40-72，2010 年 10 月） 

「藤原京の条坊施工年代再論」（『国立歴史民俗博物館研究報告』第 160 集，pp.1-28 2010 年 12 月）（査読有） 

「古代宮都と郡山遺跡・多賀城─古代宮都からみた地方官衙論序説─」（『国立歴史民俗博物館研究報告』第

163 集，pp.99-131，2011 年３月）（査読有） 

「遣隋使と飛鳥の諸宮」（『遣隋使が見た風景─東アジアの視点─』八木書店，pp.190-222，2012 年２月） 

「平城遷都後の藤原宮・京」（『都城制研究』（６） 都城の廃絶とその後 奈良女子大学古代学学術研究セン

ター，pp.31-50，2012 年３月） 

「終末期古墳の諸相」（『古墳の出現と展開の地域相』古墳時代の考古学２，同成社，pp.47-62，2012 年５月） 

「日本古代前期の王宮・王都研究の現状と課題」（『東アジア比較都城の試み』東アジア比較都城史研究会，

pp.124-148，2013 年２月） 

「日本古代における王宮構造の変遷─とくに前期難波宮と飛鳥宮を中心として─」（『国立歴史民俗博物館研

究報告』第 176 集，pp.177-202，2013 年３月）（査読有） 

【その他】 

「大宝律令と平城遷都」（『平城遷都』pp.9-18，2009 年 11 月） 

「飛鳥・藤原京から平城京へ」（『季刊考古学』112 号，pp.18-22，2010 年８月） 

「『飛鳥京』と藤原京─東アジアの中の飛鳥─」（『宮都飛鳥』学生社，pp.124-137，2011 年３月） 

「奈良の都の環境を考える」（『全国環境自治体駅伝環境学園特別授業④』環境新聞社，pp.85-110，2011 年７

月） 

３ 調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典項目など 

【調査・発掘調査報告書】 

『四条遺跡Ⅱ』（奈良県立橿原考古学研究所調査報告第 106 冊 共著 本文 478 頁，図版 236 頁 2010 年３月 

【辞典】 

「七世紀の宮都と古墳」「欽明天皇陵」「蘇我馬子墓」「聖徳太子墓」「斉明天皇陵」「天武・持統天皇陵」「文

武天皇陵」「藤原鎌足墓」（『事典 墓の考古学』吉川弘文館，pp.183-187，429-435，2013 年６月） 

５ 学会・外部研究会発表要旨 

「報告『藤原京の造営と運河』コメント」（『古代交通研究会第 17回大会資料』古代の運河 学習院大学 2013

年６月 29 日・30 日） 

「律令国家と畿内産土師器─土器からみた国家の空間認識とその変遷─」（国際日本文化研究センター共同研

究「日本的時空観の形成」 国際日本文化研究センター 2014 年２月 15 日） 

７ その他（歴史系総合誌，友の会ニュース，新聞署名原稿等） 

【歴史系総合誌】 

「研究者紹介「古代の宮都と地域社会の研究─新しい古代史像の構築をめざして─」（歴史系総合誌『歴博』

165，pp.26-27，2011 年３月） 
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「東アジアの都城─都城研究を環境史・生活史・建築史の視点から模索する─」（歴史系総合誌『歴博』167，

pp.1，2011 年７月） 

「東アジアのなかの日本都城」（歴史系総合誌『歴博』167，pp.11，2011 年７月） 

【その他】 

「発掘調査から見えてきた飛鳥時代の国づくり」（『週刊日本の世界遺産』24，飛鳥・藤原の宮都・彦根城・

百舌鳥・古市古墳群，朝日新聞出版，pp.8-11，2012 年６月） 

「わが国初の条坊制都城・藤原京」（『週刊日本の世界遺産』24，飛鳥・藤原の宮都・彦根城・百舌鳥・古市

古墳群，朝日新聞出版，pp.12-13，2012 年６月） 

 

二 主な研究教育活動（共同研究，調査，展示，教育等） 

１ 主な共同研究等参加状況 

基幹研究「古代地域社会の実像」（研究代表者：林部均）研究代表者 

基盤研究「学際的研究による漆文化史の新構築」（研究代表者：日高薫）（副代表）共同研究員 

基幹研究「戦時／災害と生活世界の関わりに関する総合的研究」（研究代表者：原山浩介）共同研究員 

２ 外部資金による研究 

科学研究費基盤研究Ｂ「日本古代における官衙機構の成立と展開」（研究代表 林部均）研究代表者 

科学研究費基盤研究Ａ「比較史的観点からみた日本と東アジア諸国における都城制と都城に関する総括的研

究」（研究代表：山口大学人文学部 橋本義則）研究分担者 

国際日本文化研究センター共同研究「日本的時空観の形成」（研究代表：京都大学 吉川真司）共同研究員 

３ 国際交流事業 

韓国国立文化財研究所との交流事業（国立扶余文化財研究所） 

４ 主な展示・資料活動・DB など 

総合展示第１室「原始・古代」新構築プロジェクト委員（副代表） 

企画展「歴史にみる震災」展示プロジェクト委員 

企画展「文字がつなぐ─古代日本列島と朝鮮半島─」展示プロジェクト委員 

５ 教育（大学非常勤講師，大学院セミナー担当，学位審査の主査・副査・委員，博物館活動など） 

専修大学文学部非常勤講師（日本史特殊講義Ａ・古墳からみた国家形成１・２） 

 

三 社会活動等 

１ 館外における各種委員 

条里制・古代都市研究会評議委員，考古学研究会全国委員，上野国府等調査委員会委員（前橋市教育委員会），

松山市文化財保護審議会久米官衙遺跡群調査検討部会委員（松山市教育委員会），文化庁買取協議員 

２ 講演・カルチャーセンターなど 

「平城京をめぐる 新の研究」古代を学ぶ会主催，会場：中野区勤労福祉会館，2013 年５月 23 日 

『飛鳥時代の考古学』朝日カルチャーセンター新宿主催，2013 年 10 月 31 日 ２回シリーズ「飛鳥の王宮─

飛鳥宮の発掘調査─」「飛鳥の古墳─牽牛子塚古墳の発掘調査─」 

「奈良の都 新発掘情報」『平成 25 年度歴博友の会「考古学講座」』主催：歴博友の会 会場：国立歴史民
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俗博物館 2013 年 12 月 13 日 

「律令国家はいかに地域を支配したのか」『深谷市歴史講座』第３回 主催：深谷市教育委員会 会場：深谷

公民館 2014 年３月９日 

 

四 活動報告 

第三期歴博将来計画委員会委員長（2012～2013） 

 

 

原山  浩介 HARAYAMA Kosuke 研究部准教授（2011.4～） 

併任：総研大日本歴史研究専攻准教授（2011～），生年：1972 年 

【学歴】横浜市立大学商学部経済学科（1997 年卒業），京都大学大学院農学研究科生物資源経済学専攻修士課

程（1999 年修了），京都大学大学院農学研究科生物資源経済学専攻博士課程（2004 年修了） 

【職歴】龍谷大学非常勤講師（2002～2005），佛教大学通信教育部非常勤講師（2002～2011），佛教大学非

常勤講師（2003～2005），近畿大学非常勤講師（2003～2005），国立歴史民俗博物館非常勤研究員（2004～

2005），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部助手（2005），大学共同利用機

関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部助教（2007），大学共同利用機関法人人間文化研究機構

国立歴史民俗博物館研究部准教授（2011），総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻准教授併

任（2011） 

 【学位】博士（農学）（京都大学）（2004 年取得）【専門分野】日本現代史【主な研究テーマ】日本における

消費社会と消費者運動の成立・変遷過程，近現代の農村社会の変容に関する研究，日本とハワイ・北米との

間の人の移動に関する歴史的研究【所属学会】同時代史学会，歴史学研究会，日本村落研究学会，地域農林

経済学会 

 

一 著書，論文等 

１ 著書（単著・共著・編著・監修・翻訳など） 

【単著】 

『消費者の戦後史：闇市から主婦の時代へ』日本経済評論社，324 頁，2011 年６月 

【共編著】 

（共編著／池上甲一・岩崎正弥・原山浩介・藤原辰史）『食の共同体：動員から連帯へ』ナカニシヤ出版，

244 頁，2008 年８月（執筆担当部分：「喪失の歴史としての有機農業：「逡巡の可能性」を考える」pp.119- 

176） 

（共編著／池上甲一・原山浩介）『食と農のいま』ナカニシヤ出版，383 頁，2011 年６月（執筆担当部分：「国

民経済と農業」pp.185-204，コラム 16「農地は誰が耕すのか」pp.285-288，「農業を支える土地と労働」

pp.289-310，「おわりに」（池上甲一と共著）pp.360-365） 

（共編著／安田常雄・大串潤児・高岡裕之・西野肇・原山浩介）『シリーズ 戦後日本社会の歴史 社会を消

費する人びと─大衆消費社会の編成と変容』岩波書店，225 頁，2013 年１月（執筆担当部分：「戦時から戦後

へ」pp.1-11，「出発としての焼け跡・闇市」pp.14-39，「現在からの問い」pp.217-225） 
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２ 論文・研究ノート・書評 

【論文】 

「農村社会を規定する「多様性」の政治─「地域活性化」をめぐる議論を念頭に置いて─」（平野敏政編『家

族・都市・村落生活の近現代』pp.191-124，慶應義塾大学出版会，224 頁，2009 年４月） 

20 世紀における鉄道不在地域の観光地化過程─長野県戸隠をめぐって『国立歴史民俗博物館研究報告』第 155

集，pp.413-431，2010 年３月（査読有） 

「消費者運動イメージの時代性：1970 年前後の「きしみ」から考える」（『国民生活研究』51（４），pp.30-45，

2012 年３月（査読有） 

「消費者運動から考える大学生協」（名和又介・庄司俊作・井上史編『大学の協同を紡ぐ：京都の大学生協』

pp.83-91，コープ出版，477 頁，2012 年５月） 

「「消費者」の時代を問い直す：産業社会におけるあいまいな主体」（2012 年度歴史学研究会大会報告  変革

の扉を押し開くために：新自由主義への対抗構想と運動主体の形成；現代史部会「開発の時代」における主

体形成：その呼びかけの論理と対抗の戦略）（『歴史学研究』898，pp.114-123，2012 年 10 月） 

「ゴミ問題の忘却の構造：放射能汚染が映し出したもの」（鳥越皓之編『環境の日本史５─自然利用と破壊：

近現代と民俗─』pp.248-269，吉川弘文館，292 頁，2013 年６月 

【書評】 

「ブックガイド 桝潟俊子著『有機農業運動と〈提携〉のネットワーク』」（『農業と経済』74（９），pp.125，

2008 年８月） 

「戦後日本の食料・農業・農村編『戦後日本の食料・農業・農村 第 11 巻 農村社会史』：農林統計協会，

2005 年 10 月」（『村落社会研究ジャーナル』16（１），pp.44-45，2009 年 10 月） 

３ 調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典項目など 

【事典】 

共著『人の移動事典：日本からアジアへ・アジアから日本へ』丸善出版，2013 年 11 月（執筆担当部分「高度

成長と向都離村」pp.74-75，「集団就職」pp.84-85） 

【報告書】 

「市民・住民運動資料をめぐる現在の制度的課題」（『1970 年代の市民・住民運動が蓄積した資料の整理・活

用を探る』（トヨタ財団研究助成特別課題「1970 年代の市民・住民運動が蓄積した資料の整理・活用を探る」

報告書），pp.14-18，2009 年３月） 

４ 展示図録・資料図録・映像・データベース・フォーラム刊行記録など 

【展示図録】 

編著『〈特集展示〉アメリカに渡った日本人と戦争の時代』2010 年度国立歴史民俗博物館特集展示「アメリカ

に渡った日本人と戦争の時代」79頁，2010 年３月 

共著『企画展示 風景の記録：写真資料を考える』2011 年度国立歴史民俗博物館企画展示「風景の記録：写

真資料を考える」pp.112-126，2011 年 11 月 

編著『企画展示 歴史にみる震災』平成 25 年度国立歴史民俗博物館企画展「歴史にみる震災」，225 頁，国立

歴史民俗博物館発行，2014 年３月 

【フォーラム刊行】 
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『歴博フォーラム 占領下の民衆生活：総合展示第６室＜現代＞の世界２』東京堂出版，229 頁，2010 年５

月 

５ 学会・外部研究会発表要旨 

「「戦争経験」に依存することの難しさ─戦争展示の今日的課題─」（『第６回国際平和博物館会議報告集』第

６回国際平和博物館会議組織委員会，pp.177-179，2009 年２月） 

「日本近現代史の立場から」（岩本通弥・法橋量・及川祥平編『オーラルヒストリーと〈語り〉のアーカイブ

化に向けて：文化人類学・社会学・歴史学との対話：日本民俗学会国際シンポジウム』成城大学民俗学研究

所グローカル研究センター，2011 年３月） 

７ その他（歴史系総合誌，友の会ニュース，新聞署名原稿等） 

【歴史系総合誌】 

「特集「コメ」」（歴史系総合誌『歴博』第 150 号，2008 年９月）編集企画担当（執筆担当分：「［コラム］コ

メが商品であることの当たり前さと新しさ」pp.23） 

「総合展示の新構築 第６室 占領期という時代」（歴史系総合誌『歴博』第157号，pp.28-29，2009 年 11 月） 

「第５展示室「近代」の充実に向けて」（歴史系総合誌『歴博』第 157 号，pp.31，2009 年 11 月） 

「［コラム］占領期の闇市から」（歴史系総合誌『歴博』162 号，pp.14，2010 年９月） 

「第６展示室  開室記念特集展示「アメリカに渡った日本人と戦争の時代」」（歴史系総合誌『歴博』162 号，

pp.30-31，2010 年９月） 

「［コラム］展示手法の多様性」（歴史系総合誌『歴博』169 号，p.6，2011 年 11 月） 

「企画展示「歴史にみる震災」いま，震災の歴史を見直すこと」（歴史系総合誌『歴博』182 号，pp.24-25，

2014 年１月） 

【その他】 

「抵抗の素朴さと苦さ─可能性への読み替えを目指して」（『インパクション』通号 166，pp.28-37，2008 年

12 月） 

「白頭学院フィルムに見る占領期大阪の在日朝鮮人世界」（『朝鮮史研究会会報』第 178 号，朝鮮史研究会，

pp.5-7，2010 年３月 

「近現代史のなかの朝鮮」（国立歴史民俗博物館編『「韓国併合」100 年を問う』岩波書店，pp.402-407，2011

年３月） 

「戦後，GHQ占領下のサマータイム狂"走"曲」（『歴史読本』 57（10）（通号 880），pp.158-163，2012 年 10月） 

 

二 主な研究教育活動（共同研究，調査，展示，教育等） 

１ 主な共同研究等参加状況 

基幹研究「【広領域歴史創成研究】戦時／災害と生活世界の関わりに関する総合的研究」（研究代表：原山浩

介） 

基盤研究「高度経済成長と地域社会の変化」（研究代表：関沢まゆみ）（副代表） 

基盤研究「【展示型】対外関係・交流史を歴史展示で表現するための実践的研究─19世紀を中心とする対米お

よび対独との関係・交流を展示で表現する試み─」（研究代表：保谷徹） 

基盤研究「民俗儀礼の変容に関する資料論的研究」（研究代表：山田慎也） 
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人間文化研究機構連携研究「近現代の生活と産業変化に関する資料論的研究」（研究代表：青木隆浩） 

人間文化研究機構 日本関連在外資料の調査研究「南北アメリカの移民関係資料ならびに移民社会に関する

研究」（研究代表：原山浩介） 

総合研究大学院大学学融合研究事業「在ハワイの日本歴史・文化資料をめぐる国際共同研究─ハワイにおけ

る日本文化の受容」（研究代表：大久保純一） 

２ 外部資金による研究 

科学研究費基盤研究Ａ「二〇世紀東アジアをめぐる人の移動の総合的研究」（研究代表 蘭信三）研究分担

者 

科学研究費基盤研究Ｃ「高度経済成長と戦後日本の総合的歴史研究─高度成長の社会史」（研究代表 庄司俊

作）研究分担者 

トヨタ財団研究助成プログラム共同研究 A１「原発災害を契機とした「国内植民地」構造再編の把握─「公害」

の経験を参照軸とした新たな農業・農村研究の構築」（代表：中田英樹）プロジェクト参加者 

４ 主な展示・資料活動・DB など 

国立歴史民俗博物館平成 25 年度企画展示『歴史にみる震災』展示代表者，３月 11 日～５月６日，展示代表 

総合展示第５室 展示プロジェクト委員 

総合展示第６室 展示プロジェクト委員 

企画展「ドイツと日本を結ぶもの─日独修好 150 年の歴史─」展示プロジェクト委員 

５ 教育（大学非常勤講師，大学院セミナー担当，学位審査の主査・副査・委員，博物館活動など） 

慶應義塾大学非常勤講師（2008～2010，2012～2013），敬愛大学非常勤講師（2007～現在に至る），白梅学園

大学非常勤講師（2008～2010，2013～現在に至る），農業者大学校非常勤講師（2010） 

 

三 社会活動等 

１ 館外における各種委員 

滋賀県平和祈念館展示等監修委員，日本村落研究学会『村落研究ジャーナル』編集委員，同時代史学会理事，

特定非営利活動法人市民環境研究所理事 

２ 講演・カルチャーセンターなど 

講演「ハワイの近現代と日本語─1930 年代～40 年代の街のくらしから─」人間文化研究機構 第 21 回公開講

演・シンポジウム「海を渡った日本語，一橋講堂，2013 年９月１日 

講演“How to Think Together About the Forced Deaths? Controversies on an Exhibit of the Battle of 

Okinawa in the National Museum of Japanese History,” The Politics of Representation：Reflections on 

Controversial Issues in Museums and Related Places in Japan and Hawai'i（University of Hawai’i at Manoa），

November ２，2013. 

講演「市民運動・ミニコミ資料の可能性」（人間文化研究機構連携研究「近現代の生活と産業変化に関する資

料論的研究」公開研究会），石川県政記念 しいのき迎賓館，2013 年 12 月１日 

３ マスコミ（テレビ・ラジオ・雑誌など） 

１，８月 30日（金）放送（NHK 総合） 

１）「おはよう日本」内の首都圏ローカルニュース（６時 25分，７時 45分） 
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２）午前中の首都圏ローカル情報番組「ひるまえほっと」ニュースコーナー（11時 24 分） 

３）「首都圏ネットワーク」（18時 10 分） 

内容：関東大震災関連資料へのコメント 

２，３月 14日（金）放送（ＮＨＫＦＭ（80.7MHz）） 

「ひるどき情報ちば「週末はミュージアム」」 

内容：企画展示「歴史にみる震災」を紹介。 

 

四 活動報告 

これまでの一連の研究のなかで，全体社会のなかで「対抗的なもの」として姿を現す人びとの営みを通じて

近現代社会，そして「いま」を捉え直していくことを目指して来た。これは，マクロな水準での社会経済史

と，それぞれの領域における人びとの営みの架橋の試みでもある。 

但し，ここで留意しなければならないのは，ある状況において対抗文化としての意味を持っていたものが，

状況の変化を通じて，時として国家・資本などに回収される形で，対抗性を喪失していくプロセスがあるこ

と，そして，そうした転回を遂げる渦中に置かれた，対抗文化の「主体」と目される者たちが，表面的には

「主体性」を喪失するかに見えつつも，実は初期とは大きく変わらない意図やねらいを保ち続けているパラ

ドックスがあること，である。 

またこれと同時に重要なのは，対抗的な動き（それが社会運動であれ，日々のたわいもない生活の営みであ

れ）には，意図してこれを起こし，持続しようとする「主体性」が常にあるわけではなく，いわば必然的に

対抗的な動きの担い手という位置に人びとが置かれてしまい，いやおうなく抵抗の主体たらざるを得なくな

ることがある，ということである。換言すれば，アプリオリに設定できるような対立の構図のなかに人びと

がある位置を占めたり，そうした構図から意図して中立的な位置に居続けることが困難であることを，基本

的な前提とするということでもある。 

こうした構えにおいて前提としているのは，対抗的な動き，ないしマージナルなところで生起する人びとの

日常の営みや運動，表現といったものが，それぞれの社会／時代の性格を強く映し出しているとの認識であ

る。すなわち，対象となっている人びとや社会現象そのものを取り上げているそのことが，社会そのものを

語っていることにもなっているような叙述を目指している。 

これまでの研究のなかでは，表面的に「消費者運動」として切り取っている議論のなかに，こうしたねらい

が強く反映できていると考える。そこでは，一面で資本・権力への抵抗の主体性に満ちているともとれる「消

費者運動」が，全く反転した局面をみせること，しかもそのことがその「担い手」ないし「主体」と目され

る人びとの間では必ずしも自らの立場の「反転」を意味するものではない，といった，表層的なところでい

えば「矛盾」や狭義の「転向」ともいえる事態がごく当たり前に生起してきた。しかも，そうした動きは，

少なからず大衆社会の動向とも連動するものでもあった。こうした，社会運動と社会思想の束と，これをめ

ぐる資本・政治の配置を，この議論においては示して来たつもりである。 

また，いわゆる「移民史」と呼ばれる領域において，その研究領域の成立過程をも分析対象としながら，対

抗的な位置に立ち，あるいは立たざるを得なかった人びとの営みの中から，近・現代の国家・権力・資本・

アイデンティティといった諸問題を見通そうとの着想の下に，研究を進めている。 

「消費者運動」と「移民」，そしてこれら二つの主題とは別に，農村・農政史など，いくつかの領域をめぐっ
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て行って来た議論は，一見するところ全く異なるものであり，自らのなかでそれらの論理的・思想的な連動

を，いま，ここで説明できるほどには，議論を十分に練ることができていない。国立歴史民俗博物館に着任

して以降は，歴史学の実証性に引っ張られる形で，こうした部分の検討が若干おろそかになっていることも

否めない。 

しかしながら，第６展示室（現代）をめぐって生起した様々な論争をはじめとする館内外の諸事など，職務

経験上における経験を加味しながら，改めて，研究の原点に立ち戻る必要があると考えている。2013 年度の

ハワイ大学における報告は，国立歴史民俗博物館を舞台としたクリティカルな出来事を主題としたものであ

り，忙しいながらも，抽象レベルで，そもそもの研究目的に立ち戻ることができたと考えている。 

担当する企画展示が終了したこともあり，若干身軽になる 2014 年度より，初心に返る形で，実証研究を進め

ると同時に，自らの研究の根底にある論理の追求に力を注ぎたいと考えている。 

 

 

樋口  雄彦 HIGUCHI Takehiko 研究部教授（2011～） 

併任：総研大日本歴史研究専攻教授（2011～），生年：1961 

【学歴】静岡大学人文学部人文学科日本史学専攻（1984 年卒業） 

【職歴】沼津市明治史料館学芸員（1984），同主任学芸員（1997），国立歴史民俗博物館歴史研究部助教授（2001），

総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻助教授併任（2003），大学共同利用機関法人人間文化研

究機構国立歴史民俗博物館研究部助教授（2004），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物

館研究部准教授（2007），総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻准教授併任（2007），大学共

同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部教授（2011），総合研究大学院大学文化科学研究

科日本歴史研究専攻教授併任（2011） 

【学位】博士（文学）（大阪大学）（2007 年取得）【専門分野】日本近代史【主な研究テーマ】明治期の社会・

文化と旧幕臣の動向【所属学会】明治維新史学会，洋学史学会，全国歴史資料保存利用機関連絡協議会，静

岡県近代史研究会，静岡県地域史研究会 

 

一 著書，論文等 

１ 著書（単著・共著・編著・監修・翻訳など） 

【単著】 

『静岡学問所』 静岡新聞社，200 頁，2010 年８月 

『海軍諜報員になった旧幕臣─海軍少将安原金次自伝─』芙蓉書房出版，458 頁，2011 年１月 

『第十六代徳川家達─その後の徳川家と近代日本』祥伝社，208 頁，2012 年 10 月 

『箱館戦争と榎本武揚』敗者の日本史 17，吉川弘文館，288 頁，2012 年 11 月 

『人をあるく 勝海舟と江戸東京』吉川弘文館，148 頁，2014 年１月 

２ 論文・研究ノート・書評 

【論文】 

「静岡藩の医療と医学教育─林洞海「慶応戊辰駿行日記」の紹介を兼ねて─」（『国立歴史民俗博物館研究報

告』第 153 集，国立歴史民俗博物館，pp.445-489，2009 年 12 月）（査読有） 



 

368 

「新島襄の聖書研究仲間 杉田廉卿について」（『同志社談叢』31，同志社社史資料センター，pp.1-15，2011

年３月）（査読有） 

「学制期諸県に及んだ静岡藩小学校の影響」（『国立歴史民俗博物館研究報告』第 167 集，国立歴史民俗博物

館，pp.143-167，2012 年１月）（査読有） 

【研究ノート・史料紹介など】 

「脱走旧幕府陸軍兵士の戊辰戦記─塩谷敏郎『戊辰ノ変夢之桟奥羽日記』の翻刻─」（『国立歴史民俗博物館

研究報告』第 150 集，国立歴史民俗博物館，pp.201-260，2009 年３月）（査読有） 

「江原素六の戊辰時脱走抗戦関係史料」（『沼津市博物館紀要』33，沼津市歴史民俗資料館・沼津市明治史料

館，pp.11-38，2009 年３月） 

「幕府鉄砲方田付家の先祖書」（『沼津市博物館紀要』33，沼津市歴史民俗資料館・沼津市明治史料館，pp.39-62，

2009 年３月） 

「大原幽学の教えを学んだ旧幕臣列伝」（『ひかたの歴史と民俗』第８号，大原幽学記念館，pp.1-23，2009

年３月） 

「沼津空襲の痕を歩く─沼津空襲関連遺跡群─」（静岡県戦争遺跡研究会編『静岡県の戦争遺跡を歩く』静岡

新聞社，pp.128-134，2009 年８月） 

「沼津兵学校関係人物履歴集成 その五」（『沼津市博物館紀要』34，沼津市歴史民俗資料館・沼津市明治史

料館，pp.1-23，2010 年３月） 

「旧幕臣・静岡藩士掃苔録」（『沼津市博物館紀要』34，沼津市歴史民俗資料館・沼津市明治史料館，pp.25-57，

2010 年３月） 

「大原幽学没後門人の旧幕臣家族回想録─『佐藤家の人びと』の翻刻・紹介─」（『国立歴史民俗博物館研究

報告』第 158 集，国立歴史民俗博物館，pp.323-364，2010 年３月）（査読有） 

「井口省吾日記にみる同郷会とその活動」（『静岡県近代史研究』35，静岡県近代史研究会，pp.52-60，2010

年 10 月） 

「大鳥圭介と佐倉藩士荒井宗道・荒井宗懿」（『佐倉市史研究』24，佐倉市，pp.56-61，2011 年３月） 

「宇野朗回想録の翻刻と紹介」（『沼津市博物館紀要』35，沼津市歴史民俗資料館・沼津市明治史料館，pp.43-73，

2011 年３月） 

「神谷景昌「如夢草稿」の翻刻と紹介」（『沼津市博物館紀要』35，沼津市歴史民俗資料館・沼津市明治史料

館，pp.75-101，2011 年３月） 

「福田重固手控「陸軍局御用留」」（校正・解説）（『横浜開港資料館紀要』第 29 号，横浜開港資料館，pp.67-193，

2011 年３月） 

「『同方会誌』の世界」（『同方会誌』第十巻（復刻版の解説として），マツノ書店，巻末pp.1-18，2011 年９月） 

「『同方会報告・同方会誌』主要執筆者紹介」（『同方会誌』第十巻（復刻版の付録として），マツノ書店，巻

末 pp.1-22，2011 年９月） 

「静岡藩士の割付をめぐって」（『静岡県近代史研究』第36号，静岡県近代史研究会，pp.74-83，2011 年 10月） 

「西周による沼津兵学校創立時の記録」（『沼津市博物館紀要』36，沼津市歴史民俗資料館・沼津市明治史料

館，pp.1-30，2012 年３月） 

「沼津兵学校関係人物履歴集成 その六」（『沼津市博物館紀要』36，沼津市歴史民俗資料館・沼津市明治史



 

369 

料館，pp.31-93，2012 年３月） 

「弘前藩士が記録した静岡学問所の教育」（『静岡県近代史研究』第 37 号，静岡県近代史研究会，pp.16-29，

2012 年 10 月） 

「服部綾雄・純雄父子と朝鮮人・台湾人留学生」（『敬愛大学総合地域研究』第３号，敬愛大学総合地域研究

所，pp.111-116，2013 年３月） 

「沼津兵学校生徒寄宿舎の図面」（『沼津市博物館紀要』37，沼津市歴史民俗資料館・沼津市明治史料館，pp.1-13，

2013 年３月） 

「沼津藩の砲術稽古入門姓名録」（『沼津市博物館紀要』37，沼津市歴史民俗資料館・沼津市明治史料館，

pp.15-34，2013 年３月） 

「岐路に立った旧幕臣」（『歴史読本』第 58 巻第３号，新人物往来社，pp.176-181，2013 年３月） 

「新居勤番組の名簿から読み取れること」（『静岡県近代史研究』第 38 号，pp.1-13，静岡県近代史研究会，

2013 年 10 月） 

「幕臣博物学者鶴田清次とその資料」（『国立歴史民俗博物館研究報告』第 183 集，pp.319-362，国立歴史民

俗博物館，2014 年３月）（査読有） 

「沼津兵学校関係人物履歴集成 その七」（『沼津市博物館紀要』38，pp.73-84，沼津市歴史民俗資料館・沼

津市明治史料館，2014 年３月） 

【書評】 

「書評 地方史研究会編『東西交流の地域史─列島の境目・静岡─』」（『地方史研究』333，pp.88-90，2008

年６月） 

「書評 熊澤恵里子著『幕末維新期における教育の近代化に関する研究─近代学校教育の生成過程─』」（『史

学雑誌』118 編３号，史学会，pp.101-107，2009 年３月）（査読有） 

３ 調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典項目など 

【自治体史】 

共著『沼津市史 通史編 現代』，沼津市，2009 年３月 

【辞典項目】 

「甲賀源吾」（『明治時代史大辞典』第１巻，吉川弘文館，2011 年 12 月） 

「積信社」「高橋泥舟」（『明治時代史大辞典』第２巻，吉川弘文館，2012 年７月） 

「沼津兵学校」「矢田堀鴻」（『明治時代史大辞典』第３巻，吉川弘文館，2013 年２月） 

４ 展示図録・資料図録・映像・データベース・フォーラム刊行記録など 

【展示図録】 

監修・執筆『図説沼津兵学校』（平成 21年度沼津市明治史料館特別展「沼津兵学校のすべて」，沼津市明治史

料館，96頁，2009 年 12 月） 

『企画展示 侯爵家のアルバム─孝允から幸一にいたる木戸家写真資料─』（平成 23 年度国立歴史民俗博物

館企画展示「侯爵家のアルバム─孝允から幸一にいたる木戸家写真資料─」，国立歴史民俗博物館，2011 年３

月） 

【資料目録】 

『沼津市明治史料館史料目録 42 旧沼津藩士資料目録』（沼津市明治史料館，2010 年３月） 
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『国立歴史民俗博物館資料目録 10 旧侯爵木戸家資料目録』（国立歴史民俗博物館，2011 年２月） 

『沼津市明治史料館史料目録 43 沼津兵学校関係者他資料目録』（沼津市明治史料館，2011 年３月） 

【フォーラム刊行記録】 

「付録 歴博「現代」展示の見方・歩き方」（国立歴史民俗博物館・安田常雄編『歴博フォーラム 戦争と平

和─総合展示第６室〈現代〉の世界（１）─』東京 堂出版，pp.162-167，pp.180-193，pp.196-207，2010

年３月） 

７ その他（歴史系総合誌，友の会ニュース，新聞署名原稿等） 

西村茂樹研究論文入選「論文要旨 西村茂樹の思想的共鳴者としての旧幕臣」（『弘道』第 1084 号，pp.53-54，

日本弘道会，2013 年６月） 

「鍼医木村簾敬と視覚障がい者教育」（『沼津市明治史料館通信』第 114 号，pp.1-3，沼津市明治史料館，2013

年７月） 

「コラム 洋食と幕臣」（新谷尚紀・関沢まゆみ編『民俗小事典 食』，pp.313-315，吉川弘文館，2013 年８月） 

「二宮尊行・志賀直温と静岡藩」（『静岡県近代史研究会会報』第 419 号，pp.2-3，静岡県近代史研究会，2013

年８月） 

「沼津兵学校を追い続けて三十年」（『沼津朝日』第 18254 号，沼津朝日新聞社，2014 年１月１日） 

「高島流砲術家小野金蔵」「琉球王族の書額」（『沼津市明治史料館通信』第 116 号，pp.1-3，沼津市明治史料

館，2014 年１月） 

「海舟の東京仮住まい」（『本郷』第 110 号，pp.2-4，吉川弘文館，2014 年３月） 

「戊辰の戦乱から生まれた亡命者たち」「沼津兵学校と近代日本」「旧幕府軍戦死者の子どもたち」（『洋泉社

ムック・別冊歴史 REAL 敗者たちの幕末維新』，pp.58-61，pp.92-95，pp.96-99，洋泉社，2014 年３月） 

「民権ネットワーク 旧幕臣」（『自由民権』27，pp.103-104，町田市立自由民権資料館 2014 年３月） 

 

二 主な研究教育活動（共同研究，調査，展示，教育等） 

１ 主な共同研究等参加状況 

共同研究「災害の記録と記憶をめぐる資料論的研究」研究代表者（2012～2014 年度） 

４ 主な展示・資料活動・DB など 

総合展示第５室・第６室リニューアル委員会代表 

企画展示「歴史にみる震災」展示プロジェクト委員 

５ 教育（大学非常勤講師，大学院セミナー担当，学位審査の主査・副査・委員，博物館活動など） 

学位審査の委員 渡邉一弘「戦時中の弾丸除け信仰に関する民俗学的研究─千人針習俗を中心に─」（2014

年１月） 

 

三 社会活動等 

１ 館外における各種委員 

富士市文化財保護審議会委員，学習院大学史料館客員研究員，久能山総合調査委員会特別調査委員（静岡市

役所） 

２ 講演・カルチャーセンターなど 
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「戊辰戦争生き残りたちの静岡」第 21回戊辰役東軍殉難者慰霊祭，静岡市・蓮永寺，2013 年９月 28 日 

「明治初年における静岡藩の求心力」第１回静岡市歴史文化フォーラム・今川と徳川，秘められた静岡の魅

力─駿府から静岡へ─，アゴラ静岡，2013 年 10 月 20 日 

「静岡の徳川慶喜・家達と旧幕臣たち」藤枝市郷土博物館歴史講座 幕末維新期の人物史第１回，藤枝市文

学館講座学習室，2013 年 11 月９日 

「静岡学問所と沼津兵学校」第 10回駿府博物館短期歴史講座 幕末・維新期の静岡，静岡商工会議所ホール，

2013 年 11 月 23 日 

「幕末沼津の国学・洋学─武田簡吾とその父・弟のこと─」沼津史談会・市史講座，沼津市立図書館，2014

年１月 18 日 

「佐倉藩士と沼津兵学校」佐倉市民カレッジ，佐倉市中央公民館，2014 年１月 22 日 

「美術史のなかの静岡藩と沼津兵学校」静岡県広告美術業協同組合新春研修会，ブケ東海三島，2014 年２月

１日 

 

四 活動報告 

歴博 30年史編纂委員（2012～2013） 

 

 

日高  薫 HIDAKA Kaori 研究部教授（2010～） 

併任：広報連携センター長（2011～2012），総研大日本歴史研究専攻教授（2010～） 

【学歴】東京大学文学部第二類（史学）美術史学専修過程（1985 年卒業），東京大学大学院人文科学研究科美

術史学専攻修士課程（1987 年修了），東京大学大学院人文科学研究科美術史学専攻博士課程（1990 年単位取

得退学） 

【職歴】杉野女子大学非常勤講師（1988），東京大学文学部美術史研究室助手（1990），共立女子大学国際文

化学部日本文化研究研究助手（1992），国立歴史民俗博物館情報資料研究部助手（1994），同助教授（2002），

大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部助教授（2004），文部科学省研究振興局学

術調査官併任（2004～2006），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部准教授

（2007），総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻准教授併任（2008），大学共同利用機関法人

人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部教授（2010），総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究

専攻教授併任（2010），広報連携センター長併任（2011～2012） 

【学位】博士（文学）（東京大学 2008 年）【専門分野】漆工芸史【主な研究テーマ】蒔絵を中心とする漆工芸

史および日本の装飾芸術の特質に関する研究，交易品としての漆器をめぐる文化交流に関する研究【所属学

会】美術史学会，漆工史学会 

 

一 著書，論文等 

２ 論文・研究ノート・書評 

【論文】 

'Les lieux de fabrication des laques au Japon jusqu'á la fin de la période Edo', L'or du Japon： Laques 
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anciens des collections publiques françaises，pp.17-23, mai 2010 

'Maritime Trade in Asia and the Circulation of Lacquerware', East Asian Lacquer：Material Culture, 

Science and Conservation（東洋漆器─その文化史，科学と保存修復），pp.5-9，London，2011 

「東洋風小部屋の装飾における『漆（japan）』」（『西洋における中国／日本：17 世紀～19 世紀のシノワズリ

ーとジャポニスム』報告書），pp.21-30，ジャポニスム学会，2012 年 10 月 

「世界史の中の桃山漆器」（『日本美術全集 10 黄金とわび』pp.210-214，小学館，2013 年６月） 

「平安の工芸とかざり」（『日本美術全集５ 王朝絵巻と貴族のいとなみ』，pp.207-215，小学館，2014 年３月） 

【書評】 

「読書案内  ジャポニスムとシノワズリ  西洋における日本美術の受容」（世界史の研究（238））（『歴史と地

理』671 号，pp.37-40，2014 年２月） 

３ 調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典項目など 

【調査報告書】 

共編著／高桑いづみ『国立歴史民俗博物館研究報告』第 166 集（「紀州徳川家伝来楽器コレクションの研究」）

245 頁，2011 年３月（査読有） 

共著『永青文庫所蔵資料調査報告書 第二集─能面と能道具─』熊本県立美術館，170 頁，2014 年３月 

【辞典】 

漆工史学会編『漆工辞典』（項目執筆）角川学芸出版，2012 年 11 月 

『岩波  世界人名大辞典』（項目執筆）岩波書店，2013 年 12 月 

４ 展示図録・資料図録・映像・データベース・フォーラム刊行記録など 

編著『和宮ゆかりの雛かざり』（第３展示室特集展示図録），55頁，国立歴史民俗博物館，2011 年２月 

編著『楽器は語る─紀州藩主徳川治宝と君子の楽』（平成 24年度国立歴史民俗博物館企画展示図録），163 頁，

国立歴史民俗博物館，2012 年７月 

「行列を読む⑧阿蘭陀人江戸参府蒔絵箪笥」（『行列にみる近世─武士と異国と祭礼と』（平成 24 年度国立歴

史民俗博物館企画展示図録），pp.122-125，国立歴史民俗博物館，2012 年 10 月） 

「南蛮漆器」（『時代を作った技─中世の生産革命』（平成 25年度国立歴史民俗博物館企画展示図録），

pp.180-187，国立歴史民俗博物館，2013 年７月） 

５ 学会・外部研究会発表要旨 

「シーボルト・コレクションの漆器」（『国際シンポジウム シーボルトが紹介したかった日本』，ドイツ，ル

ール大学ボーフム，2014 年２月 12 日） 

７ その他（歴史系総合誌，友の会ニュース，新聞署名原稿等） 

共編著／小島道裕『美術資料に歴史を読む─漆器と洛中洛外図─』歴史研究の 前線，Vol.11，113 頁，総合

研究大学院大学日本歴史研究専攻・国立歴史民俗博物館，2009 年３月 

「企画展示 海を渡った漆器Ⅱ─江戸時代の輸出漆器」（『友の会ニュース』No.169，pp.3，2013 年 10 月） 

「桃山時代のデザイン」「江戸時代のデザイン」（山下裕二・高岸輝監修『日本美術史 JAPANESE ART HISTORY』

（美術出版ライブラリー  歴史編），pp.180-181，pp.242-243，美術出版社，2014 年３月） 

「連載 文様十二ヶ月」（『孤峰』第 35 巻４号～第 36 巻３号，江戸千家茶道会，2013 年４月～2014 年３月） 

 



 

373 

二 主な研究教育活動（共同研究，調査，展示，教育等） 

１ 主な共同研究等参加状況 

基盤研究「学際的研究による漆文化史の新構築」研究代表者 

 琉球漆器に関する調査，2013 年 11 月８日～10日，那覇市・浦添市，沖縄 

人間文化研究機構「日本関連在外資料の調査研究」プロジェクト「シーボルト父子関係資料をはじめとする

前近代（19世紀）に日本で収集された資料についての基本的調査研究」（総括責任者：久留島浩）ミュンヘン

チーム代表 

 シーボルト初回訪日時の漆器コレクションの調査，2013 年７月２日～９日，ライデン国立民族学博物館，

オランダ 

 ミュンヘン国立民族学博物館所蔵シーボルト・コレクションの調査，2013 年９月 16 日～23 日，ミュンヘ

ン国立民族学博物館，ドイツ 

 ミュンヘン国立民族学博物館所蔵シーボルト・コレクションの調査，2014 年３月４日～10 日，ミュンヘン

国立民族学博物館，ドイツ 

２ 外部資金による研究 

科学研究費基盤研究（Ｂ）「シノワズリの中の日本─17 から 19 世紀の西洋における日本文化受容と中国─」

研究代表者 

 スペイン・ポーランド所在の日本関係資料調査，2013 年８月 15 日～24 日，スペイン国立装飾美術館・ヴ

ィラノフ城・マンガ美術館ほか，スペイン・オランダ 

科学研究費基盤研究（Ｂ）「東西貿易と東洋趣味コレクション─17～19 世紀の日本美術コレクションが担った

役割」研究代表者 

 オランダ所在の日本関係資料調査，2014 年３月 11 日～12 日，アムステルダム国立美術館・ヘットロー宮

殿，オランダ 

私立大学戦略的研究基盤形成支援事業「漆の科学分析評価システムの構築と漆文化の究明に関する学際的研

究」（研究代表者：宮腰哲雄），連携研究員 

４ 主な展示・資料活動・DB など 

国立歴史民俗博物館平成 25 年度企画展示『時代を作った技─中世の生産革命』展示プロジェクト委員 

国立歴史民俗博物館平成 27 年度企画展示『万年筆─技とその時代（仮称）』展示プロジェクト委員 

総合展示第３室「ものから見る近世」特集展示『江戸のくらしと虫』展示プロジェクト委員，2013 年７月 23

日～９月１日 

総合展示第３室「ものから見る近世」特集展示『海を渡った漆器Ⅱ─江戸時代の輸出漆器─』展示代表，10

月 29 日～12 月１日 

総合展示第３室「ものから見る近世」特集展示『午年の馬』展示プロジェクト委員，2013 年 12 月 17 日～ 2014

年１月 19 日 

総合展示第３室「ものから見る近世」特集展示『和宮ゆかりの雛かざり』展示代表，2014 年２月 18 日～３月

30 日 

５ 教育（大学非常勤講師，大学院セミナー担当，学位審査の主査・副査・委員，博物館活動など） 

青山学院大学非常勤講師（芸術文化論・日本文化論） 
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総研大集中講義Ａ「資料調査法（工芸資料の調査方法）」2013 年７月 26 日 

 

三 社会活動等 

１ 館外における各種委員 

漆工史学会理事，千葉市美術品等収集審査委員，町田市博物館資料収集委員会委員，三重県文化財保護審議

会委員，愛知県文化財保護審議会委員，町田市国際工芸美術館整備基本計画検討委員会委員，千葉県伝統工

芸品産業振興協議会委員 

２ 講演・カルチャーセンターなど 

学術交流講演「南蛮屏風に見る異国へのまなざし」，厦門大学，2014 年１月 14 日 

講演「いわゆる南蛮漆器について」（漆工技術講習会「東洋の華麗なる＜蒔絵＞と＜螺鈿＞～高台寺蒔絵と南

蛮漆器～」），京都市産業技術研究所・京都工芸研究会・漆を科学する会主催，京都市産業技術研究所，2014

年３月 19 日 

「輸出向け漆器と技術」（第 89 回歴博フォーラム『モノ作りの中世』），国立歴史民俗博物館，2013 年７月 20

日 

「馬の造形」（第 93回歴博フォーラム『新春の馬』），国立歴史民俗博物館，2014 年１月 18 日 

３ マスコミ（テレビ・ラジオ・雑誌など） 

NHKFM ラジオ「週末はミュージアム」2013 年 11 月 22 日 11：35～11：41 分（ひるどき情報ちば）生放送 

 

 

藤尾  慎一郎 FUJIO Shin’ichiro 副館長・研究総主幹（2013～）， 

研究部教授（2008.11～） 

併任：研究推進センター長（2011～2012），総合研究大学院大学日本歴史研究専攻教授（2009～） 生年：

1959 

【学歴】広島大学文学部卒（1981），九州大学大学院修士課程修了（1983），九州大学大学院博士課程後期単

位取得退学（1986）【職歴】九州大学文学部助手（1986），国立歴史民俗博物館考古研究部助手（1988），同助

教授（1999），総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻助教授併任（2003），大学共同利用機関

法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部助教授（2004），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国

立歴史民俗博物館研究部准教授（2007），総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻准教授併任

（2007），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部教授（2008），総合研究大学院

大学文化科学研究科日本歴史研究専攻教授併任（2009），研究推進センター長併任（2011～2012），副館長・

研究総主幹併任（2013～2014）【学位】博士（文学）（広島大学文学部 2002）【専門分野】日本考古学【主な研

究テーマ】弥生文化，鉄，農耕のはじまり，年代研究【所属学会】日本考古学協会，考古学研究会，九州考

古学会，たたら研究会【研究目的・研究状況】http：//www.rekihaku.ac.jp/kenkyuu/kenkyuusya/ 

fujio/index.html 

 

一 著書，論文等 

１ 著書（単著・共著・編著・監修・翻訳など） 
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【単著】 

『新弥生時代』吉川歴史文化ライブラリー329，271 頁，吉川弘文館，2011 年 10 月 

『弥生文化像の新構築』275 頁，吉川弘文館，2013 年５月 

【共編著】 

（共編著・筆頭／設楽博己・松木武彦）『弥生文化誕生』弥生時代の考古学 2，226 頁，同成社，2009 年１月 

（共編著・筆頭／設楽博己・松木武彦）『弥生文化の輪郭』弥生時代の考古学 1，282 頁，同成社，2009 年 12

月 

（共編著・筆頭／設楽博己・松木武彦）『弥生研究のあゆみと行方』弥生時代の考古学 9，248 頁，同成社，

2011 年 11 月 

【共編】 

（共編／設楽博己・松木武彦）『儀礼と権力』弥生時代考古学７，232 頁，同成社，2008 年５月 

（共編／設楽博己・松木武彦）『集落からよむ弥生社会』弥生時代考古学８，266 頁，同成社，2008 年９月 

（共編／設楽博己・松木武彦）『弥生社会のハードウェア』弥生時代の考古学６，254 頁，同成社，2009 年４

月 

（共編／設楽博己・松木武彦）『食糧の獲得と生産』弥生時代の考古学５，248 頁，同成社，2009 年５月 

（共編／設楽博己・松木武彦）『多様化する弥生文化』弥生時代の考古学３，254 頁，同成社，2011 年５月 

（共編／設楽博己・松木武彦）『古墳時代への胎動』弥生時代の考古学４，228頁，同成社，2011 年８月 31日 

２ 論文・研究ノート・書評 

【原著論文】 

「弥生開始期の集団関係─古河内潟沿岸の場合─」（『国立歴史民俗博物館研究報告』第 152 集，pp.373-400．

2009 年３月）．（査読有） 

「較正年代を用いた弥生集落論」（『国立歴史民俗博物館研究報告』第 149 集，pp.135-161，2009 年３月）．（査

読有） 

「鉛同位体比分析による古代朝鮮半島・日本出土青銅器などの原料産地と流通に関する研究─韓国嶺南地域

出土・東京大学所蔵楽浪土城出土・宮内庁所蔵の資料などを中心に─」（共著／齋藤努，土生田純之，亀田修

一，福尾正彦，鄭仁盛，高田貫太，風間栄一，藤尾慎一郎，柳昌煥，趙榮濟）（『考古学と自然科学』59，pp.57-81，

2009 年６月）（査読有） 

「日韓青銅製品の鉛同位体比を利用した産地推定の研究」（共著／齋藤努）（『国立歴史民俗博物館研究報告』

第 158 集，pp.163-288，2010 年３月）（査読有） 

「古墳出現期の炭素 14年代測定」（共著／春成秀爾，小林謙一，今村峯雄，尾嵜大真，藤尾慎一郎，西本豊

弘）（『国立歴史民俗博物館研究報告』第 163 集，pp.133-176，2011 年３月）（査読有） 

「弥生文化の輪郭」（『開館 30 周年記念論文集１』国立歴史民俗博物館研究報告第 178 集，pp.85-120，2013

年３月）（査読有） 

「弥生鉄史観の見直し」（『農耕社会の成立と展開』国立歴史民俗博物館研究報告第 185 集，pp.155-182，2014

年３月）．（査読有） 

「西日本の弥生稲作開始年代」（『開館 30 周年記念論文集Ⅱ』国立歴史民俗博物館研究報告第 183 集，pp.113- 

144，2014 年３月）（査読有） 



 

376 

【総説論文】 

「日韓青銅器文化の実年代」（『東アジア青銅器の系譜』新弥生時代のはじまり第３巻，pp.138-147，雄山閣，

2008 年５月）． 

「総論 縄文から弥生へ・弥生前史」（『弥生文化誕生』弥生時代の考古学２，pp.3-16，同成社，2009 年１月）．

「板付Ⅰ式を創ろうとした村，創れた村，創れなかった集団」（『弥生文化誕生』弥生時代の考古学２，

pp.105-113，同成社，2009 年１月）． 

：今村峯雄と共著「炭素 14 年の記録から見た自然環境変動─弥生文化成立期─」（『弥生文化誕生』弥生時代

の考古学２，pp.47-58，同成社，2009 年１月）． 

「弥生時代の実年代」（『新弥生時代のはじまり』第４巻，pp.9-54，雄山閣，2009 年３月）． 

「弥生文化の輪郭─時間・地域・年代論─」（『弥生文化の輪郭』弥生時代の考古学１，pp.2-20，同成社，2009

年 12 月）． 

「バルト海沿岸の農耕化と弥生文化─エルテベーレ文化を中心に─」（『弥生文化の輪郭』弥生時代の考古学

１，pp.89-111，同成社，2009 年 12 月）． 

「日本の歴史空間を読む─弥生時代─」（共著・筆頭／山口欧志）（宇野隆夫編『ユーラシア古代都市・集落

の歴史空間を読む』，pp.21-41，勉誠出版，2010 年３月）． 

「稲・鉄史観成立の検証と研究の行方」（共著・筆頭／松木武彦）（『弥生研究のあゆみと行方』弥生時代の考

古学９，pp.3-14（全体は 23 頁まで），同成社，2011 年 11 月）． 

「弥生鉄史観の検証と行方」（『弥生研究のあゆみと行方』弥生時代の考古学９，pp.117-132，同成社，2011

年 11 月） 

【書評】 

「書評 中山誠二著『植物考古学と日本の農耕の起源』・小畑弘己著『東北アジア古民族植物学と縄文農耕』

（『日本考古学』第 33号，pp.143-149，2012 年５月） 

３ 調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典項目など 

【報告書】 

「名古屋市朝日遺跡（14次）出土の炭化材の炭素 14 年代測定」（共著・筆頭／遠部慎・坂本稔・村木誠・伊

藤正人・野澤則幸）『名古屋市見晴台考古資料館研究紀要』10，pp.15-24）． 

「朝日遺跡出土土器に付着した炭化物の年代学的調査」（共著・筆頭／尾嵜大真）『朝日遺跡Ⅷ総集編』

pp.138-148，愛知県埋蔵文化財センター調査報告書第 154 集，2009 年３月）． 

（共著・筆頭／今村峯雄・山崎頼人）「弥生時代井堰の年代─福岡県小郡市力武内畑遺跡の年代学的調査─」

（『国立歴史民俗博物館研究報告』第 153 集，pp.117-128，2009 年 12 月） 

（共著・筆頭／坂本稔）「大分市大道遺跡群第 15次調査出土土器の年代学的調査」（『大道遺跡群』３─大分駅

周辺総合整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書６─，pp.175-178，大分市埋蔵文化財発掘調査報告書第

99 集，2010 年３月）． 

（共著・筆頭／今村峯雄・坂本稔）「大分市大道遺跡群第 24次調査出土臼と土器の年代学的調査」（『大道遺

跡群』３─大分駅周辺総合整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書６─，pp.179-187，大分市埋蔵文化財発

掘調査報告書第 99 集，2010 年３月）． 

（共著・筆頭／坂本稔・住田雅和）「徳島市庄・蔵本遺跡群出土炭化物の年代学的調査」（『国立大学法人徳島
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大学埋蔵文化財調査室年報２』pp.53-60，2010 年３月） 

（共著・筆頭／李昌煕）「歴博国際研究集会「日韓先史時代の集落研究」開催報告」（『国立歴史民俗博物館研

究報告』第 160 集，pp.73-188，2010 年 12 月）． 

藤尾慎一郎「歴史学研究施設の活動紹介─人間文化研究機構国立歴史民俗博物館 2011 年度─」（『日本歴史学

協会年報』第 27 号，pp.229-231，2012 年３月）． 

「本高弓ノ木遺跡 710 溝出土土器の年代学的調査」（共著・筆頭／濵田竜彦・坂本稔）（『鳥取県鳥取市本高弓

ノ木遺跡（５区）Ⅰー第３分冊【遺物（土器・石器・鉄器）・分析編】』一般国道９号（鳥取西道路）の改築

に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅷ，pp.199-214，2013 年３月，鳥取県教育委員会） 

「韓国釜山市東萊温泉洞遺跡Ⅱ出土木材の年代学的調査─青銅器時代前期の実年代─」（共著・筆頭／坂本稔）

（『東萊温泉洞遺蹟Ⅱ』pp.173-178，釜山市博物館・釜山施設公園，2013 年３月） 

「志布志市稲荷迫遺跡出土弥生前期突帯文土器の年代学的調査─大隅半島の弥生前期の実年代─」（共著・筆

頭／坂本稔・東和幸）（『縄文の森から』，pp.1-12，鹿児島県立埋蔵文化財センター研究紀要・年報，第６号，

2013 年５月）． 

編著『農耕社会の成立と展開』国立歴史民俗博物館研究報告第 185 集，530 頁．2014 年３月 

「鳥取平野における水田稲作開始期の年代学的調査」（共著・筆頭／濵田竜彦・坂本稔）（『農耕社会の成立と

展開』国立歴史民俗博物館研究報告第 185 集，pp.489-510，2014 年３月）（査読有） 

「福岡県小郡市大保横枕遺跡の年代学的調査─弥生前期の二重環壕を備えた集落の年代─」（共著・筆頭／山

崎頼人・坂本稔）（『農耕社会の成立と展開』国立歴史民俗博物館研究報告第 185 集，pp471-488，2014 年３月）

（査読有） 

【その他】 

「コラム 縄文・弥生の食生活」（『民俗小事典─食─』pp.100-102，吉川弘文館，2013 年８月）． 

４ 展示図録・資料図録・映像・データベース・フォーラム刊行記録など 

【資料図録】 

（共編／春成秀爾）『弥生青銅器コレクション』国立歴史民俗博物館資料図録６，2009 年３月 

【データベース】 

「縄文・弥生集落遺跡ＤＢ」2012 年３月，研究代表者（25,544 件）弥生長期編年と世界座標，Google による

地図表示システムを連動させた縄文後期から古墳後期までに DB 

５ 学会・外部研究会発表要旨 

藤尾慎一郎（春成秀爾・今村峯雄・小林謙一・坂本稔・西本豊弘・広瀬和雄・尾嵜大真・光谷拓実・中村俊

夫・松崎浩之と連名）「弥生時代の実年代」有限責任中間法人日本考古学協会『第 73 回総会研究発表要旨予

稿集』，pp.32-33，2008 年５月 25 日，東海大学） 

「大分市大道遺跡第 24次調査出土臼の年代学的調査」九州史学会記念講演，2008 年 12 月 14 日，九州大学 

藤尾慎一郎・李昌煕編『日韓先史時代の集落研究』平成 21 年度国立歴史民俗博物館研究集会発表要旨集，京

都同志社大学．2009 年 10 月，同志社大学 

藤尾慎一郎「実年代の求め方」第 88回釜山大学史学会，2012 年３月，釜山） 

６ 総合研究大学院大学（シンポ・研究の 前線など） 

（共著／齋藤努）（『歴史研究の 前線 12─分析科学と歴史学』日本歴史研究専攻，pp.6-38，2010 年１月） 
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「炭素 14 年代と新弥生時代像」（関沢まゆみ編『分析科学と考古学』pp.47-93，歴史研究の 前線 vol.12，

総合研究大学院大学日本歴史研究専攻，2010 年１月） 

７ その他（歴史系総合誌，友の会ニュース，新聞署名原稿等） 

「弥生・古墳時代の鉄」（『HUMAN』vol.04─巨大古墳と王権─，pp.106-110，平凡社，2013 年６月） 

【エッセイ】 

「弥生時代の実年代」（『弥生農耕の起源と東アジアニューズレター№11』pp.4-5，2009 年）． 

（共著・筆頭／今村峯雄）「臼の一生─卑弥呼と同時代に生きたクスがたどった人生─」（『弥生農耕の起源と

東アジアニューズレター№11』pp.2-3，2009 年） 

「 北端の水田稲作」（『本郷』№96，pp.23-25，2011 年 11 月） 

 

二 主な研究教育活動（共同研究，調査，展示，教育等） 

１ 主な共同研究等参加状況 

歴博基幹研究「新しい古代像樹立のための総合的研究」（総括研究代表），Ｂ「農耕社会の成立と展開─弥生

時代像の再構築─」研究代表者 

基盤研究「歴史・考古資料研究における高精度年代論」（坂本稔研究代表） 

基幹研究「災害の記録と記憶をめぐる資料論的研究」（研究代表者 樋口雄彦），2012～2014 年度 

２ 外部資金による研究 

科学研究費基盤研究Ｂ「日韓における青銅原料の産地の変遷に関する研究」（研究代表者 齋藤努）研究分担

者，2012～2014 年度 

科学研究費基盤研究Ｂ「日韓古代人骨の分析化学・年代学的研究と三国時代の実年代」研究代表者（2011～

2013 年度） 

科学研究費基盤研究Ａ「植物・土器・人骨の分析を中心とした日本列島農耕複合文化の形成に関する基礎的

研究」（研究代表者設楽博己）研究分担者，2013～2016 年度 

３ 国際交流事業 

「日韓古代人骨の分析化学・年代学的研究と三国時代の実年代」研究代表者（2010～2015 年度） 

【国際シンポジウム】 

「韓国と日本─農耕の始まりと展開を探る─」（財）東亜細亜文化財研究院設立 10 周年記念国際学術シンポ

ジウム『考古学からみた東亜細亜の文物』金海，韓国，11月 18 日． 

４ 主な展示・資料活動 

企画展「弥生ってなに?!」（展示代表者），2012～2014 年度，2014 年７月 15 日～９月 15日開催． 

総合展示第１室新構築─原始古代─，展示代表者，2012～2017 年度 

総合展示第１室稲と倭人，代表者 

 

三 社会活動等 

１ 館外における各種委員 

日本考古学協会機関誌編集委員，考古学研究会全国委員，たたら研究会関東委員 

２ 講演・カルチャーセンターなど 
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講演「文明の「はじまり」─日本における農耕の起源─」（『「はじまり」シンポジウム』）総合研究大学院大

学，2013 年 11 月 26 日，神奈川． 

「弥生文化とはなにか」古代を考える会，埼玉，2014 年１月 15 日 

「弥生文化とはなにか」日本学士会記念講演，学士会館，2014 年２月 20 日，東京 

 

四 活動報告 

 平成 21～23 年度に実施した歴博基幹研究「農耕社会の成立と展開」の成果報告書を，平成 26 年３月に『国

立歴史民俗博物館研究報告』第 185 集として刊行した。共同研究者全員が弥生長期編年にもとづき，水田稲

作，金属器，集落，対外交流ごとに論文を執筆したもので，弥生長期編年にもとづく弥生時代観を初めて構

築したものである。 

 平成 24 年度と 25 年度には，弥生長期編年に基づいた新しい弥生文化観に関する専門書と一般向け単行本

を刊行することができた。今度はこの研究成果をもとに，平成 30年度のオープンを目指して歴博総合展示第

１室（原始・古代）のリニューアル準備も行った。またその準備の展示となる歴博企画展「弥生ってなに?!」

も 26 年４月から，いよいよオープンの年度を迎えることになり，準備も 終局面を迎えつつある。 

 平成23年度から始まった古墳時代における日韓の年代観のずれを修正する目的で始めた科学研究費基盤研

究Ｂも３年間の研究・調査期間が終了し，平成 26年度は報告書刊行の年となる。 

 

 

松尾  恒一 MATSUO Koichi 研究部教授（2010～） 

併任：総研大日本歴史研究専攻教授（2010～），生年：1963 

【学歴】國學院大學文学部日本文学科（1985 年卒業），國學院大學大学院文学研究科博士前期課程（1987 年

修了），國學院大學大学院文学研究科博士後期課程（1995 年修了） 

【職歴】國學院大學文学部専任講師（1996），大倉山精神文化研究所非常勤研究員（1997），國學院大學文学

部助教授（1999），同大學日本文化研究所兼担助教授（1999），国立歴史民俗博物館民俗研究部助教授（2002），

大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部助教授（2004），総合研究大学院大学文化

科学研究科日本歴史研究専攻助教授併任（2004），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物

館研究部准教授（2007），総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻准教授併任（2007），大学共

同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部教授（2010），総合研究大学院大学文化科学研究

科日本歴史研究専攻教授併任（2010） 

【学位】文学博士（國學院大學）【専門分野】民俗宗教，儀礼・芸能史【主な研究テーマ】民俗宗教・民間信

仰，南都の寺院の儀礼・芸能，寺院に奉仕する職能者の研究，東アジアの比較民俗【所属学会】日本民俗学

会，民俗芸能学会，芸能史研究会，儀礼文化学会，説話・伝承学会【研究目的・研究状況】中国・アメリカ・

韓国等，海外の民俗・歴史研究者・研究機関とも交流を推進しつつ，フィールドワークを中心とする調査を

進めている。 

 

一 著書，論文等 

１ 著書（単著・共著・編著・監修・翻訳など） 
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【単著】 

『物部の民俗といざなぎ流』吉川弘文館，2011 年６月，250 頁 

『儀礼から芸能へ 狂騒・憑依・道化』角川学芸出版，2011 年９月，237 頁 

２ 論文・研究ノート・書評 

【論文】 

「大神神社の巫女と神楽─神仏習合の祭儀と芸能─」（『国文学  解釈と鑑賞』2009 年 10 月号，至文堂，

pp.42-49） 

「大神神社の巫女と神楽」（阿部泰郎編『中世文学と寺院資料・聖教』中世文学と隣接諸学第２巻，2010 年

10 月，竹林舎，pp.273-286） 

「柳田国男の芸能研究，柳田国男と芸能研究」（『国立歴史民俗博物館研究報告』第 165 集，「［共同研究］日

本における民俗研究の形成と発展に関する基礎研究」特集号，2011 年３月，pp.251-264）（査読有） 

「琉球弧における船と樹霊信仰」（『国立歴史民俗博物館研究報告』第 174 集「［共同研究］兆・応・禁・呪の

民俗誌」特集号，2011 年３月，pp.119-132）（査読有） 

中国語論文「日本冲绳南方岛屿（八重山地区・西表岛）的种稻仪式与赛龙舟─冲绳・中国的比较民俗─」（『文

化遺産』pp.86-93，中国中山大学，2012 年１月）（査読有） 

「西表島の稲作儀礼と龍船競争─沖縄・中国の比較民俗に向けて─」（松尾恒一・国立歴史民俗博物館編『琉

球弧─海洋をめぐるモノ・人，文化』pp.241-261，岩田書院，2012 年３月） 

「寺院の儀礼と芸能，古代から中世へ」（小林健二編『中世の芸能と文芸』（中世文学と隣接諸学７，竹林舎），

2012 年５月，pp.10-35 

「死霊をめぐる神楽と鎮魂─いざなぎ流と比婆荒神神楽─」（国立歴史民俗博物館・松尾恒一編『東アジアの

宗教文化』岩田書院，pp.117-145，2014 年３月）（査読無） 

中国語「日本民俗学田野调查（フィールドワーク）方法及論理思考」（中国学術誌『民間文化論壇』「学術訪

談録」（程鹏：問，梁青：中国語訳），2014 年第１期，2014 年１月，pp.101-106）（査読無） 

【その他】 

「西表島の稲作儀礼」（『人間文化』Vol.15─アジアから琉球弧を考える─海洋をめぐる人・モノ，文化─，2012

年６月５日，pp.4-9，人間文化研究機構） 

３ 調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典項目など 

【調査報告書】 

「第三章「大頭祭の現況」，pp.133-488，「第一節一「頭人行事の現在，組織と運営」，pp.133-140」，「第四節

「大頭祭の変容と現況─頭人行事から地域の行事へ─」，pp.355-359，他執筆」（共著／千曲市教育委員会・倉

石忠彦・井原今朝雄，他）『長野県千曲市  武水別神社大頭祭民俗文化財調査報告書』（A４版，690 頁），千曲

市教育委員会，2010 年３月 

「第三章四節「蛭ヶ谷の田遊び参考文献概観」（pp.105-106）・第八章一節「田遊びの起源と意義」（pp.171-184），

他執筆」（静岡県牧之原市教育委員会編・共著／野本寛一・天野忍・八木洋行，他）（『国記録選択無形民俗文

化財調査報告書 蛭ヶ谷の田遊び』（A４版，246 頁），牧之原市教育委員会発行，2010 年３月） 

「大神神社の巫女と神楽─中・近世から近代における断絶と復興の試み─」（『奈良県民俗芸能緊急調査報告

書』Ⅰ，pp.140-152，奈良県教育委員会，2014 年３月） 
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４ 展示図録・資料図録・映像・データベース・フォーラム刊行記録など 

【編著】 

（筆頭／国立歴史民俗博物館）『琉球弧─海洋をめぐるモノ・人，文化』岩田書院，2012 年３月，317 頁 

（編著／国立歴史民俗博物館）『東アジアの宗教文化』岩田書院，472 頁，2014 年３月 

【その他】 

歴博民俗映像『能登，あばれ祭』11min.制作（2009 年度） 

歴博民俗映像『能登，あばれ祭』11min.英語・中国語・韓国語版制作（2010 年度） 

歴博民俗映像『西表島，稲の祭り』11min.制作（2009 年度） 

歴博民俗映像『西表島，稲の祭り』11min.英語・中国語・韓国語版制作（2010 年度） 

歴博民俗研究映像『比婆荒神神楽─地域と信仰─』69min.制作（2011 年度） 

歴博民俗研究映像『比婆荒神神楽─地域と信仰─』69min.英語版，制作（2012 年度） 

歴博民俗研究映像『比婆荒神神楽─荒神信仰と式年大神楽─』11min.日本語・英語・中国語・韓国語版制作，

制作（2012 年度） 

歴博民俗研究映像『薬師寺花会式』71min.中国語（簡体字）版制作（2012 年度） 

歴博民俗研究映像『薬師寺花会式』71min.中国語（繁体字）版制作（2012 年度） 

５ 学会・外部研究会発表要旨 

講演「寺院の儀礼と芸能，古代から中世へ─荘厳の祝祭とその変容─」“Temple Rituals and Performance, from 

Ancient to Medieval Times：The Embellishment of Religious Celebrations and Its Transformation”（University 

of Illinois, National Museum of Japanese History Joint Research Project, “Relationships and 

Transformations in East Asia Religions, Religious Performance, City and Country in East Asia”，松尾恒

一・国立歴史民俗博物館編『東アジアの宗教とパフォーマンス，都市と地域』国立歴史民俗博物館・イリノイ大

学・共同国際研究集会，日本語pp.43-58，英語訳pp.59-81，イリノイ大学，アメリカ，2013年 10月９日） 

「死霊をめぐる神楽と鎮魂─いざなぎ流と比婆荒神神楽─」“Kagura and Chinkon for the Spirits of the 

Dead; Izanagi-ryū and the Kōjin of Hiba”（University of Illinois, National Museum of Japanese History 

Joint Research Project, “Relationships and Transformations in East Asia Religions, Religious 

Performance, City and Country in East Asia”．松尾恒一・国立歴史民俗博物館編『東アジアの宗教とパフ

ォーマンス，都市と地域』国立歴史民俗博物館・イリノイ大学・共同国際研究集会，日本語 pp.187-200，英

語訳 pp.201-218，イリノイ大学，アメリカ，2013 年 10 月９日） 

７ その他（歴史系総合誌，友の会ニュース，新聞署名原稿等） 

「めぐる時間と祭り」（歴史系総合誌『歴博』176 号，pp.10-11，2013 年１月） 

『神さま図鑑』３巻監修，第１巻『願いをかなえる神さま』，第２巻『みぢかにいる神さま』，第３巻『くら

しを守る神さま』，ミネルヴァ書房，2012 年 10 月〜12 月 

「歴史の舞台：国東半島を歩く（六郷満山の修正会）」，週刊朝日百科『新発見！日本の歴史』17 号，pp.24，

2013 年 10 月） 

「2000 年歴史絵巻〈 祭りと行事」監修・執筆，週刊朝日百科『新発見！日本の歴史』23号，pp.33-37，2013

年 11 月） 

『みたい！しりたい！しらべたい！日本の地獄・極楽なんでも図鑑』３巻，監修・前文執筆，第１巻『死ん
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だらどこにいくの？』，第２巻『地獄ってどんなところ？』，第３巻『極楽ってどんなところ？』ミネルヴァ

書房，2013 年７月〜９月 

 

二 主な研究教育活動（共同研究，調査，展示，教育等） 

２ 外部資金による研究 

 科研「中世宗教テクスト体系の綜合的研究」（研究代表者：名古屋大学・阿部泰郎教授）研究分担者 

 科研「唱導文献に基づく法会の綜合的研究」（研究代表者：筑波大学・近本謙介准教授）研究分担者 

 科研「フォークロアパラドックスを止揚する」（研究代表者：日本女子大学・中西裕二教授）研究協力者 

「琉球群島の船と樹霊信仰の考察」，中国・中山大学，非物質文化遺産研究センター「非物質文化遺産と民間

信仰，学術検討会議」2013 年６月 14 日 

アメリカ・University of Southern California（南カリフォルニア大学）“Religion and Social Life in 

Premodern Japan Project”における研究発表“Religious Piety，Ritual，and the Performing Arts in Japan： 

Cultural Exchange with East Asia, Historically and Today（日本宗教，儀礼・芸能と信仰─東アジアとの

交流，歴史と伝流─）” April 11，2014. 

３ 国際交流事業 

アメリカ  イリノイ大学との交流事業“Exchanges and regional activities of East Asian religions”「東

アジアの宗教をめぐる交流と地域的展開」研究代表者（平成 24年度─平成 28年度） 

韓国国立民俗博物館との交流事業「博物館型研究統合による日韓地域研究」（平成 21 年度─平成 26年度） 

４ 主な展示・資料活動・DB など 

総合展示第４室「列島の民俗文化」展示プロジェクト副代表 

５ 教育（大学非常勤講師，大学院セミナー担当，学位審査の主査・副査・委員，博物館活動など） 

千葉大学大学院客員教授（人工物デザイン史論） 

國學院大學非常勤講師（伝承文学演習）・國學院大學大学院（伝統芸能特論） 

学習院大学非常勤講師（日本文学演習） 

中国・華東師範大学大学院集中講義「日本民俗学の理論と方法」，上海・華東師範大学，2013 年８月 28 日-8

月 31 日 

アメリカ・University of Illinois での公開授業“The four Seasons and Faith，Festivals in Japan（日本

の四季と信仰・祭礼）”，October ８，2013. 

アメリカ・Western Michigan University，比較宗教学部での公開授業，“The Kagura Performance for the wrathful 

deities “Kojin” of Hiba：Local Communities and the Periodical Great Kagura” October 11，2013. 

 

三 社会活動等 

１ 館外における各種委員 

日本民俗学会理事・日本民俗学会選考委員・儀礼文化学会運営委員・國學院大學國文學會役員・奈良県教育

委員会「奈良県民俗芸能緊急調査」指導調査員 

２ 講演・カルチャーセンターなど 

法政大学沖縄文化研究所  総合講座“沖縄を考える”「琉球地域のハーリー船（龍船／龍舟）競争─中国からの
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伝播と変容─」，法政大学，2013 年５月 17 日， 

「琉球群島における龍船競漕：歴博民俗展示リニューアル」，第 42回東京・西表島郷友会，川崎市総合自治

会館，2013 年６月２日 

東京沖縄県人会・沖縄クラブ・講演会「歴博民俗新展示と琉球地域のハーリー船競争」，2013 年９月 14 日，

日本印刷会館 

中国政府文化部への「歴博の民俗展示と資料収集と整理，そのデータベース化と公開」についての講義と討

論，2013 年 11 月 13 日，歴博 

 

四 活動報告 

2013 年度は，リニューアルオープンしたばかりの民俗新展示室の広報も兼ねた，主に展示協力地域での講演

活動のほか，日本国内だけでなく，アメリカ・中国等，海外の大学での公開講演や講義を行った。民俗新展

示においては「おそれと祈り」ゾーンの「めぐる時間と祭り」コーナーを主に担当したが，日本では，列島

の外の地域・海外と交流しつつ独自の民俗文化が形成された視点や，そうした日本の民俗文化の特質をクロ

ーズアップした点が大きな評価を受けた。特に中国の研究者からは，伝統的な生業・信仰についての中国と

の共通性や，伝統行事の中国からの影響について大きな関心が寄せられた。 

アメリカとの交流については，イリノイ大学との交流協定に基づく事業の代表を務め，本年度はイリノイ大

学にて２日間にわたる規模の大きな国際研究集会「東アジアの宗教とパフォーマンス，都市と地域」を歴博

との共催にて開催したが，アメリカ側では，イリノイ大学だけでなく，カナダを含むアメリカ国内外の大学

研究者が招かれ，これらを契機として，コロンビア大学や南カリフォルニア大学との交流の可能性も模索さ

れはじめ，アメリカの日本研究との交流を拡大する方向性を見出すことができたことは特筆される。 

中国との交流については，中山大学非物質文化研究センター主催の「非物質文化遺産と民間信仰，学術検討

会議」の招聘を受け，また上海・華東師範大学での，民俗学を学ぶ大学院生を主対象とした「日本民俗学の

理論と方法」についての集中講義を行うなど，伝統・伝承の上で共有する部分も大きい文化について，中国

の若手研究者との講義を通じた議論を深めた意義は大きい。 

自分自身の研究としては，日本国内の華僑・華人の社会や関帝廟における先祖祭祀や信仰の実態と特質につ

いての調査・研究に着手し，近い将来の研究発表に向けて努力したい。 

 

 

松田  睦彦 MATSUDA Mutsuhiko 研究部助教（2009.4～） 

生年：1977 

【学歴】早稲田大学第一文学部文学科日本文学専修（1999 年卒業），成城大学大学院文学研究科日本常民文化

専攻博士課程前期（2002 年修了），成城大学大学院文学研究科日本常民文化専攻博士課程後期（2007 年修了） 

【職歴】成城大学民俗学研究所研究員（2007），成城大学非常勤講師（2008），荒川区教育委員会事務局社会

教育課文学館調査担当学芸員（2008），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部助

教（2009） 

【学位】博士（文学）（成城大学）（2007 年取得）【専門分野】民俗学【主な研究テーマ】生業および人の移動

に関する民俗学的研究【所属学会】日本民俗学会・日本民具学会・日本文化人類学会【研究目的・研究状況】
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様々な生業の技術や，いくつもの生業を組み合わせて生計を維持する複合生業の様相について明らかにする。

また，生業にともなう人の移動に注目し，定住を前提とする従来の民俗学的研究に対し，移動の日常性を前

提とする研究を提唱している。現在は特に採石職人に注目し，その技術や生活文化について考古学や文献史

学と協業しながら研究を進めている。 

 

一 著書，論文等 

１ 著書（単著・共著・編著・監修・翻訳など） 

【単著】 

『人の移動の民俗学─タビ〈旅〉から見る生業と故郷─』311 頁，慶友社，2010 年２月 

【編著】 

『戦後民俗学／民俗学の理論的展開─ドイツと日本を視野に─』142 頁，成城大学大学院文学研究科成城大学

民俗研究所，2008 年３月 

２ 論文・研究ノート・書評 

【論文】 

「愛媛県越智杜氏の歴史と実態─新資料および聞き取り調査から─」（『民俗学研究所紀要』第32集，pp.84-109，

成城大学民俗学研究所，2008 年３月） 

「半島の『半島』化─開かれた空間から閉ざされた空間へ─」（『半島のくらし─広域民俗誌の試み─』pp.54-70，

慶友社，2009 年３月） 

「大日塚をめぐる一考察─千葉県旭市干潟町周辺の事例から─」（『日本常民文化研究紀要』第28輯，pp.93-126，

成城大学大学院文学研究科，2010 年３月） 

「柳田国男の『生業』研究をめぐる一考察─1910 年代から 1930 年代の論考を中心として─」（『国立歴史民俗

博物館研究報告』第 158 集，pp.143-162，2010 年３月）（査読有） 

「『採集手帖』の活用にむけて─ゼロポイント設定のための予備的考察─」（田中宣一先生古稀記念論集編纂

委員会編『神・人・自然─民俗的世界の相貌─』pp.434-452，慶友社，2010 年２月） 

「民俗の衰退と表出─地方採石業者の経験した高度経済成長─」（『国立歴史民俗博物館研究報告』第 171 集，

pp.385-405，2011 年 12 月）（査読有） 

「溜池での漁に見る水田稲作の論理─鳥取市気高町大堤『うぐい突き』の事例から─」（『民具マンスリー』

第 45 巻７号，pp.1-14，神奈川大学日本常民文化研究所） 

「石屋の祀る山の神・再考─祭祀の実態と篤い信仰への疑問─」（『国立歴史民俗博物館研究報告』第 183 号，

pp.187-207，2014 年３月）（査読有） 

「絵馬を読む─和船時代の土佐カツオ一本釣り漁をめぐって─」（『国立歴史民俗博物館研究報告』第 181 号，

pp.113-131，2014 年３月）（査読有） 

【書評】 

「野地恒有著『漁民の世界─「海洋性」で見る日本─』」（『日本民俗学』258，pp.124-125，2009 年５月） 

３ 調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典項目など 

 

４ 展示図録・資料図録・映像・データベース・フォーラム刊行記録など 



 

385 

【展示図録】 

「職人と神仏」pp.96-98，「職人の仕事ぶり」pp.99-103，「現代の花崗岩採掘─その伝統と革新─」pp.222-227，

（『時代を作った技─中世の生産革命─』平成 25年度国立歴史民俗博物館企画展「時代を作った技─中世の生

産革命─」，国立歴史民俗博物館，2013 年７月） 

【民俗研究映像】 

『石を切る─花崗岩採掘の伝統と革新─』（民俗研究映像，200 分，国立歴史民俗博物館，2013 年３月） 

『石を切る─花崗岩採掘の伝統と革新─』（英語版『Stone Cutting -Tradition and Innovation in Granite 

Quarrying-』）（民俗研究映像，200 分，国立歴史民俗博物館，2014 年３月） 

７ その他（歴史系総合誌，友の会ニュース，新聞署名原稿等） 

【歴史系総合誌】 

「島の石屋は旅ぐらし」（歴史系総合誌『歴博』第 168 号，pp.2-6，国立歴史民俗博物館，2011 年９月） 

「カツオ一本釣り用疑似鈎」（歴史系総合誌『歴博』第 172 号，pp.20-23，国立歴史民俗博物館，2012 年５月） 

「海・山・里のなりわいと技」（歴史系総合誌『歴博』第176号，pp.18-19，国立歴史民俗博物館，2013 年１月） 

【その他】 

「民俗学から働き方を考える」（『人権のひろば』第 93 号，pp.15-17，人権擁護協力会，2013 年９月） 

「国立歴史民俗博物館」（『まほら』第 77 号，pp.57-59，旅の文化研究所，2013 年 10 月） 

 

二 主な研究教育活動（共同研究，調査，展示，教育等） 

１ 主な共同研究等参加状況 

基盤研究「博物館資源としての民俗研究映像の制作と活用に関する研究」（研究代表者：内田順子）共同研究

員 

基盤研究「保護地域制度が周辺地域の生業変化や資源化に及ぼす影響について」（研究代表者：柴崎茂光）共

同研究員 

基盤研究「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」（研究代表者：川村清志）

共同研究員 

基盤研究「日本の中山間地域における人と自然の文化誌」（研究代表者：原正利）共同研究員 

基盤研究「柳田國男収集考古資料の研究」（研究代表者：設楽博己）共同研究員 

国立民族学博物館共同研究「人の移動と身分証明の人類学」（研究代表者：陳天璽）館外研究員 

神奈川大学日本常民文化研究所共同研究「水辺の生活環境史」（研究代表者：安室知）研究協力者 

旅の文化研究所特定研究「昭和の旅行史─旅の記録と記憶の体系化に関する研究─」（研究代表者：神崎宣武）

共同研究員 

２ 外部資金による研究 

科学研究費若手研究Ｂ「伝承技術の歴史・民俗学的研究─採石技術の究明と記録保存─」研究代表者 

科学研究費基盤研究Ａ「東アジア〈日常学としての民俗学〉の構築に向けて：日中韓と独との研究協業網の

形成」（研究代表者：岩本通弥（東京大学））研究分担者 

科学研究費基盤研究Ｂ「『中世』を作った技術─生産からみる時代史─」（研究代表者：村木二郎（国立歴史

民俗博物館））研究分担者 
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３ 国際交流事業 

「博物館型研究統合による日韓地域研究」（研究代表者：小池淳一） 

４ 主な展示・資料活動・DB など 

国立歴史民俗博物館平成 25 年度企画展示『時代を作った技─中世の生産革命─』展示副代表者，７月２日～

９月１日 

総合展示第４室展示プロジェクト委員 

企画展「万年筆─技とその時代─」展示プロジェクト委員 

企画展「大ニセモノ博覧会─ホンモノってなに？─」展示プロジェクト委員 

 

三 社会活動等 

２ 講演・カルチャーセンターなど 

講演「島で生きるための知恵─瀬戸内海の生業と技術─」広島県立歴史博物館主催，会場：広島県立歴史博

物館，2013 年５月 25 日 

 

 

村木  二郎 MURAKI Jiro 研究部准教授（2008.10～） 

併任：総研大日本歴史研究専攻准教授（2008～），生年：1971 年 

【学歴】京都大学文学部史学科（考古学専攻）（1995 年卒業），京都大学大学院文学研究科歴史文化学専攻考

古学専修修士課程（1997 年修了），京都大学大学院文学研究科歴史文化学専攻考古学専修博士後期課程（1999

年中退） 

【職歴】国立歴史民俗博物館考古研究部助手（1999），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗

博物館研究部助手（2004），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部助教（2007），

総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻助教併任（2008），大学共同利用機関法人人間文化研究

機構国立歴史民俗博物館研究部准教授（2008），総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻准教授

併任（2008） 

【学位】文学修士（京都大学）（1997 年取得）【専門分野】日本考古学【主な研究テーマ】日本中世の考古学

的研究【所属学会】史学研究会，日本考古学協会【研究目的・研究状況】信仰，都市，生産技術など，考古

学の立場から中世史を総合的に研究する 

 

一 著書，論文等 

２ 論文・研究ノート・書評 

【論文】 

「経塚出土銭からみた大銭の利用」（『遠古登攀─遠山昭登君追悼考古学論集─』遠古登攀刊行会，pp.263-275，

2010 年６月） 

「四天王寺の経塚」（『経塚考古学論攷』，岩田書院，pp.167-181，2011 年５月） 

「都市領域と経塚」（『中世都市研究』16 号，山川出版社，pp.151-170，2011 年９月） 

‘Enfouir les sutra. Sur les traces des croyants dans le Japon médiéval',  
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Archéothéma 30, ARCHEODUNUMS, pp.50-55, 2013 年９月 

【その他】 

「聖地の形成と展開」（『歴史研究の 前線』14号，国立歴史民俗博物館，pp.8-31，2012 年２月） 

「経塚と墓の複合遺跡のあり方」（『季刊考古学』121 号，雄山閣出版，pp.29-32，2012 年 11 月） 

３ 調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典項目など 

【調査報告書】 

「房総の石塔にみる搬入品と在地品」（『中世東アジアにおける技術の交流と移転─モデル，人，技術』科学

研究費補助金（基盤研究 A）研究成果報告書，国立歴史民俗博物館，pp.97-106，2010 年３月） 

４ 展示図録・資料図録・映像・データベース・フォーラム刊行記録など 

編著『時代を作った技─中世の生産革命─』平成 25年度国立歴史民俗博物館企画展，240 頁，国立歴史民俗

博物館，2013 年７月） 

「古代から中世へ」「さまざまな生産活動」「鉄と青銅の鋳造」「工芸技術の粋」（『時代を作った技─中世の生

産革命─』平成 25 年度国立歴史民俗博物館企画展，pp.7-9，34-35，70-75，148-156，国立歴史民俗博物館，

2013 年７月 

５ 学会・外部研究会発表要旨 

「金属器の生産現場から」（『第 11回考古学と中世史シンポジウム 金属の中世─資源と流通─  資料集』

pp.80-89，帝京大学文化財研究所，2013 年７月６日-７日） 

「中世日本の聖地を創出する経塚・石塔」（『国際研究集会 東アジアの宗教とパフォーマンス，都市と地域』

pp.113-118，イリノイ大学，アメリカ合衆国，2013 年 10 月９日-10 日） 

「中世  石工の活動」（『シンポジウム 東国武士の精神世界─いくさととむらい─  資料集』pp.52-62，埼玉

県立嵐山史跡の博物館，2014 年２月２日） 

７ その他（歴史系総合誌，友の会ニュース，新聞署名原稿等） 

【歴史系総合誌】 

「特集 石の加工」（編著）（歴史系総合誌『歴博』155 号，国立歴史民俗博物館，pp.1-32，2009 年７月） 

「特集 中世の生産技術」（編著）（歴史系総合誌『歴博』160号，国立歴史民俗博物館，pp.1-32，2010 年５月） 

「歴史への招待状 企画展示「時代を作った技─中世の生産革命─」」（歴史系総合誌『歴博』178 号，pp.24-25，

2013 年５月） 

【友の会ニュース】 

「企画展示 時代を作った技─中世の生産革命─」（国立歴史民俗博物館『友の会ニュース』167 号，pp.1-2，

2013 年６月） 

【その他】 

「長岡京時代の銅銭」（『桓武と激動の長岡京時代』平成 21 年度歴博フォーラム，山川出版社，pp.51-52，2009

年１月） 

「全国の経塚からみた堂ヶ谷」（『「平安時代の祈りと願い」発表記録集』，（財）静岡県埋蔵文化財調査研究所，

pp.7-16，2011 年３月） 

「岳ノ谷窯跡群出土越前陶器」（『日本歴史』782 号，巻頭，2013 年７月） 

「企画展示「時代を作った技─中世の生産革命─」への招待」（『鋳造遺跡研究資料 2013』pp.54-58，2013 年
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９月） 

 

二 主な研究教育活動（共同研究，調査，展示，教育等） 

１ 主な共同研究等参加状況 

基幹研究「古代地域社会の実像」（研究代表者：林部均）共同研究員 

 胡桃館遺跡等の調査，９月 28 日～30 日，秋田 

基盤研究「日本の中山間地域における人と自然の文化誌」（研究代表者：原正利）共同研究員 

基盤研究「東アジアの宗教をめぐる交流と変容」（研究代表者：松尾恒一）共同研究員 

 国際研究集会の参加，10 月９日～10日，イリノイ大学，アメリカ合衆国 

２ 外部資金による研究 

科学研究費基盤研究Ｂ「「中世」を作った技術─生産からみる時代史」（研究代表者：村木二郎）研究代表者 

４ 主な展示・資料活動・DB など 

国立歴史民俗博物館平成 25 年度企画展示『時代を作った技─中世の生産革命─』展示代表者，７月２日～９

月１日（広島県立歴史博物館で９月 13日～11 月４日  巡回展示） 

総合展示第１室「律令国家」，第２室「王朝文化」展示プロジェクト委員 

企画展「大ニセモノ博覧会（仮称）」展示プロジェクト委員 

総合展示第１室「原始・古代」リニューアル展示プロジェクト委員 

５ 教育（大学非常勤講師，大学院セミナー担当，学位審査の主査・副査・委員，博物館活動など） 

武蔵大学非常勤講師（日本考古学１，２） 

千葉大学留学生プロジェクト（特別研究Ⅲ，Ⅳ） 

総研大集中講義Ｂ「地域研究の方法」2013 年７月 29 日～30 日 

 

三 社会活動等 

１ 館外における各種委員 

考古学と中世史研究会世話人 

２ 講演・カルチャーセンターなど 

第 355 回歴博講演会「中世技術の 先端」2013 年７月 13 日 

第 89 回歴博フォーラム「モノ作りの中世」代表，2013 年７月 20 日 

歴博映像フォーラム８「石を切る─採石技術の伝統と革新」司会，2013 年８月３日 

第 356 回歴博講演会「中世の生産革命」対談司会，2013 年８月 10 日 

企画展開催記念講演会「中世のモノ作り」広島県立歴史博物館，2013 年９月 14 日 

友の会講座「中世のモノ作り」歴博友の会主催，国立歴史民俗博物館，2013 年 10 月４日 

企画展開催記念セミナー・中世の生産革命を探る「総括」広島県立歴史博物館，2013 年 10 月 26 日 

考古学講座・鏡に映る日本の歴史「中世の信仰遺跡における鏡」福岡市埋蔵文化財センター，2013 年 12 月

14 日 

印旛地区文化財行政担当者連絡協議会研修会「房総における石塔造立の動向」佐倉市役所社会福祉センター，

2014 年２月 26 日 
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３ マスコミ（テレビ・ラジオ・雑誌など） 

NHKFM ラジオ「美術館・博物館情報」2013 年７月 19 日 11：35～11：41（ひるどき情報ちば）生放送 

 

 

山田  慎也 YAMADA Shinya 研究部准教授（2007.8～） 

併任：総研大日本歴史研究専攻准教授（2008～），生年：1968 

【学歴】慶應義塾大学法学部法律学科（1992 年卒業），慶應義塾大学大学院社会学研究科社会学専攻修士課程

（1994 年修了），慶應義塾大学大学院社会学研究科社会学専攻博士課程（1997 年単位取得退学） 

【職歴】国立民族学博物館講師（COE 非常勤研究員）（1997），東京外国語大学非常勤講師（1997），国立歴史

民俗博物館民俗研究部助手（1998），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部助手

（2004），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部助教（2007），大学共同利用機

関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部准教授（2007），総合研究大学院大学文化科学研究科日本

歴史研究専攻准教授併任（2008） 

【学位】社会学博士（慶應義塾大学）（2000 年取得）【専門分野】民俗学・文化人類学【主な研究テーマ】葬

制と死生観・儀礼研究【所属学会】日本民俗学会，日本文化人類学会，日本宗教学会，宗教と社会学会【研

究目的・研究状況】http：//www.rekihaku.ac.jp/kenkyuu/kenkyuusya/yamada/index.html 

 

一 著書，論文等 

２ 論文・研究ノート・書評 

【論文】 

「現代儀礼研究の課題と方法─葬送儀礼研究を中心にして」（『国文学解釈と鑑賞』73巻８号，pp.109-115，

2008 年８月） 

「死への想いと葬祭業者」（『アジア遊学』124 号，pp.54-62，2009 年７月） 

「葬儀の行方─私らしい葬儀と死後の観念」（『atプラス』６号，pp.110-118，2010 年 11 月） 

「遺影と死者の人格─葬儀写真集における肖像写真の扱いを通して」（『国立歴史民俗博物館研究報告』第 169

集，pp.137-166，2011 年 11 月）（査読有） 

「枕団子と死者の想い」（『国立歴史民俗博物館研究報告』第 174 集，pp.31-42，2012 年３月）（査読有） 

「近現代の葬送と墓制」（編者勝田至，分担執筆，西澤明，若林邦彦，山田邦和，勝田至，木下光生『日本葬

制史』，pp.247-306，吉川弘文館，2012 年５月） 

「葬儀社の創業神話─社史にみる非・葬儀のルーツ」（編者中牧弘允・日置弘一郎，分担執筆，大木裕子・澤

野雅彦・塩路有子・竹内恵行・出口正之・中畑充弘・藤本昌代・河口充勇・前川啓治・村山元理・横山知玄

『会社神話の経営人類学』，pp.88-106，東方出版，2012 年 10 月） 

「葬儀の変化と死のイメージ」（山田慎也・国立歴史民俗博物館編，分担執筆，板橋春夫，鈴木由利子，浮ヶ

谷幸代，前田俊一郎，土居浩『近代化のなかの誕生と死』pp.133-162，岩田書院，2013 年３月） 

「死絵における死のイメージ」（『東北文化研究室紀要』54集，pp.19-15，2013 年３月） 

「消費社会における私らしい死と葬儀の模索」（『生協協同組合研究』450 号，pp.5-11，生協総合研究所 1，

2013 年７月） 



 

390 

「共同体の変容と葬送儀礼の変化」（『智山ジャーナル』68号，pp.6-11，真言宗智山派宗務庁，2014 年２月） 

「結婚式場の成立と永島婚礼会」（『国立歴史民俗博物館研究報告』第 183 集，pp.209-230，国立歴史民俗博

物館，2014 年３月）（査読有） 

【研究ノート】 

「山村調査，海村調査における葬制の位置づけとその目的」（『国立歴史民俗博館研究報告』165 集，pp.265-277，

2011 年３月（査読有） 

【書評】 

「近代火葬の民俗学」（『宗教研究』86巻１集，pp.162-167，2012 年６月）（査読有） 

３ 調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典項目など 

編著『死絵』国立歴史民俗博物館図録 7，246 頁，2010 年３月 

「解題」（『死絵』国立歴史民俗博物館 pp.243-245，2010 年３月） 

編著『国立歴史民俗博物館研究報告』第 169 集（「身体と人格をめぐる言説と実践」，271 頁，2011 年 11 月） 

４ 展示図録・資料図録・映像・データベース・フォーラム刊行記録など 

『さまざまな節供』（平成25年度第４室特集展示，リーフレット，８頁，国立歴史民俗博物館，2013年年11月） 

【フォーラム記録刊行】 

編著『近代化のなかの誕生と死』岩田書院，249 頁，2013 年３月 

「コメント」（『地域開発と文化資源』青木隆浩・国立歴史民俗博物館編，岩田書院，pp.117-121，2013 年３月） 

５ 学会・外部研究会発表要旨 

「葬儀化する初盆と葬祭業の関与」（『宗教研究』別冊 pp.394-395，國學院大學，日本，2013 年９月８日 日

本宗教学会第 72 回学術大会） 

７ その他（歴史系総合誌，友の会ニュース，新聞署名原稿等） 

【歴史系総合誌】 

「描かれた死後の姿｛死絵｝」（歴史系総合誌『歴博』151 号，pp.2-51，2008 年 11 月） 

「歌舞伎役者たちの死の世界：死絵図録の刊行」（歴史系総合誌『歴博』第158号，pp.24-25，2010年１月30日） 

「死絵と版木の流用」（歴史系総合誌『歴博』166 号，p5，2011 年３月） 

「人生儀礼と民俗─移動式神前結婚式の成立とその後」（歴史系総合誌『歴博』176号，pp.14-15，2013 年１月） 

「木戸孝正の遺言」（歴史系総合誌『歴博』177 号，p9，2013 年３月） 

「さまざまな節供」（歴史系総合誌『歴博』181 号，p.31，2013 年 11 月） 

「結婚のあり様とその儀礼の歴史的・地域的多様性を考える」（歴史系総合誌『歴博』183 号，p.1，2014 年

３月） 

【その他】 

「告別式の展開と葬儀の変容」（『信仰と儀礼の歴史学』歴史研究の 前線 14巻，pp.32-50，総合研究大学院

大学文化科学研究科日本歴史研究専攻，2012 年２月） 

「特集展示 さまざまな節供」（『友の会ニュース』170 号，2013 年 12 月５日） 

「変容する葬儀における『死の認識』」中外日報，2014 年２月 22 日付 
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二 主な研究教育活動（共同研究，調査，展示，教育等） 

１ 主な共同研究等参加状況 

基盤研究「民俗儀礼の変容に関する資料論的研究」（研究代表者：山田慎也） 

基幹研究「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」（研究代表者：川村清志） 

基盤研究「研究資源としての民俗研究映像の制作と活用に関する研究」（研究代表者：内田順子） 

機構連携研究「近現代の生活と産業変化に関する資料論的研究」（研究代表者：青木隆浩） 

日本関連在外資料調査研究「シーボルト父子関係資料をはじめとする前近代（19 世紀）に日本で収集された

資料についての基本的調査研究」（研究代表者：久留島浩） 

２ 外部資金による研究 

科学研究費基盤研究Ｂ「国民儀礼化する通過儀礼・年中行事の資料論的研究」（研究代表者：山田慎也）研究

代表者 

科学研究費基盤研究Ｂ「現代日本の葬送墓制をめぐる＜個＞と＜群＞の相克─東日本大震災を見据えて─」

（研究代表者：鈴木岩弓）研究分担者 

４ 主な展示・資料活動・DB など 

国立歴史民俗博物館平成25年度第４室特集展示『さまざまな節供』展示代表者，11月 26日～2014 年５月６日 

総合展示第４室「『民俗』へのまなざし」展示プロジェクト委員 

総合展示第４室「おそれと祈り」展示プロジェクト委員 

企画展「大ニセモノ博覧会」展示プロジェクト委員 

５ 教育（大学非常勤講師，大学院セミナー担当，学位審査の主査・副査・委員，博物館活動など） 

國學院大学兼任講師（日本民俗学） 

千葉工業大学非常勤講師（異文化理解） 

北陸先端科学技術大学院大学（サービスサイエンス） 

総研大集中講義Ｂ 2013 年７月 27-30 日 

 

三 社会活動等 

１ 館外における各種委員 

日本民俗学会評議員，日本葬送文化学会理事 

２ 講演・カルチャーセンターなど 

講演「ひとはなぜお葬式をするのだろうか」上総第三教区青年会研修会，東京ベイプラザホテル，2013 年６

月 24 日 

講演「葬儀の近代化と死生観の変容」浄土真宗本願寺派主催布教講会，西本願寺伝道会館，2013 年 10 月４日 

講演「近代化による葬儀の変容と死生観」浄土真宗本願寺派国際センター恵範講座，本願寺国際センター，

2014 年１月 24 日 

３ マスコミ（テレビ・ラジオ・雑誌など） 

テレビ東京「所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！」2013 年８月 16 日 20：54～21：00（お盆の

ときに見かけるキュウリとナスの置き物は何？）録画放送 

「ついのあとさき」６ 毎日新聞 2013 年５月 13 日付 
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「お悔やみの時代」７ 熊本日日新聞 2013 年５月 17 日付 

「歴博，民俗展示を全面リニューアル「死と葬儀」に関する展示コーナー新設」『フューネラルビジネス』202

号，2013 年９月 

「おせち料理と鏡餅 世相と共に変化した形」朝日新聞 2013 年 12 月 10 日付 

「時代詰めた箱重なる幸せ」 日本農業新聞 2013 年 12 月 21 日付 

「遺影の歴史学」『ソエナ』３巻 2014 年１月 

「新春の食卓を買う」『週刊金曜日』975 号，2014 年１月 17 日付 

「さまざまな節供 行事の変遷地域差に焦点」朝日新聞 2014 年１月 21 日付 

 

四 活動報告 

総合展示第四室のオープンとなったが，その後のさまざまな関連の仕事が続き多忙な一年であった。しかし

結婚や節供など新たな研究も開始することができた。 

 

 

山田  康弘 YAMADA Yasuhiro 研究部准教授（2011.4～） 

生年：1967 

【学歴】筑波大学第一学群人文学類（1990 年卒業），筑波大学大学院博士課程歴史人類学研究科文化人類学先

史学専攻（1994 年中退） 

【職歴】熊本大学文学部助手（1994），土井ヶ浜遺跡人類学ミュージアム学芸員（1996），島根大学法文学部

助教授（1999），同教授（2010），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部准教授

（2011）【学位】博士（文学）（総合研究大学院大学）（2007 年取得）【専門分野】先史学【主な研究テーマ】

先史時代における墓制・社会構造・精神文化の研究【所属学会】日本考古学協会・日本人類学会・考古学研

究会・動物考古学研究会，Canadian Archaeological Association【研究目的・研究状況】

arch-yamada@rekihaku.ac.jp 

 

一 著書，論文等 

１ 著書（単著・共著・編著・監修・翻訳など） 

『縄文人がぼくの家にやってきたら!?』，実業之日本社，2014 年２月 

２ 論文・研究ノート・書評 

【論文】 

「弥生集団論の検証と行方」（藤尾慎一郎他『弥生研究のあゆみと行方』弥生時代の考古学第９巻，同成社，

pp.133-150，2011 年 11 月） 

「古人骨の考古学─人類学的情報の考古学への応用─」（『考古学ジャーナル』第630号，pp.3-6，2012 年７月） 

「縄文時代における部分骨合葬」（『国立歴史民俗博物館研究報告』第178集，pp.57-83，2013 年３月）（査読有） 

「縄文時代の社会構造論における問題点」（『私の考古学─丹羽佑一先生退任記念論集』，pp.125-135，2013

年 12 月 

「山陰地方における弥生時代前期の墓地構造─墓制からみた縄文／弥生の様相─」（『国立歴史民俗博物館研
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究報告』第 185 集，pp.111-138，2014 年２月）（査読有） 

【その他】 

「墓制論」『縄文時代』第 24 号，pp.167-169，2013 年５月 

３ 調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典項目など 

【自治体史】 

「第２章 縄文時代」（『松江市史史料編２ 考古資料』，pp.48-103，2013 年３月） 

【辞典】 

「親族構造」（『戦後歴史学用語辞典』，東京堂，ｐ.33，2012 年７月） 

「縄文の墓」pp.29-34，「墓から出土する装身具・副葬品」pp.64-65，「縄文の墓からみた階層社会」pp.66-67

（『事典 墓の考古学』吉川弘文館，2013 年６月） 

５ 学会・外部研究会発表要旨 

「東海地方の多数合葬・複葬例─愛知県保美貝塚の事例を中心として─」（『第 67 回日本人類学会大会プログ

ラム・抄録集』，国立科学博物館筑波分館，日本，pp.96，2013 年 11 月） 

「人骨出土例からみた縄文時代の墓制と副葬品・装身具─人骨・墓地・威信財─」（『公開シンポジウム 副

葬品から見た縄文社会─財の生産・流通・副葬─』，pp.44－65，明治大学日本先史文化研究所，日本，2014

年２月 22 日） 

７ その他（歴史系総合誌，友の会ニュース，新聞署名原稿等） 

【歴史系総合誌】 

「考古学からみた「老人たち」─縄文時代の例を中心に─」（『歴博』第 172 号，pp.2-6，2012 年５月） 

「子どもの考古学─東京都八王子市宮田遺跡出土の「子抱き土偶」」『歴博』第 179 号，pp.20～23，2013 年７

月 

「先史時代における社会複雑化と地域多様化の研究」『歴博』第 183 号，pp.24-25，2014 年３月 

【その他】 

「生と死の考古学─縄文時代の死生観─」（『歴史研究の 前線』15 号，pp.8-33，2013 年２月） 

 

二 主な研究教育活動（共同研究，調査，展示，教育等） 

１ 主な共同研究等参加状況 

基幹研究「先史時代における社会複雑化・地域多様化の研究」 研究代表者 

基幹研究「東日本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」（研究代表者：川村清志）

共同研究員 

公募型共同研究「柳田國男収集考古資料の研究」（研究代表者：設楽博己） 共同研究員 

２ 外部資金による研究 

科学研究費補助金（基盤研究（Ｂ））「愛知県保美貝塚出土資料による考古学・人類学のコラボレーションモ

デルの構築と展開」 研究代表者 

科学研究費補助金（基盤研究（Ａ））「植物・土器・人骨を中心とした日本列島農耕文化複合の形成に関する

基礎的研究」 研究分担者 

４ 主な展示・資料活動・DB など 
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総合展示第１室「大テーマⅡ 多様な縄文世界」展示プロジェクト委員（主担当） 

企画展「弥生ってなに!?」展示プロジェクト委員（副代表） 

企画展「贋造と模倣の文化史」展示プロジェクト委員 

５ 教育（大学非常勤講師，大学院セミナー担当，学位審査の主査・副査・委員，博物館活動など） 

東京学芸大学非常勤講師（文化財学と関連諸学 A） 

 

三 社会活動等 

１ 館外における各種委員 

松江市史編纂執筆委員，島根大学山陰研究プロジェクト客員研究員，島根県古代文化センター客員研究員，

史跡井野長割遺跡整備検討委員会委員，縄文時代文化研究会『縄文時代』編集委員 

２ 講演・カルチャーセンターなど 

講演「縄文人の死生観」滝沢村埋蔵文化財センター埋蔵文化財公開講座１，於滝沢村縄文ふれあい館，2013

年７月７日 

カルチャーセンター講演「なぜ保美貝塚を発掘したのか」『骨が語る縄文人とそのくらし』朝日カルチャーセ

ンター新宿主催，2013 年７月 12 日 

講演「縄文時代の装身原理」，朝霞市博物館，2013 年 11 月 10 日 

招待講演「考古学と人類学のコラボレーションにおける今後の展望」人類学若手の会主催，八王子セミナー

ハウス，2014 年３月 22 日 

 

四 活動報告 

第三期歴博将来計画委員会委員（2012～2013） 

 

 

吉村  郊子 Yoshimura Satoko 研究部助教（2007～） 

【学歴】奈良女子大学理学部生物学科（1992 年卒業），京都大学大学院人間・環境学研究科修士課程人間・環

境学専攻（1994 年修了），ナミビア大学学際研究センター社会科学部門（共同研究生：1995～1998 年），京都

大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程人間・環境学専攻（2000 年研究指導認定退学） 

【職歴】国立歴史民俗博物館歴史研究部助手（2000），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗

博物館研究部助手（2004），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部助教（2007） 

【学位】人間・環境学修士（京都大学）（1994 年取得）【専門分野】生態人類学，文化人類学【主な研究テー

マ】日本の山間地域における人・生業・自然に関する人類学的研究，アフリカ南部の牧畜民に関する人類学

的研究【所属学会】日本文化人類学会，日本アフリカ学会，生態人類学会 

 

一 著書，論文等 

２ 論文・研究ノート・書評 

【論文】 

「山で木を切り，炭を焼く─ある炭焼きと薪炭林のかかわり史─」（『国立歴史民俗博物館研究報告』160 集，
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pp.29-72，2010 年 12 月）（査読有） 

「遺された／生きる者にとっての，墓」（『国立歴史民俗博物館研究報告』181 集，pp.81-109，2014 年３月） 

（査読有） 

【書評】 

「孫暁剛著『遊牧と定住の人類学─ケニア・レンディーレ社会の持続と変容』昭和堂，2012 年，204 頁」（『ア

フリカ研究』82 号，pp.56-58，2013 年３月） 

３ 調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典項目など 

４ 展示図録 

５ 学会・外部研究会発表要旨 

６ その他（歴史系総合誌，友の会ニュース，新聞署名原稿等） 

「「旅」における行き先「情報」の価値を考える」（松本晶子他と連名の研究会記録）（『観光科学』第５号，

pp.35-59 に掲載，2014 年３月） 

「薪炭林を伐採しつつ，育てる─紀州備長炭とウバメガシ─」（『森発見』23号，pp.12-13，2011 年９月） 

 

二 主な研究教育活動（共同研究，展示，教育等） 

５ 教育（大学非常勤講師，大学院セミナー担当，学位審査の主査・副査・委員，博物館活動など 

早稲田大学非常勤講師（教育学部「文化人類学」，人間科学部「参与観察法 03」）2013 年度 

 

三 社会活動等 

２ 講演・カルチャーセンターなど 

友の会歴史学講座「記憶と記録─人の"語り”，ライフヒストリーについて」歴博友の会，2013 年６月 21 日 


