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Ⅵ 教授自己評価

　本館では，平成27年度より，教授の自己評価を行い，年報に掲載することとした。
　その目的は，歴博教授としての７年間を対象に，博物館型研究統合の実践度，外部資金の獲得，管理・運営とい
う観点から自己評価することにある。これによって特定のプロジェクトへの貢献度を評価するのではなく，また単
年度の報告である年報では把握しづらい，複数年の活動内容をまとめて見ることができる。
　今回の対象は，平成20（2008）年４月１日付で就任した３人の教授の７年間（2008～2014年度）である。
　評価項目は以下の通り。なお，自己評価の後に，平成27年度の研究調査活動を掲載。

評価項目：共同利用機関業績，管理・運営，社会活動，個人業績を項目と文章で執筆。
Ⅰ　共同利用機関業績　博物館型研究統合の視点から（代表のみ）
　１　共同研究（歴博，機構，総研大）
　２　国際交流プロジェクト
　３　企画展示
　４　成果の公開
　　　※　以下の成果で，１～３のプロジェクト関係は，１～３に記入。
　　　①　研究報告特集号
　　　②　展示（総合展示・企画展示），図録
　　　③　館蔵資料図録，目録，データベース
　　　④　シンポジウム，フォーラム
Ⅱ　管理・運営
　１　外部資金（科学研究費など）
　２　管理職（館長，副館長，センター長，学科長，専攻長），運営会議メンバー
　３　機構
　４　館内各種委員会の長
Ⅲ　社会活動
　１　社会活動（総研大・他大学）
　　　①　学位関係
　　　②　非常勤講師
　２　社会活動（学会・審議委員など）
Ⅳ　個人業績
　１　書籍（単著・共著・編著）
　２　論文（原著論文・総説論文，共著の場合はファーストのみ）
Ⅴ　自己評価報告書
　１　共同利用機関業績
　２　管理・運営業績
　３　社会活動
　４　個人業績（テーマ別）

●平成27年度の研究教育活動（成果を出す以前の研究・調査途中のものも含む）
一　研究業績（公開，発表，刊行済みのもの）
　１　著書（単著・共著・編著・監修）
　２　論文
　３　調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典など
　４　展示図録・資料図録・映像・ＤＢ
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　５　学会・外部研究会発表
　６　総研大リーフレット
　７　その他
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（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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Ⅵ　教授自己評価

青山　宏夫　AOYAMA Hiro’o　副館長（2014～），教授（2008～）
併任：総合研究大学院大学日本歴史研究専攻教授（2008～）

経歴
【学　　歴】 京都大学文学部卒（1980），京都大学大学院修士課程修了（1983），京都大学大学院博士後期課程中退

（1983）
【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）

【役　　職】研究推進センター長併任（2009～2010），副館長・研究総主幹併任（2011～2012），副館長併任（2014～）
【学　　位】京都大学博士（文学）（2006年３月）
【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
【受 賞 歴】日本地理学会賞（論文発信部門）（2011年３月）

Ⅰ　共同利用機関業績（博物館型研究統合の視点から）
　１　共同研究（歴博・機構・他機関）
　　①　基盤研究「『地理写真』の資料化と活用」（研究代表者）,2009～2011年度
　　　　成果１　2011年度企画展示「風景の記録―写真資料を考える―」開催（展示代表者）
　　　　成果２　『歴博』158号（特集　写真・風景・歴史）,pp.1-23,2010年１月
　　　　成果３　 平成25年度日本大学文理学部資料館展示会「江戸・東京の風景―地理写真を中心として―」日本

大学文理学部資料館,2013年10月１日～11月４日（日本大学文理学部資料館と共催,館内代表者）
　　　　成果４　歴博講演会「カメラがとらえた地域と景観」国立歴史民俗博物館,2011年11月12日
　　　　成果５　 日本大学文理学部記念講演「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,

東京,2013年11月２日
　　　　成果６　 千葉県民政治大学講演「カメラがとらえた地域と景観」千葉県選挙管理委員会・千葉県明るい選

挙推進協議会,2014年10月28日
　　②　 日本関連在外資料調査研究事業「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」，2010～2015年度
　　　　 ブランチ「オランダ（ライデン大学・ライデン国立民族学博物館等）所在日本コレクションクションの画

像付目録の作成」（研究代表者），2010～2015年度
　　　　成果１　 講演会発表「シーボルトと地図資料―ブランデンシュタイン家所蔵資料をめぐって―」長崎純心

大学比較文化研究所・国立歴史民俗博物館主催『幻の「シーボルト博物館」を追って』,2011年
12月３日

　　　　成果２　 学会発表「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」第56回歴史地理学会大
会,2013年５月19日

　　　　成果３　 国際シンポジウム発表「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」人間文化研
究機構・ルール大学ボーフム共催《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12日

　２　国際交流プロジェクト
　　①　「国立文化財研究所との相互交流事業」（2012～2014年度）事業主体者，大韓民国・国立文化財研究所
　　②　中国社会科学院日本研究所から研究員１名を受け入れた
　３　企画展示
　　 2011年度企画展示「風景の記録―写真資料を考える―」開催（展示代表者）,企画展示図録『風景の記録―写

真資料を考える―』155頁,2011年11月
　４　成果の公開
　　①　研究報告特集号
　　　　 「明治地籍図の集成的研究」国立歴史民俗博物館研究報告第163集,pp.343-468,2011年３月（2004～2006年

度に研究代表者として実施した基盤研究「明治地籍図の集成的研究」の成果報告書）
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　　②　展示（総合展示・企画展示）・図録
　　　　総合展示第３展示室「絵図・地図にみる近世」　展示代表者
　　　　 企画展示「風景の記録―写真資料を考える―」（展示代表者），2009～2011年度,2011年11月～2012年１月

開催・企画展示図録『風景の記録―写真資料を考える―』155頁,2011年11月
　　　　 特集展示「17世紀の世界図」（展示代表者）,2008年度４月～９月,2009年１月～５月,2009年11月～2010年

５月,2010年11月～2011年５月,2011年11月～2012年５月,2012年11月～2013年５月,2013年11月～2014年５
月,2014年11月～2015年５月

　　　　 特集展示「海外に伝わった日本図」（展示代表者）,2008年度９月～11月,2010年９月～11月，2012年９月～
2012年11月

　　　　 特集展示「仏教系世界図の変遷」（展示代表者）,2008年度11月～2009年１月,2011年５月～７月,2014年５
月～2014年７月

　　　　特集展示「マテオ=リッチ系世界図の変遷」（展示代表者）,2009年度５月～７月,2012年５月～７月
　　　　特集展示「近世日本図の変遷②」（展示代表者）,2009年度７月～９月,2012年７月～９月
　　　　特集展示「蘭学系世界図の変遷」（展示代表者）,2010年度５月～７月,2013年５月～７月
　　　　特集展示「江戸幕府撰日本図の広がり」（展示代表者）,2010年度７月～９月,2013年７月～９月
　　　　特集展示「近世日本図の変遷①」（展示代表者）,2009年度７月～９月,2012年７月～９月
　　③　館蔵資料図録，目録，データベース
　　　　「五大陸博物館所蔵のシーボルト関係地図資料の画像付き目録（日本語および英語）」,2016年３月
　　④　シンポジウム,フォーラム,講演会
　　　　【国際シンポジウム】
　　　　 「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―』ルール大学ボーフム，ドイツ，
2014年２月12日

　　　　 「歴史資料としての地図」『歴史のフィールドへ―博物館，歴史のモノと記憶―』国立台湾歴史博物館,台
湾,2014年 ７月７日

　　　　【国際フォーラム】
　　　　 「国立歴史民俗博物館の研究と国際交流」『東アジア文化遺産フォーラム』国立文化財研究所,韓国,2009年

10月27日
　　　　【講演会】
　　　　「カメラがとらえた地域と景観」国立歴史民俗博物館,千葉,2011年11月12日
　　　　「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,東京,2013年11月２日
　　　　「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,2014年 １月10日
　　　　 「カメラがとらえた地域と景観」千葉県民政治大学（千葉県選挙管理委員会・千葉県明るい選挙推進協議

会主催）,千葉,2014年10月28日

Ⅱ　管理・運営業績
　２　管理職（歴博副館長・センター長,総研大研究科長・専攻長）,運営会議メンバー
　　　 研究推進センター長（2009-2010年度）,副館長・研究総主幹（2011-2012年度）,副館長（2014年度～）,運営

会議（2008～2012年度，2014年度～）
　３　機構
　　　 教育研究評議会委員（2011～2012年度）,日本関連在外資料調査研究委員会委員（2011～2012年度）,企画・

連携・広報室委員（2014年度～）,総合人間文化研究推進センター設置準備室委員（2014年度～）,第３期中
期目標中期計画検討ワーキンググループ委員（2014年度～）,評価委員会委員（2014年度～）,研究活動不正
防止計画推進室委員（2014年度）

　４　館内各種委員会の長
　　　 人事委員長（2011～2012年度）,予算施設委員長（2014年度～）,評価委員長（2014年度～）,国際交流室長（2014

年度～）,第３期中期計画検討ワーキンググループ委員長（2014年度～）,東日本大震災被災文化財等救援対
策室長（2014年度～）ほか
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Ⅲ　社会活動
　１　教育活動（総研大・他大学）
　　①　学位関係
　　　　指導教員　三河雅弘「古代国家成立期の土地把握と図の機能」（2009年９月）
　　②　非常勤講師
　　　　高崎経済大学（2006年度～）,京都大学（2011年度）
　２　社会活動（学会，審議委員など）
　　　 人文地理学会協議員（2008年度,2012～2014年度）,人文地理学会賞Ｂ部門（一般書）候補者選考委員（2008

～2009年度）,歴史地理学会常任委員（2008～2012年度）,歴史地理学会評議員（1999年度～）,史学研究会評
議員（2013年度～）

Ⅳ　個人業績
　２　論文（原著論文・総説論文，共著の場合はファーストのみ）
　　　【原著論文】
　　　「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，pp.131-133,2010年２月）（査読有）
　　　「明治地籍図の集成的研究」（『国立歴史民俗博物館研究報告』163集，pp343-468,2011年３月（共著）（査読有）
　　　 「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―』,pp.19-25,2011

年11月）
　　　 「古地図に描かれた想像世界」（『日本史と環境―人と自然―（環境の日本史　第１巻）』,口絵＋pp.231-262,

吉川弘文館，2012年10月）
　　　 「景観からみる水辺の環境と『開発』」（『中世の環境と開発・生業（環境の日本史　第３巻）』,口絵＋pp.88-

113,吉川弘文館，2013年３月）
　　　 "Le Carte Geografiche del Mondo di Natteo Ricci e il Loro Influsso sul Giappone　 in Epoca Moderna"（La 

Caetografia di Matteo Ricci，pp.121-135，Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Italy，2013）
　　　 「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」（『シーボルトが紹介したかった日本』,口絵

＋pp117-131,国立歴史民俗博物館,2015年３月）
　　　 【総説論文】
　　　「古地図研究と地理思想」（『人文地理学事典』,pp.84-85,丸善書店,2013年７月）（査読有）
　　　 【招待講演】
　　　 「マテオ=リッチ世界図と近世日本」（2013年人文地理学会大会特別研究発表,大阪市立大学,2013年11月９日）

（『2013年人文地理学会大会発表要旨』,pp.12-15,2013年11月）

Ⅴ　自己評価報告書
　１　共同利用機関業績
　　①　 基盤研究「『地理写真』の資料化と活用」（2009～2011）において，研究代表者として，館蔵資料として受

け入れた石井實フォトライブラリーの40万コマを超える写真フィルムの整理と活用のための資料学的研究
を推進した。その研究成果をもとに，同ライブラリーの写真資料を中心として，他大学等の所蔵資料もあ
わせて，企画展示「風景の記録―写真資料を考える―」を2011年に開催した。とくに，そこで提起した古
写真の撮影時期を特定する方法は，その後の古写真研究にも活用されている。また，同企画展示は，日本
大学文理学部資料館における展示企画の契機となり，実施にあたっても共催として協力することになった
ほか，講演会の開催にも至っている。さらに，千葉県民政治大学における講演依頼など，社会的にも関心
を呼んだ。

　　②　 人間文化研究機構の推進する日本関連在外資料調査研究事業「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」（2010～2015年度）におけるブラン
チの１つ「オランダ（ライデン大学・ライデン国立民族学博物館等）所在日本コレクションクションの画
像付目録の作成」を研究代表者として推進し，オランダ及びドイツに所在するシーボルト関係の地図資料
の悉皆調査を初めて実施し，シーボルト関係の地図資料に関する初の目録を刊行するための準備を進めた
（2015年度に刊行）。また，ヨーロッパ各地に残るシーボルト関係地図資料を相互に比較し，シーボルト
の地図編纂過程を明らかにした研究成果は，ドイツのルール大学ボーフムで開催された国際シンポジウム
や歴史地理学会等において高い評価を得た。
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　　③　 総合展示第３展示室の「絵図・地図からみる近世」において，「17世紀の世界図」「海外に伝わった日本図」
「仏教系世界図の変遷」「マテオ=リッチ系世界図の変遷」「近世日本図の変遷②」「蘭学系世界図の変遷」
「江戸幕府撰日本図の広がり」「近世日本図の変遷①」の特集展示を，本館における唯一の古地図担当者
として企画・開催し，館蔵資料の原本公開の促進を図った。また，総合展示第２展示室（荘園絵図関係）
の展示替え及び館蔵資料の熟覧・貸し付けなどの立ち会い業務を担当した。

　２　管理・運営業績
　　【研究推進センター長】
　　①　 研究推進センター構成員の協力のもと，本館の研究全般に関する運営等にあたった。とくに，第１期中期

目標・中期計画期間から第２期への移行期にあたったことから，共同研究の枠組みの見直しのもと，新た
に開発型共同研究や機構関連共同研究を新設して共同研究体制を整備した。

　　②　国際交流関係については，国際交流の実質化をはかるための体制整備を行った。
　　③　 国内の研究機関との組織的共同研究を推進するため，国内交流事業の体制を整備し，その初年度として２

つの研究機関と国内交流協定を締結した。
　　④　 本館内の研究環境を整備する一環として，図書館の狭隘化対策に取り組むとともに，カードキーおよびブッ

クディクテーションシステムを導入した。
　　⑤　 本館の研究及び国際交流の体制について国際的に発信するために，韓国の国立文化財研究所で開催された

「東アジア文化遺産フォーラム」に出席し，講演した（2009年10月27日）
　　【副館長・研究総主幹】
　　①　館長を補佐し，館全体の運営にあたった。
　　②　研究部会議の議長としてその運営にあたった。
　　③　 人事委員長として当該業務を遂行した。とくに，本館運営会議将来計画委員会の答申（平成24年１月）を

踏まえ，中期的な教員採用計画を立案し，実施に移した。また，名誉教授の選考にかかる手続きの見直し
を行った。

　　④　30周年記念事業の委員長として同事業を企画立案し実施した。
　　【副館長】
　　①　館長を補佐し，館全体の運営にあたった。
　　②　 予算施設委員長として当該職務を遂行した。とくに，国際交流棟の新営計画を進めるとともに，同棟建設

に伴う埋蔵文化財調査委員会を開催した。
　　③　 新設された国際交流室の室長として，体制整備をはかった。とくに，設置初年度にあたることから，本館

の国際交流を広報するために，国際交流関係のパンフレットを作成し国内外に広く配布した。
　　④　本館における第３期中期計画の策定に中心的役割を果たした。
　　⑤　運営会議において議長として運営にあたった。
　　⑥　 人間文化研究機構の企画・連携・広報室員および総合人間文化研究推進センター設置準備室員として，人

間文化研究機構全体の研究に関する事項の審議・検討等にあたった。
　　⑦　人間文化研究機構の評価委員としての職務を遂行した。
　　⑧　 人間文化研究機構の第３期中期目標・中期計画ワーキンググループ委員として同目標・計画の策定作業に

あたった。
　３　社会活動
　　①　 教育活動　三河雅弘の指導教員として，博士論文「古代国家成立期の土地把握と図の機能」作成の指導・

審査にあたった。また，高崎経済大学及び京都大学において，博物館関係及び地理学関係の授業を担当し，
関係分野の教育に貢献した。

　　②　 社会活動　人文地理学会，歴史地理学会，史学研究会において学会の活動に貢献した。とくに，歴史地理
学会においては常任委員として学会の運営にあたった。

　４　個人業績（テーマ別）
　　①　地図と地理的知識に関する研究
　　　　 日本図及び世界図とそこに描かれた地理的知識の研究を進めた。とくに，近世日本における坤輿万国全図

の普及とその意義に関する研究を進め，人文地理学会大会の特別研究発表を行うとともに，作者マテオ=
リッチの生地であるイタリアからの執筆依頼によりイタリア語による論文を公表した。

　　②　地図および写真の資料論的研究
　　　　 基盤研究「明治地籍図の集成的研究」の研究成果をとりまとめるとともに，人間文化研究機構が進める日
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本関連在外資料調査研究におけるブランチの研究代表者として，オランダ・ドイツに所在するシーボルト
関係地図資料の調査を進め，成果を公開した国際シンポジウム等において高い評価を得た。また，景観を
記録し表現する媒体として地図との共通性を有する写真について，これまでの絵図や地図における読解の
経験を踏まえ，新たな読解法を提唱した。

　　③　中世景観の研究
　　　　 房総半島，京都盆地，頸城平野における中世景観について検討し，水域と「開発」に関して問題点を見出

すことができた。

●平成27年度の研究教育活動
一　研究業績
３　調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典など
『オランダ・ドイツに所在するシーボルト関係地図資料─ライデン・ミュンヘン・ブランデンシュタイン城を中心
に─』国立歴史民俗博物館，2016年３月（編著），分担執筆「研究の概要／ Summary of the research」pp.1-4・
93-97，「ライデンに所在するシーボルト関係地図資料」pp.5-60（三河雅弘との共著），「ミュンヘンに所在するシー
ボルト関係地図資料」pp.61-73，「ブランデンシュタイン城に所在するシーボルト関係地図資料」pp.75-91
４　展示図録・資料図録・映像・ＤＢ
国立歴史民俗博物館編『ドイツと日本を結ぶもの─日独修好150年の歴史』，国立歴史民俗博物館，2015年７月（共
著）分担執筆「ドイツから日本へ」（部分）pp.90-91，「ドイツにおける日本研究と日本」pp.101-104
Webによる成果公開「五大陸博物館所蔵のシーボルト関係地図資料の画像付き目録（日本語および英語）」，2016
年３月
５　学会・外部研究会発表
「ライデンとミュンヘン所在のシーボルト関係地図資料について」第242回歴史地理学会例会，2016年２月27日（三
河雅弘との共同発表）
７　その他
「博物館資料を多角的に読む─歴史・地理資料としての写真─」，歴博公開シンポジウム「資料がつなぐ大学と博
物館─『研究循環アクセスモデル』の構築に向けて─」2016年２月27日

二　主な研究教育活動
１　主な共同研究等参加状況
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」（統括責任者：日高薫）研究分担者
４　主な展示・資料活動
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
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
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」

三　社会活動等
１　館外における各種委員
歴史地理学会常任委員・評議員，史学研究会評議員

四　活動報告
　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」の最終年度にあたり，ライデンＢチーム（地図班）の報告書『オランダ・ドイツに
所在するシーボルト関係地図資料─ライデン・ミュンヘン・ブランデンシュタイン城を中心に─』（国立歴史民俗
博物館，2016年３月）を総括として取りまとめた。

あおやま
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大久保　純一　OKUBO Junichi　教授（2008.4～）
併任：総研大日本歴史研究専攻教授（2008～），生年：1959

経歴
【学　　歴】東京大学文学部卒（1982），東京大学大学院修士課程修了（1984）
【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）

【役　　職】博物館資源センター長併任（2009～2010），副館長（館外）（2012～2013）
【学　　位】博士（文学）（東京大学文学部2006）
【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
【受 賞 歴】第19回國華賞（2007），第５回国際浮世絵学会賞（2011），第35回日本出版学会賞（2014）

Ⅰ　共同利用機関業績（博物館型研究統合の視点から）
　１　共同研究（歴博・機構・他機関）
　　　基盤研究「近世の一枚摺文化の需要と都市社会の研究」（副代表，館内代表），2014～2016年度
　２　国際交流プロジェクト
　　　 「イギリス・ウエールズ国立博物館における，日本の歴史展示構築のための調査研究」（2014～2017年度）

研究代表者
　３　企画展示
　　　企画展「錦絵はいかにつくられたか」（展示代表者），2008～2009年度，2009年２月～５月開催
　４　成果の公開
　　②　展示（総合展示・企画展示）・図録
　　　　企画展「錦絵はいかにつくられたか」（展示代表者），2008～2009年度，2009年２月～５月開催。
　　　　特集展示「錦絵に見る江戸の料理茶屋」（展示代表者），2009年度，2009年４～６月開催
　　　　特集展示「双六の小宇宙」（展示代表者），2010年度，2010年12月～2011年１月開催
　　　　特集展示「たつ年の龍」（展示代表者），2011年度，2011年12月～2012年１月開催
　　　　特集展示「江戸のくらしと虫」（展示代表者），2013年度，2013年７月～９月開催
　　　　特集展示「午年の馬」（展示代表者），2013年度，2013年12月～2014年１月開催
　　　　総合展示第３室　展示代表者（2014～）
　　④　シンポジウム，フォーラム，講演会
　　　 【国際シンポジウム】Aspects of Japanese Woodblock Prints Exports of the Bakumatsu and Meiji Periods， 

Including the Influence toward Japonism， “International Symposium: Moving Art Between East and the 
West”， University of Turich， Mar. ８ 2013

Ⅱ　管理・運営業績
　２　管理職（歴博副館長・センター長，総研大学科長・専攻長），運営会議メンバー
　　　博物館資源センター長（2009-2010），副館長（館外担当）（2012-2013），運営会議（2014～）
　３　機構
　　　企画調整室員（2012～2013）
　４　館内各種委員の長
　　　総合展示リニューアル委員長（2009-2010），予算施設委員長（2012～2013）

Ⅲ　社会活動
　１　教育活動（総研大・他大学）
　　①　学位関係
　　　　主査　荻野夏木「病気をめぐる心性と行動─疱瘡・麻疹・コレラを中心に─」2012年９月取得
　　②　非常勤講師
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　　　　 金沢美術工芸大学（2008～2009），東京大学大学院人文社会研究科（2008，2011），法政大学人間環境学部
（2008），武蔵大学人文学部（2008～2014）

　２　社会活動（学会，審議委員など）
　　　 国際浮世絵学会常任理事，佐倉市美術館運営協議会委員（2005～），平木浮世絵財団評議員（2007～），武蔵

野市美術資料収集選定委員（2008～2010），名勝に関する総合調査検討委員（文化庁記念物課，2011～2012年），
柴又地域文化的景観調査委員（2011～2014），銚子市文化財総合評価委員（2014～2015），太田記念美術館浮
世絵研究助成選考委員（2014～）

Ⅳ　個人業績
　１　書籍（単著・共著・編著）
　　【単著】
　　『カラー版 浮世絵（岩波新書）』192頁，東京：岩波書店，2008年11月
　　『カラー版 北斎（岩波新書）』194頁，東京：岩波書店，2012年５月
　　『浮世絵出版論：大量生産・消費される〈美術〉』229頁，東京：吉川弘文館，2013年３月
　　【編著】
　　 『日本美術全集 15 浮世絵と江戸の美術』303頁，東京：小学館，2014年８月
　２　論文（原著論文・総説論文，共著の場合はファーストのみ）
　　【原著論文】
　　 「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』，pp.142-145，

東京国立博物館，2008年７月）
　　 「名所絵の流通」（『日本美術史の杜：村重寧先生星山晋也先生古稀記念論文集』，pp.445-458，竹林舎，2008

年９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』，pp.293-311，思文閣出版，2010年

３月）
　　「錦絵に描かれた和菓子」（『和菓子』17号，pp.29-40．虎屋文庫，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”， pp.187-205，San Diego 
Museum of Art， Jun. 2010

　　「英泉における北斎慕倣」（『溪斎英泉』，pp.13-17，千葉市美術館，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』，pp.30-46，学芸出版社，2012年６月
　　 「幕末錦絵の摺刷に関する一考察：これが江戸 錦絵合から」『浮世絵芸術』163号，pp.52-64，2012年９月（査

読有）
　　 【総説論文】
　　「忠臣蔵の浮世絵」（服部幸雄編『仮名手本忠臣蔵を読む』，pp.218-237，吉川弘文館，2008年８月）
　　 「江戸高名会亭尽─歌川広重画」（『浮世絵芸術』156号，pp.48-49，2008年
　　 「絵金筆　浮世柄比翼稲妻」（『國華』1370号，pp.30-31，2009年12月
　　 「山種美術館の浮世絵版画コレクションについて」（『山種コレクション 浮世絵 江戸絵画』，pp10-17，2010年

５月）
　　「役者似顔絵の系譜」（浅野秀剛編『別冊太陽 写楽』，pp.124-129，平凡社，2011年５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』，pp.6-13，町田市立国際版画美術，

2012年10月）
　　 「吉田コレクションの錦絵について」（『蒐める楽しみ　吉田コレクションに見る和菓子の世界』，pp.94-100，

2012年12月，虎屋文庫）
　　 「浮世絵小史─平木コレクションの名品でたどる─」（『浮世絵の美 平木コレクションの名品』，pp.7-14，平

木浮世絵財団，2012年12月）
　　 「都市風俗画にみる酒宴の光景」（『HUMAN』５号，pp.56-61，平凡社，2013年12月）
　　 「浮世絵の常識・非常識」（『本郷』105号pp.17-19，吉川弘文館，2013年５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）
　　 「歴史ミュージアム 北斎，広重らが広めた名所絵」（久留島浩編『週刊　新発見！日本の歴史』35号，pp.30-

32，朝日新聞社，2014年３月）

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

Ⅴ　自己評価報告書
　１　共同利用機関業績
　　①　 企画展「錦絵はいかにつくられたか」（2008～2009）において，館蔵の錦絵や版木などを用いて，錦絵の

生み出される社会的背景や生産工程など，従来の錦絵展には無い視点からの考察を行った。同展は錦絵の
版木の公開などが注目され，多くのマスコミにとりあげられた。また，「行列にみる近世─武士と異国と
祭礼と─」（2012，副代表），機構連携展示「都市を描く─京都と江戸─」（2012，副代表）においても，
展示の企画と実現に積極的な役割を果たした。

　　②　 総合展示第３室「ものから見る近世」において，自身が代表となる特集展示を５回，副代表，展示プロジェ
クト委員として関わるもの３回（内，１回は機構連携展示）を企画・実施し，館蔵資料の有効活用と公開
を推進した。

　　③　 国際交流プロジェクト「イギリス・ウエールズ国立博物館における，日本の歴史展示構築のための調査研
究」では，ウェールズおよびその周辺における日本美術関連資料の所在調査をすすめるとともに，ウェー
ルズ国立博物館における日本展示のための展示資料確定の協力をおこなった。

　２　管理・運営業績
　　　【博物館資源センター長】
　　　①　 博物館資源センター長（2009～2010）として，総合展示第６展示室「現代」のオープンに向けて展示プ

ロジェクトの活動を支援するとともに，オープン後の展示改善やマスコミ等の館外からの質問回答等に
関しても近現代展示対策室長として対応した。

　　　②　 老朽化した総合展示プロローグの全面改修を，プロジェクトチームを組織して実現した。
　　　③　 歴博の資料の収集方針は開館以来成文化されておらず，在職教員の学問的関心で収集することにまかさ

れていたため，「国立歴史民俗博物館の資料収集基本方針」を策定し，館蔵資料収集の方向性を明らか
にした。

　　　④　千葉県立中央博物館との連携により，くらしの植物苑の整備計画を検討した。
　　【副館長】
　　　①　 対外担当副館長が所管する予算施設委員会の委員長として，総合研究等建築の着工を実現した（竣工は

任期終了後）。また，宿泊棟の移転・新築計画への道筋もつくった。
　　　②　対外担当副館長として，国際交流室の立ち上げを行った。
　　　③　 自己点検・自己評価委員会委員長として歴博の「情報発信」をテーマに自己評価を行い，それをもとに

運営会議の専門委員会である外部評価委員会からの評価を受けた。
　　　④　 ２年間の任期を通じて，管理・運営の任務には不向きであることを確信し，一教授として展示活動や資

料収集・整理などの面から館の運営に貢献すべきであることを悟った。
　３　社会活動
　　①　 教育活動　荻野夏木の博士論文「病気をめぐる心性と行動─疱瘡・麻疹・コレラを中心に─」の主査とし

て審査を主宰した。また，７年間で特別共同利用研究員を３名（のべ４名）受け入れ，他大学の大学院生
に浮世絵をはじめとする江戸絵画史の指導を行った。

　　②　 社会活動　国際浮世絵学会の常任理事として学会の活動に貢献し，とくに2012～2014年度は企画委員長と
して春季大会の運営と年数回の研究会の運営を行った。開き浮世絵材団，武蔵野市立美術館，佐倉市美術
館といった美術館の運営および作品収集に関する委員として貢献した。文化庁記念物課の名勝に関する総
合調査検討委員会（文化庁記念物課，2011～2012年），銚子市文化財総合評価委員会，葛飾区文化財調査
委員会などの委員会活動では，名勝や歴史的景観の指定等に関わる検討会に，前近代の名所絵の専門家と
しての立場から意見を述べ，あるいは報告書を作成した。

　　③　 概説書の刊行　岩波新書『カラー版 浮世絵』（2008年）および『カラー版 北斎』（2012年）を刊行した。
前者は2008年12月28日の『毎日新聞』書評，後者は2012年７月８日のやはり『毎日新聞』書評欄において，
ともに評論家渡辺保氏から高い評価を得た。また，責任編集をおこなった『日本美術全集 15 浮世絵と江
戸の美術』（小学館，2014年）では，浮世絵および江戸後期の都市文化の中で生み出される美術工芸を総
合的に取り扱った。

　４　個人業績（テーマ別）
　 　従来，造形的な要素から考察されることの多かった浮世絵に関して，生産と流通と流通の視点にもとづいて考
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察することの重要性を認識した上での論文執筆活動を数年来おこなっていたが，その成果を『浮世絵出版論：大
量生産・消費される〈美術〉』（吉川弘文館，2013）にまとめた。浮世絵は庶民の芸術という常識に反し，きわめ
て高額で贅を尽くした錦絵が幕末には流行していたこと，初摺の錦絵ほど摺りが良好であるとはかならずしも言
えないこと，18世紀前期には盛り場で見世物的に肉筆画を実演販売する絵師が多数存在したことなど，これまで
の浮世絵に関する常識にいくつもの疑義を提示した同書は，『週刊読書人』（2013年６月），『図書新聞』（3120号，
2013年７月），『日本歴史』786号（2013年11月），『浮世絵芸術』167号（2014年１月）などに紹介・書評され，第
35回日本出版学会賞（2014年５月）を授与された。

●平成27年度の研究教育活動
一　研究業績
　４　展示図録・資料図録・映像・ＤＢ
　　 企画展示『ドイツと日本を結ぶもの─日独修好150年の歴史─』展示図録，pp.19-21， 34-35， 37-42， 64，2015

年７月
　５　学会・外部研究会発表
　　 「広重の江戸名所絵に見る水辺の景」2015年度都市史学会大会，12月13日，法政大学市ヶ谷田町校舎，招待報告
　７　その他
　　「歴史の証人　書画会に関する資料群」『歴博』190号，pp.20-23， 2015年５月
　　「浮世絵と富士山」『歴史地理教育』７月号，pp.4-9，2015年７月
　　「浮世絵の戯画と風刺画」「風刺画の流行」「子供遊びの錦絵」『歴博』193号，pp.1-5・15，2015年11月

二　主な研究教育活動
　１　主な共同研究等参加状況
　 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）副代表，2013～2015年度
　基盤研究「近世の一枚摺文化の受容と都市社会の研究」（研究代表：神田由築）副代表，2014～2016年度
　 開発型共同研究「日本近世における彩色の技法と材料の需要と変遷に関する研究」（研究代表者：島津美子）研

究分担者，2014～2016年度
　 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：日高薫）研究分
担者，2010～2015年度

　 人間文化研究機構連携研究「『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（2013～2015年度）

　４　主な展示・資料活動
　総合展示第３室「近世」展示プロジェクト代表
　企画展示「大ニセモノ博覧会　贋造と模倣の文化史」（代表：西谷大）展示プロジェクト委員
　企画展示「ドイツと日本を結ぶもの─日独交流150年の歴史─」（展示プロジェクト代表：保谷徹）副代表
　企画展示「よみがえれ！シーボルトの日本博物館」（代表：日高薫）副代表
　第３展示室特集展示「泥絵と江戸の名所」展示代表

三　社会活動等
　１　館外における各種委員
　 銚子市文化財総合評価委員，佐倉市美術館運営委員，太田記念美術館浮世絵研究助成選考委員，国際浮世絵学会

常任理事
　２　講演・カルチャーセンターなど
　「北斎が描いた富士」，「冨嶽三十六景と富嶽百景」展関連文化講演会，2015年８月９日，富山県民会館
　 「Ukiyo-e: Its History and Condition of Preservation」　国際研修「紙の保存と修復」，東京文化財研究所と

ICCROMの共催，2015年９月２日，於：東京文化財研究所

四　活動報告

おおくぼ
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小島　道裕　KOJIMA Michihiro　教授（2008～）
併任：総研大日本歴史研究専攻教授（2008～），総研大文化科学研究科長（2015～）　生年：1956

経歴
【学　　歴】 京都大学文学部卒（1980），京都大学大学院修士課程修了（1982），京都大学大学院博士課程単位取得

退学（1985）
【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）

【役　　職】 総研大日本歴史研究専攻・専攻長併任（2008～2009），博物館資源センター長併任（2011～2012），総
研大文化科学研究科長併任（2015～）

【学　　位】文学博士（京都大学文学部2006）
【専門分野】 日本中近世史，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，中世の制

札，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，史学研究会，古文書学会，比較都
市史研究会，家具道具室内史学会

【受 賞 歴】なし

Ⅰ　共同利用機関業績（博物館型研究統合の視点から）
　１　共同研究（歴博・機構・他機関）
　　①　共同研究
　　　基盤研究「洛中洛外図屏風歴博甲本の総合的研究」（研究代表者）2009～2011年度
　　　　成果１　 『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，240頁，2014

年２月
　　　　成果２　 2011年度企画展示「洛中洛外図屏風と風俗画」（人間文化研究機構連携展示「都市を描く─京都

と江戸─」第Ⅰ部）開催（展示代表者）。連携展示図録『都市を描く─京都と江戸─』2012年３
月27日，240頁

　　　　成果３　 「洛中洛外図屏風歴博甲本人物データベース」2012年度企画展示「洛中洛外図屏風と風俗画」で
公開。その後，「WEBギャラリー」で公開。1,426件

　　　　成果４　 京都文化博物館特別展示「京
みやこ

を描く─洛中洛外図の時代─」（2015年３月１日～４月12日）企画
委員。※国立歴史民俗博物館は主催者の一つ。

　　② 　科学研究費基盤研究Ｂ「洛中洛外図屏風歴博甲本の総合的研究」（研究代表者）2009～2011年度
　　　　成果は上記①と同じ。
　　　　※ 共同研究と同時期に行っているが，科研では「洛中洛外図屏風歴博甲本」の復元複製制作を主に行い，

共同研究では研究会活動などを行った。
　　③　機構連携研究
　　　連携研究
　　　 文化資源の高度活用：「武士関係資料の総合化─比較史および異文化表象の素材として─」（研究代表者）

2005～2009年度
　　　　成果１　 『武士と騎士─日欧比較中近世史の研究─』（編著者）500頁＋口絵４頁，京都：思文閣出版，

2010年３月
　　　　成果２　企画展示「武士とは何か」（副代表）2010年10月26日～2010年12月２日
　　　　成果３　国際セミナー「ドイツ歴史博物館との対話」2008年11月29日
　　　連携研究
　　　 「人間文化資源」の総合的研究：「中近世の都市を描く絵画と地誌に関する研究─京都と江戸─」（研究代

表者）2010～2012年度
　　　　成果１　 2011年度人間文化研究機構連携展示「都市を描く─京都と江戸─」（国立歴史民俗博物館ではそ

の第Ⅰ部として，企画展示「洛中洛外図屏風と風 俗画」を開催）。連携展示図録『都市を描く─
京都と江戸─』2012年３月27日，240頁
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　　　連携研究
　　　 「都市風俗と『職人』－日本中近世の絵画資料を中心に─」（国立歴史民俗博物館担当者）2013～2015年度（提

出時点で継続中）
　３　企画展示等
　　　 2011年度特集展示「マリア十五玄義図の探究」（2011年11月１日～11月27日　主催：国立歴史民俗博物館・

京都大学総合博物館）開催（展示代表者）
　　　 2011年度企画展示「洛中洛外図屏風と風俗画」（人間文化研究機構連携展示「都市を描く─京都と江戸─」

第Ⅰ部）開催（展示代表者）。企画展示図録『都市を描く─京都と江戸─』2012年３月27日，240頁
　　　 2012年度特集展示「近世の風俗画」（2012年４月17日～５月20日）開催（展示代表者）
　　　 2013年度企画展示『中世の古文書─機能と形─』開催（展示代表者）。企画展示図録『中世の古文書─機能

と形─』2013年10月８日，222頁
　４　成果の公開
　　①　研究報告特集号
　　　『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，240頁，2014年２月
　　②　展示（総合展示・企画展示）・図録
　　　企画展示等については，上記３と同じ。
　　　総合展示第２展示室代表者　2012年度～
　　③　館蔵資料図録，目録，データベース
　　　データベース
　　　「中世地方都市データベース」2007年度公開　2011年度最終更新　1,366件
　　　 「洛中洛外図屏風歴博甲本人物データベース」2012年度企画展示「洛中洛外図屏風と風俗画」で公開。その

後，「WEBギャラリー」で公開。1,426件
　　④　シンポジウム，フォーラム，講演会
　　　【国際シンポジウム】
　　　　国際セミナー「ドイツ歴史博物館との対話」2008年11月29日
　　　　国際シンポジウム「ICOM－CECAアジア太平洋地区研究集会」2012年11月30日～12月１日
　　　【フォーラム】
　　　　第82回「洛中洛外図屏風と風俗画」2012年４月21日
　　　　第91回「中世の古文書─機能と形─」2013年10月19日
　　　【講演会】
　　　　 「洛中洛外図の武家館─京都と阿波の関係─」勝瑞学アカデミー，2008年６月22日，徳島県藍住町コミュ

ニティーセンター
　　　　「初期洛中洛外図屏風の世界」2008年11月22日，たばこと塩の博物館
　　　　「都と地方の室町文化」益田市市民大学，2009年11月21日，益田市市民学習センター
　　　　「洛中洛外図屏風の系譜」東京国立博物館講演会，2010年１月30日，同館
　　　　「資料を読むということ」東京都歴史教育研究会春期講演会，2010年６月19日，都立戸山高校
　　　　「城と城下に見る中世と近世」2011年８月28日，新潟県立博物館
　　　　「洛中洛外図から風俗画へ」歴博講演会，2012年３月10日
　　　　「洛中洛外図屏風の歴史と亘理伊達本」2012年５月19日，伊達市開拓記念館
　　　　「洛中洛外図屏風を読む」千葉県高校美術工芸部会，2012年５月23日，千葉県立美術館
　　　　 「歴史民俗系博物館のネットワーク」第60回全国博物館大会シンポジウム「再生を支えるネットワーク」

2012年10月25日， 秋田キャッスルホテル
　　　　「中世の古文書を考える」歴博講演会，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，2014年１

月18日，ホルトホール大分
　　　　 「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午餐会，2014年２月26日，東京大学

ＹＭＣＡ
　　　　 「中世の食事を考える─千葉常胤の献じた椀飯から─」山武仏教文化研究会　第７回特別講演会，2014年

５月18日，千葉県山武市 成東中央公民館
　　　　「城下町の歴史─中世から近世へ─」2014年９月23日，館山市立博物館

こじま
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　　　　 「洛中洛外図屏風をめぐるいくつかの論点─中世から近世へ─」2014年11月３日，史学研究会大会，京都
大学文学部

　　⑤　総合誌歴博
　　　『歴博』N0.164　特集「洛中洛外図」2011年１月（編著）
　　　『歴博』No.184　特集「中世の古文書」2014年５月（編著）

Ⅱ　管理・運営業績
　１　外部資金
　　　基盤研究（B）（一般）「洛中洛外図屏風歴博甲本の総合的研究」（2009～2011年度）
　　　代表者
　２　管理職（歴博副館長・センター長，総研大研究科長・専攻長），運営会議メンバー）
　　　総研大日本歴史研究専攻 専攻長（2008～2009年度）
　　　博物館資源センター長（2011～2012年度）
　　　運営会議委員（2012～2013年度）
　　　総研大文化科学研究科長（2015年度～）

Ⅲ　社会活動
　１　教育活動（総研大・他大学）
　　①　学位関係
　　　　指導教員　松岡葉月「歴史系博物館における主体的学びの研究」2008年９月取得
　　②　非常勤講師
　　　　千葉大学文学部（2008）
　　　　同志社大学文化情報学部（2009）
　　　　総研大メディア社会文化専攻「プレゼンテーションセミナー」（2010～2013）
　　　　愛知県立芸術大学（2014）
　　　　台北芸術大学博物館学講座（2014年７月，国立台湾歴史博物館）
　２　社会活動（学会，審議委員など）
　　　高等学校学習指導要領解説地理歴史編作成協力者　2008～2009年度
　　　日本博物館協会『博物館研究』編集委員　2010～2011年度
　　　全国歴史民俗系博物館協議会事務局　2012年度
　　　東京都江戸東京博物館資料収蔵委員会委員　2013年度～
　　　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」）2013～2014年度
　　　イコム大会招致委員会委員　2013～2014年度

Ⅳ　個人業績
　１　書籍（単著・共著・編著）
　　　【単著】
　　　『描かれた戦国の京都─洛中洛外図屏風を読む─』186頁，東京：吉川弘文館，2009年10月
　　　【編著】
　　　『武士と騎士─日欧比較中近世史の研究─』500頁，京都：思文閣出版，2010年３月
　　　『史跡で読む日本の歴史 ７戦国の時代』250頁，東京：吉川弘文館，2009年12月
　　　【共著】
　　　 （日高薫と共編著）『歴史研究の最前線vol.11　美術資料に歴史を読む─漆器と洛中洛外図─』総研大日本歴

史研究専攻・国立歴史民俗博物館，2009年３月
　　　 （小笠原喜康・矢島國雄・並木美砂子他と共著）『博物館教育論─新しい博物館教育を描き出す─』 231頁，

東京：ぎょうせい，2012年３月
　２　論文（原著論文・総説論文，共著の場合はファーストのみ）
　　　【原著論文】
　　　 「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）
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　　　 「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）

　　　 「洛中洛外図屏風と描かれた公武関係」（『武士と騎士－日欧比較中近世史の研究－』思文閣出版，pp.273-
292，2010年３月）（査読無）

　　　 「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）
　　　 「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）
　　　 「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）
　　　 「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）
　　　 「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）
　　　 「それは誰が見たかった京都か─構図に見る洛中洛外図屏風の系譜関係─」（『京を描く』京都文化博物館特

別展示図録，pp.192-199，2015年３月）（査読無）
　　　【総説論文】
　　　「戦国の時代」（『史跡で読む日本の歴史 ７戦国の時代』pp.1-6，東京：吉川弘文館，　2009年12月）

Ⅴ　自己評価報告書
　１　共同利用機関業績
　　 ①　機構の各機関に参加を求めて実施した連携研究「武士関係資料の総合化─比較史および異文化表象の素材

として─」（2005～2009年度）において，フランス側研究者との４度にわたるシンポジウムに基づいた日欧共
同の論集『武士と騎士─日欧比較中近世史の研究─』を刊行し，ドイツ歴史博物館との交流に基づく国際セミ
ナーも開催した。またこの研究の成果を盛り込んだ企画展示「武士とは何か」に副代表として加わった。具体
的な資料や遺跡の問題を扱った博物館としての研究成果を，図書，集会，展示という多様な形で提示した。

　　 ②　国文学研究資料館の大高洋司教授と交互に代表を務めた連携研究「中近世の都市を描く絵画と地誌に関す
る研究─京都と江戸─」（2010～2012年度）・「都市風俗と『職人』－日本中近世の絵画資料を中心に─」（2013
～2015年度）を実施し，下記③の成果とも合わせて，2011年度に国文研と共同で機構連携展示「都市を描く─
京都と江戸─」を開催，図録『都市を描く─京都と江戸─』（2013年）を刊行した。今後は，同展でも国文研
会場で展示した鍬形蕙斎「近世職人尽絵詞」について，研究会として作成した注釈付きの図書を刊行すること
などを予定している。

　　 ③　共同研究（基盤研究）「洛中洛外図屏風歴博甲本の総合的研究」（2009～2011年度）においては，科研費も
取得することができ，各分野からの研究を行うと共に，復元複製をデジタル技術を活用して制作した。成果に
ついては，上記の連携展示「都市を描く」（歴博は第Ⅰ部「洛中洛外図屏風と風俗画」）を開催し，研究報告の
特集号『洛中洛外図屏風歴博甲本の総合的研究』（第180集，2014年）を刊行した。また，共同研究の一環とし
て，登場する1,426人すべてを画像データ化した「歴博甲本人物データベース」を作成し，ホームページでも
公開している。

　　 　その後，この展示は，館蔵の洛中洛外図屏風と関連絵画をすべて貸し出す形で，京都文化博物館でも形を変
えて開催され，館蔵品の研究と活用をさらに進めることができた。

　　 ④　企画展示「中世の古文書」（2013年）も，上記の「洛中洛外図屏風と風俗画」と同様，集積された館蔵資
料を用いて，ひとつのジャンルの資料を総体として展示しようとしたものであり，これまでに類を見ない総合
的な中世文書展となった。書かれた内容よりも，文書の「機能と形」にこだわって，モノとしての資料自体に
よる歴史叙述を行ったことや，その観点から一般向けに踏み込んだ解説を試みたこと，スマートフォンによる
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音声ガイドや，ＳＮＳ（ツイッター）による解説を行ったことなどは，社会的にも注目された。
　　 　しかしこの展示は，前提となる共同研究を行わずに開催したため，今日的な古文書学研究の成果をまとめた

ものとはなっていなかった。この点については，これから行われる基幹研究「歴史文化資料に基づく日本中世
史像の再構築」の中に一つのブランチ「中世文書の様式と機能および国際比較と活用に関する研究」を設けて
補い，今回の展示では扱えなかった国際的な比較古文書研究にも道を開く予定である。資料収集に基づいて展
示を行い，それを契機にさらに研究を深めるという，博物館的研究統合のひとつのあり方と言えるだろう。

２　管理・運営業績
　【専攻長】
　　①　専攻の運営を大過なく行った。
　【資源センター長】
　　①　 東日本大震災の直後に就任したが，歴史民俗系博物館の全国的連絡組織がなく，救援活動が困難だったこ

とに鑑み，国立歴史民俗博物館と江戸東京博物館が中心となって，「全国歴史民俗系博物館協議会（歴民協）」
を2012年６月に設立した。その準備活動に当たると共に，資源センター長を充て職として，当初の事務局
業務を行った。

　　②　資料収集基本方針の策定に当たった。
　【外部資金】
　　 科研基盤研究（B）（一般）「洛中洛外図屏風歴博甲本の総合的研究」（2009～2011年度）が採択された。洛中

洛外図屏風歴博甲本のデジタルデータによる現状複製および復元複製を制作し，展示にも活用している。
３　社会活動
　①　教育活動
　　　 総研大において，日本中世史と博物館教育に関わる指導を行い，後者については学位を取得させることがで

きた。前者についても，近く取得者を出せる見込みである。
　　　博物館教育については，総研大の集中講義，歴民研修などのさまざまな機会に講師を務めた。
　　　 研究テーマである，中世後期の都市や洛中洛外図屏風について，いくつかの大学や社会教育の機会に，講義

や講演などを行った。
　②　社会活動
　　　 東日本大震災の後に，歴博と江戸東京博物館が中心となって立ち上げた「全国歴史民俗系博物館協議会」の

設立に資源センター長の立場で関与し，歴博に設置した事務局の運営にあたった。
　　　 イコム（国際博物館会議）を構成する国際委員会の一つであるＣＥＣＡ（教育と文化活動委員会）のアジア

では初めてとなる地域集会を，歴博国際シンポジウムの形で開催した。
　　　この他，博物館関係のいくつかの委員，高等学校学習指導要領作成への協力などを行った。
　③　概説書の刊行
　　　 戦国時代の遺跡について，編著『史跡で読む日本の歴史 ７戦国の時代』（2009年）を刊行した。
　　　 「歴博甲本」などの初期洛中洛外図屏風について，単著『描かれた戦国の京都─洛中洛外図屏風を読む─』

（2009年）を刊行した。
４　個人業績（テーマ別）
　①　戦国期城下町などの中世～近世の都市と城館
　　　 学生時代からテーマとしているが，近年は新たな調査研究は積極的には行っておらず，概説の刊行や反批判

などを，機会がある毎に行なっている。
　②　博物館教育
　　　 研究としては，主に助教授・准教授時代に行なったもので，その後は，それに基づいて，博物館教育の普及

を図る活動や，展示解説方法の開発，教育プログラムの考案などを，機会がある毎に行なっている。
　③　洛中洛外図屏風などの絵画資料の研究
　　　 准教授時代に参加した企画展示「西のみやこ 東のみやこ─描かれた中近世都市─」（2007年）をきっかけに

本格的に取り組みはじめ，教授昇任後の中心的な研究課題となった。
　　　 歴史研究の立場から絵画資料を読み解き，中世段階の初期洛中洛外図屏風，特に「歴博甲本」について，人

物像などの描かれた事物を分析し，これまで定説がなかった発注者や制作事情の問題に仮説を提示した。
　　　 その後，江戸時代の洛中洛外図屏風や周辺資料についても対象として，通史的な叙述や，「うどん屋の看板」

とその背景といった，社会史・文化史に関わる研究を試みている。
　　　 また，助教授時代に神庭信幸氏らと行なった「マリア十五玄義図」の調査研究に基づいて，成果発表として
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の特集展示を京都大学総合博物館と共同で行ったが，それが契機となって別のマリア十五玄義図（浦上天主
堂旧蔵本）についてのガラス乾板を入手する結果となり，新たな課題が生じた。

　④　総合的中世古文書学と国際比較
　　　 日本の中世文書を初めて総合的に展示する企画展示「中世の古文書」（2013年）を開催したが，その結果，

総合的な古文書展示の背景となるべき古文書学や，古文書の東アジアにおける国際比較が課題として浮かび
上がった。これまで行なってきた制札研究などの，モノとしての古文書研究の成果の上に，共同研究や新た
な展示の準備を通して，個人研究としても進展を図りたい。

●平成27年度の研究教育活動
一　研究業績
　２　論文
　　　 「洛中洛外図屏風と小京都」（一乗谷朝倉氏遺跡資料館特別展図録『一乗谷 戦国大名の栄華』pp.5-8，2015

年９月）
　　　 「近世初期の風俗画に見える『うどん屋』について」（『国立歴史民俗博物館研究報告』第200集，pp.127－

144，2016年１月）
　４　展示図録・資料図録・映像・ＤＢ
　　　 「マリア十五玄義図（浦上天主堂旧蔵本）」のガラス乾板（「西村貞旧蔵ガラス乾板」）を整理し，デジタル

画像を「WEBギャラリー」に公開
　　　 「洛中洛外図屏風歴博乙本人物データベース」を作成（2016年度公開予定）
　　　「廣橋家旧蔵記録文書典籍類」の目録を作成（継続中）
　５　学会・外部研究会発表
　　　 「うどん屋の看板」<ポスター発表>（総研大文化科学研究科「学術交流フォーラム」，2015年11月21日・22

日）
　　　 「洛中洛外図屏風『歴博甲本』人物データベースについて」（第11回人間文化研究情報資源共有化研究会「人

間文化研究機構のもつ画像データ共有化の前進に向けて」，2016年２月６日，TKPガーデンシティ京都）

二　主な研究教育活動
　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（歴博側担当者）（2013～2015年度）
　　　 基盤研究（公募型共同研究）「廣橋家旧蔵文書を中心とする年号勘文資料の整理と研究」（研究代表者：水上

雅晴）研究分担者（館内担当者）（2015～2017年度）
　４　主な展示・資料活動
　　　 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
　　　 総研大日本歴史研究専攻「集中講義C『博物館とはなんだろう』」講義「歴史を展示するということ」（2015

年７月28日）
　　　くらしの植物苑観察会「桜から考える歴史」2016年３月26日
　　　 見学ガイダンス（和洋女子大学）「歴史展示とは何だろう─国立歴史民俗博物館の展示から─」（2015年５月

14日， 国立歴史民俗博物館講堂）
　　　放送大学講義「博物館展示論」（稲村哲也教授）「歴史系博物館（第８回）」に出演（2015年11月24日収録）

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，福井県一乗谷朝倉氏遺跡博物館（仮称）整備基本計画アドバイ

ザー
　２　講演・カルチャーセンターなど
　　　 「洛中洛外図屏風と小京都─京都と越前─」（朝倉氏一乗谷遺跡資料館特別展「一乗谷 戦国大名の栄華」講

演会，2015年10月11日）
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　　　 「合戦図屏風と洛中洛外図屏風「舟木本」」（千葉市民文化大学「絵が語る人・都市・城─大坂夏の陣の時代
背景─」2015年10月21日，千葉市文化センター）

　　　 「洛中洛外図屏風に見る時代の変化」（同，2015年10月28日，千葉市文化センター）
　　　 「絵画資料から歴史をひもとく─洛中洛外図屏風を中心に─」（堺市博物館特別展「堺復興 元禄の堺大絵図

を読み解く」講演会，2015年11月29日）
　　　 「戦国時代，大将の心得 ─〈岩富城主〉北条氏勝秘伝『出陣次第』にみる武家故実」（佐倉・城下町400年

記念第５回リレー講座，2016年１月16日，国立歴史民俗博物館講堂）
　　　 「戦国の覇者織田信長と近江─中世から近世へ─」（連続シンポジウム「近江戦国史─乱世から統一へ」第

２回「安土城と織田信長─近世近江の幕開け」2016年１月31日，江戸東京博物館ホール）

四　活動報告
　絵画資料を歴史資料として扱い，歴史的な事象を読み解く作業を続けた。洛中洛外図屏風については，共同研究
や展示の成果を踏まえて，概説書をまとめることができた。（2016年４月刊行）
　2016年度からは，基幹研究「歴史資料に基づく日本中世史像の再構築」と，そのブランチとしての中世文書に関
する共同研究を開始するため，その準備も進めた。




