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Ⅶ 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最終学位　
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）
●主要業績（研究者になってこれまで行ってきた自身の研究の代表的なもの）

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
５　学会・外部研究会発表
６　総研大リーフレット
７　その他
●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
　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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久留島　浩　KURUSHIMA Hiroshi　館長（2014.4～）

併任：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），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（2004～），歴史資料センター長併任（2006～2007），博物館資源セン
ター長併任（2007～2009），副館長（館外担当）併任（2010～2012）
【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

●主要業績

１．【編著】久留島浩・吉田伸之編『近世の社会集団』352頁，山川出版社，1995年11月
２．【編著】久留島浩編『シリーズ近世の身分的周縁５　支配を支える人々』258頁，吉川弘文館，2000年９月
３．【単著】久留島浩著『近世幕領の行政と組合村』416頁，東京大学出版会，2002年８月
４．【企画展示】平成24年度国立歴史民俗博物館企画展『行列にみる近世─武士と異国と祭礼と─』2012年10月～

12月
５．【学会・外部研究会報告】国際シンポジウム　久留島浩「国立歴史民俗博物館における博物館教育の試み」（歴

博国際シンポジウム『歴史展示を考える─民族・戦争・教育』2003年11月15・16日　※同名の報告書刊行：
UM BOOKS，354頁，2004年12月）

●平成27年度の研究教育活動

一　研究業績

１　著書
久留島浩編『描かれた行列：武士・異国・祭礼』392頁，東京大学出版会，2015年10月
「「古物（古器旧物）」から「文化財」へ」明治維新史学会編『講座明治維新　第11巻　明治維新と宗教・文化』
pp.29－66，有志舎，2016年３月
３　調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典など
「博物館や大学における「歴史資料」の保全と活用をめぐる現状と課題」『文化財防災体制についての国際比較研究』
報告書．pp.50－54，科学研究費補助金基板研究（S）「災害文化形成を担う地域歴史資料学の確立─東日本大震災
を踏まえて─」研究グループ（研究代表者・奥村弘：課題番号26220403）
稲葉継陽・今村直樹編『日本近世の領国地域社会』書評報告，熊本大学文学部附属永青文庫研究センター年報第７
号，pp.12－26
４　展示図録・資料図録・映像・ＤＢ
【企画展示図録】平成27年度国立歴史民俗博物館企画展『ドイツと日本を結ぶもの─日独修好150年の歴史─』209
頁，2015年７月／『ドイツと日本を結ぶもの─日独修好150年の歴史─』別冊，126頁，2015年７月
５　学会・外部研究会発表
【国際会議発表】
「博物館や大学における「歴史資料」の保全と活用をめぐる現状と課題」国際会議『文化財防災体制についての国
際比較研究・神戸会議』神戸大学，2015年10月22・23日，科学研究費補助金基板研究（Ｓ）「災害文化形成を担う
地域歴史資料学の確立─東日本大震災を踏まえて─」（研究代表者・奥村弘：課題番号26220403）と東北大学災害
科学国際研究所共催
「安政の大地震と鯰絵」国際学術ワークショップ「東アジアにおける地震の歴史と物質文化の展示」台湾国立台湾
歴史博物館，2015年11月22日，台湾国立台湾歴史博物館と国立歴史民俗博物館の共催
【外部研究会発表】「稲葉継陽・今村直樹編『日本近世の領国地域社会─熊本藩政の成立・改革・展開─』を読んで」
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Ⅶ　教員の研究・調査活動

熊本大学拠点形成研究Ａ「永青文庫細川家資料の総合的解析による歴史社会・文化研究拠点の形成」書評研究会，
熊本大学，2015年10月31日

二　主な研究教育活動

１　主な共同研究等参加状況
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
東京大学史料編纂所「『豊後切支丹史料』及びその原文書の史料学的研究」（研究代表者：松井洋子）特定共同研究
研究員，平成22～28年度
２　外部資金による研究
科学研究費基板研究（Ｓ）「災害文化形成を担う地域歴史資料学の確立─東日本大震災を踏まえて─」（研究代表者：
神戸大学　奥村弘）研究分担者，平成26～30年度
科学研究費基盤研究（Ｂ）「儒教的民本主義と国民国家建設─東アジアの政治文化史的比較」（研究代表者：千葉大
学　趙景達）研究分担者，平成26～29年度
科学研究費基盤研究（Ｃ）「北海道移住者と先住社会との関係史的研究─明治初期の有珠・室蘭・白老の比較史」（研
究代表者：早稲田大学檜皮瑞樹）研究分担者，平成27～29年度
４　主な展示・資料活動
【企画展示】平成27年度国立歴史民俗博物館企画展『ドイツと日本を結ぶもの─日独修好150年の歴史─』2015年
７月～９月
５　教育
総研大，基礎演習Ⅰ・Ⅱ

三　社会活動等

１　館外における各種委員
千葉市史編集委員，港区新郷土資料館開設準備委員会委員，日本銀行金融研究所幣博物館諮問委員，江戸東京博物
館運営委員会委員，日本郵便郵便切手アドバイザリーグループ委員，同「日本の城シリーズ切手」の監修者，八千
代市立郷土博物館協議会委員，水木十五堂賞選考委員会委員，佐倉市総合計画審議会委員，鎌ケ谷市国史跡下総小
金中野牧跡整備基本設計検討委員会委員，佐賀大学研究センター評価委員，味の素食の文化センター評議員，千葉
県立佐倉高等学校SSH運営指導委員
２　講演・カルチャーセンターなど
講演：「『日独修好150年の歴史』展示プロジェクトについて」「国際都市・長崎からみたドイツ～もうひとつの交流
史」展オープニング記念講演会，2015年９月19日，長崎歴史文化博物館
講演：「「江戸」を描いた画像史料の楽しみ方」2015年11月３日，北海道博物館
講演：「国立歴史民俗博物館の魅力─歴博でアクティブ・ラーニング─」2015年11月27日，千葉大学
講演：館長特別講演会「『村と村人』から江戸時代を考える」2015年11月28日，国立歴史民俗博物館
講演：佐倉市民カレッジ「これからの博物館で必要なこと」2015年12月10日，国立歴史民俗博物館
講演：明治大学博物館友の会　近世講演会「行列からみた近世」2015年12月19日，明治大学博物館
江戸博カルチャー講演：「江戸天下祭と長崎くんち」2016年１月21日，江戸東京博物館
３　マスコミ
しんぶん赤旗「ドイツと日本を結ぶもの」2015年８月12日
NBCラジオ「あの人この歌ああ人生」それいけカープ，2015年９月７日
BSフジ「八木亜希子のおしゃべりミュージアム」2015年９月26日
長崎新聞「ドイツを知り学ぶ」2015年10月６日

四　活動報告

くるしま
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［研究部］（50音順）

青木　隆浩　AOKI Takahiro　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】地理学，民俗学【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。

●主要業績

１．【論文】「身体化する規範─近代の禁煙・禁酒と未成年」（岩本通弥編『現代民俗誌の地平３　記憶』朝倉書店，
pp.115－138，2003年10月）

２．【著書】青木隆浩『近代酒造業の地域的展開』258＋９頁，吉川弘文館，2003年12月
３．【概説書】国立歴史民俗博物館＋青木隆浩編『地域開発と文化資源』185頁，岩田書院，2013年２月
４．【研究報告特集号】青木隆浩編著『地域開発における文化の保存と利用』国立歴史民俗博物館研究報告第193集，

303頁，2015年２月
５．【映像】青木隆浩監督「平成の酒造り」製造編88分，継承・革新編88分，毎日映画社編集協力，2010年３月

●平成27年度の研究教育活動

一　研究業績

２　論文
「近現代の日本における美容観の伝統と変容」（『国立歴史民俗博物館研究報告』第197集，pp.321－361．2016年２
月）（査読付き）
４　展示図録・資料図録・映像・ＤＢ
くらしの植物苑特別企画『伝統の古典菊』展示図録，編集，pp.6－27，p.68．2015年11月
企画展示『万年筆の生活誌─筆記の近代─』展示図録，p.21，2016年３月
民俗文献データベース
７　その他
「地理学と民俗学」（総合誌『歴博』第191号，2015年７月，p.6）
「大塚集古資料館旧蔵コレクションについて」（総合誌『歴博』第191号，pp.20－23）
「『くらしの植物苑』の20年」（総合誌『歴博』第194号，2016年１月，pp.24－25）

二　主な研究教育活動

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）共
同研究員，2012～2015年度
基盤研究「歴史にみる人と自然の関係史」（研究代表者：原正利）共同研究員，2014～2016年度
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）共同研究員，2013～2015年度
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）共同研究員，
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2013～2015年度
４　主な展示・資料活動
特別企画「季節の伝統植物」展示代表者
企画展示「身体をめぐる商品史」展示代表者
特集展示「山の流行服」展示代表者（2015年３月10日～９月６日会期）
館蔵資料コンディション調査統括
５　教育
慶應義塾大学文学部非常勤講師（「地理学Ⅰ」，「地理学Ⅱ」担当）

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

四　活動報告

　共同研究「歴史表象の形成と消費文化」（代表：岩淵令治）の特集号『国立歴史民俗博物館研究報告』で論文「近
現代の日本における美容観の伝統と変容」を掲載し，さらに同研究会の研究成果を展示に活かすため，本年度から
企画展示「身体をめぐる商品史」の展示プロジェクトを立ち上げた。また，企画展示を構成するため，第４展示室
新構築の時からお世話になっている資生堂やカネボウ，コーセー，花王，三越に加え，ライオンやクラブコスメチッ
クス，ミズノなどで資料調査をおこなった。
　くらしの植物苑では，本年度開苑20周年を迎えることができたため，その記念事業として特別企画「伝統の古典
菊」の展示図録を作成し，また10月３日（土）には第97回歴博フォーラム「人と植物の文化史─くらしの植物苑が
みせるもの─」を開催した。結果的に，本年度のくらしの植物苑は，多くの来苑者に入苑していただくことができた。
　また，特集展示「山の流行服」は，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」（代表：青
木隆浩，2010～2014）の研究成果の一部であり，２回の展示替えをおこなって無事に終了することができた。

安達　文夫　ADACHI Fumio　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

●主要業績

【論文】
１　「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』vol.176，pp.187－218（Dec. 2012）
２　「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』vol.178，pp.237－259（Mar. 2013）
３　「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（Jan. 2010）
４　「A Study on a Viewing System for Museum Collections using High-Definition Images」（共著／Takuzi 

Suzuki, Kimiyoshi Miyata）Archiving 2005, Society for Imaging Science and Technology, Proceedings, 
pp.129－134（Apl. 2005）

５　「展示の理解の評価に関する検討」（共著／竹内有理，小島道裕，久留島浩）『国立歴史民俗博物館研究報告』
vol.130，pp.1－20（Mar. 2006）

あだち
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●平成27年度の研究教育活動

一　研究業績

２　論文
「統合検索のための共通メタデータと歴博データベースのデータ項目のマッピング」（『国立歴史民俗博物館研究報
告』第201集，pp.1－24，2016年３月）（査読付き）
４　展示図録・資料図録・映像・ＤＢ
「シーボルト父子関係資料データベース」（データベース歴博，2016年３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「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（2013～2015年度）
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：日高薫）研究分担者
４　主な展示・資料活動
企画展示「よみがえれ！シーボルトの日本博物館」展示プロジェクト委員
企画展示「デジタルで楽しむ歴史資料」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
「博物館とデジタル資料」（第387回歴博講演会，2016年３月12日）

四　活動報告

（１）日本関連在外資料調査研究プロジェクトの研究成果の一つであるシーボルト父子関係資料データベースのう
ち，歴博から公開するデータベースについて，もの資料と文献資料，および複数の所蔵機関にまたがる資料を利用
者が検索しやすいよう検索画面の設計を行った。また，時代，世紀，西暦，和暦，および文献資料では年月日で記
述されている年代を，始まりと終わりの時間情報を指定して検索できるよう提案し，これが可能となるよう年代情
報の標準的な表記への変換を行った。さらに，このデータベースを人間文化研究機構の統合検索システムから利用
できるように図り，そこでの共通メタデータへの本データベースのマッピング仕様を固めた。
（２）人間文化研究機構の各機関が公開するデータベースを，まとめて検索できる統合検索システムの開発に携わっ
てきた。それぞれに記述が異なるデータベースを横断的に検索できるのは，各々のデータ項目を共通メタデータに
マッピングすることによる，データベースは多種多様であることから，データ項目と共通メタデータとの対応が取
りづらい場合が生ずる。歴博の43件のDBのデータ項目を共通メタデータへマッピングした際の考え方を残すこと
は重要と考え，研究報告の論文として執筆した。
（３）これまでに，歴史資料の画像を非常に高精細にデジタル化し，自由に拡大，移動して見ることのできる歴史
資料自在閲覧システムを研究開発してきた。そして，多様な資料同士の比較が可能となるよう科学研究費補助金基
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」（課題番号23300332）等により，任意に取っ
た対応点に基づく表示方法を確立してきた。これを，作成年代が異なるそれぞれ３点の日本図と世界図へ適用する
具体的な方法を検討し，第３展示室の「絵図・地図にみる近世」の閲覧システムに反映した。

荒川　章二　ARAKAWA Shoji　教授（2013～）

併任：総研大日本歴史研究専攻教授（2014～）
【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）
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Ⅶ　教員の研究・調査活動

【学位】文学修士（立教大学）【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，編著『地域の中の軍隊２　関東　軍都としての帝都』（吉川弘文館）を2014年度に刊行，
2015年度に同シリーズの第８巻『日本の軍隊を知る』（編者の一人）を刊行した。戦後研究では，2015年度に「1968
年」をテーマとする共同研究，企画展示プロジェクトを組織した。

●主要業績

１．単著『軍隊と地域』青木書店，358頁，2001年７月
２．単著『軍用地と都市・民衆』（日本史リブレット95）山川出版社，107頁，2007年10月
３．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
４．編著『地域の中の軍隊２　関東　軍都としての帝都』吉川弘文館，201頁，2015年２月
５．論文「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』岩波書店，pp.226－257，

2012年12月）

●平成27年度の研究教育活動

一　研究業績

１　著書
荒川章二・河西英通・坂根喜弘・坂本悠一・原田敬一編『地域のなかの軍隊　第８巻　基礎知識編　日本の軍隊を
知る』（吉川弘文館，2015年６月）＊直接執筆は「陸軍の部隊と駐屯地・軍用地」pp.50－80
４　展示図録・資料図録・映像・ＤＢ
企画展示図録『ドイツと日本を結ぶもの─日独修好150年の歴史─』第３章第１節第２項「日独戦争とドイツ人捕虜」，
第３章第３節第２項「ナチス台頭と日独の接近」の資料解説
５　学会・外部研究会発表
「静岡県近代史研究会編『時代と格闘する人々』を読む」（2015年７月18日，静岡近代史研究会例会報告，静岡市）
「内地と外地の間で─兵役から見る沖縄戦前史」（2015年９月５日，日本学叢書研究会，於：南山大学）
「1935年中部台湾大地震─被害・救援・復興─」（2015年11月22日）国立台湾歴史博物館での研究報告）
７　その他
総合誌『歴博』192号（2015年９月）編輯責任，特集解説（p１）および歴史の証人「歴博と社会運動・学生運動
資料」（pp,20－23）執筆
雑誌『東京人』（都市出版）2015年10月号に東京点画「近代軍都としての首都東京」執筆（p９）
同時代史学会『同時代史研究』第８号（2015年12月／年報）編集委員長

二　主な研究教育活動

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）2013～2016年度　
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，2013～
2016年（研究代表者：原山浩介）
基盤研究「「1968年」社会運動の資料と展示に関する総合的研究」（研究代表者：荒川章二）2015～2017年度　
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
国際研究集会「企画展示「ドイツと日本を結ぶもの─日独修好150年の歴史─」をめぐる研究交流」（2015年８月12
日，於：歴博）
４　主な展示・資料活動
総合展示第５・６室リニューアル委員
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
2017年度企画展示「「1968年」─無数の問いの噴出の時代」展示代表
平成27年度館蔵資料調査研究プロジェクト責任者（軍事郵便資料調査）
「国立台湾歴史博物館との災害史をめぐる研究・展示構築プロジェクト」委員，2015～2017年度（事業主体者：原
山浩介）

あらかわ
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平成28年度第５・６展示室特集展示「台湾と日本─震災史とともにたどる近現代」展示プロジェクト代表
５　教育
歴史民俗資料館専門職員研修会講師（2015年11月18日，於：歴博）
早稲田大学文学部非常勤講師（2015年度秋学期，科目名「軍隊と社会」）

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），「沖縄県史各論編６沖縄戦」執筆委員，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～2016年３月）

四　活動報告

荒木　和憲　ARAKI Kazunori　准教授（2015.7～）

生年：1978年
【学歴】九州大学文学部史学科日本史学専攻（2001年卒業），九州大学大学院人文科学府歴史空間論専攻日本史学
専修修士課程（2003年修了），九州大学大学院人文科学府歴史空間論専攻日本史学専修博士後期課程（2006年修了）
【職歴】独立行政法人国立文化財機構九州国立博物館学芸部研究員（2008），文化庁文化財部美術学芸課文部科学
技官（2009），独立行政法人国立文化財機構九州国立博物館学芸部研究員（2012），同主任研究員（2013），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（2015.7～）
【学位】博士（文学，九州大学）（2006年取得）【専門分野】日本中世史・東アジア交流史【主な研究テーマ】中世
日本と東アジアとの交流史，日朝交流史【所属学会】史学会，九州史学研究会【研究目的・研究状況】http://
www.rekihaku.ac.jp/education_research/research/researcher/araki_kazunori/

●主要業績

１　著書
荒木和憲『中世対馬宗氏領国と朝鮮』（山川出版社，329頁，2007年）
２　論文
荒木和憲「対馬宗氏の日朝外交戦術」（荒野泰典・石井正敏・村井章介編『地球的世界の成立』〈日本の対外関係５〉
吉川弘文館，pp.243－260，2013年）
荒木和憲「中世日朝通交貿易の基本構造をめぐって」（『朝鮮史研究会論文集』51，pp.79－109，2013年）
荒木和憲「中世対馬における朝鮮綿布の流通と利用」（佐伯弘次編『中世の対馬』〈アジア遊学177〉勉誠出版，
pp.78－104，2014年）
荒木和憲「応永の外寇」（高橋典幸編『戦争と平和』〈生活と文化の歴史学５〉竹林舎，pp.245－274，2014年）

●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
飯塚市史編集委員会編『飯塚市史』上巻（ぎょうせい，2016年３月，分担執筆：pp.618－649，712－744，745－956）
４　展示図録・資料図録・映像・ＤＢ
九州国立博物館編『戦国大名─九州の群雄とアジアの波涛』（特別展図録，西日本新聞社・TVQ九州放送，2015年
４月，編集・分担執筆）
５　学会・外部研究会発表
荒木和憲「室町・戦国期の対馬と壱岐─海域秩序をめぐる政治史」（九州史学会大会日本史部会，於九州大学文学部，
2015年12月13日）
７　その他
荒木和憲「大友宗麟をめぐる名物茶入の変遷─九州戦国史の舞台裏」（『西日本文化』474，pp.22－25，2015年４月）
荒木和憲「『万国津梁鐘』にみる琉球と朝鮮」（『歴博』第194号，p.6，2016年１月）
荒木和憲「中世対馬の研究，そして『宗家文書』との奇遇」（『歴博』第194号，pp.26－27，2016年１月）
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Ⅶ　教員の研究・調査活動

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「総合資料学の構築のための方法論分析」（研究代表者青山宏夫，2015年度，共同研究員）
基盤研究「中世東アジア海域における琉球の動態に関する総合的研究」（研究代表者：村木二郎，2015～17年度，
共同研究員）
２　外部資金による研究
科研費・若手研究（B）「中世～近世初期の対馬宗氏領国に関する基礎的研究」（研究代表者，2013～15年度）
４　主な展示・資料活動
九州国立博物館特別展「戦国大名─九州の群雄とアジアの波涛」（2015年４月21日～５月31日，主担当）
５　教育
西南学院大学 非常勤講師（2015年４～６月）

三　社会活動等

１　館外における各種委員
九州史学研究会 編集委員，福岡市史編集委員会中世専門部会 専門委員
２　講演・カルチャーセンターなど
大野城シニア大学（大野城市主催，特別展関連講座，於：九州国立博物館，2015年４月24日）
しっとこ九博（筑紫野市歴史博物館主催，特別展関連講座，於：筑紫野市歴史博物館，2015年５月１日）
特別展関連リレー講座（九州国立博物館主催，於：九州国立博物館，2015年５月９日）
特別講座（九州市民大学主催，特別展関連講座，於：九州国立博物館，2015年５月12日）
九州国立博物館応援セミナー（公益財団法人九州経済調査協会主催，特別展関連講座，於：電気ビル共創館
BIZCOLI，2015年５月13日）
歴博歴史の旅（一般財団法人歴史民俗博物館振興会主催，於：福岡県・佐賀県・長崎県，2015年11月19日～21日）

四　活動報告

上野　祥史　UENO Yoshifumi　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。

●主要業績

１　「神獣鏡の作鏡系譜とその盛衰」『史林』第83巻第４号，史学研究会，pp.30－70，2000年
２　「画象鏡の系列と製作年代」『考古学雑誌』第86巻第２号，日本考古学会，pp.1－39，2001年
３　「３世紀の神獣鏡生産─画文帯神獣鏡と銘文帯神獣鏡─」『中国考古学』第７号，日本中国考古学会，pp.189

－216，2007年
４　『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，総624

頁，2012年（共編著）
５　『祇園大塚山古墳と５世紀という時代』六一書房，総136頁，2013年（編著）

うえの
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●平成27年度の研究教育活動

一　研究業績

２　論文
「中期古墳と鏡」『中期古墳とその時代─５世紀の倭王権を考える─』広瀬和雄編，雄山閣，pp.89－98，2015年４月
「鏡からみた卑弥呼の支配」『卑弥呼─女王創出の現象学─』大阪府立弥生文化博物館，pp.132－141，2015年５月
「中国考古学からみた邪馬台国」『古代研究の最前線　邪馬台国』pp.226－243，2015年５月
「漢代物質文化と鉄器」『中国考古学』第15号，日本中国考古学会，pp.41－54，2015年12月（査読有）
「楽浪郡と韓と倭」『狗邪国と古代東アジア』仁済大学校加耶文化研究所・金海市，pp.47－100（日韓両文），2015年12月
「戸田小柳遺跡出土の双頭龍紋鏡」『戸田小柳遺跡』（財）かながわ考古学財団，pp.306－311，2016年３月
「ベトナム出土建築関連資料の比較検討」『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』
論集（平成25～27年度科学研究費助成事業・基盤研究（B）海外学術調査「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，課題番号25302626），友田正彦・鈴木朋美編，pp.115－
126，2016年３月
３　調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典など
『長坂聖天塚古墳』2016年３月（編著者の一人，第Ⅲ章２節，第Ⅳ章１節・２節・４節，第Ⅴ章１節）
５　学会・外部研究会発表
「楽浪郡と韓と倭」第21回　加耶国際学術会議「狗邪国と東アジア」韓国金海，2015年５月１日（口頭発表）
「古代東アジアの申」歴博干支フォーラム「申年のサル」報告，ヤクルトホール，2016年１月16日
７　その他
歴博シンポジウム『古代日韓交渉の実態』於歴博，2016年３月５・６日（開催責任者，座長，コメンテーター，パ
ネリスト）

二　主な研究教育活動

１　主な共同研究等参加状況
共同研究『戦いと国家形成の環境的基盤─炭素14年代と酸素同位体による古気候復元と社会統合過程との比較照合
─』（研究代表：松木武彦）共同研究員，（2015～2017年度）
共同研究『古墳時代・三国時代における日朝関係史の再構築─倭と栄山江流域との関係を中心に─』（研究代表：
高田貫太）研究副代表・共同研究員，（2014～2016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「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
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
５　教育
上智大学非常勤講師「東洋考古学ⅠⅡ」
女子美術大学非常勤講師「考古学Ａ・Ｂ／文化遺産学Ａ・Ｂ」
放送大学非常勤講師

三　社会活動等

１　館外における各種委員
日本考古学会監査・日本中国考古学会幹事

四　活動報告

　今年度は，前半期には弥生時代後期から古墳時代前中期にかけての鏡について，これまでの研究成果をさまざま
な媒体で情報発信することに努めた。日本列島朝鮮半島，あるいは中国大陸という，東アジア各地の視点で情報を
発信し得たと考えている。後半期には，弥生破鏡（神奈川県戸田小柳遺跡）と古墳副葬鏡（新潟県城の山古墳，埼
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玉県長坂聖天塚古墳）出土資料を基点として，出土鏡を通じた古墳時代社会の様相について検討を深めた。倭王権
の形成・確立過程において，東国世界への文物流入が果たした意義を改めて考えた。
　一方，継続して進めている科研課題「武装具の集積現象」や主催した国際シンポジウム「古代日韓交渉の実態」
では，象徴的器物の分与・保有を通じた権威の生成・表象過程について議論を深めた。二つのプロジェクトでは，
帯金式甲冑という倭の威信財を対象として倭王権の視点から，王権が器物を媒介として可視化する結合原理がどの
ようなものであるかを検討した。これは，個別研究で進めた鏡を通じた議論と関連するものであり，結果的には器
物を媒介とした王権と地域社会との結合を相対的に把握しようとすることになった。
　また，分担者としてかかわる科研課題「ベトナム建築」では，今年度が最終年度にあたり，これまでに蓄積した
知見を集約して，成果を報告書に論考として取りまとめた。

内田　順子　UCHIDA Junko　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。

●主要業績

１　著書
『宮古島狩俣の神歌─その継承と創成─』思文閣出版，2000年
２　論文
「与えられたことば─宮古島狩俣における神歌の継承─」，斎藤英喜編『呪術の知とテクネー─世界と主体の変容
─』，森話社，pp.107－136，2003年
３　調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典など
『国立歴史民俗博物館研究報告』第168集（「マンローコレクション研究─写真・映画・文書を中心に─」），299頁，2011年
４　展示図録・資料図録・映像・ＤＢ
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」（ビデオ，102分，監督：内田
順子・鈴木由紀，制作：内田順子・岡田一男）
７　その他
「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』150，国立歴史
民俗博物館，pp.179－192，2009年

●平成27年度の研究教育活動

一　研究業績

１　著書
（共編著）『甦る民俗映像─渋沢敬三と宮本馨太郎が撮った1930年代の日本・アジア─』（宮本瑞夫・佐野賢治・北
村皆雄・原田健一・岡田一男・内田順子・高城玲編，2016年，岩波書店）
２　論文
「日本橋三越本店におけるパイプオルガン導入について」（『国立歴史民俗博物館研究報告』第197集，pp.159－
173，2016年２月）

うちだ
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４　展示図録・資料図録・映像・ＤＢ
「フランスの人びとによるアイヌ文化の記録」（北海道博物館編『夷酋列像─蝦夷地イメージをめぐる人・物・世
界─』pp.80－81，2015年）
６　総研大リーフレット
「メディアリテラシーを育む─アイヌ文化に関する映像を中心に─」（『歴史研究の最前線』18，pp.8－35，2016年３月）
７　その他
「夷酋列像─蝦夷地イメージをめぐる人・物・世界─」（歴史系総合誌『歴博』193，pp24－25，2015年11月）
「夷酋列像─蝦夷地イメージをめぐる人・物・世界─」（『国立歴史民俗博物館友の会ニュース』182，pp.1－2，
2015年12月）
「特集展示『夷酋列像─蝦夷地イメージをめぐる人・物・世界─』」（『美術の窓』389，p.225，2016年２月）
「『夷酋列像』デジタルコンテンツの制作」（『月刊みんぱく』40（２），p.8，2016年２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「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
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
２　外部資金による研究
科研（挑戦的萌芽）「伝統的知識の利用と研究倫理に関する博物館資料論的研究」（2015～2016年度）研究代表者
３　国際交流事業
国際交流事業「先住民に関する歴史表象と博物館展示についての比較研究」（2014～2019年度）
４　主な展示・資料活動
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
企画展示「大ニセモノ博覧会─贋造と模倣の文化史─」展示プロジェクト委員
特集展示「山の流行服」展示プロジェクト委員
特集展示「夷酋列像─蝦夷地イメージをめぐる人・物・世界─」展示代表
（北海道博物館・国立歴史民俗博物館・国立民族学博物館）「夷酋列像─蝦夷地イメージをめぐる人・物・世界─」
展示プロジェクトメンバー
５　教育
共立女子短期大学非常勤講師（地域文化論・音楽とこころ）

三　社会活動等

２　講演・カルチャーセンターなど
「房総の民謡と踊りの上演会」（千葉県無形民俗文化財連絡協議会主催，９月13日，千葉県立東総文化会館）にお
ける解説
「オキナワの民俗文化とイメージとしての『オキナワ』」2015年９月25日，うやらす市民大学
「フランス人が見たアイヌ民族─19世紀後半を中心に─」2016年１月15日，国立歴史民俗博物館友の会民俗学講座

四　活動報告

小倉　慈司　OGURA Shigeji　准教授（2010.4～）

併任：総研大日本歴史研究専攻准教授（2010～）
【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年単位修得退学）
【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
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学会，出雲古代史研究会，正倉院文書研究会，古代学協会，東方学会

●主要業績

１．【論文】「古代在地祭祀の再検討」（『ヒストリア』第144号，pp.113－139，査読有，1994年９月）
２．【論文】「「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，査読有，

2013年３月）
３．【概説書】小倉慈司・山口輝臣『天皇の歴史09　天皇と宗教』414頁，講談社，2011年９月
４．【展示図録】小倉慈司編著『文字がつなぐ─古代の日本列島と朝鮮半島─』国立歴史民俗博物館平成26年度企

画展図録，247頁，2014年10月
５．【科研】基盤研究（Ｃ）「図書寮蔵書形成過程の基礎的研究」24520790，2012年４月～2015年３月

●平成27年度の研究教育活動

一　研究業績

１　著書
『古代東アジアの文化交流』国立歴史民俗博物館との共編，209頁．同成社，2016年３月
３　調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典など
「『播磨国風土記』解題」，天理大学附属天理図書館編『新天理図書館善本叢書』１古事記〈道果本〉播磨国風土記，
（株）天理大学出版部，2016年２月，pp.21－36
４　展示図録・資料図録・映像・ＤＢ
春記データベース公開
５　学会・外部研究会発表
「「古代の百科全書『延喜式』の総合書物学研究」プロジェクトについて」延喜式研究会研究集会，2015年７月５
日法政大学市ヶ谷キャンパス
「日記から見た摂関期の神祇祭祀認識」史学会第113回大会シンポジウム「摂関期の国家と社会」2015年11月15日
東京大学本郷キャンパス，『史学雑誌』第125編第１号（2016年１月）p.115に報告要旨掲載
７　その他
「古代豪族と神社の多様な関係」，洋泉社編集部編『古代史研究の最前線　古代豪族』洋泉社，2015年９月，
pp.190－199

二　主な研究教育活動

１　主な共同研究等参加状況
機構内連携研究「古代の百科全書『延喜式』の総合書誌学研究─多分野協働をめざして─」研究代表（2014～2015年度）
基盤研究「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」分担者（2015～2017年度）
基盤研究「総合資料学構築のための方法論分析」分担者（2015年度）
２　外部資金による研究
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─」
（研究代者：住吉朋彦）研究分担者
科学研究費基盤研究（Ｂ）「『類聚三代格』の史料学的研究」（研究代表者：熊谷公男）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」（研究代表者：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
究代表者：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」（研究代表者：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「日本所在漢籍に見える東アジア典籍流伝の歴
史的研究─宮内庁書陵部蔵漢籍の伝来調査を中心として」（研究代表者：髙橋智）研究員
４　主な展示・資料活動
総合展示第１室リニューアル委員
『春記』データベース，発掘直後の出土文字資料画像データベース
５　教育
法政大学大学院史学専攻非常勤講師（日本史学研究Ⅰ）

おぐら
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慶応義塾大学文学部非常勤講師（日本史特殊IC，ⅡC）

三　社会活動等

１　館外における各種委員
国文学研究資料館古典籍共同研究事業センター日本語歴史的典籍ネットワーク委員会委員，日本歴史学会評議員・
理事，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
「文字がつなぐ古代の日本列島と朝鮮半島」第20回奈良・シルクロードの会講演会，2015年６月27日奈良まほろば館
「日本の文字文化と朝鮮」（平成27年度考古学講座第６回），2015年11月21日福岡市埋蔵文化財センター

四　活動報告

人間文化研究機構評価作業部会委員

川村　清志　KAWAMURA Kiyoshi　准教授（2012.4～）

併任：総合研究大学院大学日本歴史研究専攻准教授（2014.4～）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），
総合研究大学院大学日本歴史研究専攻准教授併任（2014）
【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

●主要業績

【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
【論文】
「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）
「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』25pp.7－54，
2010年12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）
「移動する身体と故郷の物語の行方──移動によって見いだされた故郷と移動のなかで変容する故郷」（『歴博研究
報告［共同研究］ 人の移動とその動態に関する民俗学的研究』199集，pp.143－170，2015年12月

●平成27年度の研究教育活動

一　著書，論文等

２　論文
【論文】
「移動する身体と故郷の物語の行方──移動によって見いだされた故郷と移動のなかで変容する故郷」（『歴博研究
報告［共同研究］ 人の移動とその動態に関する民俗学的研究』199集，pp.143－170，2015年12月）
【研究ノート・書評】
「祭りの終わる日，あるいは民俗文化と民俗学の行方」（『歴博』191，16－19，2015年７月）
「「文化財レスキュー」という桎梏─宮城県気仙沼市の現場から」（『東北学』07，pp.123－145，2016年２月，東北
芸術工科大学東北文化研究センター編）
４　展示図録・資料図録・映像・ＤＢ
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Ⅶ　教員の研究・調査活動

「『菊と刀』における菊」『図録　伝統の古典菊』，p.69，2015年10月
「万年筆の「秘密」─あるいはサブカルチャーのなかの万年筆」『図録　万年筆の生活誌─筆記の近代』，p.184，
2016年３月
５　学会・外部研究会発表
「文化財レスキューと生活文化の再編成」，第57回日本民俗学会年会（関西学院大学），2015年10月11日発表
６　総研大リーフレット
「災害の遺構は保存されるべきか!?─奥尻・阪神淡路・中越，そして東日本─」『歴史研究の最前線18 メディアリ
テラシーを育む』pp.36－79，2016年３月

二　主な研究教育活動

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），（2012
～2015年度）
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）研究分担者，（2013～2015年度）
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），研究分担者（2013
～2015年度）
基盤研究「海の生産と信仰・儀礼をめぐる文化体系の日韓比較研究」（研究代表者：松田睦彦），研究分担者（2015
～2017年度）
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（2013～
2014年）
挑戦的萌芽研究「被災地域のネットワーク化と持続的な文化的支援の可能性」（研究代表）（2014－2015年）
４　主な展示・資料活動
『身体をめぐる商品史』（2016年開催予定）展示プロジェクト委員
『1968年』（2017年度開催）展示プロジェクト委員
『見世物大博覧会』（2016年秋，国立民族学博物館開催予定，2019年冬，国立歴史民俗博物館にて特別展示で開催
予定）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
2015年度「メディア芸術アーカイブ推進支援事業」審査委員，文化庁
２　講演・カルチャーセンターなど
「災害の遺構は保存されるべきか─奥尻・阪神淡路・中越，そして東日本─」，北海道博物館・国立歴史民俗博物
館共同講演会，北海道札幌市北海道博物館，2015年７月26日
「気仙沼の「文化財」を眠らせない～レスキューから保存・活用のための試み」，『第２回けせんぬま学講座』宮城
県気仙沼市，2016年１月22日
「現代の“おみやげ”と民俗文化」，歴博友の会，国立歴史民俗博物館，2016年２月25日

四　活動報告

工藤　雄一郎　KUDO Yuichiro　准教授（2013.4～）

【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

くどう
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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

●主要業績

１．【単著】『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─』373頁，新泉社，2012年２月
２．【論文】「縄文時代草創期土器の煮炊きの内容物と植物利用」（『国立歴史民俗博物館研究報告』第187号，pp.73

－93，2014年７月）（査読付き）
３．【展示図録】小林謙一・坂本稔・工藤雄一郎編『縄文はいつから！？１万５千年前になにがおこったのか』187

頁，2009年10月
４．【科研】基盤研究C旧石器・縄文時代の人類活動と古環境との時間的対応関係に関する研究（平成27～30年度）
５．【資料図録：編著】『亀ヶ岡遺跡・是川遺跡縄文時代遺物』国立歴史民俗博物館館蔵資料図録11，283頁，2015

年３月

●平成27年度の研究教育活動

一　研究業績

２論文
松島義章・田中源吾・千葉崇・工藤雄一郎・金子稔・石川博行・野村正弘・杉原重夫・増淵和夫「東京湾西岸，平
方湾における縄文海進による環境の変遷」神奈川県立博物館研究報告（自然科学）45：pp.1－27，神奈川県立生命
の星・地球博物館，2016年２月
「王子山遺跡の炭化植物遺体と南九州の縄文時代草創期土器群の年代」国立歴史民俗博物館研究報告第196集，
pp.5－22，2015年12月
Yoshida, A., Kudo, Y., Shimada, K., Hashizume, J., Ono, A.2016. “Impact of landscape changes on obsidian 
exploitation since the Palaeolithic in the central highland of Japan.” Vegetation History and Archaeobotany 25: 
pp.45－55, Jan.2016.
小林謙一・工藤雄一郎「韓国蔚山市細竹遺跡における新石器時代の土器付着炭化物の分析」国立歴史民俗博物館研
究報告第200集，pp.61－82，2016年１月
石田糸絵・工藤雄一郎・百原新「日本の遺跡出土大型植物遺体データベース」植生史研究24－１：pp.18－24，
2016年３月
「土器の出現とその意義」『季刊考古学』132，pp.34－37，雄山閣，2015年７月
「最古の土器とその環境」『季刊考古学』132，口絵２，雄山閣，2015年７月
公文富士夫・工藤雄一郎「環境変動─動物・植物・気候・地理─」『季刊考古学』132，口絵１，雄山閣，2015年７月．
３　調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典など
福井洞窟の14C年代測定．佐世保市教育委員会編『史跡福井洞窟発掘調査報告書』佐世保市文化財調査報告書第14集，
pp. 217-220，佐世保市教育委員会，2016年３月
福井洞窟出土土器付着炭化物の分析．佐世保市教育委員会編『史跡福井洞窟発掘調査報告書』佐世保市文化財調査
報告書第14集，２　pp. 283-284，佐世保市教育委員会，2016年３月
広原湿原および広原第Ⅱ遺跡における放射性炭素年代測定，「長野県中部高地における先史時代人類誌─広原遺跡
群第１次～第３次調査報告書」（小野昭・島田和高・橋詰潤・吉田明弘・公文富士夫，編），pp.245－252，明治大
学黒曜石研究センター，2016年３月
橋詰潤・工藤雄一郎・島田和高，「広原遺跡群における人類活動と景観変遷」『長野県中部高地における先史時代人
類誌─広原遺跡群第１次～第３次調査報告書』（小野昭・島田和高・橋詰潤・吉田明弘・公文富士夫，編），pp.316
－328，明治大学黒曜石研究センター，2016年３月
４　展示図録・資料図録・映像・ＤＢ
歴博データベース「日本の遺跡出土大型植物遺体データベース」公開（2016年３月）
https://www.rekihaku.ac.jp/up-cgi/login.pl?p=param/issi/db_param
５　学会・外部研究会発表
Kudo,Y., Yoshikawa, J. Sasaki, Y. Ajimoto, M. Amitani, K., Noshiro, S. Absolute Dates for Human activities at the 
Torihama Shell Mound, Fukui, Japan. XIX INQUA Congress, Nagoya. Session H12: Prehistoric use and 
management of plant resources, ２nd, August, 2015. The Nagoya Congress Center（NCC）.
設楽博己・簑原泰彦・工藤雄一郎・熊木俊朗・高瀬克範・福田正宏・山田康弘・林正之「柳田國男の収集した考古
資料」日本考古学協会第81回総会，日本考古学協会，於：帝京大学，2015年５月24日
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Ⅶ　教員の研究・調査活動

７　その他
工藤雄一郎．2016．更新世のニホンオオカミ化石─直良信夫コレクション─（歴史の証人）．『歴博』195号，pp.20－23
2015年度総合誌歴博編集委員長（2015年10月まで）

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「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
２　外部資金による研究
基盤研究（C），平成27～30年度，研究代表者，「旧石器・縄文時代の人類活動と古環境との時間的対応関係に関す
る研究」（研究代表者）
基盤研究（A），平成27～30年度，研究代表者：能城修一「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」（研究分担者）
基盤研究（A）（一般），平成25～27年度，研究代表者：設楽博己「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研究」（研究分担者）
基盤研究（B），平成25～29年度，研究代表者：小林謙一「炭素14年代測定による縄紋文化の枠組みの再構築─環
境変動と文化変化の実年代体系化」（研究分担者）
挑戦的萌芽研究，平成27～29年度，研究代表者：百原新「植物形態の季節変化を利用した土器作成と降雨期の季節
の推定」（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～
2015年度（研究代表：小野昭）研究分担者
４　主な展示・資料活動
総合展示第１室「大テーマ１」展示プロジェクト委員
平成29年度企画展示「URUSHIふしぎ物語─人と漆の9000年史（仮称）」展示プロジェクト副代表（代表：日高薫）
５　教育
学習院女子大学非常勤講師（歴史資料論Ⅰ　考古），2015年４月～2015年９月
放送大学　平成27年度第２学期面接授業，専門科目：人間と文化 １ 日本考古学，第１時限
「旧石器時代から縄文時代の動植物利用」，2015年11月27日，於：国立歴史民俗博物館

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８期幹事（編集委員長）2015年10月から，日本植生史学会第７期幹事（編集副委員長）2015年９
月まで，日本第四紀学会評議委員，日本漆アカデミー広報幹事，福井洞窟専門調査委員
２　講演・カルチャーセンターなど
「縄文人の植物利用」平成26年度 木更津市地域学講座後期「木更津風土記」第３回，2016年２月13日，於：金のすず
「地球環境の変化と縄文文化」平成27年度東京・神奈川・埼玉埋蔵文化財関係財団普及連携事業 公開セミナー，「定
住までの長い道のり─縄文時代早期・前期─ 」，2016年１月10日，於：横浜市開港記念会館
「考古学と年代学ー炭素14年代測定から分かることー」歴博友の会考古学講座，2015年12月18日，於：国立歴史民
俗博物館
「縄文時代の漆─その年代的位置づけについて─」第７回漆サミット，講演会「縄文時代における接着・塗装材料
としての漆」，2015年12月５日，於：明治大学
「縄文時代の前半期ってどんな時代？16000年前から6000年前まで」第98回歴博フォーラム「さらにわかった！縄
文人の植物利用」，2015年11月21日，於：国立歴史民俗博物館
「縄文人の植物質食料と木の道具」第97回歴博フォーラム「人と植物の文化史ーくらしの植物苑がみせるものー」，
2015年10月３日，於：国立歴史民俗博物館
「この遺跡は何年前のもの!? ～炭素を使って年代を調べる～」さいたま市立博物館平成27年度市民大学講座歴史
コース『科学でみる考古学の世界』，2015年９月19日，於：さいたま市立博物館

四　活動報告

くどう
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小池　淳一　KOIKE Jun'ichi　教授（2011～），専攻長（2014～2015年）

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（理事），日本宗教学会（理事），日本昔話学会，日本口承文芸学会，説話文学会，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

●主要業績

１．【著書】『季節のなかの神々─歳時民俗考─』220頁，春秋社，2016年10月
２．【著書】『陰陽道の歴史民俗学的研究』442頁，角川学芸出版，2011年２月
３．【論文】「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.169－186，2014年３月）（査読付き）
４．【論文】「読書と民俗」（若尾政希編『シリーズ〈本の文化史〉３・書籍文化とその基底』，平凡社，pp.265－

289，2015年10月）
５．【展示図録】『万年筆の生活誌─筆記の近代─』，2016年３月

●平成27年度の研究教育活動

一　研究業績

１　著書
『季節のなかの神々─歳時民俗考─』220頁，春秋社，2016年10月，
２　論文
「書物と呪術・秘伝」（島薗進・高埜利彦・林淳・若尾政希編『シリーズ日本人と宗教─近世から近代へ　第５巻
　書物・メディアと社会』，2015年５月，春秋社，pp.125－147）
「読書と民俗」（若尾政希編『シリーズ〈本の文化史〉３・書籍文化とその基底』，2015年10月，平凡社，pp.265－289）
「日本民俗の時間観─陰陽道の民俗的展開を中心として─」（『HERITEX』１号，2015年10月，名古屋大学文学研
究科附属人類文化遺産テクスト学研究センター，pp.90－98）
「都市民俗学はどこへいったのか」（『国立歴史民俗博物館研究報告』第199集，2015年12月，国立歴史民俗博物館
pp.55－66）査読あり
「「三世相」の受容と民俗化─唱導文化の展開として─」（林雅彦編『絵解きと伝承そして文学─林雅彦教授古稀・
退職記念論文集─』，2016年１月，方丈堂出版，pp.407－428）査読あり
「明治末から大正初期の万年筆─販売における位相とその意義─」（『国立歴史民俗博物館研究報告』第197集，
2016年２月，国立歴史民俗博物館，pp.145－158）査読あり
４　展示図録・資料図録・映像・ＤＢ
【展示図録】『万年筆の生活誌─筆記の近代─』，2016年３月
５　学会・外部研究会発表
日本宗教学会第七四回学術大会（創価大学）「近世占い本の組み立て─『三世相小鏡』の分析─」2015年９月５日
日本民俗学会第882回談話会「民俗展示の可能性」（成城大学）「国立歴史民俗博物館における民俗展示の構想と射程」
2015年９月13日
日本民俗学会第六七回年会（関西学院大学）「巻物の生成とその位相 ─福島県会津地方の事例から─」2015年10月11日
７　その他
「年神の由来とその姿」（『図書館教育ニュース』1389号付録，2015年12月，少年写真新聞社，P.１頁）



243

Ⅶ　教員の研究・調査活動

「企画展示・万年筆の生活誌─筆記の近代─」（『国立歴史民俗博物館友の会ニュース』183号，2016年２月，一般
財団法人歴史博物館振興会，pp.1－2）
「ものしりミニ講座・万年筆・書き癖により「自分仕様」に」（『定年時代』359号，新聞編集センター，2016年２
月下旬号，2月16日朝日新聞折り込み，3面）
「歴史への招待状・万年筆の生活誌─筆記の近代─」（『歴博』195号，国立歴史民俗博物館，2016年３月，pp.24－25）
「歴史民俗学の手法─福島県の事例を中心に─」（講演記録）（『福島の民俗』44号，2016年３月，福島県民俗学会，
pp.1－20）
「ある万年筆専門店の軌跡」（『新修福岡市史のしおり　民俗編二　ひとと人々』，2015年３月，pp.1－4，福岡市史
編さん室

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「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「海の生産と信仰・儀礼をめぐる文化体系の日韓比較研究（研究代表者：松田睦彦，平成27～29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）共同研究員
４　主な展示・資料活動
展示プロジェクト「万年筆の生活誌─筆記の近代─」（代表）
５　教育
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）

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
八千代市文化財審議会委員
２　講演・カルチャーセンターなど
放送大学面接授業（千葉学習センター／国立歴史民俗博物館）「民俗文化論」

四　活動報告

小瀬戸　恵美　Koseto-Horyu, Emi　准教授（2010.1～）
併任：総研大日本歴史研究専攻准教授（2013～）
【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），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（2013～）
【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】文化財を対象に自然科学的手法による分析・調査を行い，他分野と
の協業によって文化財構成物質の流通や人の文化的交流について考察を目的としている。

●主要業績

１．【論文】「常呂川河口遺跡墓壙出土ガラスの自然科学的分析」（『常呂川河口遺跡』８，pp.297－303，2008年３月）
２．【論文】「２．連携研究機関における生物被害対策の現状と課題　国立歴史民俗博物館の生物生息調査」（『有形

こせと
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文化資源の共同利用を推進するための資料管理基盤形成』pp.125－132，2008年２月）
３．【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）（査読付き）
４．【論文】「Raman studies of Japanese art objects by a portable Raman spectrometer using liquid crystal 

tunable filters」（共著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）

５．【展示図録】平成20年度国立歴史民俗博物館企画展展示図録　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』pp.60－69，2009年２月）

●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
科研基盤研究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」成果報告書

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「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年
５　教育
総研大　企画会議コーディネーター
専修大学非常勤講師（博物館資料保存論・博物館展示論）

三　社会活動等

２　講演・カルチャーセンターなど
歴博講演会第385回「にせものの文化史」2016年１月９日

四　活動報告

男女共同参画委員会委員

後藤　真　GOTO Makoto　准教授（2015.9～）

生年：1976
【学歴】岡山大学文学部歴史文化学科（2000年卒業），大阪市立大学大学院文学研究科哲学歴史学専攻前期博士課
程（2002年修了），大阪市立大学大学院文学研究科哲学歴史学専攻後期博士課程（2007年修了）
【職歴】日本学術振興会特別研究員（PD）（2007.4～2008.3）
花園大学文学部文化遺産学科　専任講師（2009.4～2014.9）
大学共同利用機関法人人間文化研究機構本部特任助教（2014.10～2015.8）
【学位】博士（文学）（大阪市立大学）（2007年取得）【専門分野】日本古代史・人文情報学・総合資料学【主な研
究テーマ】正倉院文書の情報化による高度活用，歴史資料の情報化による高度活用【所属学会】日本史研究会・正
倉院文書研究会・木簡学会・情報処理学会・Alliance of Digital Humanities Organizations（ADHO），Japanese 
Association for Digital Humanities,

●主要業績

【著書】
『写真経験の社会史─写真史料研究の出発』緒川直人・後藤真（共編著），岩田書院，2012年６月
『情報歴史学入門』後藤 真，田中 正流，師 茂樹，金寿堂出版，2009年５月
【論文】
「正倉院文書のデジタル化の意義と課題：SOMODAの改善データベース作成経過に即して」（人間文化研究機構連
携研究 正倉院文書の高度情報化研究）『国立歴史民俗博物館研究報告』第192集，pp.193－206，2014年12月（査読有）
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Ⅶ　教員の研究・調査活動

「アーカイブズからデジタル・アーカイブへ─「デジタルアーカイブ」とアーカイブズの邂逅─」後藤真（『アー
カイブのつくりかた』NPO知的資源イニシアティブ　編，勉誠出版，2012年11月）
【学会・外部研究会発表】
2015年７月２日，"Digitalization of Shosoin Monjo and Extraction of Knowledge", Makoto GOTO,Motomu 
NAITO,（Annual international conference of the Alliance of Digital Humanities Organizations（ADHO）, 
University of Western Sydney, Australia）（査読有）

●平成27年度の研究教育活動

一　研究業績

２　論文
　"Digitalization of Shosoin Monjo and Extraction of Knowledge", Makoto GOTO, Motomu NAITO, Annual 
international conference of the Alliance of Digital Humanities Organizations（ADHO），2015年７月
「人文社会系大規模データベースへのLinked Dataの適用─推論による知識処理─」情報知識学会誌 Vol.25 No.4 ，
pp.291－298，2015年12月
後藤真・佐藤貴文・木村文則・前田亮「複数の研究者による資料注釈を可能とするWebシステムの可能性─『東
大寺要録』を題材に─」（『東大寺の美術と考古』，栄原永遠男・佐藤信・吉川真司編，pp.595－612，2016年３月）
５　学会・外部研究会発表
「古典籍オープンデータのあれこれ」（国文学研究資料館「歴史的典籍オープンデータワークショップ～古典をつ
かって何ができるか！　じんもんそん2015」，メルパルク京都）招待あり，2015年12月18日
「デジタル人文学とデジタル・アーカイブ」（東京大学大学院情報学環 DNP学術電子コンテンツ研究寄附講座 開
設記念シンポジウム「これからの学術デジタル・アーカイブ」，東京大学）招待あり，2016年２月７日
「歴史学の情報part２ー人文科学者が行う情報処理」（情報処理学会大会　IPSJ-ONE，慶應義塾大学）招待あり，
2016年３月13日
　"Digitalization of Shosoin Monjo and Extraction of Knowledge", Makoto GOTO,Motomu NAITO,（Annual 
international conference of the Alli（ADHO）, University of Western Sydney,Australia）査読あり，2015年７月２日
"Construction of Linked Data for the Humanities: To Integrate Heterogeneous and Plural Humanities Databases", 
Makoto GOTO,（PNC 2015 Annual Conference and Joint Meetings, University of Macau, Macau）査読あり，
2015年９月21日
「人文社会系大規模データベースへのLinked Dataの適用─推論による知識処理─」（情報知識学フォーラム，同
志社大学），2015年12月12日
「人間文化研究機構が持つ統合検索データベースとその未来」（H─GIS研究会・環境部地域環境調整工学研究室合
同研究会，熊本県立大学），2016年２月20日
「総合資料学の射程と歴博情報基盤構築プロトタイプ」（国立歴史民俗博物館　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」の構築にむけて」，フクラシア東京駅）2016年２月27日
「もう一度持続的なデジタル・アーカイブを考える ─総合資料学構築のための整理─」（京都大学「東洋学へのコ
ンピュータ利用」第27回セミナー）2016年３月18日

二　主な研究教育活動

１　主な共同研究等参加状況
国立歴史民俗博物館平成27年度共同研究「総合資料学構築のための方法論分析」副代表，平成27年
人間文化研究機構共同研究「総合書物学の構築」平成27年～
２　外部資金による研究
「正倉院文書の多元的解析支援と広領域研究資源化」科学研究費補助金（基盤研究（A））（代表者：山口 英男）
研究分担者，2012－2015年
「典籍に関わる史資料の悉皆的調査を踏まえた古代知識・思想構造の総合的研究」（代表者：中林 隆之）
科学研究費補助金（基盤研究（C））研究分担者，2014－2017年
「奈良時代知識TopicMaps辞書構築による正倉院文書研究方法論の記述の試み」科学研究費補助金（若手研究（B））
研究代表者，2013年－2015年
「原史料メタ情報の生成・管理体系の確立および歴史知識情報との融合による研究高度化」科学研究費補助金（基
盤研究（A））（代表者：山家浩樹）研究分担者，2015年－2019年

ごとう
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三　社会活動等

１　館外における各種委員
情報処理学会人文科学とコンピュータ研究会　運営委員，Japanese Association for Digital Humanities（JADH）
理事，情報処理学会人文科学とコンピュータシンポジウム　プログラム委員長，京都国立博物館　客員研究員

四　活動報告

齋藤　努　SAITO Tsutomu　広報連携センター長（2013～2015），教授（2009～）

併任：総研大日本歴史研究専攻教授（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】東京大学教養学部非常勤講師（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（2013～2015）
【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【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。

●主要業績

１．【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355，205頁，吉川弘文館，2012
年11月

２．【論文】齋藤努，高橋照彦，西川裕一「古代銭貨に関する理化学的研究　─「皇朝十二銭」の鉛同位体比分析
および金属組成分析─」IMES Discussion Paper No.2002-J-30，92頁，2002年９月

３．【論文】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「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─」（『考古学と自然科学』59，pp.57
－81，2009年６月）（査読有）

４．【論文】齋藤努，坂本稔，高塚秀治「大鍛冶の炉内反応に関する検証と実験的再現」（『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）

５．【論文】単著「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）

●平成27年度の研究教育活動

一　研究業績

２　論文
単著「鉛同位体比による産地推定研究の動向　─導入から今後の展開へ向けて─」（『考古学と自然科学』69，pp.5
－24，2015年11月）（査読有）
３　調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典など
単著「お金の源─素材と歴史と作り方３　金貨」（『にちぎん』43，pp.20－23，日本銀行情報サービス局，2015年
９月）（査読無）
単著「稲敷市神屋遺跡出土銅製火熨斗の鉛同位体比測定結果」（『清水古墳群・神屋遺跡・神屋南遺跡　─一般国道
468号首都圏中央連絡自動車道建設事業地内埋蔵文化財調査報告書─　下巻』茨城県教育財団文化財調査報告第405
号，国土交通省関東地方整備局常総国道事務所・公益財団法人茨城県教育財団，pp.612－613，2016年３月）（査読無）
単著「おじょか古墳出土青銅資料の鉛同位体比分析結果」（『おじょか古墳（志摩古墳群11号墳）発掘調査報告　─金
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属製品編─』志摩市文化財調査報告4，志摩市教育委員会，pp.21－22，2016年３月）（査読無）
５　学会・外部研究会発表
単著「International exchange between ancient Korea and Japan and the beginning of domestic materials from a 
viewpoint of lead isotopes in bronze objects」（同位体シンポジウム『文化財の中の同位体：私たちに何を伝えて
くれるのか？』pp.5－9，2015年７月，韓国国立文化財研究所）（招待講演）

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「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年
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）研究分担者，2013～2015年
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）研究分担者，
2013～2015年
開発型共同研究「日本近世における彩色の技法と材料の受容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
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　上野祥史）研究分担者，
2013～2015年
科学研究費基盤研究（B）「琉球帝国と東アジア海域の動態研究　─集落・流通・技術─」（研究代表　村木二郎）
研究分担者，2014～2017年度

三　社会活動等

１　館外における各種委員
一般財団法人日本考古学協会『日本考古学』査読委員（2013年度～2015年度）
日本文化財科学会第ⅩⅦ期評議員（2014・2015年度）

四　活動報告

坂本　稔　SAKAMOTO Minoru　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）
【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【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

●主要業績

【著書】国立歴史民俗博物館・坂本稔・中尾七重編『築何年？炭素で調べる古建築の年代研究』188頁，吉川弘文館，
2015年３月
【論文】Minoru SAKAMOTO, Mineo IMAMURA, Akira KODAIRA.‘Design and performance tests of an 
efficient sample preparation system for AMS-14C dating.’ Nuclear Instruments and Methods in Physics Research 
B 268, pp.935－939, April 2010.
【研究ノート】坂本稔「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176，pp.169－176，2012.
【共同研究】坂本稔編『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

さかもと
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告176，178頁，2012年12月
【外部資金】平成21～24年度科学研究費補助金（基盤Ａ）「日本産樹木年輪による炭素14年代の高精度較正曲線の
作成」研究代表者

●平成27年度の研究教育活動

一　研究業績

２　論文
坂本稔・中尾七重・今村峯雄「AMS-14C法における旧土肥家住宅の年代─試料汚染とその対応─」国立歴史民俗博
物館研究報告第196集，pp.149－162，2015年12月
３　調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典など
坂本稔編『歴史・考古資料研究における高精度年代論』国立歴史民俗博物館研究報告196，162頁，2015年12月
５　学会・外部研究会発表
坂本稔・中尾七重・中塚武「近世日本産樹木年輪の炭素14年代─較正曲線からの特徴的な乖離」日本文化財科学会
第32回大会，東京学芸大学，2015年７月11・12日
Minoru SAKAMOTO, Nanae NAKAO. “AMS Radiocarbon dating of Main Hall of Hojobo Hinata Yakushi by 
14C-wiggle matching in relation to calibration curves.” EA-AMS６（第６回東アジア加速器質量分析シンポジウ
ム），国立台湾大学，台湾，2015年10月４日～10月９日
Minoru SAKAMOTO, Nanae NAKAO, Takeshi NAKATSUKA. “Radiocarbon measurement of middle to early-
modern Japanese tree rings associated with 14C wiggle-matching of members of wooden buildings.” 22nd 
International Radiocarbon Conference（第22回国際放射性炭素会議），King Fahd Palace Hotel，セネガル，2015
年11月16日～11月20日

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「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）2013～2015年度
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）「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
５　教育
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

三　社会活動等

３　マスコミ
朝日中高生新聞，p.12，2016年３月20日

四　活動報告

書評：築何年？炭素で調べる古建築の年代研究，『化学』70，p.56，201

澤田　和人　SAWADA Kazuto　准教授（2009.10～）

併任：総研大日本歴史研究専攻准教授（2013～）
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【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

●主要業績

「十徳の変遷─中世を中心に」（『美術史』147号，pp.36－53，1999年，11月）
編著『［染］と［織］の肖像─日本と韓国・守り伝えられた染織品』（国立歴史民俗博物館平成20年度企画展示図録，
208頁，2008年10月）
編著「紅板締め─江戸から明治のランジェリー」（国立歴史民俗博物館平成23年度企画展示図録，164頁，2011年７月）
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）

●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
「小袖にみる菊模様」（図録『伝統の古典菊』，pp.38－45，2015年10月，国立歴史民俗博物館）
５　学会・外部研究会発表
「近代における小紋と中形」（国際シンポジウム「KATAGAMI in the West」，2016年３月19日，チューリッヒ大学，
スイス）
７　その他
「洋花模様の着物」（『歴博』193号，pp.20－23，2015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「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（2013～2015年度）
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：日高薫）研究分担者（2010～2015年度）
２　外部資金による研究
科学研究費基盤研究A「日本染織コレクションの形成とその美術史的価値観の確立に関する研究」（研究代表：小
山弓弦葉）研究分担者（2015～2020年度）
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（2013～2016年度）
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（2013～2015年度）
４　主な展示・資料活動
企画展示「よみがえれ！シーボルトの日本博物館」展示プロジェクト委員
企画展示「身体をめぐる商品史」展示プロジェクト副代表
企画展示「デジタルで楽しむ歴史資料」展示プロジェクト委員
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「和宮ゆかりの雛かざり」展示プロジェクト委員，2016年２月23日～４月３日

三　社会活動等

２　講演・カルチャーセンターなど
「菊栽培の流行と小袖模様」（第97回歴博フォーラム「人と植物の文化史─くらしの植物苑がみせるもの」，2015年
10月３日）

さわだ
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四　活動報告

柴崎　茂光　SHIBASAKI, Shigemitsu　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），修士（開発経済学）（マンチェスター大学）（2000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】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アットrekihaku.ac.jp（アットを@に置き換えてください）

●主要業績

【論文：単著】「世界遺産が地域社会にもたらしたもの」（国立歴史民俗博物館・青木隆浩編『地域開発と文化資源』
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.15－33，2013年３月）
【論文：共著・筆頭】Current situations and issues of risk management in protected areas: A case study of the 
Oirase Stream Area in Towada-Hachimantai National Park, Japan. 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，May，2010
【論文・単著】「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11月）
【論文：共著・筆頭】柴崎茂光・佐藤武志・金美沙子・皆上伸・八巻一成「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─」（『林
業経済』66（９）: pp.1－17，2013年９月）

●平成27年度の研究教育活動

一　研究業績

２　論文
「入山料を取れば，入山規制を行えば，屋久島の山岳利用問題は解決するのか？」『観光文化』226: pp.19－25，
2015年７月
「映像資料を用いた林学研究の可能性」第127回日本森林学会大会学術講演集: p.102，2015年３月
４　展示図録・資料図録・映像・ＤＢ
「屋久島の森に眠る人々の記憶」（80分，2015年12月）
「復活した岳参り」（20分，2016年２月）
５　学会・外部研究会発表
「国有林の公共性を論じながら学会の公共性を考える」『林業経済研究』61（２）: pp.35－37，2015年７月「映像
資料を用いた林学研究の可能性」『日本森林学会』，2016年３月（日本大学生物資源科学部）
「Disappearing culture and history」『The Third Conference of East Asian Environmental History』，20115年10
月（香川大学）
７　その他
「親しみやすく，実学的な民俗学のススメ」『総合誌歴博』191: pp.12－15，2015年７月
「屋久島の森に眠る遺構や人々の記憶（第４回）─屋久島の山の価値を考える─」『洋上アルプス』253: p.3，2016
年４月，林野庁屋久島森林生態系保全センター
「屋久島の森に眠る遺構や人々の記憶（第３回）─林業＝スギ材の生産？─」『洋上アルプス』252: p.3，2016年３
月，林野庁屋久島森林生態系保全センター
「屋久島の森に眠る遺構や人々の記憶（第２回）─石は物語る─」『洋上アルプス』251: p.3，2016年２月，林野庁
屋久島森林生態系保全センター
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Ⅶ　教員の研究・調査活動

「屋久島の森に眠る遺構や人々の記憶（第１回）─はじめに─」『洋上アルプス』250: p.3，2016年１月，林野庁屋
久島森林生態系保全センター

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「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）2014～2016年
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）共
同研究員，2012～2015年
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）共同研究員，
2013～2015年
２　外部資金による研究
科研挑戦的萌芽研究「保護地域の規制やブランディングが地域社会に及ぼす影響」（研究代表者：柴崎茂光）2014
～2015年
４　主な展示・資料活動
歴博映像フォーラム10「屋久島の森に眠る人々の記憶」（2016年２月，新宿明治安田生命ホール）
くらしの植物苑観察会「山菜利用の変化」（2016年１月，歴博くらしの植物苑）
５　教育
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，環境倫理）

三　社会活動等

１　館外における各種委員
『林業経済』編集委員，『林業経済学会』評議員，『日本森林学会』林業遺産選定委員，『屋久島世界遺産地域科学
委員会』委員，『屋久島町宮之浦川上流域活用検討委員会』委員

四　活動報告

島津　美子（Shimazu Yoshiko）助教（2013.7～）

【学歴】金沢大学理学部卒（1999），東京藝術大学大学院美術研究科文化財保存学（システム保存学）修士課程修
了（2001）
【職歴】東京文化財研究所修復技術部研究補佐員非常勤（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）
【最終学位】Ph.D.（アムステルダム大学）（2015年２月取得）
【専門分野】保存科学【主な研究テーマ】歴史資料の彩色技法材料の調査研究【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・メールアドレス】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実施中。

●主要業績

１．【論文】研究ノート「幕末明治期の錦絵に用いられた色材調査─赤色，黄色，緑色について─」（『国立歴史民
俗博物館研究報告』第200集，pp.83－96，2016年１月）

２．【論文】島津美子，鈴木環，樋上将之，ステファニー・ボガン，杉原朱美，山内和也「アジャンター石窟第 ２ 
窟における壁画の保存状態と保存修復のための調査」（『保存科学』53，pp.151－164，2013年３月）

３．【調査報告】「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，2014年３月）

４．【調査報告】「中央アジア地域にみられる壁画の技法材料について─自然科学的調査の理論および実践の諸相に
ついて─」（『《色彩に関する領域横断シンポジウム》報告　きらめく色彩とその技法　工房の実践プラクティ
スを問う─東西調査報告からみる色彩研究の最前線─』大阪大谷大学文化財学科，pp.20－31，2013年３月）

しまづ
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５．【報告書】Chemical and optical aspects of appearance changes in oil paintings from the 19th and early 20th 
century, Molart Reports 15. University of Amsterdam，02/2015.

●平成27年度の研究教育活動

一　研究業績

２　論文
研究ノート「幕末明治期の錦絵に用いられた色材調査─赤色，黄色，緑色について─」（『国立歴史民俗博物館研究
報告』第200集，pp.83－96，2016年１月）
３　調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典など
（調査報告）「技法材料調査」（『フルブック遺跡出土壁画断片の保存修復』，pp.121－128，東京文化財研究所，
2016年２月）
５　学会・外部研究会発表
【学会発表】島津美子，鈴木卓治．「幕末明治期の錦絵における赤色の分光特性と色材」『文化財保存修復学会第37
回大会発表要旨集』，pp.38－39，2015年６月27日
宇野朋子，島津美子，伊庭千恵美．「アジャンター壁画における表面膜と岩盤の水分量の影響」『文化財保存修復学
会第37回大会発表要旨集』，2015年６月，pp.284－285
７　その他
編集担当：『歴博』No.190特集「光でみる歴史資料」2015年５月

二　主な研究教育活動

１　主な共同研究等参加状況
（開発型共同研究）日本近世における彩色の技法と材料の受容と変遷に関する研究（研究代表）2014～2016年度
２　外部資金による研究
科研基盤研究（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（武庫
川女子大学）（H25～ H27），研究分担者，2013～2015年度
科研「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］）（H24～ H28）研究分担者，2012～2016年度
３　教育
東京成徳大学非常勤講師（博物館資料保存論）

三　社会活動等

２　講演・カルチャーセンターなど（友の会も含む）
国際協力機構（JICA）「大エジプト博物館保存修復センタープロジェクト」短期専門家（保存修復材料学（６月），
無機物研修（11月））

四　活動報告

鈴木　卓治　SUZUKI Takuzi　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），千葉大学大学院融合科学研究科情報科学専攻博士後期課程（2015年
修了）
【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】博士（学術）（千葉大学）（2015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，情報知識学会
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Ⅶ　教員の研究・調査活動

●主要業績

１．【論文】鈴木卓治，安達文夫，大久保純一，小林光夫：錦絵資料の測色画像データベースの構築と色彩分析の
試み，人文科学とコンピュータシンポジウム（じんもんこん2004）論文集，IPSJ Symposium Series, 
Vol.2004，No.17，pp.75－82（2004-12）．（平成17年度情報処理学会山下記念研究賞（人文科学とコンピュータ
研究会推薦）受賞対象論文）

２．【論文】Takuzi Suzuki, Misaki Kan'no, Noriko Yata, Yoshitsugu Manabe: Detection of transition of red 
colours on Nishiki-e printings from colour-corrected digital images, Journal of the International Color 
Association, Vol.14, pp.57－66（2015-04-27）

３．【展示】歴博常設展示の第３，第６，第４室各室のリニューアルならびに数多くの企画展示における情報端末
の設置ならびに情報コンテンツの開発・提供に関する業務に従事

●平成27年度の研究教育活動

一　研究業績

２　論文
Takuzi Suzuki, Misaki Kan'no, Noriko Yata, Yoshitsugu Manabe: Detection of transition of red colours on 
Nishiki-e printings from colour-corrected digital images, Journal of the International Color Association, Vol.14, 
pp.57－66（2015-04-27）.（査読有）
４　展示図録・資料図録・映像・ＤＢ
鈴木卓治，小池淳一，勝田徹：蒔絵万年筆展開図（58枚），企画展示図録「万年筆の生活誌─筆記の近代─」，国立
歴史民俗博物館，pp.56－113
蒔絵万年筆撮影秘話，展示図録「万年筆の生活誌─筆記の近代─」，国立歴史民俗博物館，pp.114－117
夷酋列像（デジタル資料，自動デモ），開館記念特別展「夷酋列像」（2015-09-05～11-08），北海道博物館
洛中洛外図屏風歴博甲本（デジタル資料），特別史跡指定45年記念特別展「一乗谷～戦国城下町の栄華～」（2015-
09-19～11-08），福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館
夷酋列像（デジタル資料，自動デモ），特集展示「夷酋列像」（2015-12-15～2016-02-07），国立歴史民俗博物館
夷酋列像（デジタル資料，自動デモ），特別展「夷酋列像」（2016-02-25～05-10），国立民族学博物館
蒔絵万年筆（デジタル資料），企画展「万年筆の生活誌─筆記の近代─」（2016-03-08～05-08），国立歴史民俗博物館
５　学会・外部研究会発表
Sayoko Taya, Takuzi Suzuki, Noriko Yata, Yoshitsugu Manabe: 「A Model for Estimation of Overprinted Colors 
on Nishiki-e Printings」, Proceedings of AIC2015（Tokyo, Japan, 2015-05）（アブストラクト査読有，ポスター発表，
発表者Takuzi Suzuki，於御茶ノ水SoraCity）
田屋沙世子，鈴木卓治，矢田紀子，眞鍋佳嗣：「錦絵における重ね刷りの色推定の試み」，日本色彩学会視覚情報基
礎研究会第24回研究発表会論文集，pp.13－16（工学院大学，東京，2015-06-20）（アブストラクト査読有，口頭発表，
発表者鈴木卓治，於工学院大学）
「万年筆資料の展開図を得るための撮影および画像処理に関するある試み」，画像電子学会第13回画像ミュージアム
研究会（第７回視覚・聴覚支援システム研究会），pp.29－37（2015-09-26）（査読無，口頭発表，於国立民族学博物館）
鈴木卓治，眞鍋佳嗣，矢田紀子：「マルチバンドデジタルカメラによる錦絵資料の撮影と分光分析」，日本色彩学会
誌，Vol.39，No.5 Supplement（第46回全国大会講演予稿集），pp.74－76（2015-09-27）（アブストラクト査読有，
口頭発表，発表者鈴木卓治，於山形大学）
宮島秀昂，鈴木卓治，矢田紀子，眞鍋佳嗣：「デジタル端末を用いない拡張現実展示の実現」，映像情報メディア学
会2015年冬季大会講演予稿集，12C-1（2015/12/15）（査読無，発表者宮島秀昂，於早稲田大学）
横田知美，鈴木卓治，矢田紀子，眞鍋佳嗣：「小袖画像の模様抽出によるバーチャル着装の見えの向上」，映像情報
メディア学会2015年冬季大会講演予稿集，12C-2（2015/12/15）（査読無，発表者横田知美，於早稲田大学）
「万年筆資料の展開図画像の画質改善のためのひとつの工夫」，日本色彩学会画像色彩研究会2015年度研究発表会
論文集，pp.22－31（2016-02-27）（アブストラクト査読有，口頭発表，於国立新美術館）
７　その他
「博物館資料の魅力を伝える映像情報メディア技術応用」，連載「異業種での映像情報メディア利用」第９回，映
像情報メディア学会誌，Vol.69，No.8，pp.915－918（2015-11）

すずき
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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「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受容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
４　主な展示・資料活動
［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「万年筆の生活誌─筆記の近代─」（2016/３/８～５/８）展示プロジェクト委員
企画展示「よみがえれ！シーボルトの日本博物館」（2017/03/14～05/08）展示プロジェクト委員
企画展示「デジタルで楽しむ歴史資料」（2017-03-14～05/08）展示プロジェクト代表
５　教育
歴史民俗資料館等専門職員研修会講師：実習（調査研究の最近の動向（３）画像情報の作成と活用，勝田徹専門職
員と共同），2015年11月18日

三　社会活動等

１　館外における各種委員
日本色彩学会代議員（関東支部選出，2011年５月より継続中）
日本色彩学会画像色彩研究会主査（2014年４月より継続中）
人間文化研究機構資源共有化事業委員会委員・同統合検索プロジェクト部会委員（2013年４月より継続中）
２　講演・カルチャーセンターなど
「館蔵錦絵資料のデジタル撮影と色彩分析」，国立歴史民俗博物館友の会情報資料学講座（平成27年度第１回），
2015-07-03．

四　活動報告

関沢まゆみ　SEKIZAWA Mayumi　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有効性を再確認する実践例を示す試みなどが中心的課題となっている。

●主要業績

１．単著『宮座と老人の民俗』266頁，吉川弘文館　2001年２月
２．単著『隠居と定年─老いの民俗学的考察─』196頁，臨川書店　2003年３月
３．単著『宮座と墓制の歴史民俗』305頁，吉川弘文館　2005年２月
４．単著『現代「女の一生」─人生儀礼から読み解く─』244頁，NHK出版　2008年６月
５．単編著『戦争記憶論─忘却，変容そして継承─』280頁，昭和堂　2010年７月
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●平成27年度の研究教育活動

一　研究業績

１　著書
関沢まゆみ・国立歴史民俗博物館編『盆行事と葬送墓制』吉川弘文館，2015年７月，251頁
２　論文
「民俗研究映像「盆行事とその地域差」─盆行事の民俗史／火葬化の現在史─」関沢まゆみ・国立歴史民俗博物館
編『盆行事と葬送墓制』吉川弘文館，2015年７月，pp.1－47
４　展示図録・資料図録・映像・ＤＢ
　日本民俗文献DB担当
５　学会・外部研究会発表
「高度経済成長と食生活の変化─お煮しめからサラダへ─」研究集会「民俗学からみた高度経済成長と生活変化」
（国立歴史民俗博物館・お茶の水女子大学比較日本学教育研究センター主催）2015年10月４日，於：お茶の水女子
大学
７　その他
「お盆にまつわるエトセトラ　対談奥山晶子×関沢まゆみ」『週刊読書人＋PONTO』2015年８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「高度経済成長と地域社会の変化」（研究代表）（2013～2015年度）
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」（内田順子研究代表）共同研究員，2013～
2015年度
基盤研究「『1968年』社会運動の資料と展示に関する総合的研究」（荒川章二研究代表）共同研究員，2015～2017年度
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」（研究代表）（2013～2015年度）
４　主な展示・資料活動
総合展示第６室「高度経済成長と生活の変貌」担当
総合誌『歴博』編集委員
５　教育
東京女子大学国際教養学部非常勤講師（民俗学）
お茶の水女子大学生活科学部非常勤講師（現代文化論）
國學院大学大学院文学研究科兼任講師（民俗学特論）
國學院大学文学部兼任講師（民俗学史）

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，文化審議会
専門委員（文化財分科会）
２　講演・カルチャーセンターなど
「おそれと祈り─魔除け・厄除けの民俗を中心に─」2016年３月５日，於：国立国会図書館関西分館

四　活動報告

　今年度は，共同研究「高度経済成長と地域社会の変化」と科研基盤B「高度経済成長と生活革命に関する民俗誌
的追跡研究」が最終年度を迎えた。10月にお茶の水女子大学比較日本学教育研究センターと共に研究集会「民俗学
からみた高度経済成長期の生活変化」を主催し，研究成果の発表を行なった。民俗学では，高度経済成長期に限定
された生活変化だけでなく，それ以降も一定のタイムラグをもって現れる生活変化を長いスパンでみていくのが特
徴である。この研究集会では1960年代に過疎と過密，食の危険，公害などの問題が起こり，その後2010年以降それ
らは深刻化，高度化してきたが，この50年間の変化を，「出発」の1960年代・「徹底」の2010年代ととらえ直す視点
が提示された。一つの時代を長期的に，かつ一定の時期区分を試みながら位置づけて読み解く，そのような民俗の
伝承と変化をとらえる民俗学の時期区分の有効性については今後も検討していく課題となった。

せきざわ
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高田　貫太　TAKATA Kanta　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），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。

●主要業績

１．【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】「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，pp.16－

28，考古学研究会，2012年９月）（査読付き）
３．【論文】「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─』

pp.85－102，同成社，2012年10月）
４．【論文】「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』第173集，pp.121－141，2013

年３月）（査読付き）
５．【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8，169頁，2012年３月）

●平成27年度の研究教育活動

一　研究業績

２　論文
「日本列島における百済関連の海上交通路と寄港地」，『百済と東北亜の海上交通路と寄港地』，pp.49－83，2015年
８月，査読無
４　展示図録・資料図録・映像・ＤＢ
「八幡観音塚古墳の副葬品をめぐる地域間交渉」，『観音塚古墳の世界』高崎市観音塚考古資料館，pp.81－88
「古墳時代の金工品」『日本の古墳文化』，韓国国立慶州博物館，pp.133－134
５　学会・外部研究会発表
第20回百済学会定期学術会議「日本列島における百済関連の海上交通路と寄港地」2015年８月27日，於：韓国中央
文化財研究院
韓国蔚山文化財研究院第24回招へい講演会「５世紀前半における新羅，百済，大加耶の対倭交渉─古墳副葬品の分
析から─」，2015年６月９日，於：韓国蔚山文化財研究院
７　その他
高田貫太編『歴博195号　特集　一衣帯水のあいだがら─歴史・民俗からみた日朝関係─』，国立歴史民俗博物館，
2016年３月
上野祥史・高田貫太編『歴博国際シンポジウム　古代日韓交渉の実態　予稿集』，国立歴史民俗博物館，2016年３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「古墳時代・三国時代における日朝関係史の再構築─倭と栄山江流域の関係を中心に─」（研究代表者：
高田貫太　韓国大韓文化財研究院との学術交流協定に基づく共同研究）2014－2016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
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Ⅶ　教員の研究・調査活動

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
「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）
「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，相手
機関：韓国慶北大学校博物館，2014－2017年度）
「国立文化財研究所との相互交流事業」（研究代表者：青山宏夫，相手機関：韓国国立文化財研究所，2015－2020
年度）※2015年３月に学術交流協定を延長
「先史～中世における葬送儀の比較研究」（研究代表者：松木武彦，相手機関：韓国国立中央博物館，2015－2017
年度）※2015年１月に事業計画を更新
４　主な展示・資料活動
総合展示第１室展示プロジェクト委員
５　教育
専修大学非常勤講師（教職　通年日本史）

三　社会活動等

２　講演・カルチャーセンターなど
かながわ考古学同好会１月例会「５，６世紀における東日本地域と朝鮮半島の交渉」，2016年１月20日，於：神奈
川県埋蔵文化財センター
古代史セミナー11月講座「古墳時代の日朝交流」，2015年11月６日，於：かながわ地球市民プラザホール

四　活動報告

　2015年度は，韓国の関係諸機関との国際交流事業や共同研究が活動の一つの中心となった。研究代表者を務める
韓国大韓文化財研究院との共同研究は，内容豊かなものとなり，2016年３月６日に共同研究員が中心となって歴博
国際シンポジウムを開催することができた。今後も韓国の諸機関との学術交流を深めることによって歴博の国際交
流活動に貢献していくことを目指す。
　個人研究としては，2016年度に先史・古代の日朝関係史の概説書を刊行することをめざす。

田中　大喜　TANAKA Hiroki，准教授（2014.4～）

併任：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（2014.10～），生年：1972
【学歴】学習院大学文学部史学科（1996年３月卒業），学習院大学大学院人文科学研究科史学専攻博士前期課程（1999
年３月修了），学習院大学大学院人文科学研究科史学専攻博士後期課程（2005年３月修了）【職歴】学習院大学文学
部助手（2005年４月～2006年３月），東京大学史料編纂所研究機関研究員（2005年４月～2006年３月），駒場東邦中
学校・高等学校教諭（2006年４月～2014年３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研
究部准教授（2014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准教授併任（2014年10月～）【学
位】博士（史学，学習院大学）（2005年取得）【専門分野】日本中世史【主な研究テーマ】中世武士団・武家政権論，
中世地域社会論【所属学会】歴史学研究会，日本史研究会，日本歴史学会，地方史研究協議会，鎌倉遺文研究会，
学習院史学会【研究目的・研究状況】武士団・武家政権の研究を通して，およそ700年間にわたり武士の支配が継
続した歴史を持つ日本社会の特質を追究する。【メールアドレス】daiki-t@rekihaku.ac.jp

●主要業績

１．【単著】『中世武士団構造の研究』376頁，校倉書房，2011年８月
２．【単著】『新田一族の中世　「武家の棟梁」への道』230頁，吉川弘文館，2015年９月

たなか
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３．【編】『中世関東武士の研究第３巻　上野新田氏』375頁，戎光祥出版，2011年６月
４．【編】『中世関東武士の研究第９巻　下野足利氏』413頁，戎光祥出版，2013年１月
５．【共編】秋山哲雄・田中大喜・野口華世『日本中世史入門　論文を書こう』342頁，勉誠出版，2014年４月

●平成27年度の研究教育活動

一　研究業績

１　著書
【単著】『新田一族の中世　「武家の棟梁」への道』230頁，吉川弘文館，2015年９月
２　論文
「中世前期の在地領主と町場の城館」（齋藤慎一編『城館と中世史料　機能論の探求』，pp.239－264，高志書院，
2015年９月）
「書評　生駒孝臣著『中世の畿内武士団と公武政権』」（『日本歴史』813号，pp.103－105，2016年２月）
３　その他
「「『太平記』の刻印」からの脱却を目指して」（『本郷』119号，pp.26－28，2015年９月）
「由良氏と『太平記』，そして『神霊矢口渡』」（『神霊矢口渡　第296回歌舞伎公演解説書』，pp.22－23，国立劇場，
2015年11月）
【編】『歴博』194号「特集　古琉球史再考」33頁，国立歴史民俗博物館，2016年１月

二　主な研究教育活動

１　主な共同研究等参加状況
「中世東アジア海域における琉球の動態に関する総合的研究」（代表；村木二郎）共同研究員（副代表），2015～
2017年度
「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」（代表；水上雅晴）共同研究員，2015～2017年度
２　外部資金による研究
科学研究費補助金基盤研究（Ａ）「原史料メタ情報の生成・管理体系の確立および歴史知識情報との融合による研
究高度化」（代表；山家浩樹）研究分担者，2015～2018年度
共愛学園前橋国際大学共同研究「本学周辺にある中世石造物の研究」（代表；野口華世）共同研究員，2015年度
４　主な展示・資料活動
「デジタルで楽しむ歴史資料」（代表；鈴木卓治）展示プロジェクト委員
５　教育
 慶應義塾大学法学部非常勤講師，「中世日本政治史Ⅰ・Ⅱ」担当
 聖心女子大学文学部非常勤講師，「日本中世史Ⅱ－１」担当
 東邦大学理学部非常勤講師，「総合演習Ⅳ」担当
 明治大学公共政策大学院ガバナンス研究科特別講義講師，「国立歴史民俗博物館ワークショップ」担当

三　社会活動等

１　館外における各種委員
熊谷市史編さん編集委員，前橋市歴史文化遺産活用委員
２　講演・カルチャーセンターなど
 「平将門の乱とその刻印」朝日カルチャーセンター千葉，2015年５月16日
 「平将門の乱とその刻印」歴博友の会歴史学講座，2015年５月22日
 「中世武家社会のネットワークの諸様相」第378回歴博講演会，2015年６月13日
 「真田四代とその時代」第53回高根台団地敬老会「おもしろ歴史講座」，2015年９月６日

四　活動報告

　拙著『新田一族の中世　「武家の棟梁」への道』の書評が，2015年10月４日付『赤旗』・『歴博』194号・『学習院
史学』54号に掲載された。
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Ⅶ　教員の研究・調査活動

西谷　大　NISHITANI Masaru，博物館資源センター長（2013～2015），教授（2012～）

併任：総研大日本歴史研究専攻教授（2012～），生年：1959年５月23日
【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），博物館事業センター長併任（2013～2015）
【学位】文学修士（熊本大学）（1986年取得），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・メールアドレス】東アジアにおける
生業の歴史を主な研究目的とする。中国海南省のリー族，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。

●主要業績

１　著書
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
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
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）
西谷　大・島立理子・大久保悟「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─」『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）
西谷　大「豚便所─飼養形態からみた豚文化の特質」『国立歴史民俗博物館研究報告』第90集，pp.79－149，国立
歴史民俗博物館，2001年３月（査読有）

●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
企画展示図録「大ニセモノ博覧会─贋造と模倣の文化史」国立歴史民俗博物館

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　多元的フィールド解析研究「歴史にみる人と自然の関係史」（研究代表原 正利），平成26年度～平成28
年度
２　外部資金による研究
挑戦的萌芽研究科学研究費補助金・学術研究助成基金助成金「歴史にみる自然資源利用の「身の丈に合った技術と
知恵」」研究代表者 西谷 大（2014～2015年度）
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
国立歴史民俗博物館平成26年度開催企画展示『大ニセモノ博覧会─贋造と模倣の文化史』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

三　社会活動等

１　館外における各種委員

にしたに
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公益財団法人　印旛郡市文化財センター　理事

四　活動報告

仁藤　敦史　NITO Atsushi　教授（2008～）

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），国立歴史民俗博物館三十年史編纂委員長（2011－2014），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

●主要業績

【著書】
『古代王権と官僚制』388頁，臨川書店，2000
『女帝の世紀─皇位継承と政争─』253頁，角川学芸出版，2006
『卑弥呼と台与』90頁，山川出版社，2009
『都はなぜ移るのか─遷都の古代史─』246頁，吉川弘文館，2011
『古代王権と支配構造』361頁，吉川弘文館，2012

●平成27年度の研究教育活動

一　研究業績

２　論文
「『日本書紀』編纂史料としての百済三書」（『国立歴史民俗博物館研究報告』特集号194集，　pp.245～275，2015年
３月）（査読有）
「「治天下大王」の支配観」（『季刊考古学』別冊22，雄山閣，pp.142－150，2015年４月）
「留守官について」（『日本古代の都を探る』勉誠社，pp.116－138，2015年６月）
「外交拠点としての難波と筑紫」（『国立歴史民俗博物館研究報告』通常号200集，pp.37－60，2016年１月）（査読有）
「書評　吉田　歓著『日中古代都城と中世平泉』」（『歴史評論』792，2016年４月，pp,88－92）
「都塚古墳の造営と東アジア情勢」（明日香村教育委員会・関西大学文学部考古学研究室『都塚古墳発掘調査報告
書』2016年３月，pp.194－203）
５　学会・外部研究会発表
「卑弥呼の「共立」と魏王朝・公孫氏政権」古代史シンポジウム「発見・検証　日本の古代」第一回「邪馬台国と
ヤマト王権をどう考えるか」，2015年４月19日，都久志会館（福岡），主催角川文化振興財団
「討論バネラー」古代史シンポジウム「発見・検証　日本の古代」第３回「ここまでわかった日本の古代」，2015
年９月27日，有楽町朝日ホール，主催角川文化振興財団
「欽明期の王権と出雲」出雲古代史研究会，島根県埋蔵文化財調査センター（島根県松江市），2015年８月１日
「岡田山鉄刀銘発見の意義─『額田部臣』と出雲の古代史─」島根県立八雲立つ風土記丘ミニシンポジウム，松江
市大庭町，2015年９月12日
「東国国造の系譜意識」金鈴塚古墳共同研究，千葉県木更津市郷土博物館金の鈴，2015年８月８日
「東アジアのなかの蘇我氏─その歴史的位置付け─」全国横断古代史講演会明日香村まるごと博物館フォーラム『飛
鳥と蘇我氏─都塚古墳をめぐって』，読売ホール，2015年８月23日
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Ⅶ　教員の研究・調査活動

「卑弥呼の宮室─宮室・楼観・城柵厳かに設け─」桜井市纏向学研究センター東京フォーラムⅣ「卑弥呼発見」，
一ツ橋ホール，桜井市纏向学研究センター，2016年２月14日
７　その他
「卑弥呼は倭国，それとも邪馬台国の女王だったのか」（『古代史研究の最前線・邪馬台国』洋泉社，pp.190－
206，2015年５月）
「記紀から読み解く，巨大前方後円墳の編年と問題点」（『古代史研究の最前線・天皇陵』洋泉社，pp.8－21，2016
年１月）
「正倉院文書の世界─公文と帳簿─」（国立歴史民俗博物館・小倉慈司編『古代東アジアと文字文化』同成社，
pp.125－149，2016年３月）
「厩戸王子の「実像」をひもとく」「厩戸王子（聖徳太子）」「超能力」「聖徳太子像の変遷」「聖徳太子は実在した
のか」「蘇我毛人と蘇我氏」「小山田遺跡の埋葬者」「毛人の雨乞い」「刀自古の禁断の兄妹愛」「布都姫と物部氏」「額
田部女王と天皇家」「小墾田宮の造営と隋」「日本古代の宮廷行事，薬猟の事始め」（別冊太陽『山岸凉子『日出処
の天子』古代飛鳥への旅』太陽の地図帳32，平凡社，pp.8－9・26・28・36－37・50・52・56－57・60・72・74－
75，2016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
基盤研究「古代の百科全書『延喜式』の総合書物学研究─他分野協動をめざして─」（2015年度～2017年度）
基盤研究「古墳時代・三国時代における日朝関係史の再構築─倭と栄山江流域の関係を中心に─」（2014年度～
2016度）
２　外部資金による研究
基盤研究（Ｂ）「日本古代における官衙機構の成立と展開」2012～2015年度（研究代表：林部均），研究分担者
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」2012年度～2015年度（代表：山口英男）連携
研究者
島根県古代文化センター「テーマ研究　国家形成期の首長権と地域社会構造」共同研究員（2014年度～）
桜井市纏向学研究センター共同研究員（2013年度～）
３　国際交流事業
「日韓古代の国際交流をめぐる総合的研究Ⅱ─倭・新羅交渉史を中心として─」（2013年度～2018年度）
４　主な展示・資料活動
「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），前年撮影分続々修十秩第
二十六巻～同十二秩二巻までの十三巻を完成
企画展示「大ニセモノ博覧会」（会期2015年３月10日～５月６日）展示プロジェクト委員
企画展示「デジタルで楽しむ歴史資料」展示プロジェクト委員
総合展示リニューアル第一室展示プロジェクト委員（副室２正倉院文書の世界）
５　教育
明治大学大学大学院文学研究科兼任講師（日本史特論）
総研大学位予備審査委員（藤原哲氏）

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
島根県古代文化センター「テーマ研究　国家形成期の首長権と地域社会構造」共同研究員
２　講演・カルチャーセンターなど
「倭国の成立」朝日カルチャーセンター新宿，新宿住友ビル，2015年４月６日
「百済三書の成立と史料批判」全五回，トンボの眼講座，豊島区民センターほか，2015年４月26日
「古墳とヤマト王権」朝日カルチャーセンター新宿，新宿住友ビル，2015年４月27日
「神功紀外交記事の分析」，古代を学ぶ会，中野区勤労福祉会館，2015年７月９日
「継体天皇の出自と系譜─その歴史的位置付け─」（今尾文昭と対談）トンボの眼講演と対談，日比谷図書館，

にとう
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2015年８月29日
「平安期の政治過程」全５回，日本史学科Ⅲ「奈良時代から平安初期の日本」，千葉市民大学，千葉市文化センター，
2015年９月３日・９月10日・９月17日・10月１日
「邪馬台国像の現在─卑弥呼の外交─」『日本考古史10講』⑤，朝日カルチャーセンター横浜，ルミネ横浜，2015
年９月16日
「欽明朝前後の出雲とヤマト王権」全３回，トンボの眼講座，豊島区民センターほか，2015年９月９日・10月４日・
11月１日
「一年で学ぶ　新しい日本史」朝日カルチャーセンター立川，立川ルミネ，2015年10月６・27日
「稲荷山銘鉄剣と東国史の再検討─ヤマト王権と東国豪族─」朝日カルチャーセンター新宿，新宿住友ビル，2015
年10月８日
「治天下大王」の支配観─「辛亥」銘鉄剣と倭王武の上表文─」近つ飛鳥博物館企画展講演会，2015年10月25日
「古代天皇と養老町　─養老改元の背景を探る─」養老改元1300年記念シンポジウムパネラー，岐阜県養老町，
2015年11月７日
「新視点・日本の歴史─原始・古代前編⑤⑥」，朝日カルチャーセンター横浜，ルミネ横浜，12月３日・17日
「東アジア外交からみた「大化改新」─「韓政」の内実とその対立点─」横浜歴博もりあげ隊講演会，横浜市立歴
史博物館，2015年12月12日
「新視点・日本の歴史─原始・古代後編─」①②③，朝日カルチャーセンター横浜，ルミネ横浜，2016年１月７日・
21日・２月４日
「稲荷山銘鉄剣と東国史の再検討─ヤマト王権と東国豪族─」全３回，トンボの眼講座，豊島区民センター，2016
年１月10日・２月７日・３月13日
「卑弥呼の王権─鬼道と「親魏倭王」─」『日本古代の王権』①，朝日カルチャーセンター新宿，新宿住友ビル，
2016年１月26日
「７世紀の東アジアと倭国」全五回，トンボの眼講座，豊島区民センターほか，2016年３月27日
「争乱の古代史～白村江の戦いと壬申の乱～」前後編，朝日カルチャーセンター立川，立川ルミネ，2016年３月30日
３　マスコミ
「岡田山鉄刀銘文発見の意義」（『山陰中央新報』2015年９月４日朝刊）
「明日香村まるごと博物館フォーラム」（講演要旨・討論，『読売新聞』2015年９月17日朝刊）
「シンポジウム「発見・検証　日本の古代」」（講演要旨・討論『朝日新聞』2015年10月25日朝刊）

四　活動報告

林部　均　HAYASHIBE Hitoshi　研究推進センター長（2014～），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），専修大学文
学部非常勤講師（2013），早稲田大学大学院非常勤講師（2014），専修大学大学院非常勤講師（2015）
【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

●主要業績

１．【著書】『古代宮都形成過程の研究』378頁，青木書店，2001年３月
２．【著書】『飛鳥の宮と藤原京─よみがえる古代王宮─』259頁，歴史文化ライブラリー249，吉川弘文館，2008年

３月
３．【論文】「東日本出土の飛鳥・奈良時代の畿内産土師器」（『考古学雑誌』72－1，pp.31－71，日本考古学会，
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1986年９月）（査読有）
４．【論文】「古代宮都と郡山遺跡・多賀城」（『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）
５．【調査報告書】編著『飛鳥京跡Ⅲ─内郭中枢の調査─』253頁，奈良県立橿原考古学研究所，2008年３月

●平成27年度の研究教育活動

一　研究業績

２　論文
「藤原京・平城京と運河」『日本古代の運河と水上交通』pp.248－252 ，八木書店，2015年５月20日
「古代国家の形成と飛鳥宮，藤原宮・京」『日本考古学協会2015年度奈良大会　研究発表資料集』pp.35－41，日本
考古学協会，2015年度奈良大会実行委員会，2015年10月27日
３　調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典など
「歴史学の新潮流─古代史─王宮・王都（宮都）研究の現在─」『本郷』No.117，pp.3－5，吉川弘文館，2015年５
月１日
「今泉隆雄先生と内モンゴル調査」『国史談話会雑誌』56，pp.369－370，東北大学国史談話会，2015年12月24日
「石位寺」（pp.264－265），「橘寺」（pp.108－110），「益田池」（pp.246－247），『飛鳥史跡辞典』吉川弘文館，2016
年２月10日
「政庁の構造と歴史的位置（２）政庁周囲の空閑地と大溝」（pp.85－88），「政庁の構造と歴史的位置（３）政庁の
造営尺と年代」（pp.88－91）『福原長者原遺跡─古代官衙遺跡の確認調査報告─』（行橋市文化財調査報告書第58集），
行橋市教育委員会，2016年３月25日
５　学会・外部研究会発表
「古代国家の形成と飛鳥宮，藤原宮・京」日本考古学協会2015年度大会，2015年10月18日

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「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，2013～2015年度
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，2012～
2015年度
基盤研究「古代の百科全書『延喜式』の多分野協働研究」（研究代表者：小倉慈司）共同研究員，2014～2018年
準備研究「北と南からみた古代の列島社会─列島諸地域の形成と環境変動─」（代表者：三上喜孝）構成メンバー，
2015年度
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
３　国際交流事業
韓国国立文化財研究所との交流事業（国立慶州文化財研究所）
４　主な展示・資料活動
総合展示第１室「原始・古代」新構築プロジェクト委員
企画展示「URUSHIふしぎ物語─人と漆の9000年史」展示プロジェクト委員
５　教育
専修大学大学院非常勤講師（アジア考古学特講Ⅰ・東アジア考古学特殊研究Ⅱ）

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（関東），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），福原長者原遺跡調査指導委員会
委員（行橋市教育委員会），史跡上野国佐位郡正倉跡保存管理計画策定委員会委員（伊勢崎市教育委員会），粕屋町
文化財調査指導委員会委員（阿恵遺跡調査指導委員会・粕屋町教育委員会）
２　講演・カルチャーセンターなど
「恭仁宮・紫香楽宮・難波宮」古代を学ぶ会，中野区産業振興センター，2015年12月２日
「『飛鳥』の王宮の発展─発掘調査からわかってきた飛鳥宮の特徴と変遷─」宮都の世界的価値を考える講演会，

はやしべ
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世界遺産「飛鳥・藤原」登録推進協議会，奈良県立橿原考古学研究所，2016年２月27日

四　活動報告

　古代国家の地域支配の実像の検討を進めるため，列島の北と南の世界（東北地方と九州）を中心に，地方官衙な
どの研究を進めた。
　福岡県行橋市の福原長者原遺跡では，その政庁の周辺に存在する空閑地の存在に着目して，藤原宮をモデルして
いることを証明した。また，同じ空閑地は，宮城県仙台市郡山遺跡においても認められることから，７世紀末から
８世紀はじめに列島の北と南において，地域支配のための大規模な官衙が出現することを明らかにした。このこと
に，古代国家の地域支配の特徴が反映されていると考えた。また，その造営尺を詳細に検討して，大宝令後で和銅
６年（713）までの造営であることを検証し，大宰府政庁Ⅱ期成立以前に，大宰府に匹敵するか，あるいは凌駕す
るような大規模な官衙遺跡が豊前地域に存在したことを明らかにした。これは，これまでの大宰府中心史観ともい
える古代史に再検討をせまった。
　宮崎県西都市日向国府跡，福岡県粕屋町阿恵遺跡群，群馬県前橋市上野国府跡，群馬県伊勢崎市三軒屋遺跡，な
どにおいて，遺構・遺物の検討をおこなった。国府や郡家は，きわめて多様であり，それぞれの地域の長い歴史の
中に位置づけてはじめて理解できることを確認した。とくに，これまでは，考古学は，その方法論的な特徴から，
建物配置などをパターン化して，それぞれの性格を考えるということが多かったが，ある程度までは，この方法が
有効であるが，官衙遺跡の建物配置や規模，その変遷はきわめて多様であり，その限界は明らかである。そして，
その多様なところにこそ，古代国家のもつ実態としての地域支配が反映されていて，それを読み取る必要があるこ
とを痛感した。
　大宰府政庁跡周辺官衙不丁地区から出土した漆付着土器を分析し，漆を扱う実務を担う官衙の実態について検討
した。そして，これまで，漆の生産地からの運搬容器と考えられることが多かった須恵器壺や平瓶などが，『延喜式』
などの文献史料と合わせて検討することにより，大宰府の中での役所ごとでの小分けしたときの容器であることを
明らかにした。おそらく，この大宰府での漆付着土器の使用実態は，王宮・王都などにおいても普遍化できる可能
性を明らかにした。

原山　浩介　HARAYAMA Kosuke　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
【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

●主要業績

１．【単著】『消費者の戦後史：闇市から主婦の時代へ』324頁，日本経済評論社，2011年６月
２．【共編著】（共編著／朝日祥之・原山浩介）『アメリカ・ハワイ日系社会の歴史と言語文化』290頁，東京堂出版，

2015年３月（執筆担当部分：「「日本語」から出発する移民史」pp.5－15（朝日祥之と共著），「労働者向け新
聞『ハワイスター』の時代：太平洋戦争後のハワイにおける思想状況の断面」pp.89－126）

３．【共編著】（共編著／池上甲一・原山浩介）『食と農のいま』383頁，ナカニシヤ出版，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）

４．【共編著】（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』225頁，岩波書店，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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５．【論文】「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）

●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
【展示図録】『ドイツと日本を結ぶもの：日独修好15年の歴史』平成27年度国立歴史民俗博物館企画展，国立歴史
民俗博物館発行，2015年７月
７　その他
「近現代とと在日朝鮮人：占領期のフィルムを糸口にして」『総合誌歴博』第195号，2016年３月，pp12－15）

二　主な研究教育活動

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）
2012～2015年度
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）2012～2015年度
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）共同研究員，2012～2015年
基盤研究「【展示型】「1968年」社会運動の資料と展示に関する総合的研究」（研究代表：荒川章二）（副代表）2015
～2017年度
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）2010～2015年度
２　外部資金による研究
科学研究費基盤研究S「マルチアーカイヴァル的手法による在外日本関係史料の調査と研究資源化の研究」（研究
代表保谷徹）研究分担者
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
公益財団法人生協総合研究所，常設研究会「生協論レビュー研究会（第２期）」（共同座長）
３　国際交流事業
「国立台湾歴史博物館との災害史をめぐる研究・展示構築プロジェクト」（事業主体者）2014 年７月～
４　主な展示・資料活動
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，会期７月７日－9月６日
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
「日系アメリカ移民」データベース担当（2016年３月公開）
５　教育
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）

三　社会活動等

１　館外における各種委員
長崎原爆遺跡調査検討委員会副委員長，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
国立国会図書館「近現代政治史料に関する説明聴取会」講師

四　活動報告

2015年９月～2016年２月　Visiting Scholar（Short Term Scholar）, University of Hawaii at Manoa, Department 
of American Studies.（総合研究大学院大学　若手教員海外派遣事業），研究テーマ「20世紀前半のハワイにおける
社会運動とインターナショナリズムに関する研究」

はらやま
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樋口　雄彦　HIGUCHI Takehiko　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

●主要業績

著書
『旧幕臣の明治維新　沼津兵学校とその群像』吉川弘文館，206頁，2005年11月
『沼津兵学校の研究』吉川弘文館，661頁，2007年10月
『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
『敗者の日本史17　箱館戦争と榎本武揚』吉川弘文館，288頁，2012年11月

●平成27年度の研究教育活動

一　研究業績

１　著書
第二部第三編「第二章　久能山東照宮と静岡藩」「第四章　それからの徳川家・旧幕臣と久能山」静岡市編『久能
山誌』静岡市，2016年３月
２　論文・研究ノート・書評
「塚原昌次と武田昌次─物産学を学びアメリカへ亡命した旗本─」洋学史学会研究年報『洋学』第22号，pp.79－
90，洋学史学会，2015年５月
「韮山代官手代の直参化と維新期の対応」『静岡県近代史研究』第40号，pp.18－41，静岡県近代史研究会，2015年
10月
「韮山反射炉廃止に関する幕臣の記録」『沼津市博物館紀要』40，pp.57－82，沼津市歴史民俗資料館・沼津市明治
史料館，2016年３月
「史料紹介　旧幕府軍兵士の手になる『戊辰之役略録』」『学習院大学史料館紀要』第22号，pp.113－120，学習院
大学史料館，2016年３月
「山内豊城と三人の息子たち」『佐倉市史研究』第29号，pp.37－44，佐倉市，2016年３月
４　展示図録・資料図録・映像・ＤＢ
企画展図録『大久保利通とその時代』国立歴史民俗博物館，148頁，2015年10月
７　その他
「楫取素彦と足柄県」『静岡県近代史研究会会報』第440号，pp.2－3，静岡県近代史研究会，2015年５月
「荻原又仙子という人」『静岡県近代史研究会会報』第441号，pp.3－4，静岡県近代史研究会，2015年６月
「コラム５ 開成所・静岡学問所・大学南校を渡り歩いたドイツ語教師」『ドイツと日本を結ぶもの─日独修好150
年の歴史─』，pp.74－75，国立歴史民俗博物館，2015年７月
「歴史への招待状　企画展示「大久保利通とその時代」」『歴博』第192号，pp.24－25，国立歴史民俗博物館，2015
年９月
「企画展示　大久保利通とその時代」『国立歴史民俗博物館友の会ニュース』第181号，pp.1－2，一般財団法人歴
史民俗博物館振興会，2015年10月
「ものしりミニ講座　大久保利通の新発見写真」『定年時代』平成27年10月上旬号，pp.5，株式会社新聞編集センター，
2015年10月
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「帯刀姿の大久保利通（右）と税所篤の写真」『日本歴史』第810号，口絵，日本歴史学会，2015年11月
「民権ネットワーク　旧幕臣」『自由民権』29，pp.132，町田市立自由民権資料館，2016年３月

二　主な研究教育活動

４　主な展示・資料活動
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「大久保利通とその時代」展示プロジェクト代表
５　教育
「テーマ別演習」，歴史民俗資料館等専門職員研修会，国立歴史民俗博物館（2015年11月18日）

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），
下田市史編さん委員，佐倉市市民文化資産運用委員会委員
２　講演・カルチャーセンターなど
「維新後の万延元年遣米使節団の人々」万延元年遣米使節子孫の会，東京大学伊藤国際学術研究センター，（2015
年５月16日）
「徳川家達─十六代様と近代日本─」歴博友の会・歴史学講座，国立歴史民俗博物館，（2015年６月４日）
「箱館戦争と榎本武揚─静岡藩・沼津兵学校との関わりを中心に─」沼津史談会・市民公開講座，沼津市立図書館
（2015年６月20日）
「大久保利通資料に関するあれこれ─垣間見える幕臣たちの姿─」第383回歴博講演会，国立歴史民俗博物館（2015
年11月14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（2016年１月15日）

四　活動報告

日高　薫　HIDAKA Kaori　教授（2010～）

併任：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

●主要業績

１．【著書】『異国の表象─近世輸出漆器の創造力─』475頁，ブリュッケ，2008年３月
２．【概説書】編著『海を渡った日本漆器Ⅱ─18・19世紀─』（『日本の美術』427号，98頁，至文堂，2001年12月
３．【論文】Maritime Trade in Asia and the Circulation of Lacquerware（「アジアの海と漆器流通」），Rupert 

Faulkner, Shayne Rivers 編，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年２月

４．【論文】「蒔絵の「色」─絵画と工芸のはざまで」（玉蟲敏子編『講座　日本美術史５　<かざり>と<つくり>
の領分』pp.165－197，東大出版会，2005年10月）

ひだか



268

５．【資料図録】編著『紀州徳川家伝来楽器コレクション』国立歴史民俗博物館資料図録3，414頁，国立歴史民俗
博物館，2004年３月

●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
シーボルト父子関係資料データベース
５　学会・外部研究会発表
‘Investigative Research of the Siebold Collection: Conducted by the National Museum of Japanese History 
Lacquerware as a global commodity’，JSPSシンポジウム”History of Japanese-German Joint Scientific 
Endeavors”（German JSPS Clubと歴博の共催，2015年９月30日（招待講演）
 ‘Lacquerware as a global commodity’，国際シンポジウム”Japanese Art Histories and their Global Contexts: 
New Directions（日本美術研究の現在─グローバルな視点から）,”ハイデルベルク大学 東アジア美術史研究所，
2015.10.22（招待講演）
７　その他
「連載　文様十二ヶ月」『孤峰』第37巻４号～第38巻３号，江戸千家茶道会，2015年４月～2016年３月
「第３展示室特集展示　男のこだわり，江戸文化の華　印籠」『友の会ニュース』No.179，p.３，2015年６月
「第３展示室特集展示　洒落のデザイン，冴える技　印籠」『歴博』191号，p.31，2015年７月
「日本美術のきらめきを旅する」『小原流挿花』12月号，pp.18－21，2015年12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「学際的研究による漆文化史の新構築」研究代表者，2013年～2015年
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　研究課題A「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：日高薫）ミュンヘンチー
ム代表（兼担）
　ミュンヘンに五大陸博物館における資料調査および撮影，2016年３月20日～26日
法人第３期中期目標・中期計画期間における問題解決志向型基幹研究プロジェクト形成に係る準備調査
（「ヨーロッパにおける19世紀日本関連資料の調査と活用」）
ウィーンおよびスイスにおける第３期基幹プロジェクトに係る事前調査および打合せ，2015年11月８日～16日，オー
ストリア応用美術博物館，ウィーン世界博物館，ルツェルン大学，ジュネーヴ版画キャビネット，アリアナ美術館
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」
研究代表者

ロシアにおける日本製磁器および漆器・シノワズリ建築・室内装飾の調査　2015年８月25日～９月２日，エルミ
タージュ美術館，ツァールスコエ・セロー，ペテルゴフ宮殿，オラニエンバウム宮殿，メンシコフ宮殿，ストロ
ガノフ宮殿，クンストカメラ
スペインにおける日本製漆器およびメキシコ製工芸品の調査　2016年２月６日～13日，ナバーラ美術館，サラゴ
サ美術館

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
永青文庫所蔵資料調査（漆器調度等），熊本県立美術館，2015年５月27日～30日
３　国際交流事業
「ドイツと日本を結ぶもの─日独修好150年の歴史─」をめぐる研究交流，ドイツにおける研究交流にかかる調査
および企画展関連打ち合わせ，ブランデンシュタイン城，シーボルト記念館，ヴュルツブルク市立公文書館，メナ
ニア学生団，2015年12月７日～12月13日
「趣旨説明」（人間文化研究機構第27回公開講演会・シンポジウム「没後150年　シーボルトが紹介した日本文化」），
ヤクルトホール，2016年１月30日
４　主な展示・資料活動・DBなど
国立歴史民俗博物館平成28年度企画展示『よみがえれ！ シーボルトの日本博物館』展示代表
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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』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『印籠』展示代表
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
５　教育
青山学院大学非常勤講師（芸術文化論・日本文化論）
学習院大学非常勤講師（国際文化学特殊研究）

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
「ジャパンと呼ばれた漆器　ウルシをめぐる文化とその広がり」（第97回歴博フォーラム『人と植物の文化史─く
らしの植物苑がみせるもの─』），国立歴史民俗博物館，2015年10月３日
「造形の中のサル　美術工芸品に見る猿の図像」（第100回歴博フォーラム『申年のサル』），ヤクルトホール，2016
年１月16日
３　マスコミ
インタビュー「うつわの美　世界に誇る日本の名器。japan漆器の世界」『YUCARI』vol.22，マガジンハウス，
2015年９月
ラジオ出演「和宮ゆかりの雛かざり」NHK-FMひるどき情報ちば「おすすめミュージアム」，2016年２月25日11:05
－11:13

四　活動報告

福岡　万里子　FUKUOKA Mariko，准教授（2014.4～）

併任：総研大日本歴史研究専攻准教授（2014.10～）
【学歴】東京大学教養学部（2003年３月卒業）東京大学大学院総合文化研究科（修士）（2005年３月修了）
東京大学大学院総合文化研究科（博士）（2011年２月修了）【職歴】日本学術振興会特別研究員DC２（2007），日本
学術振興会特別研究員PD（2011），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
（2014），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（2014）
【学位】博士（学術）（東京大学）（2011年取得）【専門分野】近世日本対外関係史，東アジア国際関係史【主な研
究テーマ】19世紀日本・東アジアをめぐる国際関係史，幕末維新期日本の外交史，ドイツ系商人・外交官の19世紀
アジアにおける活動【所属学会】史学会，日本国際政治学会，明治維新史学会，日本ドイツ学会【研究目的・研究
状況】構造的な過渡期にあった19世紀中葉期（「条約体制」形成期）の東アジア・日本をめぐる国際関係史・外交
史を，アジアにおけるドイツ系アクターの動向を切り口として考察している。

●主要業績

１．【単著】『プロイセン東アジア遠征と幕末外交』448頁，東京大学出版会，2013年３月
２．【論文】「戊辰戦争に関与したシュネル兄弟の「国籍」問題─ヴィルト・カワラ氏収集オランダ所在史料から─」

（箱石大編『戊辰戦争の史料学』勉誠出版，pp.107－140，2013年３月）

●平成27年度の研究教育活動

一　研究業績

２　論文
「幕末の日蘭関係と諸外国─仲介国としてのオランダ─」（松方冬子編『日蘭関係をよみとく』臨川書店，pp.52－
87，2015年６月）
３　調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典など
「スイス使節団来日直後の外交・政治情勢」「アジア各港のドイツ語文化圏の人びと」（横浜開港資料館編『ブレン

ふくおか
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ワルドの幕末・明治ニッポン日記─知られざるスイス・日本の交流史』（日経BP社，pp.30－33，55－58，2015年11月）
４　展示図録・資料図録・映像・ＤＢ
「19世紀中葉期のドイツとプロイセン東アジア遠征（コラム１）」
「日独条約交渉と幕末政情（コラム２）」
「ドイツ東洋文化研究所（OAG）の設立と明治期の活動（コラム３）」
（以上，国立歴史民俗博物館編『企画展示　ドイツと日本を結ぶもの─日独修好150年の歴史』，pp.14－15, 28, 63, 
第一章の章・史料解説ほか，平成27年度歴博企画展示図録，2015年７月）
５　学会・外部研究会発表
 “K. Maruyama and S. Imamiya: The First Researchers of Early German-Japanese Diplomatic Relations and the 
Time They Lived”. In: History of Japanese-German Joint Scientific Endeavors: Joint-Symposium of the German 
JSPS Alumni Association and the National History of Japanese History（ドイツ語圏日本学術振興会研究者同窓
会・国立歴史民俗博物館共催　日独学術交流シンポジウム，国立歴史民俗博物館　講堂），2015年９月30日
「プロイセン東アジア遠征と幕末外交─日本・中国・シャムの三点比較に向けて」，日文研共同研究会「明治日本
の比較文明史的考察─その遺産の再考─」（第６回），国際日本文化研究センター，2016年１月23日
「在独日本関係史料の調査・収集の系譜─五百旗頭科研収集事業の位置付け／三報告へのコメント」，日欧関係・
比較史ワークショップ「日本関係ドイツ史料の所在と利用」，東京大学本郷キャンパス法学部総合研究棟，2015年
３月18日

二　主な研究教育活動

１　主な共同研究等参加状況
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，2013～2015年度）共同研究員
国際日本文化研究センター共同研究「明治日本の比較文明史的考察─その遺産の再考─」（研究代表者：瀧井一博，
2015～2017年度）共同研究委員
２　外部資金による研究
若手研究（B）「幕末維新期日本をめぐる国際関係史の再構築に向けて─東アジア比較・世界史の視点から」（研究
代表者　福岡万里子）2015～2018年度
３　国際交流事業
ドイツ語圏日本学術振興会研究者同窓会・国立歴史民俗博物館共催　日独学術交流シンポジウム“History of 
Japanese-German Joint Scientific Endeavors”（国立歴史民俗博物館　講堂），2015年９月30日
４　主な展示・資料活動
企画展示「ドイツと日本を結ぶもの─日独修好150年の歴史」2015年７月６日～９月６日会期，展示プロジェクト
委員
企画展示「シーボルトが見せたかった日本」展示プロジェクト委員
総合展示第５室・第６室リニューアル委員
５　教育
立教大学兼任講師（法学部　政治学基礎演習）

三　社会活動等

１　館外における各種委員
横浜開港資料館ブレンワルド・ダイアリー翻訳プロジェクト委員
２　講演・カルチャーセンターなど
「プロイセン東アジア遠征と幕末日本」，歴博講演（国立歴史民俗博物館　講堂），2015年８月８日
「幕末維新期のプロイセン／ドイツと日本」，長崎歴史文化博物館企画展示「国際都市長崎からみたドイツ─もう
ひとつの交流史」オープニング記念講演会，2015年９月19日
「幕末から旧本館創設期における欧米と日本」，茨城県立土浦第一高等学校「旧本館感謝の集い～未来に つなぐ伝
統～」，2015年10月10日

四　活動報告
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Ⅶ　教員の研究・調査活動

藤尾　慎一郎　FUJIO Shin’ichiro　副館長・研究総主幹（2013.4～），教授（2008.11～）

併任：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（2013～2015）【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

●主要業績

１．【著書】『弥生文化像の新構築』275頁，吉川弘文館，2013年５月
２．【編著】設楽博己・藤尾慎一郎・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
３．【論文】「水稲農耕開始期の地域性」（『考古学研究』第38巻第２号，pp.30－54，1991年９月）（査読付き）
４．【研究報告特集号：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
５．【展示図録：編著】『平成26年度企画展示図録　弥生ってなに？！』128頁，国立歴史民俗博物館，2014年７月

15日

●平成27年度の研究教育活動

一　研究業績

１　著書
 単著『弥生時代の歴史』講談社現代新書2330，248頁，2015年８月
３　調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典など
編著『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』科学研究費基盤研究Ｂ「書名と同じ」成果報
告書（2011～2013），152頁，2016年３月
藤尾・坂本稔・高田貫太・李昌熙「総括　三国時代の較正暦年代」（同書），pp.121－152．2016年３月
５　学会・外部研究会発表
地域研究北東アジアキックオフシンポジウム，総合地球環境学研究所研究プロジェクト「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」日本の原始・古代にみる画期と気候変動との関係，１月
24日，国立民族学博物館

二　主な研究教育活動

１　主な共同研究等参加状況
基幹研究「日本の原始・古代史像新構築のための研究統合による年代歴史学の新展開─新領域開拓と研究発信─」
研究代表者，（2015～2017年度）
歴博基幹研究「戦いと国家形成の環境的基盤─炭素14年代と酸素同位体による古気候復原と社会統合過程との比較
照合─」（松木武彦研究代表）共同研究員，（2015～2017年度）
　発表「弥生長期編年─土器型式ごとの較正年代─」６月７日，歴博
　調査　長野県飯田市，阿智町，２月26～28日
総合地球環境学研究所研究プロジェクト，「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」（研究代表者　中塚武）共同研究員，（2014～2019年度）
　調査　静岡市登呂博物館，４月22日
　発表「登呂遺跡と洪水」５月29日，地球研．
２　外部資金による研究
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，2013～2015年度

ふじお
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　鹿児島県市ノ原遺跡出土弥生前期土器の調査，11月11～12日，鹿児島県立埋蔵文化財センター
　福岡県小郡市大保横枕遺跡出土弥生前期土器の調査，12月９～10日，小郡市埋蔵文化財センター
３　国際交流事業
釜山大学校博物館「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）
（ 財）嶺南文化財研究院「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（2015～2017年

度）12月23日～25日，釜山市楽民洞遺跡出土木柱サンプリング（慶尚文化財研究院調査），高霊松林洞遺跡窯跡
出土　炭化物サンプリング，（財）嶺南文化財研究院，大邱，韓国．

国立中央博物館「先史～中世における葬送儀礼の比較研究」（研究代表者　松木武彦）共同研究員，（2015～2017年
　度）５月13日～15日，慶州金冠塚
４　主な展示・資料活動
総合展示第１室新構築─原始・古代─，展示代表者，2012～2017年度
　 北海道北斗市茂別遺跡出土続縄文土器調査，北斗市教育委員会，（財）北海道埋蔵文化財センター，札幌市埋蔵

文化財センター，４月23日～25日，島根県荒神谷遺跡パノラマ写真撮影，板屋Ⅲ遺跡現地，５月30～31日，韓国
全南南陽里遺跡出土鋳造鉄斧調査，全州国立博物館，８月17日～20日，長野県柳沢遺跡パノラマ写真撮影，野尻
湖ナウマン象博物館，11月７～８日，佐賀県吉野ヶ里遺跡パノラマ写真，２月２日～３日，

総合展示第１室稲と倭人，代表者
５　教育
総合研究大学院大学公開シンポジウム『日本列島人の起源と成立』主催：総研大融合研究「日本列島人の起源」プ
ロジェクト，招待講演「弥生開始期における園耕民と農耕民との関係」３月27日，学術情報センター，東京
放送大学面接授業「日本考古学」国立歴史民俗博物館総合展示第１室
総研大日本歴史専攻「日本考古学とは」「稲と倭人─弥生時代概説」11月29日，於：歴博，藤原哲予備審査，12月

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，日本学術会議連携会員（史学委
員会文化財の保護と活用に関する分科会），加曽利貝塚総括報告書編集部会委員
２　講演・カルチャーセンターなど
平成27年度歴博友の会「考古学講座」，第１回「総合展示第１室リニューアルについて─弥生時代を中心に─」10
月１日，歴博
「穀物と出会った縄文・弥生人」第195回くらしの植物苑観察会，６月27日，歴博
３　マスコミ
八木亜希子のおしゃべりミュージアム，ＢＳフジ，9月26日放映
歴博のミカタ　ケーブルネット296，2016年２月１～７日放映
書評「弥生時代の歴史」森岡秀人，11月15日，赤旗
書評「弥生時代の歴史」小林達雄，10月４日，日本経済新聞
「はじめての弥生時代」文化の扉，１月24日，朝日新聞.歴博の研究と，著書が紹介された。

四　活動報告

　紀元前10世紀後半に日本の水田稲作が始まったとする弥生長期編年にもとづく，初の弥生時代の通史を『弥生時
代の歴史』として講談社現代新書から刊行した。人類学，古環境学，遺伝学など，考古以外の研究者より評価をい
ただき，赤旗，日本経済新聞の書評で取り上げられたほか，朝日新聞の文化欄でも本の内容が取り上げられた。
　2011年から３年間実施した日本学術振興会科学研究費補助金基盤研究Ｂの成果報告書『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』を刊行した。韓国の嶺南地域に位置する三国時代の古墳から出土した人骨やウ
ルシの炭素14年代測定を100点あまり実施し，横穴式石室が導入される以前の三国時代の古墳を６期に分け，各期
の中心となる較正暦年代を求めた。この研究が日本と韓国で年代観が異なっているズレを解消するための一助にな
ればと考えている。
　また2014年度に刊行した歴博研究報告第185集『農耕社会の成立と発展』が，日本考古学協会の年報に取り上げ
られ，所収した12本の論文が紹介された（⒍弥生時代研究の動向『日本考古学年報』66（2013年度版），５月15日，
一般社団法人日本考古学協会）。
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Ⅶ　教員の研究・調査活動

松尾　恒一　MATSUO Koichi　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，東アジアにおける宗教・信仰の交流と民俗【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。

●主要業績

１．【著書】『物部の民俗といざなぎ流』250頁，吉川弘文館，2011年６月
２．【著書】『儀礼から芸能へ　狂騒・憑依・道化』237頁，角川学芸出版，2011年９月
３．【著書】『延年の芸能史的研究』（学位論文），612頁，岩田書院，，1997年２月
４．【編著】『琉球弧─海洋をめぐるモノ・人，文化』317頁，岩田書院，2012年３月
５．【展示映像】『西表島，稲の祭り』（日本語版2009年度，英語・中国語・韓国語版2009年度）

●平成27年度の研究教育活動

一　研究業績

２　論文
「对日本华侨公墓与后土，土地神的考察──在日华侨群体的地区差异及其相关的信仰，祭祀行为」（『中国民俗学網』
2015年10月17日，http://www.chinesefolklore.org.cn/web/index.php?NewsID=13680（査読無））
「在日華僑の先祖祭祀，普度勝会の歴史と現在」（『HERITEX』vol.1，2015年10月31日，名古屋大学大学院人類文
化遺産テクスト学研究センター編，勉誠出版，pp.52－68（査読無））
「日本华侨公墓与后土，土地神信仰 ──旅日华侨社会的历史和记忆之表象」（『徐州工程学院学报（社会科学版』
vol.31，徐州工程学院，2016年02期，pp.1－10（査読有））
「世界遺産時代的非遺保護─映像記録及制作方法与問題」（中国中山大学『文化遺産』2016年１月，pp.49－62，（査
読有））
「日本華僑の共同墓地と 后土・土地神の考察」（『歴博研究報告』第199集（［共同研究］ 人の移動とその動態に関
する民俗学的研究）2015年12月，pp.213－230（査読有））
３　調査・発掘調査報告所，自治体史，史料集，辞典など
『日本文化事典』（丸善出帆，2016年）「能と狂言」「文楽（人形浄瑠璃）」「歌舞伎と地芝居」「声明（松明）と読経」
執筆
５　学会・外部研究会発表
国際研究集会：法会と空間「11～12世紀の日本の国家仏教，儀礼と空間」（京都大学，2015年10月３日（土））
日本民俗学会ミニシンポジウム・コーディネーター，貴重発表「日本の中の東アジア，東アジアの中の日本─ 民
俗学から多文化を考える─」（日本民俗学会第67回年会，関西学院大学，10月11日）
中国民俗学会年会基調講演「日本华侨公墓与后土，土地神信仰──旅日华侨社会的历史和记忆的表象」（瀋陽遼寧
大学，10月24日）
中国中山大学（中国広州）における国際シンポジウム「文化遺産伝承とデジタル化保護国際論壇」（2015年12月５日）
基調講演「非物質文化遺産保護のための映像制作，その方法と問題」を発表。予稿集，p21－35，中国語訳（欧小
林訳）「非物质文化遗产保护的影像制作方法与问题」p８－20，（中山大学中国非物質文化遺産研究センター編，発行，

まつお
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2015年12月５日，全164頁）
環境/文化史研究会「長崎における媽祖信仰─近世における清国─長崎の交易と近現代における信仰・祭祀の伝承
─（上智大学，2016年３月12日（土））

二　主な研究教育活動

１　主な共同研究等参加状況
歴博共同研究「海の生産と信仰・儀礼をめぐる文化体系の日韓比較研究」（松田睦彦代表）共同研究員，2015－
2017年度
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
中国華東師範大学国家社会科学基金項目「東海海島民間信仰譜系研究」（研究代表者：華東師範大学田兆元教授）
研究分担者
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）
４　主な展示・資料活動
総合展示第４室「列島の民俗文化」代表
５　教育
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）・國學院大學大学院非常勤講師（伝統芸能特論）
法政大学沖縄文化研究所研究員
中国華東師範大学夏期集中講義講師“海洋文化研究”「東海，琉球群島及日本列島的民俗及交流」（７月23日）
中国中山大学民俗研究センター「民俗学サロン」特別講義「清朝日本的文化交流与传承──以旅日长崎华侨的妈祖
信仰与祭祀为中心」（「清国─日本の文化交流と伝承─在日華僑の媽祖信仰と祭祀を中心として─」）（中山大学，12
月６日）
上智大学ジャパノロジーコース特別講義「民俗調査と民俗展示」（歴博，2月）

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IFFS（国際民俗学会連合）特別委員・日本民俗学会日中シンポジウム実行委員長・
日本民俗学会日独シンポジウム実行委員・儀礼文化学会運営委員・國學院大學國文學會役員・東京薬科大学後援会
理事・東北大学東北アジア研究センター「災害と地域文化遺産に関わる応用人文学研究ユニット」外部評価委員
２　講演・カルチャーセンターなど
第16回「東洋思想と心理療法」研究会シンポジウム「大人へのイニシエーション」，松尾講演「若者組の近代─遊
興と公共性と─」2015年５月29日
能登町　能登町教育委員会「シンポジウム：ユネスコ無形文化遺産 アエノコトの過去・現在・未来」基調講演「ア
エノコト─日本の遺産 世界の遺産─」平成27年度 未来につなぐ「世界農業遺産」保全・活用促進事業（平成28年
２月６日，コンセールのと）
３　マスコミ
平成28年２月９日『北陸中日新聞』「アエノコト 英語で発信を」，『南方日報』（中国広東省の中国国有新聞）2015
年12月８日「中山大学文化遗产传承与数字化保护国际论坛中山大学开幕」

四　活動報告

　個人研究としては，外来信仰の日本への導入と定着，その変容と伝承をテーマとして，近世，鎖国時代にも交流
の続いた中国より導入された黄檗宗寺院における儀礼，特に先祖祭祀の歴史と伝承についての調査を継続している。
黄檗宗寺院は，近代には，長崎や京都・神戸の華僑華人の信仰と商業活動の両面で重要な役割を果たして，現在に
続いていることが明らかにし，成果を論文として発表し始めた。在日華僑については，現代の中国の人文科学研究
かも関心を持たれ，中国民俗学会年会（大会）において発表し，本年度中に中国の大学の学術誌において，発表した。



275

Ⅶ　教員の研究・調査活動

　地域の民俗文化・無形文化財（中国における「非物質文化遺産」）の，いくつかは世界遺産にも登録されるよう
になり，世界的な関心を呼んでいるが，無形文化財の保護や地域による見異に向けた発展等をテーマとするシンポ
ジウムへの招聘を能登地域，また，中国の大学より受け，地域の民俗文化として，地域とともに伝承してゆくこと
の重要性を訴えた。
　在日外国人の生業・信仰も，重要な課題として浮上し始め，日本民俗学会年会（大会）においては，「日本の中
の東アジア，東アジアの中の日本─ 民俗学から多文化を考える─」のコーディネーターを務め，中国籍・韓国籍
の研究者とともに，本テーマについて討議した。

松木　武彦　MATSUGI Takehiko　教授（2014～）

生年：1961
【学歴】大阪大学文学部（国史学）（1984年卒業），大阪大学大学院文学研究科修士課程修了（1987），大阪大学大
学院文学研究科博士課程（考古学）（1990年単位取得退学）【職歴】岡山大学助手（1990），岡山大学准教授（助教授）
（1995），岡山大学教授（2011），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（2014）
【学位】博士（文学）（大阪大学2005年３月）【専門分野】日本考古学【主な研究テーマ】日本列島の古墳研究，戦
争の考古学的研究，考古学による国家形成論，進化・認知科学を用いた考古学理論の再構築，ブリテン島を中心と
するヨーロッパと日本列島の先史時代に関する比較考古学的研究【所属学会】日本考古学協会，考古学研究会【研
究目的・研究状況】日本列島の古墳時代を，国家形成理論，進化・認知科学，人口および古気候の復元などをもと
に，人類史の中に位置づける試みを進めている。

●主要業績

１．【著書】『日本列島の戦争と初期国家形成』363頁，東京大学出版会，2007年１月
２．【著書】『列島創世記』全集日本の歴史１─旧石器・縄文・弥生─，366頁，小学館，2007年11月
３．【著書】『進化考古学の大冒険』255頁，新潮社，2009年12月
４．【著書】『古墳とはなにか─認知考古学からみる古代─』254頁，角川学芸出版，2011年７月
５．【著書】『未盗掘古墳と天皇陵古墳』240頁，小学館，2013年５月

●平成27年度の研究教育活動

一　研究業績

１　著書
『美の考古学─古代人は何に魅せられてきたか─』221頁，新潮社，2016年１月（単著）
２　論文
「前方後円墳の巨大性─日本列島の墳墓はなぜ大きいのか？─」広瀬和雄編『中期古墳とその時代─５世紀の倭王
権を考える─』季刊考古学別冊22，pp.122－130（単著）
「卑弥呼「共立」前に起こった「倭国（大）乱」とはなにか」洋泉社編集部編『古代史研究の最前線 邪馬台国』，
pp.92－105（単著）
Violence in the prehistoric period of Japan: the spatio-temporal pattern of skeletal evidence for violence in the 
Jomon period, Biology Letters Web版（published 30 March 2015, http://rsbl.royalsocietypublishing.org/
content/12/３/20160028）（中尾 央，田村光平，有松 唯，中川朋美，松本直子と共著）
５　学会・外部研究会発表
「「雄略朝」期吉備地域における帆立貝形前方後円墳の歴史的背景─天狗山・勝負砂・小𡉕古墳の調査成果から─」
考古学研究会岡山例会，2015年５月９日
The relation of mounded tombs, settlements and residences in the Kofun period: reflecting social　
changes?”Burial Mounds in Europe and　Japan: Comparative and Contextual Perspectives（国際シンポジウム
「ヨーロッパと日本の墳丘墓─比較とコンテキストの視点から─」）於：ドイツ，テュービンゲン大学，2015年11月５日
Development of metal working and the formation of political power in Japan，同上，2015年11月６日

二　主な研究教育活動

１　主な共同研究等参加状況
総合地球環境学研究所　フルリサーチ「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

まつき
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ムの探索」（中塚武 代表）共同研究員，2014年～2018年度
『戦いと国家形成の環境的基盤─炭素14年代と酸素同位体による古気候復原と社会統合過程との比較照合─』研究
代表，2015～2017年度）
２　外部資金による研究
課題設定による先導的人文・社会科学研究推進事業「歴史科学諸分野の連携・総合による文化進化学の構築」（井
原泰雄 代表）研究分担者，2014年～2017年度
３　国際交流事業
「先史～中世における葬送儀礼の比較研究」（相手機関：韓国国立中央博物館）代表，2015～2017年度
４　主な展示・資料活動
総合展示第１室新構築　テーマⅣ（弥生時代後期・対外交流）・Ⅴ（古墳時代）担当，Ⅴは責任者
５　教育
放送大学千葉学習センター 面接授業「古墳時代の考古学」

三　社会活動等

１　館外における各種委員
和歌山県文化財審議委員
和歌山県立紀伊風土記の丘協議会委員
２　講演・カルチャーセンターなど
朝日カルチャーセンター千葉　講師，朝日カルチャーセンター横浜　講師，NHK文化センター　講師
３　マスコミ
読売新聞書評委員，東京新聞連載エッセー「歴史への冒険」（毎月１回）

四　活動報告

　研究テーマのうち，「進化・認知科学を用いた考古学理論の再構築」に関連して，視覚対象物の認知特性を利用
した人工物が発達するプロセスと社会複合化過程の関係に着目した2008～2014年の論考を軸としてその内容を一般
向けに書き下ろした単著『美の考古学─古代人は何に魅せられてきたか─』を刊行した。本書は，従来とは異なる
視点からの「考古学による国家形成論」の展開や，考古資料の博物館展示の新たな文脈の開発を目指す端緒となる。
主要紙２紙他で書評され，関連の新聞取材やテレビ番組出演を行うなどの社会的反響があった。「日本列島の古墳
研究」に関しては，ドイツで行われた墳墓の国際的比較のシンポジウムに参加し，吉備地域の事例をもとに，大型
古墳築造と集落・人口の動向との間にどのような関連がみられるかを追究した発表を行うとともに，日本列島の墳
墓の規模が大きい要因を人類史的規模で説明した論考を発表した。「戦争の考古学的研究」に関連して，共著では
あるが，人骨の殺傷痕の比率から縄文時代の暴力の程度を数量的に評価した論文を英国の雑誌（生物学系全体で世
界16位）に発表し，「ワシントン・ポスト」ほか欧米主要紙の記事や複数の学会誌のレビューに取り上げられるなど，
社会・学界の両方で国際的に注目を集めている。このように，本年度は日本列島の考古事象を国際的・学際的に評
価し，それを内外に発信することを中心に研究が進展した。その他の活動としては，総合展示第１室新構築のテー
マⅣ・Ⅴを担当し（Ⅴは責任者），展示設計を完了することが大きな比重を占めた。

松田　睦彦　MATSUDA Mutsuhiko　准教授（2014.4～）

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），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（2014）
【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】生業の技術および生業をとりまく信仰・儀礼・社会組織等の生活文化に関する総合的研究
【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】様々な生業の技術や，信仰・儀礼をはじめとする生業にともなう生活文化について明らか
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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。現在はとく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。

●主要業績

１　【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
２　【編著】『人の移動とその動態に関する民俗学的研究』（『国立歴史民俗博物館研究報告』第199集），261頁，

2015年12月
３　【論文】「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）（査読付き）
４　【事典】民俗学事典編集委員会編『民俗学事典』811頁，丸善出版，2014年12月（編集委員）
５　【映像】民俗研究映像『石を切る─花崗岩採掘の伝統と革新─』DVD，200分，国立歴史民俗博物館，2012年度

●平成27年度の研究教育活動

一　研究業績

１　著書
【編著】『人の移動とその動態に関する民俗学的研究』（『国立歴史民俗博物館研究報告』第199集），261頁，2015年12月
２　論文
【論文】「人の地域移動の日常性をめぐる民俗学史的研究」（『国立歴史民俗博物館研究報告』第199集，pp.11－
34，2015年12月）（査読付き）
【書評】「安室知著『日本民俗生業論』」（『日本民俗学』第283号，日本民俗学会，pp.119－124，2015年８月
３　調査・発掘調査報告，自治体史・資料集，辞典など
【事典】「家船」「絵馬と千社札」「七福神と恵比寿・大黒」（神崎宣武・白幡洋三郎・井上章一編『日本文化事典』
丸善出版，2016年１月）
４　展示図録・資料図録・映像・ＤＢ
【展示図録】「万年筆とパソコンとスマートフォンと」（『万年筆の生活誌─筆記の近代─』平成27年度歴博企画展
図録，p.183，2016年３月）
７　その他
【総合誌歴博】「韓国に残る日本の漁撈文化と向きあう」（『歴博』第195号，国立歴史民俗博物館，pp.16～19，
2016年３月）

二　主な研究教育活動

１　主な共同研究等参加状況
多元的フィールド解析研究「海の生産と信仰・儀礼をめぐる文化体系の日韓比較研究」（研究代表者：松田睦彦）
2015～2017年度
多元的フィールド解析研究「中世東アジア海域における琉球の動態に関する総合的研究」（研究代表者：村木二郎）
共同研究員，2015～2017年度
歴史資源開発研究「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，2013～2015年度
多元的フィールド解析研究「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，2013～2015年度
多元的フィールド解析研究「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，2012～2015年度
多元的フィールド解析研究「歴史にみる人と自然の関係史」（研究代表者：原正利）共同研究員，2014～2016年度
２　外部資金による研究
科学研究費若手研究Ｂ「安山岩採掘に関する歴史・民俗学的研究」（研究代表者：松田睦彦）2014～2016年度
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，2014～2017年度
科学研究費基盤研究Ｂ「琉球帝国と東アジア海域の動態研究─集落・流通・技術─」（研究代表者：村木二郎（国
立歴史民俗博物館））研究分担者，2014～2017年度

まつだ
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神奈川大学日本常民文化研究所共同研究「汽水の生活環境史」（研究代表者：安室知）研究協力者，2014～2016年度
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，2012～2015年度
３　国際交流事業
【国際交流事業】「日韓地域研究の実践的展開」（事業主体者：松田睦彦）協定機関：韓国国立民俗博物館
【講演】「現代日本的生業技術」（国立台北芸術大学 2015博物館，物件，文化的詮釈与溝通系列過程「生活的展示：
生活物件与生活方式」国立台湾歴史博物館，2015年９月）
【発表】「現代日本的生業技術」（2015年「東亜地震歴史与物質文化展示」国立台湾歴史博物館，2015年12月
４　主な展示・資料活動
総合展示第４室展示プロジェクト委員
企画展「大ニセモノ博覧会─贋造と模倣の文化史─」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
５　教育
成城大学非常勤講師「ゼミナール」（３）（４），卒業論文指導
学習院女子大学非常勤講師「博物館資料論」
東北学院大学非常勤講師「民俗と地域社会」

三　社会活動等

１　館外における各種委員
【学会】一般社団法人日本民俗学会 理事，【市史】木更津市史編集部会 委員，【市史】府中市史編さん専門部会 委員
２　講演・カルチャーセンターなど
【講演】「石を切る─採石職人の技とくらし─」（「石展─かながわの歴史を彩った石の文化」特別展記念講演会，
神奈川県立歴史博物館，2016年２月
【講師】「満蒙開拓青少年義勇軍の旅」（旅の文化研究所「第21回旅の文化研究フォーラム」シェラトン都ホテル東
京，2015年４月

四　活動報告

将来計画委員会 委員

三上　喜孝　MIKAMI Yoshitaka　准教授（2014～）

生年：1969
【学歴】東京大学文学部国史学専修課程卒業（1992年），東京大学大学院人文科学研究科日本史学修士課程修了
（1994），東京大学大学院人文社会系研究科日本文化研究専攻課程（1998年単位取得退学）【職歴】山形県立米沢女
子短期大学講師（2000，４～），山形大学人文学部助教授（2002，９～），同准教授（2007，４～），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（2014，４～）【学位】博士（文学）（東京大学文学部
2001）【専門分野】日本古代史【主な研究テーマ】東アジア文字文化交流史，古代地域社会史，貨幣史【所属学会】
木簡学会，史学会，日本史研究会，正倉院文書研究会，東北史学会，韓国木簡学会ほか

●主要業績

１．【単著】『日本古代の貨幣と社会』261頁，吉川弘文館，2005年７月
２．【単著】『日本古代の文字と地方社会』335頁，吉川弘文館，2013年８月
３．【単著】『落書きに歴史をよむ』232頁，吉川弘文館，2014年４月
４．【論文】「古代の辺要国と四天王法」（『山形大学歴史・地理・人類学論集』５，pp.115－126，2004年３月）
５．【論文】「韓国出土木簡と日本古代木簡─比較研究の可能性をめぐって─」（『韓国古代木簡の世界』pp.286－

307，雄山閣，2007年３月）

●平成27年度の研究教育活動

一　研究業績

２　論文
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Ⅶ　教員の研究・調査活動

「「かたみの歌」と「巻数板」─中近世心性史にかかわる新資料の紹介─」『村山民俗』292，2015年６月，pp.2－8
「古代の境界意識・対敵意識と仏教信仰─九世紀の日本海側諸国における四天王法をめぐって─」『出雲古代史研究』
25，2015年７月，pp.49－68
「文字がつなぐ古代東アジアの宗教と呪術」『古代東アジアと文字文化』同成社，2016年２月，pp.103－124
３　調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典など
「日本出土の古代文字資料　─仙台市鍛治屋敷A遺跡出土刻書砥石─」韓国木簡学会『木簡と文字』14，2015年６月
「南陽市・唐越遺跡出土木簡」南陽市教育委員会，『南陽市埋蔵文化財調査報告書第12集　唐越遺跡』p.123，2016
年３月
５　学会・外部研究会発表
「橋本繁『韓国古代木簡の研究』（吉川弘文館，2014年）と韓国出土木簡研究の現段階」朝鮮史研究会例会，2015
年11月21日（土），於：専修大学神田校舎
７　その他
「赤外線観察による出土文字資料の解読」『歴博』190，2015年５月，pp.2－5
「新刊紹介・橋本繁著『韓国古代木簡の研究』」『史滴』37，2015年12月，pp.184－186
「再生産される広開土王碑　─近代における石灰拓本の流通とその背景─」『歴博』2016年３月，pp.6－9

二　主な研究教育活動

１　主な共同研究等参加状況
共同研究「古代の百科全書『延喜式』の総合書物学研究」（研究代表者：小倉慈司）研究副代表者（2014～2017年度）
共同研究「海の生産と信仰・儀礼をめぐる文化体系の日韓比較研究」（研究代表者：松田睦彦）共同研究員（2015
年度～2017年度）
リーダーシップ支援経費による準備研究「北と南からみた古代の列島社会　～列島諸地域の形成と環境変動～」研
究代表者（2015年度）
２　外部資金による研究
基盤研究（Ｃ）「東アジア古代・中世における境界意識と仏教信仰の研究」研究代表者（2014年度～2016年度）
基盤研究（C）「アイヌ文化の基層と形成過程における古代日本文化の影響に関する基礎的研究」（研究代表者：蓑
島栄紀）研究分担者（2015年度～2017年度）
３　国際交流事業
韓国国立文化財研究所との交流事業にもとづく「百済泗沘期の寺刹運営体系研究」（国立扶余文化財研究所，2015
年１月11日～15日）
５　教育
歴史民俗資料館等専門職員研修会講師（2015年度）

三　社会活動等

１　館外における各種委員
原町市史編さん専門研究委員（福島県南相馬市）
福島県立博物館収集展示委員会委員（福島県）
白河舟田・本沼遺跡群及び白河官衙遺跡群保存管理計画策定委員会委員（福島県白河市）
２　講演・カルチャーセンターなど
「落書きの心性史」国立歴史民俗博物館友の会2015年度歴史学講座（第１回），2015年４月９日，於：歴博ガイダ
ンスルーム
「秋田城四天王寺と四天王法の広まり」九州歴史資料館平成27年度特別展「四王寺山の1350年─大野城から祈りの
山へ─」記念講演会「大宰府四天王寺と秋田城四天王寺」，2015年11月22 日，於：九州歴史資料館
「石碑の中に歴史を読む」歴博講演会，2016年２月13日於：歴博講堂
３　マスコミ
「九九のはじまりは？」（朝日新聞2015年９月１日「帰ってきたモンジロー」）におけるコメント

四　活動報告

みかみ
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村木　二郎　MURAKI Jiro　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
【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。

●主要業績

１．【企画展示】『時代を作った技─中世の生産革命─』平成25年度歴博企画展示，展示代表，2013年
２．【論文】「経塚の拡散と浸透」（『考古学と中世史研究１ 中世の系譜』pp.43－64，高志書院，2004年７月）
３．【論文】「都市領域と経塚」（『中世都市研究16都市のかたち─権力と領域─』pp.151－165，山川出版社，2011

年９月）
４．【研究報告特集号】編著「特集号 大和における中・近世墓地の調査」『国立歴史民俗博物館研究報告』第111集，

637頁，2004年２月
５．【科学研究費補助金】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，2011～2013年度

●平成27年度の研究教育活動

一　研究業績

２　論文
「八重山・宮古の英雄時代と「琉球帝国」」（『歴博』194号，pp.2－5，国立歴史民俗博物館，2016年１月）
「「朝倉館モデル」とその地平─小田原城址御用米曲輪跡の調査成果が投じた問題─」（『発掘調査成果でみる16世
紀大名居館の諸相』pp.142－145，東国中世考古学研究会，2016年３月）
「国家を超えた中世の日朝交流」（『歴博』195号，pp.2－5，国立歴史民俗博物館，2016年３月）
５　学会・外部研究会発表
「経塚出土文字資料と考古学的視点─同一人物が関与した経塚から─」（第13回考古学と中世史シンポジウム『考
古学は中世を語れるか』帝京大学文化財研究所，考古学と中世史研究会，2015年７月４・５日）
「中世日本的技術与生活」（2015博物館・物件・文化的詮釈与溝通系列過程『生活的展示：生活物件与生活方式』
国立台湾博物館土銀展示館，国立台北芸術大学，2015年９月10・11日）
「討論」司会（厚真シンポジウム『遺跡が語るアイヌ文化の成立─11～14世紀の北海道と本州島』厚真シンポジウ
ム実行委員会，厚真町総合福祉センター，2015年10月9－11日）
「中世日本的生活与技術」（『2015年「東亜地震歴史与物質文化展示」博物館交流工作坊』国立台湾歴史博物館・国
立歴史民俗博物館，国立台湾歴史博物館，2015年11月22・23日）
「考古学からみた中世日本の技術」（国立科学博物館国際シンポジウム『アントロポシーン（人の時代）における
博物館～生物圏（バイオスフィア）と技術圏（テクノスフィア）の中の人間史をめざして～』国立科学博物館，
2016年１月29－31日 ）“An Archaeological Analysis of Technology in Medieval Japan”Museums in the 
Anthropocene -Toward the History of Humankind within Biosphere & Technosphere-, International Symposium 
& Workshop at the National Museum of Nature and Science（NMNS），Japan
７　その他
「中世日本の鉄生産と鉄器製作」（日本機械学会関東支部ニュースレター『メカトップ関東』No.38，p.4，2015年７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「中世東アジア海域における琉球の動態に関する総合的研究」（研究代表者：村木二郎）研究代表者，
2015～2017年度
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Ⅶ　教員の研究・調査活動

基盤研究「海の生産と信仰・儀礼をめぐる文化体系の日韓比較研究」（研究代表者：松田睦彦）共同研究員，2015
～2017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，2014～2016年度
基盤研究「古代の百科全書『延喜式』の総合書物学研究─他分野協働をめざして」（研究代表者：小倉慈司）共同
研究員，2014～2017年度
２　外部資金による研究
科学研究費基盤研究Ｂ「琉球帝国と東アジア海域の動態研究─集落・流通・技術─」（研究代表者：村木二郎）研
究代表者，2014～2017年度
４　主な展示・資料活動
総合展示第１室「律令国家」，第２室「王朝文化」「東国と西国」「大名と一揆」「民衆の生活と文化」展示プロジェ
クト委員
企画展「大ニセモノ博覧会─贋造と模倣の文化史─」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
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」
総研大集中講義C「博物館とは何だろう？」

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
中世城館・近世城郭遺跡等の保存に関する検討会委員（文化庁）
２　講演・カルチャーセンターなど
「伊豆山神社と経塚～温泉がいざなう浄土への道～」（平成27年度図書館講座「熱海の歴史をひもとく」）熱海市立
図書館・熱海温泉誌作成実行委員会，熱海市立図書館，2016年２月27日
３　マスコミ
「歴博のミカタ　第２展示室（中世）前編」CABLE NET 296，2015年11月16～23日
「歴博のミカタ　第２展示室（中世）後編」CABLE NET 296，2015年11月24～30日

四　活動報告

山田　慎也　YAMADA Shinya　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，葬送文化学会【研
究目的・研究状況】http://www.rekihaku.ac.jp/kenkyuu/kenkyuusya/yamada/index.html

●主要業績

１．【単著】『現代日本の死と葬儀─葬祭業の展開と死生観の変容』350頁，東京大学出版会，2007年９月
２．【編著】国立歴史民俗博物館・山田慎也・鈴木岩弓編『変容する死の文化─現代東アジアの葬送と墓制』226頁，

東京大学出版会，2014年11月
３．【論文】「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.209－230，2014年３月）

やまだ
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（査読付き）
４．【研究報告特集号：編著】『身体と人格をめぐる言説と実践』国立歴史民俗博物館研究報告第169集，428頁，

2011年11月
５．【資料図録：編著】『ライデン民族学博物館・国立歴史民俗博物館所蔵　死絵』，2016年３月

●平成27年度の研究教育活動

一　研究業績

１　著書
Company Funeral Culture and Funeral Companies: A Case Study of Taisei Saiten” Shinya Yamada（Hirochika 
Nakamaki, Koichiro Hioki, Izumi Mitsui, Yoshiyuki Takeuchi eds. Enterprise as an Instrument of Civilization 
Springer, pp.131－143, 2015,8）
２　論文
「『明誉真月大姉葬儀写真帖』からみた近代の葬列の肥大化」『国立歴史民俗博物館研究報告』第199集，pp.115－
142，2015年12月
３　調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典など
「近代におけるおせち料理の形成と婦人雑誌─『婦人之友』・『婦人画報』・『主婦の友』を中心に─」『国立歴史民
俗博物館研究報告』197集，pp.295－319，2月
「書評『現代の死と葬りを考える─学際的アプローチ』近藤剛編著，ミネルヴァ書房」，『神道国際学会会報』51号，
2015年８月，神道国際学会，p.5
「あの世への旅立ち」『はじめて学ぶ民俗学』市川秀之・中野紀和・篠原徹・常光徹・福田アジオ編，ミネルヴァ
書房，pp.282－290，2015年９月
４　展示図録・資料図録・映像・ＤＢ
資料図録『ライデン民族学博物館・国立歴史民俗博物館所蔵死絵』国立歴史民俗博物館，2016年３月
資料図録「解題」『ライデン民俗学博物館・国立歴史民俗博物館所蔵　死絵』国立歴史民俗博物館，pp.147－150，
2016年３月
くらしの植物苑特別企画図録「葬儀と菊」『伝統の古典菊』p.50，2015年11月
５　学会・外部研究会発表
第67回日本民俗学会年会「葬儀における行政の関与─長野県松本市の例を中心に─」2015年10月11日，於：関西学
院大学
「節供行事の変容─雛祭りのイベント化を中心として」国立民俗学博物館共同研究「モノにみる近代日本の子ども
の文化と社会の総合的研究──国立民族学博物館所蔵多田コレクションを中心に」（研究代表者：是澤博昭），2015
年11月29日，於：長野市立博物館
第100回歴博フォーラム「申年のサル」「生活のなかのサル」於：ヤクルトホール，2016年１月16日
シンポジウム「イエ亡き時代の死者のゆくえ」「納骨堂の成立と展開」主催東北大学宗教学研究室，2016年２月20
－21日，於：東京都青山葬儀所
７　その他
「死に対処する絆の構築」『ハッピーエンド』葬送を考える市民の会会報83，2015年４月

二　主な研究教育活動

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）共
同研究員，2012～2015年
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）共同研究員，
2013～2015年
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：日高薫）共同研究員，2010～2015年
国立民俗学博物館共同研究「モノにみる近代日本の子どもの文化と社会の総合的研究──国立民族学博物館所蔵多
田コレクションを中心に」（研究代表者：是澤博昭）2014～2018年
２　外部資金による研究
科学研究費挑戦的萌芽研究「無縁化する社会の葬送墓制と公的支援に関する基礎的研究」（研究代表者：山田慎也）
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Ⅶ　教員の研究・調査活動

研究代表者，2015～2017年度
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，2012～2015年
冠婚葬祭総合研究所受託研究「葬儀の標準化と個別化」研究代表者，2015年～2016年
冠婚葬祭総合研究所受託研究「無縁社会における墓と追悼」研究分担者，2015～2017年
３　国際交流事業
「The Transformation of Funeral Ritual and Individualization in Japan」第二回韓国伝統的葬送儀礼の普及とグ
ローバル化に関する国際会議，2015年10月30～31日，於：韓国大邱カトリック大学，招待講演
４　主な展示・資料活動
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─贋造と模倣の文化史─」展示プロジェクト委員
５　教育
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）

三　社会活動等

１　館外における各種委員
日本葬送文化学会理事・冠婚葬祭総合研究所客員研究員
２　講演・カルチャーセンターなど
武蔵野大学日曜講演会「告別式の成立と死生観」2015年６月21日，於：武蔵野大学
互助会保証株式会社第19回講演会「冠婚葬祭の歴史─個別化する葬送と葬儀産業─」2015年７月10日，於：機械振
興会館
Tokyo Art Research Lab思考と技術と対話の学校「思考を深める／想像を広げる４」，長島確，EAT & ART 
TARO,
2015年11月７日，於：アーツカウンシル東京
徳島県勝浦町全国雛祭りサミット基調講演「現代における雛祭りの変化と地域おこし」2016年３月26日，於：徳島
県勝浦町農村環境改善センター

四　活動報告

　今年度は挑戦的萌芽研究「無縁化する社会の葬送墓制と公的支援に関する基礎的研究」が採択され，行旅死亡人
や葬儀における行政の公的な対応などの調査を開始した。また，民俗展示の新構築を行ってから始めたさまざまな
節供や結婚式などの通過儀礼研究も広がりが出てきており，民博の共同研究「モノにみる近代日本の子どもの文化
と社会の総合的研究──国立民族学博物館所蔵多田コレクションを中心に」に参加し，また全国雛祭りサミットの
基調講演なども行った。

山田　康弘　YAMADA Yasuhiro　教授（2015.4～）

併任：総研大日本歴史研究専攻教授（2015～），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専攻先
史学コース（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），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），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（2015），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（2015）
【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

やまだ
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●主要業績

【著書】山田康弘『老人と子供の考古学』280頁，吉川弘文館，2014年６月
【論文】山田康弘「山陰地方における弥生時代前期の墓地構造」『国立歴史民俗博物館研究報告』第185集，pp.111

－138，2014年２月
　　　　山田康弘「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
【科研】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　

平成25～27年度　研究代表者
【基盤研究】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

●平成27年度の研究教育活動

一　研究業績

１　著書
『つくられた縄文時代　─日本文化の原像を探る─』253頁，新潮社，2015年11月
３　調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典など
「考古学的解釈における人骨情報の有効性について」『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』
日本学術振興会科学研究費補助金（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
究課題番号23320173）報告書，pp.111－120，2016年３月31日
４　展示図録・資料図録・映像・ＤＢ
「小竹貝塚における縄文墓制と社会」『海をみつめた縄文人─放生津潟とヒスイ海岸─』平成27年度大阪府立弥生
文化博物館秋季特別展図録，pp.114－123，2015年10月10日
５　学会・外部研究会発表
山田康弘「埋葬例からみた縄文時代の子どもたち」，於：第81回日本考古学協会総会，5月23日
覚張隆史（北里大・医）・太田博樹（北里大・医）・茂原信生（奈文研）・近藤修（東大・院理）・米田穣（東大・総
合博）・増山禎之（田原市）・設楽博己（東大・人文）・山田康弘（歴博）「渥美半島における縄文時代人骨の古代
DNA分析」，於：第69回日本人類学会大会，10月10日
日下宗一郎（ふじのくに地球環境史ミュージアム）・米田穣（東大・総合博）・山田康弘（歴博）「稲荷山貝塚より
出土した縄文時代人骨の放射性炭素年代測定」，於：第69回日本人類学会大会，10月10日
近藤修（東京大・院理）・水嶋崇一郎（聖マリアンナ医大）・茂原信生（奈文研）・山田康弘（歴博）「渥美半島，保
美縄文貝塚出土の大腿骨にみられた外傷とカットマーク」，於：第69回日本人類学会大会，10月10日

二　主な研究教育活動

１　主な共同研究等参加状況
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，2012年度～
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，2013～2015年度
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，2013～2015年度
４　主な展示・資料活動
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）

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，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
東京都埋蔵文化財センター平成27年度文化財講演会第２回「縄文時代のお墓・家族・死生観」，於：東京都埋蔵文
化財センター，9月12日
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Ⅶ　教員の研究・調査活動

平成27年度縄文講座第１回「お墓からみた縄文人のくらし」於：仙台縄文の森広場，12月20日
岩手県文化振興事業団30周年記念事業第37回埋葬文化財公開講座「縄文人の生と死─女性・子供・老人─」，於：
岩手県民ホール，2月６日
鳥取県民カレッジ連携講座「世界史からみた山陰の縄文時代」，於：鳥取県立博物館，2月28日
３　マスコミ
「縄文時代の研究　文・理系合同で新成果」『中日新聞』，11月25日付文化欄

四　活動報告

横山　百合子　YOKOYAMA Yuriko，教授（2014.11～）

併任：総研大日本歴史研究専攻教授（2014～），生年：1956年
【学歴】東京大学文学部国史学科卒業（1979年），東京大学大学院人文社会系研究科修士課程日本文化研究専攻　
修了（1998年），東京大学人文社会系研究科博士課程日本文化研究専攻　単位取得退学（2003年）【職歴】神奈川県
立高等学校教諭（1979），千葉経済大学経済学部教授（2007），帝京大学文学部教授（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教授（2014），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）【学位】博士（文学）（東京大学）（2003年取得）【専門分野】日本近世史，ジェンダー史【主な
研究テーマ】幕末維新期の都市社会とジェンダー【所属学会】史学会，歴史学研究会，日本史研究会，ジェンダー
史学会，総合女性史学会，明治維新史学会，歴史教育者協議会【研究目的・研究状況】近世身分研究・都市社会史
研究をふまえつつ，近世の女性の実態とジェンダー，および近代移行期におけるその変容を明らかにしたいと考え
ている。近年は，特に遊廓の実証的研究に関心をもっている。

●主要業績

１．【単著】『明治維新と近世身分制の解体』333頁，山川出版社，2005年11月
２．【論文】「19世紀江戸・東京の髪結と女髪結」（高澤紀恵・アラン・ティレ・吉田伸之編『別冊都市史研究　パ

リと江戸─伝統都市の比較史へ』山川出版社，pp.85－102，2009年６月）
３．【科研】日本学術振興会科学研究費基盤研究（Ｃ）「近代移行期都市社会における社会的結合の変容」課題番号

20520591研究代表者（2008年４月～2011年３月）
４．【共編著】明治維新史学会編（西澤直子・横山百合子編集）『講座明治維新９　明治維新と女性』有志舎，265頁，

2015年２月
５．【学会】2011年度歴史学研究会大会全体会報告「19世紀都市社会における地域ヘゲモニーの再編─女髪結・遊

女の生存と＜解放＞をめぐって─」（2011年５月）

●平成27年度の研究教育活動

一　研究業績

１　著書
Chapter ８: The Yūjo Release Act as an Emancipation of Slaves in Mid-Nineteenth Century Japan, Hideaki 
Suzuki（ed.）, Abolitions as a Global Experience, NUS Press（National University of Singapore）, Singapore, Mar. 
2016.
２　論文
「幕末維新期の新吉原遊廓と遊女」『歴史地理教育』839，pp.62－68，2015年７月
「梅本記：嘉永二年新吉原梅本屋佐吉抱遊女付け火一件史料の紹介」『国立歴史民俗博物館研究報告』第200集，
pp.145－168，2016年１月
３　調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典など
『須坂市誌』第４巻歴史編Ⅱ「第７章商品流通の発達　第３節須坂と江戸」，pp.323－332
４　展示図録・資料図録・映像・ＤＢ
「「近世職人尽絵詞」にみる蝦夷錦」展示図録『夷酋列像─蝦夷地イメージをめぐる人・物・世界』pp.124－125
５　学会・外部研究会発表
VAWWRAC『戦後70年・植民地解放70年を考える 日本人「慰安婦」─愛国心と人身売買と─』出版記念セミナー
報告「遊廓の歴史─近世から近代へ─」，2015年５月

よこやま
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宮城歴史科学研究会入門講座「女性史のおもしろさと難しさ─日本近世史の立場から─」，2015年５月，（招待講演）
日本学術会議史学委員会「歴史学とジェンダーにかんする分科会」報告，2015年６月
千葉県歴史教育者協議会主催第12回地域と民衆の歴史を学ぶ講演会「歴史教育における女性史・ジェンダー史の可
能性」，2015年６月（招待講演）
７　その他
「研究者紹介77女性史のおもしろさと難しさ─“襤褸のタペストリー”─」『歴博』190，pp.26－27，2015年５月
「歴博研究最前線　遊女の日記─“書く”ことで生まれる力」『国立歴史民俗博物館　友の会ニュース』No.179，
pp.4，2015年６月
「コラム「秋人」が「小丸」のはなぜ？」『歴博』193号，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
【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，2014～2015
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（Ｃ）「近世遊廓の構造とその社会的基盤」課題番号20458657，研究代表者（2013～2015年度）
科学研究費基盤研究（Ｂ）「近世～近代日本における遊廓社会の比較類型史的研究」課題番号23320142（研究代評者：
佐賀朝）研究分担者
４　主な展示・資料活動
特集展示「夷酋列像─蝦夷地イメージをめぐる人・物・世界─」展示プロジェクト委員
５　教育
東京大学文学部非常勤講師（日本史学特殊講義）
千葉大学留学生プロジェクト（特別研究Ⅲ，Ⅳ）
総合研究大学院大学博士論文審査委員（副査）
平成27年度歴史民俗資料館等専門職員研修会「教育プログラムの作成と活用」

三　社会活動等

１　館外における各種委員
総合女性史学会役員（2014年４月～2016年３月），『須坂市誌』編集委員会近世部会専門員（2012年５月～2016年３
月），日本歴史学協会第29期個人委員（2018年７月～），『須坂市誌』近世部会専門員（2012～2015年度），須坂市文
化財取得審査委員会委員（2016年３月～）
２　講演・カルチャーセンターなど
公益財団法人千葉市文化財団主催　平成27年度千葉市民文化大学本講座「日本史Ⅰ学科」講師

四　活動報告

吉村　郊子　Yoshimura Satoko　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，自然と信仰・音に関する研究【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

●主要業績

「遺された／生きる者にとっての墓─牧畜民ヒンバの事例から」『国立歴史民俗博物館研究報告』第181集（2014年，
査読有）pp.81－109
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Ⅶ　教員の研究・調査活動

「ナミビアの牧畜民ヒンバと土地のかかわり─その歴史と現在」『国立歴史民俗博物館研究報告』第145集（2008年，
査読有）pp.145－229
「第７章　土地と人をつなぐもの─ナミビアの牧畜民ヒンバにとっての墓」田中二郎他編『遊動民（ノマッド）─
アフリカの原野に生きる』（明石書店，2004年）pp.439－464
「第４章　炭焼きとして現代を生きぬく」篠原徹編『現代民俗誌の地平１．越境』（2003年，朝倉書店）pp.70－96.
「第２章　炭焼きとウバメガシ─紀州備長炭の生産にみる山林の利用」篠原徹編『現代民俗学の視点１．民俗の技
術』（1998年，朝倉書店）pp.33－55

●平成27年度の研究教育活動

一　研究業績

１　著書
「ヒンバの人々の暮らし─「伝統」と現在を生きる」水野一晴・永原陽子編『ナミビアを知るための53章』（明石
書店，2016年３月）pp.279－283

二　主な研究教育活動

５　教育
早稲田大学非常勤講師（教育学部「文化人類学研究Ⅰ」「文化人類学研究Ⅱ」2015年度

三　社会活動等

四　活動報告

［特任助教］

金　　憲奭　KIM Heon-seok　特任助教（2014.7～）
生年：1981
【学歴】韓国釜山大学人文大学考古学専攻（2006年），釜山大学大学院考古学科修士課程修了（2008年），総合研究
大学院大学文化科学研究科博士課程修了（2012年）【職歴】釜山大学講師（2013.9～2014.2），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プロジェクト研究員（2014.4～2014.7）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特任助教（2014.7～）【学位】博士（文学）（総合研究大学院大学文化科学研究科，
2012年）【専門分野】動物考古学【主な研究テーマ】家畜飼育・東アジアの家畜伝播【所属学会】韓国考古学会・
日本動物考古学会

●主要業績

１．【論文】「三韓・三国時代の嶺南地方におけるブタの存在可能性について（삼한삼국시대 영남지방 집돼지의 존

재 가능성에 대해서）」（『考古広場』２，pp.1－27，2009年６月）（査読付き）
２．【論文】「韓国の先史時代における家畜スイギュウ」（『動物考古学』27，pp.17－30，2010年５月）（査読付き）
３．【論文】「古村里遺跡の家畜利用─イノシシとブタの区分を中心に（고촌리유적의 가축이용─멧돼지와 집돼지

의 구분을 중심으로─）（『東亜文化』９，pp.87－122，2010年12月）
４．【論文】「大浦貝塚出土人骨の年代と食性（대포패총출토 인골의 연대와 식성）」（『韓国新石器研究』20，pp.89

－111，2010年12月）（査読付き）
５．【論文】「食性分析からみた嶺南地方におけるブタ飼育の始まりと存在様相（식성분석을 통한 영남지방 집돼지 

사육의 시작과 존재양상）」（『韓国考古学報』81，pp.4－29，2012年９月）（査読付き）

●平成27年度の研究教育活動

一　研究業績

２　論文
 「東菜貝塚人の食性と年代について（동래패총인의 식성과 연대에 관해서）」（『考古広場』16，pp.33－49，2015年
６月）（査読付き）

特　きむ
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「新石器時代出土の動物遺体の研究成果と今後の方向性（신석기시대출토 동물유체의 연구성과와　향후의 방향

성）」（『考古学誌21』，国立中央博物館 pp.67－103，2015年12月）
４　展示図録・資料図録・映像・ＤＢ
「日本におけるサメとその利用事例について（일본 속의 상어와 그 사용사례에 대해서）」，特別展示『상어 그리고 

돔베기（サメ，それとドムベギ）』，2015年９月，国立大邱博物館
５　学会・外部研究会発表
「新石器時代出土の動物遺体の研究成果と今後の方向性（신석기시대출토 동물유체의 연구성과와　향후의 방향

성）」，『新石器時代研究の成果と課題』，国立中央博物館，2015年12月

二　主な研究教育活動

三　社会活動等

四　活動報告

清武　雄二　KIYOTAKE Yuji　特任助教（2015.2～）

【学歴】上智大学文学部史学科卒業（1989），國學院大学大学院文学研究科修士課程修了（1995），國學院大学大学
院文学研究科博士課程単位取得退学（1999）【職歴】関東学院大学法学部非常勤講師（2001.4～），國學院大学文学
部兼任講師（2004.4～），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特任助教（2015.2～）
【学位】修士（歴史学）（國學院大学1995）【専門分野】日本古代史【主な研究テーマ】律令国家の形成と地域社会，
文字文化・文書行政の受容と展開【所属学会】国史学会【研究目的・研究状況】律令期の官田経営を労働力編成や
農耕技術の視点から唐令及び７世紀段階の経営形態と比較検証する。また，鰒など食資源の貢納体制を加工・調理
技術という視点から検証し，古代国家と地域社会の歴史的関係性の究明を試みる。文字文化・文書行政研究に関し
ては，古代戸籍の氏姓秩序に関わる管理の制度的側面について，延喜式にみえる勘籍等の規定から検証する。

●主要業績

１．【論文】「律令法上の園地規定と班田制」（『國學院雜誌』第114巻５号，pp.35－50，2013年５月）
２．【論文】「堅田B遺跡出土木簡（巻数板）の概要と意義」（金沢市埋蔵文化財センター『堅田B遺跡Ⅱ』，pp.165

－178，2004年３月）（共著者：平川南・三上喜孝・相沢央）
３．【論文】「井上薬師堂遺跡出土木簡の再検討」（『上岩田遺跡調査概報』小郡市文化財調査報告書第142集，pp.62

－77，2000年３月）（共著者：平川南・三上喜孝・田中史生）
４．【論文】「藤原部の研究」（『史学研究集録』第22号，pp.5－28，1997年３月）
５．【論文】「ヤマト王権の仏教受容と外交政策」『國學院大學文学研究科紀要』第27輯，pp.307－327，1996年３月）

●平成27年度の研究教育活動

一　研究業績

５　学会・外部研究会発表
「延喜式研究と注釈事業の現況─課題と展望─」（延喜式研究会解散記念研究集会，2015年７月５日，法政大学）
７　その他
「『延喜式』の魅力」（歴博研究最前線）（『国立歴史民俗博物館友の会ニュース』182，p3，2015年12月）
「『延喜式』研究への道─多分野遍歴録─」（研究者紹介80）（『歴博』193，pp.26－27，2015年11月）

二　主な研究教育活動

１　共同研究
基盤研究「古代の百科全書『延喜式』の総合書物学研究─多分野協働をめざして」（研究代表者：小倉慈司）共同
研究員，2014～2017年度
５　教育
関東学院大学法学部非常勤講師（日本史１，日本史２）
國學院大学文学部兼任講師（社会と歴史：６・７世紀の王権と社会，人間と社会：出土文字資料からみた古代文化）
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Ⅶ　教員の研究・調査活動

三　社会活動等

四　活動報告

渋谷　綾子　SHIBUTANI Ayako　特任助教（2012.8～）

生年：1976
【学歴】関西大学文学部史学・地理学科日本史専攻卒業（1999），関西大学大学院博士課程前期課程・修士課程文
学研究科修了（2001），関西大学大学院博士課程後期課程文学研究科（2005年中退），英国University of Bradford, 
Department of Archaeological Sciences, MSc in Scientific Methods in Archaeology修了（2005），総合研究大学院
大学文化科学研究科博士課程修了（2010）
【職歴】関西大学博物館定時職員（2001,4～2003,6；2005,6～2007,3），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国
立民族学博物館リサーチ・アシスタント（2005,9～2007,8；2009,4～2010,3），関西大学第一高等学校非常勤講師（2007,4
～2009,3），広島大学総合博物館学芸職員（2010,6～2012,7），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民
俗博物館研究部特任助教（2012,8～2015,3），同プロジェクト研究員（2015,4～2015,6），同特任助教（2015,7～）【学
位】博士（文学）（総合研究大学院大学文化科学研究科2010年３月）【専門分野】植物考古学，文化財科学【主な研
究テーマ】先史時代人の植物利用と食生活の復元，植物食の健康への影響【所属学会】日本考古学協会，日本人類
学会，日本第四紀学会，日本文化財科学会，日本植生史学会，生き物文化誌学会，考古学研究会，Association of 
Archaeological Wear and Residue Analysts（AWRANA），Indo-Pacific Prehistory Association（IPPA），Society 
for East Asian Archaeology（SEAA），Society for American Archaeology（SAA），World Archaeological 
Congress（WAC）【研究目的・研究状況】過去の人間の植物利用活動，特に残存デンプン粒を用いた食生活の復
元に研究の重点を置くとともに，野生植物食による人間の健康への影響評価について研究を進めている。

●主要業績

１．【論文】Late Pleistocene to Early Holocene Plant Movements in Southern Kyushu, Japan. Archaeologies：
Journal of the World Archaeological Congress.Volume5, Issue 1, pp.124－133, Apr.2009（査読付き）

２．【論文】「日本列島における現生デンプン粒標本と日本考古学研究への応用─残存デンプン粒の形態分類をめざ
して」（『植生史研究』第18巻第１号，pp.13－27，2010年６月）（査読付き）

３．【論文】渋谷綾子・青野友哉・永谷幸人「残存デンプン粒分析におけるコンタミネーションの検討─北海道伊
達市北黄金貝塚を中心として─」（『国立歴史民俗博物館研究報告』第195集，pp.79－110，2015年３月）（共著・
筆頭，査読付き）

４．【 発 表 】Ayako Shibutani. What Did People Eat in Prehistoric Japan? Evidence from Starch Granules on 
Stone Tools and Pottery Vessels. AWRANA 2015, Universitieit Leiden, Netherlands, May 28，2015.（査読付き）

５．【科研】科学研究費補助金若手研究（B）「北日本縄文時代の植物食文化に関する分析学的研究」研究代表者（平
成26～28年度）

●平成27年度の研究教育活動

一　研究業績

１　著書
岩田泰夫・原田昌幸・宮下数史・柴田徹・建石徹・小林謙一・二宮修治・渋谷綾子・新井和之・村山千栄子・今泉
克巳編『茨城県守谷市松並溜遺跡・永泉寺東遺跡─守谷市松並土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
─』（529頁，有限会社有明文化財研究所，2015年11月）
２　論文
山本直人・渋谷綾子・上條信彦「残存デンプン粒分析からみた縄文時代の植物質食料─石川県の遺跡を対象として
─」（『名古屋大学文学部研究論集（史学）』62，pp.51－82，2016年３月）（査読付き）
添田雄二・青野友哉・永谷幸人・渡邊剛・渋谷綾子・甲能直樹「小氷期最寒冷期と巨大噴火・津波がアイヌ民族に
与えた影響Ⅰ」（『北海道博物館研究紀要』第１号，2016年４月）
渋谷綾子「日本考古学における残存デンプン粒分析の現状と課題」（『古代文化』第67巻第１号，pp.108－118，
2015年６月）（査読付き）
３　調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典など

特　しぶたに
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渋谷綾子「出土石器の残存デンプン粒分析」（田中久生・勝山孝文編『中野山遺跡（第２・３・６・７次）発掘調
査報告』，pp.202－207，三重県埋蔵文化財センター，2016年３月）
渋谷綾子「永泉寺東遺跡から出土した石器の残存デンプン粒分析」（岩田泰夫・原田昌幸・宮下数史・柴田徹・建
石徹・小林謙一・二宮修治・渋谷綾子・新井和之・村山千栄子・今泉克巳編『茨城県守谷市松並溜遺跡・永泉寺東
遺跡─守谷市松並土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書─』，pp.518－523，有限会社有明文化財研究
所，2015年11月）
５　学会・外部研究会発表
渋谷綾子「道具の用途を探る：博物館資料の自然科学分析」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」の構築にむけて─」，フクラシア東京ステーション，2016年２月27日
渋谷綾子「人骨の歯石の残存デンプン粒から食生活を探る」第30回日本植生史学会大会，北海道博物館，2015年11
月７日・８日
Ayako Shibutani. What did Jomon people consume for starchy food? Case studies from the Jomon wetland sites 
in Japan.XIX INQUA Congress, Nagoya. The Nagoya Congress Center（NCC）, August １，2015.（査読付き）
Ayako Shibutani. What Did People Eat in Prehistoric Japan? Evidence from Starch Granules on Stone Tools and 
Pottery Vessels. AWRANA 2015, Universitieit Leiden, Netherlands. May 28, 2015.（査読付き）
渋谷綾子「残存デンプン粒分析からみた縄文時代前半期の植物利用とその変化」一般社団法人日本考古学協会第81
回（2015年度）総会，帝京大学八王子キャンパス，2015年５月24日
瀬口眞司・細谷葵・中村大・渋谷綾子「日本考古学の国際化　なぜ必要か？／何が必要か？２」，考古学研究会第
61回総会・研究集会，岡山大学創立五十周年記念館，2015年４月18日・19日
７　その他
渋谷綾子「研究者紹介82　一粒の考古学」（歴史系総合誌『歴博』第195号，pp.26－27，2016年３月）
渋谷綾子「デンプン粒から探る古代人の食生活」（『HUMAN』第８号，pp.128－133，2016年１月）
渋谷綾子「論文展望「日本考古学における残存デンプン粒分析の現状と課題」『古代文化』第67巻第１号，pp.108
－118」（『季刊考古学』第133号，p.107，雄山閣，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
基幹研究「総合資料学の構築のための方法論分析」（研究代表者：青山宏夫）共同研究員（平成27年度）
国立民族学博物館共同研究「考古学の民族誌─考古学的知識の多様な形成・利用・変成過程の研究」（研究代表者：
John Ertl）共同研究員（平成27～30年度）
２　外部資金による研究
科学研究費補助金新学術領域研究（研究領域提案型）「高精度年代測定および稲作農耕文化の食生活・健康への影
響評価」（研究代表者：米田穣）研究分担者（平成27～31年度）
科学研究費補助金若手研究（B）「北日本縄文時代の植物食文化に関する分析学的研究」研究代表者（平成26～28
年度）
科学研究費助成事業基盤研究（B）「北海道噴火湾沿岸の縄文文化の基礎的研究」（研究代表者：青野友哉）研究分
担者（平成26～28年度）
科学研究費補助金基盤研究（B）「小氷期最寒冷期と巨大噴火・津波がアイヌ民族に与えた影響」（研究代表者：添
田雄二）連携研究者（平成27～30年度）
４　主な展示・資料活動
総合展示第１室新構築事業の業務に従事（平成27年６月まで）。平成26年度の活動は平成27年度末に刊行される『国
立歴史民俗博物館研究報告』（第201集，pp.25－40）へ投稿し，刊行された。

三　社会活動等

１　館外における各種委員
日本植生史学会『植生史研究』第10期編集書記
世界考古学会議（The World Archaeological Congress，WAC）第８回京都大会セッション・サポーター（2015
年11月～2016年９月）
２　講演・カルチャーセンターなど
渋谷綾子「晩ご飯は何？デンプンから探る古代人の食生活」中央大学人文科学研究所公開研究会，中央大学
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多摩キャンパス，2016年１月９日

四　活動報告

箱﨑　真隆　HAKOZAKI Masataka　特任助教（2015.9～）

生年：1982年
【学歴】福島大学教育学部生涯教育課程環境化学教育コース（2005年卒業），福島大学大学院教育学研究科教科教
育専攻（2008年修了），東北大学大学院生命科学研究科生体システム生命科学専攻（2012年修了）
【職歴】国立大学法人名古屋大学年代測定総合研究センター研究員（2012），国立大学法人名古屋大学年代測定総
合研究センター研究機関研究員（2014），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特任
助教（2015.9～）
【学位】博士（生命科学）（東北大学）（2012年取得）【専門分野】年輪年代学，放射性炭素年代学，文化財科学，
古生態学【主な研究テーマ】年輪幅および酸素同位体比の長期標準年輪曲線の確立を目指す研究，北半球における
放射性炭素濃度の地域差を明らかにする研究，完新世温帯性針葉樹埋没林の古生態を復元する研究【所属学会】日
本植生史学会，日本生態学会，日本文化財科学会，日本地球惑星科学連合，日本AMS研究協会【研究目的・研究
状況】東北アジアの樹木年輪資料を対象に年輪年代学・放射性炭素年代学の研究を行なっている。近年における酸
素同位体比年輪年代法のめざましい発展により，樹種や時代，地域的な制約が大きく取り払われ，年代決定が難し
かった木材の１年精度の年代決定が可能となってきている。さらに年輪の酸素同位体比データは，気候変動（主に
降水量）の復元にも応用することができる。この新手法を東北アジアの遺跡出土木材に適用し，歴史の転換点と気
候変動の関係を明らかにすることを目指している。

●主要業績

１【論文】箱﨑真隆，埋没林でのケース・スタディーからみた日本の年輪年代学研究の現状と展望，月刊地球／号
外，63，pp96－105，2014.

２【論文】Miyake F, Masuda K, Hakozaki M, Nakamura T, Tokanai F, Kato K, Kimura K, Mitsutani T, 
Verification of the cosmic ray event in AD 993－994 by using a Japanese Hinoki tree, Radiocarbon, 56（４）, 
pp1189－1194, 2014.

３【論文】箱﨑真隆・中村俊夫・木村勝彦・中塚武，北日本産樹木を用いた酸素同位体比標準年輪曲線の構築，名
古屋大学加速器質量分析計業績報告書，XXV，pp54－61，2014

４【論文】Hakozaki M, Kimura K, Tsuji S, Suzuki M, Tree-ring study of a late Holocene forest buried in the 
Ubuka Basin, southwestern Japan, IAWA Journal，33（３），pp287－299, 2012.

５【学会発表】Hakozaki M, Nakamura T, Regional offsets of atmospheric radiocarbon concentration around 40 
degree N in Northern Japan, INQUA, July-August 2015, Nagoya.

●平成27年度の研究教育活動

一　研究業績

２　論文
箱﨑真隆・中村俊夫・大山幹成・木村淳一・佐野雅規・中塚武「西暦774－775年の14Cイベントと酸素同位体比年
輪年代法に基づく青森市新田（１）遺跡アスナロ材の暦年代の検証」，『名古屋大学加速器質量分析計業績報告書
XVII』，印刷中，名古屋大学宇宙地球環境研究所年代測定研究部，2016年３月
箱﨑真隆・中村俊夫「シュペーラー極小期前半における北日本の樹木年輪14C年代」，『第17回AMSシンポジウム報
告集』，pp81－84，日本AMS研究協会，2015年12月
中村俊夫・南雅代・小田寛貴・池田晃子・箱﨑真隆・城森由佳・太田友子・西田真砂美・池盛文数・國田圭佑・富
山慎二・椋本ひかり「名古屋大学タンデトロンAMSシステムの現状（2014年度）」，『第17回AMSシンポジウム報
告集』，pp25－29，日本AMS研究協会，2015年12月
Nakamura T, Masuda K, Miyake F, Hakozaki M, Kimura K, Nishimoto H, Hitoki E 「High-precision age 
determination of Holocene samples by radiocarbon dating with accelerator mass spectrometry at Nagoya 
University」,『Quaternary International』, in press, The International Union for Quaternary Research, May 
2015.

特　はこざき
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３　調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典など
「北日本における樹木年輪酸素同位体比データの獲得状況と展望」，『総合地球環境学研究所気候適応史プロジェク
トニューズレター No.7』，pp2－3，総合地球環境学研究所気候適応史プロジェクト，2015年12月
５　学会・外部研究会発表
「5－11世紀の北日本の14C地域オフセット」，AMSシンポジウム，2016年３月，東京
中村俊夫・南雅代・小田寛貴・池田晃子・箱﨑真隆・太田友子・西田真砂美・吉田澪代・池盛文数・椋本ひかり・
藤沢純平，名古屋大学タンデトロンAMSシステムの現状（2015年度），AMSシンポジウム，2016年３月，東京
箱﨑真隆・中村俊夫・大山幹成・木村淳一・佐野雅規・中塚武，西暦774－775年の14Cイベントと酸素同位体比年
輪年代法に基づく青森市新田（１）遺跡アスナロ材の暦年代の検証，名古屋大学宇宙地球環境研究所年代測定研究
部シンポジウム，2016年１月，名古屋
吉田澪代・南雅代・三崎純市・田村哲・中村俊夫・加藤丈典・小田寛貴・池田晃子・箱﨑真隆・椋本ひかり・藤沢
純平・榎並正樹，平成27年度名古屋大学地域貢献事業夏休み特別企画「粘土鉱物の謎に迫る」活動報告，名古屋大
学宇宙地球環境研究所年代測定研究部シンポジウム，2016年１月，名古屋
F. Miyake, K. Masuda, M. Hakozaki, T. Nakamura, K. Kimura, T. Jull, T. Lange, R. Cruz, I. Panyushkina, C. 
Baisan, and M. Salzer, Search for annual carbon-14 excursions in the past. Radiocarbon conffarence, November 
2015, Senegal
箱﨑真隆・中塚武・佐野雅規・木村勝彦・中村俊夫，北日本猿ヶ森砂丘の埋没木を用いた酸素同位体比標準年輪曲
線構築，第30回日本植生史学会大会，2015年11月，札幌
Hakozaki M, Nakamura T, Regional offsets of atmospheric radiocarbon concentration around 40 degree N in 
Northern Japan, INQUA, July-August 2015, Nagoya
箱﨑真隆，中村俊夫，木村勝彦，中塚武，三宅芙沙，増田公明，過去5300年のSPE探査に向けた日本産樹木の年輪
同位体分析計画，日本地球惑星科学連合大会，2015年５月，幕張
箱﨑真隆・木村勝彦，樹木年輪を使った中世・古代における日本全国の気温と降水量の復元の展望，総合地球環境
学研究所気候適応史プロジェクト「全体会議」，2016年１月，京都
箱﨑真隆，放射性炭素濃度の測定による大気循環場復元の可能性，総合地球環境学研究所気候適応史プロジェクト
「樹木年輪解析に特化したワークショップ」，2015年５月，京都
佐野雅規・箱﨑真隆・木村勝彦，酸素同位体比データの空間比較による大気循環場復元の可能性，総合地球環境学
研究所気候適応史プロジェクト「樹木年輪解析に特化したワークショップ」，2015年５月，京都

二　主な研究教育活動

１　主な共同研究等参加状況
歴博基幹研究「日本の原始・古代史像新構築のための研究統合による年代歴史学の新展開─新領域開拓と研究発信
─」（研究代表者：藤尾慎一郎，2015～2020年度）研究分担者
総合地球環境学研究所研究プロジェクト「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，2014～2018年度）古気候学グループメンバー
２　外部資金による研究
科学研究費補助金（若手B）「日本産資料の高精度暦年較正に向けた北太平洋３地域産現生木の放射性炭素濃度測定」
（2014年度～2016年度）研究代表者
科学研究費補助金（基盤B）「一年輪単位の較正データを用いた暦年較正とウイグルマッチングの検討」研究分担
者（研究代表者：中村俊夫，2014年度～2016年度）研究分担者
３　国際交流事業
「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）

三　社会活動等

１　館外における各種委員
2015年 XIX INQUA Congress Nagoya Organizing Committee
３　マスコミ
「アカエゾマツ消失の恐れ　根室・春国岱　東北大・鈴木名誉教授ら調査」，『北海道新聞（根室版）』，2015年11月
27日朝刊
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四　活動報告

葉山　茂　HAYAMA Shigeru　特任助教（2013.7～）

生年：1974
【学歴】弘前大学人文学部卒業（1999），弘前大学大学院人文社会科学研究科修士課程修了（2003），総合研究大学
院大学文化科学研究科博士課程（2009年修了）【職歴】立教大学兼任講師（2010.4～2011.3および2012.4～2013.3），
龍谷大学非常勤講師（2011.4～2014.3），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機関研究員
（2010.8～），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特任助教（2013.7～）【学位】博
士（文学）（総合研究大学院大学文化科学研究科2009）【専門分野】生態人類学，民俗学【主な研究テーマ】現代に
おける自然と人のかかわり，生業研究，漁業，観光，災害，文化財レスキュー，【所属学会】日本民俗学会，生態
人類学会，京都民俗学会，【研究目的・研究状況】研究のおもな関心は，現代の自然と人の関わりであり，自然の
関わって生きる現代の人びとの生き方である。科学技術が発展し，文字による知識の伝達が重要視されるなかで，
人びとが自然をどうとらえ，社会や自然の変化にどのようにアプローチしながら，生業活動を営んでいるのかをと
くに海との関わりに注目して研究している。また東北地方太平洋沖地震による自然災害に関する文化財保護と活用
についての研究をしている。

●主要業績

１．【単著】『現代日本漁業誌─海と共に生きる人々の七十年─』昭和堂，239頁，2013年２月
２．【リーフレット】「大学院の魅力を語る：歴博に学んで─被災地で民俗誌を考える─」（大久保純一・澤田和人・

葉山茂編『歴史研究の最前線─もの資料で見る歴史─絵画と服飾─』，pp.47－73，2014年１月）
３．【論文】「産業化した生業活動における自然と人の関わり─愛媛県宇和島市津島のブリ養殖を事例に─」（『日本

民俗学』第266号，pp.1－36，2011年５月）（査読付き）
４．【展示図録】国立歴史民俗博物館編（葉山茂編著）『東日本大震災と気仙沼の生活文化　図録と報告』国立歴史

民俗博物館，pp.5－22，pp.24－27，pp.35－38，pp.44－48，pp.64－71（全89頁），2013年３月
５．【映像】葉山茂編集「生活の記憶を救う」20分，歴博映画の会（2013.5.4）に上映。展示室尾形家住宅模型内に

て上映中。

●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
 歴博民俗研究映像「屋久島の森に眠る人々の記憶」作図，歴博民俗研究映像「明日に向って曳け」編集
５　学会・外部研究会発表
「家と地域からみる生業変容─宮城県気仙沼のファミリー・ヒストリーを事例に─」（日本民俗学会第67回年会，
2015年10月）
「祝宮静と「内浦史料」」（神奈川大学国際常民文化研究機構共同研究「戦前の渋沢水産史研究室の活動に関する調
査研究」，2015年12月）
７　その他
「研究者紹介78　生き方をフィールドワークする」（『歴博』第191号，pp.26－27，2015年７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「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」（代表：川村清志）共同研究員，
2012～2015年
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」（代表：内田順子）共同研究員，2013～
2015年
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
─」（代表：柴崎茂光）共同研究員，2013～2015年
２　外部資金による研究
科学研究費補助金挑戦的萌芽研究「被災地域のネットワーク化と持続的な文化的支援の可能性」（代表：川村清志）

特　はやま
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研究分担者，共同研究員，2014～2015年
科学研究費補助金挑戦的萌芽研究「保護地域の規制やブランディングが地域社会に及ぼす影響」（代表：柴崎茂光），
連携研究者，2014～2015年
５　教育
市原看護専門学校非常勤講師

三　社会活動等

１　館外における各種委員
宮城県気仙沼市被災ミュージアム資料整理保全事業に係わる指導
２　講演・カルチャーセンターなど
けせんぬま学講座「文化財に人びとの生き方を学ぶ─小々汐の尾形家から─」，2016年１月22日
３　マスコミ
千葉日報2016年３月17日「大震災ちば５年」19，取材協力

四　活動報告

［機関研究員］

櫻庭　美咲　SAKURABA Miki　機関研究員（在外資料）（2011～）

【学歴】獨協大学外国語学部ドイツ語学専攻（1989），ドイツ国立フライブルク大学ALBERT-LUDWIGS-
UNIVERSITÄT FREIBURG哲学部美術史学科（1993～1995），武蔵野美術大学大学院造形研究科美術専攻造形理
論美術史コース修士課程（1998）【学位】博士（美術史，学習院大学，2013）
【職歴】武蔵野美術大学美学美術史研究室教務補助員（1998～1999），武蔵野美術大学短期大学部非常勤講師（2000
～2003），朝日新聞出版國華社編集部員（2002～2011），九州産業大学柿右衛門様式陶芸研究センター COE研究員
（2005～2009），京都造形芸術大学非常勤講師（2006～2013），武蔵野美術大学非常勤講師（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機関研究員（2011～），日本女子大学非常勤講師（2011～
2012，2015～），文京学院大学非常勤講師（2012～），金沢市立美術工芸大学非常勤講師（2014～），群馬県立女子
大学非常勤講師（2015～）【専門分野】美術史，陶磁史，東西貿易史【主な研究テーマ】近世～近代を中心とする
陶磁史研究，日本工芸にかかわる東西貿易史研究【所属学会】東洋陶磁学会

●主要業績

【単著】『西洋宮廷と日本輸出磁器─東西貿易の文化創造─』藝華書院，610頁，2014年
【共著】“Chinese and Japanese porcelain for the Dutch Golden Ageオランダ黄金時代の中国・日本磁器”，Jan van 

Campen & Titus Eliëns（ed.）; ［Authors］ Cordula Bischoff, Leonard Blusseé, Jan van Campen, Teresa 
Canepa, Anne Gerritsen, Christiaan Jörg, Jane Klose, Suzanne Lambooy, Antonia Malan, Sebastiaan 
Ostkamp, Maarten Prak, Miki Sakuraba, Cynthia Vialleé, Thijs Weststeijn, Waanders Punlishers in 
collaboration with Rijksmuseum Amsterdam, Gemeentemuseum Den Haag, Groninger Museum, 
Keramikmuuseum Princessehof Leeuwarden，全280頁，pp.109－127，2014年

【編著】『オランダ東インド会社貿易史料にみる日本磁器』九州産業大学21世紀COE柿右衛門様式陶芸研究セン
ター，pp.17－238，2009年
【共著】『ヨーロッパ宮廷陶磁の世界』櫻庭美咲・前田正明著，角川学芸出版，pp.1－154，pp.169－176，pp.186－
294，2006年
【論文】「オランダ東インド会社従業員による個人貿易─西洋向け肥前磁器輸出の考察─」（『東洋陶磁』44号，
pp.75－92，東洋陶磁学会，2014年３月）（査読付き）

●平成27年度の研究教育活動

一　研究業績

２　論文
「フランス製マウントによる伊万里焼の加飾」『鹿島美術研究』pp.200－212，査読無，2015年11月
７　その他
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Ⅶ　教員の研究・調査活動

翻訳「アレクサンダー・ フォン・シーボルトによるミュンヘン五大陸博物館所在の彼の父親のコレクションに関
する目録」『五大陸博物館所蔵シーボルト・コレクション関係史料集成』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発行，pp.93－166．2016年３月（ドイツ語，山田仁史氏と共訳）
翻訳「アムステルダムの展示に関するピーテル・ハルメン・ウィットカムプの報告」『五大陸博物館所蔵シーボルト・
コレクション関係史料集成』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発行，pp.69－73．
2016年３月（オランダ語，単独訳）

二　主な研究教育活動

１　主な共同研究等参加状況
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）に日本で蒐集された資
料についての基本的調査研究」（研究代表：日高　薫）研究分担者，2010－2015年度
ミュンヘン五大陸博物館所蔵シーボルト・コレクションにおけるシーボルト展図録のための資料撮影と調査，2015
年３月20日～27日，ミュンヘン五大陸博物館，ドイツ
在外３期プロジェクトに係わる準備調査（研究代表：日高　薫）研究分担者，2015年度
ウィーン世界博物館とチューリッヒ大学との共同研究へ向けた準備調査，2015年11月８日～15日，ウィーン世界博
物館，ウィーン応用芸術博物館，チューリッヒ大学，ルツェルン大学，アリアナ美術館，ジュネーヴ版画美術館，
ジュネーブ民族学博物館，スイス
２　外部資金による研究
「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」日本学術振興会科学研究
費補助金（基盤研究B）一般（研究代表者：日高薫）研究分担者，2013－2016年度
ロシアにおける17～18世紀の日本美術工芸コレクション資料調査，2015年８月25日～９月２日，ぺテルゴフ宮殿・
ストロガノフ宮殿・クンストカメラ・エルミタージュ美術館・オラニエンバウム宮殿・ツァールスコエ・セロー，ロシア
ドレスデンにおける17～18世紀の肥前磁器コレクション資料調査，2016年３月17日～３月19日，ドレスデン国立美
術館磁器コレクション館，ドイツ
３　国際交流事業
ドレスデン国立美術館磁器コレクション館所蔵アウグスト強王旧蔵磁器コレクション総目録化研究プロジェクト・
メンバーとしての調査・打合せ等の活動
４　主な展示・資料活動
国立歴史民俗博物館2016年度企画展示「よみがえれ！シーボルトの日本博物館」展示プロジェクト委員
５　教育
武蔵野美術大学非常勤講師，「工芸学演習Ⅰ・Ⅱ」，「日本工芸史Ⅰ－２」
群馬県立女子大学非常勤講師，「日本美術史特講５」
日本女子大学非常勤講師，「文化交流史」
文京学院大学非常勤講師，「芸術Ⅱ」
金沢市立美術工芸大学非常勤講師，「西洋工芸史Ⅱ」（集中講義）

四　活動報告

昨年共著で出版した以下の書籍がThe American Ceramic Circle（アメリカ陶磁団体）の「Book Award Report 
2015賞」を受賞しました。
“Chinese and Japanese porcelain for the Dutch Golden Ageオランダ黄金時代の中国・日本磁器”（Jan van Campen & 
Titus Eliëns（ed.）; ［Authors］ Cordula Bischoff, Leonard Blusseé, Christiaan Jörg, Maarten Prak, Miki Sakuraba 
etc.，Waanders Punlishers in collaboration with Rijksmuseum Amsterdam etc., 2014）

中野　良　NAKANO Ryo　機関研究員（近現代）（2014.4～）

【学歴】東北大学文学部卒，東北大学大学院文学研究科博士課程前期修了（2003），東北大学大学院文学研究科博
士課程後期単位取得退学（2007）【職歴】岩沼市史編纂室専門員（2008.4～2011.3），東北大学大学院文学研究科専
門研究員（2008.5～2011.3）東北学院大学非常勤講師（2009～2012）日本学術振興会特別研究院PD（2011.4～
2014.3）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機関研究員（2014.4～2015.3）立教大
学兼任講師（2015.4～）【学位】博士（文学）（東北大学大学院文学研究科　2008）【専門分野】日本近現代史【主

機　なかの
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な研究テーマ】軍隊と地域社会【所属学会】史学会，日本史研究会，日本歴史学会，地方史研究協議会，東北史学会

●主要業績

【論文】
１．「大正期日本陸軍の軍事演習　─地域社会との関係を中心に─」（『史學雜誌』第114輯第４号，pp.495－518，

2005年４月）査読あり
２．「1920年代の陸軍と民衆　─軍事演習における賠償問題を中心に─」（『日本史研究』第535号，pp.129－146，

2007年３月）査読あり
３．「日本陸軍の典範令に見る秋季演習：軍事演習の制度と運用についての試論」（『年報日本現代史』第17号，

pp.1－39，2012年９月）査読あり
【学会・外部研究会発表】
１．「日本近代史における『軍部』『政軍関係』研究の成果と課題─1910～30年代の政軍関係史に関する近年の動向

から─」（2013年度現代史サマーセミナー，2013年８月９日，於：熱海市）
２．「NHK連続テレビ小説の時代考証をめぐって　─軍事史・戦争史研究の視点から─」（時代考証学会　第４回

サロン「近代・現代を描いた時代劇と時代考証」，2014年２月27日，於：千代田区立日比谷図書文化館）

●平成27年度の研究教育活動

一　研究業績

２　論文
「軍隊を『歓迎』するということ─近代日本の軍・地域研究をめぐって」（『史潮』新77号，pp.25－46，2015年６月）
「秋季演習・大演習・特種演習─陸軍の軍事演習」（荒川章二・河西英通・坂根嘉弘・坂本悠一・原田敬一編『地
域のなかの軍隊８　基礎知識編　日本の軍隊を知る』吉川弘文館，2015年５月）
３　調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典など
吉田裕・森武麿・伊香俊哉・高岡裕之編『アジア・太平洋戦争辞典』（吉川弘文館，2015年10月）
５　学会・外部研究会発表
首都圏形成史研究会第98回例会ミニシンポジウム「『首都圏と軍隊』研究の現状と課題」コメンテーター，於：柏
市高野台会館，2015年11月28日

二　主な研究教育活動

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）
2012～2015年度
基盤研究【歴史資源開発研究】「「1968年」社会運動の資料と展示に関する総合的研究」（研究代表：荒川章二）
2015～2017年度
３　国際交流事業
2015年度笹川平和財団日中若手歴史研究者セミナー，2015年７月，於：神戸国際会館セミナーハウスほか
４　主な展示・資料活動
企画展「「1968年」─ 無数の問いの噴出の時代」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
時代考証学会運営委員（2015.4～）

四　活動報告

１．『地域のなかの軍隊　全９巻』（吉川弘文館）新刊紹介：『Jウィング』2015年11月号，『朝雲新聞』2015年９月
10日号
２．『地域のなかの軍隊８　基礎知識編　日本の軍隊を知る』吉川弘文館，2015年）新刊紹介：『赤旗』2015年８月
16日号，『世界の艦船』2015年９月号，『Jウィング』2015年８月号
３．『アジア・太平洋戦争辞典』（吉川弘文館，2015年）新刊紹介：『毎日新聞』2016年２月３日号，『読売新聞』
2015年11月８日号，『朝日新聞』2015年11月８日号，ほか多数
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Ⅶ　教員の研究・調査活動

［プロジェクト研究員］

野村　彩　NOMURA Aya　プロジェクト研究員（2014.7～）

【学歴】（カナダ）McGill大学文学部卒業，McGill大学大学院博士前期課程単位取得退学，東北大学大学院博士前
期課程修了，東洋大学大学院博士前期課程修了　【学位】修士（国際文化）東北大学大学院，2005; 修士（国際観
光学）東洋大学大学院，2015　【専門分野】Bilingualism，言語教育，観光学

●平成27年度の研究教育活動

一　研究業績

二　主な研究教育活動

３　国際交流事業
国際交流室において，企画展示「ドイツと日本を結ぶもの─日独修好150年の歴史─」の関連行事や研究交流をは
じめとした2015年度国際交流事業に従事。

三　社会活動等

四　活動報告

国際交流室において，企画展示「ドイツと日本を結ぶもの─日独修好150年の歴史─」の支援や，英語による本館
の情報発信等に従事した。

プ　のむら




