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Ⅵ 教授自己評価

　本館では，平成27年度より，教授の自己評価を行い，年報に掲載することとした。
　その目的は，歴博教授としての７年間を対象に，博物館型研究統合の実践度，外部資金の獲得，管理・運営とい
う観点から自己評価することにある。これによって特定のプロジェクトへの貢献度を評価するのではなく，また単
年度の報告である年報では把握しづらい，複数年の活動内容をまとめて見ることができる。
　今回の対象は，平成20・21（2008・2009）年４月１日付で就任した３人の教授の８年間（2008～2016年度）であ
る。
　評価項目は以下の通り。なお，自己評価の後に，平成28年度の研究調査活動を掲載。

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

●平成28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（査読あり，なしを明記）
　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・デジタル・コンテンツ開発



216

　５　学会・外部研究会発表
　６　総研大リーフレット
　７　その他（歴史系総合誌『歴博』，友の会ニュース，『本郷』など）
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（歴博や機構の運営交付金による共同・連携研究）
　　　①　歴博（基幹・基盤・開発型，国内交流事業）
　　　②　他の機関
　　　③　機構（基幹研究プロジェクト）
　２　外部資金による研究（科学研究費などの外部資金，各種補助金による研究，企業・自体体による研究）
　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，

教育プログラムなど）
三　社会活動等
　１　館外における各種委員（学会，学術会議，文化庁・学振・自治体審議委員など）
　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，新聞，雑誌など）
　４　社会連携（国内）
　　　①　刊行物（自治体など地方公共団体刊行のもの：市史，発掘調査報告書など）
　　　②　共同研究（自治体からの委託研究や産業会との共同研究）
　　　③　講演会・シンポジウム（自治体など地方公共団体主催のもの）
　　　④　デジタル・コンテンツ開発（自治体の経費で開発したもの）
　５　国際連携（日本国内で行われたものも含む）
　　　①　JICA
　　　②　国際交流基金
　　　③　その他
四　活動報告　＊任意
　１　受賞歴
　２　特別委員会委員など館長からの委嘱を受けたもの（第四期の会，30年史編集委員会など）
　３　その他（研究の目的，意義など）
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齋藤　努　SAITO Tsutomu　教授（2009.4～）
併任：総研大日本歴史研究専攻教授（2009～），生年：1961

経歴
【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。

Ⅰ　共同利用機関業績（博物館型研究統合の視点から）
１　共同研究（歴博，機構，総研大）
　　基盤研究・科学的資料分析研究「日韓青銅製品の鉛同位体比を利用した産地推定の研究」（2008～2010年度）
　　基盤研究・広領域歴史創成研究「日韓における青銅原料の産地の変遷に関する研究」（2012～2014年度）
４　成果の公開
　①　研究報告特集号

『歴史資料に対する自然科学的調査法の開発と適用に関する研究』国立歴史民俗博物館研究報告　第177集，
230頁，2012年11月

　④　シンポジウム，フォーラム，講演会
【シンポジウム】
「日本刀の素材と刀匠の技術」『第11回　考古学と中世史シンポジウム　金属の中世─資源と流通─』資料集，
pp.37-52，帝京大学文化財研究所，2013年７月６日
“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，韓国国立文化財研究所，2015年７月23日
【講演会】
「鉛同位体比に基づく産地推定分析」『自然科学と考古学の展望と課題』第61回考古学研究公開講座，pp.39-
57，韓国嶺南文化財研究院，2015年１月24日
国立歴史民俗博物館友の会・情報資料学講座「青銅器の原料と産地」，国立歴史民俗博物館ガイダンスルーム，
2014年８月８日
歴博ボランティア研修「失われた技術「大鍛治」の再現にむけて」歴博ガイダンスルーム，2016年４月18日

Ⅱ　管理・運営
　１　外部資金（科学研究費など）

萌芽研究「鍛冶職人の伝統技術を数値的に把握する方法の創設へむけた基礎研究」（2007～2009年度：課題番
号19650256）
基盤研究（B）「古代日韓における青銅器の製作および流通と原料産地の変遷に関する研究」（2009～2011年度：
課題番号21300331）
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」（2012～14年度：課題番
号24300306）

　２　管理職（館長，副館長，センター長，学科長，専攻長），運営会議メンバー
運営会議委員（2009～2015年度）

さいとう
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総研大文化科学研究科日本歴史研究専攻長（2010～2011年度）
広報連携センター長（2013～2015年度）

　３　機構
人間文化研究機構広報タスクフォース委員（2015年度）

Ⅲ　社会活動
　１　教育活動（総研大・他大学）
　　①　学位関係

指導教員　降幡順子「物性から探る古代鉛釉陶器および鉛ガラスの国内生産へ向けた技術的要件」2015年
３月取得（博士（学術））

　　②　非常勤講師
専修大学大学院文学研究科（2009年度）
専修大学大学院文学研究科（2013年度）

　２　社会活動（学会・審議委員など）
文化財保存修復学会大会プログラム作成委員（2013～2014年度）
一般財団法人日本考古学協会『日本考古学』査読委員（2013～2015年度）
日本文化財科学会第ⅩⅦ期評議員（2014～2015年度）
日本文化財科学会第ⅩⅧ期評議員（2016～2017年度）
独立行政法人国立文化財機構外部評価委員会委員（2016～2017年度）

Ⅳ　個人業績
　１　書籍（単著・共著・編著）

【単著】
『金属が語る日本史─銭貨・日本刀・鉄炮─』歴史文化ライブラリー355，吉川弘文館（単著），205頁，2012
年11月
【共著】
「東アジア青銅器と鉛同位体比」『古墳時代の考古学８　隣接科学と古墳時代研究』一瀬和夫・福永伸哉・北
條芳隆編，同成社，pp.101-108，2012年３月
「日本刀の素材と刀匠の技術」『金属の中世　資源と流通』考古学と中世史研究11，小野正敏・五味文彦・萩
原三雄編，高志書院，pp.203-230，2014年７月
「色付　─人文科学と自然科学からみた江戸時代の職人技─」『〈総合資料学〉の挑戦　異分野融合研究の最前
線』国立歴史民俗博物館編，吉川弘文館，pp.155-160，2017年３月
【編著】
『考古調査ハンドブック２　必携　考古資料の自然科学調査法』ニューサイエンス社（監修），253頁，2010年
２月

　２　論文（原著論文・総説論文，共著の場合はファーストのみ）
【原著論文】
「大鍛冶の炉内反応に関する実験的検証」『考古学と自然科学』59，pp.29-55，2009年６月（査読有）
「鉛同位体比分析による古代朝鮮半島・日本出土青銅器などの原料産地と流通に関する研究 ─韓国嶺南地域
出土・東京大学所蔵楽浪土城出土・宮内庁所蔵の資料などを中心に─」『考古学と自然科学』59，pp.57-81，
2009年６月（査読有）
「日韓青銅製品の鉛同位体比を利用した産地推定の研究」，『国立歴史民俗博物館研究報告』第158集，pp.163-
288，2010年３月（査読有）
「刀匠の継承する伝統技術の自然科学的研究」『国立歴史民俗博物館研究報告』第177集，pp.127-178，2012年
11月（査読有）
「大鍛冶の炉内反応に関する検証と実験的再現」『国立歴史民俗博物館研究報告』第177集，pp.179-229，2012
年11月（査読有）
「江戸期小判などの色揚げに関する自然科学的研究」『国立歴史民俗博物館研究報告』第183集（開館三〇周年
記念論文集Ⅱ），pp.1-51，2014年３月（査読有）
「加茂岩倉遺跡出土銅鐸の化学分析結果について」『古代文化研究』24，島根県古代文化センター，pp.1-17，
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2016年３月（査読無）
【総説論文】
「失われた技術「大鍛冶」の再現」『歴史研究の最前線12　分析科学と歴史学』齋藤 努・藤尾慎一郎編，
pp.6-38，2010年１月29日
「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25日
「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）

Ⅴ　自己評価報告書
　１　共同利用機関業績
　　①　 科研費において，韓国の国立中央博物館所蔵資料のほか，各地域の文化財調査財団などが所蔵している出

土直後の資料からサンプリングを行い，日本の資料と比較して考察した。ゲストスピーカーとして招いた
韓国研究者より，韓国内にある鉛鉱石の鉛同位体比が，中国華中～華南産や日本産のものと重なっている
場合があることが示され，今後，それらの識別を行うための表示方法などを検討していくことで合意した。
その他，島根県出土資料の鉛同位体比から，日本産原料の開始時期は，６世紀末～７世紀初まで遡る可能
性があることがわかった。

　　②　 企画展示『時代を作った技─中世の生産革命─』『大ニセモノ博覧会─贋造と模倣の文化史─』に展示プ
ロジェクト委員として関わり，日本刀の製作に使用されている技術や銭貨・小判の復元製作工程について
の研究結果を展示した。

　　③　シンポジウム，講演会においても，他分野の研究者や一般向けに，これまでの研究結果を伝えた。
　２　管理・運営業績

【日本歴史研究専攻長】
　　①　それまで総研大になかった，懲戒に関する新たな規程の案を作成した。

【広報連携センター長】
　　①　 広告代理店の導入，ウェブサイトの大幅リニューアル，佐倉市との提携，歴博振興会の協力によるオリジ

ナルグッズの作成など，より幅広い階層へ向けた広報戦略を新たに展開するとともに，地域連携をはかっ
た。

　３　社会活動
　　①　教育活動

降幡順子の指導教員として，博士論文「物性から探る古代鉛釉陶器および鉛ガラスの国内生産へ向けた技
術的要件」作成の指導にあたった。専修大学大学院において，考古学を専門とする学生などに対して文化
財科学に関する授業を担当し，関連分野の教育に貢献した。

　　②　社会活動
文化財保存修復学会，日本考古学協会，日本文化財科学会において，学会の活動に貢献した。また，国立
文化財機構の外部評価委員を務め，国立文化財研究所や国立博物館について意見を述べ，報告書を作成した。

　４　個人業績（テーマ別）
　　①　鉛同位体比分析に基づく青銅原料の産地推定

大学，博物館，研究機関，行政機関などからの依頼を含め，青銅資料や鉛釉，鉛ガラスなどの分析を行っ
た。古代において原料が山口県内からもたらされていたことは1993～1995年度に実施した共同研究によっ
て推定されていたが，2014年度に導入されたより高精度な装置を使うことで，産地をさらに絞り込むこと
が可能となった。日本産原料の開始時期は，考古遺物からみると７世紀半ばと考えられているが，鉛同位
体比分析からは６世紀末～７世紀初まで遡る可能性もある。
韓国との共同研究により，従来は中国の華中～華南産と考えられていた古墳時代の青銅資料の原料の中に，
朝鮮半島産のものも含まれているのではないかと推定された。

　　②　日本刀製作工程の数値化
刀匠が日本刀を作る時の一連の工程（卸し鉄，折り返し鍛錬，焼き入れなど）を記録する手法の一つとし
て，温度や送風量など，数値化できる部分を測定する研究を行った。卸し鉄では，鉄に対する脱炭と浸炭
というまったく逆の作用を起こすことができるが，外見上，作業手順の違いが識別できない。しかし，数
値化を図ることによって，それぞれには明確な相違があり，また職人の経験によって得られた合理的な理

さいとう
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由もあることがわかった。折り返し鍛錬は，鉄の炭素濃度によって作業の温度範囲を変えていた。焼き入
れは，沸と匂という刃文の種類に応じて，加熱温度が異なっていた。

　　③　銭貨と小判の復元製作
企画展示に伴い，現在残されている出土資料や文書，絵巻などから銭貨と小判の製作工程を推定し，実際
に復元することを試みた。銭貨のうち，和同開珎は一般的な二枚合わせの鋳型で，大泉五十は畳鋳法とい
う大量生産用の鋳型で鋳造した。小判は，棹金，延金をビスマス合金で，荒切金，小判を金銀合金で作り，
再現した色付薬を作用させることによって，金色に仕上げた。これらの復元資料はいずれも，館内外の企
画展示などに使用された。

平成28年度の研究教育活動
一　研究業績
　１　著書

「色付─人文科学と自然科学からみた江戸時代の職人技─」（国立歴史民俗博物館編『〈総合資料学〉の挑戦　
異分野融合研究の最前線』，吉川弘文館，pp.155-160，2017年３月）

　３　調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典など
「志段味大塚古墳出土資料の鉛同位体比分析結果」（『埋蔵文化財調査報告書77　志段味古墳群Ⅲ─志段味大塚
古墳の副葬品─』名古屋市教育委員会，pp.115-117，2017年３月）
「帯金具の金めっき層の分析結果」（『埋蔵文化財調査報告書77　志段味古墳群Ⅲ─-志段味大塚古墳の副葬品
─』名古屋市教育委員会，pp.118-119，2017年３月）
「出土した錫小玉と独狐杵の鉛同位体比分析結果」（『福島県立博物館紀要』31，福島県立博物館，pp.47-49，
2017年３月）

　４　展示図録・資料図録・映像・ＤＢ・デジタルコンテンツ開発
「偽金を作る─技術復元のためのレプリカ─」（企画展示『大ニセモノ博覧会─贋造と模倣の文化史─』展示
図録，pp.102-105，2015年３月10日～５月６日）

二　主な研究教育活動
　１　主な共同研究等参加状況
　　①　歴博

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
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）研究分
担者，2015～2017年度
基盤研究「建造物古材による木材科学的資料研究」（研究代表者：坂本 稔）研究分担者，2016～2018年度
機関拠点型基幹研究プロジェクト「総合資料学の創成と日本歴史文化に関する研究資源の共同利用基盤構
築」（研究代表者：西谷 大）2016～2018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　村木
二郎）研究分担者，2014～2017年度

　５　教育
ポスター「「色付」─小判を金色に変える技法─」，総研大文化フォーラム2016「異文化へ旅する，異分野を
旅する─文化科学からの招待状─」，国際日本文化研究センター，p.11，2016年12月10日

三　社会活動等
　１　館外における各種委員

独立行政法人国立文化財機構外部評価委員会委員（2016-2017年度）
日本文化財科学会第ⅩⅧ期評議員（2016-2017年度）

　２　講演・カルチャーセンターなど
「失われた技術「大鍛治」の再現にむけて」，国立歴史民俗博物歴博ボランティア研修，2016年４月18日

四　活動報告
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仁藤　敦史　NITO Atsushi　教授（2008-）
併任　総合研究大学院大学日本歴史研究専攻教授（2008-）

経歴
【学　　歴】 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），

【役　　職】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）
【そ の 他】国立歴史民俗博物館三十年史編纂委員長（2011-2014）
【学　　位】 博士（文学）（早稲田大学文学部1998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 process of Japanese ancient capital 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

Ⅰ　共同利用機関業績（博物館型研究統合の視点から）
　１　共同研究（歴博・機構・他機関）
　　①　基幹研究「古代における生産と権力とイデオロギー」副代表（2006年度-2008年度）
　成果１　【論文】「古代王権と『後期ミヤケ』」
　　　　　　（『国立歴史民俗博物館研究報告』152 ，pp.79-104，2009年３月）（査読有）
　　②　基幹研究「新しい国家像のための基礎的研究」副代表（2009年度-2011年度）
　成果１　【論文】「『日本書紀』の「任那」観－官家・日本府・調－」
　　　　　　（『国立歴史民俗博物館研究報告』179，pp.425-454，2013年11月）（査読有）
　　③　基盤研究「古代における文字文化形成過程の総合的研究」副代表（2010年度-2012年度）
　成果１　【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』194，pp.245-275，2015年３月）（査読有）
　　④　機構連携研究「人間文化研究における連携構築と社会発信に冠する方法論の考究」
　　　　（2008年度-2009年度）
　成果１　【論文】「連携構築と社会発信に冠する評価的観点からの若干の提言」
　　　　　 人間文化研究機構『人間文化研究における連携構築と社会発信に冠する方法論の考究』，2010年３月，

pp.57-61
　　⑤　機構連携研究「正倉院文書の高度情報化研究」代表（2010-2014年度）
　成果１　【編著】特集号　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』特集号　第192集，232頁，2014年12月）
　成果２　【システム公開】正倉院文書研究支援即日閲覧システム（公文編）の即日閲覧公開
　　　　　　歴博即日閲覧室において，2015年２月から来館者向けに公開
　成果３　【国際シンポジウム】「正倉院文書国際シンポジウム」2014年11月２日開催，
　　　　　　歴博大会議室，予稿集全73頁
　成果４　【 シンポジウム】「正倉院文書の高度情報化　シンポジウム」2013年１月26日開催，東大寺総合文化セ

ンター金　鐘会館，予稿集全139頁
　成果５　【国際展示公開】韓国中央博物館特別展示『文字，その以後』
　　　　　　2011年10月５日-11月27日，正倉院自在閲覧システム　ハングル版を会場で公開
　成果６　「正倉院文書研究と歴博複製事業の役割」韓国中央博物館特別展記念講演会
　　　　　　「正倉院文書の世界」，韓国中央博物館セミナー室，2011年11月４日
　成果７　【国際企画展示】展示副代表「文字がつなぐ」国立歴史民俗博物館
　　　　　　2014年10月15日-12月１日

にとう
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　　　　　　正倉院文書の世界－公文編・写経所文書編，パワーポイントによる展示
　　　　　　　正倉院文書自在閲覧システム公文編の公開
　成果８　【広報】『歴博』185号（特集　正倉院文書の過去・現在・未来）2014年
　　　　　　「正倉院文書研究と歴博複製事業の役割」pp.2-5
　成果９　【フォーラム】「正倉院文書の世界─公文と帳簿─」第95回歴博フォーラム
　　　　　　『古代東アジアの文字文化交流』歴博講堂，2014年11月
　成果10　【論文】「正倉院文書の世界─公文と帳簿─」『古代東アジアと文字文化』同成社，2016年，pp.125-149
２　国際交流プロジェクト
①　「日韓古代の国際交流をめぐる総合的研究─倭・新羅の国際交渉を中心に─」（2009-2012年度）
　　「五・六世紀の倭と新羅との交渉－多元的「交通」論の試み─」韓国慶北大国際学術大会
　　『新羅・倭の交流』報告，慶北大学校グローバルプラザ敬賀ホール，2012年12月16日，予稿集pp.201-251
②　「古代日本と朝鮮の文字文化に関する基礎的研究」（2009-2012年度）副事業主体者
　　 韓国中央博物館特別展示『文字，その以後』（2011年10月５日-11月27日）および国立慶州博物館での巡回展（2011

年11月20日-2012年２月12日）への展示協力
　　韓国中央博物館から研究員を１名受入
３　企画展示
　　企画展示「文字がつなぐ」開催，展示プロジェクト副代表，2014年10月15日-12月14日開催
　　企画展示図録『文字がつなぐ』247頁，2014年10月，執筆18-28頁
４　その他（国際シンポ，フォーラム）
①　研究報告特集号
　　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」特集号編著
　　（『国立歴史民俗博物館研究報告』特集号　第192集，232頁，2014年12月）
②　展示（総合展示・企画展示）・図録
　　韓国中央博物館企画展示「文字，その後」2011年10-11月，展示協力
　　総合展示リニューアル第一室展示プロジェクト（副室２「正倉院文書の世界」代表）
③　館蔵資料図録・目録・データベース
　　「正倉院文書複製事業」宮内庁正倉院事務所（透過光撮影・原本照合・色校・撮影）（1991年より継続）
　　正倉院文書自在閲覧システム公文編の即日閲覧による公開
　　2015年２月から来館者向けに公開
④　シンポジウム・フォーラム
　　フォーラム記録国立歴史民俗博物館編『桓武と激動の長岡京時代』山川出版社
　　（村木二郎と共編著），全235頁，2009年１月
　　 「王権の天下観─自己主張する世界─」第75回歴博フォーラム『アジアの境界を越えて』歴博新宿明治生命ホー

ル，2010年７月
　　 「正倉院文書研究と歴博複製事業の役割」韓国中央博物館特別展記念講演会「正倉院文書の世界」，韓国中央博

物館セミナー室，2011年11月９日
　　 「五・六世紀の倭と新羅の交渉─多元的交通論の試み─」『新羅と倭の交流』韓国慶北大学，2012年12月，201-

250頁，ISBN978-89-91566-23-1
　　 「正倉院文書の世界─公文と帳簿─」第95回歴博フォーラム『古代東アジアの文字文化交流』歴博講堂，2014

年11月

Ⅱ　管理・運営業績
２　管理職（副館長・センター長）・運営会議（メンバー）
　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年度）
　運営会議（2009・2011-2013年度）
４　館内各種委員の長
　知財委員会委員長（2011年度）
　国立歴史民俗博物館三十年史編纂委員長（2011-2014年度）
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Ⅲ　社会活動
１　教育活動（総研大・他大学など）
　明治大学大学大学院文学研究科兼任講師（日本史特論）（2007年度-）
　専修大学文学部非常勤講師（日本史特殊講義III）（2008-2010年度）
　専修大学大学院非常勤講師（日本史特講Ⅰ，日本史特講Ⅰ演習）（2012年度）
　東京大学文学部非常勤講師（日本史学特殊講義，夏学期）（2013・2014年度）
　専修大学大学院博士論文学位審査副査（2014年度）
２　社会活動（学会・審議委員など）
　条里制・古代都市研究会評議員（2008年度-）
　正倉院文書研究会委員（2008年度-）
　奈良県桜井市纏向学研究センター共同研究員（2012年度-）
　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-）

Ⅳ　個人業績
１　書籍
　『卑弥呼と台与』山川出版社，90頁，2009年10月
　『都はなぜ移るのか─遷都の古代史─』吉川弘文館，246頁，2011年12月
　『さかのぼり日本史⑩奈良・飛鳥　「都」がつくる古代国家』NHK出版，123頁，2012年６月
　『古代王権と支配構造』吉川弘文館，361頁，2012年３月
２　論文

【原著論文】
「宗教王としての卑弥呼」（『儀礼と権力』弥生時代の考古学７，同成社，pp.140-153，2008年５月）
「６，７世紀の宮と支配関係」（考古学研究会『考古学研究』55巻２号，pp.45-60，2008年９月）
「中臣鎌足と「大化改新」（『東アジアの古代文化』137 ，pp.25-256，2009年１月）
「卑弥呼の王権と朝貢─公孫氏政権と魏王朝─」（『国立歴史民俗博物館研究報告』151 ，pp.343-355，2009年
３月）（査読有）
「古代王権の表象─槻木・厨子・倚子─」（『家具道具室内史』 創刊号 pp.40-51，2009年５月）
「『新撰姓氏録』からみた京貫と改氏姓」（『平安京とその時代』 思文閣出版，pp.17-206，2009年12月）
「継体天皇─その系譜と歴史的位置─」（古代の人物１『日出づる国の誕生』清文堂出版，pp79-102，2009年
12月）
「孝徳期の対外関係」（『東アジアの中の韓日関係史─半島と列島の交流─』上巻，J＆C，韓国，pp.135-159. 
2010年５月）
「邪馬台国からヤマト王権へ」（『日本の対外関係１東アジア世界の成立』吉川弘文館，pp.118-140，2010年６月）
「七世紀後半の領域編成─評と大宰・総領─」（『日本歴史』748，pp.96-97，2010年９月）
「平城遷都からみた王権と都城」（東京学芸大『史海』58，pp.48-58，2011年５月）
「古代都市の成立と貧困」（『歴史学研究』886，pp.2-13，2011年11月）（査読有）
「帝紀・旧辞と王統譜の成立」（『史料としての「日本書紀」』勉誠社，pp.70-94，2011年10月）
「文字史料からみた古墳と王権」（『講座日本の考古学７古墳時代上』青木書店，pp.761-787，2011年12月）
「五・六世紀の倭と新羅の交渉─多元的交通論の試み─」（『新羅と倭の交流』韓国慶北大学，pp.201-250，
2012年12月）
「「記紀系譜」と古墳編年」（『季刊考古学』124，pp.32-35，2013年７月）
「倭国の成立と東アジア」（『岩波講座　日本歴史』１原始・古代１，岩波書店，pp.137-167，2013年11月）（査
読有）
「七世紀後半における公民制の形成過程」（『国立歴史民俗博物館研究報告』178，pp.261-280，2013年３月）（査
読有）
「「弘仁格」からみた辺要国規定」（吉村武彦編『日本古代の国家と王権・社会』塙書房，pp.179-200，2014年６月）
「広域行政区画としての大宰総領制」（『国史学』214，pp.1-35，2014年12月）（査読有）
「離宮・頓宮・行宮」（条里制・古代都市研究会編『古代の都市と条里』吉川弘文館，pp.29-41，2015年４月）

「『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，

にとう
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pp.245～275，2015年３月）（査読有）
「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）
【総説論文】
「推古朝の改革と『聖徳太子』」（『大化改新と古代国家誕生』別冊歴史読本11，新人物往来社，pp.46-50　2008
年５月）
「古代の紀伊行幸について」（『明日香風』107，飛鳥保存財団，pp.8-13，2008年７月）
「長岡京研究の意義」（国立歴史民俗博物館編『桓武と激動の長岡京時代』山川出版社，pp.32-39，2009年１月）
「五世紀以降の倭と朝鮮の国際関係」（人間文化研究機構連携展示図録『アジアの境界を越えて』国立歴史民俗
博物館，pp.186-188，2010年７月）
「通史第一巻の構想」（『歴史評論』734，pp.25-33，2011年６月）
「富本銭と和同開珎の関係」（『日本歴史』764，pp.6-9，2012年１月）
「山背遷都と「水陸之便」」（『本郷』97，吉川弘文館，pp.19-21，2012年１月）
「アジア史のなかでのヤマト王権」（『ＨＵＭＡＮ』04，平凡社，pp.24-31，2013年６月）
「日本の都城」（『アジアからみる日本都市史』山川出版社，pp.119-128，2013年３月）
「卑弥呼の外交戦略」（『さかのぼり日本史外交篇⑩飛鳥─縄文』NHK出版，pp.90-131，2013年８月）
「「邪馬台国」論争の現状と課題」（『歴史評論』769，pp.16-27，2014年５月）
「「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）
「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）

Ⅴ　自己評価
１　共同利用機関業績
　共同研究については，機構連携研究「正倉院文書の高度情報化研究」代表（2010-2014年度）が中心的なもので
ある。その成果としては，歴博が創設以来，遂行してきた正倉院文書レプリカを基礎に，デジタル化したうえで表
裏の接続状況を容易に観察できるシステムを整備し，公文については即日閲覧のシステムを開発し，公開した。約
一万点に及ぶ正倉院文書は日本古代史研究の基本資料であり，文献史学だけなく多様な学問全般にわたる貴重な歴
史情報資源の宝庫といえる。これまで豊富な内容を有する正倉院文書の情報は，保存の問題から十分には公開され
てこなかった。これを原本保管機関である宮内庁正倉院事務所の協力を得て，デジタル情報として利用できる基盤
を整備することは大きな意義を有する。古代日本の歴史資源開発は，新たな古代史像を描くことを可能とし，まさ
に国立歴史民俗博物館が目指す「博物館型研究統合」にふさわしい研究であるといえる。これらの点は「中間実績
評価結果」においても評価されている。
　さらに，韓国中央博物館企画展示「文字，その後」および企画展示「文字がつなぐ」企画展示において，その成
果を内外で公開し，報告書としては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」（『国立歴史民族博
物館研究報告』特集号192集）をまとめた。
　これ以外にも，基盤研究「古代における文字文化形成過程の総合的研究」（2010年度-2012年度），基幹研究「新
しい国家像のための基礎的研究」（2009年度-2011年度）などにおいて副代表を務めた。
　国際交流事業においても，韓国国立中央博物館や韓国慶北大学校との共同研究や展示において相互の交流に努め
た。とりわけ，韓国で広開土王碑水谷拓本および正倉院文書複製，石碑レプリカなどをはじめて公開したことは重
要な意義があったと考える。
　展示については，企画展示「文字がつなぐ」の副代表，企画展示「日本建築は特異なのか」，機構連携展示「ア
ジアの境界を越えて」，企画展示「時代を作った技─中世の生産革命─」，企画展示「歴史に見る震災」，企画展示「大
ニセモノ博覧会」など，古代史の立場から多くの企画展示に協力し，図録を執筆し，フォーラムの報告なども担当
した。総合展示リニューアル第一室展示プロジェクトにおいては，副室２正倉院文書の世界の代表および，テーマ
Ⅵ「古代国家と列島社会」，テーマⅤ「倭の前方後円墳と東アジア」の展示担当を務めている。
　また，資料製作においては，歴博への赴任以来，「正倉院文書複製事業」の中心的役割を担い，宮内庁正倉院事
務所での透過光撮影・原本照合・色校・撮影などに従事し，二百巻以上の複製を完成させている。
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２　管理・運営
　管理運営面については，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を二年間勤め，並行して国
立歴史民俗博物館三十年史編纂委員長を拝命し，「三十年史」を完成させたことが中心的なものとなる。専攻長と
しては，入試広報に力を入れ，十名前後の志望者増に結びつけ，優秀な人材の発掘につとめ，二年間で五人の入学
者を確保した点，日本歴史研究専攻が中心となった歴博フォーラムの開催，『文化科学研究』編集長としての紙面
改革，などに尽力した。『三十年史』については，短期での編纂であることから年報との有機的な関係を維持し，
企画展ポスターの収集など資料の収集保全にも努力した。2014年度からは人事委員を継続している。
　教育・社会活動については，明治大学・専修大学の大学院，東京大学・専修大学の学部の講義を担当し，条里制・
古代都市研究会および正倉院文書研究会では学会の委員を続けており，奈良県桜井市や島根県の古代学研究の共同
研究として協力している。総研大においては講義・集中講義Ｂ（長崎・高知）および，学位論文の主査（柏木善治
氏2013年提出）や副査（４名）を担当した。
　社会活動においては，「さかのぼり日本史」「英雄たちの選択」などＮＨKの歴史番組の制作に協力し，博物館で
インタビューを受けた。さらに，中学校歴史教科書の分担執筆や朝日新聞奈良版への古代記事連載など，社会活動
に協力するなど，歴博の知名度アップに微力ながら貢献した。
　外部資金の獲得については，分担研究者として四つの科研に参加した。基盤研究（Ｂ）「古代における文字文化
形成過程の総合的研究」（代表平川南，2010-2014年度）においては『日本書紀』編纂史料としての百済三書の基礎
的考察をおこない，同「中世を作った技術－生産からみる時代史」（代表村木二郎，2011-2013年度）では鋳造技術
者の国家的編成は他の分野の技術者の編成と異なることを考察，同「日本古代における官衙機構の成立と展開」（代
表林部均，2012-2015年度）では東国論における伊豆国の成立要因を検討した。また，東京大学史料編纂所特定共
同研究「正倉院文書に関する史料学情報の研究資源化連携」（代表山口英男，2010-2011年度）では共同研究員とし
て文字列を中心とした正倉院文書データベースの開発に協力した。今後も基盤Bにおいて館蔵資料を活用した，理
系的な分析を含む古代荘園について研究を引き続き申請する予定である。
３　個人業績（テーマ別）
　個人研究のテーマは，まず都城制論においては，「平城遷都からみた王権と都城」「６，７世紀の宮と支配関係」
などの論考を基礎として，『都はなぜ移るのか─遷都の古代史─』，『さかのぼり日本史⑩奈良・飛鳥「都」がつく
る古代国家』の二冊の著作により，七世紀から平安初期に至る都城の歴史の概観をすることができた。また「古代
都市の成立と貧困」では「都城は都市なのか」という古くからの命題に対して，分業論の観点から政治都市として
都城を位置づける議論を行った。「『新撰姓氏録』からみた京貫と改氏姓」では，奈良期から改氏姓とセットで京に
本籍地を移動させる京貫が存在したこと，「古代王権の表象─槻木・厨子・倚子─」では，槻木や高御座が王権に
おいて象徴的な意味を有していたことを論じた。
　王権論については，『卑弥呼と台与』と『古代王権と支配構造』の二冊をまとめることができた。
大きな論点としては，卑弥呼段階の王権の性格，対外関係における王権と多元的交流の実態，七世以前の支配制度
の解明などが大きなテーマとなっている。卑弥呼段階の王権の性格については，「倭国の成立と東アジア」「邪馬台
国からヤマト王権へ」「卑弥呼の王権と朝貢─公孫氏政権と魏王朝─」「宗教王としての卑弥呼」などの論考により
深化させ，古代の王権と対外関係については，「『日本書紀』編纂史料としての百済三書」「『日本書紀』の「任那」
観─官家・日本府・調─」「孝徳期の対外関係」などで論じた。さらに韓国慶北大やソウル市立百済漢城博物館で
の国際シンポにも参加した。七世以前の支配制度の解明については，「広域行政区画としての大宰総領制」「七世紀
後半における公民制の形成過程」「文字史料からみた古墳と王権」「帝紀・旧辞と王統譜の成立」「古代王権と『後
期ミヤケ』」などの論考で深化させた。
　なお，学会誌からの書評依頼やシンポのコメントなどについては積極的に受け入れており，『史学雑誌』『日本史
研究』『歴史学研究』などに発表している。また，『日本歴史』における座談会「古代女帝研究の論点の現在」にお
いて，「女帝中継ぎ論」の問題点を指摘した。

●平成28年度の研究教育活動
一　研究業績
　１　著書

【監修】『学習まんが日本の歴史』２・３・４（監修）集英社，全各191頁，2016年10月
　２　論文

「卑弥呼の「共立」と魏王朝・公孫氏政権」「公孫氏政権とは何か」「朝貢・冊封体制という支配制度」「『魏志』
東 夷伝序に書かれていること」古代史シンポジウム「発見・検証　日本の古代」編集委員会編『纏向発見と

にとう
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邪馬台国の全貌─卑弥呼と三角縁神獣鏡─』2016年７月，pp.92-119，pp.136-139，pp.140-141，pp.142-143
「欽明期の王権と出雲」『出雲古代史研究』26，2016年７月，pp.1-39
「近肖古王と七支刀」『百済近肖古王と石村洞古墳群』漢城百済博物館学術叢書，漢城百済博物館， 2016年10月，
pp.153-166（日本語），pp.169-180（ハングル語）
「美濃行幸と養老改元」『美夫君志』93，2016年12月pp.1-15
「王統譜の成立と陵墓」今尾文昭・高木博志編『世界遺産と天皇陵古墳を問う』，思文閣出版，2017年１月，
pp.87-108

　３　調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典など
【書評】「書評　遠藤みどり著『日本古代の女帝と譲位』」『女性史学』26号，2016年７月，pp.109-114

　５　学会・外部研究会発表
「近肖古王と七支刀」ソウル市立百済漢城博物館国際シンポ『百済近肖古王と王陵群』，韓国ソウル市立百済
漢城博物館，招待発表，2016年６月３日
「美濃行幸と養老改元」美夫君志会，中京大学，招待研究発表，2016年７月２日
「倭国における政治空間の成立─都市と王権儀礼─」唐代史研究会夏季シンポジウム，箱根強羅，2016年８月
23日
「倭屯田の成立と国譲り神話の転換」主催大神神社第五回三輪山セミナーイン東京，有楽町よみうりホール，
2016年８月20日
「『日本霊異記』にみる他界観─黄泉の国から地獄への転換─」日文研共同研究『説話文学と歴史史料の間に』」，
日文研，2016年９月10日
「鼎談「日文研問題」をめぐって」（宮地正人・井上章一氏と），日文研，2016年９月11日
「古代出雲とヤマト王権」島根県・島根県教育委員会主催『出雲国風土記シンポジウム』大阪松下ＩMＰホー
ル，2016年９月19日
「コメント」日本史研究会大会全体会シンポジウム「日本古代の国家と戦争」立命館大学茨城キャンパス，
2016年10月８日

　７　【その他】
「古代の富士山と信仰」『日本史の研究』695，山川出版社，2016年６月，pp.34-42
「聖徳太子編」奈良文化財研究所編『飛鳥むかしむかし飛鳥誕生編』朝日選書949，朝日新聞出版，2016年８月，
pp.87-102
「倭屯田の成立と国譲り神話の転換─画期としての欽明朝─」大神神社『大美和』132，2017年１月，pp.22-
33
「コメント」日本史研究会大会全体会シンポジウム「日本古代の国家と戦争」『日本史研究』654，2017年２月，
pp.64-70

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
　①　歴博

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－」（2015～2017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～
2016年度）
基盤研究「日本列島社会の歴史とジェンダー」（2016～2018年度）
基幹研究「中世文書の様式と機能および国際比較と活用に関する研究」（2016～2018年度）

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）
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（10月原本撮影），続々修十二秩第八巻を撮影
前年撮影分続々修十二秩第四・五・七巻を製作
特集展示「『延喜式』ってなに！？」（第２展示室）（会期2016年８月23日～ ９月19日）展示プロジェクト委員
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歴博フォーラム「『延喜式』ってなに！？」（司会），歴博講堂，2016年９月17日
歴博歴博フォーラム「東国社会とヤマト王権」（報告），『金鈴塚古墳のかがやき』，歴博講堂，2016年11月26日
第四回博学連携フォーラム「学校と歴博をつなぐ実践報告会」（趣旨説明），歴博講堂，2017年１月28日
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
企画展示「世界史の中の古墳文化」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）
学習院大学大学院文学研究科非常勤講師（日本史特殊研究）
総研大学位審査委員（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
島根県古代文化センター企画運営委員

２　講演・カルチャーセンターなど
「邪馬台国から初期ヤマト王権へ─狗奴国の動向を中心に─」埼玉県立歴史と民俗の博物館友の会講演会，埼
玉県立歴史と民俗の博物館講堂，2016年４月16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４月17日，５月８日，
６月12日，７月10日
「会員のための第一展示室ギャラリートーク（正倉院文書の世界）」歴博振興会，歴博第一展示室副室，2016
年５月９日
「奈良・平安時代の集落の成立と展開─下総国戸籍と墨書土器を中心に読み解く─」
八千代市立郷土博物館講演会，八千代市立郷土博物館講堂，2016年５月15日
「推古天皇と皇極（斉明）天皇」『天皇歴代から紐解く古代史』前編⑤，朝日カルチャーセンター横浜，ルミ
ネ横浜，2016年７月８日
「邪馬台国はどこか」『論争の考古学』①，朝日カルチャーセンター新宿，新宿住友ビル，2016年７月13日
「天武天皇・持統天皇」『天皇歴代から紐解く古代史』後編①，朝日カルチャーセンター横浜，ルミネ横浜，
2016年７月22日
「美濃行幸と養老改元」，古代を学ぶ会，中野区勤労福祉会館，2016年７月29日
「聖徳太子と斑鳩宮─推古期における古代王権の段階─」『シリーズ法隆寺』朝日カルチャーセンター新宿，
新宿住友ビル，2016年８月17日
「正倉院文書入門」トンボの眼講座「入門・正倉院文書解説講座」第一回，豊島区民センター，2016年８月28
日
「倭国のなかの邪馬台国─中国の世界観とのかかわり─」横浜市栄区古代史セミナ－講演会，横浜市栄区地球
市民かながわプラザ，2016年９月21日
「卑弥呼以後の王権─ヤマト王権との連続性の可能性─」『古代国家の成立過程』①，朝日カルチャーセンター
横浜，ルミネ横浜，2016年10月５日
「天智期における外交－敗北と唐・新羅との和平交渉－」トンボの眼講座「白村江敗戦後の東アジア情　勢と
倭国」（田中俊明氏との対談・講演），品川区立中小企業センター・大会議室 2016年10月15日
「入門解説奈良時代史概説」全五回，トンボの眼講座，豊島区民センター，2016年10月26日，12月７日，１月
４日，２月８日，３月８日
「卑弥呼「共立」と魏・公孫氏政権－邪馬台国論の時間と空間─」トンボの眼「魏志東夷伝の世界I －魏・公
孫氏・邪馬台国の世界─」（東潮氏との対談・講演），豊島区民センター，2016年12月11日
「邪馬台国論争の現在」朝日カルチャーセンター立川，立川ルミネ，2016年12月14日
「倭人伝里程記事の解釈と公孫氏・魏王朝との交渉」東アジアの古代文化を考える会例会，豊島区民センター，
2017年１月８日

にとう
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「邪馬台国論の現在」全三回，朝日カルチャーセンター新宿，新宿住友ビル，2017年２月２日，３月２日・９
日

３　マスコミ
新聞「仁藤敦史『女帝の世紀』」（東京新聞書評欄，掲載日二〇一六年四月二十四日）

四　活動報告
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Ⅵ　教授自己評価

藤尾　慎一郎　FUJIO Shin’ichiro　副館長・研究総主幹（2013.4～2017.3），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

経歴
【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）

【役　　職】研究推進センター長併任（2011～2012），副館長・研究総主幹併任（2013～2016）
【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
【受 賞 歴】なし

Ⅰ　共同利用機関業績（博物館型研究統合の視点から）
　１　共同研究（歴博・機構・他機関）
　　①　基幹研究
　　　基幹研究「新しい古代像樹立のための総合的研究」（総括代表），2009～2011年度
　　　　ブランチ（２）「農耕社会の成立と展開」研究代表者，2009～2011年度
　　　　成果１　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
　　　　成果２　2014年度企画展「弥生ってなに？！」開催（展示代表者）
　　　　成果３　総合展示第１室テーマⅢ「水田稲作のはじまり」2019年第１四半期展示開設予定
　　　　成果４　 編著『弥生時代ってどんな時代だったのか？』国立歴史民俗博物館研究叢書１，172頁，朝倉書店，

2017年３月20日
　　② 　科学研究費基盤研究Ｂ研究代表者「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」（2012

～2014年度）
　　　　成果１　報告「韓国林堂古墳群出土人骨の炭素14年代測定」嶺南文化財研究院
　　　　成果２　報告「韓国大邱佳川洞古墳群出土人骨の炭素14年代測定」嶺南文化財研究院
　　　　成果３　報告「韓国新文里遺跡出土試料の炭素14年代測定」東亜細亜文化財研究院
　　　　成果４　報告「韓国釜山市温泉洞遺跡出土木材の年代学的調査」釜山市博物館
　　　　成果５　 発表「礼安里古墳群出土三国時代人骨の年代調査」ほか　第99回釜山考古学研究会研究発表会　

2012年３月24日（藤尾・坂本稔・山田康弘・李昌煕発表）
　　　　成果６　 発表「韓国と日本─農耕の始まりと展開を探る─」（財）東亜細亜文化財研究院設立10周年記念

国際学術シンポジウム『考古学からみた東亜細亜の文物』金海，韓国，2015年11月18日
　　　　成果７　発表「（財）嶺南文化財研究院開設20周年記念シンポジウム」
　　　　成果８　 『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』日本学術振興会補助金基盤研究

Ｂ成果報告書，152頁，2016年３月
　　③　基幹研究
　　　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─」（総括代表），2015～2018年度
　　　　成果１　ニューズレター No.1～３
　２　国際交流プロジェクト
　　①　「 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」（2010～2015年度）研究代表者　釜山大

学校博物館（2012年から３年間，科研型）
　　②　「 日韓における弥生～古墳時代の考古・分析科学的総合研究」東亜細亜文化財研究院（2012～2017年度），

嶺南文化財研究院，嶺南大学校博物館（いずれも科研型）
　３　企画展示
　　　 2014年度企画展「弥生ってなに？！」開催（展示代表者）。企画展示図録『弥生ってなに？！』128頁，2014

ふじお
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年７月
　４　成果の公開
　　①　研究報告特集号
　　　『 縄文・弥生集落遺跡の集成的研究』国立歴史民俗博物館研究報告第149集，371頁，2009年３月（准教授時

代の2005～2007年に研究代表者として実施した基盤研究の成果報告書。教授昇任後刊行）
　　　『 『三国志』魏書東夷伝の国際環境』国立歴史民俗博物館研究報告第151集，343頁，2009年３月（准教授時

代の2005～2007年に東潮を研究代表者として実施した基盤研究を副代表として支えたものの成果報告書
が，教授昇任後に刊行）

　　②　展示（総合展示・企画展示）・図録
　　　　企画展「弥生ってなに？！」（展示代表者），2012～2014年度，2014年７～９月開催
　　　　総合展示第１室原始古代　展示代表者，2012～2017年度
　　③　館蔵資料図録，目録，データベース
　　　「縄文・弥生集落遺跡データベース」25,444件.①の准教授時代に実施した基盤研究の成果物.2012年度
　　④　シンポジウム，フォーラム，講演会
　　　【国際シンポジウム】
　　　「 韓国と日本－農耕の始まりと展開を探る－」（財）東亜細亜文化財研究院設立10周年記念国際学術シンポ

ジウム『考古学からみた東亜細亜の文物』金海，韓国，2015年11月18日
　　　【講演会】
　　　「 文明の「はじまり」─日本における農耕の起源─」（『「はじまり」シンポジウム』）総合研究大学院大学，

神奈川，2015年11月26日
　　　「弥生文化とはなにか」古代を考える会，埼玉，2014年１月15日
　　　「弥生文化とはなにか」日本学士会記念講演，学士会館，東京，2014年２月20日

Ⅱ　管理・運営業績
　１　外部資金

科学研究費基盤研究Ｂ研究代表者「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」（2011～
2013年度）

　２　管理職（歴博副館長・センター長，総研大学科長・専攻長），運営会議メンバー
研究推進センター長（2011-2012），副館長・研究総主幹（2013-2016），運営会議（2010-2016）

　３　機構
教育研究評議会委員（2013～2016），在外資料調査研究委員会委員（2014～2016）

　４　館内各種委員の長
研究報告編集委員長（2008-2009），歴史系総合誌『歴博』編集長，知財委員会委員長，副館長所管会議議長，
室長

Ⅲ　社会活動
　１　教育活動（総研大・他大学）
　　①　学位関係

指導教員　李昌煕「環朝鮮海峡における粘土帯土器の実年代─金属器交流の解釈をめぐる前提として─」
2010年９月取得
主査　田中義昭「弥生時代集落跡の研究」2012年３月取得
主査　藤原 哲「弥生時代と古墳時代の軍事組織と社会」2016年３月取得
指導教員　近藤 玲（在学中）

　　②　非常勤講師
専修大学（2011）東京学芸大学（2011），放送大学（2014-2016）

　２　社会活動（学会，審議委員など）
日本考古学協会機関誌編集委員，考古学研究会全国委員，日本学術会議連携委員（2014～），史跡加曽利貝
塚報告書編集部会委員（2015-2018），たたら研究会関東委員（2014～）
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Ⅵ　教授自己評価

Ⅳ　個人業績
１　書籍（単著・共著・編著）

【単著】
『新弥生時代』吉川歴史文化ライブラリー329，271頁，東京：吉川弘文館，2011年10月
『弥生文化像の新構築』275頁，東京：吉川弘文館，2013年５月
『弥生時代の歴史』250頁，講談社現代新書2330，東京：講談社，2015年８月
【編著】
設楽博己・藤尾慎一郎・松木武彦『儀礼と権力』弥生時代の考古学7，232頁，2008年５月
設楽博己・藤尾慎一郎・松木武彦『集落からよむ弥生社会』弥生時代の考古学8，266頁，2008年９月
設楽博己・藤尾慎一郎・松木武彦『弥生文化誕生』弥生時代の考古学2，226頁，2009年１月
設楽博己・藤尾慎一郎・松木武彦『弥生社会のハードウェア』弥生時代の考古学6，254頁，2009年４月
設楽博己・藤尾慎一郎・松木武彦『食糧の獲得と生産』弥生時代の考古学5，248頁，2009年９月
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，2009年12月
設楽博己・藤尾慎一郎・松木武彦『多様化する弥生文化』弥生時代の考古学3，254頁，2011年５月
設楽博己・藤尾慎一郎・松木武彦『古墳時代への胎動』弥生時代の考古学4，228頁，2011年８月
設楽博己・藤尾慎一郎・松木武彦『弥生研究のあゆみと行方』弥生時代の考古学9，248頁，2011年11月
藤尾慎一郎『弥生時代ってどんな時代だったのか？』国立歴史民俗博物館研究叢書１，172頁，朝倉書店，
2017年３月

２　論文（原著論文・総説論文）
【原著論文】
「弥生開始期の集団関係─古河内潟沿岸の場合─」（『国立歴史民俗博物館研究報告』第152集，pp.373-400．
2009年３月）（査読有）
「較正年代を用いた弥生集落論」（『国立歴史民俗博物館研究報告』第149集，pp.135-161，2009年３月）（査読
有）
「弥生文化の輪郭」（『開館30周年記念論文集１』国立歴史民俗博物館研究報告第178集，pp.85-120，2013年３
月）（査読有）
「弥生鉄史観の見直し」（『農耕社会の成立と展開』国立歴史民俗博物館研究報告第185集，pp.155-182，2014
年２月）（査読有）
「西日本の弥生稲作開始年代」（『開館30周年記念論文集２』国立歴史民俗博物館研究報告第183集，pp.113-
144，2014年３月）（査読有）
【総説論文】
「日韓青銅器文化の実年代」（『東アジア青銅器の系譜』新弥生時代のはじまり第３巻，pp.138-147，雄山閣，
2008年５月）
「総論　　縄文から弥生へ・弥生前史」（『弥生文化誕生』弥生時代の考古学２，pp.3-16，同成社，2009年１月）
「板付Ⅰ式を創ろうとした村，創れた村，創れなかった集団」（『弥生文化誕生』弥生時代の考古学２，
pp.105-113，同成社，2009年１月）
：今村峯雄と共著「炭素14年の記録から見た自然環境変動-弥生文化成立期-」（『弥生文化誕生』弥生時代の考
古学２，pp.47-58，同成社，2009年１月）
「弥生時代の実年代」（『新弥生時代のはじまり』第４巻，pp.9–54，雄山閣，2009年３月）
「弥生文化の輪郭─時間・地域・年代論─」（『弥生文化の輪郭』弥生時代の考古学１，pp.2-20 ，同成社，
2009年12月）
「バルト海沿岸の農耕化と弥生文化─エルテベーレ文化を中心に─」（『弥生文化の輪郭』弥生時代の考古学１，
pp. 89-111 ，同成社，2009年12月）
山口欧志と共著「日本の歴史空間を読む─弥生時代─」（宇野隆夫編『ユーラシア古代都市・集落の歴史空間
を読む』，pp.21-41，勉誠出版，2010年３月）
松木武彦と共著「稲・鉄史観成立の検証と研究の行方」『弥生研究のあゆみと行方』弥生時代の考古学９，
pp.3-14（全体は23頁まで，同成社，2011年11月）
「弥生鉄史観の検証と行方」（『弥生研究のあゆみと行方』弥生時代の考古学９，pp.117-132，同成社，2011年
11月）
「弥生・古墳時代の鉄」（『HUMAN』vol.04─巨大古墳と王権─，pp.106-110，平凡社，2013年６月）

ふじお
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「新しい弥生時代像の構築」（『學士會会報』pp.4-15，2014年７月））
「日本における農耕の起源」（『「はじまり」を探る』，pp.141-154，東京大学出版会，2014年９月）
「テーマ47：学会誌はどうあるべきか」（『考古学研究会60周年記念誌　考古学研究60の論点』pp.27-28，考古
学研究会）（査読付き）
「弥生文化範囲論の射程　」（『季刊考古学』第138号，pp.51-54，雄山閣，2017年２月１日）査読なし
「金属器との出会い」（『弥生時代ってどんな時代だったのか？』国立歴史民俗博物館研究叢書１，pp59-87，
朝倉書店，2017年３月20日）

Ⅴ　自己評価報告書
１　共同利用機関業績

①　 准教授時代に新たに確立した弥生長期編年に基づく弥生時代観の見直し作業を，基幹研究（「新しい古代像
樹立のための総合的研究」（総括代表），2009～2011年度）のブランチ（２）（「農耕社会の成立と展開」研究
代表者）において，2009～2011年度の３年間で行った。その成果は，まず論文集という形で，2014年３月に
『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）として刊行。2014年７月からは
企画展示「弥生ってなに？！」を展示代表者としてとして開催することで，展示図録（『弥生ってなに？！』
128頁，2014年７月）を刊行するとともに一般市民にも公開した。また第185集を一般市民や学生向けに朝倉
書店から『弥生時代って，どんな時代だったのか？』国立歴史民俗博物館研究叢書１として2017年３月に刊
行した。現在は，2019年開設予定の総合展示第１室大テーマⅢ「水田稲作のはじまり」に反映するべく準備
を進めている。

②　 弥生時代観の見直し作業は，古墳時代観の見直しとも無関係ではない。特に古墳時代を理解する上で重要な
韓国三国時代については，韓国側と日本側とで年代観の食い違いが見られることから，歴博でも杉山晋作教
授の時代から釜山大学校博物館との間ですりあわせを目的とした国際シンポジウムを行ってきた。そこで，
2010年度から釜山大学校博物館との間で，年代観のすりあわせを行う目的で国際交流事業「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」（2010～2015年度）研究代表者」を立ち上げ，韓国の資料を
対象としたＡＭＳ－炭素14年代測定を行うべく準備を始めた。さいわい2012年度に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」（2012～2014年度）が採択されたことから，外
部資金を使った年代測定を３年間行ってきた。その成果報告は，2016年３月に『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』として印刷物とDVDを刊行した。

　また，科研採択中には，（財）東亜細亜文化財研究院（2012～2017年度），（財）嶺南文化財研究院，嶺南大学
校博物館（「日韓における弥生～古墳時代の考古・分析科学的総合研究」との間でも国際学術交流協定を代表者
として結び，外部資金を利用した分析を続けてきたので，これも含めて研究報告誌上で成果を公開する予定であ
る。

２　管理・運営業績
【研究推進センター長】

①　 研究推進センター長（2011～2012）として，３ブランチからなる基幹研究「震災と博物館活動・歴史叙述に
関する総合的研究」（総括代表・荒川章二：2012～2015），「古代列島世界の歴史像の再構築」（総括代表・林
部均：2012～2014）を立ち上げるべく基盤整備を行った。

②　 歴博の基盤研究の研究費は１本あたり300万円の予算で行われていたが，２本だけ，１千万以上の経費で運
営されていた基盤研究がある。法人化以前に四つの研究部が存在していた頃から特定研究経費で行われてい
た民俗研究系と情報資料研究系の基盤研究である。歴史研究系と考古研究系は特定研究経費廃止に伴い，そ
れまで行ってきたデータベースの構築を，外部資金を含む別途予算で行うこととしたが，民俗・情報資料研
究系は種々の事情からしばらく共同研究経費で実施することが館内合意されてきたという経緯がある。しか
し法人化後の運営交付金削減に伴う予算逼迫を受け，高額の共同研究についても改善に迫られていた。そこ
で，テーマにかかわらず毎年必要な経費，たとえば，過去に撮影したアナログデータのディジタル化や分析
機器のメンテナンス費と，共同研究経費を分けることとし，前者を研究部共通経費２として別途確保するこ
とを財務課と協議の上，実施した。

③　30周年記念論文の刊行に向けての基盤整備を行った。
【副館長・研究総主幹】

①　 国際交流Ｂ（中・近世もの資料）とＣ（近現代移動と定住）の公募要項案を決定し，2014年度と2015年度に
公募を行い，2015年度に採用することができた。各系から定員を一人差しだした上での公募だったので難航
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が予想されたが，人事委員会主催の勉強会を行うことによって丁寧な説明に努めた結果，無事に実現にこぎ
着けることができた。

②　 運営会議から実施を迫られていた平成26年４月１日付のテーマ別教員配置案に伴い，４つの系に属さない国
際交流Ａ・Ｂ・Ｃの准教授を，適切に館内委員に選抜できるようにするため，館内すべての委員を選ぶため
の選出母体を新たに策定した。その結果，一つの母体を10人前後とする，環境・国際交流，近・現代・民俗，
博物館資源・分析化学，前近代という４つの母体をつくり，2015年度の各種委員会の委員選びから適用した。
ただし，人事委員だけは，運営会議メンバーの選出と併せて2018年度から適用する予定である。

③　 規定上に定められていなかった採用・候補者選考委員会の規定を，人事委員会規程の中に位置づけ，あわせ
て，懲戒処分の項目を追加した。その結果，名称を教授（准教授）候補者選考委員会に改めた。さらに，候
補者選考委員会の審査結果を人事委員会が審議の上，館長に報告する方法に改めた。

④　 教授の採用方法の整理を行い，これまでの公募，内部昇任に加えて，外部招へいを条件付きで認め，制度化
した。さらに平成30年度４月１日付で，准教授から教授への内部昇任基準を改めることとした。

⑤　内部昇任による教授採用について，43歳条項に基づく内部昇任を２名行った。
⑥　 2012年以来の懸案だった教授評価を実施すべく，実施要領案を作成し，2008年４月に教授に昇任した３名と

2009年度に昇任した３名について，2016年度と2017年度に教授評価を実施した。
⑦　 障害者手帳を有する教員に対するサポートとして，2014年下半期には研究部共通経費を用いた補助業務を，

2015年度から総務課人事係技術補佐員（週２回）によるサポート体制を確立した。また2016年度からは総研
大所管会議にも広げることとした。

⑧　 2007年度研究年報を最後に掲載していなかった「教員の研究・調査活動」について，研究推進センター長と
相談の上，2014年度版研究年報より復活。過去５年間の主要業績をカテゴリー別に掲載することとした。ま
た2015年度版研究年報からは，研究者になってからの主要業績５つを自身で選択し，掲載することとした。

【外部資金】
　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」（2012～2014年度）が採
択され，国際交流事業の分析費をまかなうことができた。
３　社会活動

①　 教育活動　専修大学の大学院・学部，東京学芸大学の学部・大学院共通の講義を依頼され，弥生時代観の見
直しに関する講義を行った。また指導教員として総研大日本歴史専攻初の外国人（韓国）１名と，社会人学
生１名に課程博士学位を取得させた。また主査として論文博士１名を取得させた。

②　 社会活動　日本考古学協会機関誌『日本考古学』の編集委員。日本学術会議連携委員として，日本考古学の
発展に微力ながら貢献した。

③　 弥生時代概説書の刊行　2008年から東京大学設楽博己教授，岡山大学松木武彦教授とともに，同成社版『弥
生時代の考古学』全９巻の編集作業を行い，弥生長期編年に基づいた初の概説書を刊行した。

４　個人業績（テーマ別）
①　弥生長期編年の確立と弥生時代観の見直し

　准教授時代に確立した弥生長期編年にもとづき，紀元前10世紀に水田稲作が始まるとすれば，これまでの弥
生時代の考え方はどのように変わるのか，という点について，まず一般向けに『新弥生時代』吉川歴史文化ラ
イブラリー329，271頁，東京：吉川弘文館，2011年10月を刊行。その後専門家向けに，『弥生文化像の新構築』
275頁，東京：吉川弘文館，2013年５月を刊行した。主な論点は以下の４点である。
　これまで縄文人は水田稲作を始めてわずか千年で古代国家を成立させるという，世界でもまれにみる「古代
化」を達成したと考えられてきた。しかし，弥生長期編年に基づけば，農業の開始から古代国家の成立まで
1700年かかっていることになるので，世界史的に見てもそれほど早い「古代化」とはいえないことを明らかに
した。
　急激な「古代化」を支えてきた証拠の一つに鉄器問題がある。農業の開始と同時に鉄器が使われるようになっ
た世界で唯一の地域と考えられてきた日本だったが，弥生長期編年の結果，農業が始まって600年たたないと
鉄器が出現しないことがわかった。つまり弥生時代1200年間の内の半分は石器だけの時代だったことになる。
　農業の開始は急激な人口増加をもたらしたという従来の考え方に対し，弥生長期編年のもとでは，弥生早・
前期・中期前半を中心に，九州北部においては土器一型式の存続幅が，これまで考えられてきた30～50年から
急激に長くなり，なかには170年もの間に及ぶ土器型式が出てくることになる。先史社会の人口推論の根拠は
同時に存在していた住居の数であるし，同時に存在していた根拠となるのは同じ土器型式の住居かどうかとい
う点である。土器型式の存続幅が30～50年であれば，同時に存在していた可能性は高まるが，50年を超えると，
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竪穴住居の柱の耐久年数が20年と考えられている現状では，当然，数回の建て替えを経ていることになる。す
なわち，同じ土器型式の住居だからといって同時に存在していたとはいえなくなるのである。
　したがって，これまでの人口推定を支えていた同時併存住居の数は，累積結果である可能性が高まってきた
のである。こうなると実際よりも多くの人間が住んでいたことになりかねないので，これまでの集落論の方法
論を見直す必要があることを提唱した。
　また水田稲作を行っていればすべて弥生文化であるという従来の考え方に対して，生業だけで文化を決める
のではなく，社会面や祭祀面も含めて総合的に判断するべきではないかという問題提起を行った。　その結果，
環壕集落もない，弥生祭祀の痕跡も見られない利根川以北の水田稲作文化を，弥生文化の地域性ととるのか，
別の文化とみるのか，という「弥生ってなに？！」という論争へと発展し，現在も議論が続いている。2014年
にはこういう観点で企画展示「弥生ってなに？！」も実施し，学会だけの話ではなく，広く一般にも普遍化す
るテーマを試みた。
　最後に，弥生長期編年初の弥生時代概説書となる『弥生時代の歴史』講談社現代新書を2015年８月20日に刊
行した。

●平成28年度の研究教育活動
一　研究業績

１　著書
編著『弥生時代ってどんな時代だったのか？』朝倉書店，172頁，2017年３月20日

２　論文
単著論文「金属器との出会い」，『弥生時代ってどんな時代だったのか？』朝倉書店，pp.59-87，2017年３月
20日
単著論文「弥生文化の範囲」，『季刊考古学』第138号，雄山閣，pp.51-54，2017年２月１日）

５　学会・外部研究会発表
「東北の弥生文化をどう見るのか」（ 弥生時代研究会シンポジウム『仙台平野に弥生文化はなかったのか─
藤尾慎一郎氏の新説講演と意見交換─』予稿集pp.28-42，仙台，2016年11月19日）（招待・特別講演）
「The interaction between Garden Culture People and Farmer」（T06Q: THE INTERACITON 
BETWEEN HUNTER-GATHERERS AND FARMERS， INTERACIONS BETWEEN PREHISTORIC 
HUNTER-GATHERERS AND NEIGHBORS IN ASIA， ８TH WORLD ARCHAEOLOGICAL CONGRESS， 
Kyoto，2016年８月29日）
「数値年代から見る弥生文化観」（池上曽根遺跡史跡指定40周年記念シンポジウム『巨大環濠集落の実像─
弥生研究と史跡活用のこれから─』，pp.41-50，大阪府和泉市，2016年12月18日）

７　その他
「序章　弥生時代とはどんな時代だったのか」，『弥生時代ってどんな時代だったのか？』朝倉書店，pp.1-
8，2017年３月20日
「コラム　弥生文化と貝塚後期文化」，『弥生時代ってどんな時代だったのか？』朝倉書店，pp.137-146，
2017年３月20日
「史跡を尋ねて─前書き─」，『學士會会報』第922号，学士会，pp.105-109，2016年11月30日

二　主な研究教育活動
　１　主な共同研究等参加状況
　　①　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,（2015～2017年度）ニューズレターを３巻，発行し，国立歴史民俗博物館のＨＰと個人
のＦＢにアップした。
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─」（研究代表者 松木武彦）共同研究員,（2015～2017年度）

　　②　他の機関
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）
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
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代表者 ジョン・アートル）ゲストスピーカー，「歴史になった縄文・弥生時代の展示─相対年代から数値年
代へ─」，６月25日，民博。

　　③　機構
ネットワーク型基幹研究プロジェクト 地域研究推進事業　北東アジア地域研究（国立民族学博物館拠点）
⑴ 　韓国慶南昌原に所在する（財）ウリ文化財研究院が所蔵する金海市退來里遺跡出土三国時代の建物の柱

材のサンプリングを行い，炭素14年代測定と酸素同位体比測定のための試料を作成した（藤尾，高田，箱
﨑）。12月21日～23日

⑵ 　韓国釜山福泉洞博物館で開催中の特別展「木器展」を観覧し，サンプリング調査の参考資料とした。６
月７～９日。

　３　国際交流事業
（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）
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）
国立釜山大学校博物館学術交流の締結（研究代表者　藤尾慎一郎）総合展示第１室新構築に展示する資料の
展示協力，研究者の相互交流に関する交流協定を締結した。

　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
総合展示第１室稲と倭人，代表者，５月９日に閉室後，資料の撤去を実施した。

　５　教育
総研大日本歴史研究専攻　藤原 哲「時代と古墳時代の軍事組織と社会」本審査主査，８月
博士（文学）授与　９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
「数値年代から見る弥生文化観」（池上曽根遺跡史跡指定40周年記念シンポジウム『巨大環濠集落の実像─
弥生研究と史跡活用のこれから─』，pp41-50，大阪府和泉市，2016年12月18日）
「数値年代時代の弥生時代」石川県野々市市埋蔵文化財講演会，2017年２月18日，野々市市公会堂
「弥生時代の歴史」探美会講演会，２月22日，銀座
「数値年代からみる弥生文化観」，平成28年度第４回印旛地区文化財行政担当者連絡協議会研修会，３月２日，
八街市保健センター
「弥生文化はなかった？」事業構想大学院大学講演会，表参道キャンパス，３月９日
朝日カルチャーセンター千葉　上半期６回「弥生時代の歴史」，千葉市三井ガーデンホテル千葉
朝日カルチャーセンター千葉　下半期６回「弥生文化の真実」，千葉市三井ガーデンホテル千葉

　３　マスコミ
風景2016「弥生開始紀元前10世紀」の震源─藤尾慎一郎さん，国立歴史民俗博物館副館長，読売新聞夕刊５
面，10月８日

四　活動報告

　３　その他
　⑴　 『日本考古学年報67（2014年度版）』に，2014年に開催した企画展「弥生ってなに？！」が「縄文時代研究

の動向」「弥生時代研究の動向」のところで取り上げられた。５月25日刊行
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