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Ⅵ 教員の研究・調査活動

【凡例】
●基礎情報

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

・　著書（単著・共著・編著・監修）
・　論文
・　調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典など
・　展示図録・資料図録・映像・ＤＢ
・　学会・外部研究会発表
・　総研大リーフレット
・　その他
●2017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
　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界との共同研究）
　　　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
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四　活動報告

　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　研究・調査プロジェクト報告
　４　その他（研究の目的，意義など）＊任意
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Ⅵ　教員の研究・調査活動

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】久留島浩編『シリーズ近世の身分的周縁５　支配をささえる人々』272頁，吉川弘文館，2000年９月
２．【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
３．【編著】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
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』354頁　※同名の報告書刊行：UM BOOKS，
2004年12月）

●2017年度の研究教育活動

一　研究業績

２　論文
　　 講演要旨「ミュージアムと未来をつくる─ミュージアムの果たす役割と可能性─」久留島浩，Newsletter【噴

火湾文化】第12号，伊達市噴火湾文化研究所，pp.3-5，2018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
　　 「『韓・中・日　書体特別展』開会にあたって」久留島浩，ハングル博物館展示図録，分担執筆（２頁），2017

年９月
５　学会・外部研究会発表
　　 講演：「地域社会の歴史・文化・自然資源を自分たちのものに」，第４回全国史料ネット研究交流集会，ノー

トルダム清心女子大学，2018年１月20日

二　主な研究教育活動

１　主な共同研究等参加状況
　②　他の機関
　　 東京大学史料編纂所「ヴァチカン図書館所蔵マリオ・マレガ氏蒐集史料の総合的研究」（研究代表者：松井洋子）

特定共同研究研究員，2016～2018年度
２　外部資金による研究
　　 科学研究費基盤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：神

戸大学　奥村弘）研究分担者，2014～2018年度
　　 科学研究費基盤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：千葉大学　

趙景達）研究分担者，2014～2017年度
　　 科学研究費基盤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・幌別・室蘭・白老の比較史」

（研究代表:早稲田大学　檜皮瑞樹）研究分担者，2015～2017年度

くるしま
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　　 科学研究費基盤C「明治初年武家の北海道移住に関するアーカイブズの復元的研究」（研究代表：国文学研究
資料館　三野行徳）研究分担者，2016～2018年度

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貨幣博物館諮問委員，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，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運営指導協議委員，日本遺産北総四都市江戸紀行活用協議会委員，ICOM京都大会
2019組織委員会監事

２　講演・カルチャーセンターなど
　　 パネル・ディスカッション：「ＩＣＯＭ京都大会に向けて」，国際博物館の日　記念シンポジウム，京都国立

博物館，2017年５月21日
　　 「ミュージアムと未来をつくる」だて歴史文化ミュージアム スタートアップ講演会，だて歴史の杜カルチャー

センターあけぼの，2017年７月９日
　　 「地域の歴史を自分たちのものへ─学校と博物館・自治体史編さん─」第５回地域史惣寄合，鎌ヶ谷市中央公

民館，2017年７月29日
　　 解説会「『江戸図屏風』をよむ」，東京国際空港ターミナル株式会社，羽田空港国際線ターミナル，2017年10月

25日
　　 講演（招待）：“THE BACKGROUND TO JAPAN’S MODERNIZATION ～ What made the Meiji Restoration 

possible?”，Kelvingrove Art Gallery and Museum，Glasgow，2017年12月10日
　　 「『周縁的身分の人々』から江戸時代を考える」，国立歴史民俗博物館友の会　館長特別講演会，国立歴史民俗

博物館，2018年２月３日
　　 「在外日本関連資料調査の現状と課題─シーボルト・コレクションを中心に」，千葉県日独協会2018年新春講

演会，船橋市中央公民館，2018年２月10日
３　マスコミ
　　台湾文化新聞WEBニュース「地震帯上的共同體」特展回顧（2017年６月27日）
　　京都新聞（７面）ソフィア京都新聞文化会議「未来志向の博物館を求めて」（2017年12月15日）
４　社会連携
　　③　講演会・シンポジウム
　　　 「村から見た近世の八千代」，市制施行50周年記念事業「八千代三万年の足跡」，八千代市郷土資料館，2017

年10月15日
　　　「歴博を100倍楽しむ方法」，佐倉市民カレッジ，国立歴史民俗博物館，2017年12月５日

四　活動報告

３　研究・調査プロジェクト報告
　　 当初予定していた資料群を閲覧するための時間が，ほとんど取れなかったので，まとめて撮影することにした。

そのため，接写も可能なカメラを購入し，今後，内閣文庫所蔵の明治中期の士族復籍関係資料を撮影する予定
にしている。

　　 その代わり，これまでにマイクロフィルムで撮影していたが，フィルム自体が痛んでいた「合浦の珠」をデジ
タル化することにした。本資料は，1841年の三方領知替反対一揆の基本的資料であるが，藩の武士と村落上層
部との交渉過程を把握することで，武士身分に上昇する階層の意識やありかたについて，検討することができ
た。同時に，明治期以降に士族になることができなかった者たちをピックアップすることで，逆に移行期にお
いていかなる存在が士族になるのか，検討できそうである。

　　 明治中期以降に「武士」が「再発見」される過程については，十分に分析できなかったので，今後の課題とし
たい。ただし，明治初年に亘理伊達氏が主従とともに北海道に移住したのち，西南戦争や日清戦争に従軍する
なかで，「士族」身分を獲得（復権）するべく起こした訴願運動については，その概要を検討することができた。
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Ⅵ　教員の研究・調査活動

［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
時統制などの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

●2017年度の研究教育活動

一　研究業績

５　学会・外部研究会発表
　　口頭発表：書評１，経営史学会西日本部会９月例会，福岡大学，2017年９月２日
７　その他
　　 「商いと交流」，国立歴史民俗博物館編『わくわく探検！　れきはく日本の歴史５』吉川弘文館，pp.10-11，

2018年３月10日
　　 「近代化のなかの職人」，国立歴史民俗博物館編『わくわく探検！　れきはく日本の歴史５』吉川弘文館，

pp.12-13，2018年３月10日
　　 「ダムで変わる村」，国立歴史民俗博物館編『わくわく探検！　れきはく日本の歴史５』吉川弘文館，pp.66-

67，2018年３月10日
　　 「近代化を支えた産業の現在」，国立歴史民俗博物館編『わくわく探検！　れきはく日本の歴史５』吉川弘文館，

pp.68-69，2018年３月10日
　　 「変わっていく家族のすがた」，国立歴史民俗博物館編『わくわく探検！　れきはく日本の歴史５』吉川弘文館，

pp.72-73，2018年３月10日
　　 「理想の身体」，国立歴史民俗博物館編『わくわく探検！　れきはく日本の歴史５』吉川弘文館，pp.74-75，

2018年３月10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

あおき
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　　 基盤研究「歴史・民俗研究の資源としての映像の制作・保存・共有と歴博型プラットフォームの構築」（研究
代表者：内田順子）　共同研究員，2016～2018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「ニッポンおみやげ博物誌」（展示代表者：川村清志）副代表
　　館蔵資料コンディション調査統括

三　社会活動等

１　館外における各種委員
　　歴史地理学会評議員
３　マスコミ
　　「ダム開発で地域格差拡大」，読売新聞　石川版朝刊，読売新聞社，p.30，2017年10月13日

四　活動報告

３　研究・調査プロジェクト報告
　　 今年度はケガのために長距離の出張があまりできなかった。このため，日本学術振興会で新たに採択された科

学研究費基盤研究Ｃ「1930～1960年代における化粧文化の実態」（代表：青木隆浩）や基盤研究Ｂ「醸造業に
よる農村工業化と和食文化の形成に関する地域比較研究」では，東京都内とその隣県での資料調査や，企業Ｐ
Ｒ誌，調査報告書，参考図書の収集とその整理など，体への負担の少ない作業を中心に研究を進めた。

青山　宏夫　AOYAMA Hiro’o　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～）

【学歴】京都大学文学部史学科（1980年３月卒業），京都大学大学院文学研究科修士課程地理学専攻（1983年３月
修了），京都大学大学院文学研究科博士後期課程地理学専攻（1983年９月中途退学）
【職歴】東京都立大学理学部助手（1983.10～1988.3），新潟大学人文学部講師（1988.4～1990.3），新潟大学人文学
部助教授（1990.4～1998.3），国立歴史民俗博物館歴史研究部助教授（1998.4～2004.3），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（1999.4～2004.3），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
物館研究部助教授（2004.4～2007.3），国立大学法人総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻助教授併
任（2004.4～2007.3），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准教授（2007.4～
2008.3），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准教授併任（2007.4～2008.3），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教授（2008.4～），国立大学法人総合研究大学院大
学文化科学研究科日本歴史研究専攻教授併任（2008.4～），研究推進センター長（2009.4～2011.3），副館長・研究
総主幹（2011.4～2013.3），副館長（2014.4～2017.3）
【学位】京都大学博士（文学）【専門分野】歴史地理学【主な研究テーマ】中世日本における景観の歴史地理学的
研究，地理的知識の形成と変遷に関する地図史的研究【所属学会】人文地理学会，日本地理学会，歴史地理学会，
史学研究会

●主要業績

１．【単著】『前近代地図の空間と知』校倉書房，口絵４p＋426頁，2007年３月
２． 【単著】『日本海とその周辺諸地域の地理的知識の形成と日本海の呼称に関する研究』新潟大学，142頁，1997

年３月
３． 【編著】『オランダ・ドイツに所在するシーボルト関係地図資料─ライデン・ミュンヘン・ブランデンシュタイ

ン城を中心に─』国立歴史民俗博物館，97頁，2016年３月
４． 【単著】「シーボルトが手に入れた日本図と日本の地理情報」『地図』56巻１号，日本地図学会，pp.24-39，

2018年３月（査読有）
５．【編著】歴博企画展示図録『風景の記録─写真資料を考える─』国立歴史民俗博物館，155頁，2011年11月
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Ⅵ　教員の研究・調査活動

●2017年度の研究教育活動

一　研究業績

１　著書
　　国立歴史民俗博物館編『シーボルトコレクションから考える』，国立歴史民俗博物館，2018年３月（共著）
　　分担部分「The map of Japan and geographical data obtained by Siebold」pp.191-209（単著）
２　論文
　　「シーボルトが手に入れた日本図と日本の地理情報」『地図』56巻１号，pp.24-39，2018年３月（査読有）
　　「シーボルトが手に入れた日本の地理情報」『月刊みんぱく』475号，pp.6-7，2017年８月
５　学会・外部研究会発表
　　 「地図空間と地理思想」第九屆臺灣古文書與歷史研究國際學術研討會 The ９th International Conference on 

Taiwanese Historical Documents and History，台湾・逢甲大学，2017年10月14日（招待・基調講演）
　　「近世日本における坤輿万国全図の広がり」史学研究会大会，京都大学，2017年11月２日（招待講演）
　　発表要旨：『史林』101巻１号，pp.293-295，2018年１月
　　 「地名『カリヤド』を歩く─一つの新たな地名資料のために─」人文地理学会歴史地理研究部会，明治大学，

2017年11月18日．発表要旨：『人文地理』70巻１号，人文地理学会，pp155-156，2018年３月
７　その他
　　「地図にみる日本海認識の形成」『歴博』202号，p.15，2017年５月
　　 「江戸時代の世界地図」『わくわく！探検れきはく　日本の歴史３　近世』国立歴史民俗博物館編，吉川弘文館，

pp.66-67，2017年10月
　　 「伊能忠敬の日本地図」『わくわく！探検れきはく　日本の歴史３　近世』国立歴史民俗博物館編，吉川弘文館，

pp.68-69，2017年10月
　　 「古い地図や写真から，土地の物語を読み解く」『ラジオ深夜便』211号，NHKサービスセンター，pp.16-

24，2018年２月

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「北と南からみた古代の列島社会─列島諸地域の交流・形成と環境変動」2016年度～
　　　展示プロジェクト「シーボルトの見せたかった日本」
　③　機構
　　　 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」2016年度～
２　外部資金による研究
　　科学研究費基盤研究（C）「坤輿万国全図と国民的教養の基盤形成」（研究代表者）2016～2018年度
４　主な展示・資料活動
　　国立歴史民俗博物館総合展示第２室「東国と西国」「民衆の生活と文化」「大航海時代の中の日本」展示担当者
　　国立歴史民俗博物館総合展示第３室「近世日本へのアプローチ」「絵図・地図にみる近世」展示担当者
　　国立歴史民俗博物館国際企画展示「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
　　高崎経済大学地域政策学部非常勤講師「博物館資料論」
　　総合研究大学院大学「歴史環境論」「画像資料論」
　　国立歴史民俗博物館ボランティア研修「ファルク地球儀について」2017年11月20日

三　社会活動等

１　館外における各種委員
　　歴史地理学会常任委員（編集委員長）・評議員，史学研究会評議員
３　マスコミ
　　「地図と写真で歴史が分かる」『ラジオ深夜便』NHKラジオ（第１，FM），2017年10月19日放送

四　活動報告

３　研究・調査プロジェクト報告

あおやま
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　　 課題名：歴史景観に関する研究。群馬県，山梨県，愛知県，鹿児島県等の図書館・公文書館等において，地名・
伝承・歴史景観等に関する資料を収集するとともに，現地調査を実施した。その成果の一部は，人文地理学会
歴史地理研究部会（11月18日　明治大学）において，「地名『カリヤド』を歩く─一つの新しい地名資料のた
めに─」として発表し，その要旨を『人文地理』（70巻１号，2018年３月）に執筆した。また，成果の一部を
論文としてとりまとめるための作業を進めた。同論文は，『景観史と歴史地理学』に収録されて吉川弘文館よ
り2018年４月に刊行予定である。

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），早稲田大学文学学術院非
常勤講師（2014～2016年度）
【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】「「1968」大学闘争が問うたものー日大闘争の事例に即して」，『大原社会問題研究所雑誌』698，法政大

学出版局，pp.1-24，2016年12月

●2017年度の研究教育活動

一　研究業績

２　論文
　　 「近現代山口県の人的ネットワーク─県外県人団体を中心として─」『山口県史研究』26号，山口県，pp.83-

112，2018年３月31日
４　展示図録・資料図録・映像・ＤＢ・デジタルコンテンツ開発
　　 共編著：荒川章二・原山浩介 企画展示図録『「1968年」─無数の問いの噴出の時代─』228頁，国立歴史民俗

博物館，2017年10月11日
５　学会・外部研究会発表
　　 口頭発表「東アジアにおける地震史と植民地時代史」国立台北芸術大学主催，国立台湾歴史博物館共催：フォー

ラム「負歴史遺産，當代歴史意識與博物館」，国立台湾歴史博物館，台湾，2017年７月14日
７　その他
　　「戦後史における「1968年」」総合誌『歴博』205号，国立歴史民俗博物館，pp.15-18，2017年11月30日
　　 書評／小林啓治著『総力戦体制の正体』，『歴史評論』808号，一般財団法人歴史科学協議会，pp.81-86，2017

年８月１日
　　 書評／吉田律人著『軍隊の対内的機能と関東大震災─明治・大正期の災害出動─』659号，『日本史研究』，日

本史研究会，pp.63-68，2017年７月20日
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Ⅵ　教員の研究・調査活動

　　 書評／山田朗著『昭和天皇の戦争─「昭和天皇実録」に残されたこと・消されたこと』，『季論21』37号，本の
泉社，季論21編集委員会，pp.203-206，2017年７月20日

　　 書評／山田朗著『近代日本軍事力の研究』『日本歴史』829号，日本歴史学会，吉川弘文館，pp.111-113，2017
年６月１日

　　口絵および解説，『日本歴史』834号，日本歴史学会，吉川弘文館，2017年11月１日
　　 「歴史への招待状　「1968年」─無数の問いの噴出の時代」総合誌『歴博』204号，国立歴史民俗博物館，

pp.24-25，2017年９月30日
　　 教科書：成田龍一，原田敬一，荒川章二，大串潤児，石居人也，武井弘一，川島敏郎，豊田文雄，児玉祥一，

矢野慎一，中田稔，本杉宏志『新日本史A　新訂版』192頁，実教出版，2018年１月25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
　　 データベース科学研究費「1960年代以降の学生運動と大学改革に関するデータベース」（東京大学文書館デジ

タフアーカイブズ作成委員会：委員長吉見俊哉），2016-2017年度
３　国際交流事業
　　 「国立台湾歴史博物館「地震帯上的共同體：歴史中的臺日震災特別展」によせて─国際協力の台日震災史共同

展示として─」，『地震帯上の共同体　歴史の中の日台震災』，国立台湾歴史博物館，pp.5-8，台湾，2017年10
月

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
　　平成29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）
５　教育
　　総合研究大学院大学　博士論文審査委員（主査）
　　歴史民俗資料館等専門職員研修会，施設見学「企画展示」，国立歴史民俗博物館，2017年11月14日

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）

２　講演・カルチャーセンターなど
　　「戦後社会運動の中の「1968年」」，第107回歴博フォーラム，国立歴史民俗博物館，2017年10月21日
　　 「全共闘とは何だったのか─歴博所蔵資料から見える世界─」，第404回歴博講演会，国立歴史民俗博物館，

2017年11月11日
４　社会連携
　③　講演会・シンポジウム
　　　 「現代山口県の人的ネットワーク─県外県人団体を中心として─」，第26回山口県史講演会，山口県教育会

館ホール，2017年11月18日

四　活動報告

３　研究・調査プロジェクト報告
　　・ 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）に関しては，資料公開に向けた追

加作業として，主に個人情報保護の観点から，リストの総合的な点検を実施した。
　　・ 「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：

あらかわ
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原山浩介）に関しては，「国立台湾歴史博物館「地震帯上的共同體：歴史中的臺日震災特別展」に対して，
関東大震災関係資料借用（台湾での展示利用）の仲介，援助をおこなった。また，2017年７月14，15日両日
に実施された国立台北芸術大学主催，国立台湾歴史博物館共催：フォーラム「負歴史遺産，當代歴史意識與
博物館」（於：国立台湾歴史博物館）において，口頭発表「東アジアにおける地震史と植民地時代史」をお
こなった。

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】https://
www.rekihaku.ac.jp/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．【著書】荒木和憲『対馬宗氏の中世史』（吉川弘文館，289頁，2017年）
３． 【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）
４．【論文】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）
５． 【論文】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）

●2017年度の研究教育活動

一　研究業績

２　論文
　　「中世前期の対馬と貿易陶磁」『貿易陶磁研究』37号，日本貿易陶磁研究会編，pp.3-26，2017年９月
　　 「粉粧粉青沙器の日本への流通経路に関する一試論」『海洋文化財』10号，pp.99-144，2017年11月，韓国（査

読有）
３　調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典など
　　 「（資料紹介）長崎県立対馬歴史民俗資料館蔵「諸船長サ方深サ書附」」『国立歴史民俗博物館研究報告』209号，

pp.189-217，2018年３月23日
４　展示図録・資料図録・映像・ＤＢ・デジタル・コンテンツ開発
　　「館蔵中世古文書データベース」リニューアル
５　学会・外部研究会発表
　　「15-16世紀の韓日関係」東北アジア歴史財団セミナー，ソウル，2017年11月，韓国語
７　その他
　　「中世対馬の地形と海上交通路」『本郷』129号，pp.8-10，2017年５月
　　 「中世対馬史研究の現在と未来」『対馬─遺宝にみる交流の足跡─』，九州国立博物館・対馬市編，pp.92-95，

2017年８月
　　「海上交通史から国際交流史を描く」総合誌『歴博』202号，pp.26-27，2017年５月30日
　　「長崎唐人屋敷」総合誌『歴博』203号，pp.20-23，2017年７月30日

二　主な研究教育活動

１　主な共同研究等参加状況
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Ⅵ　教員の研究・調査活動

　①　歴博
　　　基幹研究「中世日本の国際交流における海上交通に関する研究」（研究代表者，2016～2018年度）
　　　 基幹研究「中世日本の地域社会における武家領主支配の研究」（研究代表者：田中大喜，2016～2018年度，

共同研究員）
　　　 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」（研究代表者：小島道裕，2016～

2018年度，共同研究員）
　　　 基盤研究「近世近代転換期東アジア国際関係史の再検討」（研究代表者：福岡万里子，2016～2018年度，研

究副代表者）
　　　 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～

2017年度，共同研究員）
　③　機構
　　　 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，共同研究員）
　　　 ネットワーク型基幹研究プロジェクト「ハーグ国立文書館所蔵平戸オランダ商館文書の調査研究・活用」（研

究代表者：国際日本文化研究センター クレインス・フレデリック， 2016～2021年度， 共同研究員）
　　　 若手研究者海外派遣プログラム「17世紀前半の日本と朝鮮との交流史に関する歴史文化資料の調査研究」

（2017年９月11日～11月23日，韓国・江原大学校）
２　外部資金による研究
　　 基盤研究（B）「中世日本の東アジア交流史に関する史料の集成的研究と研究資源化」（研究代表者，2016～

2020年度）
　　 基盤研究（B）「東アジア三国（日中韓）関係史料の研究資源共有化と実践的交流の研究」（研究代表者：東京

大学史料編纂所 榎原雅治，2016～2019年度，研究分担者）
　　 基盤研究（A）「高精度同位体比分析装置を用いた古代日本における青銅器原料の産地と採鉱状況の研究」（研

究代表者：齋藤努，2017～2020年度，研究分担者）
　　 箕堂韓国研究基金（財団法人韓日文化交流基金）「17世紀前半の韓日交流史に関する歴史文化資料の調査研究」

（2017年度）
３　国際交流事業
　　韓国・国立文化財研究所との相互交流事業（事業副主体者）
５　教育
　　立教大学文学部 兼任講師
　　韓国・全北大学校人文大学史学科 特別講義（韓国語）

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（2012年度～）
　　福岡市史編集委員会中世専門部会 専門委員（2008年度～）
　　韓国・江原史学会 編集委員（2017年度～）
２　講演・カルチャーセンターなど
　　「〈国境の島〉対馬の中世」歴博友の会　歴史学講座，国立歴史民俗博物館講堂，2017年６月
　　「朝鮮前期の韓日関係」財団法人韓日文化交流基金　韓日文化講座，2017年11月，韓国
　　「中世日本の国際交流─船舶・航海の視点から─」歴博講演会，国立歴史民俗博物館講堂，2018年１月13日
３　マスコミ
　　「宗家」「宗義智」「柳川調信」，雑誌『週刊ビジュアル戦国王』85号，p.6，pp19-22，23-24，2018年２月20日

四　活動報告

３　研究・調査プロジェクト報告
　　 首里・那覇図に関する研究会（於・那覇市歴史博物館）に参加した。その成果として，豊見山和行・藤田励夫・

外間政明・真栄平房昭編『琉球船と首里那覇を描いた絵画史料の研究』（2018年度科研費・研究成果公開促進
費採択済）を分担執筆した。執筆内容は絵画史料に描かれた琉球船に関する論説・解説であり，基幹研究「中
世日本の国際交流における海上交通に関する研究」と密接に関連する成果である。その他，中世日朝交流史に

あらき
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関連する論文２編を公表した。

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．【論文】「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．【論文】「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． 【論文】「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． 【共編著】『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
５．【編著】『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

●2017年度の研究教育活動

一　研究業績

１　著書
　　編著「「時代の流れと切れ目」国立歴史民俗博物館編，歴史系総合誌『歴博』205，2017年11月20日
　　編著『東アジアにおける倭世界の実態』国立歴史民俗博物館研究報告211集，2018年３月30日
２　論文
　　「古墳時代における鏡の分配と保有」国立歴史民俗博物館研究報告211集，pp.79-110，2018年３月30日
　　 「三角縁神獣鏡にうつる東アジア世界と古墳時代」東松山市教育委員会編『三角縁神獣鏡と３～４世紀の東松

山』六一書房，pp.29-42，2017年５月31日
４　展示図録・資料図録・映像・ＤＢ・デジタル・コンテンツ開発
　　編著：2017年度企画展『世界の眼でみる古墳文化』展示図録
５　学会・外部研究会発表
　　「鏡・耳飾」福井市天神山古墳群再考シンポジウム，2017年12月９日
７　その他
　　「<黒塚古墳>古墳のふるさと」『學士會報』第九二六号，pp.103-110，2017年９月１日
　　 「古墳副葬鏡の意義」2017年度秋季特別展「黒塚古墳のすべて」東京講演会資料集，pp.17-20，2017年10月21

日
　　「日本海と鉄」国立歴史民俗博物館編，歴史系総合誌『歴博』203，p.6，2017年５月30日
　　「王朝世界の拡大と縮小」国立歴史民俗博物館編，歴史系総合誌『歴博』204，p.10，2017年９月20日
　　 「中国古代の墓をめぐる意識」国立歴史民俗博物館編，歴史系総合誌『歴博』206，pp.20-23，2018年１月30

日
　　 「鏡・耳飾」，天神山古墳群研究会編『福井市天神山古墳群再考シンポジウム資料集』，1-39-45，2017年12月

９日　
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Ⅵ　教員の研究・調査活動

二　主な研究教育活動

１　主な共同研究等参加状況
　①　歴博
　　　 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）
　　　 国内交流事業「金鈴塚古墳出土資料に基づく古墳時代後期社会の研究とその成果公開」事業代表者（2016～

2018年度）
　③　機構
　　　 機構間連携・異分野連携研究プロジェクト「負ミュオンによる考古資料の非破壊内部元素組成分析」（歴博

側研究代表：齋藤努）共同研究員（2017年度）
２　外部資金による研究
　　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（2013～2017年度）
　　 基盤研究（B）「林業遺産の保存と持続的な活用による林業教育・地域づくりの可能性」研究分担者（2016～

2019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
　　企画展示「世界の眼でみる古墳文化」展示プロジェクト委員・副代表
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「文化遺産学Ａ・Ｂ」「芸術文化ゼミⅠ」
　　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・木更津市史編集部会員
２　講演・カルチャーセンターなど
　　「古墳時代の東アジア」一般財団法人歴史民俗博物館振興会友の会講演，2017年10月６日
　　 「古墳副葬鏡の意義」「黒塚古墳のすべて」奈良県立橿原考古学研究所付属博物館2017年度秋季特別展東京講

演会，2017年10月14日
　　「鏡の文様を考える」平成29年度考古学ゼミナール（考古学連続講座）2017年10月21日
４　社会連携
　②　共同研究
　　　・金鈴塚古墳研究会　木更津市郷土博物館金のすず主催
　　　・入西石塚古墳研究会　坂戸市教育委員会主催
　　　・馬場平古墳出土資料に関する調査指導　浜松市文化財課主催

四　活動報告

３　研究・調査プロジェクト報告
　　 中国をはじめとする出土資料の集成情報及びそれと関連した検討を進めた。その成果の一環は，12月に開催さ

れた「福井市天神山古墳群再考シンポジウム」の報告や，３月に開幕した企画展示「世界の眼でみる古墳文化」
に反映して示した。

４　その他
　　 今年度は，共同研究「東アジアにおける倭世界の実態」及び科研費基盤研究（B）「武装具の集積現象と古墳

時代中期社会の特質」の研究成果集約と成果公開と，企画展示「世界の眼でみる古墳文化」の構築を中心に研
究活動を展開した。共同研究は2015年度の終了課題であり，当館研究報告特集号を刊行することにより情報発
信につとめた。３月に開幕した企画展示「世界の眼でみる古墳文化」は，これらの成果公開の一環でもある。
総合誌歴博では，時代区分論をより平易な視点で描きだし，総合展示構築の情報発信の一端を果たそうと試み
た。　　

うえの
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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）
５．【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

●2017年度の研究教育活動

一　研究業績

１　著書
　　 共編著：国立歴史民俗博物館・松田睦彦・松尾恒一・内田順子編『れきはく日本の歴史 ５ 民俗』吉川弘文館，

2018年３月10日
４　展示図録・資料図録・映像・ＤＢ・デジタル・コンテンツ開発
　　映像作品「九州大学 米軍機ファントム墜落事件（短縮版）」国立歴史民俗博物館，2017年
　　映像作品「日大闘争（短縮版）」国立歴史民俗博物館，2017年
　　音声作品：小笠原小夜，高橋 真依子，内田順子「アイヌ語カード」国立歴史民俗博物館，2018年
７　その他
　　 監修：国立歴史民俗博物館，内田順子 関沢まゆみ『古い道具と昔のくらし事典　住まいの道具と衣類』株式

会社　金の星社，2018年２月
　　 監修：国立歴史民俗博物館，内田順子 関沢まゆみ『古い道具と昔のくらし事典　台所と食卓の道具』株式会 

社　金の星社，2018年３月

二　主な研究教育活動

１　主な共同研究等参加状況
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Ⅵ　教員の研究・調査活動

　①　歴博
　　　 「歴史・民俗研究の資源としての映像の制作・保存・共有と歴博型プラットフォームの構築」（2016～2018

年度）研究代表者
　　　「北と南からみた古代の列島社会～列島諸地域の交流・形成と環境変動～」（2016～2018年度）共同研究者
　　　「地域における歴史文化研究拠点の構築」（2016～2018年度）共同研究者
２　外部資金による研究
　　科研基盤研究C「民謡現地調査録音資料のアーカイブ化と公開活用の方法」（2017～2019年度）研究分担者
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
　　平成29年度企画展示「1968年」，国立歴史民俗博物館，展示プロジェクト委員
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
　　 市村幸夫，岩鼻通明，内田順子，三上喜孝「山形民俗映像フォーラム・黒川能（王祇祭）1954年/2006年」山

形美術館，2017年10月９日

四　活動報告

３　研究・調査プロジェクト報告
　　 2017年６月，平取町字二風谷で開催された「マンロー先生を偲ぶ会」に参加し，海外在住のマンローの遺族の

インターネットを介した参加に協力したほか，同会関係者・平取町立二風谷アイヌ文化博物館関係者とマンロー
関係資料のデータベース公開について打ち合わせをした。

　　 2017年10月，カナダ歴史博物館から研究者２名を招聘し，北海道および大阪等の博物館・美術館で，アイヌ民
族およびカナダ先住民に関する展示の調査を実施した。

　　 2018年３月，沖縄県立芸術大学で行われた科研「民謡現地調査録音資料のアーカイブ化と公開活用の方法」の
研究会に研究分担者として参加し，歴博の民謡データベースについて報告した。

大久保　純一　OKUBO Jun’ichi　教授（2008.4～）
併任：総研大日本歴史研究専攻教授（2008～），生年：1959

【学歴】東京大学文学部第二類（史学）美術史学専修課程（1982年卒業），東京大学大学院人文科学研究科美術史
学専攻修士課程（1984年修了）
【職歴】名古屋大学文学部助手（1985），東京国立博物館研究員（1987），跡見学園女子大学文学部助教授（1995），
国立歴史民俗博物館情報資料研究部助教授（2000），総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻助教授
併任（2001），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部助教授（2004），大学共同利用機
関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部准教授（2007），総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史
研究専攻准教授併任（2008），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部教授（2008），総
合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻教授併任（2008），博物館資源センター長併任（2009～2010），
副館長併任（2012～2013）
【学位】文学博士（東京大学）（2006年取得）【専門分野】日本近世絵画史【主な研究テーマ】浮世絵，江戸後期の
風景表現【所属学会】美術史学会，国際浮世絵学会【研究目的・研究状況】浮世絵を江戸時代絵画史および出版文
化史の中に位置づけて考察することと，西欧的風景表現の受容について考察している。

●主要業績

１．【著書】大久保純一『広重と浮世絵風景画』317頁，東京大学出版会，2007年４月
２．【著書】大久保純一『浮世絵出版論　大量生産・消費される〈美術〉』226頁，吉川弘文館，2013年４月

おおくぼ
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３．【概説書】大久保純一『千変万化に描く　北斎の冨嶽三十六景』127頁，小学館，2005年９月
４．【概説書】大久保純一『カラー版　浮世絵』（岩波新書），196頁，岩波書店，2008年11月
５．【概説書】大久保純一『カラー版　北斎』（岩波新書），194頁，岩波書店，2012年５月

●2017年度の研究教育活動

一　研究業績

２　論文
　　 「江戸末期の風刺画に見る妖怪表現」，国立歴史民俗博物館編『歴史研究と〈総合資料学〉』pp.126-147，2018

年３月１日
　　 「シーボルト収集絵画に見るリアリズム」国立歴史民俗博物館，pp.77-85，2018年３月
　　 「Naturalism in the Paintings Collected by Siebold: Focusing on Paintings and of Landscapes」『シーボルト・

コレクションから考える』国立歴史民俗博物館，pp.83-90，2018年３月
５　学会・外部研究会発表
　　 「肉筆浮世絵の見方─美人画の主題・技法・美意識─」2017年度ビューティサイエンス学会大会，青山学院大

学，2017年７月８日
　　 「北斎風景画の空間構造」　「北斎─富士を超えて─」開催記念日英シンポジウム（国際浮世絵学会・あべの

ハルカス美術館共催）　あべのハルカス，2017年10月８日
７　その他
　　「広重の名所絵の秘密」，『学士会会報』924，学士会，pp.70-74，2017年５月１日
　　「歌川国貞の画業」『別冊太陽　国貞の春画』平凡社，pp.178-185，2018年２月25日

二　主な研究教育活動

１　主な共同研究等参加状況
　③　機構
　　　 「ヨーロッパにおける19世紀日本関連在外資料調査研究・活用─日本文化発信にむけた国際連携のモデル構

築─」，2016年度～
３　国際交流事業
　　イギリス・ウエールズ国立博物館における，日本の歴史展示構築のための調査研究（代表）
４　主な展示・資料活動
　　特集展示「江戸のグルメ案内」展示プロジェクト代表
　　企画展示「よみがえれ！シーボルトの日本博物館」（代表：日高 薫）副代表

三　社会活動等

１　館外における各種委員
　　 佐倉市美術館運営委員，太田記念美術館浮世絵研究助成選考委員，「鳴門の渦潮」世界遺産登録学術調査検討

委員会委員，国際浮世絵学会常任理事，平木浮世絵財団評議員
２　講演・カルチャーセンターなど
　　「歌川広重の名所絵」平成29年度連続講座　中山道広重美術館，2017年５月13日
　　「浮世絵に見る江戸の富士」平成30年度友の会新春講演　松戸市立博物館，2018年１月14日

四　活動報告

３　研究・調査プロジェクト報告
　　 二川宿本陣資料館，中山道広重美術館，ひろしま美術館，広島県立美術館等における浮世絵の展覧会調査や，

近世絵画関係の書籍などを通して，江戸後期から末期にかけての浮世絵を中心とした絵画表現に関する知見を
深めるとともに，政治風刺と浮世絵版画との密接な関係について具体的な作例の画像および書誌情報の蓄積を
おこなった。
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Ⅵ　教員の研究・調査活動

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，延喜式の研究，渡辺村史研究【所属学会】木簡学会，日本歴史学会，日本史研
究会，大阪歴史学会，出雲古代史研究会，正倉院文書研究会，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（Ｂ）「史料学的検討を重視した『延喜式』の基礎的研究」16H03485，2016年４月～2020年

３月予定

●2017年度の研究教育活動

一　研究業績

１　著書
　　 小倉慈司，三上喜孝編，国立歴史民俗博物館研究叢書４『古代日本と朝鮮の石碑文化』朝倉書店，216頁，

2018年３月21日
　　 宮内庁書陵部蔵漢籍研究会編『図書寮漢籍叢考』「出曜経」ほか，汲古書院，2018年２月28日，477頁（分担執

筆）
２　論文
　　 「古代東アジアにおける「神」信仰」，鈴木靖民・金子修一・田中史生・李成市編『日本古代交流史入門』勉

誠出版，pp.455-466，2017年６月30日
　　 「『延喜式』写本系統の基礎的研究─巻五を中心に─」，新川登亀男編『日本古代史の方法と意義』勉誠出版，

pp.192-217，2018年１月27日
　　 「宮内庁書陵部所蔵の聖語蔵関係経巻」，宮内庁書陵部蔵漢籍研究会編『図書寮漢籍叢考』汲古書院，pp.15-

25，2018年２月28日
　　 「正倉院文書の複製を活用する─古文書を多角的に分析する１─」，国立歴史民俗博物館編『歴史研究と〈総

合資料学〉』吉川弘文館，pp.64-78，2018年３月１日
　　 「『延喜式』土御門本と近衛本の検討─巻五を中心に─」，佐藤信編『史料・史跡と古代社会』吉川弘文館，

pp.164-192，2018年３月10日
　　 「『春記』逸文拾遺（稿）」（小川宏和氏と共著），国立歴史民俗博物館研究報告209，国立歴史民俗博物館，

pp.219-241，2018年３月23日（査読有）
　　「延喜式」，佐藤信・小口雅史編『古代史料を読む』上　律令国家篇　同成社，pp.225-242，2018年３月31日
３　調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典など
　　 「宮内庁書陵部所蔵御所本目録（稿）」田島公編『禁裏・公家文庫研究』６，思文閣出版，縦pp.2-213，横

pp.204-415，2017年８月31日
　　虎尾俊哉編『訳注日本史料　延喜式　下』「巻43春宮式43～47条」集英社，2017年12月20日
５　学会・外部研究会発表
　　 「古代文献史料研究の課題─『延喜式』を中心に─」九州史学研究会大会公開講演，於九州大学箱崎キャンパ

ス（招致講演），2017年10月21日，　

おぐら
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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
　①　歴博
　　　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）
　　　「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」分担者（2016～2018年度）
　　　「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」分担者（2016～2018年度）
　　　「『聆濤閣集古帖』の総合資料学的研究」分担者（2017～2019年度）
　②　他の機関
　　　 日文研共同研究「差別から見た日本宗教史再考─社寺と王権に見られる聖と賤の論理」共同研究員（2016～

2018年度）
　　　 東京大学史料編纂所一般共同研究「近代における京都御所東山御文庫整理事業の研究」共同研究者（2017年

度）
　③　機構
　　　 基幹研究プロジェクト「異分野融合による「総合書物学」の構築」ユニット「古代の百科全書『延喜式』の

多分野協働研究」代表（2016～2021年度）
２　外部資金による研究
　　科学研究費基盤研究（Ｂ）「史料学的検討を重視した『延喜式』の基礎的研究」研究代表者，2016～2019年度
　　 科学研究費基盤研究（Ｂ）「『類聚三代格』の史料学的研究」研究分担者，2014～2018年度
　　 科学研究費基盤研究（Ｓ）「天皇家・公家文庫収蔵史料の高度利用化と日本目録学の進展―知の体系の構造伝

来の解明」研究分担者，2017～2021年度
　　 科学研究費基盤研究（Ａ）「前近代人物情報論の構築にむけた花押・筆跡の網羅的収集と汎用的利用に関する

研究」研究分担者，2017～2019年度
　　 科学研究費基盤研究（Ａ）「「研究に真に使える」歴史資料情報基盤の構築─データ持続性研究と人文情報学の

実践―」連携研究者，2017～2020年度
　　 科学研究費基盤研究（Ｂ）「古代食の総合的復元による食生活と疾病の関係解明」連携研究者，2017～2019年

度
　　 科学研究費挑戦的研究（萌芽）「漢文訓点資料の国際文書構造記述による共有化と書き下し文自動生成のため

の基礎研究」連携研究者，2017年度～2019年度
４　主な展示・資料活動
　　総合展示第１室リニューアル委員
　　企画展示「中世の文書」展示プロジェクト委員
　　『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）
　　東京大学文学部非常勤講師（日本史学特殊講義）
　　同志社大学文学部嘱託講師（文化史特論（５））

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
２　講演・カルチャーセンターなど
　　 「常胤が献じたご馳走」平成29年度千葉氏フォーラム『千葉常胤の元旦の祝膳─現代につながる鎌倉時代の「食」

文化─』千葉市商工会議所大会議室，2017年６月４日
３　マスコミ
　　 小倉慈司，後藤真「平安貴族の日記を読んでみた」ニコニコ超会議2017『超みんなで翻刻してみた』幕張メッ

セ国際展示場，2017年４月30日
　　 「北陸　歴史よもやま話　前田綱紀　史料収集に尽力」読売新聞　石川面・富山面，読売新聞社，2017年４月

８日
　　「北陸　歴史よもやま話　三千寺の写経　目的は」読売新聞　石川面・富山面，読売新聞社，2017年11月11日
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Ⅵ　教員の研究・調査活動

四　活動報告

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
３　研究・調査プロジェクト報告
　　木簡学会出張等の前近代文字資料の調査活動をおこなった。また関連研究書を購入し，研究に役立てた。

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

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

165集，pp.175–204，2011年３月）（査読有）
３． 【論文】「祭りの習得と実践：子どもによる準備過程を中心に（『比較文化論叢：札幌大学文化学部紀要』25，

pp.7-54，2010年12月）
４． 【論文】「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）

５． 【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

●2017年度の研究教育活動

一　研究業績

２　論文
　　 「「現実界」の蝶番─あるいは『あの日みた花の名前を僕たちはまだ知らない。』に現れた物語の三層構造 

Hinge of the Real: Three-Layered Structure of Story　Seen in the Analysisof an Animation Ano Hi Mita 
Hana no Namae wo Bokutachi wa Mada Shiranai」『国立歴史民俗博物館研究報告』209号，pp.1-18，2018年
３月28日（査読有）

　　 「切り結ばれる芸能の時間 ─愛知県奥三河の花祭りから─」，国際研究集会編，総合誌『歴博』205，p.14，
2017年11月20日（査読有）

４　展示図録・資料図録・映像・ＤＢ・デジタルコンテンツ開発
　　 民俗研究映像　「明日に向かって曳け」，102分，歴博アンコール上映会，佛教大学宗教ミュージアム，2017年

７月２日
　　民俗研究映像　「明日に向かって曳け」，102分，歴博アンコール上映会，弘前大学人文学部，2017年12月１日
　　民俗研究映像　「明日に向かって曳け」，102分，歴博アンコール上映会，富山大学人文学部，2017年12月９日
５　学会・外部研究会発表
　　 「映像メディアとフィールドワーク」日本民俗学会談話会「現代におけるフィールドワークの可能性─民俗学

の認識形成の場を問う─」，成城大学，2017年９月10日
　　 コーディネーター，国際フォーラム「地域文化の再発見──大学・博物館の視点から」，別府大学，2017年10

かわむら
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月21・22日
７　その他
　　『わくわくれきはく日本の歴史５ 民俗』国立歴史民俗博物館編，吉川弘文館，2018年３月10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年度～2017年度）
　②　他の機関
　　　 国立民族学博物館「宇宙開発に関する文化人類学からの接近」（研究代表者：岡田浩樹）分担研究者，

（2015-2018年度）
　③　機構
　　　「地域における歴史文化研究拠点の構築」（研究代表者：小池淳一），研究副代表（2016年度～2018年度）
　　　 「日本列島における地域文化の再発見とその表象システムの構築」（研究代表者：日高真吾），研究分担者（2016

年度～2018年度）
４　主な展示・資料活動
　　『身体をめぐる商品史』（2016年開催）展示プロジェクト委員
　　『1968年』（2017年度開催予定）展示プロジェクト委員
　　『見世物大博覧会 現代編』（2017年度開催予定）展示プロジェクト代表
　　『おみやげにっぽん博物誌）』（2018年度開催予定）展示プロジェクト代表

三　社会活動等

２　講演・カルチャーセンターなど
　　 「映像民俗学の可能性と課題─撮影と編集の現場から─ 」歴博振興会主催講演会，国立歴史民俗博物館，

2018年３月２日
３　マスコミ
　　「近代における民俗文化の再創造」読売新聞，2017年8月11日

四　活動報告

３　研究・調査プロジェクト報告
　　 今年度のプロジェクト経費については，大半が，次年度，開催予定の企画展示『おみやげにっぽん博物誌』の

ための調査や資料購入に当てられた。よって最終的な成果は，この企画展示に結実する予定であるが，それ以
前から継続してきた調査の具体的な成果としては，今年度末に歴博研究報告の通常号に掲載予定の論文，「「現
実界」の蝶番─あるいは『あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らない。』に現れた物語の三層構造」として
刊行される予定である。

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
紀学会，日本旧石器学会，日本植生史学会，日本文化財科学会，AMS研究協会　
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Ⅵ　教員の研究・調査活動

●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）（査読有）

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」（2015～
2018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

●2017年度の研究教育活動

一　研究業績

２　論文
　　 「縄文時代の漆文化─最近の二つの研究動向─」日高薫・工藤雄一郎編『URUSHIふしぎ物語─人と漆の

12000年史』pp.240-247，国立歴史民俗博物館，2017年７月
　　「縄文時代草創期の古環境と14C年代」『九州旧石器』21，pp1-4，九州旧石器文化研究会，2017年
３　調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典など
　　「神明貝塚のボーリングコア試料の14C年代測定」『神明貝塚』春日部市教育委員会，2018年３月31日
４　展示図録・資料図録・映像・ＤＢ・デジタル・コンテンツ開発
　　 日髙薫・工藤雄一郎編，2017「ＵＲＵＳＨＩふしぎ物語─人と漆の12000年史」295頁，国立歴史民俗博物館，

2017年７月
　　 遺跡発掘調査報告書放射性炭素年代測定データベース公開（2018年１月）（https://www.rekihaku.ac.jp/up-　

cgi/login.pl?p=param/esrd/db_param）
５　学会・外部研究会発表
　　 「遺跡発掘調査報告書放射性炭素年代測定データベース作成の取り組み」，日本第四紀学会2017年度大会，福

岡大学，2017年８月28日
　　 「日本列島における漆文化の起源について」中央大学人文研講演会・小林科研成果報告会「炭素14年代測定に

よる縄文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」，中央大学，2017年12月19日
　　 「縄文時代草創期の古環境と14C年代」第43回九州旧石器文化研究会（鹿児島大会），鹿児島県埋蔵文化財セン

ター，2018年３月17日
７　その他
　　 日高薫，工藤雄一郎「国立歴史民俗博物館 企画展示　URUSHIふしぎ物語─人と漆の12000年史─」，『漆文化 

:日本文化財漆協会会報』134，日本文化財漆協会，pp.16-19，2018年２月20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
　　　 基盤研究「人骨出土例による縄文社会論の考古学・人類学・年代学的再検討」（研究代表者：山田 康弘）（2016

～2018年度），共同研究員
　　　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）（2016～2018年度）共同研究員
　　　 基盤研究「直良コレクションを構成する更新統産動植物化石の分類学的再検討と現代的評価」（研究代表者：

甲能直樹）（2017～2019年度）研究副代表
　③　機構
　　　ネットワーク型基幹研究プロジェクト
　　　在外日本資料調査・活用による日本研究と日本文化理解の促進（主導機関：国際日本文化研究センター）
　　　 ヨーロッパにおける19世紀日本関連在外資料調査研究・活用─日本文化発信にむけた国際連携のモデル構築

─（研究代表者：日高 薫）（2016～2018年度），共同研究員
２　外部資金による研究

くどう
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　　 基盤研究（C），2015～2018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），2015～2018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（B），2013～2017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，2015～2017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）

３　国際交流事業
　　 「後期旧石器時代から縄文時代への移行期の再検討」 歴博国際シンポジウム「再考！ 縄文と弥生」，東京国際

交流館，2017年12月２日
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12000年史」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　歴史資料論（考古）　後期

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，信濃川上流域草創期遺跡群ワーキンググ
ループ委員，酒々井町墨古沢南Ⅰ遺跡調査指導委員，北本市デーノタメ遺跡調査指導委員，福島市和台遺跡保
存活用計画策定委員会委員

２　講演・カルチャーセンターなど
　　「縄文人の植物利用」朝日カルチャー千葉，2017年４月15日
　　 「縄文時代の始まり─10万年に一度の環境激変期に生きた人々─」，2017年度同志社大学公開講座，同志社大学，

2017年５月17日
　　 「縄文時代のウルシと漆」，第220回くらしの植物苑観察会，国立歴史民俗博物館くらしの植物苑，2017年７月

22日
　　 「縄文時代の漆掻き」，国立歴史民俗博物館・日本漆アカデミー共催講演会「漆掻きの技術と文化」，国立歴史

民俗博物館，2017年７月28日
　　 「森と人のつながり─旧石器時代から縄文時代の森林とその利用─」，地底の森ミュージアム 特別企画展「い

にしえの木 林 森」講演会，地底の森ミュージアム，2017年８月19日
　　「縄文時代の漆文化とそのはじまり」琉球の漆文化と科学2017，浦添市美術館，2017年９月16日
　　 「年代学からわかる縄文時代の植物利用」，様似のむかしむかし展 関連イベント 遺跡セミナー，様似町公民館，

2017年10月21日
　　 「縄文時代の年代研究の最前線─鳥浜貝塚の再調査から見えてきた人と植物の関係史─」平成29年度第６回若

狭町歴史環境講座，若狭三方縄文博物館，2017年10月21日
　　「縄文時代のウルシと漆」朝日カルチャー千葉，2018年２月７日
　　「縄文時代の植物利用について」千葉県文化財管理指導講習会，千葉県立美術館，2018年２月14日
　　 「縄文時代のアサの利用について」山梨県埋蔵文化財センターシンポジウム「縄文時代の植物資源の利用・管

理・栽培を考える」，山梨県庁防災館オープンスクエア，2018年２月17日
　　 「縄文時代の中期から後・晩期の環境と人々の生活─年代学の視点から─」シンポジウム　デーノタメ遺跡が

拓く縄文の世界Ⅱ『縄文時代の環境と食』，北本市文化センター，2018年３月３日
　　 「旧石器時代の環境文化史」，平成29年度弥生フェスティバル連続講演会「世界と日本列島の旧石器文化」，大

阪府立弥生文化博物館，2018年３月22日
　　 「縄文人の生活と古環境」平成29年度東村山考古学講演会「山の幸と海の幸の考古学」，東村山ふるさと歴史館，

2018年３月25日
３　マスコミ
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Ⅵ　教員の研究・調査活動

　　「URUSHIふしぎ物語展」，沖縄タイムズ　文化面，2017年９月27日
　　「ものしりミニ講座　縄文人と漆」，『定年時代』平成29年６月下旬号，朝日新聞社，2017年６月19日
　　「北陸歴史よもやま話　漆文化の起源に論争」，読売新聞　石川県版，2017年７月８日
　　「北陸歴史よもやま話　漆文化の起源に論争」，読売新聞　福井県版，2017年８月９日
　　「さらにわかった！縄文人の植物利用」，『クロワッサン』マガジンハウス，2017年８月25日

四　活動報告

３　研究・調査プロジェクト報告
　　 本年度は長崎県佐世保市の泉福寺洞窟出土資料の年代測定を実施し，縄文時代草創期の編年および土器の出現

に関わる重要なデータが得られた。

小池　淳一　KOIKE Jun’ichi　教授（2011～）
併任：総研大日本歴史研究専攻教授（2011～），生年：1963

【学歴】東京学芸大学教育学部（1987年卒業）筑波大学大学院博士課程歴史人類学研究科（一貫制）（1992年単位
取得退学）
【職歴】弘前大学人文学部講師（1992），弘前大学人文学部助教授（1994），愛知県立大学文学部助教授（2001），
国立歴史民俗博物館民俗研究部助教授（2003），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究
部助教授（2004），総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻助教授併任（2006），大学共同利用機関法
人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部准教授（2007），総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究
専攻准教授併任（2007），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部教授（2011），総合研
究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻教授併任（2011），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（2014-15）
【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，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，2015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）（査読有）
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】歴博企画展示図録『万年筆の生活誌─筆記の近代─』，国立歴史民俗博物館，2016年３月

●2017年度の研究教育活動

一　研究業績

１　著書
　　 「「伝説」という問い─その成果と可能性─」日本口承文芸学会編『こえのことばの現在─口承文芸の歩みと

展望─』三弥井書店，pp.82-95，2017年４月30日
　　 共著：小池淳一・久野俊彦『新しい地域文化研究の可能性を求めて　Vol.2　歴史と文化のよりどころを求め

て─福島県只見町から』国立歴史民俗博物館，pp.1-50，2018年３月20日
　　編著：『シンポジウム記録　奥会津の戦国文化をさぐる』国立歴史民俗博物館，pp.1-69，2018年３月20日
２　論文
　　「沼津市西浦の大瀬神社をめぐる伝承」『西郊民俗』239，西郊民俗談話会，pp.29-31，2017年６月18日
　　 「民俗研究における文書の扱い─古文書を多角的に分析する２─」国立歴史民俗博物館編『歴史研究と〈総合

資料学〉』吉川弘文館，pp.79-97，2018年３月１日

こいけ
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　　 「青森県下北郡東通村の文化財施設とその活用」『西郊民俗』242，西郊民俗談話会，pp.27-29，2018年３月18
日

３　調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典など
　　 「伝承とそのひろがり」，青森県史編さん通史部会編『青森県史　通史編３　近現代・民俗総論』，青森県，

pp.627-670，2018年３月15日
５　学会・外部研究会発表
　　「陰陽道の地方伝播─中世東北の『簠簋』を中心に─」日本宗教学会，東京大学，2017年９月16日
　　「熊野信仰の沈着過程─青森県下北半島の里修験の活動─」日本民俗学会，佛教大学，2017年10月15日
７　その他
　　 「甲斐の「東方朔」─宝蔵院本『陰陽雑書抜書』（仮題）から─」『西郊民俗』240，西郊民俗談話会，pp.30-

32，2017年９月17日
　　 「伝説の継承とその主体」『地域史研究─尼崎市立地域研究史料館紀要─』117，尼崎市立地域研究史料館，

pp.64-68，2017年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
　①　歴博
　　　基幹研究「地域における歴史文化研究拠点の構築」（2016～2018年度）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，2015～2017年

度）副代表
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
３　マスコミ
　　NHK（視点論点）「被災地の文化を守る新たな地域の“核”を」（2018年１月31日）

四　活動報告

３　研究・調査プロジェクト報告
　・陰陽道書を中心にその内容と形態とが民俗文化に与えた影響を調査研究した。
　・里修験の活動の実態に関する資料論的な検討をおこなった。
　・地域における文化資源の発掘，利用に関する多角的検討を進めた。
　・最新の伝説の研究動向をふまえて，研究の方向性の検討をおこなった。

小島　道裕　KOJIMA Michihiro　教授（2008～）
併任：総研大日本文化歴史専攻教授（2008～），生年：1956

【学歴】京都大学文学部（国史学）（1980年卒業）京都大学大学院文学研究科博士課程（国史学）（1985年単位取得
退学）
【職歴】京都大学研修員（1985），京都大学文学部助手（1986）国立歴史民俗博物館歴史研究部助手（1989），同助
教授（1994），総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻助教授併任（1999）大学共同利用機関法人人
間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部准教授（2007），総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻
准教授併任（2007）大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部教授（2008），総合研究大
学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻教授併任（2008），博物館資源センター長（2011～2013），総研大日本歴
史研究専攻・専攻長（2008～2010），総研大文化科学研究科・研究科長（2015～2017）
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Ⅵ　教員の研究・調査活動

【学位】文学博士（京都大学）（2006年取得）【専門分野】日本中世史，博物館教育【主な研究テーマ】日本中近世
の都市と社会，洛中洛外図屏風，歴史展示と教育プログラム【所属学会】日本史研究会，史学研究会，古文書学会，
比較都市史研究会，家具道具室内史学会【研究目的・研究状況】日本の中世から近世について，具体的な歴史資料
の分析によって，社会のさまざまな側面を明らかにする。洛中洛外図屏風や古文書などを，共同研究や展示で扱い
ながら，研究を進めると共に，成果を発信している。http：//www.rekihaku.ac.jp/kenkyuu/kenkyuusya　/
kojima/index.html

●主要業績

１．【単著】『洛中洛外図屏風─つくられた<京都>を読み解く─』231頁，吉川弘文館，2016年４月
２．【単著】『戦国・織豊期の都市と地域』362頁，青史出版，2005年11月
３． 【単著】『イギリスの博物館で─博物館教育の現場から─（歴博ブックレット16）』87頁，歴史民俗博物館振興会，

2000年10月
４．【単著】『城と城下─近江戦国誌─』246頁，新人物往来社，1997年５月
５．【展示図録】国立歴史民俗博物館企画展示図録『中世の古文書』221頁，2013年10月

●2017年度の研究教育活動

一　研究業績

２　論文
　　 「洛中洛外図屏風をデジタルで読む─人物データベースの試み─」国立歴史民俗博物館編『歴史研究と<総合

資料学>』吉川弘文館，pp.18-33，2018年３月１日
　　 渋谷　綾子，小島　道裕「顕微鏡を用いた古文書料紙の自然化学分析の試み」国立歴史民俗博物館編『歴史研

究と<総合資料学>』吉川弘文館，pp.98-120，2018年３月１日
　　 小島　道裕，森下　佳菜，大薮　海「洛中洛外図屏風「歴博甲本」と「歴博乙本」の人物データベースによる

比較」『国立歴史民俗博物館研究報告』第209集，pp.123-155，国立歴史民俗博物館，2018年３月23日（査読有）
４　展示図録・資料図録・映像・ＤＢ・デジタルコンテンツ開発
　　資料図録：「広橋家旧蔵記録文書典籍類」の目録を作成（継続中）
５　学会・外部研究会発表
　　 「『月次祭礼図屏風』第一扇に見える幕府と裏築地および神社について」，「月次祭礼図模本の総合復元研究」

研究会，東京国立博物館，2017年７月24日
７　その他
　　 「中世から近世へ─政治・経済・文化の流れと切れ目─」国立歴史民俗博物館，総合誌『歴博』205，pp.10-

13，2017年11月20日
　　 書評「高谷知佳著『中世の法秩序と都市社会』」，『日本史研究』657，日本史研究会，pp.49-55，2017年５月25

日
　　 ポスター発表：「後家尼と家族の図像─中世末～近世初の日本の風俗画から─」総研大文化フォーラム2017，

国立歴史民俗博物館，2017年12月２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
　　　「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（代表）
　　　「中世日本の地域社会における武家領主支配の研究」2016～2018年度
　　　「中世日本の国際交流における海上交通に関する研究」2016～2018年度
　　　「広橋家旧蔵文書を中心とする年号勘文資料の整理と研究」2015～2017年度（副代表）
　　　「日本列島社会の歴史とジェンダー」2016～18年度
　③　機構
　　　 ネットワーク型基幹研究プロジェクト（日本関連在外資料調査研究・活用）「ハーグ国立文書館所蔵平戸オ

ランダ商館文書の調査研究・活用」，2016年度～
２　外部資金による研究
　　 科学研究費「月次祭礼図模本の総合復元研究」（代表：岩永てるみ<愛知県立芸術大学>）研究協力者，2015～

こじま
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2017年度
３　国際交流事業
　　 「国立歴史民俗博物館　第２展示室「中世」における女性 」歴博国際研究集会「歴史展示におけるジェンダー

を問う」，国立歴史民俗博物館，2017年７月２日
４　主な展示・資料活動
　　 総合展示第２室「東国と西国」「印刷文化」「大名と一揆」「民衆の生活と文化」「大航海時代の中の日本」展示

プロジェクト委員（第２展示室代表）
　　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（副代表）（2017年３月14日～５月７日）
　　平成30年度企画展示「中世の文書と記録（仮称）」展示プロジェクト委員（代表）

三　社会活動等

１　館外における各種委員
　　東京都江戸東京博物館資料収蔵委員会委員
　　福井県一乗谷朝倉氏遺跡博物館（仮称）整備基本計画アドバイザー
　　一乗谷朝倉氏遺跡博物館（仮称）「展示・ガイダンス棟」建築基本設計プロポーザル審査委員会委員
　　佐倉市市民文化資産運用委員会委員（委員長）
　　千葉市立博物館協議会委員
２　講演・カルチャーセンターなど
　　「洛中洛外図屏風と小京都」第11回大内氏歴史文化研究会，山口県立山口図書館，2018年３月17日
４　社会連携
　①　刊行物
　　　 「戦国時代，大将の心得─ <岩富城主> 北条氏勝秘伝 『出陣次第』にみる武家故実 ─」，佐倉市教育委員会『風

媒花』30，pp.26-29，2017年６月30日

四　活動報告

３　研究・調査プロジェクト報告
　　 日本古文書学会大会（10月14～16日於沖縄県立芸術大学他）に参加し，アジア各国の古文書に関わる研究等に

ついて，最新の知見を得，また資料の実見を行なった。
　　韓国国立中央博物館へ出張し，所蔵文書の原本調査を行なった（12月20・21日）
４　その他
　　 歴史資料を読み解くことで，背景となっている社会を理解することが研究の基本的な目的である。しばらく洛

中洛外図屏風などの風俗画を対象としてきたが，「歴博甲本」「歴博乙本」の人物データベースが完成し，横断
検索も出来るようになったため，今回，作業に当たった大薮海・森下佳菜両氏と共に，研究報告に論文を発表
した。絵画資料の定量的な分析の試みとして，新たな視点を打ち出せたと思う。

　　 現在は，共同研究において日本の中世文書を扱っており，韓国など東アジアの古文書とも比較することで，
2018年秋の企画展示を目標に，新たな全体像の提示を目指している。この展示は，近年課題として意識され始
めた「東アジア文書史」においても，研究を進展させるひとつのステップになるはずである。

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，展示評価の手法と検討【所属学会】文化財保存修復学会，日本
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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。また，研究成果を展示に反映させたときに，閲覧者に与える影響について，非接触・非言語による評価手法を
検討している。

●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

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）

●2017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・デジタル・コンテンツ開発
　　歴博ウェブ多言語化事業
５　学会・外部研究会発表
　　総合討議：文化財保存修復の大学教育・教育活動に関する研究会，東北芸術工科大学，2018年３月16日

二　主な研究教育活動

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）
　　たいけんれきはく及び企画展示時イベント企画会議メンバー
　　「算木について」国立歴史民俗博物館，ボランティア研修，2017年11月20日

三　社会活動等

四　活動報告

２　特別委員会委員など館長からの委嘱を受けたもの
　　男女共同参画委員会委員
３　研究・調査プロジェクト報告
　　 2017年度に調査のためエルミタージュ美術館他に来訪する予定であったが，諸事情により断念せざるをえな

かった。そのため，2018年度の訪露時に訪問先での打ち合せやデータ処理のために必要なノートPCや電子機
器購入などの準備を行い，2018年度の調査研究に備えた。また，同時に2018年度から可視化高度化事業におけ
るモバイル展示のモニタリング調査研究を行うため，視線測定装置（Fujitsu製）を導入し，展示観覧者が展
示のどの点を注視しているか，観覧者の興味の保持する力などの数量的評価手法の検討をおこなった。

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

ごとう
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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（2014.9～2015.8）
【学位】博士（文学）（大阪市立大学）（2007年取得）【専門分野】人文情報学・総合資料学・日本古代史【主な研
究テーマ】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

１． 【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，300頁，2012年
６月

２．【著書】『情報歴史学入門』後藤 真，田中 正流，師 茂樹，金寿堂出版，179頁，2009年５月
３． 【著書】（分担執筆）『歴史研究と〈総合資料学〉』後藤真「日本における人文情報学の全体像と総合資料学」 

208頁，2018年３月
４． 【論文】「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）
５．【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）

●2017年度の研究教育活動

一　研究業績

２　論文
　　 “Constructing Methodology of Research Resource Information in Premodern Japan: Spatial Information and 

Linked Data”， Goto Makoto, PROCEEDINGS OF THE 2017 PACIFIC NEIGHBORHOOD CONSORTIUM 
ANNUAL CONFERENCE AND JOINT MEETINGS（PNC）， Institute of Electrical and Electronics 
Engineers（ IEEE ）， 2018.2，pp.37-43（査読有）

　　 「総合研究所共同研究プロジェクト 地域資料の保存・活用ネットワークの実践に関する研究（２）地域資料
の豊かさを社会に活かす営みとは : オープンデータ化のなかで」島田 克彦・ 後藤 真・ 谷合 佳代子（『桃山学
院大学総合研究所紀要』43（２），2017年12月，pp.27-48）

　　 「歴史資料のオープンデータ化に関する現在と未来 : 歴博の総合資料学の取り組みを通じて（第12回研究会報
告集）」後藤真（『人間文化研究情報資源共有化研究会報告集』7，2018年３月，pp.117-125）

　　 「日本における人文情報学の全体像と総合資料学」後藤真（『歴史研究と＜総合資料学＞』吉川弘文館，2018
年３月，pp.1-1）

５　学会・外部研究会発表
　　 「歴史的モノ資料をどのようにデジタルで認識するか」第３回CODHセミナー「人文学でのDOI活用 ～研究デー

タや所蔵品など研究資源へのDOI付与～」（於：国立情報学研究所），2017年５月30日
　　 パネラー：「口承文芸デジタルアーカイブの課題と展望」第41回日本口承文芸学会大会（於：慶応義塾大学）

2017年６月４日
　　 「人文社会系指標について」科学研究費助成事業・特別研究促進費・研究力分析指標プロジェクト報告会 兼 

第10回エルゼビア研究戦略セミナー（於：一橋大学一橋講堂），2017年６月16日
　　 「「総合資料学の創成」事業における大学間データ連携手法の提案」第20回大学博物館等協議会（於：山形大学）

2017年６月22日
　　 「『総合資料学の創成』事業中間報告（システム対応状況）」後藤真・西谷大・島立理子，第６回全国歴史民俗

系博物館協議会年次集会（於：九州国立博物館）2017年７月13日・14日
　　 「日本史学と情報技術—30年で変わったこと，変わらなかったことー」第115回人文科学とコンピュータ研究

会発表会（於：東京大学史料編纂所）2017年８月４日
　　 ポスター発表：後藤真・渋谷綾子「Linked Data and IIIF for Promoting Open Science of Historical Research 

Resources in Japan」DH2017（Digital Humanities 2017）（於：McGill University（カナダ））2017年８月９日
　　 「人文社会系指標のあり方を考える」RA協議会第３回年次大会 エルゼビアセッション（於：徳島県あわぎん
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Ⅵ　教員の研究・調査活動

ホール）2017年８月29日
　　 後藤真・渋谷綾子・橋本雄太「“Constructing Integrated Studies of Cultural and Research Resources” at the 

National Museum of Japanese History　国立歴史民俗博物館の「総合資料学の創成」プロジェクト」
EAJRS2017（日本資料専門家欧州協会）（於：オスロ大学（ノルウェー））2017年９月16日

　　 「Digital Curation of Historical and Cultural Resources in Japan（２）　歴史資料デジタル記録として趣旨説
明：何を記述すべきか─日本とアジアと世界─」歴博共同研究「総合資料学の創成」人文情報ユニット研究会
　第２回／ iPRES2017　歴博セッション「Digital Curation of Historical and Cultural Resources in Japan ２：
歴史資料デジタル記録として何を記述すべきか─日本とアジアと世界─」（於：京都大学百周年時計台記念館）
2017年９月26日

　　 「歴史資料の画像と目録オープンデータがもたらすもの―人文学の未来にむけて」東寺百合文書データミーティ
ング（於：京都府立大学国際科学イノベーション棟　シンポジウムホール）2017年10月26日

　　 「Constructing Methodology of Research Resource Information in Premodern Japan: Spatial Information 
and Linked Data」”， Pacific Neighborhood Consortium（PNC）2017（於：国立成功大学（台湾））2017年11
月７日

　　 「日本における文化財情報のデジタル化と防災への活用の検討」後藤真，歴博共同研究「総合資料学の創成」
地域連携・教育ユニット研究会　第２回「日伊の文化財情報システムに関する研究会」／科学研究費基盤研究
（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」（於：神戸大学）2017年11月13
日

　　 Naoki Kokaze, Kiyonori Nagasaki, Makoto Goto, Yuta Hashimoto, Masahiro Shimoda, A. Charles Muller，
「TEI/XML Methodological Examination on Unit Conversion not Based on the Metric System」TEI 2017（於：
ブリティッシュコロンビア大学（カナダ））2017年11月14日

　　 「日本における文化資源と歴史資料の大規模デジタル化の現状と課題」国際研究集会「文化財のデジタル化と
その保存・活用─イギリスと日本」（於：尚友会館）2017年11月22日

　　 後藤 真・大内 英範・鈴木 卓治「大規模なデータを持つ人文系機関におけるLinked Dataによる情報基盤整備
─“nihuINT LD”の構築による可能性と総合資料学─」人文科学とコンピューターシンポジウム2017（於：
大阪市立大学学術情報総合センター）2017年12月10日

　　 「「知識と知能の境界─知識を超える知能，知能を支える知識」話題提供」I-URIC　フロンティアコロキウム
2017（於：つま恋リゾート彩の郷）2017年12月12日

　　 永崎研宣（一般財団法人人文情報学研究所）・後藤真・小風直樹「Markup for Ancient Japanese Transactions 
through Engi-Shiki」AHA2018　 ア メ リ カ 歴 史 学 協 会 第132回 大 会（ 於：Palladian Ballroom（Omni 
Shoreham）（アメリカ合衆国）2018年１月５日

　　 橋本雄太・渋谷綾子・天野真志・後藤真「Linked Data and IIIF for Promoting Open Science of Historical 
Research Resources in Japan」第32回人文機構シンポジウム（於：一橋大学一橋講堂）2018年２月26日

　　 「デジタルアーカイブ機関の評価を考える」デジタルアーカイブ学会第２回年次大会（於：東京大学）2018年
３月10日

　　 「人文社会系指標のあり方を考える」国立国語研究所「IR情報交換会」（於：国立国語研究所）2018年３月14
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
　　　歴博共同研究「中世日本の地域社会における武家領主支配の研究」2016-2018年度
　③　機構
　　　人間文化研究機構基幹研究プロジェクト「異分野融合による総合書物学の構築」，2016-2021年度
　　　 人間文化研究機構基幹研究プロジェクト「総合資料学の創成と日本歴史に関する研究資源の共同利用基盤構

築」，副代表，2016-2021年度
２　外部資金による研究
　　 「「研究に真に使える」歴史資料情報基盤の構築─データ持続性研究と人文情報学の実践─」科学研究費補助

金（基盤研究（A））　（代表者: 後藤真）研究代表者， 2017年－2021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

ごとう
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（基盤研究（A））　（代表者：山家浩樹）研究分担者， 2015年－2019年
　　 「研究力を測る指標（分野別・大学機能別）の抽出と大学の研究力の可視化に関する基礎的研究」科学研究費

助成事業・特別研究促進費　2016年－2018年
５　教育
　　2016年度歴史民俗資料館等専門職員研修会
　　千葉大学普遍教育科目「博物館から歴史を読み解く」
　　國學院大学非常勤講師
　　同志社大学非常勤講師

三　社会活動等

１　館外における各種委員
　　 内閣府知的財産戦略本部　デジタルアーカイブジャパン推進実務者検討委員，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　実行委員，京都国
立博物館　客員研究員，文化庁　国立近現代建築資料館　有識者会議委員

３　マスコミ
　　 2017年４月30日　「平安貴族の日記を読んでみた」後藤真・小倉慈司，ニコニコ動画「ニコニコ超会議　みん

なで翻刻してみた」（於：幕張メッセ）
４　社会連携
　②　共同研究
　　　花王株式会社・産学協同研究「清潔と洗浄をめぐる総合的歴史文化研究」メンバー
　③　講演会・シンポジウム
　　　2017年７月30日　「『総合資料学』についての紹介」後藤真，第５回地域史惣寄合（於：鎌ケ谷市中央公民館）

四　活動報告

２　特別委員会委員など館長からの委嘱を受けたもの
　　メタ資料学研究センター
３　研究・調査プロジェクト報告
　　 総合資料学を推進するための人文情報学の諸研究を実施した。とりわけ，Linked Dataというあらたなデータ

形式を実現するための仕組みの検討を行い，総合資料学のシステムへの落とし込みを実施した。

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

【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。
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Ⅵ　教員の研究・調査活動

●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，吉川弘文館（単著），205頁，2012

年11月
２．【論文】
　　 齋藤努，土生田純之，亀田修一，福尾正彦，鄭仁盛，高田寛太，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）

３．【論文】
　　 「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）
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）

●2017年度の研究教育活動

一　研究業績

２　論文
　　 「日本刀の刀身を作る」『歴史研究と〈総合資料学〉』国立歴史民俗博物館編，吉川弘文館，pp.148-167，2018

年３月１日
３　調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典など
　　 「竹松遺跡出土湖州六花鏡の鉛同位体比分析結果」『新幹線文化財調査事務所調査報告書　第５集　九州新幹

線西九州ルート（長崎ルート）建設工事に係る埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅴ　竹松遺跡Ⅱ』長崎県教育委員会，
pp.295-299，（2017）2017年11月30日

５　学会・外部研究会発表
　　 齋藤努，今岡照喜，高橋照彦，田中晋作「山口県を中心とした鉱山・遺跡資料の高精度鉛同位体比分析」，日

本文化財科学会第34回大会研究発表要旨集，東北工科芸術大学，pp.38-39，2017年６月10日
７　その他
　　 ポスター「高精度鉛同位体比分析でみた青銅原料の産地」総研大文化フォーラム2017，国立歴史民俗博物館，

2017年12月２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）研究分担者，2016～2018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）「高精度同位体比分析装置を用いた古代日本における青銅器原料の産地と

採鉱状況の研究」（研究代表　齋藤努）2017～2020年度
　　 大学共同利用機関法人「負ミュオンによる考古資料の非破壊内部元素組成分析」『４機構による異分野融合・

新分野創出支援事業』（研究代表　齋藤努）高エネルギー加速器研究機構 物質構造科学研究所との共同研究，
2017～2019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　村木二郎）

さいとう
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研究分担者，2014～2017年度
５　教育
　　専修大学大学院文学研究科非常勤講師（アジア考古学特講Ⅰ（修士），東アジア考古学特殊研究Ⅱ（博士）

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
　　 「青銅器はどこまで明らかになったか」第60回明治大学博物館公開講座考古学ゼミナール，明治大学駿河台キャ

ンパス，2017年６月13日
４　社会連携
　③　講演会・シンポジウム
　　　 「鉛同位体比からみた志摩地域出土青銅製品の原料産地推定」『おじょか古墳発掘50年記念シンポジウム　

おじょか古墳と５世紀の倭』志摩市教育委員会，志摩市立図書館，2017年11月４日

四　活動報告

３　研究・調査プロジェクト報告
　　 火縄銃の銃身を模した鉄パイプに，タップと熱間鍛造の両方のやり方で雌ねじを切った。宮城県大崎市在住の

刀匠にご協力をあおぎ，いくつか条件を変えて実験を試みた。タップを使う方法は，加熱されて切れ味が多少
悪くなっても，力を加えることで雌ねじを着ることは可能であった。それに対し，熱間鍛造した資料は，ねじ
型用に使った雄ねじに外側の鉄パイプから熱が伝わって軟化してしまい，ねじ切れて抜くことができなかった。
また，同資料を東京国立博物館でX線CTを撮影した結果，溝が十分に切れておらず，亀裂も確認された。現
在は，熱間鍛造法で雌ねじを切ったという認識が広がりつつあるが，実際に作業を行ってみると，現実的では
ないということがわかった。

坂本　稔　SAKAMOTO Minoru　教授（2013～），専攻長（2016～）
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・産地推定【所属学会】日本文化財科学会，文化財保存修復学会，日本AMS研究協会【研究目的・研究
状況】炭素14年代法を中心に，数値年代の獲得と精度向上に研究の重点を置く，sakamoto@rekihaku.ac.jp

●主要業績

１． 【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

２． 【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.

３． 【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.

４． 【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
究報告176，178頁，2012年12月
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５． 【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

●2017年度の研究教育活動

一　研究業績

２　論文
　　 Minoru Sakamoto, Masataka Hakozaki, Nanae Nakao, Takeshi Nakatsuka：「FINE STRUCTURE AND 

REPRODUCIBILITY OF RADIOCARBON AGES OF MIDDLE TO EARLY MODERN JAPANESE TREE 
RINGS」『Radiocarbon』59巻６号，pp.1907-1917，2017年12月，イギリス（査読有）

５　学会・外部研究会発表
　　 坂本稔：「日本産樹木年輪のAMS-14C測定─東アジア版較正曲線の必要性─」ソウル大学校人文大学考古美術

史科研究会，2017年５月23日，韓国・ソウル大学
　　 坂本稔：「安定同位体による土器付着物の分析」日本文化財科学会第34回大会ワーキンググループ，2017年６

月９日，東北芸術工科大学
　　 坂本稔・中尾七重：「建造物古材のウィグルマッチングが示す日本産樹木年輪の炭素14年代」日本文化財科学

会第34回大会，2017年６月10・11日，東北芸術工科大学
　　 Minoru Sakamoto, Nanae Nakao, Masataka Hakozaki, Fuyuki Tokanai: 「AMS radiocarbon dating of 

Japanese tree rings during and after the Maunder sunspot minimum.」AMS-14 IntCal Workshop, 2017年８
月19・20日，カナダ・オタワ大学

　　 坂本稔「土器付着炭化物の炭素 14 年代と安定同位体分析」中央大学人文研公開講演会，2017年12月17日，中
央大学

７　その他
　　 坂本稔・坂千尋・箱﨑真隆：「炭素14年代法による奪衣婆像の年代測定」総研大文化フォーラム2017，2017年

12月２・３日，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
　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─』，2015～2018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─」

共同研究員，2015～2017年度
　　　「北と南からみた古代の列島社会　～列島諸地域の交流・形成と環境変動～」共同研究員，2016～2018年度
　　　基盤研究「人骨出土例による縄文社会論の考古学・人類学・年代学的再検討」共同研究員，2016～2018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，2016～2018年度
　　　 基盤研究「直良コレクションを構成する更新統産動植物化石の分類学的再検討と現代的評価」共同研究員，

2017～2019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（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，2014
～2018年度

　③　機構
　　　 ネットワーク型機関研究プロジェクト（北東アジア地域研究推進事業）「自然環境と文化・文明の構造」（代

表：池谷和信）事業分担者，2016～2021年度
２　外部資金による研究
　　 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，2013～2017年度
　　 科学研究費補助金（基盤Ａ）「初期遊牧国家の比較考古学研究」（研究代表者：臼杵 勲）研究分担者，2014～

2018年度
　　 科学研究費補助金（基盤Ｂ）「放射性炭素年代法の古建築適用研究」（研究代表者：中尾七重）研究分担者，

さかもと
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2015～2017年度
　　 科学研究費補助金（基盤Ａ）「科学分析手法と土器使用痕観察を組み合わせた古食性と調理形態復元に関する

学際的研究」（研究代表者：宮田佳樹）研究分担者，2016～2019年度
３　国際交流事業
　　 「日韓における弥生～古墳時代の考古・分析化学的総合研究」（事業主体者：藤尾慎一郎／朴升圭（嶺南文化

財研究院））事業分担者，2015～2017年度
５　教育
　　早稲田大学非常勤講師（考古学と関連科学B）
　　千葉大学非常勤講師（博物館資料保存論）
　　総研大文化フォーラム2017担当教員（2017年12月２・３日，国立歴史民俗博物館）
　　 坂本稔：「炭素14年代法による数値年代の獲得─歴史学はどこまで定量化できるか─」総研大学融合レクチャー

「先端計測制御概論」，飯田市・産業振興と人材育成の拠点，2017年７月19・20日

三　社会活動等

１　館外における各種委員
　　日本AMS研究協会運営委員（2017年度～）
２　講演・カルチャーセンターなど
　　 坂本稔：「炭素14年代法概論」『平成29年度中堅技術者研修』文化財建造物保存技術協会主催，2017年８月３日，

国立歴史民俗博物館
　　 坂本稔：「炭素で調べる考古学」『化学への招待─講演会』日本化学会関東支部主催，2017年11月18日，タワー

ホール船堀

四　活動報告

３　研究・調査プロジェクト報告
　　 京都大学研究博物館が所蔵する繊維製品などの炭素14年代測定を実施し，結果を得るとともに前処理法の確認

を行った。成果は先方と調整し，議論を深めた上で，第35回日本文化財科学会大会（奈良女子大学）での報告
を予定する。

４　その他
　　 歴博は炭素14年代を測定する装置は持たないが，資料に基づく年代研究を実施している。測定に先立つ前処理

は良好な測定値を得るために重要で，総合研究棟の年代実験室での処理を心がけている。

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～）

【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

１．【論文】「十徳の変遷─中世を中心に」（『美術史』147号，pp.36–53，1999年，11月）
２． 【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）
３． 【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）
４．【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）
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５．【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）

●2017年度の研究教育活動

一　研究業績

２　論文
　　 「商品展開から見た近代女性の服飾─染織史学形成の時代背景を探る」（奥平俊六先生退職記念論文集編集委

員会編『畫下遊楽』２，藝華書院，pp.645-671，2018年３月）
５　学会・外部研究会発表
　　 「野村正治郎の初期の活動─刺繡貿易商から骨董商へ」（公開研究会「古美術品としての日本染織コレクショ

ンの形成」，於黒田記念館，2018年３月17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
　　　基盤研究「日本列島社会の歴史とジェンダー」（研究代表：横山百合子）共同研究者（2016～2018年度）
　③　機構
　　　 基幹研究プロジェクト「ヨーロッパにおける19世紀日本関連在外資料調査研究・活用」（研究代表：日

高 薫）
　　　共同研究者（2016～2021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「在欧日本仏教美術の包括的調査・デジタル化とそれに基づくジャポニズムの総合研究」

（研究代表：島谷弘幸）連携研究者（2016～2019年度）
　　 科学研究費基盤研究B「17～19世紀の在外日本コレクション形成に関する基礎的研究」（研究代表：日高 薫）

研究分担者（2017～2020年度）
３　国際交流事業
　　 口頭発表「アメリカにおける日本の染織品に対する嗜好の変化─野村正治郎の販売活動を手掛かりとして」（歴

博国際シンポジウム「異文化を伝えた人々」，於国立西洋美術館，2017年10月29日）
４　主な展示・資料活動
　　企画展示「おみやげの博物誌」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」展示プロジェクト副代表

三　社会活動等

１　館外における各種委員
　　 文化庁「アーカイブ中核拠点形成モデル事業（ファッション・デザイン分野）」（文化学園大学和装文化研究所）

有識者会議メンバー
２　講演・カルチャーセンターなど
　　 「変わりゆく着物―幕末から昭和初期」（京都染織文化協会セミナー「日本のファッション文化―衣服と装飾

の発展」，於からすま京都ホテル，2017年11月28日）

四　活動報告

３　研究・調査プロジェクト報告
　　 2017年度は，主として松坂屋美術館が所蔵する紅型の木綿糸の調査を行った。結果として，江戸時代の日本の

木綿とは異なる特徴が抽出できた。江戸時代において，沖縄では本土とは異なる技術で木綿糸が生産されてい
たのか，それとも，紅型の歴史が新しく，近代に入ってから創りだされたのかは，今後検討していく必要があ
るが，材料面からでは，江戸時代の日本とは大きな違いがあるという知見を得ることができた。　

さわだ



246

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

１． 【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）

２． 【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）

３ 【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）

４． 【論文：単著】「Yakushima Island: Landscape History, World Heritage Designation, and Conservation Status 
for Local Society」，Springer International Publishing『Natural Heritage of Japan -Geological, 
Geomorphological, and Ecological Aspects-』，pp.73-83，2017年７月５日，スイス

●2017年度の研究教育活動

一　研究業績

２　論文
　　 「映像で論文を創る─民俗研究映像「屋久島の森に眠る人々の記憶」を制作して─」『山林』1601，公益社団

法人大日本山林会，pp.28-37，2017年10月
　　「屋久島の林業集落跡及び森林軌道跡」林野庁『林野』125，pp.14-15，2017年８月
　　 「観光のグローバル化に対する地域資源管理のあり方」，一般社団法人日本森林学会『森林科学』82，pp.21-

24，2018年２月
５　学会・外部研究会発表
　　 「Are protected area systems creative destruction or destructive creation to local communities?」，国際シ

ンポジウム「Local Communities and Nature Conservation（地域に根差した自然保護）」，筑波大学自然保護
寄附講座，2017年11月23日

　　 「持続的な林業遺産の保全に向けた取り組み─屋久島を事例にして」，第129回日本森林学会，高知大学，2018
年３月27日

　　 奥山洋一郎，赤池慎吾，柴崎茂光，八巻一成「森林鉄道遺構の保存と活用」，第129回日本森林学会，高知大学，
2018年３月27日

７　その他
　　 「手つかずの自然ってあるのかな？」，国立歴史民俗博物館編『わくわく！探検　れきはく日本の歴史　５　

民俗』2018年３月10日
　　 「Are protected area systems creative destruction or destructive creation to local communities?」，国際シ

ンポジウム発表要旨集「Local Communities and Nature Conservation（地域に根差した自然保護）」，筑波大
学自然保護寄附講座，2017年11月23日

　　「特集展示　国立公園　今昔」国立歴史民俗博物館，歴史系総合誌『歴博』204，p.31，2017年９月20日
　　 研究発表要旨：「持続的な林業遺産の保全に向けた取り組み─屋久島を事例にして」，『第129回日本森林学会
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大会学術講演集』，p.85，2018年３月
　　 研究発表要旨：奥山洋一郎・赤池慎吾・柴崎茂光・八巻一成「森林鉄道遺構の保存と活用」，『第129回日本森

林学会大会学術講演集』，p.110，2018年３月

二　主な研究教育活動

１　主な共同研究等参加状況
　①　歴博
　　　 基盤研究「林業遺産の保存と持続的な活用による林業教育・地域づくりの可能性」（研究代表者：柴崎茂光）

2016～2019年度

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， 『屋久島世界自然遺産・国立公園におけ
る山岳利用のあり方検討会』委員

四　活動報告

３　研究・調査プロジェクト報告
　　 保護地域に関連する資料収集やフィールド調査を行った。成果の一部として，2017年８月１日~2018年１月８

日に第４展示室特集展示「国立公園　今昔」などを開催した。

島津　美子　Shimadzu 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専攻（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（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】島津美子， 岡田 靖. 研究ノート「近世・近代の木彫仏像に施された彩色の技法材料─山形県龍泉寺，
塩田行屋，法来寺の事例─」（『国立歴史民俗博物館研究報告』第206集，pp.61-87， 2017年３月）

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）

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.

しまづ
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●2017年度の研究教育活動

一　研究業績

５　学会・外部研究会発表
　　 島津美子，大和あすか「幕末明治期の錦絵における赤色色材の使用実態」文化財保存修復学会第39回大会要旨

集，pp.238-239，2017年７月２日
　　 「Digital Data in Conservation of Cultural Properties文化財の保存とデジタルデータ」第２回人文情報ユニッ

ト研究会「歴史資料デジタル記録として何を記述すべきか─日本とアジアと世界─」（国際研究集会iPRES
（International Conference on Digital Preservation）のプレ・イベントとして開催），京都大学，2017年９月
26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
　　　 基盤研究 公募型共同研究 『聆涛閣集古帖』の総合資料学的研究（研究代表者：藤原 重雄 （東京大学史料編

纂所）），共同研究者，2017－2019年度
　③　機構
　　　 ネットワーク型基幹研究プロジェクト 在外日本資料調査・活用による日本研究と日本文化理解の促進（主

導機関：国際日本文化研究センター） ヨーロッパにおける19世紀日本関連資料の調査と活用─日本文化発信
にむけた国際連携のモデル構築をめざして─（代表：日高 薫）共同研究員．2016年度～2018年度

２　外部資金による研究
　　 科研若手研究（B）近世近代における赤色染料の利用実態に関する研究（H28～ H30），研究代表者，2016～

2018年度
５　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

５　国際連携
　①　JICA
　　　 国立大学法人東京芸術大学及び一般財団法人 日本国際協力センター（ＪＩＣＥ）実施「エジプト国大エジ

プト博物館開館支援合同保存修復プロジェクト」業務従事者 診断分析担当（2017/12/２～12/17，2018/2/3
～2/10）

四　活動報告

３　研究・調査プロジェクト報告
　　 2017年７月に国内で開催された保存修復学会に共同発表者に参加してもらい，錦絵の色材についての発表を行

い，同氏および関係研究者との意見交換を行った。また，2017年９月には，コペンハーゲンにおいて開催され
た国際博物館協会保存委員会ICOM-CC第18回大会に参加し，色材の製造法等に関する発表や，博物館資料の
保存修復に関する発表を聴講し情報収集を行った。

鈴木　卓治　SUZUKI Takuzi　教授（2017.1～）
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教授（2017～），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），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准教授併任（2016），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
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館研究部教授（2017），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（2017.1）
【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

●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． 【論文】鈴木卓治：「蒔絵万年筆資料のマルチアングル画像撮影ならびに展開図作成のための技術開発」，『国
立歴史民俗博物館研究報告』206号，pp.39-59，2017年３月

４． 【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提供に関する業務に従事

５． 【展示】2016年度企画展示「デジタルで楽しむ歴史資料」，国立歴史民俗博物館，展示プロジェクト代表，2017
年３月14日～５月７日

●2017年度の研究教育活動

一　研究業績

１　著書
　　 単編著：歴史系総合誌『歴博』207号，32頁，国立歴史民俗博物館，2018年３月20日
　　 鈴木卓治・大久保純一「江戸図屏風を起点に他の風景と比べたら何がわかるか？」国立歴史民俗博物館編『歴

史研究と〈総合資料学〉』，吉川弘文館，pp.34-55，2018年３月１日
４　展示図録・資料図録・映像・ＤＢ・デジタル・コンテンツ開発
　　 鈴木卓治・日高薫「生田コレクションより小鼓胴・大鼓胴（自由拡大コンテンツ）」（企画展示「URUSHIふし

ぎ物語」に出展），国立歴史民俗博物館，2017年７月11日
　　 鈴木卓治・日高薫「漆塗りの魅力（故事人物蒔絵螺鈿瓶子，花鳥人物蒔絵象嵌飾棚；自由拡大コンテンツ）」（企

画展示「URUSHIふしぎ物語」に出展），国立歴史民俗博物館，2017年７月11日
５　学会・外部研究会発表
　　 鈴木卓治・小島道裕・曽我麻佐子・眞鍋佳嗣・矢田紀子「博物館と大学が連携して作り上げるデジタル展示～

企画展示「デジタルで楽しむ歴史資料」を事例として～」『人文科学とコンピュータシンポジウム論文集
2017』，大阪市立大学，pp.283-288，2017年12月10日

　　 後藤真・大内英範・鈴木卓治「大規模なデータを持つ人文系機関におけるLinked Dataによる情報基盤整備─
"nihuINT LD"の構築による可能性と総合資料学─」『人文科学とコンピュータシンポジウム論文集2017』，大
阪市立大学，pp.267-272，2017年12月10日

７　その他
　　 コラム「歴博における情報メディアのこれまで・これから」，放送大学教材「博物館情報・メディア論」，放送

大学教育振興会，pp.209-212，2018年３月10日
　　 「国立歴史民俗博物館のデジタル映像コンテンツ─企画展示『デジタルで楽しむ歴史資料』の事例から」，博

物館研究 vol. 52，No.９，pp.7-11，2017年９月
　　コラム「デジタルと現代社会」，歴史系総合誌『歴博』205号，国立歴史民俗博物館，p.19，2017年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
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「よみがえれ！シーボルトの日本博物館」（2016年７月12日～９月４日）展示プロジェクト委員

すずき
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　　企画展示「デジタルで楽しむ歴史資料」（2017年３月14日～５月７日）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

門員と共同）， 授業（資料の保存管理（２）コンピュータの活用， 後藤 真准教授と共同）

三　社会活動等

１　館外における各種委員
　　 人間文化研究機構情報発信センター高度連携情報技術委員会委員（資源共有化事業委員会から改称，2013年４

月より継続中）
　　人間文化研究機構情報セキュリティ委員会（2016年４月より）
　　一般社団法人日本色彩学会代議員（関東支部選出，2011年５月より継続中）
　　一般社団法人日本色彩学会画像色彩研究会主査（2014年４月より継続中）
　　一般社団法人日本色彩学会学会誌編集委員会委員（副委員長）（2016年７月より）
　　一般社団法人日本色彩学会学会誌広報委員会委員（2016年７月より）

四　活動報告

３　研究・調査プロジェクト報告
　　課題：「博物館資料の撮影技術」．
　　 目的：博物館資料のデジタルコンテンツを制作するための画像撮影に関する技術を研究する．具体的には，か

んざし等の不安定な可動部をもつ対象の全周囲画像を撮影するための手法について研究する．
　　 報告：申請していた科学研究費が不採択だったため，研究の本格的な展開には至らなかった．本年度は画像撮

影装置としてミラーレス一眼レフを購入し，来年度に資料固定・回転用冶具制作のための技術的検討を行うこ
ととした．本経費で購入した画像処理ソフトウェア（Adobe Creative Cloud）は，個人研究における画像処
理のほか，本館企画展示（URUSHI展，1968展，古墳展）におけるデジタルコンテンツ制作に利用し，有効に
活用された．

関沢まゆみ　SEKIZAWA Mayumi　教授（2011～），研究推進センター長（2017～）
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（2013～2014，2017）
【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，高度経済成長と民俗の変化【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
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５． 【単編著】『民俗学が読み解く葬儀と墓の変化』（国立歴史民俗博物館研究叢書２），160頁，朝倉書店，2017年
３月

●2017年度の研究教育活動

一　研究業績

２　論文
　　「高度経済成長と民俗学」『國學院雑誌』118巻４号，pp.124-140，2017年４月15日（査読有）
　　「昭和30年代のダム建設と集落移転」『国立歴史民俗博物館研究報告』207，pp.11-41，2018年２月28日（査読有）
　　「民俗学から見る貨幣」国立歴史民俗博物館編『歴史研究と〈総合資料学〉』，pp.168-185，吉川弘文館，2018
年３月１日
７　その他
　　「研究の概要」『国立歴史民俗博物館研究報告』207，pp.1-9，2018年２月28日
　　「まとめにかえて」国立歴史民俗博物館編『歴史研究と〈総合資料学〉』，吉川弘文館，pp.187-194，2018年３
月１日
　　「谷口貢・板橋春夫編『日本人の一生』」，『日本民俗学』290，p.74，2017年５月30日
　　 「奈良県教育委員会編『奈良県民俗芸能緊急調査報告書　奈良県の民俗芸能１・２』」，『日本民俗学』291，p.132，

2017年８月31日
　　「大島直行『縄文人はなぜ死者を穴に埋めたのか』」『週刊読書人』，p.6，2017年11月17日
　　 監修：内田順子，関沢まゆみ『古い道具と昔のくらし事典』（住まいの道具と衣類），80頁，金の星社，2018年

２月
　　 監修：内田順子，関沢まゆみ『古い道具と昔のくらし事典』（台所と食卓の道具），80頁，金の星社，2018年３

月
　　 「村落社会の相互扶助の動揺と民俗の維持継承」，歴史系総合誌『歴博』206，国立歴史民俗博物館，pp.24-

25，2018年１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
　　　基盤研究「日本列島社会の歴史とジェンダー」（横山百合子研究代表）共同研究員，2016～2018年度
２　外部資金による研究
　　 基盤研究B「村落社会の相互扶助の動揺と民俗の維持継承─葬儀変化にみる地域差の存在とその意味─」研究

代表，2017～2019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
５　教育
　　東京女子大学国際教養学部非常勤講師（民俗学）
　　國學院大学大学院文学研究科兼任講師（民俗学特論）

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，川崎市

文化財審議委員，文化審議会専門委員（文化財分科会），文化財保存活用専門委員会専門委員，日本民俗学会
理事

２　講演・カルチャーセンターなど
　　シュシュ「1970年代のお母さんが愛したキッチン家電」監修，テレビ朝日，2017年７月15日
４　社会連携
　②　共同研究
　　　花王株式会社との産学連携共同研究「清潔と洗浄をめぐる総合的歴史文化研究」研究代表，2017～2020年度

せきざわ
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四　活動報告

３　研究・調査プロジェクト報告
　　 「高度経済成長と民俗伝承の変化」について，「高度経済成長と民俗学」（『國學院雑誌』118，2017年），「昭和

30年代のダム建設と集落移転」（『研究報告』207〈特集号「高度経済成長と地域社会の変化」〉2018年）をまと
めたことによって，本プロジェクトに関する課題がより明確になった。

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．【単著】『海の向こうから見た倭国』講談社，304頁，2017年２月
３． 【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）
４． 【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）
５． 【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）

●2017年度の研究教育活動

一　研究業績

２　論文
　　 「朝鮮半島西南部と西日本地域の交流についての予察」『영산강유역 마한제국과 낙랑·대방·왜（栄山江流

域の馬韓諸国と楽浪・帯方・倭）』韓国全南文化財研究所，pp.149-178，2017年６月16日，韓国（査読有）
　　「＜沖ノ島＞航海安全を祈る古代の祭祀場」『学士会会報』927号，pp.85-92，2017年11月１日
　　 「冠をめぐる百済・栄山江流域と倭の交渉についての予察─倭における広帯二山式冠の盛行以前を中心に─」

『나주 신촌리 금동관의 재조명（羅州新村里金銅冠の再照明）』韓国国立羅州博物館，2017年，１月16日（査
読有）

　　 「古墳出土の青銅・金銅製品からみた日朝関係　─４～５世紀前半を中心に─」国立歴史民俗博物館研究叢３
『青銅器の考古学と自然科学』，朝倉書店，2018年

４　展示図録・資料図録・映像・ＤＢ・デジタルコンテンツ開発
　　 「５，６世紀における上毛野地域の地域間交渉について―朝鮮半島と畿内地域との関係を中心に―」『海を渡っ

てきた馬文化』群馬県立歴史博物館，2017年９月30日
　　 テーマ解説「朝鮮半島の墳墓」，論考「朝鮮半島の王と墳墓」，企画展示図録『世界の眼で見る古墳文化』，国

立歴史民俗博物館，2018年３月５日
５　学会・外部研究会発表
　　 「装身具から見た新羅と倭の交渉─５世紀前半を中心に─」第68回朝鮮学会シンポジウム「新羅と倭の交流」，

早稲田大学11号館901教室，2017年10月８日
７　その他
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　　「朝鮮半島」『季刊考古学─特集須恵器の変容と各地の古墳文化』142号，pp.65-70，2018年２月１日
　　「海の向こうから前方後円墳体制論を考える」総合誌『歴博』204号，pp.6-9，2017年９月20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「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─」2015－2017年度
　③　機構
　　　 人間文化研究機構　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」（拠点　国立民族学博

物館）
２　外部資金による研究
　　 科学研究費基盤研究Ｃ「朝鮮半島西南部の前方後円墳をめぐる倭と馬韓の交渉史」（2016年度～2019年度）研

究代表者
３　国際交流事業
　　 「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）
　　 「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
　　企画展示「世界史の目で見る古墳文化」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
　　群馬県立歴史博物館企画展示「海を渡ってきた馬文化」展示プロジェクト委員
２　講演・カルチャーセンターなど
　　 「５，６世紀における上毛野地域の地域間交渉について─朝鮮半島と畿内地域との関係を中心に─」群馬県立

歴史博物館第93 回企画展特別シンポジウム「海を渡ってきた馬文化」，群馬県立歴史博物館，2017年10月22日
　　「海の向こうから見た古代の倭」朝日カルチャーセンター千葉教室，2017年８月30日，９月６日，９月20日
　　「海の向こうから見た古代の倭」朝日カルチャーセンター新宿教室，2017年12月８日
　　 「遺跡・遺物からみた韓と倭のつながり　─弥生時代後半～４世紀を中心に─」トンボの眼講座，トンボの眼

（（品川区立中小企業センター），2017年12月17日
　　「栄山江流域における前方後円墳の造営背景」歴博友の会講座，国立歴史民俗博物館，2017年12月14日
　　「栄山江流域における前方後円墳の造営背景」かながわ考古学同好会３月講座　2018年３月22日
４　社会連携
　③　講演会・シンポジウム
　　　 「相作馬塚古墳の竪穴式石室からみた瀬戸内地域と朝鮮半島の関係」平成29年度連載講座『探求！たかまつ

遺産　人・もの・場から高松の歴史と地域を考える』第３回，高松市教育委員会（サンクリスタル高松），
2017年11月25日

　　　 「海の向こうから見た古代出雲」第５回古代歴史文化賞決定記念イベント「海の向こうから見た古代出雲」，
島根県（くにびきメッセ国際会議場），2018年２月18日

たかた
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１　受賞歴
　　第５回古代歴史文化賞優秀賞（『海の向こうから見た倭国』講談社現代新書）
２　特別委員会委員など館長からの委嘱を受けたもの
　　第四期の会委員。機構本部総合人間文化研究推進センター員
３　研究・調査プロジェクト報告
　　 朝鮮半島の栄山江流域にきずかれた前方後円墳の造営背景について，これまでの研究成果を網羅的に集成し，

その研究史的整理を行った。また，日本考古学における前方後円墳体制論の研究史的な検討を行った。その成
果の概要は，総合誌『歴博』205号に「海の向こうから見た前方後円墳体制」としてまとめた。また，歴博が
長年行ってきた，青銅製品についての鉛同位体比分析の内容，特に朝鮮半島三国時代の資料について国立歴史
民俗博物館研究叢書３に執筆した。

４　その他
　　 2018年度にリニューアルオープンする総合展示第１室の展示準備を精力的に進める。特に，韓国関係の資料借

用の調整をつつがなく進める。個人研究としては，中に朝鮮半島の栄山江流域にきずかれた前方後円墳につい
て，著書を出版したいと考えている。

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ことを目的とする。2016年度より，中世の地域社会における武士の領
主支配に関する共同研究を実施している。【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
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

●2017年度の研究教育活動

一　研究業績

２　論文
　　「南北朝期の相模と武士団の諸相」（関幸彦編『相模武士団』吉川弘文館，pp.103-119，2017年９月）
３　調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典など
　　『中世益田現地調査成果概報 vol.1』（国立歴史民俗博物館，pp.1-11・18，2017年10月）
　　『熊谷市史通史編　上巻』（熊谷市，pp.346-352，364-365，433-461，2018年３月）
７　その他
　　「新田氏，『武家の棟梁』への道」（『ぐんま八幡荘再発見伝』５号，pp.15-17，2017年５月）

二　主な研究教育活動

１　主な共同研究等参加状況
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Ⅵ　教員の研究・調査活動

　①　歴博
　　　 「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）共同研究者（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）共同研究者，2015～2017年

度
　　　「中世日本の地域社会における武家領主支配の研究」（代表；田中大喜）研究代表者，2016～2018年度
　　　「中世日本の国際交流における海上交通に関する研究」（代表；荒木和憲）共同研究者，2016～2018年度
　　　 「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」（代表;小島道裕）共同研究者（副代表），

2016～2018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
　　 科学研究費補助金基盤研究（Ｂ）「中世日本の東アジア交流史に関する史料の集成的研究と研究資源化」（代表；

荒木和憲）連携研究者，2016～2020年度
　　 共愛学園前橋国際大学「地（知）の拠点整備事業」地域志向教育研究「本学周辺にある中世石造物の調査・研

究─笂井・小屋原地区を中心に─」（代表;野口華世）共同研究者，2017年度
３　国際交流事業
　　 「南北朝期日本の年号に関する二，三の問題─公年号・不改年号・私年号─」歴博国際シンポジウム「年号と

東アジアの思想と文化」国立歴史民俗博物館，2017年10月21日
４　主な展示・資料活動
　　 企画展示「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，2017年３月14日～５月７日

開催
　　 2018年度企画展示「日本の中世文書─機能と形と国際比較─」（代表；小島道裕）展示プロジェクト委員（副

代表）
５　教育
　　学習院大学文学部非常勤講師，「日本史特殊講義」担当
　　聖心女子大学文学部非常勤講師，「古文献入門」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
　　群馬県立歴史博物館展示プロジェクト委員
２　講演・カルチャーセンターなど
　　「蒙古襲来と日蓮」公開講座「日蓮とその時代」，朝日カルチャーセンター千葉，2017年８月５日
　　 「再考・応仁の乱」豊洲文化センター講座，江東区豊洲文化センター，2017年10月28日・11月25日・12月２日・

2018年１月13日・１月20日
　　 「新田一族の中世　『武家の棟梁』への道」第４回歴史を活かしたまちづくり連続講演会「ぐんまの中世，歴

史ロマン」，歴史を活かしたまちづくり講演会実行委員会，榛名文化会館小ホール，2017年11月11日
　　 「上総氏と藤姓足利氏─関東の在地系豪族的武士団─」千葉氏を語る会「両総平氏と千葉六党」，千葉市民会

館小ホール，2017年12月９日
３　マスコミ
　　「私はこう見た『石見の戦国武将』展」山陰中央新報，平成29年10月28日朝刊，p.15
４　社会連携
　①　刊行物
　　　『熊谷市史通史編　上巻』（熊谷市，2018年３月）
　③　講演会・シンポジウム
　　　 「常胤のおもてなし─治承５年正月１日の垸飯の歴史的意義─」千葉氏フォーラム「現代につながる鎌倉時

たなか
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代の「食」文化」，千葉商工会議所第１ホール，2017年６月４日
　　　 「南北朝期の武蔵武士団」第21回多摩の歴史講座「武蔵武士団の盛衰」，たましん地域文化財団・東京市町

村自治調査会共催，たましん府中支店，2017年11月６日
　　　「長楽寺再建事業と新田氏」平成29年度長楽寺展記念講演，太田市立新田荘歴史資料館，2017年11月12日
　　　 「長野荘の領主拠点を探る─もう一つの中世益田の世界─」国立歴史民俗博物館共同研究事業中間報告会「中

世の宝庫　長野荘（益田市西部）に光が当たる！」（主催:石西の文化を学ぶれんげ草の会，共催:益田市教育
委員会）益田市立保健センター大ホール，2018年２月４日

四　活動報告

３　研究・調査プロジェクト報告
　　 慶長期の毛利領国時代の作成と目されている宮城県図書館所蔵「石見国図」の調査・撮影を行い，中世末期の

石見国の地理情報を収集した。
　　 明治９年作成の島根県文書館所蔵「島根県道水路図」の調査・撮影を行い，近世後期まで遡及できる長野荘・

益田荘域の地理情報を収集した。
４　その他
　　 昨年度から開始した基幹研究「歴史文化資料に基づく日本中世社会像の再構築」のAブランチ「中世日本の地

域社会における武家領主支配の研究」の今年度の研究経過・成果については，「共同研究」の章を参照のこと。

西谷　大　NISHITANI Masaru　教授（2012～），副館長（2017～）
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），博物館資源センター長併任（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． 【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

２． 【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，A
５版，335頁，2011年９月

３． 【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）

４． 【論文】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）

５． 【論文】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）
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Ⅵ　教員の研究・調査活動

●2017年度の研究教育活動

一　研究業績

１　著書
　　 監修：実松克義・西谷 大・村治笙子『ＷＯＮＤＥＲ　ＭＯＶＥ　古代文明のふしぎ（講談社の動く図鑑ＭＯ

ＶＥ）』，128頁，講談社，2017年06月23日
２　論文
　　 「総合資料学とフィールド調査」『〈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集，

2018年３月

二　主な研究教育活動

１　主な共同研究等参加状況
　①　歴博
　　　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，2016年度～
４　主な展示・資料活動
　　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
　　公益財団法人　印旛郡市文化財センター　理事

四　活動報告

３　研究・調査プロジェクト報告
　　 「歴史にみる人と自然の関係史」の歴博映像撮影に関して，君津市平山，大戸，草川原で撮影を行い，映像に

関しては撮影を完了した。それにともない，現地でのインタビューおよび資料調査を行った。

仁藤　敦史　NITO Atsushi　教授（2008～），広報連携センター長（2017～）
併任　総合研究大学院大学日本歴史研究専攻教授（2008～）

【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），広報連携センター長（2017）【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

●主要業績

１．【著書】『卑弥呼と台与』山川出版社，90頁，2009年10月
２．【著書】『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
３．【著書】『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
４．【著書】『古代王権と支配構造』吉川弘文館，361頁，2012年３月
５． 【原著論文】「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）

にとう
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●2017年度の研究教育活動

一　研究業績

２　論文
　　「古代王権論の成果と課題」『歴史評論』814号，pp.5-47，2018年２月（査読有）
　　「東アジア世界と中華思想」『日本古代交流史入門』勉誠出版，pp.159-173，2017年６月
　　「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』20，pp.105-128，2017年８月
　　「「聖徳太子」の名号について」『日本古代史の方法と意義』勉誠出版，pp.463-481，2018年１月
　　「古代出雲とヤマト王権」『古代出雲ゼミナールⅣ』ハーベスト出版，pp.8-32，2017年10月
　　「神功紀外交記事の基礎的考察」『国立歴史民俗博物館研究報告』211号，pp.207-231，2018年３月（査読有）
　　 「官制からみた銭貨鋳造官司の変遷について」『国立歴史民俗博物館研究報告』210号，pp.261-272，2018年３

月（査読有）
　　「倭系百済官僚の基礎的考察」『日本古代の氏族と政治・宗教』下，雄山閣，pp.7-23，2018年３月
　　「宇治橋断碑の研究と復元」『国立歴史民俗博物館研究叢書』３号，pp.81-94，2018年３月
３　調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典など
　　『日本史年表』第五版，岩波書店，古代部会編集委員，全427頁，2017年10月
４　展示図録・資料図録・映像・ＤＢ・デジタル・コンテンツ開発
　　企画展示図録『デジタルで親しむ歴史資料』pp.26-28，2017年３月
　　企画展示図録『世界の眼でみる古墳文化』pp.80-83，2018年３月
５　学会・外部研究会発表
　　 「古代王権論の成果と課題」歴史科学協議会創立五十周年記念シンポジウム『天皇制・君主制をめぐる現代歴

史学の諸課題』，2017年７月８日，明治大学駿河台キャンパス
　　「「大化改新」論の現状と課題」早稲田大学史学会大会報告，2017年10月14日，早稲田大学文学部
　　「コメント」早稲田大学『人文学の危機』，2018年２月３日，早稲田大学文学部
　　 「欽明期の王権段階と出雲─前史との比較を中心として─」島根県古代文化センター『国家形成期の首長権と

地域社会構造』」テーマ研究第８回検討会報告，2018年２月28日
７　その他
　　「「大化改新」と東アジア情勢」『日本史かわら版』４号，帝国書院，pp.1-2，2017年11月
　　「鼎談「日文研問題」をめぐって」『日本研究』55号，国際日本研究センター，pp.172-207，2017年５月
　　「総論　日本の遺跡─古代編─」『学士会会報』928号，pp.78-82，2018年１月
　　「東大寺境内遺跡　大仏の寺と正倉院」『学士会会報』928号，pp.83-87，2018年１月
　　「邪馬台国をめぐる論点」『歴史REAL　邪馬台国』洋泉社，pp.44-49，2017年11月
　　 「殯宮儀礼の主宰と大后─女帝の成立過程を考える─」『ニューズレター　日本列島社会の歴史とジェンダー』

４号，国立歴史民俗博物館，pp.1-2，2017年４月
　　「書評と紹介　森公章「天智天皇」」『日本歴史』828号，吉川弘文館，pp.99-101，2017年５月

二　主な研究教育活動（共同研究，調査，展示，教育等）

１　主な共同研究等参加状況
　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「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
　　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（2017年10月原本撮影），続々修十二秩第九巻を撮影
　　前年撮影分続々修十二秩第三巻を製作（2017年４月・７月原本校正）
　　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（会期：2017年３月14日－５月７日）
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　　企画展示「世界の眼でみる古墳文化」展示プロジェクト委員（会期：2018年３月６日－５月６日）
　　2018年度 企画展示「日本の中世文書─機能と形と国際比較─」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」担当）
　　京都文化博物館企画展示『至宝をうつす─文化財写真とコロタイプ複製のあゆみ─』特別協力
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）
　　早稲田大学大学院文学研究科非常勤講師（日本史学特論８）
　　総合研究大学院大学人間文化研究科日本歴史専攻博士論文審査委員（キム・ドヨン）
　　内地研究員研究指導（神戸大学大学院古市晃），2017年９月１日～11月30日

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
　　 「入門解説 平安時代史」全５回，トンボの眼講座，豊島区民センター・品川区立中小企業センター，2017年

４月２日・５月５日・６月４日・７月２日・７月22日
　　 「大化のクーデターと政治改革 ─東アジア情勢と倭国─」，名古屋栄中日文化センター古代史講座「古代国家

への道」，中日文化センタービル，2017年５月20日
　　 「文献からみたヤマト王権と尾張─東国におけるその位置付け─」大阪府立近つ飛鳥博物館講演会，大阪府立

近つ飛鳥博物館，2017年５月21日
　　「桓武朝遷都論─長岡京から平安京へ─」，古代を学ぶ会，中野区勤労福祉会館，2017年７月３日
　　 「古代女帝の皇位継承について」全３回，朝日カルチャーセンター新宿，新宿住友ビル， 2017年７月27日・８

月24日・９月14日
　　 「国号の歴史について─「倭」から「日本」へ─」朝日カルチャーセンター新宿，新宿住友ビル，2017年８月

10日
　　 「女帝成立への道─オオキサキと殯宮─」，トンボの眼講座「紀元前１世～紀元４世紀─東アジアのなかの日

本―」第３回， 豊島区立生活産業プラザ，2017年８月27日
　　 「卑弥呼の共立と鉄の供給─大率・大倭・都市─」（田中史生氏との対談），トンボの眼講演と対談，豊島区立

生活産業プラザ，2017年10月22日
　　「古代の東国」啓文舎日本歴史文化講座（ヒスカル）⑤⑥⑦，神保町，2017年11月８日・11月15日・11月22日
　　 「聖徳太子の実像」全３回，トンボの眼講座，としま産業振興プラザ（IKEBIZ）・豊島区立生活産業プラザ，

2018年１月７日・２月４日・３月11日
　　 「遷都の古代史─「動く都」から「動かない都」へ─」全３回，朝日カルチャーセンター新宿，新宿住友ビル， 

2018年１月25日・２月22日・３月22日
　　 「卑弥呼と台与─倭国の女王たち」，講演＆対談「前方後円墳の出現と国家の起源」（広瀬和雄氏との対談），

2018年２月12日，としま産業振興プラザ（IKEBIZ）
　　「譲位制の成立と太上天皇」，朝日カルチャーセンター横浜，ルミネ横浜，2018年２月10日
３　マスコミ
　　「書評　小笠原好彦著　古代豪族葛城氏と大古墳」『赤旗』日本共産党，2017年10月８日
　　「養老改元の謎」『定年時代』朝日新聞社，2017年５月31日
　　「北陸歴史よもやま話」読売新聞北陸版，2017年５月13日
　　「沖の島の実像」朝日新聞，2017年５月23日
　　「歴史の中の天皇」朝日新聞，2017年８月28日
　　クラウドファンディング『正倉院文書複製製作プロジェクト』プロジェクト代表
　　 読売新聞2018年２月22日朝刊，朝日新聞2018年２月27日（含Web），『週刊SPA ！』2018年２月６日（含Web），

にとう
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NHK『首都圏ニュース』2018年２月６日（含Web），NHKFM『ひるどき情報千葉』2018年２月26日など　

四　活動報告

２　特別委員会委員など館長からの委嘱を受けたもの
　　人間文化研究機構総合情報発信センター運営委員
３　研究・調査プロジェクト報告
　　 古代の王権および都城の研究をするため，関連学会への参加により最新の発掘情報および出土文字資料の情報

収集をすることができた。

林部　均　HAYASHIBE Hitoshi　副館長（2017～），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～），研究推
進センター長（2014～2016），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，1986

年９月）（査読付き）
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）

（査読付き）
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

●2017年度の研究教育活動

一　研究業績

２　論文
　　 「古代日本における王都の空間認識」，吉川真司・倉本一宏編『日本的時空観の形成』，思文閣出版，pp.83-

107，2017年５月26日
４　展示図録・資料図録・映像・ＤＢ・デジタル・コンテンツ開発
　　 企画展示図録『URUSHIふしぎ物語』，「古代の漆工用具」「漆紙文書」「漆を使った棺」「漆器のあるくらし　

古代」「律令国家と漆」，pp.44-45・46-47・56-58・112-123・142-143，国立歴史民俗博物館，2017年７月17日
７　その他
　　「飛鳥・藤原京　「日本」誕生の地」，『学士会会報』929，学士会，pp.93-100，2018年３月１日
　　 「日本古代における都城の成立と展開」，『卑弥呼と倭の五王の時代の中国都城』岸和田市教育委員会・朝日新

聞社，pp.46-53，2017年９月24日
　　 発表要旨「福原長者原官衙遺跡の歴史的意義」，行橋市教育委員会『福原長者原官衙遺跡国史跡指定記念講演会』

pp.4-8，2017年８月５日
　　 「今泉隆雄「古代南奥の地域的性格」掲載に至る経過」，今泉隆雄著『古代国家の地方支配と東北』，吉川弘文
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Ⅵ　教員の研究・調査活動

館，p.209，2018年１月１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」

Bブランチ「北と南からみた古代列島世界」（研究代表者：三上喜孝），共同研究員・副代表，2016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年度
　②　他の機関
　　　 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」民博研究拠点（研究代表者 : 池谷和信）

共同研究員　国立民族学博物館　2016～2021年
２　外部資金による研究
　　 基盤研究（A）「高精度同位体比分析装置を用いた古代日本における青銅器原料の産地と採鉱状況の研究」（研

究代表者 : 斎藤努）研究分担者，2017年～2020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（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12000年史」展示プロジェクト委員

三　社会活動等

１　館外における各種委員
　　 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），「古墳壁画の保存活用に関する検討会」委

員（文化庁），文化財買い取り協議会委員（文化庁），上野国府等調査委員会委員（前橋市教育委員会），総社
古墳群調査検討委員会（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），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），史跡鋳銭司跡調査検討委員会委員（山口市教育委員会）

２　講演・カルチャーセンターなど
　　 「日本古代における都城の成立と展開」岸和田市教育委員会・朝日新聞社，第30回濱田青陵賞記念シンポジウ

ム，2017年９月24日
　　 「日本都城の成立と展開」「古代国家の東と西の役所」『古代を掘る』，朝日カルチャーセンター新宿，2017年

９月27日
　　 「飛鳥宮の発掘調査」「高松塚古墳・マルコ山古墳・キトラ古墳」『飛鳥を発掘する』，朝日カルチャーセンター

新宿，2018年２月８日
　　 「古代国家の東と西の役所─藤原宮と仙台郡山官衙遺跡・福原長者原官衙遺跡─」古代を学ぶ会，中野区産業

振興センター，2017年12月８日
３　マスコミ
　　 「浜田青陵賞記念シンポ　卑弥呼と倭の五王の時代の中国　基調報告と討論」『朝日新聞』（夕刊）2017年10月

27日
４　社会連携
　③　講演会・シンポジウム
　　　 「福原長者原官衙遺跡の歴史的意義」福原長者原官衙遺跡国史跡指定記念講演会，行橋市教育委員会，2017

年８月５日

四　活動報告

３　研究・調査プロジェクト報告
　　 日本海沿岸での地域社会，列島の北と南での地域社会の形成を検討するため，富山・石川（2017年５月），福井・

敦賀・若狭（2017年７月），小樽・余市・札幌（2017年８月），郡山（2018年２月），宮崎・都城・鹿児島（2017
年３月）で調査を実施した。日本海沿岸地域では，北前船による交易が地域社会に与える影響が強いことがモ

はやしべ
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ノ資料をつうじて検討した。また，列島の北と南の地域では，北端，南端ゆえにもつ，外の世界との窓口とし
ての特徴，交流拠点としての特徴が確認できた。そして，それらが，決して，ある時代のことではなく，古代
から現代まで，通して見られる特徴であることも確認した。地域を考えていく場合そのような長い時間軸が必
要であることをあらためて実感した。

　　 　今後は，調査を継続するとともに，さらに地域社会の形成の実態，さらに形成される要因の分析をより深く
検討するとともに，環境の問題との関係や，地域社会同士の比較をおこない，それぞれの地域社会のもつ特徴
をより鮮明にさせたい。

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），慶應義塾
大学非常勤講師（2005～2006，2008～2010，2012～2013），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）

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29年度の研究教育活動

一　研究業績

２　論文
　　 単著「社会問題化のプロセスとしての消費者運動」（『生協総研レポート第85号（第２期）生協論レビュー研究

会（下）』85号，pp.28-36，2018年１月
　　 単著「「風評被害」の加害者たち」（『復興に抗する：地域開発の経験と東日本大震災後の日本』有志舎，

pp.162-202，2018年２月10日
　　 単著「震災「後」の歴史学の課題と博物館展示」『現代歴史学の成果と課題 第４次-3』績文堂出版，pp194-

205，2017年５月25日，
　　 単著「ハワイ立州の周辺にみるポリティクス」『現代思想』2017年９月号，青土社，pp.219-225，2017年９月

１日
５　学会・外部研究会発表
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Ⅵ　教員の研究・調査活動

　　 Koji Ariyoshi in the context of Japanese History, NINJAL-NMJH-UHM Workshop: Underdescribed 
Languages and Histories: Linguist’s and Historian’s Challenges,（University of Hawai‘i at Mānoa, USA）

　　 Communism and Revisionism: The Story Derived from a Nisei Soldier’s Experience in Yenan, Spies, 
Prisoners, and Farmers: The Origins of Japanese Studies at Michigan（Center for Japanese Studies at 
University of Michigan, USA）

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
　　　 機構基幹研究プロジェクト「北米における日本関連在外資料調査研究・活用─言語生活史研究に基づいた近

現代の在外資料論の構築─」（歴博ブランチ代表）（研究代表：国立国語研究所　朝日祥之）2016～2021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
　　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）
　　 同志社大学人文科学研究所「開発主義国家戦後日本の形成・展開と社会，民衆の総合的歴史研究」（代表　庄

司俊作）嘱託研究員
　　 成城大学民俗学研究所共同研究「地域社会における関係性の変容に関する基礎的研究」（代表　小島孝夫）研

究協力者
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」2014 年７月～2018年３月
４　主な展示・資料活動
　　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
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）， 

東京大学文学部非常勤講師（2017年），慶應義塾大学文学部非常勤講師（2017年）

三　社会活動等

１　館外における各種委員
　　 長崎市国指定史跡長崎原爆遺跡保存・整備委員会副委員長，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（副編集委員長），同時代史学
会理事（事務局長），特定非営利活動法人市民環境研究所理事

四　活動報告

２　特別委員会委員など館長からの委嘱を受けたもの
　　第４期の会（委員長）
３　研究・調査プロジェクト報告
　　今年度は，３・11後の日本社会をめぐる論考のとりまとめと，日本からハワイへの移民に関わる調査を行った。
　　 ３・11後の日本社会の動向をめぐっては，「風評被害の加害者たち」（『復興に抗する : 地域開発の経験と東日

本大震災後の日本』2018年，有志舎）をとりまとめ，刊行した。ここでは，放射能汚染をめぐって危惧を覚え
る消費者たちが，「風評被害」の加害者として批判の対象になった３・11後の政治・言論空間の問題性を指摘
した。これと連動するものとして，「震災「後」の歴史学の課題と博物館展示」（『現代歴史学の成果と課題』
第４次-3，2017年，績文堂出版）をまとめた。さらに，汚染・環境をめぐる社会問題化の過程を検討した論考
として，「社会問題化のプロセスとしての消費者運動」（（第２期）生協論レビュー研究会（下），2018年，生協
総合研究所）をまとめた。

　　 また，日本からハワイへの移民に関しては，2019年度に歴博で計画されている企画展示を視野に入れ，それに

はらやま
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併せた研究成果のとりまとめを自らの研究においても達成すべく，準備を進めている。科学研究費，人間文化
研究機構の経費とプログラム枠組みと連動しながら，作業を進めている。

樋浦　郷子　Hiura Satoko　准教授（2016～）

【学歴】神戸大学大学院国際協力研究科博士前期課程（1998年修了），京都大学大学院教育学研究科修士課程（2006
年修了），京都大学大学院教育学研究科博士課程（2011年修了）
【職歴】帝京大学専任講師（総合基礎科目・教職課程）（～2016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（2016～）
【学位】博士（教育学・京都大学）（2011年取得）【専門分野】教育史【主な研究テーマ】朝鮮と台湾における日本
植民地期の教育と宗教の関係に関わる歴史【所属学会】教育史学会，朝鮮史研究会，歴史学研究会，日本教育史研
究会

●主要業績

１．【著書】『신사·학교·식민지 지배를 위한 종교-교육

　　（神社・学校・植民地　支配のための宗教―教育）』高麗大学出版文化院（韓国），387頁，2016年２月
２．【著書】『神社・学校・植民地─逆機能する朝鮮支配─』京都大学学術出版会，373頁，2013年３月
３．【論文】「학교의식에 나타난 식민지 교육： 현대일본의 “국가신도”논쟁과 관련하여」
　　 （学校儀式に見る植民地の教育：現代日本の「国家神道」論争と関連して）『翰林日本学』25号，翰林大学（韓

国）日本学研究所，pp.59-71，2014年12月
４． 【論文】「植民地朝鮮の『御真影』：初等教育機関の場合」『日本の教育史学』57号，教育史学会，pp.84-96，

2014年10月
５．【学会・外部研究会発表】
　　 「未完の朝鮮扶余神宮が果たした役割と意味」“The Role and the Meaning of Unfinished Buyeo Sin Gung（Fuyo 

Jingu）Imperial Shrine in the Wartime Korea”（英語・日本語による），History of education and language 
in late Chosôn and Colonial-era Korea Workshop，九州大学，2016年２月20日

●2017年度の研究教育活動

一　研究業績

２　論文
　　「教育勅語と植民地支配」，教育史学会編『教育勅語の何が問題か』岩波書店，pp.46-61，2017年10月５日
５　学会・外部研究会発表
　　「教育勅語と植民地支配」教育史学会公開シンポジウム「教育勅語の何が問題か」，2017年６月10日
　　「植民地期台湾における天皇崇敬教育」教育史学会第61回大会，2017年10月８日
７　その他
　　高野秀晴・樋浦郷子「テーマ「からだを捉える」について（サマーセミナーの趣旨）」『日本教育史往来』　

二　主な研究教育活動

１　主な共同研究等参加状況
　③　機構
　　　 「北米における日本関連在外資料調査研究・活用　─言語生活史研究に基づいた近現代の在外資料論の構 

築─」，2016年度～
２　外部資金による研究
　　 科学研究費（基盤Ｃ　16K04491）（代表）「日本植民地の学校教育に見る民族意識の形成」，2016年度～2018年

度
　　 科学研究費（挑戦的萌芽研究16K13512）（分担）「植民地期台湾・朝鮮の国民教化装置に関する横断的調査研究」

2016～2018年度
３　国際交流事業
　　 国際企画室に関わる諸事業（海外博物館からの研究者来館時の展示解説，協定にかかる海外博物館との協議，
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Ⅵ　教員の研究・調査活動

国際シンポジウム運営等）
４　主な展示・資料活動
　　第５展示室展示リニューアル委員
５　教育
　　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学位論文（西田彰一，学術，総研大甲1954号）副査

三　社会活動等

１　館外における各種委員
　　教育史学会編集委員（2016年10月から現在）
　　日本教育史研究会世話人（2013年４月から現在）
３　マスコミ
　　2017年６月14日しんぶん赤旗「国民主権の憲法と相いれない　教育勅語問題でシンポジウム」

四　活動報告

２　特別委員会委員など館長からの委嘱を受けたもの
　　第４期の会委員（2016年度から現在）
３　研究・調査プロジェクト報告
　　 本プロジェクトでは，日本植民地期における朝鮮半島の教育実態を明らかにしつつ，そこから日本の近代教育

を照射することを目的とした。
　　 このプロジェクトではとくに，身体と教育にかかわる研究を意識し，プロジェクト経費を体育史学会への参加

や日本教育史研究会サマーセミナー「からだを捉える」への参加，関連書籍の購入のために利用した。

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

１．【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
２．【著書】『沼津兵学校の研究』吉川弘文館，661頁，2007年10月
３．【著書】『静岡学問所』静岡新聞社，200頁，2010年８月
４．【編著】『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
５．【著書】『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

●2017年度の研究教育活動

一　研究業績

１　著書
　　『見る読む静岡藩ヒストリー』208頁，静岡新聞社，2017年４月３日
　　『幕末の農兵』206頁，現代書館，2017年12月20日
５　学会・外部研究会発表

ひぐち
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　　 「韮山代官所の農兵学校について」日本銃砲史学会第409回例会，早稲田大学各務記念材料技術研究所，2017
年12月９日

７　その他
　　 「中村秋香日記にみる静岡藩士の職務と生活」『静岡県近代史研究』42号，静岡県近代史研究会，pp.68-90，

2017年10月９日
　　 「韮山県から慶應義塾への派遣学生」『近代日本研究』34巻，慶應義塾福沢研究センター，pp.273-303，2018

年２月28日
　　 「コラム　人物研究と文書・写真・墓石」『歴史研究と〈総合資料学〉』，国立歴史民俗博物館，吉川弘文館，

pp.121-125，2018年３月１日

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

三　社会活動等

１　館外における各種委員
　　静岡市文化財保護審議会委員，富士市文化財保護審議会委員，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
　　 「旧幕臣と明治日本」徳川家臣団大会2017・徳川みらい学会平成29年度第１回講演会，静岡市・しずぎんホー

ルユーフォニア，2017年４月16日
　　「近代の徳川家と旧幕臣諸団体」柳営会・柳営茶話会，品川区立中小企業センター，2017年７月15日
　　「沼津市域にみる幕末の農兵」マルサン書店，沼津市・マルサン書店仲見世店，2018年２月10日
　　 「沼津城と沼津兵学校─アラビア馬がいた厩のこと─」沼津史談会・沼津ふるさと講座，沼津市立図書館，

2018年３月11日
３　マスコミ
　　 「北陸歴史よもやま話　新聞界に功績　加賀藩士」『読売新聞』（石川版・富山版），読売新聞北陸支社，p24，

2017年９月９日
４　社会連携
　①　刊行物
　　　 「静岡藩の財政は軍備によって窮乏したか─『日本近代の歴史１　維新と開化』によせて─」『静岡県近代

史研究会会報』464号，pp.2-3，静岡県近代史研究会，2017年５月10日
　　　 「宮内盛重と吉川素水─ある沼津移住旧幕臣の父子─」『沼津市明治史料館通信』130号，沼津市明治史料館，

pp.2-3，2017年７月25日
　　　「新史料からみた静岡藩の沼津病院」『沼津史談』69号，沼津史談会，pp.61-74，2018年３月31日
　　　「民権ネットワーク　旧幕臣」『自由民権』31号，町田市立自由民権資料館，pp.74-75，2018年３月
　　　 「馬と沼津兵学校」『沼津市博物館紀要』42号，沼津市歴史民俗資料館・沼津市明治史料館，pp.1-20，2018

年３月31日
　　　 「沼津兵学校関係人物履歴集成　その八」『沼津市博物館紀要』42号，沼津市歴史民俗資料館・沼津市明治

史料館，pp.21-44，2018年３月31日
　③　講演会・シンポジウム
　　　「勝海舟と明治の旧幕臣」第178回すみだ文化講座，墨田区立ひきふね図書館，2017年８月13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，2018年１月24日
　　　 「幕末維新の戦乱と駿河・伊豆の民衆」，富士・沼津・三島三市博物館連絡協議会，富士・沼津・三島３市

歴史講座『明治維新150周年記念　幕末・明治の富士・沼津・三島』，ぬまづ健康福祉プラザ・サンウェルぬ
まづ，2018年２月24日

四　活動報告

３　研究・調査プロジェクト報告
　　 月１回のペースで公益財団法人江川文庫（伊豆の国市）での資料調査を実施し，同文庫が所蔵する資料のうち

未整理分全体の目録化をめざし，カードへの記入と整理保存用封筒への収納作業を行った。他に関係する文献・
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資料の収集にもつとめた。

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）美術史学専修課程（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）

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

●2017年度の研究教育活動

一　研究業績

２　論文
　　 「URUSHIふしぎ物語―列島の漆文化史を探る―」『国立歴史民俗博物館 企画展示図録　URUSHIふしぎ物語

─人と漆の12001年史─』国立歴史民俗博物館，pp.6-12，2017年７月11日
　　 「近世における漆工品の輸出─その形態に注目して」『家具道具室内史』９号，家具道具室内史学会，pp.4-

23，2017年６月３日
　　 共著論文：日高　薫，平田　由紀「アムステルダムにおけるシーボルトの第二次コレクション展示について─

新出の古写真資料にもとづく考察」，『シーボルト・コレクションから考える』国立歴史民俗博物館編，
pp.123-134，2018年３月31日

　　 共 著 論 文：Kaori Hidaka, Bruno J. Richtsfeld「Revisiting Siebold’s Japan Museum in Munich：Research 
cooperation between the National Museum of Japanese History（Sakura,Chiba Prefecture, Japan）and the 
"Museum Five Continents", Munich」，『EXPOTIME!』December 2017 / January 2018，Verlag Dr. Christian 
Müller-Straten，pp.5-11，2018年，ドイツ

４　展示図録・資料図録・映像・ＤＢ・デジタル・コンテンツ開発
　　 共編著：日高　薫・工藤　雄一郎『国立歴史民俗博物館 企画展示図録　URUSHIふしぎ物語人と漆の12000年

史─』295頁，国立歴史民俗博物館，2017年７月11日
５　学会・外部研究会発表
　　 「近世における漆工品の輸出─その形態に注目して」，家具道具室内史学会，愛知芸術文化センター　12 階　

アートスペースEF，2017年６月３日

ひだか
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７　その他
　　 章・節解説・資料解説：『国立歴史民俗博物館 企画展示図録　URUSHIふしぎ物語─人と漆の12002年史─』

国立歴史民俗博物館，2017年７月11日
　　 「歴博国際シンポジウム「シーボルト・コレクションから考える」開催趣旨」，『シーボルト・コレクションか

ら考える』国立歴史民俗博物館編，pp.7-9，2018年３月31日
　　 「シーボルトの日本博物館を復元する─国立歴史民俗博物館による巡回展示の意味するもの─」」，『シーボルト・

コレクションから考える』国立歴史民俗博物館編，pp.87-96，2018年３月31日
　　 日高　薫・工藤　雄一郎「国立歴史民俗博物館企画展示「URUSHIふしぎ物語─人と漆の12000年史─」」『漆

文化（日本文化財漆協会会報）』134，日本文化財漆協会，pp.16-19，2017年
　　 「口絵解説　グスタフⅢ世肖像図蒔絵プラケット」『日本歴史』830，吉川弘文館，p.1，2017年７月
　　 趣旨説明：国際シンポジウム「異文化を伝えた人々─19世紀在外日本コレクション研究の現在」予稿集，国立

歴史民俗博物館，p.3，2017年10月28日
　　 「海を渡った漆器」歴博フォーラム「URUSHIふしぎ物語─人と漆の12000年史─」予稿集，国立歴史民俗博

物館，pp.15-16,2017年８月５日
　　「文様十二か月 　雲」『孤峰』39巻４，江戸千家蓮華庵，pp.6-9，2017年４月
　　「文様十二か月 　獅子」『孤峰』39巻５，江戸千家蓮華庵，pp.6-9，2017年５月
　　「文様十二か月 　橋」『孤峰』39巻６，江戸千家蓮華庵，pp.6-9，2017年６月
　　「文様十二か月 　百合」『孤峰』39巻７，江戸千家蓮華庵，pp.6-9，2017年７月
　　「文様十二か月 　滝」『孤峰』39巻８，江戸千家蓮華庵，pp.6-9，2017年８月
　　「文様十二か月 　鼓」『孤峰』39巻９，江戸千家蓮華庵，pp.6-9，2017年９月
　　「文様十二か月 　唐子」『孤峰』39巻10，江戸千家蓮華庵，pp.6-9，2017年10月
　　「文様十二か月 　笠・傘」『孤峰』39巻11，江戸千家蓮華庵，pp.6-9，2017年11月
　　「文様十二か月 　屏風」『孤峰』39巻12，江戸千家蓮華庵，pp.6-9，2017年12月
　　「文様十二か月 　犬」『孤峰』40巻１，江戸千家蓮華庵，pp.6-9，2018年１月
　　「文様十二か月 　冊子・色紙・短冊」『孤峰』40巻２，江戸千家蓮華庵，pp.6-9，2018年２月
　　「文様十二か月 　誰が袖」『孤峰』40巻３，江戸千家蓮華庵，pp.6-9，2018年３月
　　 「企画展示「URUSHIふしぎ物語─人と漆の12000年史─」」，歴史民俗博物館振興会「友の会ニュース」191，

pp.1-2，2017年６月５日
　　 「歴史への招待状　企画展示「URUSHIふしぎ物語─人と漆の12001年史─」」歴史系総合誌『歴博』203，国

立歴史民俗博物館，2017年７月20日

二　主な研究教育活動

１　主な共同研究等参加状況
　　③　機構
　　　　人間文化研究機構基幹研究プロジェクト　日本関連在外資料調査・活用事業
　　　　 「ヨーロッパにおける19世紀日本関連在外資料調査研究・活用─日本文化発信にむけた国際連携のモデル

構築─」研究代表者
３　国際交流事業
　　 趣旨説明　国際シンポジウム「異文化を伝えた人々─19世紀在外日本コレクション研究の現在」国立西洋美術

館，2017年10月28日
４　主な展示・資料活動
　　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
　　国立歴史民俗博物館平成29年度企画展示「URUSHIふしぎ物語─人と漆の12000年史─」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）

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，愛知県文化財保護審議会
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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
　　 「海を渡った漆器」，歴博フォーラム「URUSHIふしぎ物語─人と漆の12000年史─」，国立歴史民俗博物館，

2017年８月５日
　　 「シーボルト収集の漆工芸と日本博物館」，シーボルト没後150年記念 特別展「よみがえれ！ シーボルトの日

本博物館」関連講演，名古屋市博物館，2017年４月33日
　　 「シーボルトの日本博物館を復元する」，民博夜話，吹田歴史文化まちづくりセンター　浜屋敷，2017年８月

18日
　　「シーボルト収集の漆工芸」第471回みんぱくゼミナール，国立民族学博物館，2017年８月19日
　　「世界史の中の漆文化」第402回歴博講演会，国立歴史民俗博物館，2017年８月12日
　　 「漆をめぐる交流史 ─世界を魅了した日本の蒔絵─」歴博友の会　情報資料学講座，国立歴史民俗博物館，

2017年８月16日
　　「URUSHIふしぎ物語─列島の漆文化史を探る─」巡回展関連講演会，浦添市美術館，2017年９月30日
　　「漆器と交易による文化交流」青山グリーンアカデミー，国際茶道文化協会，2018年３月23日
３　マスコミ
　　 「ものしりミニ講座　「ジャパン」と呼ばれた漆工芸」，『定年時代』平成29年８月下旬，株式会社新聞編集セ

ンター，2017年８月
　　「企画展示「URUSHIふしぎ物語─人と漆の12000年史─」」，琉球新報，2017年９月

四　活動報告

３　研究・調査プロジェクト報告
　　 ネットワーク型基幹研究プロジェクト日本関連在外資料調査・活用「ヨーロッパにおける19世紀日本関連在外

資料調査研究・活用　─日本文化発信にむけた国際連携のモデル構築─」の一環として，ドイツ国内に所在の
日本コレクション調査をおこなった。

　　 2018年２月28日～３月３日　ミュンヘン五大陸博物館所蔵のシーボルト・コレクションのうち，シーボルトの
次男ハインリッヒ・フォン・シーボルト収集と考えられている女乗物などの漆工品の調査・撮影をおこなうと
ともに，シーボルト関係資料の所在に関する情報収集をした。あわせて，同館副館長のブルーノ・リヒツフェ
ルト氏と，来年度に同館が開催を企画しているシーボルトに関する展覧会についての研究打ち合わせをおこ
なった。

　　 2018年３月４日～10日　ヴュルツブルクのシーボルト協会において，同協会のウド・バイライス氏，長崎純心
大学の宮坂正英氏らとともに，シーボルトの息子たちのコレクションに関する情報収集をおこない，ワイマー
ルのクラシック財団資料部やニュルンベルクのゲルマン国立博物館図書館において，これまで紹介されていな
かったアレクサンダーおよびハインリッヒ関係資料の調査を共同でおこない，各地に散在しているシーボルト
父子関係資料に関わる重要な情報を得ることができた。

　　 今年度おこなった調査の成果としては，西洋にもたらされた漆工品としては並外れた大きさをもつ女乗物の詳
細な調査をおこなうことができたことであるが，今後はこの資料が，ヨーロッパにもたらされたあと，どのよ
うに紹介され，展示等に活用されたかについての資料を収集したい。

　　 また，その他の各都における調査の成果は，今後の在外プロジェクトにおける成果と合わせて，各地に拡散し
て日本紹介において重要な役割を演じたシーボルト父子関係資料の立体的解明の一助としたい。

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（2007-09），
日本学術振興会特別研究員PD（2011-14），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】19世紀日本外交史，東アジア国際関係史【主な研究テー
マ】19世紀日本・東アジアをめぐる外交史・国際関係史，タウンゼント・ハリスの伝記的研究，19世紀アジアで活

ふくおか
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動したドイツ・スイス系外交官及び商人に関する研究【所属学会】史学会，日本国際政治学会，明治維新史学会，
洋学史学会，日本ドイツ学会【研究目的・研究状況】近世近代転換期の日本・東アジアを取り巻く国際関係の変動
過程を，日独英蘭語等の史料・研究を咀嚼しつつ，東アジア比較・世界史の視点から考察していければと考えてい
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】「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『日蘭関係史をよみとく─上 

巻　つなぐ人々』臨川書店，pp.52-87，2015年６月）
３． 【論文】福岡万里子「ドイツ公使から見た戊辰戦争─蝦夷地と内戦の行方をめぐるブラントの思惑」（奈倉哲三・

保谷徹・箱石大編『戊辰戦争の新視点（上）世界・政治』吉川弘文館，pp.61-81， 2018年１月）

●2017年度の研究教育活動

一　研究業績

２　論文
　　 福岡万里子「ドイツ公使から見た戊辰戦争─蝦夷地と内戦の行方をめぐるブラントの思惑」，奈倉哲三・保谷徹・

箱石大編『戊辰戦争の新視点（上）世界・政治』吉川弘文館，pp.61-81， 2018年１月
　　 Mariko Fukuoka “Prussia or North Germany? The Image of “Germany” during the Prusso-Japanese Treaty 

Negotiations in 1860-1861,” in Sven Saaler, Kudō Akira, Tajima Nobuo（eds.）， Mutual Perceptions and 
Images in Japanese German Relations, 1860-2010. Brill's Japanese Studies Library Nr.59（Brill, 2017）: 
pp.65-88

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編『シーボルト日本博物館の概要と解説─欧文原本・翻刻・翻訳』188頁，2018年３月31日

／ National Museum of Japanese History（ed.）， Overview and Remarks on von Siebold's Japanese Museum: 
Original, Transcription, and Japanese Translation.（March 2018）

５　学会・外部研究会発表
　　 Mariko Fukuoka, “Casper Brennwald: Trading Activities of a Swiss Merchant in 1860’s in Japan and 

Europe.” Documenting Westerners in Nineteenth-Century China & Japan: New Sources and Perspectives, 
International Symposium organized by the University of East Anglia and the Sainsbury Institute for the 
Study of Japanese Arts and Cultures. Norwich, England, June 22-23, 2017.

７　その他
　　 福岡万里子「日中泰比較から捉え直す一九世紀東アジア─日本開国をめぐる国際関係の新地平」，総合誌『歴博』

203号「比較から考える　東アジアの異文化接触」，pp.2-5，2017年７月　※ほか203号全体の編集代表
　　 福岡万里子「書評　後藤敦史著『開国期徳川幕府の政治と外交』」，歴史学研究会，『歴史学研究』No.965，

pp.26-29，2017年12月
　
二　主な研究教育活動

１　主な共同研究等参加状況
　①　歴博
　　　 歴博基盤研究「近世近代転換期東アジア国際関係史の再検討─日本・中国・シャムの相互比較から」研究代

表者（2016～2018年度）
　　　 第４回研究会口頭発表「1861-62年 プロイセン使節団の対シャム条約交渉─1856年米シャム交渉との比較」，

2017年12月９日
　③　他の機関
　　　 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
　③　機構
　　　 機構基幹研究プロジェクト「ヨーロッパにおける19世紀日本関連在外資料調査研究・活用─日本文化発信に

むけた国際連携のモデル構築─」（研究代表者：日高薫，2016～2018年度）
２　外部資金による研究
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　　 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」
2015～2018年度：研究代表者

　　 基盤研究（B）「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）2016～2020年度：
研究分担者

　　 基盤研究（B）「ドイツ日本関係史料による新しい明治日本理解の構築：外交と国家形成」2017年～2019年度：
研究分担者

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
５　教育
　　東京大学非常勤講師（教養学部　ドイツ語初級演習）
　　立教大学兼任講師（法学部　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
　　東京大学史料編纂所日蘭交渉史研究会メンバー
２　講演・カルチャーセンターなど
　　「ぶらり佐倉検定＠れきはく」講師（2017年９月23日）
　　歴博友の会歴史学講座「幕末日米条約の立役者ハリスの人物像」（2017年５月10日）

四　活動報告

３　研究・調査プロジェクト報告
　　 近世から近代にかけての日本をめぐる異文化接触の諸相について，対外関係・国際関係・交流史等の観点から

総合的に研究するという研究課題の遂行のため，平成29年度は，①関係する研究会や調査のための国内出張３
回，②関係する研究文献の購入，③研究遂行上必要な電子機器類の購入，④英文校正の業者委託，などを行っ
た。この他３月に，⑤米国国立公文書館（ワシントン）及びニューヨーク市立大学での調査及び打合せのため
米国出張を行った。

藤尾　慎一郎　FUJIO Shin’ichiro　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

●主要業績（５点）

１．【単著】『弥生文化像の新構築』275頁，吉川弘文館，2013年５月
２．【単著】『弥生時代の歴史』250頁，講談社現代新書2330，講談社，2015年８月
３．【編著】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，同成社，2009年１月
４． 【原著論文】「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）
５．【編著】『弥生ってなに?!』2014年度歴博企画展示図録，128頁，国立歴史民俗博物館，2014年７月15日

ふじお
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●2017年度の研究教育活動

一　研究業績

２　論文
　　「弥生文化の範囲」，『季刊考古学』138，雄山閣，pp.51-54，2018年２月１日
　　 藤尾慎一郎・坂本稔「九州北部における晩期初頭の実年代─福岡市香椎Ａ遺跡出土土器を中心に─」，『広島大

学大学院文学研究科考古学研究室50周年記念論文集・文集』，pp.51-54，2016年12月
　　 「縄文・弥生文化移行期の社会変動」，『「亀ヶ岡文化」論の再構築』季刊考古学別冊25，pp.21–27，2018年３

月24日
５　学会・外部研究会発表
　　 「弥生長期編年にもとづく弥生墳墓論─佐賀県吉野ヶ里遺跡を中心に─」，遺伝研共同利用研究集会「日本列

島人（ヤポネシア）人のゲノム歴史学」，国立遺伝学研究所，2017年８月16日
　　 「 紀 元 前１千 年 紀 に お け る 韓 半 島 南 部 か ら 九 州 西 北 部 へ の 文 化 複 合 体 の 拡 散 」“Korea-Japan 

dendrochronology workshop towards a new phase of archaeology”， August 20, 2017@Woori Research，
2017年８月20日，韓国慶南（財）ウリ文化財研究院

　　 「紀元前10世紀前後の朝鮮半島南部からの文化拡散」，第71回日本人類学会大会一般シンポジウム，東京大学，
2017年11月３日

　　 「弥生長期編年における時代と文化」，可視化・高度化国際シンポジウム第１回「再考！縄文と弥生─歴博が
めざす日本先史文化の再構築─」，東京国際交流館国際交流会議場，2017年12月２日

７　その他
　　 「世界史のなかの弥生時代・弥生文化」歴史系総合誌『歴博』204号，国立歴史民俗博物館，pp.2-5，2017年

９月20日
　　「農耕社会と弥生時代」歴史系総合誌『歴博』205号，国立歴史民俗博物館，pp.2-5，2017年11月20日
　　 「自著紹介　国立歴史民俗博物館研究叢書１・２」歴史系総合誌『歴博』205号，国立歴史民俗博物館，p.30，

2017年11月20日
　　 「弥生長期編年における時代と文化」，可視化・高度化国際シンポジウム第１回「再考！縄文と弥生─歴博が

めざす日本先史文化の再構築─」，歴博，pp.76-88，2017年12月２日
　　 「れきはく研究便　可視化・高度化国際シンポジウム第１回「再考！縄文と弥生─歴博がめざす日本先史文化

の再構築─」，歴史系総合誌『歴博』206号，国立歴史民俗博物館，2018年３月20日
　　教科書「４　年代決定論②─絶対年代─」，『新訂 考古学』，放送大学教育振興会，pp.65-85，2018年３月20日
　　教科書「８　農耕民の生活技術」，『新訂 考古学』，放送大学教育振興会，pp.143-162，2018年３月20日
　　 「（巻頭エッセイ）数値年代を基準にした歴史叙述のすすめ」『月刊 考古学ジャーナル』709，ニューサイエン

ス社，p.1，2018年３月30日
　　 「気候適応史プロジェクトと国立歴史民俗博物館の研究・展示活動」『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　Newsletter』No.16，総合地球環境学研究所，2018年３月20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，歴博の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）
　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）

　韓国南部出土木材の年代学的調査，（財）大韓文化財研究院，2017年４月10～13日
　　　 2017年度機構間連携・異分野連携事業研究プロジェクト事業「日本列島人の進化に関する考古学的・遺伝学
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的・言語学的研究」分担者（国立遺伝学研究所斎藤成也研究代表）
　　　　 鳥取市青谷上寺地遺跡出土弥生人骨の調査，2017年12月７～８日，2018年２月13～14日，鳥取県埋蔵文化

財センター青谷分室
　　　　釜山市獐項遺跡出土新石器時代人骨の調査，2018年３月14～16日，韓国文物研究院
　　　 2017年度機構間連携・異分野連携事業研究プロジェクト事業「負ミュオンによる考古資料の非破壊内部元素

組成分析」分担者（国立歴史民俗博物館齋藤努研究代表）
　　　　国立歴史民俗博物館所蔵銅鐸の照射調査，2017年11月27～29日，茨城県東海村J-PARC
２　外部資金による研究
　　 日本学術振興会科学研究費基盤研究Ｓ「年輪酸素同位体比を用いた日本列島における先史暦年代体系の再構築

と気候変動影響調査」研究分担者，（研究代表者：中塚武）2017～2021年度
　　　「2017年度活動報告」2018年３月６日，地球研
　　　岡山県赤磐市山陽郷土資料館所蔵南方前池遺跡出土堅果類のサンプリング，2017年８月28日
　　　岡山市埋蔵文化財センター所蔵南方遺跡出土ほか土器付着炭化物のサンプリング，2017年８月29～30日
　　　岡山県埋蔵文化財センター所蔵津島遺跡出土ほか土器付着炭化物のサンプリング，2017年11月20～22日
　　　 鹿児島県立埋蔵文化財センター所蔵川久保遺跡，永吉天神段遺跡出土ほか土器付着炭化物のサンプリング，

2018年２月15～16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年度）
　　 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）
　　　研究発表　藤尾　慎一郎「弥生時代の墳墓」第２回共同研究会，歴博，2017年４月20日
　　国立ソウル大学校考古美術史学科・博物館学術交流協定の締結　研究代表者（先方：金壯錫学科長）
　　国立釜山大学校博物館学術交流（研究代表者）
　　　国立金海博物館所蔵金海式甕棺，馬山市網谷里遺跡出土屈曲型突帯文土器の実測調査，2017年10月16日
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
　　なお，2018年度からは，第１室の名称は，「先史・古代」へと改称することとなった。
５　教育
　　放送大学面接授業「日本の考古学─旧石器～中世─」弥生時代の歴史，2017年12月９日，歴博
　　 放送大学2018年度開講予定「新訂考古学」のための番組作り，および，教科書作りにおいて，「絶対年代」「農

耕民の生活技術」を担当した。

三　社会活動等

１　館外における各種委員
　　 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
　　「弥生時代の歴史」明治大学博物館 友の会弥生部会，2017年６月18日
３　マスコミ
　　『歴史REAL』インタビュー，2017年９月25日，洋泉社
　　「特別インタビュー─藤尾慎一郎氏に聞く─大きく変わる時代区分!!弥生時代のはじまりはいつから？」
　　『歴史REAL─最新日本史講座─邪馬台国』pp.100-105，洋泉社，2017年11月19日
　　監修と解説：日本テレビ「所さんの目がテン！─歴史研究会～弥生時代の生活～」，放映2017年12月10日

四　活動報告

３　研究・調査プロジェクト報告
　　 韓国全羅南道益山市弥勒寺前の河道から出土した木材の炭素14年代測定を行った。その結果，予想に反して新

石器時代に相当する紀元前6800に伐採された樹木であることが判明した。縄文早期に相当する年代の樹木は日
本国内でも測定されていないため，高精度年代体系構築の重要な資料となるとともに，酸素同位体比ヒストグ

ふじお
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ラム作成にも貴重なサンプルとなった。なお，サンプリングのための旅費は，人間文化研究機構ネットワーク
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」による。

　　※坂本稔・箱﨑真隆「弥勒寺前河道出土木材の炭素14年代測定」2018（所蔵機関へ送付済み）
４　その他
　　 2015年８月に刊行した拙著『弥生時代の歴史』講談社現代新書2330の書評が，日本考古学協会の機関誌『日本

考古学』第43号，2017年５月刊行に，掲載された。中村大介「藤尾慎一郎著」『弥生時代の考古学』pp.107-
113

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年

【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・東南アジア等，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，研究を進めている。

●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】『東アジア世界の民俗　変容する社会・生活・文化』（『アジア遊学』215，272頁，勉誠出版），2017年

10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）

●2017年度の研究教育活動

一　研究業績

１　著書
　　 編著『東アジア世界の民俗　変容する社会・生活・文化』，『アジア遊学』215，272頁，勉誠出版，2017年10月

20日
２　論文
　　 「中世後期，東シナ海をめぐる海盗・海商と媽祖信仰─明代後期，倭寇から鄭成功まで─」，儀礼文化学会『儀

礼文化紀要』48，2018年３月30日（査読有）
　　 「鎮護国家の仏教の儀礼と芸能─迦陵頻伽の飛翔，浄土の美声─」，三弥井書店，福田晃編『唱導文学研究』

11集，pp.5-32，2017年６月20日
　　 「明代后期日本的国际关系和妈祖信仰──考察郑芝龙·郑成功的史迹和国际友好的文化资源化」，中国莆田学院

媽祖文化研究院編『2017年国際媽祖文化学術研討会論匯編』，pp.138-147，2017年11月30日，中国（査読有）
　　 「明代後期，日本をめぐる国際関係と媽祖信仰─鄭芝龍・鄭成功の史跡と文化資源化に注目して─」，中国莆

田学院媽祖文化研究院編『2017年国際媽祖文化学術研討会論匯編』，pp.148-160，2017年11月30日，中国（査
読有）
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　　 「基于中国在日资料进行民俗研究的可能性──聚焦明清访日海商相关记录（日本所在中国関係資料による民俗
研究の可能性─明・清代訪日海商関係の記録に焦点を当てて）」，中山大学中国非物质文化遗产研究中心『文化
遺産』〔CSSI学術誌〕2017年第３期，pp.2-9，2017年５月20日，中国（査読有）

　　 「清代海商的航与妈 清代海商的航与妈 清代海商的航与妈 清代海商的航与妈 清代海商的航与妈祖信仰， 祖信
仰，历史与传承」，『中日俄比較民俗学国際研討会 論文集』中国華中師範大学，pp.1-27，2017年11月10日，中
国

　　 「都市的発展与非物質文化遺産的創新 ─以中日交流的歴史与伝承為視角」，華南農業大学芸術学院編『非物質
文化遺産伝承与創新国際会議論文』，pp.1-5，2017年11月18日

　　 「民俗から考える東アジアの世界の現在」，『東アジア世界の民俗　変容する社会・生活・文化』（『アジア遊学』
215），勉誠出版，pp.4-8，2017年10月20日

　　 「琉球・中国との交流と龍舟競渡─現代社会と民俗文化─」，『東アジア世界の民俗　変容する社会・生活・文
化』（『アジア遊学』215），勉誠出版，pp.111-126，2017年10月20日

４　展示図録・資料図録・映像・ＤＢ・デジタルコンテンツ開発
　　 共編著：国立歴史民俗博物館・松田　睦彦・松尾 恒一・内田 順子編『たんけん　歴博』83頁，『わくわく！

探検 れきはく 日本の歴史』５「民俗」吉川弘文館，2018年３月10日
５　学会・外部研究会発表
　　 「明清时期与日本，琉球国间的文化交流及传承 ──以妈祖信仰，祭祀为中心 」中国莆田学院，2017年６月29日，

中国
　　 「Les rongi-e dans le bouddhisme japonais : Un rite à la base de la naissance d'une culture」“Rongi - Les 

disputations bouddhiques au Japon”， コレージュ・ド・フランス，2017年10月10日，フランス
　　 「どのように神楽は祈禱になったか─生命と共同体の再生─」伝承文学研究会大会，静岡文化芸術大学，2017

年９月３日
　　 「祈る神と鎮める神─東アジアの宗教・信仰と民俗神─」，『「花祭×いざなぎ流」神楽のなかの祭儀・呪術・

神話』，名古屋大学人文学研究科附属人類文化遺産テクスト学研究センター ・花祭の未来を考える実行委員会
／国際日本文化研究センター／名古屋大学，2017年11月24日

　　 「能の「乱拍子」以前─「乱拍子」の原風景を考える─」，芸能史研究会大会シンポジウム《芸能史における「道
成寺」》，芸能史研究会／同志社女子大学，2017年６月25日

　　 「中世の延年と作り物 ─風流を中心として─」，能楽学会大会シンポジウム「風流の作り物 能の作り物─中
世の作り物文化から能を見る─」，早稲田大学，2017年６月４日

　　 「日本中世／明清代，台湾・オランダ・日本：グローバル時代の幕開け─生業・生活，信仰と宗教─」，広島
大学・台湾国立中央大学共同，start program ”台湾の宗教と東アジア”，台湾国立中央大学，2018年３月８日，
台湾

　　「キリスト教がやってきた─日本を仏教国にしたキリスト教─」，儀礼文化学会，2017年11月12日
　　 「鎮護国家の仏教と列島の景観─仏法・王法相依の儀礼と地域統治」，「日本中世の宗教世界」研究会，名古屋

大学，2018年１月28日
　　 「都市的发展与非物质文化遗产的创新 ─以中日交流的历史与传承为视角（都市の発展と非物質文化遺産の創

新 ─日中交流の歴史と伝承に注目して─）」，非物質文化遺産伝承与創新国際会議，華南農業大学芸術学院主催，
華南農業大学，2017年11月18日

　　 「明代后期日本的国际关系和妈祖信仰 ─考察郑芝龙·郑成功的史迹和国际友好的文化资源化（明代後期，日本
をめぐる国際関係と媽祖信仰　─鄭芝龍・鄭成功の史跡と文化資源化に注目して─）」，第三届 媽祖文化高峰
　論壇 ─ 2017年国債媽祖文化学術研討会，中国福建省湄州島，2017年12月１日，中国

　　 「传统与现代：日本的年俗──稻作祭祀与生命的更新（日本の年迎え─古代からの伝承と現代，稲作祭祀と生
命の更新─）」，国際シンポジウム「传统新年的伝承発展与当代価値」，中国民俗学会・山東台児庄古城旅游集
団/山東省枣庄市台児庄古城，2018年２月２日，中国

７　その他
　　 「おそれと祈り」『わくわく！探検 れきはく 日本の歴史　５「民俗」』，吉川弘文館，pp.29-35，2018年３月10

日
　　 「キリスト教がやってきた─日本を仏教国にしたキリスト教─」儀礼文化学会 『儀礼文化ニュース』209号，

p.7，2018年３月15日

まつお
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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
　①　歴博
　　　 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
　　　 歴博共同研究「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」（小島道裕代表）共同研究員，

2016－2018年度
　　　 口頭発表「中世，興福寺維摩会と文書の授受─古代・中世，顕教僧の昇進と仏教儀礼─」国立歴史民俗博物

館，2017年12月18日
２　外部資金による研究
　　 科研「宗教テクスト遺産の探査と綜合的研究─人文学アーカイヴス・ネットワークの構築」（研究代表者：名

古屋大学・阿部泰郎教授）研究分担者，2014～2018年度
　　 科研基盤Ｂ「９，10世紀敦煌仏教，道教，民間信仰融合資料の総合的研究」（広島大学 荒見泰史教授代表）研

究分担者，2016～2020年度
　　 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，2016～

2019年度
　　 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，2014～2017年
　　 中国中山大学国家社会科学基金項目「海外藏珍稀中国民俗文物与文献整理研究暨数据库建设（在外中国民俗関

係資料の整理・研究とデータベースの構築）」（研究代表者：中国中山大学 王霄冰教授）研究分担者，2016～
2021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
　　国立民族学博物館特別展展示「見世物大博覧会」展示プロジェクト委員
５　教育
　　千葉大学大学院客員教授（人工物デザイン史論）
　　「奄美・沖縄のくらしと文化」，千葉大学大学院工学研究科公開講演，千葉大学大学院，2017年11月18日
　　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）
　　上智大学非常勤講師（多様性の日本文化）
　　法政大学沖縄文化研究所研究員

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
　　 「聖徳太子をめぐる芸能 舞楽から能楽へ ─古代 東アジアのなかの奈良の寺院の儀礼と舞踊─ 」，聖徳太子シ

ンポジウム 「芸能の始まりとその軌跡」，奈良市／奈良春日野国際フォーラム　甍，2017年12月16日
３　マスコミ
　　「鎖国下の長崎交易と鄭氏親子」，『定年時代』「ものしり:ミニ講座」朝日新聞社，2017年12月

四　活動報告

１　受賞歴
　　 莆田学院・福建省媽祖文化伝承与発展共同創新中心・福建省媽祖文化研究会，第三届国際媽祖文化学術研討会

優秀論文奨，松尾恒一≪明代后期日本的国际关系和妈祖信仰──考察郑芝龙·郑成功的史迹和国际友好的文化
资源化≫受賞（莆田学院大学・福建省媽祖文化伝承と発展共同創新センター・福建省媽祖文化研究会主催，第
三回 媽祖文化国際シンポジウム優秀論文賞，松尾恒一単著『明代後期，日本をめぐる国際関係と媽祖信仰─
鄭芝龍・鄭成功の史跡と文化資源化の考察─』受賞）
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３　研究・調査プロジェクト報告
　　 日本の正月を中心に春季の年頭行事には，寺院において行われる行事が特に畿内には多いが，そのうちより三

重県伊賀市の正月堂，奈良薬師寺の年頭行事について，村落や在家の協力を中心に調査を行った。それらの諸
儀礼においては，仏・菩薩に対する供物の献供が重要であり，村落や在家による調備や，餅のための米の負担
等について，フィールドワークによる調査と実態を解明した。

４　その他
　　 中国民俗学会主催の新年をテーマとする国際委シンポジウム，福建省・莆田学院主催の媽祖信仰についての国

際シンポジウムの招待を受け，日本の民俗や，日中の交流の歴史により形成された文化や史跡について発表を
行った。後者では，優秀論文奨を受賞し，高い評価を得た。日本と中国大陸・朝鮮半島との交流は，遣隋使・
遣唐使以来，長い歴史を有し，琉球国をも含めれば，東南アジアにまで，前近代における交易を通した文化交
流が長期にわたって行われていた。今後，さらに東南アジアをも含めた，前近代の日本との海外交流が，日本
文化に与えた影響を考えてゆきたい。

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】日本列島の先史時代を，国家形成理論，進化・認知科学，比較考古学，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】『未盗掘古墳と天皇陵古墳』240頁，小学館，2013年５月
５．【著書】『美の考古学』220頁，新潮社，2016年１月
６． 【科研】副葬品の構造・材質・色彩からみた古墳葬送空間の再現的研究（平成22年度～平成25年度　基盤研究B，

研究課題番号：22320156）

●2017年度の研究教育活動

一　研究業績

１　著書
　　『縄文とケルト』247頁，筑摩書房，2017年５月10日
　　『人はなぜ戦うのか─考古学からみた戦争─』347頁，中央公論社，2017年９月27日
　　共編著：中尾　央・松木武彦・三中信宏『文化進化の考古学』224頁，勁草書房，2017年８月10日
２　論文
　　 「古墳時代の心と社会─前方後円墳の認知考古学─」『遺跡学研究』14，日本遺跡学会，pp.18-23，2017年11

月20日
　　 「倭王権の地域構造─小古墳と集落を中心とした分析より─」『国立歴史民俗博物館研究報告』221，pp.271-

306，2018年３月30日
４　展示図録・資料図録・映像・ＤＢ・デジタル・コンテンツ開発
　　 「日本列島の墳墓」「日本列島の王と墓」，企画展示図録『世界の眼でみる古墳文化』，国立歴史民俗博物館，

pp.10-13，pp.92-93，2018年３月６日
５　学会・外部研究会発表

まつき
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　　 「Design of Iron Weapons and the Emergence of Political Identities　in the State Formation of Japan」，２
nd Conference of European association for Asian Art and Archaeology，2017年８月24－26日，チューリヒ
大学，スイス

　　 「文明動態論からみた日本列島の古墳時代　─都市なき初期国家の謎─」，岡山大学大学院社会文化科学研究
科文明動態学シンポジウム『モニュメントから見る文明動態論』，2018年２月24日

　　 「北東ユーラシアにおけるモニュメントの展開と日本列島の古墳─」，北東アジア地域研究第２回合同研究会，
島根県立大学，2018年３月８日

７　その他
　　「吉備に現れた大和政権のルーツ」，学士会『学士会会報』925，pp.96-103，2017年７月１日
　　 総説・解説：松木　武彦・橋本　輝彦「ここまでわかった！纏向遺跡」，『歴史REAL邪馬台国』洋泉社MOOK 

歴史REAL，pp.16-21，2017年11月９日
　　 対談：安彦　良和×松木　武彦「神話を人間の物語へ」，安彦良和『ヤマトタケル』５，角川書店，pp.207-

217，2017年12月９日
　　「企画展示 世界の眼でみる古墳文化」，『歴博』207，pp.24-25，2018年３月20日
　　「考古学」『日本文化』57（<特集>日本研究の道しるべ─必読の100冊），pp.83～93，2018年３月30日
　　「考古学の冒険」東京新聞連載エッセイ（2017年９月まで）
　
二　主な研究教育活動

１　主な共同研究等参加状況
　①　歴博
　　　 『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，2015～2017年度
　②　他の機関
　　　 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

システムの探索」（中塚武 代表）共同研究員，2014年～2018年度
２　外部資金による研究
　　科学研究費基盤研究Ｃ「古墳時代鉄鏃の変化と地域性に関する数理的解析」研究代表者，2017～2019年度
　　 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
　　 「古墳時代とは何か─「東アジア墳墓文化」の提唱─」国立歴史民俗博物館 国際シンポジウム『再考！縄文

と弥生─歴博がめざす日本先史文化の再構築』，国立歴史民俗博物館，2017年12月２日
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
　　企画展示「世界の眼でみる古墳文化」展示プロジェクト代表
５　教育
　　駒澤大学非常勤講師

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
　　講演「認知考古学とは？」（明治大学博物館友の会・前方後円墳研究会）2017年７月５日，東京都千代田区
　　 講演「世界史の地平からみた弥生・古墳時代のすがた」（神奈川大学公開講座・考古学が描きだすヤマタイ国

時代の列島の姿）2017年10月21日，神奈川県横浜市
　　講演「戦いの考古学」（岡山大学埋蔵文化財調査研究センター公開講座）2017年11月18日，岡山県岡山市
　　講演「卑弥呼の戦争と武器」（古代史連続講座，西日本新聞社主催）2018年２月18日，福岡県飯塚市
　　講演・対談「磯田道史と聞く・桃太郎と吉備とヤマト政権」（山陽放送主催）2018年３月25日，岡山県岡山市
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Ⅵ　教員の研究・調査活動

　　朝日カルチャーセンター千葉教室　講師
　　朝日カルチャーセンター横浜教室　講師
　　栄中日文化センター　講師
３　マスコミ
　　 ＮＨＫ「ＢＳプレミアム・英雄たちの選択「古代史ミステリー　巨大古墳の国際戦略～半島危機と倭の五王～」

出演，2018年２月14日放送
４　社会連携
　③　講演会・シンポジウム
　　　 講演「島国の心と暮らしの革命─縄文から弥生へ─」（第２回考古学講座，地底の森ミュージアム主催）

2018年１月20日，宮城県仙台市
　　　 講演「モノから読む人の心の動き」（企画展「古代のふふっ」関連講演会，静岡市立登呂博物館主催）2018

年１月21日，静岡県静岡市
　　　 講演「クニのはじまり　ヒトの精神から古墳時代を考える」（埋蔵文化財講演会，野々市市教育委員会主催）

2018年２月３日，石川県野々市市
　　　 講演「古墳の終わり」（公開講座ひたちなか市の考古学，ひたちなか市埋蔵文化財調査センター主催）2018

年２月17日，茨城県ひたちなか市
　　　 講演「美の人類史からみた弥生時代」（第２回とっとり弥生の王国シンポジウム「倭人のデザイン」鳥取県

立むきばんだ史跡公園主催）2018年２月25日，鳥取県米子市

四　活動報告

３　研究・調査プロジェクト報告
　　 日本列島の国家形成期である古墳時代の歴史を復元するための最大の資料として，各地に築造された古墳につ

いて，墳丘・埴輪・埋葬施設・副葬品等の型式変化の把握を行った。修整や補足を積み重ね，さらに高度かつ
精確な編年体系を構築した。型式変化のパターンを海外のモニュメントと比較するところまで発展することが
できた。

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），ソウル大学校社会科学研究院比較文化研
究所客員研究員（2016～2017），韓国国立民俗博物館客員研究者（2017）【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】さま
ざまな生業の技術や，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総合的視点から明らかにする。
また，生業にともなう人の移動に注目し，定住を前提とする従来の民俗学的研究に対し，移動の日常性を前提とす
る研究を提唱している。現在はとくに日本と韓国との海をめぐる生活文化の比較研究も行っている。

●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． 【編著】『徳川林政史研究所所蔵「駿州・豆州・相州 御石場絵図」の研究』（2014～2016年度 科学研究費補助

金若手研究（B）（課題番号2670299）「安山岩に関する歴史・民俗学的研究」成果報告書），175頁，2017年３
月

４． 【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

まつだ
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民俗博物館研究報告』第158集，pp.143-162，2010年３月）（査読有）
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

●2017年度の研究教育活動

一　研究業績

１　著書
　　 【共著】汽水民俗研究会編著（松田睦彦・安室知・川島秀一・常光徹・山本志乃・車田敦）『民俗学者が歩い

て出会った人生の言葉：忘れえぬ38の物語』208頁，創元社，2017年10月24日
　　 【共編著】国立歴史民俗博物館・松田睦彦・松尾恒一・内田順子編『わくわく！探検 れきはく日本の歴史 ５

民俗』吉川弘文館，2018年３月10日
２　論文
　　「出稼ぎの旅」（旅の文化研究所編『旅の民俗シリーズ第一巻 生きる』現代書館，pp.143-174，2017年10月18日）
　　 「カタクチイワシをめぐる日韓漁撈文化の混交に関する予備的考察・멸치를 둘러싼 한일어로문화의 접합에 

관한 예비적 고찰・A Preliminary Study on Hybridization of Korean and Japanese Fishing Culture Regarding 
Anchovy」（韓国国立民俗博物館編『生活文物研究』33，pp.43-83，2017年12月15日，韓国）

　　 「民俗展示の模型が内包する情報─国立歴史民俗博物館「石川県白山麓出作り環境模型」を事例に─」（松崎
憲三先生古稀記念論集編集委員会編『民俗的世界の位相─変容・生成・再編─』慶友社，pp.552-570，2018年
３月20日）（査読有）

　　 「現役石材採掘職人が見た大坂城石垣石切丁場跡─民俗学的手法による近世の花崗岩採掘技術復元への接近─」
（『国立歴史民俗博物館研究報告』第210集，国立歴史民俗博物館，pp.171-185，2018年３月30日）（査読有）

　　 「海の汽水域─汽水文化研究の拡大を目指して─」（「汽水の生活環境史」共同研究班（代表：安室知）『汽水
の生活環境史』神奈川大学日本常民文化研究所 非文字資料研究センター，pp.41-52，2018年３月31日）

３　調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典など
　　 「海がつなぐ日本と韓国」（『民俗消息・민속소석・The Folk News』237，韓国国立民俗博物館，pp.18-21，

2017年８月，韓国）
　　 「近現代の長野荘 ─「なりわい」をめぐる聞き取り調査の成果─ 」（『中世益田現地調査成果概報』vol.1，国

立歴史民俗博物館共同研究「中世日本の地域社会における武家領主支配の研究」，pp.23-26，2017年10月１日）
　　 「百姓は夫婦で一人」『新府中市史 民俗分野報告書（１）ライフヒストリーふちゅう』府中市，pp.96-98，

2018年３月
　　 「こんな商売，ほかにありますか？」『新府中市史 民俗分野報告書（１）ライフヒストリーふちゅう』府中市，

pp.150-152，2018年３月
　　 「北上川河口域における葦」（「汽水の生活環境史」共同研究班（代表：安室知）『汽水の生活環境史』神奈川

大学日本常民文化研究所 非文字資料研究センター，pp.115-117，2018年３月31日）
５　学会・外部研究会発表
　　 「近現代の長野荘 ─「なりわい」をめぐる聞き取り調査の成果─ 」国立歴史民俗博物館　共同研究事業中間

報告会， 益田駅前ビルEAGA大ホール，2018年２月４日
　　 「田井静明氏の発表に対するコメント」韓国国立民俗博物館 国際セミナー「ごみとリサイクル」，2017年６月

21日
７　その他
　　 「歴博研究便63 海の生産と信仰・儀礼をめぐる文化体系の日韓比較研究」（歴史系総合誌『歴博』203号，国

立歴史民俗博物館，pp.26-27，2017年７月20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）2015～2017

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）共同研究員，

2015～2017年度
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Ⅵ　教員の研究・調査活動

　　　基幹研究「歴史文化資料に基づく日本中世社会像の再構築」（総括研究代表者：小島道裕）2016～2018年度
　　　 ブランチ「中世日本の地域社会における武家領主支配の研究」（研究代表者：田中大喜）研究副代表，2016

～2018年度
　　　 ブランチ「中世日本の国際交流における海上交通に関する研究」（研究代表者：荒木和憲）共同研究員，

2016～2018年度
　　　 基盤研究「近世近代転換期東アジア国際関係史の再検討─日本・中国・シャムの相互比較から」（研究代表者：

福岡万里子）共同研究員，2016～2018年度
　②　他の機関
　　　 旅の文化研究所特定研究「軽便鉄道の記憶」（研究代表者：神崎宣武［旅の文化研究所］）共同研究員，2016

年～
　③　機構
　　　 ネットワーク型基幹研究プロジェクト「在外日本資料調査・活用による日本研究と日本文化理解の促進」（主

導機関：国際日本文化研究センター）
　　　 ブランチ「北米における日本関連在外資料調査研究・活用─言語生活史研究に基づいた近現代の在外資料論

の構築」（研究代表者：原山浩介）研究副代表，2016～2018年度
　　　 ブランチ「ヨーロッパにおける19世紀日本関連資料調査・活用─日本文化発信にむけた国際連携のモデル構

築」（研究代表者：日高薫）共同研究員，2016～2018年度
　　　 広領域連携型基幹研究プロジェクト「日本列島における地域社会変貌・災害からの地域文化の再構築」（主

導機関：国立歴史民俗博物館，国立国語研究所）
　　　 ブランチ「日本列島における地域社会変貌・災害からの地域文化の再構築─地域における歴史文化研究拠点

の構築」（研究代表者：小池淳一）共同研究員，2016～2018年度
２　外部資金による研究
　　 科学研究費基盤研究Ｂ「朝鮮海出漁の歴史とその文化的影響の研究─イワシをめぐる韓国の民俗変化」（研究

代表者：松田睦彦），2017～2020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
　　 科学研究費基盤研究Ｂ「民俗展示の多言語化のための基礎的研究─東アジアの水産資源を素材として─」（研

究代表者：島立理子［千葉県立中央博物館］）連携研究者，2016～2019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）相手機関：韓国国立民俗博物館，2015

～2019年度
４　主な展示・資料活動
　　企画展示「ハワイの日系移民の歴史（仮称）」展示副代表

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【委員】熱海市教育委員会史跡江戸城石垣石丁場跡調査・整備委員会 委員
２　講演・カルチャーセンターなど
　　「日本の海で韓国を，韓国の海で日本を考える」友の会講座，歴博ガイダンスルーム，2018年２月１日
　　 「辛いけどおいしい韓国の海の幸の話」熱海市国際交流協会　国際理解講座１，熱海市いきいきプラザ，2017

年５月29日

四　活動報告

２　特別委員会委員など館長からの委嘱を受けたもの
　　四期の会　評価チーム
３　研究・調査プロジェクト報告
　　 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」および科研基盤研究Ｂ「朝鮮海出漁の歴

まつだ
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史とその文化的影響の研究」と連携しながら，日本と韓国における生業の技術や生業にともなう人の移動，な
らびに信仰・儀礼について，調査研究をおこなった。

三上　喜孝　MIKAMI Yoshitaka　教授（2017.11～）
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），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（2017.11）【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）

●2017年度の研究教育活動

一　研究業績

１　著書
　　 『国立歴史民俗博物館研究叢書４　古代日本と朝鮮の石碑文化』（編著），朝倉書店，全216頁，2018年３月25

日
２　論文
　　 「日本出土の古代木簡　９世紀地方社会の米の出納帳簿」『木簡と文字（原題：木簡과文字）』18号，pp.253-

266，2017年６月30日，韓国，韓国語（査読有）
　　「稲の品種と古代の農業」『歴史と地理　日本史の研究』257号，山川出版社，pp.37-47，2017年６月20日
　　「古代日本の境界意識」『日本古代交流史入門』勉誠出版，pp.353-365，2017年６月30日
　　「古代日本と古代朝鮮における金石文」『古代の文字文化』竹林舎，pp.454-481，2017年７月10日
　　 「東アジア法規範伝播の実態と出土文字資料」『大東文化研究』99，pp.137-158，2017年９月30日，韓国，韓

国語（査読有）
　　 「古代北方辺要国の統治システム─いわゆる「国司分担統治システム」についての覚書─」小口雅史編『古代

国家と北方世界』同成社，pp.318-339，2017年10月29日
　　 「慶州仏国寺重修文書の予備的考察」佐藤信編『律令制と古代国家』吉川弘文館，pp.410-441，2018年３月10

日
　　 「金石文─上野三碑を中心に─」佐藤信・小口雅史編『古代史料を読む　上　─律令国家篇─』同成社，

pp.292-309，2018年３月31日
　　「三ツ和遺跡にみる九世紀の記録間」『古代学研究所紀要』25，pp.119-132，2018年３月30日
３　調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典など
　　 「第１号井戸出土の木簡について」『川口市遺跡調査会報告遺跡調査会報告第48集　三ツ和遺跡』，川口市教育

委員会，pp.32-34，2017年８月31日
　　「木工式」虎尾俊哉編『訳注日本資料　延喜式　下』集英社，pp.250-291，2017年12月15日
　　「雑式」虎尾俊哉編『訳注日本資料　延喜式　下』集英社，pp.858-875，2017年12月15日
　　 「山形県米沢市馳上遺跡第八次調査出土木簡」『山形県埋蔵文化財センター調査報告書第230集　馳上遺跡第７・

８次・元立北遺跡発掘調査報告書』山形県埋蔵文化財センター，pp.1-3，2018年３月31日



283

Ⅵ　教員の研究・調査活動

　　 「仙台市・鍛治屋敷A遺跡出土刻書砥石」『仙台市文化財調査報告書第466集　鍛治屋敷A遺跡・富沢館跡・川
前遺跡ほか』仙台市教育委員会，pp.220-224，2018年３月

　　 「払田柵跡第一五一次調査出土の第七号漆紙文書」『秋田県文化財調査報告書第512集　払田柵跡調査事務所年
報2017　払田柵跡　─第151次調査　関連遺跡の調査概要』秋田県教育委員会，秋田県教育庁払田柵跡調査事
務所，pp.73-77，2018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
　　 「地方豪族たちの古代」，香川県ミュージアム特別展図録『讃岐びと，時代を動かす　─地方豪族が見た古代

世界─』pp.6-11，2017年10月
５　学会・外部研究会発表
　　 「大学収蔵資料の調査研究と社会的活用─２ つの石碑拓本の実践例から─」第20回大学博物館等協議会，山

形大学，2017年６月22日
　　 「三ツ和遺跡出土木簡にみる９世紀の記録簡」古代武蔵国研究会，明治大学古代学研究所，明治大学駿河台キャ

ンパス，2017年９月10日
７　その他
　　 座談会：三上喜孝，陶安あんど，高橋亮介「出土文字資料が拓く歴史研究の可能性」『歴史学研究』964，歴史

学研究会，pp.68-76， 2017年10月
　　 「執念がもたらした宝物～高句麗広開土王碑水谷悌二郎旧蔵原石拓本～」総合誌『歴博』202号，国立歴史民

俗博物館，pp.20-23，2017年５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
　　　 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）
　　　「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」（研究代表者：小島道裕）2016～2018年度
　　　「日本列島社会の歴史とジェンダー」（研究代表者：横山百合子）2016～2018年度
　　　「北と南からみた古代の列島社会　～列島諸地域の交流・形成と環境変動～」研究代表者，2016～2018年度
　　　「『聆涛閣集古帖』の総合資料学的研究」（研究代表者：藤原重雄）研究副代表者，2017～2019年度
　③　機構
　　　 「総合資料学の創成と日本歴史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年～

2021年度
２　外部資金による研究
　　 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
　　 「古代日本の文字文化とジェンダー」，国際研究集会「東アジアの文字文化とジェンダー」国立歴史民俗博物館，

2018年２月21日

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）
　　山形文化遺産活用事業実行委員会委員（山形大学附属博物館）
　　国史跡上人壇廃寺跡整備委員会委員（福島県須賀川市）
２　講演・カルチャーセンターなど
　　「古代の薬草と東アジア」くらしの植物苑観察会，国立歴史民俗博物館，2017年６月24日
　　 「仏堂の落書きにみる中世びとの交流・信仰」，シンポジウム「奥会津の戦国文化をさぐる」，福島県只見町・

みかみ
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季の郷　湯ら里　大会議室，2017年６月25日
　　 「９世紀という時代と地域社会」香川県ミュージアム企画展「讃岐びと，時代を動かす」展シンポジウム「地

域から見る古代史の可能性」2017年10月29日
　　「日本古代の出土文字資料と東アジア」東京学芸大学史学会新春講演会，2018年１月25日
　　 「木簡からみた古代東アジアの生活文化」奈良・シルクロードの会　第28回講演会，奈良まほろば館，2018年

３月21日
４　社会連携
　①　刊行物
　　　 「仏堂の落書きにみる中世びとの交流と信仰」国立歴史民俗博物館『シンポジウム記録　奥会津の戦国文化

をさぐる』pp.17-29，2018年３月20日
　　　 「地域からみる古代史の可能性」香川県立ミュージアム『ミュージアム調査研究報告』９，pp.82-98，2018

年３月30日

四　活動報告

２　特別委員会委員など館長からの委嘱を受けたもの
　　人間文化研究機構総合人間文化研究推進センターセンター員
　　人間文化研究機構災害時歴史文化資料保全システム検討チーム
３　研究・調査プロジェクト報告
　　 日韓の古代中世仏教文化の様相をさぐる論点の１つとして，古代の境界意識と仏教信仰との関わりについて検

討を行った。成果は論文・三上喜孝「古代日本の境界意識」（『日本古代交流史入門』353－365頁，勉誠出版，
査読無，2017年６月）にまとめた。

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】「中世京都七条町・八条院町界隈における生産活動─銅細工を中心に─」（『国立歴史民俗博物館研究報

告』210号，pp.49-83，2018年３月）
４． 【研究報告特集号】編著「特集号 中世の技術と職人に関する総合的研究」『国立歴史民俗博物館研究報告』第

210集，272頁，2018年３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

●2017年度の研究教育活動

一　研究業績

１　著書
　　 『国立歴史民俗博物館研究報告─中世の技術と職人に関する総合的研究』第210集，272頁，2018年３月30日
２　論文
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Ⅵ　教員の研究・調査活動

　　 「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─」『考古学と中世史研究13　遺跡に読む
中世史』pp.123-143，2017年４月10日

　　 「中世京都七条町・八条院町界隈における生産活動─銅細工を中心に─」『国立歴史民俗博物館研究報告』第
210集，pp.49-83，2018年３月30日（査読有）

３　調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典など
　　「浄土信仰と伊豆山経塚」『熱海温泉誌』熱海市，pp.46-49，2017年４月10日
７　その他
　　 「留学生がみた歴博─博物館における国際教育研究プロジェクト─」総合誌『歴博』204号，pp.28-29，2017

年９月20日
　　 「陶磁器からみた中世益田─高津川流域─」『中世益田現地調査成果概報』１号，国立歴史民俗博物館，

pp.19-22，2017年10月１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
　　　 基幹研究「中世日本の国際交流における海上交通に関する研究」（研究代表者：荒木和憲）研究副代表者，

2016～2018年度
　　　 基幹研究「中世日本の地域社会における武家領主支配の研究」（研究代表者：田中大喜）共同研究員，2016

～2018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）共同研究員，

2015～2017年度
　　　 共同研究「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─ワークショップ３」（研

究代表者：西谷 大）共同研究員，2015～2018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
　　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
　　千葉大学特別研究（文系）C，D（留学生プロジェクト）
　　総合研究大学院大学　集中講義B，C

三　社会活動等

１　館外における各種委員
　　中世学研究会世話人
　　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）
４　社会連携
　③　講演会・シンポジウム
　　　 「美味しく作る，華やかに盛る─中世の調理具と食器─」『千葉氏フォーラム』，千葉商工会議所，2017年６

月４日
　　　 「陶磁器調査からわかる中世の益田」『中世の宝庫 長野荘（益田市西部）に光が当たる！』益田市立保健セ

ンター，2018年２月４日

四　活動報告

２　特別委員会委員など館長からの委嘱を受けたもの
　　IR委員

むらき
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　　評価委員
３　研究・調査プロジェクト報告
　　 考古学的地域研究の推進。京都，奈良の中世遺跡および周辺地域の石塔類を調査した。また，一乗谷朝倉氏遺

跡で発掘調査中の安波賀港湾遺跡を見学し，調査担当者から見解を詳しく説明していただいた。この調査は，
近年注目されつつある川湊の具体相を示すものとして，今後必要不可欠の事例となろう。さらに，国史跡指定
に向けて発掘調査中の，魚津市松倉城跡を調査担当者の案内のもと見学した。房総の千葉氏の支族が中世半ば
ころに移住して土着した地であり，拠点支配のあり方や信仰対象など興味深い研究テーマを見出すことができ
た。このほか，必要に応じて関連文献を購入した。このように，各地の情報を随時得ることは研究の基礎であ
り，考古学的地域研究の推進は今後も不可欠である。

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）

（査読有）
４． 【研究報告特集号：編著】『民俗儀礼の変容に関する資料論的研究』国立歴史民俗博物館研究報告第205集，490

頁，2017年３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

●2017年度の研究教育活動

一　研究業績

２　論文
　　 「近代の料理雑誌にみられるおせち料理─『料理の友』を中心に」現代風俗研究会編『現代風俗学研究』17，

pp.54-59，2017年９月15日
　　 「寺院の無住化と墓じまい─無縁化する墓と墓じまいへの対応」冠婚葬祭総合研究所，「論文集（第２事業年度）」，

pp.30-35，2017年５月31日
　　 「通夜の変容と互助会サービスの展開」冠婚葬祭総合研究所，「論文集（第２事業年度）」，pp.94-99，2017年

５月31日
４　展示図録・資料図録・映像・ＤＢ・デジタル・コンテンツ開発
　　単編著『助産院・助産師資料目録』国立歴史民俗博物館，2018年３月28日
５　学会・外部研究会発表
　　「困窮者の葬儀と「助葬」」日本宗教学会第76回学術大会，東京大学，2017年９月16日
　　「納骨堂の成立とその機能」日本民俗学会第69回年会，仏教大学，2017年10月15日
　　 「民俗学における葬制研究と引き取り手のない遺骨の調査」日本における「看取り文化」の再構築研究会，国



287

Ⅵ　教員の研究・調査活動

立がん研究センター，2017年12月10日
　　 The necessity of the study on transforming Funeral and Memorial Cultures in modernization， “International 

Symposium Transforming Funeral and Memorial Cultures: Comparison between Japan and Malaysia”，
Armenian street Heritage Hotel，マレーシア，2018年３月12日

７　その他
　　「助葬という発想」，歴史系総合誌『歴博』206，国立歴史民俗博物館編，pp.7-10，2018年１月30日
　　「葬送をめぐる無縁・孤立・貧困」，歴史系総合誌『歴博』206，国立歴史民俗博物館編，p.1，2018年１月30日
　　『誰が死者を送るのか』，歴史系総合誌『歴博』206，国立歴史民俗博物館編，pp.31，2018年１月30日
　　 「人の一生と願い」，国立歴史民俗博物館編，『わくわく!探検 れきはく日本の歴史　５ 民俗』，pp.48-49，

2018年３月９日
　　 「子どもの成長を祈る節供」，国立歴史民俗博物館編，『わくわく!探検 れきはく日本の歴史　５ 民俗』，

pp.50-51，2018年３月９日
　　 「死と向き合う」，国立歴史民俗博物館編，『わくわく!探検 れきはく日本の歴史　５ 民俗』，pp.52-53，2018

年３月９日
　　 「死者への思い」，国立歴史民俗博物館編，『わくわく!探検 れきはく日本の歴史　５ 民俗』，pp.54-55，2018

年３月９日
　　 「変わりゆくお葬式」，国立歴史民俗博物館編，『わくわく!探検 れきはく日本の歴史　５ 民俗』，p.56，2018

年３月９日
　　 「変わるおせち料理」，国立歴史民俗博物館編，『わくわく!探検 れきはく日本の歴史　５ 民俗』，pp.58-59，

2018年３月９日
　　 「鏡もちの変化」，国立歴史民俗博物館編，『わくわく!探検 れきはく日本の歴史　５ 民俗』，pp.60-61，2018

年３月９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
　　　 国立歴史民俗博物館共同研究「歴史・民俗研究の資源としての映像の制作・保存・共有と歴博型プラットフォー

ムの構築」（研究代表者：内田順子）2016～2018年
　②　他の機関
　　　 国立民族学博物館共同研究「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
　　　 国立民族学博物館共同研究「現代日本における「看取り文化」の再構築に関する人類学的研究」（研究代表者：

浮ケ谷幸代）2016～2020年
２　外部資金による研究
　　 科学研究費基盤研究（B）「現代日本における死者儀礼のゆくえ─生者と死者の共同性の構築をめざして」（研

究代表者：山田慎也）2016～2019年度
　　 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）2015～2017年度
　　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～2017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」研究代表者，2015～2017年
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
　　資料調査プロジェクト「助産院資料」
５　教育
　　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）
　　 「通過儀礼の近代化と産業化 ─結婚式と葬儀を中心に─」メイ・ウシヤマ学園ハリウッド大学院大学，2017

年10月18日

やまだ
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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
　　 「「死」とどのように向き合えばいいのか─変わりゆく日本人の死生観」，平成29年度國學院大學オープンカレッ

ジ「変わる社会─これからのシニア世代─」，國學院大学，2017年５月17日
　　「変わりゆく葬送儀礼と今日的課題」浄土宗各種道場係研修会，増上寺，2017年５月29日
　　「変容する葬送儀礼とそのゆくえ」真宗大谷派教学館公開講座，東本願寺真宗会館，2017年６月８日
　　 「異界への想像力：妖怪や幽霊となった人・もの・動物」秋田県立博物館講演会，秋田県立博物館，2017年８

月５日
　　「葬送儀礼の個人化とその課題」大学共同利用機関シンポジウム2017，アキバ・スクエア，2017年10月８日
　　 「葬送儀礼の変容と葬儀産業の役割」全国生協葬祭事業研究交流会，日本生協連コーププラザ，2017年10月19

日
　　 「死は個人のものか？─変わりゆく葬儀とその課題」真言宗智山派宝塔会研修会，八王子エルシィ，2017年11

月５日
　　「上方の葬送研究の意義」上方で考える葬儀と墓～近現代を中心に，大阪浄土宗應典院，2017年11月12日
　　「結婚式の近代化」歴博友の会「民俗学講座」，国立歴史民俗博物館，2018年１月11日
　　 「近現代における葬儀の変容と その課題」浄土宗教化高等講習会，静岡グランドホテル中島屋，2018年２月

６日
３　マスコミ
　　「遺体に触れ死を受け止める」読売新聞　2018年２月10日

四　活動報告

２　特別委員会委員など館長からの委嘱を受けたもの
　　歴史系総合誌・リニューアルプロジェクト代表
３　研究・調査プロジェクト報告
　　 民俗儀礼の変化について，変化の状況を把握するために，音響機器を整備して調査を行い，また収集した画像

資料のデータのデータ整理のためにモニターを使用して，研究を進め，民俗儀礼の変容に関わる人々の観念の
照射を行うことができた。

４　その他
　　 ３年間続いた科研「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」が終了したが，近親者無き人

が増加し，行政による対応が急速に増加し対応しきれなくなっていることがわかった。あらためて，葬送を社
会的にどう支えるかが問題になっており，その具体的対応についての社会的提言も必要に思われた。

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先史学
専攻（1994年中退）
【職歴】熊本大学文学部助手（1994），土井ヶ浜遺跡人類学ミュージアム学芸員（1996），島根大学法文学部助教授
（1999），同教授（2010），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部准教授（2011），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・Canadian 
Archaeological Association【研究目的・研究状況】arch-yamada@rekihaku.ac.jp

●主要業績

１．【著書】『つくられた縄文時代─日本文化の原像を探る─』（全253頁），新潮社，2015年11月。
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２．【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
３． 【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　2013～2015年度　研究代表者
４． 【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， 基幹研究「人骨出土

例による縄文社会論の考古学・人類学・年代学的再検討」研究代表者

●2017年度の研究教育活動

一　研究業績

２　論文
　　 「「モニュメント」としての多数合葬・複葬例再考─下太田貝塚における多数遺骸集積土坑の検討を中心に─」

『国立歴史民俗博物館研究報告』第208集，pp.143-164，2018年３月（査読有）
　　 「抱石葬小考」，山本輝久編『二十一世紀考古学の現在―山本暉久先生古稀記念論集』六一書房，pp.247-

256，2017年５月10日
４　展示図録・資料図録・映像・ＤＢ・デジタル・コンテンツ開発
　　 「縄文時代研究の宝　保美貝塚」，田原市博物館企画展図録『保美貝塚─渥美半島の縄文時代晩期の大貝塚』

pp.52-54，2017年12月16日
５　学会・外部研究会発表
　　 「岡山県船元貝塚・熊本県轟貝塚出土人骨のC14年代と考古学的検討」『第71回日本人類学会大会』（米田穣・

日下宗一郎と共同発表），東京大学，2017年11月３日
　　 「『縄文』とは何か？─その枠組・文化を再考する─」『歴博国際シンポジウム　縄文と弥生─歴博がめざす日

本先史文化の再構築─』　於東京国際交流館・国際交流会議場，2017年12月２日
７　その他
　　 研究ノート：「日本考古学における学際的研究の諸問題」，月刊『考古学ジャーナル』第700号，ニュー・サイ

エンス社，pp.10-13，2017年６月20日
　　月刊『作業療法ジャーナル』第51巻第７号，三輪書店，pp.591-593，2017年６月20日
　　 学界発表要旨：山田康弘・米田穣・日下宗一郎「岡山県船元貝塚・熊本県轟貝塚出土人骨のC14年代と考古学

的検討」『『第71回日本人類学会大会プログラム・抄録集』，東京大学，2017年11月３日
　　学界動向：「墓制論」『縄文時代』第28号，pp.159-161，2017年12月16日
　　講演会要旨：「縄文時代研究からみた古屋敷遺跡」，『季刊文化財』第141号，pp.1-8，2017年６月12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「人骨出土例による縄文社会論の考古学・人類学・年代学的再検討」（研究代表者：山田康弘）研

究代表者，2016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）
　　企画展示「おみやげニッポン博物誌」展示プロジェクト委員
５　教育
　　神奈川大学非常勤講師（考古資料学特論）
　　駒澤大学非常勤講師（考古学特講Ⅳ・Ⅵ）
　　大正大学非常勤講師（先史学特論）

三　社会活動等

１　館外における各種委員
　　 日本考古学協会埋蔵文化財保護委員会副委員長，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，史跡キウス周堤墓群整備検討委員会委員，史跡津雲貝塚整備
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
　　「基礎縄文時代　第３回縄文時代に関する最新の学説」　於朝日カルチャーセンター新宿，2018年３月14日

やまだ
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　　「基礎縄文時代　第２回縄文時代の基礎的概説」　於朝日カルチャーセンター新宿，2018年２月28日
　　 「基礎縄文時代　第１回縄文土器の見方・縄文石器の見方」　於朝日カルチャーセンター新宿，2018年２月14

日
　　 「新視点で迫る縄文時代　第２回縄文時代の死生観について考える」，於朝日カルチャーセンター横浜，2018

年２月７日
　　 「新視点で迫る縄文時代　第１回縄文時代の社会について考える」，於朝日カルチャーセンター横浜，2018年

１月31日
　　 「墓と人骨からみた縄文人とそのくらし─第３回縄文人は動物を飼っていたのか？─イヌの役割を中心に─」

於朝日カルチャーセンター新宿，2017年12月27日
　　 「平城人に迫る！～平城貝塚の縄文人骨の再検討～」『平成29年度生涯学習講座　愛南なんでも講座』，　於御

荘文化センター大研修室，2017年12月７日
　　 「墓と人骨からみた縄文人とそのくらし─第２回　縄文人はおしゃれをしたのか？─縄文時代の装身原理─」，

於朝日カルチャーセンター新宿，2017年11月22日
　　 「墓と人骨からみた縄文人とそのくらし─第１回　縄文人は如何に生きたか─縄文人の生と死─」於朝日カル

チャーセンター新宿，2017年10月25日
　　「縄文時代を掘る２」，於朝日カルチャーセンター新宿，2017年８月30日
　　「縄文時代を掘る１」，於朝日カルチャーセンター新宿，2017年８月23日
　　「縄文とは何か？」，於朝日カルチャーセンター大阪中之島，2017年７月22日
３　マスコミ
　　「北陸歴史よもやま話」，読売新聞　富山・石川地域欄，2017年12月７日
　　「愛知・保美貝塚の調査」，中日新聞　夕刊文化芸能欄，2017年10月27日

四　活動報告

３　研究・調査プロジェクト報告
　　 昨年度に引き続き，日本列島における縄文時代の資料，特に墓制関連（含む人骨）の資料を検討し，考古学と

人類学のコラボレーションによる新学術領域の創設と確立・展開を目指す。

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】「身分論の新展開」　歴史学研究会編『第４次現代歴史学の成果と課題　第２巻　世界史像の再構成』

績文堂出版，114-129頁，2017年５月
３． 【科研】日本学術振興会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25370795研究

代表者（2013年４月～2016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
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Ⅵ　教員の研究・調査活動

女の生存と＜解放＞をめぐって─」（2011年５月）

●2017年度の研究教育活動

一　研究業績

１　著書
　　 「身分論の新展開」，歴史学研究会編『第４次現代歴史学の成果と課題　第２巻　世界史像の再構成』績文堂

出版，pp.114-129，2017年５月25日
　　 「女性史とジェンダー史」歴史科学協議会編『歴史学が挑んだ課題　継承と展開の50年』大月書店，pp.218-

240，2017年６月20日
　　 「寺院からの貸付金が江戸の遊廓を支えた」歴史科学協議会編『知っておきたい　歴史の新常識』大月書店，

pp.136-139，2017年５月31日
　　 共編著：「第４章爛熟の江戸」池享，櫻井良樹，陣内秀信，西木浩一，吉田伸之編『みるよむあるく　東京の

歴史２　通史編２江戸時代』吉川弘文館，pp. 117-121・134-152，2017年11月20日
　　 共編著：「第２章第１節東京の維新」池享，櫻井良樹，陣内秀信，西木浩一，吉田伸之編『みるよむあるく　

東京の歴史３　通史編３明治時代～現代』吉川弘文館，pp.50-55，2017年12月20日
５　学会・外部研究会発表
　　 “The Meiji Restoration and Gender: From the Perspective of the Early Modern City　（明治維新とジェン

ダ ー： 近 世 都 市 の 視 点 か ら ）”and Final Discussion，Conference on “The Meiji Restoration and Its 
Afterlives: Social Change and the Politics of Commemoration”organized by the Council on East Asian 
Studies at Yale University（CEAS），アメリカ合衆国，2017年９月16日・17日

　　「歴史から見たジェンダー」平成29年度家庭部会印旛地区研究会，於国立歴史民俗博物館，2017年８月４日
７　その他
　　 「３ 都市の時代」国立歴史民俗博物館編『わくわく探検　れきはく日本の歴史 ３ 近世』吉川弘文館，

pp.27-37，2017年10月20日
　　 「４ 人とモノのながれ」国立歴史民俗博物館編『わくわく探検　れきはく日本の歴史 ３ 近世』吉川弘文館，

pp.46–63，2017年10月20日
　　 「５ ようこそ「寺子屋」れきはく」へ」国立歴史民俗博物館編『わくわく探検　れきはく日本の歴史 ３ 近世』

吉川弘文館，p.70，2017年10月20日
　　 「国際研究集会「歴史展示におけるジェンダーを問う」を開催して」歴史系総合誌『歴博』205号，国立歴史

民俗博物館，pp.26-27，2017年11月20日
　　 「新刊紹介『わくわく探検　れきはく日本の歴史 ３ 近世』」歴史系総合誌『歴博』207号，国立歴史民俗博物

館，2018年３月20日
　　 新刊紹介「長野ひろ子著『明治維新とジェンダー』」ジェンダー史学会編『ジェンダー史学』13号，pp.135-

136，2017年11月
　　解説，佐伯泰英著『浅き夢みし　吉原裏同心抄二』光文社，pp.309-317，2017年10月20日
　　 インタビュー「知られざる遊女たちの実像─新吉原遊廓最新研究」『水の文化』57，ミツカン 水の文化センター，

pp.16-17，2017年10月

二　主な研究教育活動

１　主な共同研究等参加状況
　①　歴博
　　　歴博基盤共同研究「日本列島社会の歴史とジェンダー」2016年～2018年度，研究代表者
　③　機構
　　　 ネットワーク型基幹研究プロジェクト日本関連在外資料調査研究・活用「ヨーロッパにおける19世紀日本関

連在外資料調査研究・活用 ─日本文化発信にむけた国際連携のモデル構築─」2016年度～
２　外部資金による研究
　　 科学研究費基盤研究（Ｂ）「近世～近代日本における遊女・娼妓と遊郭社会の総合的研究」課題番号15H03241（研

究代評者：佐賀 朝）研究分担者，2015年～2018年度
３　国際交流事業
　　 開催趣旨，国立歴史民俗博物館主催・日本学術会議史学委員会歴史学とジェンダーに関する分科会共催・ジェ

よこやま
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ンダー史学会 総合女性史学会後援，国際研究集会「歴史展示におけるジェンダーを問う　How is Gender 
Represented in Historical Exhibitions ？」，於国立歴史民俗博物館，2017年７月２日

５　教育
　　 総研大文化科学研究科　日本歴史研究専攻　講義　村落社会論「ジェンダーの視点からみた近世社会の特質」
　　 平成29年度千葉県公共図書館協会参考郷土等スキルアップ研修会（郷土行政資料），於国立歴史民俗博物館，

2017年11月16日

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～2017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期常任委員（2015年７月～），『須坂市誌』編集近世部会専門員（2012～2015年度），
須坂市文化財取得審査委員会委員（2016年３月～2016年４月）

２　講演・カルチャーセンターなど
　　 「19世紀半ばの横浜ー遊女・苦力・ペルー」歴史教育者協議会 第69回全国大会 地域に学ぶ集い，於法政第二

高等学校，2017年８月５日
　　「幕末の遊廓─その諸相─」かねさわ歴史の会，於横浜市立図書館，2017年10月18日
　　「幕末維新期の売買春と政治─新吉原・品川宿・横浜─」品川史談会，於北品川町内会館，2017年10月22日
３　マスコミ
　　 「ものしりミニ講座　歴史のなかのラッコ」『定年時代』平成29年７月下旬号，新聞編集センター，2017年７

月

四　活動報告

３　研究・調査プロジェクト報告
　　 須坂市史編纂事業への協力研究として，同市所蔵坂本家文書の現状記録，整理と撮影，目録作成を進めている。

2018年度も調査を継続する。

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

１． 【共著】「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』（2016年）pp.279-283

２． 【論文】「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

３． 【論文】「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

４． 【共著】「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

５． 【共著】「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.
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Ⅵ　教員の研究・調査活動

●2017年度の研究教育活動

一　研究業績

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」2017年度）

三　社会活動等

四　活動報告

３　研究・調査プロジェクト報告
　　 標記プロジェクトに関連して，現地調査および文献資料調査を５回に分けておこなった。現地調査では，信仰

と深く結びついた音・音楽の事例をもとに，その様式が師から弟子へ口伝にて伝えられるプロセスを現地にて
参与観察し，資料の収集にあたった。また，その過程で出てきた事象を検討・補足するために，別途，文献資
料調査を実施した。

　　 　初年度は，音・音楽と信仰のかかわりと，その実践について明らかにするために必要な事例の収集を主とし
た。今後は，そうした調査を継続しつつ分析を進めていきたい。また，音・音楽と信仰の実践において必要な
知と技能が師から弟子へと伝達されていくなかで，世代や個の違いによってどのように変容していくかという
点については，別の角度からの調査とさらなる事例の収集・検討が必要であると考える。次年度以降は，これ
らの点に留意して，調査・研究を進めることとしたい。

［特任准教授・助教］

天野　真志　AMANO Masashi　特任准教授（2017.7～）

【学歴】富山大学人文学部人文学科（2004年卒業），東北大学大学院文学研究科博士前期課程（2006年修了），東北
大学大学院文学研究科博士後期課程（2010年単位取得退学）
【職歴】東北大学東北アジア研究センター教育研究支援者（2010－2012），東北大学災害科学国際研究所助教（2012
－2017），人間文化研究機構研究推進センター研究員（2017.7～），併任国立歴史民俗博物館特任准教授（2017.7）
【学位】博士（文学，東北大学），【専門分野】日本近世・近代史，歴史資料保存，【主な研究テーマ】日本近世近
代移行期における政治・社会史研究，近世・近代社会における地域の由緒に関する研究，地域歴史文化の保全・継
承に関する研究，地域歴史文化資料の災害対策に関する研究，【所属学会】文化財保存修復学会，明治維新史学会，
歴史学研究会，東北史学会，日本古文書学会

●主要業績

１．【著書】『記憶が歴史資料になるとき　遠藤家文書と歴史資料保全』，78頁，蕃山房，2016年３月31日
２．【論文】「国事周旋と言路」，『歴史』116，pp.63-87，2011年４月25日
３．【論文】「歴史資料の津波被害と保全対策」，『古文書研究』75，pp.40-58，2013年６月
４． 【論文】「王政復古前後における秋田藩と気吹舎」，平川新編『江戸時代の政治と地域社会１　藩政と幕末政局』

清文堂出版，pp.157-187，2015年３月
５． 【学会・外部研究会発表】“The Dilemma and the Developing Challenge for Preserving Historical Materials 

since 2011”，"EMERGENCY! Preparing for Disastes and Confronting the Unexpected in Conservation" 
American Institute for Conservation of Historic and Artistic Works 44th Annual Meeting & Canadian 
Association for Conservation of Cultural Property 42th Annual Conference 2016年５月16日　Montreal， 
Canada

●2017年度の研究教育活動

一　研究業績

２　論文

特　あまの
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　　 「十九世紀における古文書調査と記憶継承─陸奥国仙台藩旧臣遠藤家文書の伝来から─」，湯山賢一編『古文
書料紙論叢』勉誠出版，pp.515-535，2017年６月30日

　　 「秋田藩佐竹家中長瀬氏系図の成立と旧領常陸─幕末・明治期の由緒探求と同苗間交流─」，近代茨城地域史
研究会編『近世近代移行期の歴史意識・思想・由緒』，岩田書院，pp.227-258，2017年10月

５　学会・外部研究会発表
　　 「資料ネット活動の現状と今後」，宮城考古学会2017年総会 特集「被災文化財等保全活動の６年間を振り返る」，

東北歴史博物館，2017年５月14日
　　 ポスター：天野真志，小林健一郎，松下正和，河野未央，松岡弘之，吉川圭太，内田俊秀，藤木透「兵庫県佐

用町における浸水シミュレーションの文化財防災への活用」第39回文化財保存修復学会大会，金沢歌劇座，
2017年７月１日

　　 ポスター：及川規，芳賀文絵，松井敏也，河崎衣美，天野真志，栗原駿一，伏見拓朗「津波被災資料由来異臭
成分とその文化財材質への影響」第39回文化財保存修復学会大会，金沢歌劇座，2017年７月１日

　　 口頭発表：及川規，芳賀文絵，松井敏也，河崎衣美・,天野真志，栗原駿一，伏見拓朗「乾燥方法・災害種別
の異なる被災水損資料の揮発成分について」第39回文化財保存修復学会大会，金沢歌劇座，2017年７月１日

　　 口頭発表：松下正和，天野真志，内田俊秀，藤田和久，酒井浩一，吉川圭太，古田雅一「和紙に発生したカビ
の放射線殺菌に関する研究」第39回文化財保存修復学会大会，金沢歌劇座，2017年７月２日

　　 ポスター：松下正和，天野真志，内田俊秀「飽和水蒸気加熱による汚損古文書の脱臭」第39回文化財保存修復
学会大会，金沢歌劇座，2017年７月１日

　　 「地域歴史資料保全を取り巻く課題と可能性─東日本大震災を踏まえて─」，国際シンポジウム「災害文化形
成を担う地域歴史資料学の確立をめざして」，神戸大学，2017年11月12日

７　その他
　　 「宮城における被災文化財の現在地点─宮城県被災文化財等保全連絡会議公開シンポジウムを踏まえて─」『歴

史学研究』961，歴史学研究会，pp.38-41，2017年９月15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
　　　 機関拠点型基幹研究「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）共同研究員（2016～2018年度）
　　　 「近世文書研究における料紙分析の課題と可能性」第３回異分野連携ユニット「古文書の紙を科学する：研

究の現状と課題，その可能性」，国立歴史民俗博物館，2018年１月22日
　③　機構
　　　 広領域連携型基幹研究プロジェクト「日本列島における地域社会変貌・災害からの地域文化の再構築」ユニッ

ト「日本列島における地域文化の再発見とその表象システムの構築」（代表者：日高真吾）
　　　 「歴史文化資料保全ネットワーク事業から考える地域文化研究」国際フォーラム「地域文化の再発見─大学・

博物館の視点から」，別府大学，2017年10月21日
５　教育
　　 「自然災害への備えと緊急時対応～課題と可能性～」，2017年度NPO法人文化財保存支援機構「文化財保存修

復を目指す人のための実践コース」，東京藝術大学，2017年10月１日

三　社会活動等

１　館外における各種委員
　　福島県相馬市史編さん室調査執筆員
　　宮城県岩沼市史編纂室編集専門部会　震災部会調査執筆員
　　茨城県常陸大宮市史編さん委員会専門部会協力員
　　福島県富岡町アーカイブ施設整備有識者検討部会委員
２　講演・カルチャーセンターなど
　　「幕末期秋田藩の「勤王」評価とその実像」ルネッサンス・角館講演会，角館樺細工伝承館，2017年７月８日
　　 「秋田藩の戦闘とその目的」，戊辰戦争・明治維新150年カウントダウン特別展関連シンポジウム「東北と戊辰

戦争─北辺の動向」，小坂町立総合博物館，2017年10月28日　
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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），國學院大學大学院文学研究科修士課程修了（1995），國學院大學大学
院文学研究科博士課程単位取得満期退学（1999）【職歴】関東学院大学法学部非常勤講師（2001.4～），國學院大學
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
～），人間文化研究機構推進センター研究員（2018.2～），併任国立歴史民俗博物館研究部特任助教【学位】修士（歴
史学）（國學院大學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】律令期の食資源に関する貢納体制を加工・調理技
術・労働力編成・運搬・保管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。また，
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）（査読有）
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」（『國學院大學大学院文学研究科紀要』第27輯，pp.307–327，1996

年３月）

●2017年度の研究教育活動

一　研究業績

２　論文
　　 「古代における長鰒（熨斗鰒）製造法の研究─加工実験・成分分析による実態的考察─」『国立歴史民俗博物

館研究報告』209，国立歴史民俗博物館，pp.19-41，2018年３月23日（査読有）
５　学会・外部研究会発表
　　 「『延喜式』に見える貢納食材とその加工法」第３回日本語の歴史的典籍国際研究集会，2017年７月29日（土），

於国文学研究資料館
７　その他
　　 「『延喜式』にみえるアワビに関する復元資料─ 一人分の長鰒貢納量─」国立歴史民俗博物館編，歴史系総合

誌『歴博』204，pp.20-23，2017年９月20日
　　 書評：「佐藤長門著『蘇我大臣家』─倭王権を支えた雄族─」『國學院雑誌』第118巻６号，pp.64-68，2017年

６月15日

二　主な研究教育活動

１　共同研究
　③　機構
　　　 広領域連携型基幹研究プロジェクト「異分野融合による「総合書物学」の構築」（主導機関：国文学研究資

料館），「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・推進センター
研究員，2016～2021年度

２　外部資金による研究
　　 科研基盤研究（B）「史料学的検討を重視した『延喜式』の基礎的研究」（研究代表者：小倉慈司）研究分担者，

2016～2019年度
　　科研基盤研究（C）「古代日本の食材加工にみる律令国家税制の実態的研究」研究代表者，2017～2019年度
４　主な展示・資料活動

特　きよたけ
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　　 文部科学省エントランス企画展示「古代の百科全書『延喜式』に学ぶ，いにしえの暮らし」，2017年４月27日（木）
～６月27日（火），於文部科学省エントランスホール）

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）

三　社会活動等

２　講演・カルチャーセンターなど
　　 「古代の長鰒を復元する─『延喜式』記載の貢納品研究─」，文部科学省「情報ひろばラウンジ」講演会『『延

喜式』から読み解く古代の社会と文化』，2017年５月26日（金），於文部科学省情報ひろばラウンジ

四　活動報告

３　研究・調査プロジェクト報告
　　 「歴博ユニット「古代の百科全書『延喜式』の多分野協働研究」実践事例～食品研究分野～」，人間文化研究

機構基幹研究プロジェクトに関するグッドプラクティスの発表（構構総合人間文化研究推進センター会議），
2017年11月７日（火），於人間文化研究機構

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】考古科学・文化財科学，総合
資料学【主な研究テーマ】総合資料学，先史時代人の植物食文化と健康状態の復元【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，大学博
物館等協議会・博物科学会，Association of Archaeological Wear and Residue Analysts（AWRANA），European 
Association for Japanese Studies（EAJS），Indo-Pacific Prehistory Association（IPPA），Japanese Association 
for Digital Humanities，Society for East Asian Archaeology（SEAA），Society for American Archaeology（SAA），
The Alliance of Digital Humanities Organizations（ADHO），World Archaeological Congress（WAC）【研究目的・
研究状況】過去の植物食文化の復元に研究の重点を置くとともに，総合資料学で前近代の和紙の文化財科学的分析
を進めている。

●主要業績

１． 【論文】Ayako Shibutani. What did Jomon people consume for starchy food? A review of the current studies 
on archaeological starch grains in Japan. Japanese Journal of Japanese Archaeology, Volume 5, Issue １，
The Japanese Archaeological Association，pp.3-25，Oct. 2017.（査読有）

２． 【論文】Ayako Shibutani. Late Pleistocene to Early Holocene Plant Movements in Southern Kyushu, Japan. 
Archaeologies：Journal of the World Archaeological Congress.Volume 5, Issue 1, pp.124–133, Apr. 2009（査
読有）

３． 【論文】渋谷綾子「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）（査読有）

４． 【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
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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，査読有）

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（2014
～2016年度）

●2017年度の研究教育活動

一　研究業績

１　著書
　　 渋谷綾子，小島道裕「顕微鏡を用いた古文書料紙の自然科学分析の試み」『歴史研究と＜総合資料学＞』（国立

博物館編），吉川弘文館，pp.98-120，2018年３月１日
２　論文
　　 渋谷綾子「デジタルマイクロスコープによる古文書料紙の検討：「総合資料学」における文理融合型研究の試

み」『日本文化財科学会第34回大会研究発表要旨集』pp.136-137，2017年６月９日～11日（査読有）
　　 添田雄二，青野友哉，永谷幸人，渋谷綾子，中村賢太郎，菅野修広，松田宏介，三谷智広，宮地鼓，渡邊剛，

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─北海道伊達市カムイタプコプ下遺
跡調査速報─」『日本文化財科学会第34回大会研究発表要旨集』pp.110-111，2017年６月９日－11日（査読有）

　　 Ayako Shibutani. What did Jomon people consume for starchy food? A review of the current studies on 
archaeological starch grains in Japan. Japanese Journal of Japanese Archaeology. Volume 5, Issue １，The 
Japanese Archaeological Association，pp.3-25，Oct. 2017.（査読有）

　　 添田雄二，青野友哉，三谷智広，永谷幸人，菅野修広，松田宏介，中村賢太郎，杉山真二，渋谷綾子，宮地鼓，
甲能直樹，渡邊剛「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Ⅲ」『北海道博物館研究紀要』
３号，pp.119–132，北海道博物館，2018年３月（査読有）

　　渋谷綾子「カムイタプコプ遺跡の残存デンプン粒分析」『斬新考古』６号，pp.6-7，2018年３月
３　調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典など
　　 渋谷綾子「崩リ遺跡から出土した石器の残存デンプン粒分析」『崩リ遺跡　畑地帯総合整備事業（担い手育成型）

手久津久地区に伴う埋蔵文化財発掘調査』（松原信之・野﨑拓司・安武憲史編），pp.151-156．喜界町教育委員会. 
2018年１月

　　 渋谷綾子「大鹿窪遺跡出土石器の残存デンプン粒分析　結果報告」『史跡大鹿窪跡発掘調査報告書』第２分冊（永
田悠記，深澤麻衣，鈴木翔太，小林謙一，半田穣，森将志，辻康男，渋谷綾子，下岡順直，酒井英男，菅頭明
日香，池谷信之，黒沼保子，能代修一，北垣俊明，ナワビ矢麻，田畑幸嗣　編著），pp.561-581，富士宮市教
育委員会，2018年３月

５　学会・外部研究会発表
　　【学会】
　　 渋谷綾子，添田雄二，青野友哉，永谷幸人，中村賢太郎，菅野修広，松田宏介，三谷智広，宮地鼓，渡邊剛，

甲能直樹「17世紀の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─北海道伊達市カムイタプコ
プ下遺跡2016 年度調査報告─」考古学研究会第63回総会・研究集会，岡山大学創立五十周年記念館，2017年
４月15・16日（査読有，ポスター）

　　 「デジタルマイクロスコープによる古文書料紙の検討：「総合資料学」における文理融合型研究の試み」日本
文化財科学会第34回大会，東北芸術工科大学，2017年６月10・11日（査読有，ポスター）

　　 添田雄二，青野友哉，永谷幸人，渋谷綾子，中村賢太郎，菅野修広，松田宏介，三谷智広，宮地鼓，渡邊剛，
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─北海道伊達市カムイタプコプ下遺
跡調査速報─」日本文化財科学会第34回大会，東北芸術工科大学，2017年６月10・11日（査読有，ポスター）

　　 後藤真，渋谷綾子，橋本雄太「『総合資料学の創成』事業における大学間データ連携手法の提案」第12回博物
科学会，山形大学小白川キャンパス，2017年６月22・23日（ポスター）

　　 Makoto Goto, Ayako Shibutani. Linked Data and IIIF for Promoting Open Science of Historical Research 
Resources in Japan. Digital Humanities 2017，McGill University, Montreal, Canada，2017年８月９日（査読有，
ポスター）

　　 Reevaluating Plant Food Cultures during the Jomon Period Using Starch Granule Assemblages from 
Northern Japan. The 15th International Conference of the European Association for Japanese Studies
（EAJS2017 Conference），The Universidade NOVA, Lisbon, Portugal，2017年９月１日（査読有）

特　しぶたに
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　　 後藤真，渋谷綾子，橋本雄太「国立歴史民俗博物館の「総合資料学の創成」プロジェクト“Constructing 
integrated studies of cultural and research resources” at the National Museum of Japanese History」The 
28th EAJRS Conference（European Association of Japanese Resource Specialists），the Humanities and 
Social Science Libraries, University of Oslo Library, Oslo, Norway，2017年９月16日（査読有）

　　 National Museum of Japanese History. Constructing integrated studies of cultural and research resources in 
Japan. iPRES2017，京都大学国際科学イノベーション棟，2017年９月26日（ライトニングトーク）

　　 渋谷綾子，劉斌，王寧遠，陳傑，宋建，岡崎健治，板橋悠，中村慎一「歯石の残存デンプン粒からみた長江下
流域新石器時代の植物食：良渚遺跡群と広富林遺跡を中心に」第32回日本植生史学会大会，宮崎県県電ホール，
2017年12月３日（査読有，ポスター）

　　【外部研究会】
　　 「混雑物分析を用いた文書料紙の調査研究：形態的史料情報の共有化への試み」第285回近江貝塚研究会，滋

賀県埋蔵文化財センター，2017年７月29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
　　　 機関拠点型基幹研究「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）共同研究員（2016～2018年度）
　②　他の基盤機関
　　　 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（2015～2018年度）
　　　東京大学史料編纂所附属前近代日本史情報国際センター共同研究員（2017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（2015～2019年度）
　　 科学研究費助成事業基盤研究（B）海外学術調査「トルコ・アナトリア地域新石器時代人の古人類生物学的研究」

（研究代表者：近藤 修）研究分担者（2016～2018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（2015～2018 年度）
５　教育
　　 「デンプンがつなぐ：『総合資料学』にむけた異分野連携研究」総合研究大学院大学卒業生ワークショップ，

国立民族学博物館，2018年２月17日
　
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
２　講演・カルチャーセンターなど
　　 「晩ご飯は何？資料のデンプンから探る昔の食べ物」第400回国立歴史民俗博物館講演会，国立歴史民俗博物館，

2017年５月13日
　　 「デンプンから探る先史時代の植物食文化」友の会情報資料学講座第１回，国立歴史民俗博物館，2017年７月

６日
　　 「文化財科学分野の代表として研究報告」全分野結集型シンポジウム「学問の世界 The academic worldそも

そも真理探究とは何か」，京都大学吉田キャンパス国際科学イノベーション棟５F　シンポジウムホール，
2018年２月22日

３　マスコミ
　　 「デンプンが示す昔の生活」『北陸歴史よもやま話』読売新聞（富山版・石川版両方）2018年１月13日
４　社会連携
　②　共同研究
　　　富士宮市教育委員会受託研究「大鹿窪遺跡における残存デンプン粒分析」（2017年６月～12月）
　③　講演会・シンポジウム
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　　　 「カムイタプコプ下遺跡の残存デンプン粒分析」シンポジウム「アイヌの畑作農耕を探る」④，伊達市噴火
湾文化研究所，2017年11月25日

四　活動報告

１　受賞歴
　　 日本文化財科学会第34回大会「デジタルマイクロスコープによる古文書料紙の検討：『総合資料学』における

文理融合型研究の試み」第11回学会表彰・ポスター賞

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～），併任人間文化研究機構研究推進センター研究員
【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，日本第四紀学会，日本AMS研究協会，
日本樹木年輪研究会【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（年輪幅，酸素同位体
比）•放射性炭素年代学の研究を行なっている。近年，日本で確立された酸素同位体比年輪年代法により，東北ア
ジアの年輪年代測定の最大の障害となっていた「樹種の壁」が打ち破られた。これにより，様々な地域・時代の木
質文化財の１年精度の年代決定が可能となった。年輪酸素同位体比は，気候（主に降水量）復元にも応用できる。
酸素同位体比年輪年代法を駆使して，東北アジアの歴史事象と気候変動の関係を明らかにすることを目指す。

●主要業績

１． 【論文】Hakozaki M, Miyake F, Nakamura T, Kimura K, Masuda K, Okuno M, Verification of the annual 
dating of the 10th century Baitoushan Volcano eruption based on AD 774–775 carbon-14 spike, Radiocarbon, 
60（１），pp.261-268．2018.

２． 【論文】Miyake F, Masuda K, Nakamura T, Kimura K, Hakozaki M, Jull T, Lange T, Cruz R, Panyushkina I, 
Baisan C, Salzer M, Search for annual carbon-14 excursions in the past, Radiocarbon, 59（２），pp.315-320, 
2017.

３． 【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.

４． 【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.

５． 【学会発表】Hakozaki M, Nakamura T, Ohyama M, Kimura J, Sano M, Kimura K, Nakatsuka T，Verification 
for the absolute age of an oxygen isotopic tree-ring chronology in the northern Japan based on 774-775 
carbon-14 spike，The Eighth World Archaeological Congress August 2016, Kyoto.

●2017年度の研究教育活動

一　研究業績

２　論文
　　 Shirai K, Kubota K, Murakami-Sugihara N, Seike K, Hakozaki M, Tanabe K「Stimpson’s hard clam 

Mercenaria stimpsoni; a multi-decadal climate recorder for the northwest Pacific coast」『Marine 
Environmental Research』133，pp.49-56，2018（査読有）

　　 Hakozaki M, Miyake F, Nakamura T, Kimura K, Masuda K, Okuno M「Verification of the annual dating of 
the 10th century Baitoushan Volcano eruption based on AD 774–775 carbon-14 spike」『Radiocarbon』60巻
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１号，pp.261-268．2018（査読有）
　　 Sakamoto M, Hakozaki M, Nakao N, Nakatsuka T「Fine structure and reproducibility of radiocarbon ages 

of middle to early modern Japanese tree rings」『Radiocarbon』59巻６号，pp.1907-1917，2017（査読有）
　　 Miyake F, Masuda K, Nakamura T, Kimura K, Hakozaki M, Jull T, Lange T, Cruz R, Panyushkina I, Baisan C, 

Salzer M「Search for annual carbon-14 excursions in the past」『Radiocarbon』59巻２号，pp.315-320，2017
（査読有）

　　箱﨑真隆，「新年代法「酸素同位体比年輪年代法」」『考古学ジャーナル』709号，pp.13-17，2018（査読無）
　　 箱﨑真隆・坂本稔・木村勝彦・李貞・佐野雅規・對馬あかね・中塚武「伊勢神宮のスギ巨木の年輪に刻まれた

1959年伊勢湾台風（Vera）の爪痕」『第19回AMSシンポジウム・2016年度「樹木年輪」研究会共同開催シンポ
ジウム報告集』，pp161-164，2017（査読無）

　　 窪田優一・箱﨑真隆・木村勝彦・佐野雅規・中塚武・木村淳一・小林謙一・安江恒「スギ・ヒバの出土材の年
輪を用いた秋田・青森の気候復元の可能性」『第19回AMSシンポジウム・2016年度「樹木年輪」研究会共同開
催シンポジウム報告集』，pp136-138，2017（査読無）

　　 三宅芙沙・増田公明・中村俊夫・箱﨑真隆・木村勝彦・I P Panyushkina・A J T Jull「樹木年輪と単年宇宙線
イベント」『第19回AMSシンポジウム・2016年度「樹木年輪」研究会共同開催シンポジウム報告集』，pp12-
15，2017（査読無）

３　調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典など
　　 箱﨑真隆，佐野雅規，木村勝彦，李貞，對馬あかね，中塚武，小林謙一，中澤寛将「青森市米山（２）遺跡出

土井戸部材の酸素同位体比年輪年代測定結果」，青森県埋蔵文化財調査センター『研究紀要』23，pp.20-31，
2018

　　 小林謙一，木村勝彦，箱﨑真隆，佐野雅規，中塚武「三内丸山遺跡出土木材の酸素同位体分析と年代研究」『特
別史跡三内丸山遺跡年報』21，pp.62-80，2018

　　 箱﨑真隆，木村勝彦，中塚武「多賀城跡外郭西辺柵木の樹種」，宮城県多賀城跡調査研究所『宮城県多賀城跡
調査研究所年報2017多賀城跡』，pp.40-41，2018

　　 斎藤颯人，木村勝彦，箱﨑真隆，佐野雅規，對馬あかね，李貞，中塚武「年輪酸素同位体比分析による多賀城
の柵木の年代決定」，宮城県多賀城跡調査研究所『宮城県多賀城跡調査研究所年報2017多賀城跡』，pp.42-45，
2018

５　学会・外部研究会発表
　　 箱﨑真隆，「白頭山10世紀噴火の確定年代からみた十和田カルデラ10世紀噴火年代の再検討」第20回AMSシン

ポジウム，日本原子力研究開発機構，2017年12月15日
　　 三宅芙沙，増田公明，中村俊夫，箱﨑真隆，木村勝彦，門叶冬樹，森谷透，武山美麗，Jull T, Panyushkina I「過

去3000年間の宇宙線強度年変動」第20回AMSシンポジウム，日本原子力研究開発機構，2017年12月15日
　　箱﨑真隆，「ヒノキアスナロの偽年輪」2017年度「樹木年輪」研究会，2017年11月19日
　　 三宅芙沙，増田公明，中村俊夫，箱﨑真隆，木村勝彦「年輪に見られる宇宙線イベント：単年以下の精度の

14Cデータ」2017年度「樹木年輪」研究会，2017年11月18日
　　 箱﨑真隆，三宅芙沙，中村俊夫，木村勝彦，増田公明，奥野充「西暦775年炭素14スパイクに基づく白頭山10

世紀噴火の年代検証」日本第四紀学会2017年大会，2017年８月26日
　　 木村勝彦，箱﨑真隆，佐野雅規，對馬あかね，李貞，中塚武，中村俊夫，奥野充「酸素同位体比年輪年代法に

よる白頭山10世紀噴火の年代測定」日本第四紀学会2017年大会，2017年８月28日
　　 箱﨑真隆，木村勝彦，佐野雅規，對馬あかね，李貞，中塚武，中村俊夫，大山幹成，木村淳一，設楽政健，小

林謙一，鈴木三男「東北日本における酸素同位体比年輪年代法の現状と展望」日本第四紀学会2017年大会，
2017年８月26日

　　 Nakamura T, Masuda K, Miyake F, Hakozaki M「Radiocarbon age offset observed in Japanese tree rings: 
Comparison of 14C ages from Japanese tree rings with IntCal13 datasets」The 14th International 
Conference on Accelerator Mass Spectrometry，2017年８月14日，カナダ

　　 Sakamoto M, Nakao N, Hakozaki M, Tokanai F「AMS radiocarbon dating of Japanese tree rings during and 
after the Maunder sunspot minimum」The 14th International Conference on Accelerator Mass 
Spectrometry，2017年８月14日，カナダ

　　 Jull T, Miyake F, Panyushkina I, Masuda K, Nakamura T, Kimura K, Hakozaki M, Wacker L, Lange T, Cruz 
R, Baisan C, Salzer M, Janovics R, Hubay K, Molnar M「Rapid carbon-14 excursions in the tree-ring record: 
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A record of different kinds of solar activity?」２nd Radiocarbon in the Environment Conference，2017年７
月３日，ハンガリー

　　 Jull T, Miyake F, Panyushkina I, Masuda K, Nakamura T, Kimura K, Hakozaki M, Wacker L, Lange T, Cruz 
R, Baisan C, Salzer M, Janovics R, Hubay K, Molnar M「What can rapid carbon-14 excursions in the tree-
ring record tell us about past “space weather” and the carbon cycle?」The ENVIRA2017 Conference，2017
年５月29日，リトアニア

　　 Jull T, Miyake F, Panyushkina I, Masuda K, Nakamura T, Kimura K, Hakozaki M, Wacker L, Lange T, Cruz 
R, Baisan C, Salzer M「Progress in the search for rapid carbon-14 excursions in the tree-ring record」The 
General Assembly 2017 of the European Geosciences Union，2017年４月28日，オーストリア

７　その他
　　 箱﨑真隆，「巨大噴火の年代を巨大フレアの年代から求める」国立歴史民俗博物館友の会ニュース，195号，p.3，

2018
　　 箱﨑真隆，「白頭山10世紀噴火の確定年代からみた十和田カルデラ10世紀噴火年代の再検討」『日本原子力研究

開発機構 研究開発報告書類JAEA-Conf』2018
　　 三宅芙沙，増田公明，中村俊夫，箱﨑真隆，木村勝彦，門叶冬樹，森谷透，武山美麗， Jull T, Panyushkina I「過

去3000年間の宇宙線強度年変動」『日本原子力研究開発機構 研究開発報告書類JAEA-Conf』2018
　　 箱﨑真隆，三宅芙沙，中村俊夫，木村勝彦，佐野雅規，對馬あかね，李貞，中塚武，増田公明，奥野充「白頭

山10世紀噴火のAD775 14C-spikeおよび酸素同位体比年輪年代測定に基づく年代検証」『Korea-Japan 
dendrochronology workshop toward a new phase of archeology』，p.22，2017

　　 箱﨑真隆，坂本稔，木村勝彦，佐野雅規，對馬あかね，李貞，中塚武，高田貫太，金憲奭，藤尾慎一郎，郭鍾
喆「韓国南部の低湿地遺跡出土材の酸素同位体比年輪年代測定結果」『Korea-Japan dendrochronology 
workshop toward a new phase of archeology』pp.19-20，2017

　　 坂本稔，坂千尋，箱﨑真隆「炭素14年代法による奪衣婆像の年代測定」総研大文化フォーラム2017，国立歴史
民俗博物館，2017年12月２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：藤尾慎一郎，2015～2020年度）
　　　 広領域歴史創成研究「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，2015～2017年度）
　　　 広領域歴史創成研究「北と南からみた古代の列島社会　～列島諸地域の交流・形成と環境変動～」（研究代

表者：三上喜孝，2016～2018年度）
　　　基盤研究「建築物古材による木材科学的資料研究」（研究代表者：坂本稔，2016～2018年度）
　　　 歴博データベース開発「遺跡発掘調査報告書放射性炭素年代測定データベース」（研究代表者：工藤雄一郎）

（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」（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
　③　機構
　　　 人間文化研究機構・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「北東アジアにおける地域構

造の変容:越境から考察する共生への道」（研究代表者：池谷和信，2016～2021年度）
２　外部資金による研究
　　 科学研究費補助金（若手A）「東北日本における過去3400年間の酸素同位体比標準年輪曲線の確立」（2017年度

～2020年度）研究代表者
　　 科学研究費補助金（基盤S）「年輪酸素同位体比を用いた日本列島における先史暦年代体系の再構築と気候変

動影響評価」（研究代表者：中塚武，2017年度～2021年度）研究分担者
　　 科学研究費（基盤B）「韓国・日本・台湾産の古材の年代決定を可能にする年輪酸素同位体比データベースの

構築」（研究代表者：佐野雅規，2017年度～2019年度）研究分担者
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　　 科学研究費補助金（挑戦的萌芽）「7-10世紀の大規模SPE発生頻度分布の解明に向けた超高精度反復C14濃度測
定」（研究代表者：三宅芙沙，2016年度～2018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
　　日本第四紀学会 日本第四紀学会2017年大会 セッションコンビーナー
　　日本植生史学会 第42回日本植生史学会談話会 世話人
３　マスコミ
　　「二度の津波を耐えた貝＝92歳の長寿，岩手で発見─東大」，時事通信社
　　https://www.jiji.com/jc/article?k=2017112700865&g=soc
　　「92歳の二枚貝から気候変動の歴史を探る，東京大学の研究」，財経新聞
　　https://www.zaikei.co.jp/article/20171128/414132.html　

四　活動報告

１　受賞歴
　　日本第四紀学会 2017年大会若手発表賞（口頭発表）
２　特別委員会委員など館長からの委嘱を受けたもの
　　総合人間文化研究推進センター研究員
３　研究・調査プロジェクト報告
　　遺跡出土木材サンプリング調査 於 大韓文化財研究院，2017年４月10-13日．
　　研究報告「酸素同位体比クロノロジーの時空間的拡大と応用」於 総合地球環境研究所，2017年６月15-16日．
　　建築古材年輪年代調査 於 国立歴史民俗博物館収蔵庫，2017年８月7-10日．
　　 研究報告「白頭山10世紀噴火のAD775 14C-spikeおよび酸素同位体比年輪年代測定に基づく年代検証」 於ウリ

文化財研究院，2017年８月20日．
　　 研究報告「韓国南部の低湿地遺跡出土材の酸素同位体比年輪年代測定結果」 於ウリ文化財研究院，2017年８月

20日．
　　朝鮮半島年輪年代試料視察 於 忠北大学年輪年代学研究室，2017年８月21日．
　　遺跡出土木材サンプリング調査 於 伊勢原市第二東名高速道路工事事務所，2017年10月25日．
　　 研究報告「朝鮮半島における酸素同位体比年輪年代法研究の現状と展望」 於 斎宮歴史博物館，2017年11月３日．
　　遺跡出土木材サンプリング調査 於 鎌倉市教育委員会，2017年11月７日．
　　遺跡出土木材樹種同定調査 於 東京国立博物館，2017年12月５日．
　　自然埋没木サンプリング調査 於 屋久島，2017年12月8-11日．
　　 研究報告「「韓国」における木材酸素同位体比のクロノロジー構築と遺跡の年代決定の状況」於 総合地球環境

研究所，2018年３月６日．
　　 研究報告「「東日本」における木材酸素同位体比のクロノロジー構築と遺跡の年代決定の状況」於 総合地球環

境研究所，2018年３月６日．
　　 研究報告「朝鮮半島三国時代の高解像度気候復元に向けた酸素同位体比年輪年代学研究」於 国立歴史民俗博

物館，2018年３月16-18日．
　　自然埋没木サンプリング調査 於 裾野市茶畑山，2018年３月19日．　

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，
2016.4～2018.3），神奈川大学非常勤講師（2017.4～2018.3），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（2010.8～2013.3），大学共同利用機関法人人間文化研究
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機構国立歴史民俗博物館研究部特任助教（2013.7～2016.3），人間文化研究機構研究推進センター研究員（2016.4～），
国立歴史民俗博物館特任助教併任（2016.4～）【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。

●2017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・デジタルコンテンツ開発
　　『モノ語る人びと─津波被災地・気仙沼から─』研究映像（63分），2018年３月
７　その他
　　 2018年１月「モノ語る人びと─津波被災地・気仙沼から─」『国立歴史民俗博物館　歴史系総合誌歴博』206号，

p.31.

二　主な研究教育活動

１　主な共同研究等参加状況
　①　歴博
　　　 「地域における歴史文化研究拠点の構築」ユニット（広領域連携型基幹研究プロジェクト「日本列島におけ

る地域社会変貌・災害からの地域文化の再構築」）共同研究員2016～2021年度
　②　他の機関
　　　 「戦前の渋沢水産史研究室の活動に関する調査研究」（神奈川大学国際常民文化研究機構共同研究）共同研

究員
　　　 「日本列島における地域文化の再発見とその表象システムの構築」ユニット（広領域連携型基幹研究プロジェ

クト「日本列島における地域社会変貌・災害からの地域文化の再構築」・国立民族学博物館）共同研究員
2016～2021年度

　③　機構
　　　 広領域連携型基幹研究プロジェクト「日本列島における地域社会変貌・災害からの地域文化の再構築」総合

人間文化研究推進センター研究員，ユニット「地域における歴史文化研究拠点の構築」
４　主な展示・資料活動
　　 弘前大学資料館第17回企画展「被災地と向き合う ─文化財レスキューの取り組み─（国立歴史民俗博物館共

同企画）」
５　教育
　　市原看護専門学校非常勤講師（「人間と生活」担当）
　　立教大学兼任講師（「卒論演習Ⅰ」・「卒論演習Ⅱ」・「専門演習２」担当）
　　神奈川大学非常勤講師（「民俗学Ⅱ」担当）
　　九州大学非常勤講師（「文化人類学講義Ⅱ」担当）　

特　はしもと
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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
　　 「災害常習地の生き方を残すこと・展示すること」（2017年９月16日，「防災文化講演会　第20回「災害伝承と

博物館展示」」東北大学災害科学国際研究所主催）
　　 「気仙沼の漁業の歴史と民俗～唐桑の聞き取り調査から～」（2018年３月１日「第２回けせんぬま学講座」気

仙沼市文化遺産活用検討実行委員会主催，気仙沼市教育委員会共催。立教大学において担当した「専門演習２」
の学生調査実習（2017年８月23～26日）の成果報告として，指導学生２名とともに報告）

３　マスコミ
　　三陸新報　2018年３月２日　３面「気仙沼・尾形家も紹介　国立歴史民俗博物館　被災文化財フォーラム」
　　三陸新報　2018年３月５日　６面「文化発見し資源化を　けせんぬま学講座　唐桑漁業の歴史探る」
　　朝日新聞　2018年３月11日　29面「モノと語る　被災者の記憶　東日本大震災７年」
４　社会連携
　③　講演会・シンポジウム
　　　 「地域と旅行者が共創する地域資産の可能性」（2017年10月12日「やまがた創造都市国際会議2017」山形市

創造都市推進協議会・山形大学・山形市主催，認定NPO法人山形国際ドキュメンタリー映画祭共催）
　　　 「モノ語る人びと─津波被災地・気仙沼から」（2017年10月13日「やまがた創造都市国際会議2017」山形市

創造都市推進協議会・山形大学・山形市主催，認定NPO法人山形国際ドキュメンタリー映画祭共催）
　　　 「民間所在の被災資料から地域文化を読み解く」（2017年10月21日，国際フォーラム「地域文化の再発見─

─大学・博物館の視点から」，国立民族学博物館主催，台湾文化部・台湾国立台北芸術大学博物館研究所・
別府大学共催）

四　活動報告

２　講演・カルチャーなど
　　 「歴博映像フォーラム12」「モノ語る人びと─津波被災地・気仙沼から」主催（2018年３月17日国立歴史民俗

博物館講堂）
３　研究・調査プロジェクト報告
　　 「気仙沼教育キットの進捗状況」（2017年６月４日　合同研究会「地域文化の再発見とその表彰システムの構築」・

「日本の文化展示場関連資料の情報公開プロジェクト」国立民族学博物館）
　　 「気仙沼教育キットの途中成果」（2017年６月８日　国立民族学博物館「日本の文化展示場関連資料の情報公

開プロジェクト」主催，気仙沼市月立収蔵庫）
　　 「民間所在の被災資料から地域文化を読み解く」（2017年10月21日　国際フォーラム「地域文化の再発見──

大学・博物館の視点から」国立民族学博物館主催）

［テニュアトラック助教］

橋本　雄太　HASHIMOTO Yuta　テニュアトラック助教（2017.4～）

【学歴】京都大学文学部（2004-2008），京都大学文学研究科修士課程（2008-2010），京都大学文学研究科博士課程
課程（2013-2017）
【職歴】株式会社内田洋行社員（2010-2012），大阪大学特任研究員（2015-2017），国立国会図書館委嘱研究員
（2015-），国立歴史民俗博物館テニュアトラック助教
【学位】修士（文学）（京都大学文学研究科2010年取得）【専門分野】人文情報学，科学史【主な研究テーマ】人文
学資料を対象にしたクラウドソーシング，歴史研究に関わる教育ソフトウェア開発，近代西洋数学史
【所属学会】情報処理学会，Japanese Association of Digital Humanities，日本科学史学会【研究目的・研究状況】
クラウドソーシング技術を駆使した歴史資料の活用をテーマに研究をおこなっている．前近代日本語史料の市民参
加型翻刻プラットフォーム「みんなで翻刻」や，くずし字解読の学習用アプリケーション「KuLA」の開発にあたっ
ている．「みんなで翻刻」では2018年３月時点で400万文字の近世史料が翻刻され，KuLAは2016年の公開後10万回
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以上ダウンロードされている．
【メールアドレス】yhashimoto@rekihaku.ac.jp

●主要業績

１．  【著書】共著：『アプリで学ぶくずし字 くずし字学習支援アプリKuLAの使い方』笠間書院，2017年２月
２． 【論文】「The Kuzushiji Project: Developing a Mobile Learning Application for Reading Early Modern Japanese 

Texts」， Digial Humanities Quarterly, Vol.11, No.1, Fubruary 2017（査読有）
３． 【論文】「人文学資料オープンデータの可能性と現状」『情報の科学と技術』，vol. 65，No. 12，pp. 525-530，

2015年12月（査読有）
４． 【論文】「プロイセン改革期におけるギムナジウム数学教育の発展─ギムナジウム教育プログラムの分析から─」，

科学哲学科学史研究，No. ９，pp.52-76，2015年（査読有）
５． 【論文】「ドイツ語語彙習得を目的としたスマートフォンアプリケーションの開発」，ドイツ語情報処理研究，

pp 1-14，2014年９月（査読有）

●2017年度の研究教育活動

一　研究業績

５　学会・外部研究会発表
　　 「みんなで翻刻：歴史災害資料のクラウドソーシング翻刻プロジェクト」Digital Approaches in Japanese 

Studies，フランクフルト大学，2017年５月25日，ドイツ
　　 ポスター：後藤 真, 渋谷綾子, 橋本雄太「「総合資料学の創成」事業における大学間データ連携手法の提案」第 

12 回日本博物科学会，山形大学，2017年６月22日
　　 橋本雄太，亀田尭宙，池田光雪「デジタルアーカイブの情報技術」，アーカイブサミット2017，2017年９月25

日
　　 Yuta Hashimoto．SMART-GS: Image Processing Technology Meets Humanities，Tsukuba Global Science 

Week 2017，筑波大学，2017年９月27日
　　 後藤 真，渋谷綾子，橋本雄太. Constructing integrated studies of cultural and research resources　at the 

National Museum of Japanese History, EAJRS 2017，オスロ大学，2017年９月16日，ノルウェー
　　 橋本雄太「変体仮名文字情報基盤を利用した学習システム開発」シンポジウム「変体仮名のこれまでとこれら

から」，国立国語研究所，2017年11月25日
　　 橋本雄太「歴史災害史料のオンライン翻刻プラットフォーム『みんなで翻刻』」百合文書データミーティング，

京都府立京都学・歴彩館，2017年10月26日
７　その他
　　 橋本雄太，「数学と歴史とコンピューター」，歴史系総合誌『歴博』205号，国立歴史民俗博物館，pp. 78-79 ，

2017年11月20日
　　 橋本雄太，「研究プロセスのオープン化－「みんなで翻刻」における市民参加」，歴史系総合誌『歴博』207号，

国立歴史民俗博物館，pp.16-19，2018年３月20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
　　　 機関拠点型基幹研究「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）
　　　 国立歴史民俗博物館人文情報ユニット研究会，口頭発表「学習をベースにした災害史料クラウドソーシング

翻刻」，東京大学史料編纂所，2017年６月２日
２　外部資金による研究
　　科研基盤B「古文書のWebをめざして」，2014～2017年度，研究分担者

三　社会活動等

２　講演・カルチャーセンターなど
　　 橋本雄太，亀田尭宙，池田光雪「デジタルアーカイブの情報技術 」アーカイブサミット2017，京都府立京都学・

テ　はしもと
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歴彩館，2017年９月９日
　　「情報技術は人文学研究に何をもたらすのか？」慶應大学　公開セミナー，2018年１月12日
　　 Yuta Hashimoto, “Participatory Text Database for Pre-modern Japanese Texts”， symposium: Digital 

Humanities and Databases, 11 March 2017, Sophia University.

四　活動報告

１　受賞歴
　　2017年10月 情報処理学会 山下記念研究賞
２　特別委員会委員など館長からの委嘱を受けたもの
　　歴史系総合誌「歴博」リニューアルプロジェクト委員
３　研究・調査プロジェクト報告
　　 災害史料の市民参加型翻刻プラットフォーム「みんなで翻刻」（https://honkoku.org/）の開発・運用を行った。

「みんなで翻刻」は，膨大な点数が遺された災害史料を多数の市民の手によって翻刻することを目標とする，
江戸時代以前の古文書を対象とした国内初のクラウドソーシング翻刻の試みである。同Webサイトでは2018
年３月までに412点の史料が翻刻され，入力された文字数の合計は400万文字に達している。この成果は高く評
価され，2017年度情報処理学会山下記念研究賞を受賞した。今年度は学会発表やジャーナル論文投稿等の活動
は控え，これまでの研究をまとめた博士論文の執筆にあたり，2018年３月に論文を京都大学文学研究科に提出
した。

［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年卒業），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留学），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修了）【学位】博士（美術史，学習院大学，2013年取得）
【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～隔年開講）【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交流史研究【所属学会】東洋陶磁学会

●主要業績

１．【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，全610頁，2014年
２． 【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，2014年（分担執筆部分，pp. 109–127）

３． 【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，全238頁，2009年

４． 【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

５． 【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）
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Ⅵ　教員の研究・調査活動

●2017年度の研究教育活動

一　研究業績

２　論文
　　 「陶磁器から考えるミュンヘンのシーボルト・コレクション」（『シーボルト・コレクションから考える』国立

歴史民俗博物館，pp.77-87，2018年３月31日）
５　学会・外部研究会発表
　　 口頭発表「磁器陳列室をめぐる神聖ローマ帝国諸侯の共同と日本磁器」（国際シンポジウム「異文化を伝えた人々

─19世紀在外日本コレクション研究の現在」於：国立西洋美術館，2017年10月28～29日）
７　その他
　　 寄稿「スイスにおける日本美術資料の調査と人材育成─アリアナ美術館所蔵日本陶磁コレクション活用の事例

─」（『きざし』人間文化研究機構　基幹研究プロジェクト　ニューズレター 2017. Vol.2，大学共同利用機関
法人　人間文化研究機構，p.15，（2018年３月）

二　主な研究教育活動

１　主な共同研究等参加状況
　③　機構
　　　 ネットワーク型基幹研究プロジェクト　日本関連在外資料調査研究・活用事業「ヨーロッパにおける19世紀

日本関連在外資料調査研究・活用 ─日本文化発信にむけた国際連携のモデル構築─」（研究代表：日高　薫），
研究分担者

　　　 アリアナ美術館が所蔵する日本陶磁の調査およびチューリッヒ大学学生の教育事業，2017年12月３日～12月
10日, ジュネーヴ市立アリアナ美術館，スイス

　　　 ウィーン世界博調査で陶磁器の調査・撮影, 2018年２月９日～２月17日，ウィーン世界博物館，オーストリ
ア

２　外部資金による研究
　　 科学研究費基盤研究（C）「ザクセン選帝侯アウグスト二世旧蔵日本磁器の研究─西洋における日本像の受容

史的考察」研究代表者，2016～2018年度
　　 ドレスデン国立博物館所蔵17～18世紀の肥前磁器に関する国際共同研究とデータベース化事業推進，2017年４

月～2018年３月
　　東洋陶磁学会大会への参加・打合せ，2017年10月21日～22日， 於：多治見市産業文化センター
　　 出光文化福祉財団・研究助成「ドレスデン国立美術館所蔵　ザクセン選帝侯アウグスト二世旧蔵肥前磁器コレ

クションの調査・研究」，研究代表者，2016～2017年度
　　 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，2017年８月７日～21日，ドレスデン国立美

術館磁器コレクション館，ドレスデン城，ドイツ， アムステルダム国立美術館，オランダ
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）

三　社会活動等

４　社会連携
　③　講演会・シンポジウム
　　　「ヨーロッパ宮廷陶磁の美の世界」（「水曜講演会」，於：出光美術館，2018年１月31日）

四　活動報告

機　さくらば
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［プロジェクト研究員］

野村　彩　NOMURA Aya　プロジェクト研究員（2015.7 ～　）

【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

●2017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
　　 国際企画室において，ホームページや刊行物を通じた英語での情報発信をはじめ，国際シンポジウム・研究集

会の開催活動や研究映像の英語字幕に係る取組等2017年度国際交流事業に従事。

三　社会活動等

四　活動報告


