
【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
●2018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

教員の研究・調査活動Ⅴ
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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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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）

●2018年度の研究教育活動

一　研究業績

５　学会・外部研究会発表
　　 「歴史系博物館の可能性─国立歴史民俗博物館での経験から─」大阪市立大学日本史学会 第21回 大会・総会，

大阪市立大学 学術情報総合センター，2018年5月12日
　　 「Why was the “Meiji Restoration” possible?」Revisiting Japan’s Restoration Interregional, Interdisciplinary, 

and Alternative Perspectives，National University of Singapore，2018年9月26日，シンガポール
　　 「博物館の可能性」人文研アカデミー2018　シンポジウム 博物館と文化財の危機─その商品化，観光化を考え

る，京都大学人文科学研究所本館 大会議室，2018年11月17日
　　 「歴史から何が学べるか？─江戸時代との対話─」地球システム・倫理学会 研究例会，麗澤大学東京研究セン

ター，2019年2月16日
７　その他
　　 「地域社会の歴史・文化・自然資源を自分たちのものに」文化財防災ネットワーク推進事業 地域の文化財防災

に関する研究集会報告書Ⅰ「第4回全国史料ネット研究交流集会」，独立行政法人国立文化財機構文化財防災ネッ
トワーク推進室，pp.12-28，2018年11月7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

くるしま
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くるしま

　　 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

　　 科学研究費基盤C「近代北海道におけるアイヌ民族と地域社会─有珠郡・幌別郡を中心にー」（研究代表：東
京経済大学　檜皮瑞樹）研究分担者，2018～2022年度

３　国際交流事業
　　 「National Museum of Japanese History and Illustrated Screen of Edo」National Museum Cardiff 友の会，

National Museum Cardiff，2018年6月16日，イギリス
　　「National Museum of Japanese History 」Katholieke Universiteit Leuven，2019年2月27日，ベルギー
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，千葉県生涯学習審議会委員，長野県立歴史館協議会委員

２　講演・カルチャーセンターなど
　　 「歴史学とフィールド　地域の歴史・文化・自然資源を自分たちのものにするために」博物館歷史學：知識生產，

公民參與及博物館技藝　（博物館歴史学セミナー），國立臺北藝術大學，2018年9月21日
　　 「明治維新の歴史的前提 ─19世紀を通した『日本文化』の再発見」第15回奈良県宗教者フォーラム公開講座 

日本のこころと宗教の役割 明治維新から150年─宗教・文化政策を考える，薬師寺 まほろば会館，2018年9月
29日

　　 「これからの博物館で必要なこと ─歴博を楽しむ─」佐倉市民カレッジ，国立歴史民俗博物館，2018年12月12
日

　　 「近世の道はきれいだったか」国立歴史民俗博物館友の会主催　館長特別講演会，国立歴史民俗博物館，2019
年1月26日

３　マスコミ
　　「県庁舎跡地活用 歴史重視を　（専門家インタビュー）」　長崎新聞，2018年10月15日
４　社会連携
　③　講演会・シンポジウム
　　　 「“江戸”を歩く ＝江戸図屏風を読む＝」，第9回千葉大学経済人倶楽部「絆」総会，乃木会館，2018年6月26

日
　　　「幕末維新の民衆史」第5回「幕末維新6講座」，高知県立高知城歴史博物館，2018年9月15日
　　　 「「体育・スポーツと文化の振興」について」第4回次世代へ光り輝く「教育立県ちば」を推進する懇話会，

ホテルポートプラザちば，2018年11月2日
５　国際連携
　③　その他
　　　 「国立歴史民俗博物館の「ウラ側」に迫る！」日本青年国際交流機構第34回全国大会千葉大会 分科会，ウィ

シュトンホテル・ユーカリ，2018年12月1日

四　活動報告

３　研究・調査プロジェクト報告
　　 歴博に在職中に収集した水木コレクションをはじめとする近世・近代史料を中心に，マイクロフィルムをデジ

タル化することを中心に行った。マイクロフィルムの劣化が思った以上に進んでいるだけでなく，すでに所在
がわからない，あるいは再度の撮影が困難な史料群も含まれており，まずデジタル化による保存を優先した。
水木コレクションのうち，大福帳の記載内については，すでに検討してきたこととも関わるが，コレクション
収集過程が少し詳しくわかった。
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あおき

[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，産業史【主な研究テーマ】酒造業，化
粧品・トイレタリー産業，商家経営，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美容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．【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
２．【概説書】国立歴史民俗博物館＋青木隆浩編『人と植物の文化史』180頁，古今書院，2017年3月
３． 【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
４． 【展示図録】青木隆浩編著『身体をめぐる商品史』国立歴史民俗博物館平成28年度企画展示図録，125頁，2016

年12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

●2018年度の研究教育活動

一　研究業績

１　著書
　　 青木隆浩『緑色遊游政策能否守 一方』（所収：岩本通弥・山下晋司編『民俗，文化的資源化』pp.209-227，山

東大学出版社，2018年8月
４　展示図録・資料図録・映像・ＤＢ・デジタル・コンテンツ開発
　　 青木隆浩「世界文化遺産とおみやげの深くて，浅い関係」企画展示図録『ニッポンおみやげ博物誌』p.54，国

立歴史民俗博物館，2018年7月
　　 青木隆浩「修学旅行の形成とおみやげ」企画展示図録『ニッポンおみやげ博物誌』p.88，国立歴史民俗博物館，

2018年7月
　　 青木隆浩「『ディスカバー・ジャパン』という集合体の形成と終焉」企画展示図録『ニッポンおみやげ博物誌』

p.98，国立歴史民俗博物館，2018年7月
５　学会・外部研究会発表
　　青木隆浩「明治前中期の酒造技術」酒史学会大会，於：早稲田大学，2018年12月1日
７　その他
　　 青木隆浩「書評：網島聖『同業者町の研究─同業者の離合集散と互助・調整─』清文堂出版，2018年5月」歴

史地理学60-4，pp.28-29， 2018年11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
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あおやま

　  　 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

２　外部資金による研究
　　 日本学術振興会科学研究費補助金基盤研究(C)「1930～1960年代における化粧文化の実態」（研究代表者：青木

隆浩），2017～2019年度
　　 日本学術振興会科学研究費補助金基盤研究(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」（研究代表者：井奥成彦），2017～2020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
５　教育
　　慶應義塾大学文学部非常勤講師（地理学Ⅰ・Ⅱ）
　　関東学院大学人間共生学部非常勤講師（食の生活文化史）

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
２　講演・カルチャーセンターなど
　　 青木隆浩「近江商人の関東進出」国立歴史民俗博物館友の会民俗学講座，於：国立歴史民俗博物館，2019年2

月7日

四　活動報告

３　研究・調査プロジェクト報告
　　おもに2019年度の特集展示「石鹸・化粧品の近現代史」に向けて，資料収集と調査をおこなった。

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
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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

●2018年度の研究教育活動

一　研究業績

２　論文
　　 「地名『カリヤド』と渡河の景観─関東の事例から─」金田章裕編『景観史と歴史地理学』吉川弘文館，2018

年4月10日（査読なし）
５　学会・外部研究会発表
　　 「国立歴史民俗博物館所蔵の伊能図」科学研究費基盤研究（A）「伊能図の成立に関する学際的研究─忠敬没後

200年目の地図史的検証─」第1回研究集会，国立歴史民俗博物館，2018年9月11日
７　その他
　　「えがかれた中世の風景」『わくわく！探検れきはく日本の歴史　２　中世』吉川弘文館，2018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～2018年度
　　　開発型共同研究「歴史災害研究のオープンサイエンス化に向けた研究」2018年度～2020年度
　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～
　　　　 ＊同奨励研究「1689年『堺大絵図』に関する空間情報の総合化への試み─近世絵図，近代地籍図，空中写

真を中心に─」（副代表）2018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
　　 科学研究費基盤研究（A）「伊能図の成立に関する学際的研究─忠敬没後200年目の地図史的検証─」（研究分

担者）2018～2021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
５　教育
　　長崎大学大学院多文化社会学研究科「総合資料学」（集中講義）
　　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「画像資料論」
　　
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，人文地理学会代議員
３　マスコミ
　　「日本海に浮かぶ謎の島」読売新聞（石川版，富山版）2018年7月14日
　　「日本海に浮かぶ謎の島」読売新聞（福井版）2018年7月26日
４　社会連携　　　
　③　講演会・シンポジウム
　　　 「伊能忠敬の業績はシーボルトにどのように伝わったか」伊能忠敬翁没後200年記念事業シンポジウム『伊能

忠敬─業績と時代─』，香取市佐原中央公民館（主催香取市・香取市教育委員会），2018年6月24日
　　　 「川崎市の『苅宿』という地名を考える」川崎市教育委員会地名塾，川崎市生活文化会館，2019年2月21日
　
四　活動報告

　３　研究・調査プロジェクト報告
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　宮城県，福島県，茨城県，鹿児島県等で現地調査を実施するとともに，各地の図書館・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した。その成果の一部を論文としてとりまとめ，学術誌に投稿した。また，
川崎市教育委員会が主催する市民向け講座で講演をおこない（2019年2月21日），研究成果を社会に還元した。なお，
昨年度の研究・調査プロジェクトによる成果が，2018年4月に吉川弘文館から出版された。

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）

●2018年度の研究教育活動

一　研究業績

２　論文
　　 「大友氏領国における茶の湯文化」鹿毛敏夫・坪根伸也編『戦国大名大友氏の館と権力』吉川弘文館，pp.75-

100，2018年10月18日
　　 「進貢船の意匠と航海信仰」琉球船と首里・那覇を描いた絵画史料研究会編『琉球船と首里・那覇を描いた絵

画史料研究』思文閣出版，pp.145-147，2019年2月28日
　　 「己酉約条の締結・施行過程と対馬の「藩営」貿易」韓日文化交流基金編『壬辰倭乱から朝鮮通信使の道へ』韓国・

景仁文化社，日本語版pp.107-142，韓国語版pp.142-177，2019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
　　 国立歴史民俗博物館編『日本の中世文書』（企画展示図録），解説4項目（「公印を日付のどこに押すのか？」「日

本と朝鮮の往復外交文書」「日本と琉球の往復外交文書」「日本と東南アジア・ヨーロッパ諸国の往復外交文書」），
個別解説19項目，国立歴史民俗博物館，2018年10月16日

５　学会・外部研究会発表
　　 「「壬辰戦争」の講和交渉」第59回SGRAフォーラム・第3回日本・中国・韓国における国史たちの対話の可能性「17

世紀東アジアの国際関係─戦乱から安定へ─」，韓国・ソウル市Kホテル，2018年8月25日
　　 「和解のための努力と結実─己酉約条の締結・施行過程を中心として─」2018年韓日国際学術会議「壬辰倭乱

から朝鮮通信使の道へ」，韓国・ソウル市ケンジントンホテル，2018年11月2日
　　 「外交関係の文書─15・16世紀の現存例を中心として─」歴博国際シンポジウム「東アジアの古文書と日本の

古文書」，国立歴史民俗博物館，2018年11月17日
　　 「16世紀後半～17世紀前半の東アジア海域と博多・対馬・朝鮮」ワークショップ「越境する東アジア」，一橋大

学東キャンパス国際研究館，2018年12月22日
７　その他
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　 琉球船と首里・那覇を描いた絵画史料研究会編『琉球船と首里・那覇を描いた絵画史料研究』思文閣出版，
　2019年2月28日，個別解説7項目
　 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 2 中世』吉川弘文館，2018年7月9日，分担執筆
　5項目
　歴史系総合誌『歴博』213，特集「済州島をめぐる東アジアの海上交通」，2019年3月，企画・編集

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「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「高精度同位体比分析法を用いた古代青銅原料の産地と採鉱に関する研究」（研究代表者：齋藤努， 

2018～20年度，共同研究員）
 　　  共同利用型共同研究「「豊後若林家文書」の修正翻刻と総合比較」（研究代表者：名古屋学院大学 鹿毛敏夫， 

2018年度，館内担当）
　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，2016～2021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）
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）
　　 基盤研究（A）「琉球帝国からみた東アジア海域世界の流動的様態と国家」（研究代表者：村木二郎，2018～

2021 年度，研究分担者）
４　主な展示・資料活動
　　企画展示「日本の中世文書」展示プロジェクト委員
　　企画展示「海がつなぐ日本と韓国」展示プロジェクト委員
　　企画展示「中世・琉球の海」展示プロジェクト委員
　　館蔵中世古文書データベース（更新中）
　　科研費「中世日本東アジア交流史に関する史料集成」データベース（試験公開）

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
　　「鍋島茂義の植物学」くらしの植物苑第240回「観察会」，国立歴史民俗博物館，2019年3月23日
３　マスコミ
　　「能登と筑紫 商人がつなぐ」読売新聞朝刊　富山・石川面，2018年9月8日
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　　「威信財としての「名物」」大分合同新聞，大分合同新聞社，2018年12月22日
４　社会連携
　③　講演会・シンポジウム
　　　 「歴史の扉を開こう─朝鮮通信使が私たちに伝えるもの─」福岡県・一般財団法人自治総合センター主催，

朝鮮通信使に関する記録のユネスコ「世界の記憶」登録記念シンポジウム，福岡市・エルガーラホール，
2018年4月22日

　　　 「宗義智の生涯」対馬市主催，対馬博物館（仮称）建設関連事業講演会「中世対馬の歴史と文化財」，対馬市
交流センター，上対馬総合センター，2019年2月16日・17日

四　活動報告

３　研究・調査プロジェクト報告
　　 今年度は，①中世末期～近世初期の日朝関係，②中世日本における唐物の移動，③東アジア比較古文書学，④

琉球の国際交流，をテーマとして研究を実施した。本プロジェクト経費の大部分は，上記テーマに取り組む上
で必要となる図書の購入費に充てた。今年度内に公表した成果は以下のとおりである。①研究発表3回・講演2
回，②論文1編，③企画展示図録『日本の中世文書』（概説4項目・個別解説19項目），④書籍『琉球船と首里・
那覇を描いた絵画史料研究』（論考1編・個別解説7項目）。

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】「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
２． 【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
３． 【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
４．【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
５．【共編著】『古代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第211集，総512頁，2018年

●2018年度の研究教育活動

一　研究業績

２　論文
　　 「日下八光画伯と装飾古墳模写」『日下八光日本画展─自然美の探究と知られざる画業─』徳島県立近代美術館， 

pp.42-48，2018年9月5日（査読なし）
５　学会・外部研究会発表
　　 コメント・パネルディスカッション，東方學會シンポジウム「秦帝国の誕生─英語圏の研究者との対話─」，

日本教育会館（千代田区一ツ橋）2018年5月19日
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うえの

　　　 「中国の皇帝陵」歴博国際シンポジウム「日本の古墳はなぜ巨大なのか」─古代モニュメントの比較考古学─，
明治大学アカデミーコモン，2018年11月18日

　７　その他
　　　 「日本列島の先史古代─総合展示第1室リニューアル─」歴史系総合誌『歴博』212，国立歴史民俗博物館，

2019年1月30日
　　　 「Ⅳ　弥生時代から古墳時代へ」『ここが変わる！日本の考古学─先史・古代史研究の最前線─』，吉川弘文館，

pp.93-107，2019年3月1日
　　　「4　倭の登場」『わくわく探検　日本の歴史１』吉川弘文館，pp.33-42，2019年3月
　　　 「中国の皇帝陵」『歴博国際シンポジウム「日本の古墳はなぜ巨大なのか」─古代モニュメントの比較考古学

─』国立歴史民俗博物館，pp.69-74，2018年11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
　　　 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）
２　外部資金による研究
　　 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）
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Ⅰ」「超域史・隣接学概説IV」
　　女子美術大学非常勤講師「文化遺産学Ａ・Ｂ」「芸術文化ゼミⅡ」
　　放送大学非常勤講師
　　スマホ版展示案内（HP，中国語翻訳・校閲）2019年3月

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
　　 「倭王と木更津」木更津市郷土博物館金のすず特別展講演会，木更津市オーシャンビューホテル，2019年1月19

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

四　活動報告

３　研究・調査プロジェクト報告
　　 中国及び日本列島での出土資料について，2018年度に公開された情報を中心に情報集成をおこなった。これま

でに蓄積した情報と統合することによって，中国漢代から南北朝時代にかけての社会や，日本列島の弥生時代
から古墳時代にかけての社会に対して，新たな視点を提示した。その成果は，論文や国際シンポジウム報告を
通じて情報発信している。
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うちだ

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

●2018年度の研究教育活動

一　研究業績

２　論文
　　 「音声資料の保存と共有に関する諸課題について─『日本民謡データベース』の事例から─」「Linked Data 

and IIIF for Promoting Open Science of Historical Research Resources in Japan」ミシガン大学出版eブック，
2019年3月（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
　　 論文型映像：西谷 大・ 島立理子・ 内田順子「二五穴─この水はどこへ行くのか─」国立歴史民俗博物館，

2019年3月
　　 論文型映像：西谷 大・ 島立理子・ 内田順子「二五穴─水と米を巡る人びとの過去・現在・未来─」国立歴史

民俗博物館，2019年3月
　　 論文型映像：西谷 大・ 島立理子・ 内田順子「Nigoana: Where do these waters flow?」国立歴史民俗博物館，

2019年3月
　　 論 文 型 映 像： 西 谷 大・ 島 立 理 子・ 内 田 順 子「Nigoana: The Past, Present and Future of the People 

Intertwined with Water and Rice」国立歴史民俗博物館，2019年3月
５　学会・外部研究会発表
　　 「アイヌ文化の伝承」第41回「日本映像民俗学の会」沙流川歴史館レクチャーホール（平取町）2018年10月21
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日
　　 西谷 大・内田順子「二五穴─この水はどこへ行くのか」第41回「日本映像民俗学の会」沙流川歴史館レクチャー

ホール（平取町）2018年10月21日
７　その他
　　 「アイヌ文化の伝承」「AINU Past and Present　マンローのフィルムから見えてくるもの」「芋くらべ祭の村

─近江中山民俗誌─」『歴博映像祭２　民俗研究映像の30年』，国立歴史民俗博物館，2018年8月
　　 「民俗誌映画と地域の記憶」4頁，歴博映像フォーラム13「二五穴─水と米を巡る人びとの過去・現在・未来─」，

国立歴史民俗博物館，2019年3月2日

二　主な研究教育活動

　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
　　　 　　 博物館歴史学セミナー「博物館と地域連携─地域の歴史を掘り起こし，人々を結び，未来へ託す」「歴

史的映像資料の研究資源化プロジェクト：アイヌ民族を撮影したN.G.Munroの写真・映画フィルムの事
例から」國立臺北藝術大學，2018年9月21日

　　　「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
　　　　　  「音声・映像資料のデータ化および情報公開に際しての課題」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（人文情報ユニット研究会），東京大学，2018年5月31日
　③　機構
　　　 「100 Years of Food: Film and exhibition for interactive communication between local community, 

researcher, and public audiences」（代表・Steven McGreevy)（人間文化研究機構「博物館・展示を活用し
た最先端研究の可視化・高度化サイクル」の地球研実施事業「双方向コミュニケーションを基盤とした社会
と科学の協働研究（超学際研究）の可視化・高度化の推進」の分担事業）

　　　　　 「民俗映像アーカイブの保存・活用・還元──国立歴史民俗博物館での取り組みを中心に」総合地球環
境学研究所，2018年10月4日

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
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
　　「沖縄の成巫儀礼─イザイホウ─」第30回歴博映画の会，国立歴史民俗博物館，2018年6月3日
　　 「沖縄の成巫儀礼─イザイホウ─」「金物の町・三条民俗誌」「アイヌ文化の伝承」「芋くらべ祭の村─近江中山

民俗誌─」歴博映像祭２　民俗研究映像の30年，国立歴史民俗博物館，2018年8月21・22・24日
　　 「マンローが記録したクマの霊送り」第41回「日本映像民俗学の会」，ふれあいセンター視聴覚ホール（平取町），

2018年10月19日
　　 「映像制作のねらい」「二五穴」記録映画　完成報告・映写会，松丘コミュニティーセンター（君津市）2018年

11月18日
　　 「民俗誌映画と地域の記憶」歴博映像フォーラム13「二五穴─水と米を巡る人びとの過去・現在・未来─」国

立歴史民俗博物館，2019年3月2日

四　活動報告

３　研究・調査プロジェクト報告
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おおくぼ

　　 都内で先住民文化に関する展示調査をおこなったほか，沖縄県において，伝統的知識の継承に関する調査およ
び活用方法についての調査を実施（3月に予定）した。

大久保　純一　OKUBO Jun’ichi　教授（2008.4～），博物館資源センター長（2016～）
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，
2016～2018），副館長併任（2012～2013）

【学位】博士（文学）（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，出版文化
史および江戸の都市史の中に位置づけて考察すること。

●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
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

●2018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６　資料が語る災害の記録と記憶』（樋口雄彦編）のうち「第４章　幕末・明治

の出版にみる災害表象─浮世絵の風景表現を中心に─」pp.75-102，を執筆，朝倉書店，2019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
　　「懐溜諸屑」『ニッポンおみやげ博物誌』pp.108-109，国立歴史民俗博物館，2018年7月
　　『KIZUNA：日本・ウェールズ│デザイン』,ウェールズ国立博物館 pp.25-38, 97-101, 2018年6月
７　その他
　 「戦後の広重研究史」『別冊太陽　広重決定版』，pp.160-163, 平凡社，2018年9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
　　　 「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
　　科研基盤研究(C)「幕末世相取材錦絵の美術史的研究」（2017年度～2019年度）（代表）
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
　　平成30年度第3室特集展示「錦絵in1868」展示プロジェクト代表
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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
　　春季特別展記念講演「大江戸はいかに描かれてきたのか」福井市立博物館，4月21日
　　 早稲田大学オープンカレッジ「浮世絵のジャンル─主題と表現─」，早稲田大学エクステンションセンター八

丁堀校，10月20日，10月27日，11月10日，11月17日
３　マスコミ
　　NHK日曜美術館「シリーズ北斎　めくるめく読本挿絵の世界」2019年2月17日

四　活動報告
３　研究・調査プロジェクト報告
　　 日本国内の展覧会や公開されている画像データベース等での調査を通して、浮世絵を中心とする日本の近世絵

画の主題展開および様式研究をすすめた。

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，史学会

●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9　天皇と宗教』395頁，講談社学術文庫，2018年８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

●2018年度の研究教育活動

一　研究業績

１　著書
　　小倉慈司・山口輝臣『天皇の歴史9　天皇と宗教』395頁，講談社学術文庫，2018年８月
２　論文
　　 「古代文献史料本文研究の課題─『延喜式』を中心に─」『九州史学』181，九州史学研究会，pp.28-55，2018

年11月9日
　　「「退位」「譲位」の誕生」『日本歴史』840，吉川弘文館，pp.2-13，2018年5月1日（査読有）
　　「神戸の存在形態と神社経済」『古代の信仰・祭祀』竹林舎，pp.324-361，2018年10月25日
　　「延喜式（平安時代篇）」『古代史料を読む　下　平安王朝篇』同成社，pp.213-229，2018年6月3日
３　調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典など
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　　「都市における神祇と仏教」『日本都市史・建築史事典』丸善出版，pp.34-35，2018年11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
　　延喜式関係論文目録データベース，2018年3月28日公開
　　展示図録『中世の古文書』，2018年10月
５　学会・外部研究会発表
　　 「陽明文庫本『勘例』に見える８・９世紀史料」陽明文庫設立80周年記念特別研究集会，東京大学伊藤国際学

術研究センター伊藤謝恩ホール，2018年7月15日
　　 「「古代の百科全書『延喜式』の多分野協働研究」の活動」シンポジウム「書物を耕す─総合書物学の挑戦─」

奈良女子大学，2019年2月17日
７　その他
　　「「高松宮本」の年号関係資料」歴史系総合誌『歴博』208，国立歴史民俗博物館，pp.16-17，2018年5月30日
　　「天皇の宗教は神道か仏教か？」『歴史REAL天皇の日本史』洋泉社，pp.102-106，2019年2月11日
　　 「延喜式」藤尾慎一郎・松木武彦編『ここが変わる！日本の考古学─先史・古代史研究の最前線』吉川弘文館，

pp.158-160，2019年3月1日　　
　　 「貴族のお仕事と「かな文字」，本を刷る」『わくわく！探検　れきはく日本の歴史 2 』吉川弘文館，pp.10-11・

14-15，2018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
　　　「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（2016～2021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～

2018年度）
　　　 東京大学史料編纂所一般共同研究「前近代の和紙の構成物分析にもとづく古文書の起源地追跡」共同研究者

（2018～2019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（Ｃ）「出雲国造北島家文書の総合的研究」研究分担者，2018～2020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　　
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）
　　早稲田大学大学院非常勤講師（日本史学特論）
　　関西大学大学院文学研究科非常勤講師（日本古代中世史研究）
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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』編集代表，正倉院文書研究会委員，『史学雑誌』編集委員
２　講演・カルチャーセンターなど
　　 「正倉院文書・正倉院宝物と年号」トンボの眼　講座「ようこそ歴史の宝庫『正倉院文書』の世界へ」第1回　

渋谷区立勤労福祉会館　2018年9月22日
　　 「古代日本における「文書」の誕生」第108回歴博フォーラム「日本の中世文書」国立歴史民俗博物館，2018年

10月27日
　　 「古代東アジア文字文化の伝流，朝鮮半島と日本列島─文字の伝来，仏教の伝来」トンボの眼　講座　渋谷区

立勤労福祉会館　2019年1月12日
　　 「古代東アジア文字文化の伝流　新羅・高麗と日本の文字文化」トンボの眼　講座　品川区立中小企業センター　

2019年3月30日
３　マスコミ
　　「北陸　歴史よもやま話　古書が語る「交易拠点」敦賀」読売新聞　石川・富山版，2019年2月9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
　　第四期の会，『歴博』編集委員会
３　研究・調査プロジェクト報告
　　 渡辺村史研究の打ち合わせや研究会に参加し，また関係書籍を購入して渡辺村史に関わる研究を進めた。その

成果は難波部落の歴史研究会等で口頭報告をおこなった。

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.（2002），札幌大学文化学部日本語・日本文化学科助（准）教
授（2005），同教授（2009）大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部准教授（2012），総
合研究大学院大学日本歴史研究専攻准教授併任（2014）

【学位】学術博士（京都大学人間・環境学研究科）（2003年取得）【専門分野】文化人類学，民俗学【主な研究テーマ】
口頭伝承の近代的展開，祭礼芸能の実践と習得過程の探求，メディアによる民俗文化の再表象過程，現代日本のサ
ブカルチャーと伝統文化など【所属学会】日本文化人類学会，日本民俗学会，日本口承文芸学会，京都民俗学会

●主要業績

【単著】
『クリスチャン女性の生活史─「琴」が歩んだ日本の近・現代』青弓社，292頁，2011年１月
【論文】
「近代における民謡の成立─富山県五箇山地方「こきりこ」を中心に」（『国立歴史民俗博物館研究報告』第165集，
pp.175－204，2011年３月）（査読有）

「祭りの習得と実践：子どもによる準備過程を中心に（『比較文化論叢：札幌大学文化学部紀要』25pp.7－54，2010
年12月）

「民俗芸能への参入と習得─兵庫県明石市大蔵谷獅子舞の事例から」（後藤静夫編『日本伝統音楽研究センター研
究報告５「近代日本における音楽・芸能の再検討」』pp.187－199，京都市立芸術大学日本伝統音楽研究センター，
2010年３月）

「移動する身体と故郷の物語の行方──移動によって見いだされた故郷と移動のなかで変容する故郷」(『歴博研究
報告[共同研究] 人の移動とその動態に関する民俗学的研究』199集, pp.143－170, 2015年12月
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●2018年度の研究教育活動

一　研究業績

１　著書
　　 『輪島市皆月日吉神社山王祭フォトエスノグラフィー 準備編』川村清志・倉本啓之（共編），国立歴史民俗博物 

館，2018年8月　　
　　 『文化を映す鏡を磨く』橘弘文，手塚恵子共編著「映像民俗誌における語りとその背景─『明日に向かって曳

け─石川県輪島市皆月山王祭の現在』より」pp.261-276，2018年5月
２　論文
　　 川村清志，小池淳一，葉山茂，萱岡雅光，山内宏泰「石造遺物資料を用いた民俗文化の再構成の試み─宮城県

気仙沼市鹿折地区を事例として」『国立歴史民俗博物館研究報告』214，pp.245-267，2019年3月
　　 川村清志・小池淳一「民俗学における日記研究の展開とその可能性」『国立歴史民俗博物館研究報告』214，

pp.195-217，2019年3月
　　 川村清志「民俗文化資料のデジタルアーカイブ化の試み─文化資源化と研究分野の更新に向けて─」『国立歴

史民俗博物館研究報告』214，pp.161-193，2019年3月
　　 川村清志・葉山茂「年中行事の動態的把握のための基盤作成─複数資料の並列化と成層化に向けて」『国立歴

史民俗博物館研究報告』214　pp.219-243，2019年3月
３　調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典など
　　川村清志「現代のアイヌ工芸（「UKOUKU 輪唱」）」『日本歴史』842，2018年7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『ニッポンおみやげ博物誌』国立歴史民俗博物館編，2018年7月
　　「ニッポンおみやげ博物誌，人類学者のおみやげⅠ～Ⅳ」展示場上映映像
　　「ニッポンおみやげ博物誌，2章の現代日本の保護地域」展示場上映映像
５　学会・外部研究会発表
　　 コーディネーター，国際フォーラム『地域文化を保存する─実践者の視点から』台湾高雄市立歴史博物館，

2018年12月15，16日
７　その他
　　 川村清志「ニッポンおみやげ博物誌」『国立歴史民俗博物館友の会ニュース』197，pp.1-2，2018年6月

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
　　　 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，（2015.10

月-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～2021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～2021年度）  
２　外部資金による研究
　　 科学研究費基盤研究（Ｂ）「文化の主体的継承のための民俗誌の構築ーマルチメディアの活用と協働作業を通

じて」研究代表     （2018年度～2022年度）
４　主な展示・資料活動
　　『ニッポンおみやげ博物誌』（2018年度開催）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
　　 「おみやげからみる日本文化の特質とその広がり」（第409回歴博講演会）2018年7月14日（土），国立歴史民俗

博物館
　　「おみやげからみる日本文化の特質とその広がり」2018年7月26日（木），国立歴史民俗博物館
　　「志津良荘の一考察：山王祭りとの関わりについて」2018年10月21日（日），石川県輪島市七浦公民館
　　 「救出資料から再創造された生活文化─四ヶ浜における年中行事を中心にー」2019年1月19日（土）気仙沼市立
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図書館
　　 「「世界遺産時代」の祭りの継承と発展に向けて 」（城下町佐倉の祭礼シンポジウム），2019年3月3日(日），国

立歴史民俗博物館

四　活動報告

３　研究・調査プロジェクト報告
　　 本年度の主要な成果は、企画展示「ニッポンおみやげ博物誌」とその図録に結実している。主要な成果は以下

の通りである。
　　企画展示『ニッポンお土産博物誌』2018年7月10日～9月17日　　
　　国立歴史民俗博物館編2018『図録　ニッポンお土産博物誌』主要部分
　　川村清志2018「ニッポンお土産博物誌」『国立歴史民俗博物館友の会ニュース』197，pp.1-2
　　 川村清志2018「現代のアイヌ工芸（「UKOUKU 輪唱」）」『日本歴史』842，2018年7月号，口絵解説，吉川弘文

館 
　　また、フォークカルチャーの映像記録化に関しては、以下の成果があった。
　　 川村清志2018「映像民俗誌における語りとその背景─『明日に向かって曳け─石川県輪島市皆月山王祭の現在』

より」『文化を映す鏡を磨く』橘 弘文，手塚 恵子編，pp.261-276

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），伝承史【主な
研究テーマ】民俗における文字文化の研究，陰陽道の展開過程の研究，地域史における民俗の研究など【所属学会】
日本民俗学会，日本宗教学会（理事），日本昔話学会，日本口承文芸学会，日本文化人類学会，地方史研究協議会，
日本史研究会，日本民具学会，儀礼文化学会，青森県民俗の会ほか

●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】「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）
４． 【論文】「結節点としての万年筆─筆記具の民俗学へむけて─」『民具マンスリー』51-4，pp.1-11，2018年7月10

日
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

●2018年度の研究教育活動

一　研究業績

１　著書
　　共著：小池淳一，久野俊彦『略縁起への招待』56頁，国立歴史民俗博物館，2019年3月20日
２　論文
　　 「結節点としての万年筆─筆記具の民俗学へむけて─」『民具マンスリー』51-4，pp.1-11，2018年7月10日（査
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読なし）
　　「葛飾区立石の熊野神社と晴明伝承」『西郊民俗』245，pp.13-16，2018年12月16日（査読なし）　
　　 「盆棚と薬箱─救出した文化財から「歴史」を考える─」『国立歴史民俗博物館研究報告』214，pp.269－283，

2019年3月（査読あり）
　　「青森県むつ市海老川町の曙町集会所」『西郊民俗』246，pp.27-29，2019年3月17日（査読なし）
　　「来訪神行事の民俗的構成」『文化遺産の世界』34，「文化遺産の世界」編集部，pp.15-19，2019年（査読なし）
５　学会・外部研究会発表
　　「安部晴明の近代像─陰陽道イメージの展開─」日本宗教学会，大谷大学，2018年9月9日
　　「東方朔の民俗─陰陽道の民俗態─」日本民俗学会，駒澤大学，2018年10月14日
７　その他
　　「「お化け暦」の発生と展開」歴史系総合誌『歴博』210，国立歴史民俗博物館，pp. 12-15，2018年9月20日
　　 「特集展示　お化け暦と略縁起─くらしのなかの文字文化─」友の会ニュース，財団法人歴史民俗博物館振興　　

会，p.6，2018年4月5日
　　 「書きもの研究の大先達」『記念誌 佐藤健二先生 髙木史人先生 還暦記念 日本民俗学講習会』京都大学人文科

学研究所，pp.49-56，2018年5月31日
　　 書誌紹介・長沼豊丸著『先人たちの大内記録一　郷土の歴史伝承　豊丸覚書─郷土のくらし・会津戊辰戦争・

年中行事─』，『日本民俗学』293，日本民俗学会，p.144，2018年2月28日
　　 書誌紹介・田中宣一著『柳田国男・伝承の「発見」』『日本民俗学』296，日本民俗学会，p.151，2018年11月30

日
　　 「地域のよりどころ」葉山茂・麻生玲子編『新しい地域文化の可能性を求めてVol.7地域文化をはぐくむ』,人間

文化研究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」，pp.6-21，2019年3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
　　　基幹研究「地域における歴史文化研究拠点の構築」（2016～2021年度）代表
　　　基盤研究「奈良暦師吉川家文書を中心とする暦・陰陽道の史料基盤形成」（2018～2020年度）副代表
　③　機構
　　　 人間文化研究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」（2016～2021年度）共同代表
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
　　八千代市文化財審議会委員
３　マスコミ
　　 「青森県史の玉手箱　通史編を読む⑥民俗の広がり─日本海でつながる伝承─」毎日新聞（青森版），p.26，

2018年5月31日
　　 「県史をヨム─編さんの成果から⑧恐山─生死の境を超えた霊場─」東奥日報，東奥日報社，p.5，2018年7月

16日
　　 （編集協力＝インタビューのまとめ）「日本の筆記具　歴史を辿る」『エプタ』89,ヒノキ新薬株式会社，pp.8-

13，2018年11月
４　社会連携
　①　刊行物
　　　 「南照寺の永禄七年写『簠簋』とその周辺」『修験南照寺聖教典籍文書・川島家文書目録』南会津町教育委員

会，pp.30-34，2018年7月31日
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四　活動報告

３　研究・調査プロジェクト報告
　　 近代文字文化の象徴ともいえる万年筆に関する省察を進めたほか，地域における寺社の縁起や聖教，さらには

暦類に関する調査研究をおこなった。特に今年度は「牛追定法書」の新たな伝本を岩手県岩泉町で発見するこ
とができ，今後，調査をさらに進めていく予定である。

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）

【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，古文書様式，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（再刊：吉川弘文館，2018年10月）
５．【展示図録】国立歴史民俗博物館企画展示図録『日本の中世文書─機能と形と国際比較─』314頁，2018年11月

●2018年度の研究教育活動

一　研究業績

３　調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典など
　　国立歴史民俗博物館資料目録13『広橋家旧蔵記録文書典籍類』218頁，国立歴史民俗博物館，2019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
　　企画展示図録『日本の中世文書』314頁，国立歴史民俗博物館，2018年10月16日
５　学会・外部研究会発表
　　 「人社版遺伝研メソッドはなぜ失敗したか？」（「研究プレゼンテーション研究会：遺伝研メソッドとその先」

2019年3月18日，国立遺伝学研究所）
６　総研大リーフレット
　　 「鼎談：古墳時代の日朝関係と現在」（『歴史研究の最前線 vol.21 古墳時代における日本列島と朝鮮半島の技術

交流』2019年3月31日）
７　その他
　　『わくわく！探検　れきはく日本の歴史　２』国立歴史民俗博物館，吉川弘文館，2018年7月9日
　　「企画展示『日本の中世文書』」『友の会ニュース』199号，2018年10月5日
　　「企画展示『日本の中世文書』」歴史系総合誌『歴博』210号，2018年9月20日
　　「口絵　経光卿改元定記　寛元・宝治・建長」『日本歴史』845号，吉川弘文館，2018年9月20日
　　「総論　日本の遺跡　中世編」『学士会会報』934号，学士会，pp.88-93，2019年1月1日
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　　「京都　首都と霊場の今昔」『学士会会報』935号，学士会，pp.86-92，2019年3月1日
　　 「花押とその位置─古文書を様式で見るということ」『kotoba（コトバ）』35号，集英社，pp.170-173，2019年3

月6日
　　 「共同研究紹介『歴史文化資料に基づく日本中世社会像の再構築』」『わくわくする研究を歴博で！─国立歴史

民俗博物館の共同研究紹介─』vol.2，2019年3月
　　 「歴博国際研究集会「東アジアにおける文字文化とジェンダー」に参加して─特に「画指」について─」（『「日

本列島社会の歴史とジェンダー」ニューズレター』７，pp.6-8，2018年5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
　　　「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
　　　「日本列島社会の歴史とジェンダー」2016～18年度
　②　他の機関
　　　 国際日本文化研究センター共同研究「『かのように』という原理上で変遷してきた文通─『文書』概念や，

その様式，記号，表象，意図性の認識を論ず」，2018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～2018年度
３　国際交流事業
　　 歴博国際シンポジウム「東アジアの古文書と日本の古文書─形と機能の比較─」2018年11月17日，国立歴史民

俗博物館
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）
　　平成30年度企画展示「日本の中世文書」展示プロジェクト委員（代表）
５　教育
　　歴博フォーラム「日本の中世文書」2018年10月27日，国立歴史民俗博物館
 
三　社会活動等

１　館外における各種委員
　　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
　　佐倉市市民文化資産運用委員会委員（委員長）
　　千葉市立郷土博物館協議会委員
　　東京都江戸東京博物館外５施設指定管理者評価委員会
２　講演・カルチャーセンターなど
　　「中世の古文書を楽しむ─読めなくても大丈夫！」埼玉県立歴史と民俗の博物館，2018年8月18日　
　　「中世の古文書を楽しむ」朝日カルチャーセンター横浜，2018年10月31日
　　「屏風・掛軸・巻物─洛中洛外図，マリア十五玄義図，中世の古文書─」愛知県立大学，2018年12月8日
３　マスコミ
　　「歴博のミカタ　企画展示『日本の中世文書』」ケーブルネット296，放送2018年11月24日～

四　活動報告

３　研究・調査プロジェクト報告
　　 企画展示「日本の中世文書」の開催に伴い，国際シンポジウム，歴博フォーラムなど多くの関連事業を開催し

たため，通訳費などの経費を見込んでいたが，他の経費でまかなうことができたため，予算は作業用パソコン
の購入に充当した。
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４　その他
　　 代表を務めた企画展示「日本の中世文書─機能と形と国際比較─」（2018年10月～12月）とその関連企画では，

中世を中心とした日本の古文書学を総合的に扱い，アジアの視点から見直すことを志した。古文書の比較研究
には，実物ないし実物大の複製を実際に並べて見ることが不可欠であるが，今回，実際にそれを行い，また韓
国・中国の研究者も招いて展示を実見しながら意見を交換し，その上でシンポジウムに臨んだことは，大変効
果的であり，博物館における研究の意義を示すことができた。個人的にも，北条氏の印判状が東アジアの「国
際標準」に準拠している，という仮説を提示することができた。

　　 また，展示では難解とされる古文書の展示のあり方について多くの工夫を行い，高く評価された（簗瀬大輔氏
による展示批評『歴博』213号）。

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． 【論文】「A Pilot Study on the Museum Visitors’ Interest by using Eye Tracking System」The 
Eighth Conference of Japanese Association for Digital Humanities (JADH2018) proceeding，
pp.129-131，2018年9月9日（査読有）

●2018年度の研究教育活動

一　研究業績

２　論文
　　 「A Pilot Study on the Museum Visitors’ Interest by using Eye Tracking System」The Eighth Conference 

of Japanese Association for Digital Humanities (JADH2018) proceeding，pp.129-131，2018年9月9日（査読有）
５　学会・外部研究会発表
　　 「A Pilot Study on the Museum Visitors’ Interest by using Eye Tracking System」The Eighth Conference 

of Japanese Association for Digital Humanities (JADH2018)，一橋講堂，2018年9月10日（査読有）
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７　その他
　　 共著：小瀬戸恵美,太田歩,高橋真衣子「幼児と歴史系博物館：国立歴史民俗博物館「たいけんれきはく」から

扉をひらく」『博物館研究』53-9，日本博物館協会，pp.6-9，2018年8月25日
 
二　主な研究教育活動

５　教育
　　「教育プログラムの作成と活用」歴史民俗資料館等専門職員研修会，国立歴史民俗博物館，2018年11月14日　　
　　「算木について」国立歴史民俗博物館，ボランティア研修，2019年2月18日　
　　　
三　社会活動等

３　マスコミ
　　　「版木から知る錦絵の色」読売新聞，2019年1月12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
　　男女共同参画委員会委員
３　研究・調査プロジェクト報告
　　 博物館資料を基とした教育的コンテンツがその被験者にどのような影響を与えているかを評価することを目的

として，視線検出システムを用いてデータ収集をおこなった。その結果，計10日の測定機関により994の視線
検出と24003の視線検出ポイントのデータを得た。現在，このデータを解析中であり，調査対象の教育的コン
テンツの性質を合わせて，総合的に評価する予定である。

後藤　真　GOTO Makoto　准教授（2015.9～）
生年：1976

【学歴】岡山大学文学部歴史文化学科（2000年卒業），大阪市立大学大学院文学研究科哲学歴史学専攻前期博士課程
（2002年修了），大阪市立大学大学院文学研究科哲学歴史学専攻後期博士課程（2007年修了）
【職歴】日本学術振興会特別研究員（PD）（2007.4～2008.3），花園大学文学部文化遺産学科　専任講師（2009.4～
2014.9），大学共同利用機関法人人間文化研究機構本部特任助教（2014.9～2015.8）

【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）

●2018年度の研究教育活動

一　研究業績

１　著書
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　　［共著］
　　 “Integrated Studies of Cultural and Research Resources The National Museum of Japanese History ”,Ayako 

Shibutani・Junko Uchida・Makoto Goto・Masashi Amano・Norio Togiya・Takayuki Ako・Tsutomu 
Saito・Yoshihiro Okada, Wei Shi, Kosuke Kaneko, and Yuta Hashimoto,ミシガン大学出版局fulcrum，226頁，
2019年3月

　　 『歴史情報学の教科書　歴史のデータが世界をひらく』，後藤真・橋本雄太・山田太造・中村覚・北本朝展・天
野真志・関野樹・鈴木卓治・永崎研宣・大河内智之，文学通信，208頁，2019年3月　

２　論文
　　［単著］
　　 「デジタルアーカイブ」とアーカイブズ，そして歴史学を取り巻く現在と未来 (歴史家とアーキビストの対話（第

4回）），後藤真，『歴史学研究』974，績文堂出版，pp.18-24， 2018年9月，（査読なし）　
　　 研究の量的評価は人文学に対して可能なのか : 人間文化研究機構の試み (特集 人文・社会科学系研究の未来

像を描く : 研究の発展につながる評価とは)，後藤真，『学術の動向』，公益財団法人日本学術協力財団，pp.42-
49，2018年10月，（査読なし）

　　 画像デジタルアーカイブの共有・連携・オープン化 : 国立歴史民俗博物館のIIIFの例をもとに (特集 映像・画
像をのこす，伝える），後藤真，『専門図書館』292，専門図書館協議会，pp.32-37，2018年11月

　　 日本史研究と人文情報学─10年の変化とこれからの展望─，後藤真，『日本歴史』848，吉川弘文館，pp.2-8，
2019年2月，（査読なし）

　　 The Overall Picture of Digital Humanities and Integrated Studies of Cultural and Research Resources in 
Japan，後藤真, "Integrated Studies of Cultural and Research Resources The National Museum of Japanese 
History"，pp.140-156，2019年３月（査読有）

　　 報告③　資料のデジタル化が開く未来を改めて考える，後藤真，『全国歴史資料保存利用機関連絡協議会会報』
105，pp.19-22，2019年３月（査読なし）　

　　 「人文学の研究はどのようにすれば「見える」のか」，後藤真，『研究大学強化促進事業シンポジウム報告書』，
pp.29-43，2019年3月（査読なし）

　　［共著］
　　 構造化記述されたテクストの基盤整備に向けて：延喜式のTEIマークアップを事例に，後藤真・小風尚樹・橋

本雄太・小風綾乃・永崎研宣，『人文科学とコンピュータシンポジウム2018』，pp.243-248，2018年11月（査読有）
５　学会・外部研究会発表
　　 Connecting TEI and IIIF, Nicholas Laiacona・Kiyonori Nagasaki・Naoki Kokaze・Makoto Goto, Connecting 

TEI and IIIF　2018 IIIF Conference，2018 IIIF Conference，2018年5月23日, Washington, DC
　　 The Current Issues on Location Information in a Large-scale Database, Makoto Goto, International 

Workshop on Spatio-Temporal Knowledge，2018年5月25日, Academia Sinica
　　 「総合資料学システム（khirin）の公開と現状」，後藤真，人文情報ユニット平成30年度第1回研究会，2018年5

月31日，東京大学史料編纂所
　　 「国立歴史民俗博物館による総合資料学のシステム（khirin）と歴博および大学の連携」，後藤真・天野真志・

渋谷綾子，第21回大学博物館等協議会・第13回日本博物科学会，2018年6月22日，香川大学幸町キャンパス
　　 「総合資料学情報基盤khirinについて」，後藤真・天野真志・渋谷綾子，全国歴史民俗系博物館協議会第７回年

次集会，2018年7月5日，大阪歴史博物館
　　 パネルディスカッション：総合資料学の報告，後藤真，長崎大学大学院多文化社会学研究科発足記念シンポジ

ウム「新アジア学・日本学の創成」，2018年8月4日， 長崎大学文教キャンパス　
　　 「「デジタルアーカイブ」の近年の動向と連携」，後藤真，第118回人文科学とコンピュータ研究会発表会，2018

年8月18日，秋田大学
　　 Construction of humanities resource infrastructure in the National Institutes for Humanities,　Japan, 

Makoto Goto,3rd International Workshop on the Academic Asset Preservations and Sharing in Southeast 
Asia, 2018年8月23日, INTEKMA Resort & Convention Center, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

　　 National Museum of Japanese History, Japan Introducing of khirin，後藤真，第29回日本資料専門家欧州協
会年次大会 (EAJRS 2018），2018年9月14日, ヴィータウタス・マグヌス大学

　　 System of Integrated Studies of Cultural and Research Resources “khirin (Knowledgebase of Historical 
Resources in Institutes)” Constructed by the National Museum of Japanese History and the Current 
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Situations of “Digital Archive” in Japan, 後藤真・渋谷綾子，第29回日本資料専門家欧州協会年次大会 (EAJRS 
2018），2018年9月14日, ヴィータウタス・マグヌス大学

　　 Digital Archives in Japan and “khirin (Knowledge base of Historical Resources in Institutes)”，後藤真，Pacific 
Neighborhood Consortium，2018年10月28日, Fort Mason Center

　　 「資料のデジタル化が開く未来を改めて考える」，後藤真，第44回全国歴史資料保存利用機関連絡協議会　全国
（沖縄）大会及び研修会，2018年11月8日，沖縄県市町村自治会館ほか

　　 「構造化記述されたテクストの基盤整備に向けて：延喜式のTEIマークアップを事例に」，後藤真・小風尚樹・
橋本雄太・小風綾乃・永崎研宣，人文科学とコンピュータシンポジウム じんもんこん2018，2018年12月1日，
東京大学地震研究所

　　 「とくにじんもんこんに関係の深いデータセット概観」，後藤真・ 橋本雄太，「人文科学とコンピュータシン　
ポジウム2018」（じんもんこん2018），2018年12月1日，東京大学地震研究所

　　 「人文学の研究はどのようにすれば「見える」のか：人間文化研究機構の取り組みを通じて」，後藤真，研究大
学強化促進事業シンポジウム『人文社会系分野における研究評価～シーズからニーズへ～』，2019年2月15日, 
虎ノ門ヒルズフォーラム　ホールA

　　 「前近代日本資料に対する国際標準マークアップの試み」，後藤真，総合書物学シンポジウム『書物を耕す─総
合書物学の挑戦』，2019年2月17日，奈良女子大学大学院人間文化研究科

　　 「歴史資料のデジタル化による学際的研究プラットフォームの構築」，後藤真，文明動態学研究センター キッ
クオフ・シンポジウム（岡山大学社会科学文化研究科），2019年2月21日，岡山大学津島キャンパス

　　 Introducing Digital Humanities Project in National Museum of Japanese History, 後藤真, Digital Humanities 
Workshop, KU Leuven, Faculty of Arts, + National Museum of Japanese History, 2019年2月27日, KU Leuven, 
Belgium

　　 「人文情報ユニットについての報告」，後藤真，国立歴史民俗博物館共同研究「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」平成30年度全体集会，2019年3月4日，山形大学人文社会科学部

　　 「デジタルアーカイブ所在情報による文化財防災の可能性：「お地蔵さん」の所在調査を例として」，近藤無滴・
後藤真，デジタルアーカイブ学会第3回研究大会，2019年3月15日, 京都大学吉田キャンパス

７　その他
　　「異分野連携の難しさと楽しさ」，後藤真，『本郷』135号，pp.26-28，2018年5月　
　　 「地域の文化・記憶を支える　歴史文化資料を災害から守る」，後藤真・天野真志・奥村弘，『国立大学』50号，

一般社団法人国立大学協会，pp.11-12，2018年9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
　　 「統合史資料画像データの生成と駆動方式の確立による人文科学研究基盤の創出」科学研究費補助金（基盤研

究（A））（代表者: 山田太造）研究分担者，2018年－2023年
　　 「原史料メタ情報の生成・管理体系の確立および歴史知識情報との融合による研究高度化」科学研究費補助金（基

盤研究（A））（代表者：山家浩樹）研究分担者，2015年－2019年
　　 「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（代表者：小泉周），2016年－2018年
４　主な展示・資料活動
　　総合資料学情報基盤システム”khirin”公開（平成30年5月　https://khirin-ld.rekihaku.ac.jp）
５　教育
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　　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
　　長崎大学大学院多文化社会学研究科　非常勤講師（総合資料学）

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研究会　運営委員，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

２　講演・カルチャーセンターなど
　　 「国立歴史民俗博物館の進める総合資料学とは」歴博友の会35周年記念講演会（2018年11月4日　於：国立歴史

民俗博物館）
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

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
　　 総合資料学の実践を行い、特にIIIF（International Image Interoperability Framework）と呼ばれる国際標準

のシステムの下、データを公開するに至った。これにより、複数の機関の画像を同時に閲覧することができる
など、高度な歴史資料の画像分析が可能となる。

齋藤　努　SAITO Tsutomu　教授（2009.4～），広報連携センター長（2018～）
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（2013～2015，2018～）

【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，産地）【所属学会】日本文化財科学会，文化財保存修復学会【研究目的・研究状況】
美術品・工芸品・考古遺物などの歴史資料を対象として自然科学的な手法を用いて調査を行い，人文科学的な研究
結果とあわせることによって，原料の流通や人の交流，使用されていた技術などについて考察を加える。また，伝
統技術に関する実地調査や再現実験なども実施している。

●主要業績

１.【単著】
　　 『金属が語る日本史─銭貨・日本刀・鉄炮─』歴史文化ライブラリー355，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・
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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）

●2018年度の研究教育活動

一　研究業績

１　著書
「鉛同位体比分析からわかること」『ここが変わる！　日本の考古学　─先史・古代研究の最前線─』藤尾慎一
郎・松木武彦編，吉川弘文館，pp.170-175，2019年3月

「職人の技と分析科学」『国立歴史民俗博物館研究叢書５　中世のモノづくり』村木二郎編，吉川弘文館，
pp.126-146，2019年3月

２　論文
単著「卸し鉄―炭素濃度を調整する刀匠の職人技―」『科学と教育』66（８），pp.376-379，口絵p.29，2018年8
月（査読無）
単著「小判を金色に見せる技術「色付」」『milsil（ミルシル）』11（６），pp.16-17，2018年11月（査読無）
共著「中国四国地方で出土した銅鋺からみた国産銅鉛原材料の産出地と使用開始時期」『国立歴史民俗博物館
研究報告』第213集，pp.31-41，2019年1月（査読有）
単著「鉛同位体比からみた日韓青銅資料の原料の産地」『国立歴史民俗博物館研究報告』第213集，pp.69-125，
2019年1月（査読有）
単著「日本刀の刀匠が伝承する卸し鉄の浸炭と脱炭における条件の相違」『Integrated Studies of Cultural 
Research Resources』pp.233-265, ミシガン大学出版局（オンライン出版）, 2019年3月（査読有）

３　調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典など
共著「埼玉県内出土銅鋺の鉛同位体比分析について」『埼玉県立史跡の博物館紀要』12, pp.63-78, 2019年3月（査
読無）
単著「讃岐国府跡出土金銅製龍頭の鉛同位体比分析結果」『讃岐国府跡２』香川県教育委員会，pp.515-516，
2019年３月（査読無）
単著「金井東裏遺跡出土青銅鏡・剣菱形杏葉の主成分・鉛同位体比分析」『金井東裏遺跡』群馬県埋蔵文化財
調査事業団，pp.380-382，2019年3月（査読無）

５　学会・外部研究会発表
共同発表「会昌開元の鉛同位体比分析」，日本文化財科学会第35回大会研究発表要旨集，奈良女子大学，pp.28-
29，2018年7月7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「高精度同位体比分析法を用いた古代青銅原料の産地と採鉱に関する研究」（研究代表者　齋藤　努）
2018～2020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
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採鉱状況の研究」（研究代表　齋藤努）2017～2020年度
科学研究費補助金・基盤研究（A）「琉球帝国からみた東アジア海域世界の流動的様態と国家」（研究大表　村
木二郎）研究分担者，2018～2021年度
機構間連携・異分野連携研究プロジェクト「負ミュオンによる歴史資料の非破壊内部元素組成分析」（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，2018～2021年度

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（2018-2019年度）

３　マスコミ
NHK正月時代劇『家康，江戸を建てる』後編「金貨の町」，2019年1月3日放送，技術考察担当

四　活動報告

３　研究・調査プロジェクト報告
日本産の青銅原料は，酸化銅鉱から使われ始めたという説がある。近年，同位体比分析装置の高精度化に伴い，
酸化銅鉱と，現在一般的に使用されている硫化銅鉱とでは，銅の同位体比に違いがあることが知られるように
なってきた。2018年度は，3点の硫化銅鉱（黄銅鉱）と、4点の酸化銅鉱（孔雀石2点、藍銅鉱1点、珪孔雀石1
点）について、実験室レベルでの簡易な製錬によって得られた金属銅を含めて、銅同位体比分析を行った。し
かし、測定時の信号の安定性が良好でなく、精度のいいデータを得ることができなかった。理由としては、銅
を抽出するための前処理法が不適切で、他の成分が大量に混在してしまったためと考えられる。抽出クロマト
グラフィーレジンを入手することができたので、それを使用した前処理を行って銅のみを抽出し、再分析を行
う予定である。

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。【メールアドレス】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

５．【外部資金】2018～2021年度科学研究費補助金（基盤Ａ）「単年輪14C測定による較正曲線の地域効果・微細構
造の解明」研究代表者
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●2018年度の研究教育活動

一　研究業績

１　著書
日本加速器学会編『加速器ハンドブック』　第3編15章／加速器質量分析法 (AMS)「文化財の年代研究」
pp.452-454，2018年4月30日

５　学会・外部研究会発表
坂本稔「樹木年輪のAMS-炭素14年代測定から観るアンソロポシーン」日本質量分析学会・日本プロテオーム
学会2018年合同大会，ホテル阪急エキスポパーク，2018年5月17日（招待）
SAKAMOTO Minoru, YOKOYAMA Misao, NAKATSUKA Takeshi, MITSUTANI Takumi「Radiocarbon 
measurement of remained wood members of Byodo-in Temple: from 10c to 12c CE (and buried wood 
of central Japan, 4-7c CE).」The 23rd International Radiocarbon Conference，Scandic Lerkendal Hotel, 
Trondheim, Norway，2018年6月18日，ノルウェー
坂本稔,中尾七重,箱崎真隆,門叶冬樹「近世日本産樹木年輪の単年輪炭素14年代測定」日本文化財科学会第35回
大会，奈良女子大学，2018年7月7日
坂本稔「放射性炭素で年代を測る─高精度化に向けて」ヤポネシアゲノム新学術領域研究第1回公開講演会，
メルパルク京都，2019年3月24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─』，2015～2018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～」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Ａ）「単年輪14C測定による較正曲線の地域効果・微細構造の解明」研究代表者，
2018～2021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
科学研究費補助金（基盤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─」（研究代表者：後藤真）研究分担者，2017年度～2020年度
科学研究費補助金（基盤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）研究分担者，2017年度～2020年度
科学研究費補助金（基盤Ａ）「考古学・人類学・文化財科学の学際的研究による縄文社会論の再構築」（研究代
表者：山田康弘）研究分担者，2018年度～2021年度
科学研究費補助金（基盤Ａ）「ヘルレン川流域を中心とした匈奴国家中枢地の研究」（研究代表者：臼杵勲）研
究分担者，2018年度～2022年度
科学研究費補助金（基盤Ｂ）「東アジア新石器文化の実年代体系化による環境変動と生業・社会変化過程の解明」

（研究代表者：小林謙一）研究分担者，2018年度～2022年度
３　国際交流事業
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「国立歴史民俗博物館と釜山大学校博物館における研究者交流と展示協力」（事業主体者：藤尾慎一郎），2017
～2019年度

５　教育
千葉大学非常勤講師（博物館資料保存論）

「国立歴史民俗博物館　研究室訪問」駒場東邦中学校・高等学校2018年度中3キャリア学習，国立歴史民俗博物
館，2018年7月14日

「炭素14年代法概論」文化財建造物保存技術協会平成30年度中堅技術者研修，国立歴史民俗博物館，2018年8月
2日

「炭素14年代法」上田高等学校首都圏フィールドワーク歴史アートコース，国立歴史民俗博物館，2018年9月12
日

「炭素14年代法による年代研究」平成30年度横高アカデミア，国立歴史民俗博物館・神奈川県立横須賀高校，
2018年7月31日・9月13日・2019年1月17日

　　「博物館実習」文教大学，国立歴史民俗博物館，2018年12月8日
　　「最新の放射性炭素年代測定法の開発と応用」文化財科学，武蔵大学，2018年12月21日

「未来への挑戦─若手が語る最先端研究」2018年度総合研究大学院大学社会連携事業，長野県立飯田高校，
2019年1月27・28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～）

『総研大文化科学研究』編集委員会委員長（2018年度）
２　講演・カルチャーセンターなど
　　「年代測定あれこれ」歴史民俗博物館振興会情報資料学講座，国立歴史民俗博物館，2018年7月13日
　　「年代測定と遠山埋没林─較正曲線の行方─」最先端の科学と技術をまなぶ，飯田市産業振興と人材育成の拠点，

2019年2月23日

四　活動報告

３　研究・調査プロジェクト報告
女子美術大学美術館所蔵の繊維製品の炭素14年代測定を実施するにあたり，技術指導を行なった。また，周防
鋳銭司跡出土資料の調査と年代測定試料の採取を実施した。

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）

●2018年度の研究教育活動

一　研究業績

２　論文
　　「野村正治郎の初期の活動─刺繡貿易商から骨董商へ」『MUSEUM』674，東京国立博物館，pp.33-51，2018年

6月15日（査読有）
　　「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」日高薫・国

立歴史民俗博物館編『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』，臨川書店，pp.179-
199，2019年3月31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
　　ウェールズ国立博物館編『KIZUNA』，ウェールズ国立博物館，p.63，pp.105-106，pp.118-119, 2018年6月16日
７　その他
　　「ロイトリンゲン大学所蔵ベルツ・コレクションの調査研究」『ヨーロッパにおける19世紀日本関連在外資料調

研究・活用　NEWS LETTER』2，国立歴史民俗博物館，p.6，2018年12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
　　　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）
４　主な展示・資料活動
　　特集展示「吉祥のかたち」展示プロジェクト代表
　　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
５　教育
　　学習院女子大学非常勤講師

四　活動報告

３　研究・調査プロジェクト報告
　　館蔵の長崎入港端物切本帳（天保8年，天保11年）の木綿製品とオーストリア世界博物館が所蔵するハインリッ

ヒ・シーボルトの日本コレクションの木綿製品との比較を行った。結果，後者には西洋式機械紡績糸を使用し
た製品や半紡の製品が多くを占めていることがわかり，ハインリッヒ・シーボルトは，日本の木綿製品に関し
ては，古物よりも同時代の製品に関心を寄せていた可能性が高いことが浮かび上がった。

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）

235

Ⅴ　教員の研究・調査活動



しばさき

【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
【メールアドレス】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：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

２．【論文：単著】「観光地「屋久島」イメージの変化について」『国立歴史民俗博物館研究報告』215，pp.69-90，
2019年2月

３．【論文：伊藤幸男らと共著，2番目】「宮城県大崎市鬼首地区の開発と契約講による資源管理の展開」『国立歴史
民俗博物館研究報告』215，pp.119-150，2019年2月

４．【論文：単著】「森林が有する文化的な価値の歴史的変遷」『林業経済研究』65(1)：pp. 3-14，2019年3月

●2018年度の研究教育活動

一　研究業績

２　論文
【論文：単著】「観光地「屋久島」イメージの変化について」『国立歴史民俗博物館研究報告』215，pp.69-90，
2019年2月(査読有）

【論文：伊藤幸男らと共著，2番目】「宮城県大崎市鬼首地区の開発と契約講による資源管理の展開」『国立歴史
民俗博物館研究報告』215，pp.119-150，2019年2月（査読有）

【論文：単著】「森林が有する文化的な価値の歴史的変遷」『林業経済研究』65(1)）：pp. 3-14，2019年3月(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

歴博民俗研究映像『屋久島の森に眠る人々の記憶』アンコール上映会（岩手大学，2018年11月22日）
５　学会・外部研究会発表

林業経済学会「森林が有する文化的な価値の歴史的変遷」（新潟市万代市民会館，2019年3月23日）
７　その他

「大学演習林発祥の地　浅間山」（『林野』137: pp.14-15，2018年8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

課題設定型共同研究「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年度

２　外部資金による研究
　  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（研究代表者）
   　基盤研究「文化の主体的継承のための民俗誌の構築ーマルチメディアの活用と協働作業を通じて」（研究代表者：

川村清志）2018～2022年度（研究分担者）
５　教育

東京大学大学院農学生命科学研究科　非常勤講師「森林環境経済学」（2018年10月）
筑波大学生命環境科学研究科　非常勤講師「山岳科学特別講義II」（2019年1月）
平成30年度歴民研修部門別演習講師「B：民俗」（2018年11月）

三　社会活動等
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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』評議員及び総務担当理事，『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

２　講演・カルチャーセンターなど
「産業遺産を残す事の意義と課題-林業を対象として-」（歴博友の会、2019年1月9日）

四　活動報告

島津　美子　Shimadzu Yoshiko　准教授（2018.4～）

【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（2013.7），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准教授（2018）

【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.

●2018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，荒井経，「近現代における色名と日本画の色材」，文化財保存修復学会第40回大会要旨集，pp.28-29, 
2018年6月16日
足立収一, 岡田靖, 米村祥央, 大山幹成, 島津美子, 高橋拓，「自然科学的調査を通じた仏像文化財の歴史性の再
検証」，文化財保存修復学会第40回大会要旨集，pp.140-141, 2018年6月16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
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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
３　国際交流事業

「アジャンター壁画の技法と材質」，国際コロキウム「壁画の保存と彩色技術交流」（主催：文化庁，東京藝術大学），
2019年3月2日

５　教育
　　東京成徳大学非常勤講師（博物館資料保存論）
　　東京芸術大学（文化遺産国際協力実践論，2018年7月2日，担当「文化遺産保護の専門性と国際協力」）

三　社会活動等

１　館外における各種委員
文化財保存修復学会理事，学会誌編集委員

２　講演・カルチャーセンターなど
「アジャンター石窟寺院にみる建築塗装と壁画─彩色材料の視点から─」，インド仏教文化とシルクロード ─
華麗な色彩と匠の技─（主催：武庫川女子大学建築科・大学院 建築学専攻），2018年5月26日

「日本の色名と色材」，歴博友の会　情報資料研究講座，2018年9月27日
４　社会連携
　③　講演会・シンポジウム

「歴史を伝えるモノに見る化学」，平成３０年度山梨県高等学校教育研究会理科部会研究発表大会，2018年10
月12日

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

　
四　活動報告

３　研究・調査プロジェクト報告
　　近世・近代における絵具，色材に関する文献調査や資料分析等を行い，その成果の一部は，6月に国内で開催

された文化財保存修復学会にて発表した。ここでは，昭和初期の絵具見本にみられる絵具の色名と近世の絵画
技法書に記された絵具名を比較し，色名と絵具名（素材名）との関連性を考察した。資料分析としては，近世
の仏像彩色の絵具の材質，彩色技法調査などを実施した。

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）

【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】
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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

●2018年度の研究教育活動

一　研究業績

１　著書
鈴木卓治「歴史データはどのように使うのか －博物館展示とデジタルデータ－」国立歴史民俗博物館監修　
後藤真・橋本雄太編『歴史情報学の教科書　歴史のデータが世界をひらく』第７章，文学通信，pp.113-130，
2019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
鈴木卓治・小島道裕「展示解説音声ガイド」（企画展示「日本の中世文書」に出展），国立歴史民俗博物館，
2018年10月16日

５　学会・外部研究会発表
曽我麻佐子・鈴木卓治「博物館の既存アーカイブを活用した万年筆の3DCG再現」『情報処理学会研究報告デ
ジタルコンテンツクリエーションズ（DCC）』，Vol.2018-DCC-19，No.4，pp.1-7，2018年6月9日
大内英範・後藤真・鈴木卓治・関野樹「RDF版「人名一覧」の構築─LinkedDataによる人文学のための基盤デー
タ整備─」『人文科学とコンピュータシンポジウム論文集2018』，東京大学地震研究所，pp.103-108，2018年12
月1日
曽我麻佐子・鈴木卓治「蒔絵万年筆のVR鑑賞システムの開発と博物館における運用」『人文科学とコンピュー
タシンポジウム論文集2018』，東京大学地震研究所，pp.315-320，2018年12月2日

７　その他
歴史系総合誌『歴博』編集委員長(208号～213号)，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「歴史文化資料に基づく日本中世社会像の再構築」（2016～2018年度）（総括研究代表者　小島道裕）「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）（研究代表者　小島道裕），研
究分担者
基盤研究「建造物古材による木材科学的資料研究」（2016～2018年度）（研究代表者　坂本稔），研究分担者
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」（2016
～2018年度）（研究代表者　内田順子），研究分担者

　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），地域連携・教育ユニット，研究分担者
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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」（2016～2021年度）（研究代表者　小倉慈司），研究分担者
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─」（2016～2021年度）（プロジェ
クト代表者　日高　薫），研究分担者

２　外部資金による研究
「既存アーカイブおよび無形文化財の活用によるVRコンテンツの博物館展示支援（17K01213）」，科学研究費
基盤研究(C)（2017～2019年度）（研究代表者　曽我麻佐子），研究分担者

「博物館展示の要素を取り入れた歴史資料画像Web閲覧の新手法の構築」，科学研究費基盤研究(C)（2018～
2020年度）（研究代表者　鈴木卓治），研究代表者

３　国際交流事業
豊橋技術科学大学・東フィンランド大学によるダブルディグリープログラムへの協力(2018年国際交流協定締
結)

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）
平成30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

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
　　人間文化研究機構総合情報発信センター情報部門会議委員（2016年4月より継続中）

人間文化研究機構総合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委員（2016年４月より継続中）
　　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月より継続中）
　　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月より継続中）

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に関する研究」．
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：本年度は，資料回転用冶具に用いる回転ステージおよびコントローラを購入した．来年度は資料固定・
回転用冶具の制作をすすめる計画である．また，昨年度購入したミラーレス一眼レフについて，使用できるレ
ンズの種類を増やすため，マウントアダプターを追加で購入した．

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

240

Ⅴ　教員の研究・調査活動



せきざわ

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
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

●2018年度の研究教育活動

一　研究業績

１　著書
「比較研究法の有効性─時差のある変化：その研究実践例から─」新谷尚紀編『民俗伝承学の視点と方法─新
しい歴史学への招待─』pp.48-81，吉川弘文館，2018年12月10日

「ファーストフードとスローフード」小川直之編『日本の食文化1　食事と作法』pp.230-251，吉川弘文館，
2018年12月20日

「民俗学の災害論・試論─危険と豊饒：伝承事実が語る逆利用の論理─」樋口雄彦編『国立歴史民俗博物館研
究叢書6　資料が語る災害の記録と記憶』pp.131-160，朝倉書店，2019年３月15日

４　展示図録・資料図録・映像・ＤＢ・デジタル・コンテンツ開発
「高度経済成長で変わる村」『わくわく探検歴博日本の歴史』５，pp.70-71，吉川弘文館，2019年１月１日
「大衆消費社会へ」『わくわく探検歴博日本の歴史』５，pp.72-73，吉川弘文館，2019年１月１日

７　その他
書誌紹介：山田岳晴著『神をまつる神社建築─玉殿の起源と発展─』，神社新報社『神社新報』3415，2018年
９月10日
書誌紹介：国立歴史民俗博物館編『歴史研究と〈総合資料学〉』，歴史系総合誌『歴博』210，p.22，2018年９
月30日
書誌紹介：武田俊輔編著『世代をつなぐ竜王の祭り─苗村神社三十三年式年大祭─』『日本民俗学』297， 
pp.132，2019年２月28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「高度経済成長と食生活の変化」（宮内貴久研究代表）副代表，2018～2020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）
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　　お茶の水女子大学生活科学部兼任講師（文化情報論）

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会委員，川崎

市文化財審議会委員，千葉県博物館協議会委員，昭和館運営専門委員会委員，文化審議会専門委員（文化財分
科会），日本民俗学会理事

２　講演・カルチャーセンターなど
「民俗伝承にみるお盆の習俗」歴博映像祭Ⅱ,国立歴史民俗博物館，2018年8月25日
「20年後の大柳生─伝承と変化─」歴博映像祭Ⅱ,国立歴史民俗博物館，2018年8月25日
「「お祭り」の維持・継承の工夫─美保神社の宮座を例に─」歴博映像祭Ⅱ，国立歴史民俗博物館，2018年8月
26日

「高齢化社会と老い─民俗学の視点から─」うらやす市民大学，2018年9月7日，於：浦安市
「民俗学からみた老い」歴博友の会民俗学講座,国立歴史民俗博物館，2019年3月7日

３　マスコミ
「日本人のお名前っ！」2018年10月23日
「北陸歴史よもやま話　センタクガエリにみる婚姻」『読売新聞』2018年8月11日
「お餅とご飯─食の民俗文化史の中にみる歴史的重層性─」『週刊読書人』2018年2月8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

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」。1980年代半ばから90年代に民俗誌作成を行った宮座を伝承する村落の追跡
調査を継続した（奈良市大柳生など）。それに関連して，1960年代から70年代に撮影された民俗写真のデータ
化も継続している。

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】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）
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●2018年度の研究教育活動
一　研究業績
２　論文
　　「古墳時代の朝鮮半島西南部と倭の交渉における海南地域」海南半島における馬韓古代社会の再照明　해남반
도 마한 고대사회 재조명　海南市・百済学会・大韓文化財研究院，pp.135-162，2018年7月12日，韓国（査読有）

　　「古墳時代の西日本地域における港関連遺跡と鳳凰洞遺跡」金海鳳凰洞遺跡と古代東アジア 김해 봉황동유적
과 고대 동아시아 仁済大学校加耶文化研究所，pp.233-270，2018年12月20日，韓国（査読有）

　　「考古学からみた倭と加耶の交渉様態」加耶古墳群Ⅴ　가야고분군Ⅴ 加耶古墳群世界遺産登載推進団，pp.131-
191，2018年11月26日，韓国（査読有）

５　学会・外部研究会発表
「古墳時代の日朝交渉における海の道 ─朝鮮半島南・西海岸地域の倭系資料の分析から─」「神宿る島」宗像・
沖ノ島と関連遺産群特別研究事業第1回国債検討会，九州大学西新プラザ，2019年2月27日

「海の向こうから見た古墳時代の東日本」考古学研究会第47回東京例会，国学院大学，2018年6月30日
７　その他
　　「朝鮮半島の祭祀遺跡」『季刊考古学・別冊27　世界の中の沖ノ島』雄山閣，pp.112-117，2018年11月25日
　　「沖ノ島」総合誌『歴博』212，国立歴史民俗博物館，pp.28-29，2019年1月30日
　　共編：「Ⅳ古代─沖ノ島」『ここが変わる！日本の考古学』吉川弘文館，pp.144-148，2019年3月1日
　　共編：「考古学からみた日朝関係史」『ここが変わる！日本の考古学』吉川弘文館，pp.183-189，2019年3月1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
「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

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
５　教育
　　総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻研究推進委員会委員

東洋大学文学部非常勤講師

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
　　韓国考古学会会誌『韓国考古学報』編集委員
２　講演・カルチャーセンターなど
　　「第８回　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─」２０１８度ヤマト王権・

古代史講座「弥生　再発見」，ＮＨＫ文化センター名古屋教室，2018年11月25日
　　「海の向こうから見た倭国  ─海を渡った古墳時代の倭人たち─」明治大学博物館・東アジアの中の古代日本

研究会，明治大学博物館，2018年8月17日
４　社会連携
　③　講演会・シンポジウム

「朝鮮半島から見た木更津、そして金鈴塚」上総金鈴塚古墳出土品国宝化推進事業に伴う公開講座，木更津
市立中央公民館・木更津市教育委員会，2019年2月23日
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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
　　第四期の会委員。総合誌『歴博』リニューアル委員会委員。　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、著書『海の向こうから見た倭国』の第4章に申請者の解釈を叙述しているが、
この著書を韓国で出版するための翻訳作業をおこなった。

４　その他
　　2019年度は、朝鮮半島の前方後円墳に関する調査・研究成果をまとめ、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

●2018年度の研究教育活動

一　研究業績

２　論文
　　「中世在地領主による『平和』の創成・維持と地域社会」(『人民の歴史学』217号, pp.1-11, 2018年9月27日, 査読有)
　　「武蔵武士団の南北朝時代」（『多摩のあゆみ』172号, pp.44-53, 2018年11月15日, 査読無）
　　共著論文：田中大喜，中島圭一，中司健一，西田友広，渡邊浩貴「益田實氏所蔵新出中世文書の紹介」（『国立

歴史民俗博物館研究報告』212集, pp.101-165, 2018年12月20日, 査読有）
　　「『俣賀文書』の史料学的基礎考察」（『国立歴史民俗博物館研究報告』212集, pp.167-182, 2018年12月20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
　　共著：田中大喜，渡邊浩貴，村木二郎，松田睦彦『中世益田現地調査成果概報 vol.2』（国立歴史民俗博物館， 

26頁，2018年12月25日）
４　展示図録・資料図録・映像・ＤＢ・デジタル・コンテンツ開発
　　企画展図録『日本の中世文書─機能と形と国際比較─』（国立歴史民俗博物館編, 313頁, 2018年10月16日）
５　学会・外部研究会発表

「中世在地領主による『平和』の創成・維持と地域社会」東京歴史科学研究会第52回大会, 学習院大学, 2018年
4月29日

　　「将軍の文書と武士団の文書」第108回歴博フォーラム, 国立歴史民俗博物館, 2018年10月27日
　　「新田領における都市の風景─世良田と金山城下─」第12回東国中世考古学研究会シンポジウム, おだわら市民
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センター, 2018年11月11日
７　その他

「中世武士の地域支配の実態に多様な資料から迫る」（歴史系総合誌『歴博』208号, pp.18-19, 2018年5月）
　　『わくわく！探検　れきはく日本の歴史２　中世』（吉川弘文館, 81頁, 2018年7月20日）

「〈平泉〉北方に築かれた武士の都」（『學士會会報』934号, pp.94-100, 2019年1月1日）
「中世文書から日本を読む」（『史学会会報』176号, pp.8-9, 2019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
　　　「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

「奈良暦師吉川家文書を中心とする暦・陰陽道研究の史料基盤形成」（代表;梅田千尋）共同研究者, 2018～
2020年度

　②　他の機関
学習院大学人文科学研究所特別共同研究プロジェクト「国立歴史民俗博物館所蔵『広橋家旧蔵記録文書典籍
類』データベース化の研究」（代表:家永遵嗣）共同研究者, 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
　　科学研究費補助金基盤研究（Ａ）「琉球帝国からみた東アジア海域世界の流動的様態と国家」（代表;村木二郎）

研究分担者, 2018～2021年度
４　主な展示・資料活動
　　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）, 

2018年10月16日～12月9日開催
５　教育
　　慶應義塾大学文学部非常勤講師，「日本史特殊講義演習IB・ⅡB」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
　　群馬県立歴史博物館展示プロジェクト委員
　　学習院大学人文科学研究所客員研究員
２　講演・カルチャーセンターなど
　　「中世の古文書を読む」朝日カルチャーセンター千葉, 通年
　　「『論文を書く楽しさ』って何？」駒場東邦中学校, 2018年10月20日
　　「中世文書から日本を読む」2018年度学習院大学史学会例会, 国立歴史民俗博物館, 2018年10月20日
３　マスコミ
　　「北陸歴史よもやま話」読売新聞, 平成30年6月9日（石川面・富山面）・29日（福井面）朝刊, p.22
４　社会連携
　③　講演会・シンポジウム

「南北朝～室町時代の熊谷武士」熊谷郷土史講座, 熊谷市立図書館, 2018年6月22日
「領主としての鎌倉武士の実像」直実・蓮生を学ぶ会, 熊谷市立図書館, 2018年9月1日
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「中世益田研究の魅力と益田市の歴史を活かしたまちづくり」益田市市議会議員研修会，益田市役所，2018
年11月9日

「新田義興の奮戦と怨霊伝承」東京文化財ウィーク2018企画事業　文化財講演会, 大田区立郷土博物館, 2018
年11月18日

「海老名氏の成立と西国・北国への展開」海老名市歴史講演会, 海老名市文化会館, 2018年11月21日
「義貞・尊氏以前」平成30年度長楽寺展記念講演，太田市立新田荘歴史資料館，2018年11月24日　　　　

　
四　活動報告

３　研究・調査プロジェクト報告
　　明治9年作成の島根県文書館所蔵「島根県道水路図」と， 19世紀初頭作成と目される古代出雲歴史博物館所蔵「石

見国高津川水域大絵図」の調査・撮影を行い, 近世後期段階の石見国長野荘・益田荘域の地理情報を収集した。
また, この情報を手がかりに, 石見国長野荘・益田荘故地の中世段階における武家領主拠点の現地調査を実施し
た。

４　その他
　　2016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】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）

●2018年度の研究教育活動

一　研究業績
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 １　著書
「講談社の動く図鑑MOVE 世界遺産」講談社，AB版，200頁，2018年11月

４　展示図録・資料図録・映像・ＤＢ・デジタル・コンテンツ開発
論文型映像：西谷　大・島立理子・内田順子「二五穴―この水はどこへ行くのか―」監督，国立歴史民俗博物
館，2018年３月
論文型映像：西谷　大・島立理子・内田順子「二五穴―水と米をめぐる人びとの過去・現在・未来―」監督，
国立歴史民俗博物館，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
歴博映像「二五穴」を完成させるために、現地での調査および映像編集を行った。そして『二五穴―この水は
どこへ行くのかー』と『二五穴―水と米を巡る人びとの過去・現在・未来―』の二本の映像を完成させた。

仁藤　敦史　NITO Atsushi　教授（2008～），広報連携センター長（2017～2018）
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）専攻博士
前期課程（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（2017-2018）【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）

●2018年度の研究教育活動
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一　研究業績

１　著書
　　共著朧谷寿・仁藤敦史『遷都造就的古代国家』倒叙日本史４平安・奈良・飛鳥，221頁，高務印書館，2018年

５月
　　編著『古代王権の史実と虚構』古代文学と隣接諸学３，竹林舎，557頁，2019年２月
２　論文
　　「欽明期の王権と地域」日本考古学協会2018年度静岡大会実行委員会編『境界の考古学』，pp.21～32，2018年

10月
　　「成立期における日本古代の宮室」『第24回加耶史国際学術会議　金海鳳凰洞遺跡と東アジア』，韓国仁済大学，

pp.99～178，2018年12月
「七世紀の王権─女帝即位と東アジア情勢─」『古代王権の史実と虚構』古代文学と隣接諸学３，竹林舎，
pp.75～100，2019年２月

「欽明期の王権段階と出雲─前史との比較を中心として─」『国家形成期の首長権と地域社会構造』出雲古代文
化研究センター研究論集22，pp.429-444，2019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
　　企画展示図録『日本の中世文書─機能と形と国際比較─』pp.７-19・190～198・234-235，2018年10月
５　学会・外部研究会発表
　　「欽明期の王権と地域」日本考古学協会2018年度静岡大会『境界の考古学』招待講演，静岡大学，2018年10月

20日
　　「成立期における日本古代の宮室」金海市学術委員会『第24回加耶史国際学術会議　金海鳳凰洞遺跡と東アジア』

招待発表，韓国仁済大学，2018年４月28日　　　
　　「『日本書紀』における語りと史実─国譲り神話の成立過程を中心にして─」早稲田大学『国際シンポジウム　

古代史料に見る歴史と文学』，早稲田大学文学部，2019年１月20日
７　その他
　　「都で花開いた貴族の文化」他，『わくわく！探検れきはく　日本の歴史』２中世，吉川弘文館，2018年７月
　　「副室２　正倉院文書」国立歴史民俗博物館，歴史系総合誌『歴博』212，pp.30-31，2019年１月
　　「正倉院文書」藤尾慎一郎・松木武彦『ここが変わる！日本の考古学』吉川弘文館，pp.149-153，2019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「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）

　③　機構
機構基幹研究「古代の百科全書『延喜式』の総合書物学研究─他分野協働をめざして─」(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～2018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，前年撮影分続々修十二秩第九巻を製作（2018年４月・７月原本校正）
　　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）
　　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

（会期：2018年10月16日－12月９日）
　　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）
　　2020年度企画展示「ジェンダーからみた日本の歴史」展示プロジェクト委員
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）
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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
　　「古代日韓関係史と教科書記述」啓文舎日本歴史文化講座(ヒスカル)，神保町，2018年４月10日

「譲位制の変質と薬子の変」朝日カルチャーセンター横浜，ルミネ横浜，2018年４月14日
「ワカタケル大王の列島支配─稲荷山・船山銘文から考える─」埼玉県立さきたま史跡の博物館，『さきたま講
座「世界遺産関連講座」』，行田市教育文化センターみらい，2018年５月４日

「聖徳太子の虚像と実像」歴博友の会歴史学講座，歴博講堂，2018年５月９日　　　　　
「古代王権の形成過程─謎の4世紀を考える─」全三回，トンボの眼講座，品川区立中小企業センター，2018年
5月20日・6月17日・7月15日

「聖徳太子の歴史学」古代を学ぶ会，中野区勤労福祉会館，2017年7月９日
「入門古代史」全12回，朝日カルチャーセンター新宿，新宿住友ビル，2018年７月26日・８月23日・９月27日・
10月25日・11月22日・12月27日・2019年１月24日・２月28日・３月

「上野三碑」千葉県高等学校教育研究会書道部会研修会，歴博ガイダンスルーム，2018年７月31日
「継体・欽明期の王権と出雲」，出雲歴史博物館，企画展「古代出雲誕生」関連講座，出雲歴史博物館，2018年
８月４日

「諸国の稲収支帳簿─「駿河国正税帳」をよむ─」トンボの眼講座，品川区立中小企業センター，2018年8月27
日

「古代天皇の歴史─神功皇后から雄略天皇まで─」全五回，公益財団法人いきいき埼玉，埼玉県県民活動総合
センター，2018年９月２日・９日・16日・23日・30日

「「倭の五王」の時代を考える─海外との交流─」全三回，トンボの眼講座，かながわ県民センター，2018年9
月17日・10月28日・11月11日

「倭の五王の時代を検証する」，トンボの眼講演と対談(松木武彦)，ヨコハマジャスト1号館，2018年11月3日
「変革期の王権と外交─継体・欽明朝を考える─」全５回，トンボの眼講座，かながわ県民センター ，2018年
12月9日・2019年1月6日・2月10日・3月21日

「邪馬台国論の現在」全五回，早稲田大学イクステンションセンター，八丁堀校，2019年１月31日・２月７日・
14日・21日・28日

「大化改新とは何か」横浜栄区古代史セミナー，地球市民神奈川プラザホール，2018年10月22日
　　「太上天皇の「詔勅」─古代古文書論─」第410回歴博講演会，歴博講堂，2018年10月13日
３　マスコミ

 「史書を訪ねて　魏志倭人伝　長崎・対馬　解く」『読売新聞』2018年４月３日夕刊，インタビュー記事
 「継体・欽明期の王権と出雲」『山陰中央新報』2018年７月28日朝刊，文化欄
 「宝物と歩む」第５回，『読売新聞』2018年10月22日朝刊，インタビュー記事
 「にゃんとオドロキ！猫の歴史」NHKBSプレミアム，放送2019年２月20日午後9時から10時，一条天皇再現ド
ラマ監修

４　社会連携
　③　講演会・シンポジウム

「七世紀後半の国際関係と山城」熊本県・熊本県教育委員会・明治大学日本古代学研究所『鞠智城・古代山
城シンポジウム　古代山城の成立と変容』明治大学アカデミーコモン，2018年10月14日
講演録「七世紀後半の国際関係と山城」熊本県教育委員会『鞠智城東京シンポジウム2018成果報告書　古代
山城の成立と変容』，pp.59-74・資料編pp.13-22，2019年３月

四　活動報告

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
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集をすることができた。
 

林部　均　HAYASHIBE Hitoshi　副館長・研究総主幹（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

●2018年度の研究教育活動

一　研究業績

３　調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典など
『飛鳥宮跡出土木簡』(奈良県文化財調査報告書第182集) pp.1-12　奈良県立橿原考古学研究所

７　その他
「古代国家と列島世界」歴史系総合誌『歴博』212，国立歴史民俗博物館， pp.24-27，2019年1月30日
「古代国家と列島世界」『友の会ニュース』201，国立歴史民俗博物館友の会， p.2
「考古学からみる古代国家の誕生」藤尾慎一郎・松木武彦編『ここが変わる！日本考古学』吉川弘文館，
pp.130-131，2019年2月18日

「古代国家の形成と飛鳥宮」『ここが変わる！日本考古学』吉川弘文館，pp.132-137，2019年2月18日
「多賀城と大宰府」『ここが変わる！日本考古学』吉川弘文館，pp.138-143，2019年2月18日
「古代国家と列島世界」『わくわく探検　れきはく日本の歴史』国立歴史民俗博物館編，吉川弘文館，pp.59-67，
2019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～
　　　 基幹研究プロジェクト「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
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　　　 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年度

２　外部資金による研究
　　基盤研究(B)「官衙機構の動態からみた日本古代における境域の特質」(研究代表者 : 林部　均)，2018年度～

2020年度)
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

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），奈良県立橿原考古学研究所共同研究員，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），福原長者原官衙遺跡保存活用計
画策定委員会委員，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
「古代宮都と飛鳥宮跡─飛鳥浄御原宮の歴史的位置─」『天武・持統朝の宮殿遺跡─橿考研80年の成果─』(東
京新聞フォーラム　よみがえる古代の大和シリーズ) 中日新聞東京本社，2018年9月29日，日本プレスセンター

「飛鳥の苑池(庭園)を探る」『飛鳥・藤原を掘る』朝日カルチャーセンター新宿，2018年9月6日
「わが国最初の都城・藤原京」『飛鳥・藤原を掘る』朝日カルチャーセンター新宿，2018年9月6日
「斉明天皇の飛鳥大改造」『飛鳥・藤原を掘る─古代天皇と王宮─』朝日カルチャーセンター新宿，2019年3月
27日

「飛鳥宮の発掘調査からみた天武天皇・持統天皇」『飛鳥・藤原を掘る』朝日カルチャーセンター新宿，2019年
3月27日

「飛鳥宮を掘る─その成果と課題─」『第30回　かんだい明日香まほろば講座「今，蘇る飛鳥の宮都─発掘から
創造的活用へ─」関西大学　有楽町朝日ホール，2018年7月14日

　　「古代国家の形成と飛鳥宮」『奈良県立橿原考古学研究所創立80周年記念　秋季特別展研究講座』奈良県立橿原
考古学研究所附属博物館，2018年10月27日

「畿内の終末期古墳」『ぐんま古墳研究最前線　第7回『日韓考古学研究最前線』群馬県立歴史博物館，2019年3
月16日

３　マスコミ
「古代宮都と飛鳥宮跡─飛鳥浄御原宮の歴史的位置─」『東京新聞』中日新聞東京本社，27255号，pp.8-9，　
2018年10月13日

　　「天武・持統朝の宮殿遺跡(シンポジウム)」『東京新聞』中日新聞東京本社，27255号，pp.8-9，2018年10月13日
４　社会連携
　①　刊行物

史跡福原長者原官衙遺跡保存活用計画(行橋市教育委員会) 2019年3月

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，日本海沿岸での地域社会の形成を検討するため，新潟（9月），福井・富山（11月），敦賀・若狭（11
月）などにおいて調査を実施した。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
とをモノ資料，とくに石材や瓦，陶器などをつうじて確認した。また，河川による舟運の重要性についても検討
し，利根川，北上川，最上川，雄物川などの舟運についても調査した。さらに，安房国，伊豆国についても，そ
の特性を調査すべく，千葉県館山市，静岡県沼津市・韮山町・伊豆の国市・三島市・下田市で調査を実施した。

251

Ⅴ　教員の研究・調査活動



ひうら

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。

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】
　　「台湾の天皇崇敬教育─新化の学校をめぐるモノ資料を手がかりに─」, “上學去─近代教育與臺灣社會”臺灣教

育史國際學術研討會,文化部・国立台湾歴史博物館, 2019年1月19日
　　「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

●2018年度の研究教育活動

一　研究業績

５　学会・外部研究会発表
　　「釜山府東萊郡鐵馬普通学校の歴史」教育史フォーラム第42回研究会，京都大学，2018年9月3日

「書評『近代日本・朝鮮とスポーツ　支配と抵抗、そして協力へ』」朝鮮史研究会例会，東京大学，2018年11月
17日

「台湾の天皇崇敬教育─新化の学校をめぐるモノ資料を手がかりに─」“上學去─近代教育與臺灣社會”臺灣教
育史國際學術研討會,文化部・国立台湾歴史博物館, 2019年1月19日，台湾

「千葉県一宮小学校に見る奉護設備の歴史」『「御真影奉護」の歴史と現在─奉掲所・奉安庫・奉安殿─』国立
台湾歴史博物館，2019年3月23日

７　その他
　　「金湘斌・大久保英哲著『纏足から天然足へ 日本統治前期台湾の学校女子体育』」『教育史フォーラム』13，

2018年6月31日
呉成哲著,樋浦郷子訳「木に刻まれた森の歴史を読み出す：駒込武『世界史のなかの台湾植民地支配 : 台南長老
教中学校からの視座』を読んで」『日本教育史研究』37，日本教育史研究会編，pp.52-57，2018年8月31日

「植民地を支配する」『わくわく探検！れきはく日本の歴史４　近代・現代』国立歴史民俗博物館，吉川弘文館，
pp.30-31，2018年12月26日

「第五章近代天皇制と教育はどのように結びつき,何をもたらしたのか」吉田武男監修・平田諭治編『日本教育
史 (MINERVAはじめて学ぶ教職 )』4，ミネルヴァ書房，2019年1月16日
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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

基幹研究「学知と教育から見直す近代日本の歴史像」（代表：樋口雄彦）副代表，2018－2020年度
　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，

国際シンポジウム運営等）
　　千葉大学留学生プロジェクト
４　主な展示・資料活動
　　第５展示室展示リニューアル委員
　　2019年度企画展示「ハワイ：日本人移民の150年と憧れの島のなりたち」展示プロジェクト委員
５　教育
　　先生のための歴博活用講座
　　
三　社会活動等

１　館外における各種委員
　　教育史学会書評委員（2018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）
２　講演・カルチャーセンターなど
　　「歴史からGoing beyond the Borders（越境）を考えてみる」,佐倉高校スーパーグローバルハイスクール研

修,2018年8月22日
　　「地歴科・公民科の先生方に」,土浦日本大学高等学校社会科教員研修,2019年3月25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
　　情報システム仕様策定委員
３　研究・調査プロジェクト報告
　　近代教育の歴史はしばしば「国民」の形成装置として言及される。しかし日本の近代史を眺めてみれば、「国

民」が何を意味するのかということも、戦争や内戦などを契機に意味の変化を露呈させる。本プロジェクトで
は、日本植民地期における台湾・朝鮮半島・「関東州」及び「満鉄附属地」を視野に入れて、日本施政期の教
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。

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
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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

●2018年度の研究教育活動

一　研究業績

１　著書
　　『わくわく！探検　れきはく日本の歴史　４　近代・現代』　吉川弘文館　2019年1月1日　編集・分担執筆
２　論文
　　「韮山代官所の農兵学校について」『銃砲史研究』平成29年度例会資料集, pp.32-34，日本銃砲史学会，2018年9

月14日
「明治初年の治水と技術官僚─静岡藩水利路程掛を中心に─」　『国立歴史民俗博物館叢書６　資料が語る災害
の記録と記憶』　pp.103-130，朝倉書店，2019年3月15日

「『英国史略』と静岡藩・弘前藩の人的交流」　『東奥義塾高等学校所蔵旧弘前藩古典籍調査集録』第五集　
pp.39-44，弘前大学人文社会科学部・弘前大学地域未来創生センター弘前藩藩校資料調査プロジェクトチーム，　
2019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
　　『御一新！？　庶民が体験した沼津の幕末維新』　沼津市明治史料館，86ページ, 2018年7月1日　監修・執筆
５　学会・外部研究会発表
　　「勝海舟と静岡藩の御貸人」　明治維新史学会例会　明治大学グローバルフロント(2018年11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

基幹研究「学知と教育から見直す近代日本の歴史像」研究代表者（2018～2020年度）
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
２　講演・カルチャーセンターなど
　　「静岡藩と鹿児島藩─維新後の「西郷どん」たちと旧幕臣─」　平成30年度静岡県公平委員会連合会総会　沼津

市・ホテル沼津キャッスル（2018年4月26日）
「沼津兵学校附属小学校が及ぼした他藩・他県への影響」　沼津史談会・フレッシュ150沼津ふるさと講座　沼
津市立図書館（2018年9月15日）

「徳川家がつくった明治初年の静岡病院」　静岡市立静岡病院創立150周年記念事業・市民公開講座第10回「静
岡市民「からだ」の学校」記念講演　静岡市・グランシップ（2018年10月20日）

「沼津兵学校から学ぶべきもの」　沼津兵学校創立150周年記念式典記念講演　沼津市民文化センター（2019年1
月20日）

４　社会連携
　①　刊行物
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「新刊紹介　『井口省吾日記』」『静岡県近代史研究会会報』第476号，pp.3-4，静岡県近代史研究会，2018年5
月10日

「自著を語る　『幕末の農兵』」『農業共済新聞』第3221号，p.8，全国農業共済協会，2018年5月16日
「神様になりそこねた江川坦庵と江原素六─『武士神格化の研究』によせて─」『静岡県近代史研究会会報』
第478号，pp.3-4，静岡県近代史研究会，2018年７月10日

「沼津兵学校の器械学」『沼津市明治史料館通信』第134号，pp.2-3，沼津市明治史料館，2018年7月25日
「幕末の台場築造と小林省三」『沼津市明治史料館通信』第135号，pp.2-4，沼津市明治史料館，2018年10月
25日

「茶話会第一回　近代の徳川家と旧幕臣諸団体」『柳営』第31号，pp.12-14，柳営会，2018年11月20日
「駿遠豆の適塾門下生に関する新知見」『適塾』第51号，pp.123-131，適塾記念会，2018年12月1日
「沼津兵学校とは何か」『沼津史談』第70号（『沼津兵学校記念誌』），pp.10-13，沼津兵学校創立一五〇周年
記念事業実行委員会，2019年1月20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』第70号（『沼津兵学校記念誌』），pp.115-
123，沼津兵学校創立一五〇周年記念事業実行委員会，2019年1月20日

「沼津兵学校附属小学校が及ぼした他藩・他県への影響」『沼津史談』第70号（『沼津兵学校記念誌』），
pp.124-144，沼津兵学校創立一五〇周年記念事業実行委員会，2019年1月20日

「駿州赤心隊と原宿の庄司平五郎」『沼津市明治史料館通信』第136号, pp.2-3，沼津市明治史料館，2019年1
月25日

「鳥羽・伏見の戦犯と静岡藩」『静岡県近代史研究会会報』第485号，pp.2-3，静岡県近代史研究会，2019年2
月10日

「上野介小栗君紀功碑について」　『開国史研究』第19号，pp.134-139，横須賀開国史研究会，2019年3月31日
「民権ネットワーク　旧幕臣」『自由民権』32，町田市立自由民権資料館，p.88，2019年3月31日
「淘宮術と明治の旧幕臣群像」『沼津市博物館紀要』43，沼津市歴史民俗資料館・沼津市明治史料館，pp.1-
28，2019年3月31日

　③　講演会・シンポジウム
「カオスからの出発，静岡藩時代の静岡」　（仮称）静岡市歴史文化施設プレ展示「静岡発近代日本のはじまり」
関連事業・講演会　静岡市・旧青葉小学校体育館（2018年6月23日）

「旧幕臣の静岡移住と島田」　企画展「島田の幕末維新─150年前の緑茶化計画─」関連イベント・講演会　
島田市博物館（2018年10月21日）

「旧幕臣の駿遠移住と藤枝」　明治150年歴史講演会/幕末維新と駿河・第2回　藤枝市郷土博物館（2018年12
月2日）

「明治を生きた旧幕臣とキリスト教─飯田栄次郎とその周辺─」　成田市市史講座　成田市立図書館（2018年
12月15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，（2019年1月24日）

四　活動報告

３　研究・調査プロジェクト報告
　　「明治期旧幕臣関係資料調査」として，維新後の旧幕臣の動向に関わる各種資料の調査を実施した。特に幕府

韮山代官をつとめた江川家（伊豆の国市，公益財団法人江川文庫）に残された資料のうち，すでに整理・目録
化が終了し重要文化財に指定された前近代資料とは別に，未整理のままになっている近現代文書の整理・目録
作成を行った。

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
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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

●2018年度の研究教育活動
一　研究業績

１　著書
（共編著：日高薫責任編集／国立歴史民俗博物館）『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』386頁，臨川書店，2019年3月31日

２　論文
「記憶と幻想―17世紀の日本製輸出漆器にみる風景表現」幸福輝編『17世紀オランダ美術と〈アジア〉』中央公
論美術出版，pp.163-182, 2018年11月20日

「「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視座―」日高薫責任編集／国立歴史民俗博物館
編『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』臨川書店，pp.7-20，2019年3月31日

「細川家伝来の漆芸品について」『永青文庫所蔵資料調査報告書　第三集　―調度―　資料編』熊本県立美術館，
pp.13-22，2019年3月28日

「グローバルな視点でみた日本の漆」『漆文化（日本文化財漆協会会報）』135号，日本文化財漆協会，pp.10-
12，2018年7月20日

３　調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典など
『永青文庫所蔵資料調査報告書　第三集　―調度―　資料編』189頁，熊本県立美術館，2019年3月28日（調書作成）

４　展示図録・資料図録・映像・ＤＢ・デジタル・コンテンツ開発
トピック解説「Lacquerware and accessories」，資料解説『KIZUNA:Japan|Wales|Design』National Museum 
Cardiff，2018年

５　学会・外部研究会発表
「国際連携による在外資料調査とその活用」第3回 東アジア日本研究者協議会国際学術大会，京都リサーチパー
ク 東地区1号館，2018年10月28日

「19世紀後半における在外日本コレクション形成とその役割─シーボルト収集資料を中心に」「人文科学，社会
科学に関する学際的グループ研究助成」中間報告，サントリー文化財団，2019年2月21日

７　その他
「南蛮船が運んだ文化　西洋人との交易」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2　中
世』吉川弘文館，2018年7月9日

「歴博けんきゅう便69 シーボルト・コレクションが伝えた日本文化―19世紀日本関連在外資料の調査研究―」
歴史系総合誌『歴博』209，国立歴史民俗博物館，pp.18-19, 2018年7月20日
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「コラム・研究の現場から　古写真の発見―アムステルダムにおけるシーボルトの日本展示」『ヨーロッパにお
ける21世紀日本関連在外資料調査・活用―日本文化発信にむけた国際連携のモデル構築―　NEWSLETTER』
1，p.5, 2018年4月

「文様十二か月 　琴・箏」『孤峰』40巻4，江戸千家蓮華庵，pp.6-9，2018年4月
「文様十二か月 　葵」『孤峰』40巻5，江戸千家蓮華庵，pp.6-9，2018年5月
「文様十二か月 　河骨・沢瀉・水葵」『孤峰』40巻6，江戸千家蓮華庵，pp.6-9，2018年6月
「文様十二か月 　瓢箪」『孤峰』40巻7，江戸千家蓮華庵，pp.6-9，2018年7月
「文様十二か月 　岩」『孤峰』40巻8，江戸千家蓮華庵，pp.6-9，2018年8月
「文様十二か月 　垣根」『孤峰』40巻9，江戸千家蓮華庵，pp.6-9，2018年9月
「文様十二か月 　鶉」『孤峰』40巻10，江戸千家蓮華庵，pp.6-9，2018年10月
「文様十二か月 　鴨」『孤峰』40巻11，江戸千家蓮華庵，pp.6-9，2018年11月
「文様十二か月 　鳳凰」『孤峰』40巻12，江戸千家蓮華庵，pp.6-9，2018年12月
「文様十二か月 　海老」『孤峰』41巻1，江戸千家蓮華庵，pp.6-9，2019年1月
「文様十二か月 　龍」『孤峰』41巻2，江戸千家蓮華庵，pp.6-9，2019年2月
「文様十二か月 　雉・山鳥」『孤峰』41巻3，江戸千家蓮華庵，pp.6-9，2019年3月
「表紙解説　枝垂桜葵紋蒔絵三管箱」『国立劇場第310回歌舞伎公演解説書』，日本芸術文化振興会，p.57，2018
年11月3日

「特集展示「紀州徳川家伝来の楽器　―琵琶Ⅱ―」」歴史民俗博物館振興会『友の会ニュース』199，2019年

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

４　主な展示・資料活動
国際連携展示「KIZUNA:Japan|Wales|Design」ウェールズ国立博物館
総合展示第３室「ものから見る近世」特集展示「紀州徳川家伝来の楽器―琵琶Ⅱ―」展示代表

５　教育
　　名古屋大学非常勤講師（博物館資料論／文化資源研究の諸問題／考古学講義IV）

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

委員，千葉県伝統工芸品産業振興協議会委員，静岡県富士山世界遺産センター専門委員
２　講演・カルチャーセンターなど

「Japanese Lacquerwares Transported by Ducth People（オランダ人が運んだ日本の漆器）」デリーフデ会講
演会，富士フイルム本社２階会議室，2018年10月24日

「漆（japan）から日本史が見える──「シーボルトの日本コレクション」を中心に」大手町アカデミア 無料
特別講座，読売新聞ビル3階新聞教室，2018年12月14日

３　マスコミ
「特集展示　紀州徳川家伝来の楽器－琵琶II－」ケーブルネット２９６，2018年12月1日～

４　社会連携
　①　刊行物

『永青文庫所蔵資料調査報告書　第三集　―調度―　資料編』189頁，熊本県立美術館，2019年3月28日（調
書作成）

　③　講演会・シンポジウム
「南蛮漆器の技術とデザイン～海外の眼から《漆》を見直す～」平成30年度 製造技術高度化研究会 加飾技
術講習会，福島県ハイテクプラザ会津若松技術支援センター，2018年11月9日

　

257

Ⅴ　教員の研究・調査活動



ふくおか

四　活動報告

 ３　研究・調査プロジェクト報告
19世紀に収集された在外の日本コレクションの中の漆工品について継続的に調査しているが、これに関連して、
同時期の国内における漆工芸の伝世品の調査（住友家伝来品、細川家伝来品など）をおこない、海外のコレク
ションと国内のそれとの傾向の違いなどについて検討した。

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】福岡万里子『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】福岡万里子「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）
４．【論文】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, Leiden: Brill, June 2017, 
pp.65-88

５．【論文】Mariko Fukuoka, “German Merchants in the Indian Ocean World: From Early Modern Paralysis 
to Modern Animation.”In: Angela Schottenhammer (ed.), Early Global Interconnectivity across the Indian Ocean 

World, vol.I: Commercial Structures and Exchanges. Palgrave Mcmillan, February 2019, pp.259-292

●2018年度の研究教育活動

一　研究業績

２　論文
     Mariko Fukuoka, “German Merchants in the Indian Ocean World: From Early Modern Paralysis to Modern 

Animation.”In: Angela Schottenhammer (ed.), Early Global Interconnectivity across the Indian Ocean World, vol.I: 

Commercial Structures and Exchanges. Palgrave Mcmillan, February 2019, pp.259-292（査読有）
７　その他

福岡万里子「戊辰戦争とドイツ公使ブラント」歴史系総合誌『歴博』209，国立歴史民俗博物館，pp.7-10，
2018年7月

（※ほか209号全体の編集代表）
福岡万里子「初代米国駐日総領事ハリスが遺したニューヨーク市立大学所蔵日本関係史料」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『きざし』vol.3, p.23，2019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
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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）
　　 研究会口頭発表（福岡万里子）「米使ハリスとシャムとの1856年条約交渉─バウリング条約見直し論を

踏まえて」国立歴史民俗博物館，2019年3月8日
歴博基盤研究「学知と教育から見直す近代日本の歴史像」（研究代表者：樋口雄彦）共同研究員

　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）
　　 シンポジウム口頭発表（福岡万里子）「シーボルトの日本博物館─最後の構想をめぐる謎解き」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・活用事業国際シンポジウム「国際海洋都市平
戸と異文化へのあこがれ─在外資料が変える日本研究」平戸オランダ商館，2019年2月9日

２　外部資金による研究
　　若手研究（B）「幕末維新期日本をめぐる国際関係史の再構築に向けて─東アジア比較・世界史の視点から」

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）2016～2019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」（研究代表者　五百

旗頭薫）2017年～2019年度：研究分担者
　　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」（研究代表者　日高薫）2017～

2020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
　　福岡万里子「ニューヨーク市立大学の日本関係史料─初代米国駐日総領事ハリスが遺したもの」歴博登録ボラ

ンティア研修会，2019年1月21日

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
　　Mariko Fukuoka「International Race toward Japan’s Opening?: Harris’ Rivalry with the European Powers, 

1858-61」コーエン図書館公開講演，ニューヨーク市立大学，2018年12月6日，アメリカ
　　福岡万里子「幕末プロイセン使節団のクリスマス・ツリー探し─江戸の最初のドイツ風降誕祭」くらしの植物

苑観察会　第238回，国立歴史民俗博物館，2019年1月26日
３　マスコミ

Mariko Fukuoka, “Townsend Harris Connects New York and Japan.” In: Education Update, vol. XXIV, Nr.2, 
November-December 2018, p.19

四　活動報告

３　研究・調査プロジェクト報告
　　平成30年度は，6月17日から12月16日にかけての半年間，人間文化研究機構の若手研究者海外派遣制度により

米国・ニューヨーク市立大学において，「米国東海岸における19世紀日本関連在外資料の調査─タウンゼント・
ハリス及び日本開国への米国の関与に焦点を当てて」をテーマとして，在外研究を実施した。そのため，当該
年度の研究調査プロジェクト経費は全額，こちらの出張経費として執行した。
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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，東京：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，東京：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，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，2014年7月15日

●2018年度の研究教育活動

一　研究業績

１　著書　
藤尾慎一郎・松木武彦共編著『ここが変わる！日本の考古学─先史・古代史研究の最前線─』193頁，吉川弘文館，
2019年3月1日
編著『再考！縄文と弥生─日本先史文化の再構築─』216頁，吉川弘文館，2019年3月10日

２　論文
｢弥生長期編年にもとづく時代と文化｣ 編著『再考！縄文と弥生ー日本先史文化の再構築─』pp.159-185，吉
川弘文館，2019年3月10日（査読有）

「登呂遺跡と洪水」『資料が語る災害の記録と記憶』国立歴史民俗博物館研究叢書6，pp.56-74，朝倉書店，2019
年3月15日　ISBN978-4-254-53566-2

３　調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典など
「岡山市上伊福・南方（済生会）遺跡出土弥生土器の年代学的調査」『岡山市埋蔵文化財センター紀要』pp.19-
31，2019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
｢水田稲作のはじまり｣『わくわく！探検　れきはく日本の歴史』1─先史・古代─，pp.23-32，吉川弘文館，
2019年4月1日　ISBN978-4-642-06821-5

５　学会・外部研究会発表
「縄文人は穀物を栽培していたのか」，第72回日本人類学会大会一般シンポジウム，国立遺伝学研究所，2018年
10月21日

７　その他
「ここまでわかった弥生時代」『歴史REAL─日本人の起源─』pp.87-103，洋泉社MOOK，2018年7月5日
「コラム　数値年代からの提言─炭素14年代と近畿弥生前期の枠組み─」『初期農耕活動と近畿の弥生社会』
pp.273－276，雄山閣，2018年10月25日　ISBN978-4-639-02610-5　C3021
友の会ニュース№200「大テーマⅢ　水田稲作のはじまり」2頁，2018年12月5日，歴史民俗博物館振興会

「テーマⅢ水田稲作のはじまり」『歴史系総合誌歴博』№212，pp.12-15，ISSN 0289-4882
友の会ニュース№201「第1展示室リニューアルオープン」p.1，2019年2月5日，歴史民俗博物館振興会
｢殺された人びとが生きた時代と気候｣『倭人の真実』とっとり弥生の王国・2019・Spring，pp.24-27，鳥取県
埋蔵文化財センター

「縄文・弥生　再構築に向けて」『本郷』No.140，14-16，吉川弘文館，2019年3月
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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
　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，（2014～2018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）
　　 熊本市上代町遺跡群出土弥生～古墳木材のサンプリング，熊本市教育委員会，9月3～4日
　　福岡県久留米市高三潴遺跡出土弥生～古墳木材のサンプリング，久留米市教育委員会，9月4～5日
　　 国際シンポジウム「Regional Structure and Its Change in Northeast Asia:  In Search of the way to 

Co-exist from the point of view Trasborderism」，国立民族学博物館，9月22～23日
平成29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）
　　釜山市獐項遺跡出土新石器時代人骨の調査，2018年5月28～30日，韓国文物研究院

２　外部資金による研究
　・ 日本学術振興会平成３０年度科学研究費補助金新学術領域「考古学データによるヤポネシア人の歴史の解明」

研究代表者，2018～2022年度。
第1回考古班会議　7月17日(火)熊本大学文学部
沖縄県立埋蔵文化財センター，県内市町村（浦添市，うるま市，宜野湾市，北谷町，読谷町）協力依頼，8
月21～25日

　　　鹿児島県教育委員会，県内市町村協力依頼，10月9～10日
　　　香川県埋蔵文化財センター　高松市高松茶臼山古墳出土人骨サンプリング，10月12～13日
　　　近畿大学東大阪キャンパス埋蔵文化財調査室　山賀遺跡出土弥生中期人骨サンプリング，11月5日
　　　沖縄県内出土貝塚時代人骨，および貝集積サンプリング　11月27～12月1日
　　　 千葉県木更津市諏訪谷古墳群出土人骨の調査　12月7日，木更津市教育委員会

ウリ文化財研究院　慶北永川完山洞古墳群見学，12月16日
若手会議　1月22～24日，北海道大学「Ｂ０１班の活動について」
沖縄県具志原貝塚出土貝集積の調査，沖縄県立博物館，2月19日 

　・ 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

　　　鳥取県鳥取市青谷上寺地遺跡出土弥生中期のサンプリング，2018年4月25～26日
　　　鳥取県鳥取市本高弓ノ木遺跡遺跡出土弥生前期木材のサンプリング，7月23～24日
　　　広島県東広島市黄幡１号遺跡出土木材３点のサンプリング，９月20～21日
　・ 新羅月城学術調査団サンプリング（ＡＭＳ─炭素14年代ウィグルマッチ，酸素同位体比ヒストグラム作成），

慶州国立文化財研究所，9月15～17日，釜山，慶州。
　・鹿児島県曽於郡大崎町永吉天神段遺跡第２地点出土弥生開始期の土器の調査　
　　　鹿児島県文化振興財団埋蔵文化財調査センター第２整理作業所，霧島市福山町，11月１日～２日　
３　国際交流事業

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）
　　　　研究員　オ・ヨンジェ氏外国人研究者招へい事業　2018年5月1日～8月10日まで
　　国立釜山大学校博物館学術交流（研究代表者　藤尾慎一郎）
　　　　金海市亀山洞遺跡出土弥生系土器の実測調査　10月25日～27日　国立金海博物館
４　主な展示・資料活動
　　総合展示第１室新構築─先史・古代─，展示代表者，2012～2018年度
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，12月9日，歴博
放送大学平成30年度開講「新訂考古学」「④絶対年代」2018年度放映

「⑨農耕民の生活技術」2018年度放映
　　　
三　社会活動等
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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），
２　講演・カルチャーセンターなど

「弥生土器の始まりとひろがり」兵庫陶芸美術館，2018年4月28日，兵庫県篠山市
「水田稲作の伝来」弥生再発見─コメと弥生人─，4月22日，NHKカルチャー名古屋教室

　　「農耕社会の成立」弥生再発見─コメと弥生人─，5月27日，NHKカルチャー名古屋教室
　　「戦いの始まり」　弥生再発見─コメと弥生人─，7月22日，NHKカルチャー名古屋教室
　　「鉄器の出現」弥生再発見─コメと弥生人─，１月27日，ＮＨＫカルチャー名古屋教室
　　共同利用機関シンポジウム「35年でここまでわかった日本の先史･古代─国立歴史民俗博物館の新しい ｢先史･

古代｣ 展示について─」名古屋市科学館，10月14日
　　「リニューアル『水田稲作のはじまり』のみどころについて」，12月21日，平成30年度歴博友の会「考古学講座」

歴史民俗博物館振興会
　　「弥生時代のかごしま」１月12日，鹿児島県上野原縄文の森展示館多目的ルーム，公益財団法人鹿児島県文化

振興財団上野原縄文の森
　　「第1室リニューアルについて」1月16日，古代を学ぶ会，中野区勤労センター
　　「鉄器の登場」弥生再発見─鉄とくにと王，1月27日，NHKカルチャー名古屋教室．

｢殺された人びとが生きた時代と気候｣ 第3回とっとり弥生の王国シンポジウム『倭人の真実　DNA・年代・
環境　先端研究からのアプローチ』鳥取県埋蔵文化財センター，とりぎん文化会館，2019年3月2日

「弥生時代とは何だったのか」弥生再発見─鉄とくにと王，3月24日，NHKカルチャー名古屋教室

四　活動報告　

３　研究・調査プロジェクト報告
大韓文化財研究院所蔵の韓国新石器時代人骨のサンプリング，国立金海博物館所蔵の韓国青銅器時代に比定さ
れる亀山洞遺跡出土の弥生系土器と言われている土器の実測調査を行った。前者では，8千年前の韓半島に存
在した新石器時代の人びとのmtDNAハプロタイプを初めてあきらかにした。また後者は，ほとんどが朝鮮半
島の製作技法でつくられており，外見だけが弥生風であることを確認した。

４　その他
　　日本考古学年報69（2016年度版）の「６弥生時代研究の動向」に，2015年に刊行した拙著『弥生時代の歴史』

講談社現代新書2330を契機とした弥生文化見直しの動きが取り上げられた。林大智，pp.31-38，2018．5，吉
川弘文館
Facebook.comの考古学の書評に，拙著『弥生時代の歴史』講談社現代新書2330，2015が取り上げられた。　
高橋徹
日本考古学協会が2018年11月に刊行した『日本考古学・最前線』の弥生時代（西日本）に，筆者が2013年に刊
行した『弥生文化像の新構築』吉川弘文館が，吉田広氏によって取り上げられた（41～50頁）

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

262

Ⅴ　教員の研究・調査活動



まつお

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，フィールドワークと歴史資
料を中心とする調査，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）

●2018年度の研究教育活動

一　研究業績

２　論文
単著「明清時期中国東海，南海的海盗活動和記憶──兼与日本，中国，東南亜的宗教史迹印証」（マカオ大学『南
国学術（マカオ大学文科学報）』〔CSSCI学術誌〕，pp.621-631，2018年第4期）(査読有) 　
単著「明清中日欧民間貿易与旅日華僑娼祖信仰的歴史与侍承」（中山大学中国非物質文化遺産研究中心『文化
遺産』〔CSSCI学術誌〕，pp.21-34，2018年第2期（3月））(査読有)
単著「香港坪洲ቯ天后ᅿ的中元建醮考察──聚焦ཛྷ祖信仰和先祖祭祀」（中国莆田学院媽祖文化研究院編『第
四届(2018年)国際媽祖文化学術研討会論文匯編』，pp.275-282），2017年11月30日，中国（査読有）
単著「香港坪洲ቯ天后ᅿ的中元建醮考察──聚焦ཛྷ祖信仰和先祖祭祀」，莆田学院媽祖文化研究院『媽祖文化
研究』2019年第一期，中国（査読有）
単著「民俗から考える古代の信仰と祈り─仏教伝来以前─」（古代文学と隣接諸科学7：岡田荘司編『古代の信
仰・祭祀』pp.194-224），（査読無），2018年10月15日　　
単著「柳田国男与表演芸術研究（柳田国男と芸能研究）」，浙江省文化芸術研究院『文化芸術研究』〔CSSCI学術誌〕
11巻4号,pp.152-164，2018年12月，中国（査読有）
単著「明清時期中国東海，南海的海盗活動和記憶──兼与日本，中国，東南亜的宗教史迹印証」（中国人民
大学書報資料中心『宗教 Religion』，pp.147-157，2019年1月，(査読無)　*http://img.ipub.exuezhe.com/pdf/
B9/2019/01/明清ᯊ期中国ϰ海，南海的海盗活和䆄ᖚ.pdfに公開（201905時点）

５　学会・外部研究会発表
単独・招待，「浄土の飛翔，荘厳の世界─隋唐の宮廷舞踊・音楽の日本への伝来と変容─」，國學院大學博物館
人間文化研究機構高度化視可事業「列島の祈り」講演会「東アジアの文化交流と舞楽」，2018年9月29日
単独，「中国仏教における念仏，日本仏教における念仏」，儀礼文化学会，2018年9月30日
単独・招待（国際会議），「香港坪洲ቯ天后ᅿ的中元建醮考察──聚焦ཛྷ祖信仰和先祖祭祀（大陸南シナ海海域 
媽祖信仰と先祖祭祀:香港坪洲島天后ᅿ中元建醮を中心に）」，第四届（2018年）国䰙ཛྷ祖文化学ᴃ研䅼会，主催：
中国社会科学院ग़史研究所／莆田学院／福建省ཛྷ祖文化Ӵ承与থ展ण同߯新中心 ／福建省社科研究基地ཛྷ祖
文化研究中心／福建省ཛྷ祖文化研究会／福建省高校新型特色智ᑧ·莆田学院ཛྷ祖文化研究院／福建省莆田市湄
洲ཛྷ祖祖庙董事会莆田市湄洲ቯ国䰙大酒店，2018年11月17日
単独・招待（国際会議），北京大学，宗教・哲学講座：民俗研究映像「薬師寺 花会式」（松尾監督制作，2007年制作，
中国語版2012年制作）北京大学，宗教・哲学講座での上映会，松尾「薬師寺花会式解説」，李四龍教授司会・
コメント，討論

６　総研大リーフレット　　
2019年度版入学案内制作

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，
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2016－2018年度
　　　 館蔵資料利用型共同研究「歴博蔵中国侗族（トン族）関係民俗仮面・衣裳の調査研究─追儺儀礼の少数民族

地域への伝播と展開に注目して─」（研究代表者・黄潔（京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科
博士課程））

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ᱼ数据ᑧ建䆒（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

３　国際交流事業
単独・招待（国際会議），北京大学人文講座：哲学系・宗教学系講演会「中国佛教的東漸―護国佛教儀礼与国
土統治（中国仏教の日本への伝来―護国仏教の儀礼と国土統治），2019年3月29日，李四龍教授司会，陳永超え
教授コメント，討論，　　
単独・招待（国際会議），北京大学人文講座：哲学系・宗教学系ワークショップ，講演「隋唐～清代的中日交
流史与佛教，日本佛教的展開（日本仏教の展開;隋唐代～清代の日中交流史と仏教文化）」，李四龍教授司会・
コメント，討論，

５　教育
　　千葉大学大学院客員教授（人工物デザイン史論）
　　國學院大學非常勤講師（伝承文学演習）・國學院大學大学院非常勤講師（伝統芸能特論）
　　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
　　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，国立劇場民俗芸能・琉球舞踊公

演専門委員
３　マスコミ
　　・新聞，単著：「あばれる「神輿」疫病を祓う 」『読売新聞』「北陸歴史 よもやま話：12月8日，pp.28（28面）

四　活動報告

１　受賞歴
莆田学院大学・中国福建省授与，2018年11月18日，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，第四届国際媽祖文化学術研討会優秀論文奨，松尾恒一≪香港，坪洲ቯ的天后ᅿ和中元建醮
考察─聚焦媽祖信仰和先祖祭祀≫（『香港坪洲島天后宮と中元節の考察─媽祖信仰と先祖祭祀に注目して─』）
受賞

３　研究・調査プロジェクト報告
日本と中国との仏教交流のうち、特に、室町後期～江戸時代／明代後期～清代における倭寇を含む私貿易に注
目し、これと関わる媽祖信仰・観音信仰等に注目して、その歴史、及び、伝承の実態と、伝承の現代における
歴史的意義を研究した。
6月に、本研究につき、南方科技大学（中国深圳）における国際シンポジウム“文化遺産と公共記憶”において、

「明代、東シナ海・南シナ海をめぐる海盗の活動と記憶─日本・中国大陸・東南アジアの宗教史跡をめぐる政治・
経済・宗教─」を口頭発表し、本発表をもとに、単著「明清時期中国東海、南海的海盗活動和記憶──兼与日
本、中国、東南亜的宗教史迹印証」（澳門(マカオ)大学『南国学術（澳門（マカオ）大学文科学報）』）、pp.621-
631、2018年第4期）(査読有)　を刊行した。
また、11月に、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等主催の、第四回、
国際媽祖文化学術研討会で、口頭発表「大陸海域 媽祖信仰と先祖祭祀:香港坪洲島天后ᅿ中元建醮を中心に」
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を発表したが、本論文は、第四届国際媽祖文化学術研討会優秀論文奨を受賞した。

松木　武彦　MATSUGI Takehiko　教授（2014～）
生年：1961

【学歴】大阪大学文学部（国史学）（1984年卒業），大阪大学大学院文学研究科修士課程修了（1987），大阪大学大学
院文学研究科博士課程（考古学）（1990年単位取得退学）【職歴】岡山大学助手（1990～），岡山大学准教授（助教授）（1995
～）岡山大学教授（2011～）大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部教授（2014～）【学
位】博士（文学）（大阪大学2005年３月）【専門分野】日本考古学【主な研究テーマ】日本列島の古墳研究，戦争の
考古学的研究，考古学による国家形成論，進化・認知科学を用いた考古学理論の再構築，ブリテン島を中心とする
ヨーロッパと日本列島の先史時代に関する比較考古学的研究【所属学会】日本考古学協会，考古学研究会【研究目
的・研究状況】日本列島の先史時代を，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．【著書】『縄文とケルト』247頁，筑摩書房，2017年5月10日
７．【著書】『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
８．【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）

●2018年度の研究教育活動

一　研究業績

１　著書
【共著】Burial Mounds in Europe and Japan: Comparative and Contextual Perspectives: Comparative and Contextual 
Perspectives（edited by Knopf,T, Steinhaus, W and S.Fukunaga）Archaeopress, 全228p, 2018年11月

【共編】藤尾慎一郎・松木武彦編『ここが変わる！日本の考古学 先史・古代史研究の最前線』吉川弘文館，全
193頁，2019年３月

２　論文
「ヨーロッパの神，日本の神」春成秀爾編『世界史の中の沖ノ島』（『季刊考古学』別冊27）雄山閣出版，
pp.124-130，2018年11月（査読なし）

「弥生時代から古墳時代へ－「東アジア墳墓文化」の提唱－」国立歴史民俗博物館・藤尾慎一郎編『最高！縄
文と弥生 日本先史文化の再構築』吉川弘文館，pp.193-216，2018年3月（査読あり）

７　その他
「マイオンリー・橋」『週刊新潮』３月21号，p.121
「『我々はなぜ我々だけなのか』『倭の五王』『ベートーヴェンを聴けば世界史がわかる』『武士の起源を解きあ
かす』『ルイ・アルチュセール』」（特集・新書大賞2019 目利きが選ぶ2018年私のオススメ新書）『中央公論』
2019年３月号，p.145　

「息苦しさが心配に」日本文藝家協会編『ベスト・エッセイ2018』光村図書，pp.288-291，2018年６月

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

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
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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
３　国際交流事業
　　歴博国際シンポジウム「日本の古墳はなぜ巨大なのか：古代モニュメントの比較考古学」代表，2018年11月17

日～11月18日，明治大学アカデミーコモン
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

「岡山平野のムラからクニへ」ノートルダム清心女子大学生涯学習センター「清心フェリーチェ」講座，2018
年12月８日，岡山市
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

４　社会連携
　③　講演会・シンポジウム

「前方後円墳はいかにして成立したか」桜井市纒向学研究センター東京フォーラムⅧ『「卑弥呼」発見！』，
2018年10月14日，東京

「銅鐸のデザイン」徳島県埋蔵文化財センター設立30周年記念・国指定重要文化財 突線袈裟襷文銅鐸「矢野
銅鐸」公開記念特別講演会，11月11日，徳島県板野町

四　活動報告

３　研究・調査プロジェクト報告
古墳と、世界各地の先史モニュメントおよびそれを造営した社会の比較形態学・文明動態学的研究の成果を、
11月17・18日の歴博国際シンポジウム「日本の古墳はなぜ巨大なのか」に活かすことができた。海外調査はで
きなかったが、海外で出版されたモニュメント関係の研究書に２編の論考を掲載するなど、国内外の学会（シ
ンポジウムを含む）や学術誌に成果を公表することができた。

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。
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●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
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

●2018年度の研究教育活動

一　研究業績

２　論文
　　「어부의 기도 - 바다에서 살아가기 위하여（漁師の祈り─海に生きるために）」『한일해영민속지 - 한일 문화
가 교차하는 공간, 바다（韓日海洋民俗誌─韓日文化が交差する空間、海）』국립민속박물관（韓国国立民俗
博物館），pp.248-277，2018年6月29日

３　調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典など
　　「もうひとつの港─飯田と角井」『中世益田現地調査成果概報』2，国立歴史民俗博物館，pp.23-26，2018年12

月25日
５　学会・外部研究会発表
　　「朝鮮海出漁研究の民俗学的意義とその方法」日本民俗学会第901回談話会，歴博国際研究集会　海がつなぐ日

本と韓国─朝鮮海出漁と韓国の民俗変化─，成城大学，2018年11月11日
７　その他
　　「石切図屏風の世界」『戦国・江戸時代を支えた石─小田原の石切と生産遺跡』新泉社，pp.70-73，2019年2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
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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
　　科学研究費基盤研究A「琉球帝国からみた東アジア海域世界の流動的様態と国家」（研究代表者：村木二郎［国

立歴史民俗博物館］），研究分担者，2018～2021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
　　2019年度企画展示「ハワイの日系移民の歴史（仮称）」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
　　【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
　　「京仁鉄道─日本の海外進出と鉄道開設─」『旅の文化研究所一般公開フォーラム　鉄道と軽便─旅行と物流の

移りかわり─』中央区立日本橋公会堂，2018年10月12日
　　「石を切る─花崗岩採掘の伝統と革新」歴博映像祭Ⅱ　民俗研究映像の30年，国立歴史民俗博物館講堂，2018

年8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
　　 科研基盤研究Ｂ「朝鮮海出漁の歴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、調査研究をおこない、企画展示「海がつなぐ日
本と韓国（仮）」の準備も進めた。

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）
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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）

●2018年度の研究教育活動

一　研究業績

１　著書
　　『天皇はなぜ紙幣に描かれないのか』256頁，小学館，2018年9月5日
２　論文
　　「日本出土古代木簡」『木簡と文字』20，pp.415-426，2018年6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
　　『新府中市史　資料編　原始・古代　文献』府中市，2019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
　　展示図録『山上碑の世界』「律令制前夜の東国社会と山上碑」多湖碑記念館，pp.34-40，2018年10月30日
５　学会・外部研究会発表
　　「古代国家の分国・移民政策と南奥 ～石城・石背建国1300年によせて～ 」福島県考古学会，二本松市市民交

流センター多目的室，2018年7月7日
　　「日韓古文書比較研究のための二つの視点─前白木簡と画指─」歴博国際シンポジウム　東アジアの古文書と

日本の古文書─形と機能の比較─，国立歴史民俗博物館，2018年11月17日
７　その他
　　「<大宰府と多賀城>古代国家のフロンティア」學士會会報 930，学士会，pp.94-101，2018年5月
　　「「佐藤富五郎日記」を映し出す　─赤外線観察を通じて考えたこと」『マーシャル，父の戦場』みずき書林，

pp.300-316，2018年7月3日
　　「出土文字資料」藤尾慎一郎・松木武彦編『ここが変わる！日本の考古学　先史・古代史研究の最前線』吉川

弘文館，pp.154-157，2019年3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
　　　「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
　　　 「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年～2018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
　　　「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）2016年～2021年度
　　　「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）2016年～2018年度
　　　「北東アジア地域研究　自然環境と文化・文明の構造」（研究代表者：池谷和信）2016年～2021年度）
２　外部資金による研究
　　「古代の宮中宗教行事に関する日中韓比較研究」（研究代表者：堀裕）2018年～2021年度）研究分担者
　　「官衙機構の動態からみた古代日本における境域の特質」2018年～2020年度（研究代表者：林部均）研究分担

者
４　主な展示・資料活動
　　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

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）
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　　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）大仙市さくまろ館，

2018年10月20日
　　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）
　　泉官衙遺跡保存整備指導委員会委員（福島県南相馬市）
２　講演・カルチャーセンターなど
　　「出土文字から読み解く払田柵跡と秋田の古代」秋田県埋蔵文化財センター，2018年10月20日，
　　「正倉院文書とその周辺　─漆紙文書と木簡から正倉院文書を照らし出す─」トンボの眼，品川区立中小企業

センター，2018年11月4日
３　マスコミ
　　「北陸歴史よもやま話　中世つなぐカンジョウ板」『読売新聞』2019年3月9日，石川富山版
４　社会連携
　①　刊行物
　　　 「払田柵跡第一五一次調査出土第七号漆紙文書の再釈読」『払田柵跡　年報二〇一八』秋田県埋蔵文化財セン

ター払田柵跡調査事務所，pp.47-51，2019年3月31日
　　　 「秋田城跡第一一一次調査出土三九号漆紙文書」『秋田城跡　年報二〇一八』秋田市立秋田城跡歴史資料館，

秋田市立秋田城跡歴史資料館，pp.1-4，2019年3月31日
　　　石背国建国1300年 上人壇廃寺跡国史跡指定50周年記念事業「まぼろしの国 石背」パンフレット監修
　③　講演会・シンポジウム
　　　「上野三碑に刻まれた東アジアと古代社会」高崎市教育委員会，吉井文化会館小ホール，2018年11月3日

四　活動報告

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，高麗時代の仏教文化に関する金石文の調査や，仏

像胎内文書などの調査・検討をおこなった。研究成果については，現在準備中である。

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
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●2018年度の研究教育活動

一　研究業績

１　著書
　　『わくわく！探検　れきはく日本の歴史　２中世』pp.12-13，46-61，66-67，吉川弘文館，2018年7月20日
　　「考古学からみた古代と中世の違い」『ここが変わる！日本の考古学』pp.161-164，吉川弘文館，2019年3月1日
　　編著『中世のモノづくり』全164頁，朝倉書店，2019年3月15日
２　論文
　　「中世の鉄鍋に関する諸問題」『鋳造遺跡研究資料』2018，pp.56-65，鋳造遺跡研究会，2018年9月29日，（査読なし）
５　学会・外部研究会発表
　　「中世の鉄鍋に関する諸問題」鋳造遺跡研究会2018，大阪府立狭山池博物館，2018年9月29日
７　その他
　　「歴史書懇話会創立50周年記念　読書アンケート」『歴史書通信』240，p.59，歴史書懇話会，2018年11月1日
　　「聖地は永遠の存在なのか」総合誌『歴博』211号，p.1，2018年11月20日
　　「中世における聖地の形成─経塚の流行と石塔の造立─」総合誌『歴博』211号，pp.2-5，2018年11月20日
　　「極楽往生のかたい経塚資料─瓦経・滑石経─」総合誌『歴博』211号，pp.16-17，2018年11月20日
　　「陶磁器からみた中世益田─益田本郷と東仙道─」『中世益田現地調査成果概報』2号，国立歴史民俗博物館，

pp.19-22，2018年12月25日
　　「「天下第一」高麗青磁─浅川伯教収集陶磁器コレクションから─」総合誌『歴博』213号，pp.16-17，2019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「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

　　　 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Ａ「琉球帝国からみた東アジア海域世界の流動的様態と国家」（研究代表者：村木二郎）

研究代表者，2018～2021年度
４　主な展示・資料活動
　　総合展示第１室「古代国家と列島世界」，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」

「大航海時代のなかの日本」展示プロジェクト委員
　　総合展示第１室「先史・古代」リニューアル展示プロジェクト委員
　　企画展示「昆布とミヨク」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）
　　熱海市史跡江戸城石垣石丁場跡調査・整備委員会委員
　　岐阜県古代・中世寺院跡総合調査検討委員会委員

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
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　　IR委員
　　評価委員
３　研究・調査プロジェクト報告
　　「中世の地域社会と信仰」を意識して，京都周辺の中世遺跡を巡見した。鳥羽周辺の中世関連遺跡を丹念に歩き，

12世紀代の政治と宗教の中心地を確認したうえで，京都周辺の経塚群を踏査した。京都市北方の花背経塚群は
比較的現地の残りがよく，尾根上に残った遺構を丹念に調査した。京都市西方の善峰寺経塚は近世に掘り起こ
されたあと再埋納されたため本来の遺構は残っていないが，現地で説明を受けることで概略を確認できた。ま
た，京都国立博物館，善峰寺にご協力いただき，出土遺物の調査をおこなって，外容器の陶器の産地などを検
討した。これらの成果は，歴史系総合誌『歴博』211号「特集・中世の聖地」に執筆した。

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

●2018年度の研究教育活動

一　研究業績

１　著書
　　「納骨堂の成立とその集合的性格」鈴木岩弓・森謙二編『現代日本の葬送と墓制─イエ亡き時代の死者のゆくえ』

吉川弘文館，pp.63-86，2018年7月1日
「国家行事と子どもの節句」是澤博昭・日高真吾編『子どもたちの文化史』臨川書店，pp.154-180，2019年3月
21日

２　論文
「気仙沼における東日本大震災犠牲者の葬送」『国立歴史民俗博物館研究報告』214，国立歴史民俗博物館，
pp.303-316，2019年3月15日（査読有）

　　「高齢化社会における葬儀の変容と共同性の探究」『生活協同組合研究』517，生協総合研究所，pp.5-12，2019
年2月5日

　　「葬送儀礼の変容と冠婚葬祭互助会の形成発展」『論文集─冠婚・葬祭編─』冠婚葬祭総合研究所，pp.116-
129，2018年5月31日

　　「無縁化する墓とその地域的対応」『論文集─冠婚・葬祭編─』冠婚葬祭総合研究所，pp.17-28，2018年5月31日
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３　調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典など
　　「多様な民俗的連関としての大十夜」『千葉県指定無形民俗文化財坂戸の念仏─平成28年大十夜の記録』千葉県

無形民俗文化財連絡協議会，pp.74-75，2019年3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

「明治節と節句の流用」特別展展示図録『子ども/おもちゃ博覧会』国立民族学博物館，pp.208-209，2019年3
月21日

５　学会・外部研究会発表
　　「葬送儀礼も含めた看取りにおける地域ケアの可能性─近親者なき人の葬儀・供養の実態を中心にして─」保

健医療社会学会第44回大会，星槎道都大学，2018年5月20日
　　「現代における改葬と合葬式共同墓 ─和歌山県古座川流域の事例から─ 」日本民俗学会第70回年会，駒澤大学，

2018年10月14日
　　「近親者無き人の看取りから葬送への連続的ケアの可能性」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」 ，国立民族学博物館，2018年7月22日
　　「諸外国における死体の取扱いに関する民俗学的考察」厚生労働省科研「エンバーミングのプロトコル策定等

の研究」日本歯科大学，2019年2月18日
７　その他
　　「変わりゆく結婚式と近代化」歴史系総合誌『歴博』213, 国立歴史民俗博物館，p.23,2019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
　　　 「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
「明治初期における神葬祭墓地の理念と実態に関する調査研究」（研究代表者：問芝志保）2018年度

　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，研究代表者
　　科学研究費基盤研究（A）「死別悲嘆の医療福祉負荷とその要因解明：大規模日本追跡調査及び国際比較」（研

究代表者：カール・ベッカー）2018年度～2021年度，研究分担者
３　国際交流事業
　　国際研究集会「葬送儀礼の近代化と専門家教育」2018年4月13日，共催：中国・長沙民政職業技術学院・JSPS

科研費（16Ｈ03534）「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─」,　特
別協力：株式会社冠婚葬祭総合研究所

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
　　※第109回歴博フォーラム『死者と生者の共同性：葬送墓制の再構築をめざして』，早稲田大学大隈講堂，2018

年12月16日, プロジェクト代表
　　第4展示室特集展示「変わりゆく結婚式と近代化」2018年12月11日～2019年5月12日
５　教育
　　千葉工業大学非常勤講師（異文化理解）

ハリウッド大学大学院（セレモニービジネス論）
　　「歴博の展示について」人間文化研究機構人文知コミュニケーター資質向上プログラム，国立歴史民俗博物館，

2018年12月20日
　　総合資料学千葉大授業「特集展示「変わりゆく結婚式と近代化」の開催について」国立歴史民俗博物館，2019
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年2月12日
　　
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
　　「どのように死を向き合うのか─死と葬儀の民俗を見つめながら─」安曇野市豊科郷土博物館夏季企画展特別

講演会，豊科交流学習センターきぼう，2018年8月4日
　　「死は個人のものか？─変わりゆく葬儀の変容とその課題─」東京多磨教区講習会，八王子エルシィ，2018年6

月8日
　　「葬儀におけるさまざまな儀礼の意味」『儀式創新─過去から学ぶ現代の潮流─』國學院大學，2018年7月13日
　　「近親者なき人の葬送と助葬」第109回歴博フォーラム『死者と生者の共同性：葬送墓制の再構築をめざして』，

早稲田大学大隈講堂，2018年12月16日
　　「『現代の葬送儀礼』を制作して」歴博映像祭Ⅱ，国立歴史民俗博物館，2018年8月19日
　　「葬儀の変容とその課題」清月記合同モニターミーティング講演会，清月記仙台迎賓館斎苑，2018年10月4日　
　　「葬儀の近代化と仏教」第９回らかん仏教文化講座『冠婚葬祭と仏教』，五百羅漢寺，2019年2月24日
３　マスコミ
　　インタビュー，『霊園ガイド』96号，六月書房，pp.29-36，2018年9月

「最新「おうち供養」事情」『終活読本ソナエ』2018年度秋号，産経新聞出版，p.95，2018年9月13日
「故人を偲ぶ最強のグラビア　遺影」『サイゾー』2018年10月号，pp.83-85
「拡大する遺体安置ビジネスが流行するワケ」『週刊女性』2018年11月13日号，主婦と生活社，p.39
「「遺体お預かり」広がる」『読売新聞』西日本版，2018年11月2日付，
「「遺体お預かり」広がる」『YOMIURI ONLINE』西日本版，2018年11月2日付 
「元来は飾り食さずバブル経て派手に」『日本経済新聞』，11面，2018年12月22日付 
「ごうかなおせちはいつから？元は飾りバブルで派手に」『NIKKEI SYTYLE（日経電子版）』，11面，2018年
12月22日付 

「おせちの移り変わりについて」FMラジオ番組『ディリーフライヤー』JFN30局，2018年12月2日放送， 
「テーマはおせち」『ディリーフライヤー』2018年12月2日，
「多様化する葬送・墓制を討議　現代人の意識変化が反映」『佛教タイムス』，仏教タイムス社，2面，2019年1
月24日

「葬送墓制，死生観の変化　現代の死に方，弔い方を考える」『新宗教新聞』新日本宗教団体連合会，4面，
2019年1月25日

「お墓参りで「思い出」を」『AERA』2019年3月25日号，朝日新聞出版，p.21
４　主な展示・資料活動
　　特別展『子ども/おもちゃ博覧会』国立民族学博物館，展示プロジェクト委員，2019年3月21日～5月28日

四　活動報告

３　研究・調査プロジェクト報告
　　通過儀礼の形態について調査を行っていったが，たとえば沖縄では現地の沖縄固有の葬送儀礼の上に，読経や

引導など本土の仏教儀礼や火葬の習俗が導入され，また生花祭壇など告別式形式が浸透していき，本土の葬儀
形態とあまり代わらなくなっていることはが明らかになった。

山田　康弘　YAMADA Yasuhiro　教授（2015.4～）
併任：総研大日本歴史研究専攻教授（2015～），生年：1967

【学歴】筑波大学第一学群人文学類（1990年卒業），筑波大学大学院博士課程歴史人類学研究科文化人類学先史学専
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
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（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【メールアドレス】arch-yamada@rekihaku.ac.jp

●主要業績

１．【著書】『縄文時代の歴史』（全325頁），講談社現代新書，2019年1月。
２．【著書】『つくられた縄文時代─日本文化の原像を探る─』（全253頁），新潮選書，2015年11月。
３．【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
４．【科研】基盤研究(A)「考古学・人類学・文化財科学の学際的研究による縄文社会論の再構築」　2018～2022年

度　研究代表者 
５．【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

●2018年度の研究教育活動

一　研究業績

１　著書
　　『縄文時代の歴史』，325頁，講談社現代新書，2019年1月17日
　　監修：『縄文時代の不思議と謎』，191頁，実業之日本社，2019年1月8日
　　『縄文人の死生観』，189頁，角川ソフィア文庫，2018年6月15日
　　共著：「『縄文』とは何か？－その枠組み・文化を再考する－」・「縄文時代のはじまり」国立歴史民俗博物館・

藤尾慎一郎編『再考！縄文と弥生　日本先史文化の再構築』吉川弘文館，pp.131-149，150－158，2019年3月
　　共著：「２．縄文時代・文化のはじまりとひろがり」・「３本格的な定住生活の開始」・「４縄文文化の東西南北」・

「５クリと縄文時代の人々」「６．縄文人の一生」・「７．再生を願うまつり・祖霊のまつり」・「コラム１．縄文
人ってどんな人？」・「コラム２．縄文人とイヌ」藤尾真一郎・松木武彦編『ここが変わる！日本の考古学　先史・
古代史研究の最前線』吉川弘文館，pp.33-36，37-40，41-44，45-48，49-52，53-57，58-59，60－62，2019年3月

２　論文
　　 「死体を展示するということ－ 縄文人骨の展示における諸問題を考える －」『国立歴史民俗博物館研究報告』

第214集，pp.285－302，2019年3月（査読有）
　　Soichiro Kusaka, Yasuhiro Yamada, Minoru Yoneda 2018 Ecological and cultural shifts of hunter-gatherers 

of the Jomon period paralleled with environmental changes 　American Journal of Physical Anthropology 167 
pp.377-388（査読有）

　　Hugh McColl, Yasuhiro Yamada, et al. 2018 The prehistoric peopling of Southeast Asia Science 361 (6397), 
pp.88-92, DOI: 10.1126/science.aat3628（査読有）

５　学会・外部研究会発表
　　「人骨の年代測定による葬法および墓域構造の検討」『第72回日本人類学会大会』，2018年11月20日，於三島市

文化会館
　　「早期人骨の埋葬属性」『國學院史学会』，2019年2月23日，於國學院大学
７　その他
　　「愛知県保美貝塚（B貝塚）における人骨集積遺構の調査」『考古学研究』第65巻第4号， pp.91-93,2019年3月
　　「梅原と縄文，そしてアイヌ」『ユリイカ』第51巻第5号，pp.129－136，2019年3月
　　「テーマⅡ多様な縄文列島」『歴博』第212号，国立歴史民俗博物館，pp.8-11,2019年1月。

「われわれの社会は縄文時代の延長線上にある」『公研』，pp.96-103，2019年2月
「土器と土偶」・「縄文とは何か」・「縄文の暮らしを想像する」・「縄文の死生観」『てんとう虫』７・８月号，
pp.14-35，2018年7月

「ここまでわかった縄文時代」『歴史REAL　日本人の起源』洋泉社Mook，pp.57-86，2018年7月

二　主な研究教育活動
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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～
２　外部資金による研究
　　 科学研究費補助金基盤研究(A)「考古学・人類学・文化財科学の学際的研究による縄文社会論の再構築」，2018

～2022年度，研究代表者 
　　 文部科学省科学研究費補助金新学術領域研究「ゲノム配列を核としたヤポネシア人の起源と成立の解明」，

2018～2022年度，新学術領域研究B01班，研究分担者
４　主な展示・資料活動
　　総合展示第１室「大テーマⅡ　多様な縄文世界」展示プロジェクト委員（主担当）
５　教育
　　神奈川大学非常勤講師（考古資料学特論）
　　首都大学東京大学非常勤講師（考古学特論２）
　　放送大学クロストーク出演「縄文を思索する　考古学×哲学×アート」
　　岐阜県関高校学術シンポジウム（2018年12月16日）

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，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，史跡八
天遺跡整備検討委員会委員，縄文時代文化研究会『縄文時代』編集委員

２　講演・カルチャーセンターなど
　　朝日カルチャーセンター新宿校出講，NHK文化センター横浜ランドマーク校出講，NHK文化センター名古屋

校出講，静岡新聞文化センターSBS出講
　　歴博友の会講演会，国立歴史民俗博物館，2018年11月9日
３　マスコミ
　　「論点　縄文はすごい!?　ユートピアに違和感」『毎日新聞』2018年8月29日付文化欄
　　「縄文人　実は多彩？」『日本経済新聞』2018年9月8日付文化欄
　　「アフリカ発掘奇石の森に挑む」NHK BS-4K，2019年3月9日出演
４　社会連携
　③　講演会・シンポジウム
　　　 ひたちなか市講演会（2018年2月9日），北上市講演会（2019年2月3日），相模原市講演会（2019年3月9日），

横浜市古代セミナーの会公演（2019年3月25日）， 
　　
四　活動報告

３　研究・調査プロジェクト報告
　　上記プロジェクトを推進するために調査検討用の道具などを購入し，人骨の精査に取りかかる予定であったが，

調査に使用していたPCが故障し，新たなPCを購入したため，本予算を元にしたプロジェクト自体は未完のま
ま終了を迎えることとなった。

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
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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

女の生存と＜解放＞をめぐって─」（2011年５月）

●2018年度の研究教育活動

一　研究業績

１　著書
　　書籍『江戸東京の明治維新』(岩波新書）全212頁，岩波書店，2018年8月21日

書籍分担執筆「近代日本における売春観の起点─芸娼妓解放令制定過程とイギリスフェミニズム運動の視点
から」ダニエル・V・ボツマン，塚田孝，吉田伸之編『「明治一五〇年」で考える　近代移行期の社会と空間』
pp.102-116，山川出版社，2018年11月20日
書籍分担執筆第２章第４節「新吉原遊廓の社会」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５　地帯編２中央区・台東区・墨田区・江東区』pp.68-73，吉川弘文館，2018年11月10
日
書籍分担執筆「女の髪を結う─変容するまなざし─」辻浩和，長島淳子，石月静恵編『女性労働の日本史　古
代から現代まで』pp.190-193，勉誠出版，2019年3月8日

２　論文
　　「一九世紀半ばの横浜─マリア・ルス号と芸娼妓解放令をめぐって」『歴史地理教育　増刊号』882，pp.50-55，

2018年12月3日（査読なし）
「江戸町人の見た明治維新。」『東京人』406，都市出版，pp.124-131，2019年1月3日（査読なし）

５　学会・外部研究会発表
　　「Closing Talk "Research on the Meiji Restoration as Social History─Focusing on Edo & Tokyo─”」

Revisiting Japan’s Restoration  Interregional, Interdisciplinary, and Alternative Perspectivess (A conference 
by the Department of Japanese Studies, Faculty of Arts and Social Science, NUS），National University of 
Singapore ，2018年9月28日，シンガポール

　　「新吉原遊廓における遊女の自己形成とリテラシー」歴博主催：国際研究集会「買売春と社会─日本中世から
近代まで─Prostitution and Society in Japan: from Pre-modern to Modern Era」，東京大学文学部，2019年12
月2日

　　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）2015年～2018年度総括シンポジウム報告「新吉原遊廓の仮宅と深川の関係について─
天保九年局見世一件を素材に─」立教大学，2019年1月12日　　　

７　その他
　　「巻頭「髪結と女髪結からみる江戸時代」」『じっきょう地歴・公民科資料』87，実教出版，pp.1-6，2018年9月

25日
　　「共同研究の楽しさ─基盤研究「日本列島社会の歴史とジェンダー」を終えて─」歴史系総合誌『歴博』213，

国立歴史民俗博物館，2019年3月20日　
　　
二　主な研究教育活動
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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」2016年～2018年度，研究代表者
　　　基盤研究「奈良暦師吉川家文書を中心とする暦・陰陽道研究の史料基盤形成」2018～2020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「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

究代表者：佐賀 朝）研究分担者，2015年～2018年度
３　国際交流事業
　　国際研究集会「買売春と社会─日本中世から近代まで─　Prostitution and Society in Japan: from Pre-

modern  to Modern Era」（歴博主催）
　　国際研究集会「古代朝鮮・日本における后位，王族女性の諸相Aspects of ‘Queen-consort positions’ and 

Royalty Women in Ancient Korea and Japan」（JSPS科研費18H00700「東アジア諸王室における「后位」儀
礼比較史の協業的研究」と歴博の共催）

４　主な展示・資料活動
2019年度企画展示「ハワイ：日本人移民の150年と憧れの島のなりたち」展示プロジェクト委員
2021年度企画展示「ジェンダーからみた日本の歴史（仮）」展示プロジェクト代表

５　教育
　　総合研究大学院大学文化科学研究科　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」
　　「近世の女性の仕事」千葉女子高等学校学習会，国立歴史民俗博物館講堂，2018年7月18日
　　長崎大学　総合資料学集中講義　歴史資料学各論「近世史料を読む─遊女の手紙と「日記」」歴博国際交流棟，

2018年9月4日　　
　　千葉大学文学部集中講義　演習「比較ジェンダー史ｂ」2019年2月13～18日，歴博第2研修室（千葉大学池田忍

教授・歴博三上喜孝教授との共同授業）

三　社会活動等

１　館外における各種委員
　　日本歴史学協会第29期常任委員（2015年７月～）
２　講演・カルチャーセンターなど
　　「江戸の遊廓吉原のしくみ」板橋区公文書館第2回講演会，板橋区公文書館，2018年9月29日

「新吉原遊廓の遊女と文字」国立歴史民俗博物館ボランティア研修講座，歴博ガイダンスルーム，2018年12月
17日

「文字と性差」大学共同利用機関法人4機構異分野連携性差スペクトラム・プロジェクト企画／自然科学研究機
構・人間文化研究機構主催市民向けイベント「割り切れない「男」と「女」の問題　～文化×科学×社会から
みなおす，ひとの性差～」，日本科学未来館，2019年3月24日　

３　マスコミ
　　ケーブルテレビ296「歴博のミカタ　特別企画　歴博を体験！　寺子屋「れきはく」」7月16日～31日

単著『江戸東京の明治維新』の書評・短評　西日本新聞9月20日付夕刊，熊本日日新聞9月23日付，北海道新聞
9月30日付朝刊，愛媛新聞9月30日付，信濃毎日新聞10月7日付，東京新聞10月21日付朝刊，中日新聞10月21日
付朝刊，しんぶん赤旗10月22日付「朝の風」，日本経済新聞11月17日朝刊，読売新聞11月29日付夕刊「本よみ
うり堂」，毎日新聞12月2日付朝刊，『週刊東洋経済』10月13日（第6819号）「新刊新書サミング・アップ」，日
経ビジネスオンライン2018年12月25日付「御立尚資の帰ってきた「経営レンズ箱」」「読書室『江戸東京の明治
維新』」『歴史地理教育』893，2019年3月23日

「明治150年と遊廓の女性たち」『月刊女性と運動』436，新日本婦人の会，pp.30-31，2018年12月1日

四　活動報告

３　研究・調査プロジェクト報告
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よしい

　　須坂市所蔵坂本家文書の整理・目録作成作業を継続中である。2019年度末に終了予定。

吉井　文美　YOSHII Fumi，准教授（2018.4～）

【学歴】東京大学文学部卒業(2008年)，東京大学大学院人文社会系研究科修士課程修了（2010年），同博士課程修了
（2014年）
【職歴】東京大学史料編纂所リサーチ・アシスタント（2013～2014年），山形大学人文学部専任講師（2014～2017年），
国立台湾師範大学兼任助理教授（2016～2017年），山形大学人文社会科学部専任講師（2017～2018年）

【学位】博士（文学，東京大学）【専門分野】日本近代史，東アジア国際関係史【主な研究テーマ】近代日本の対中
政策とその国際的影響，日本の帝国支配をめぐる外交史的研究【所属学会】史学会

●主要業績

１．【論文】「日中戦争下における揚子江航行問題 -日本の華中支配と対英米協調路線の蹉跌-」『史学雑誌』第127編
第3号（2018年） 

２．【論文】「日中戦争初期における日本の対中国海関政策とその反応 : 日英関税取極めに至る交渉過程」『山形大学
歴史・地理・人類学論集』17号（2016年）

３．【共著】『日中戦争の国際共同研究5 中国の戦時経済と変容する社会』(担当範囲:日本の華北支配と開灤炭鉱)（慶
應義塾大学出版会，2014年）

４．【論文】「一九三五年の『新生』不敬記事事件」『日本歴史』789号（2014年）
５．【論文】「「満洲国」創出と門戸開放原則の変容 -「条約上の権利」をめぐる攻防-」『史学雑誌』第122編第7号（2013年）

●2018年度の研究教育活動

一　研究業績

１　著書
共著，日本植民地研究会編『日本植民地研究の論点』 (担当範囲:日本史と植民地研究)（岩波書店，2018年）

５　学会・外部研究会発表
“The Change of Japanese Society during the Second Sino-Japanese War and the Pacific War”（戦争時期日
本社会的変化）,The War with Japan and Social, Economic, and Political Transformations of Asia-Pacific”(対
日戦争与亜太社会経済政治変動）, The University of Queensland, Aug.28-29th, 2018

「日本の中国支配と対海関政策の展開　-1938～41年-」中国現代史研究会3月例会，明治大学，2019年
７　その他

【書評】笠原十九司『日中戦争全史』上・下『歴史学研究』975号（2018年）
【新刊紹介】外務省編纂『日本外交文書 占領期』第一巻・第二巻『史学雑誌』第128編第2号（2019年）
【研究紹介】「イギリス人の目から見る中国情勢の変化」国立歴史民俗博物館歴史系総合誌『歴博』第211号（2018
年）

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「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」

２　外部資金による研究
若手研究（代表）「日中戦争期華中における占領地統治の進展と現地秩序の改変過程」2018～2020年度

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
　　企画展示「ハワイ：日本人移民の150年と憧れの島のなりたち」展示副代表
５　教育

山形大学人文社会科学部非常勤講師（日本近代史概論）
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よしむら

三　社会活動等

四　活動報告

３　研究・調査プロジェクト報告
　　シンポジウム" The War with Japan and Social, Economic, and Political Transformations of Asia-Pacific”（2018

年8月22-26日，クイーンズランド大学，オーストラリア）にて，研究報告 "The Change of Japanese society 
during the Second Sino-Japanese War and the Pacific War"を行った。

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．【分担執筆】「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．【分担執筆】「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．【分担執筆】「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.

●2018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」），立教大学兼任講師（文学部「超

域文化学講義17」）

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行った。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受け継がれていくプロセスを参与観察によって探っ
た。また、その過程で出てきた事象を検討し、補足等するために文献資料調査も行った。　　
調査では、師から弟子へと伝達される定型化された様式について事例の収集を重ねるとともに、それらが世代
や個によってどのように違い、変容しうるかという点にも目を向けた。そのうち後者については多数の事例の
収集・検討が必要だが、年度の途中で複数の調査協力者が海外に移ってしまい、十分な事例を集めきれず、後
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半は文献資料調査に比重を移していくことになった。
本研究テーマについては、３月にもう一度、文献資料調査を行った後、来年度は調査資料を研究ノートや論文
にまとめる作業を進めつつ、年に一、二度程度ずつ、補足調査を続けていきたいと考えている。

[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

●2018年度の研究教育活動

一　研究業績

２　論文
　　「資料ネット活動の現状と今後─宮城歴史資料保全ネットワークの活動を中心に─」『宮城考古学』20，宮城考

古学会，pp.134-150，2018年5月13日
　　「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」日高真吾編『地域文化の再発見─大学・博

物館の視点から─』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日高真吾研究室，pp.104-115，
2018年12月15日

「歴史文化資料の保存・継承に向けた課題と可能性」『Integrated Studies of Cultural and Research 
Resources』，ミシガン大学出版局fulcrum，2019年3月（査読有）

「歴史データはどのように使うのか─災害時の歴史文化資料と情報─」国立歴史民俗博物館監修，後藤真・橋
本雄太編『歴史情報学の教科書』，文学通信，pp.95-106，2019年3月

５　学会・外部研究会発表
　　天野真志・後藤 真・久留島浩「歴史文化資料保全の大学共同利用機関ネットワーク事業について」第40回文

化財保存修復学会，高知市文化プラザかるぽーと，2018年6月16日
後藤 真・橋本雄太・天野真志「国立歴史民俗博物館による総合資料学のシステム（khirin）と歴博および大学
の連携」2018年度大学博物館等協議会大会，香川大学，2018年6月21日

「近世の請戸─相馬中村藩としての請戸─」人間文化研究機構広領域型機関研究プロジェクトシンポジウム「福
島県浜通りの歴史と文化の継承─『大字誌ふるさと請戸』という方法─」，せんだいメディアテーク，2018年
10月13日
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「The state of the art and future perspectives of CH Studies in Japan：Inter-University Research Institute 
Network Project to Preserve and Succeed Historical and Cultural Resources」Cultural Heritage Studies 
from a Japano-Hungarian perspective Workshop，Eötvös Loránd Tudományegyetem，2018年11月29日，ハ
ンガリー

「The role of Museums in CH Studies in Japan：Constructing “Integrated Studies of Cultural and Research 
Resources”」Cultural Heritage Studies from a Japano-Hungarian perspective Workshop，Eötvös Loránd 
Tudományegyetem，2018年11月29日，ハンガリー

７　その他
　　「近世の請戸」『大字誌ふるさと請戸』蕃山房，pp.120-131，2018年4月24日
　　「東日本大震災の被害」『大字誌ふるさと請戸』蕃山房，pp.180-181，2018年4月24日
　　「書評/奈倉哲三・保谷徹・箱石大編『戊辰戦争の新視点』上下」歴史系総合誌『歴博』209，国立歴史民俗博物館，

p.23，2018年7月20日
　　「書評：井上洋著『明治前期の災害対策法令　第一巻』」図書新聞 3375，武久出版，p.4，2018年11月
　　「「歴史文化資料保全の大学・共同利用機関ネットワーク事業」の目指すもの」LINK【地域・大学・文化】10，

神戸大学大学院人文学研究科地域連携センター，pp.129-134，2018年12月
　　「幕末の政治情報と秋田藩・角館─石黒織紀『膺懲稗史』を取り巻く環境─」『るねっさんす・角館9，』ルネッ

サンス角館，pp.19-26，2019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）共同研究員（2016～2018年度）
　　　　　 2018年度第1回異分野連携ユニット研究会，国立歴史民俗博物館，「近世文書研究における料紙分析の課

題と可能性」2018年6月25日
　　　　　 2018年度第1回地域連携・教育ユニット研究会，福島大学，「地域調査活動を想定した「現地資料保存論」

への展望」2018年7月15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）
２　外部資金による研究
　　 科学研究費若手研究「幕末維新期の角館城下を中核とした知的関係と政治意識の形成」（代表者：天野真志）（2018

～2021年度）
　　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─」（代表者：

奥村弘）研究分担者（2014～2018年度）
　　科学研究費基盤研究A「被災博物館の汚染ガスからみた資料と環境の安定化およびその評価手法の研究」（代

表者：松井敏也）研究分担者（2014～2018年度）
　　平成30年度東北大学災害科学国際研究所リソースを活用した共同研究助成「被災した紙媒体資料を対象とした

安定的な保全技術活用の検討」（代表者：天野真志）
　　東京大学史料編纂所2018年度一般共同研究「前近代の和紙の構成物分析にもとづく古文書の起源地追跡」（代

表者：渋谷綾子）
５　教育
　　「歴史文化資料の救済とその考え方」新潟歴史資料保存活用連絡協議会平成30年度第1回歴史資料保存活用研修

会，新潟県立文書館，2018年7月20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
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　　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
　　「地域の歴史・文化を象徴するモノ─歴史文化資料の捉え方─」第33回人文機構シンポジウム「鹿児島の歴志

再発見─新しい地域像を求めて」鹿児島大学，2018年9月29日
　　「奥羽の政治・文化と戊辰戦争」平成30年度歴博友の会歴史学講座，国立歴史民俗博物館，2018年4月27日
　　「戊辰戦争と秋田藩─仙台藩への眼差し─」東北福祉大学歴史講座「仙台藩と戊辰戦争150年」，東北福祉大学，

2018年10月12日
　　「災害と資料保存の現在　─歴史・文化の継承を考える─」国立歴史民俗博物館友の会　発足35周年記念講演会，

国立歴史民俗博物館，2018年11月4日
　　「幕末的世界のなかの秋田藩・角館」ルネッサンス・角館　第29回歴史と文化フォーラム，仙北市立角館樺細

工工芸伝承館，2018年11月10日
　　「平田篤胤が遺したもの　─幕末政治と思想のゆくえ─」第413回歴博講演会，国立歴史民俗博物館，2019年2

月9日
３　マスコミ
　　「歴史文化資料の捉え方─歴史文化資料NW事業が目指すもの─」平成30年度第1回人間文化研究機構メディア

懇談会，人間文化研究機構，2018年9月26日
４　社会連携
　③　講演会・シンポジウム
　　　 「秋田藩の選択　─奥羽への眼差し─」，歴史シンポジウム in 白石「戊辰戦争　奥羽の選択～それぞれの列

藩同盟～」，白石市教育委員会，白石市文化体育活動センターホワイトキューブ，2018年11月11日
　　　 「「歴史文化資料保全ＮＷ事業の目的と課題・展望」，地域歴史文化大学フォーラム「大学間連携の展望─歴

史文化資料保全ネットワーク事業の役割」，神戸大学，2018年12月9日
　　　「文書の修理と保存」平成30年度第3回けせんぬま学講座，気仙沼図書館，2019年1月19日
　　
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】「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）
３．【論文】「藤原部の研究」（『史学研究集録』第22号，pp.5‒28，1997年３月）
４．【研究ノート】「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，pp.19-41，2018年3月）（査読有）
５．【科研】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」，2017～2019年度

●2018年度の研究教育活動

一　研究業績
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きよたけ

４　展示図録・資料図録・映像・ＤＢ・デジタル・コンテンツ開発
延喜式関係論文目録データベース公開（2019年３月）

（https://www.rekihaku.ac.jp/up-cgi/login.pl?p=param/boed/db_param）
５　学会・外部研究会発表
　　「『延喜式』にみえる水産貢納物の研究」シンポジウム「書物を耕す─総合書物学の挑戦─」，奈良女子大学，

2019年2月17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
　　モバイルミュージアム展示「古代国家とアワビ～『延喜式』にみる生産と貢納～」
　　企画展示「海がつなぐ日本と韓国」展示プロジェクト委員
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
　　「『延喜式』記載の地域特産食品から読み解く古代史」国立歴史民俗博物館友の会歴史学講座，国立歴史民俗博

物館，2018年6月21日
３　マスコミ
　　「海鼠腸　今も昔も能登の逸品（北陸歴史よもやま話）」読売新聞　石川・富山版，p.26，2018年5月12日　　

四　活動報告

３　研究・調査プロジェクト報告
上記広領域連携型基幹研究プロジェクト・歴博ユニット「古代の百科全書『延喜式』の多分野協働研究」の８
月31日～９月１日開催研究集会にて，以下の通り，『延喜式』現代語訳に関する報告のほか，「　『延喜式』と
水産資源」という特集を組んで水産学の研究者と協働した『延喜式』記載水産物に関する研究報告を行った（プ
ロジェクトの研究メンバー以外の研究者や大学院生等を含む33名が出席）。

・「『延喜式』現代語訳作成の現況と活動予定─内匠式の事例紹介─」（８月31日報告。共同発表者：古田一史）
・「古代における貢納水産品の産地形成」（９月１日報告）

上記プロジェクトの活動の一環として，『延喜式』の現代語訳検討会を計17回開催し，３巻分を終了，一部を
原稿に取り纏めた（2019年度に『国立歴史民俗博物館研究報告』で掲載予定）。
同じく上記プロジェクトの活動の一環として，『延喜式』を多分野の研究者および英語圏の研究者に広く紹
介するために，『延喜式』を構成する古代官司と個々の条文について平易な解説・概要集の作成に取り組み，
2018年度には太政官式，内匠式，民部式上下，兵部式，木工式の日本語版を取り纏めた。2019年３月８日には
太政官式検討会を開催して，以下の活動報告等を行った（プロジェクトの研究メンバー以外の研究者や大学院
生等を含む17名が出席）。

・「『延喜式』英訳の活動報告と今後の予定」
上記プロジェクトおよび科研（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」の活動の一環と
して，以下の通り，古代のカツオ製品研究を目的とした西伊豆町田子在住の伝統的なカツオ食品を生産する職
人を対象とする現地聞き取り調査を行った。
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しぶや

・2018年11月６日調査…株式会社田子丸，かねさだカツオ節製造店，カネサ鰹節商店，三角屋水産
・2018年12月11日調査…株式会社田子丸，カネサ鰹節商店

同じく，上記プロジェクトおよび科研（C）の活動の一環として，熨斗アワビによる天日干し実験および長期
保管実験を以下の通り実施し，株式会社味の素食品研究所の協力を得て成分分析を行い，調査研究活動報告と
して取り纏めた（2019年度に『国立歴史民俗博物館研究報告』で掲載予定）。

・マダカアワビ桂剥きおよび天日干し加工実験（2018年６月１日実施）
・マダカアワビ長期保管実験（2017年７月４日～2018年７月３日）

上記プロジェクトの中間報告として，『国立歴史民俗博物館研究報告』特集号を取り纏めた（2019年度刊行予定）。

渋谷　綾子　SHIBUTANI Ayako　特任助教（2012.8～2019.3）
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），Association 
for Environmental Archaeology（AEA），European Association for Japanese Studies（EAJS），Indo-Pacific 
Prehistory Association（IPPA），Japanese Association for Digital Humanities（JADH），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．【著書】Ayako Shibutani. Developing a methodology of mixture analysis to determine the origins of Japanese 
historical papers. Integrated Studies of Cultural and Research Resources (National Museum of Japanese 
History, ed.), National Museum of Japanese History ed., University of Michigan Press, March 2019. （査読有）

２．【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）

３．【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）

４．【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）

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

●2018年度の研究教育活動

一　研究業績

１　著書
渋谷綾子「石器の残存デンプン粒分析の方法と北海道・東北北部における研究動向」『北海道噴火湾沿岸の縄
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しぶたに

文文化の基礎的研究』(青野友哉・永谷幸人編)， 伊達市噴火湾文化研究所, pp.117-120，2018年6月30日
Ayako Shibutani. Developing a methodology of mixture analysis to determine the origins of Japanese 
historical papers. Integrated Studies of Cultural and Research Resources (National Museum of Japanese 
History, ed.), National Museum of Japanese History ed., University of Michigan Press, March 2019. （査読有）

２　論文
Ayako Shibutani. Beyond Archaeological Methods: Microscopic Approaches to Japanese Historical 
Documents. Bulletin du Musée d'Anthropologie préhistorique de Monaco, Volume 58, Musée d'Anthropologie 
préhistorique de Monaco, p.58, May 2018.（査読有）
Ayako Shibutani, Bin Liu, Ningyuan Wang, Jie Chen, Jian Song, Kenji Okazaki, Yu Itahashi, Shin’ichi 
Nakamura. Plant Food in the Neolithic Lower Yangtze Area, China from Starch Granules of Human Dental 
Calculus. Abstract book of the 8th Worldwide Conference of the Society for East Asian Archaeology, the 
Society for East Asian Archaeology, p.86, May 28, 2018.（査読有）
渋谷綾子・高島晶彦・天野真志・山田太造・小島道裕・尾上陽介「古文書の起源の追跡にむけた前近代の和紙
の構成物分析：研究の現状と課題，方法の展開」『日本文化財科学会第35回大会研究発表要旨集』 (日本文化財
科学会編)， 日本文化財科学会, pp.52-53，2018年7月6日（査読有）
永谷幸人・青野友哉・三谷智広・菅野修広・松田宏介・中村賢太郎・渋谷綾子・添田雄二「北海道伊達市カム
イタプコプ下遺跡からみえてきた17世紀アイヌ民族の暮らし」『日本文化財科学会第35回大会研究発表要旨集』 
(日本文化財科学会編), 日本文化財科学会，pp.84-85, 2018年7月6日（査読有）
青野友哉, 渋谷綾子 & 添田雄二. 2018. 栽培作物の特定のための作物痕跡の検出と大根の放置実験による検証. 

『日本文化財科学会第35回大会研究発表要旨集』 (日本文化財科学会編), 日本文化財科学会，pp.324-325，2018年
7月6日（査読有）
Ayako Shibutani, Guoping Sun, Bin Liu, Ningyuan Wang, Jie Chen, Jian Song, Kenji Okazaki, Yu Itahashi, 
Shin’ichi Nakamura. Reconstructing Plant Food from Starch Grains of Human Dental Calculus in the 
Neolithic Lower Yangtze Area, China. Anthropological Science, Volume 126, Issue 3, p.173, 2018年12月（査
読有）
Ayako Shibutani. Seeing starch: Integrated archaeobotanical approach to identify the origins of Japanese 
historical papers. Abstract booklet: Workshop on Integrated Microscopy Approaches in Archaeobotany 
2019 (Association for Environmental Archaeology ed.), University of Reading, p.18, 2019年2月（査読有）
Ayako Shibutani. Developing a methodology of mixture analysis to determine the origins of Japanese 
historical papers. Integrated Studies of Cultural and Research Resources (National Museum of Japanese 
History, ed.), National Museum of Japanese History, March 2019 (online). （査読有）
添田雄二・青野友哉・富塚龍・永谷幸人・小林孝二・三谷智広・菅野修広・松田宏介・片山弘喜・杉山真二・
渋谷綾子・甲能直樹・宮地鼓・中村賢太郎・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Ⅳ」『北海道博物館研究紀要』，第4号，北海道博物館，pp.57-72，2019年3月（査読有）

３　調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典など
渋谷綾子「作物痕跡の残存デンプン粒分析」『伊達市カムイタプコプ下遺跡発掘調査報告書─近世アイヌ文化
期の集落─』(添田雄二・青野友哉・永谷幸人編), 北海道博物館・伊達市噴火湾文化研究所, pp.37-40, 2019年3
月12日

４　展示図録・資料図録・映像・ＤＢ・デジタル・コンテンツ開発
渋谷綾子「顕微鏡を用いた古文書料紙の自然科学分析」『企画展示　日本の中世文書─機能と形と国際比較─』

（大学利用共同機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館編)，大学利用共同機関法人人間文化研究機構国
立歴史民俗博物館，p.281，2018年10月16日

５　学会・外部研究会発表
【学会】
渋谷綾子・孫国平・劉斌・王寧遠・陳傑・宋建・岡崎健治・板橋悠・中村慎一「人骨の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」，考古学研究会第64回総会・研究集会，岡山大学創立五十周年記念館，
2018年4月21日（査読有，ポスター）
Ayako Shibutani. Beyond Archaeological Methods: Microscopic Approaches to Japanese Historical 
Documents. AWRANA2018 (Association of Archaeological Wear and Residue Analysts), Saint Jean d’Angely 
Campus, University of Nice Côte d’Azur, Nice, France, May 29, 2018. (査読有，ポスター)
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しぶたに

Ayako Shibutani, Bin Liu, Ningyuan Wang, Jie Chen, Jian Song, Kenji Okazaki, Yu Itahashi, Shin’ichi 
Nakamura. Plant Food in the Neolithic Lower Yangtze Area, China from Starch Granules of Human 
Dental Calculus. 8th Worldwide Conference of the Society for East Asian Archaeology. Nanjing University, 
Nanjing, China, June 10, 2018.（査読有）
渋谷綾子・高島晶彦・天野真志・山田太造・小島道裕・尾上陽介「古文書の起源の追跡にむけた前近代の和紙
の構成物分析：研究の現状と課題，方法の展開」日本文化財科学会第35回大会，奈良女子大学，2018年7月7日

（査読有）
永谷幸人・青野友哉・三谷智広・菅野修広・松田宏介・中村賢太郎・渋谷綾子・添田雄二「北海道伊達市カム
イタプコプ下遺跡からみえてきた17世紀のアイヌ民族の暮らし」日本文化財科学会第35回大会，奈良女子大学，
2018年7月8日（査読有）
青野友哉・渋谷綾子・添田雄二「栽培作物の特定のための作物痕跡の検出と大根の放置実験による検証」日本
文化財科学会第35回大会，奈良女子大学，2018年7月7日・8日（査読有，ポスター）
後藤真・渋谷綾子・石塚正輝「国立歴史民俗博物館の総合資料学システム「khirin（Knowledgebase of 
Historical Resources in Institutes）」と日本の「デジタルアーカイブ」の現状　System of integrated studies 
of cultural and research resources “khirin (Knowledgebase of Historical Resources in Institutes)” by the 
National Museum of Japanese History and status of “digital archive” in Japan」The 29th EAJRS Conference. 
Vytautas Magnus University, Kaunas, Lithuania，2018年9月14日
渋谷綾子・孫国平・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を用い
た長江下流域新石器時代の植物食の復元」第72回日本人類学会大会，静岡県三島市民文化会館，2018年10月21
日・22日（査読有，ポスター）
渋谷綾子「料紙のデンプン粒構成物からみた古文書の起源追跡」第33回日本植生史学会大会，滋賀県立琵琶湖
博物館，2018年11月10日・11日
Ayako Shibutani. Seeing starch: Integrated archaeobotanical approach to identify the origins of Japanese 
historical papers. Workshop on Integrated Microscopy Approaches in Archaeobotany 2019. University of 
Reading, UK, February 16-17, 2019. （査読有，ポスター）

【外部研究会】
渋谷綾子「考古学の分析手法を超える：古文書の起源追跡のための和紙の構成物分析」近江貝塚研究会第298
回例会，滋賀県埋蔵文化財センター，2018年8月25日
Ayako Shibutani. Small Things in Perspective: An Integrated Approach to Historical Paper Materials 
through Digital Infrastructure and Microscopy. Digital Humanities Workshop at KUL. Katholieke 
Universiteit Leuven, Belgium, February 27, 2019.

７　その他
渋谷綾子「点から面へ，そして歴史の研究へ」『人文情報学月報』82（メールマガジン），2018年5月28日
鈴木三男・矢部淳・鈴木伸哉・佐々木由香・吉田明弘・工藤雄一郎・那須浩郎・渋谷綾子・箱崎真隆「日本植
生史学会創立30周年記念大会シンポジウム『植生史研究のこれまでとこれから』第2部：パネルディスカッショ
ン「多様化する植生史研究」」『植生史研究』，第27巻第2号，pp.93-106，2018年11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
　　　 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　他の機関

東京大学史料編纂所2018年度一般共同研究「前近代の和紙の構成物分析にもとづく古文書の起源地追跡」研
究代表者（2018年度）
国立民族学博物館共同研究「考古学の民族誌─考古学的知識の多様な形成・利用・変成過程の研究」（研究
代表者：John Ertl）共同研究員（2015～2018年度）

２　外部資金による研究
科学研究費補助金挑戦的研究（萌芽）「前近代の和紙の混入物分析にもとづく「古文書科学」の可能性探索」
研究代表者（2018年度～2020年度）
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科学研究費補助金基盤研究（B）「狩猟採集文化と農耕文化の接触による社会の変容と地域的多様性に関する
学際的研究」（研究代表者：青野友哉）研究分担者（2018～2020年度）
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）
科学研究費補助金基盤研究（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）研究協力者（2015～2018 年度）

４　主な展示・資料活動
平成30年度企画展示『日本の中世文書─機能と形と国際比較─』国立歴史民俗博物館，展示協力者

　
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
４　社会連携
　②　共同研究

（株）パレオ・ラボ受託研究「伊達市噴火湾文化研究所所有古代骨の残存デンプン分析」（2018年10月～2019
年2月）

四　活動報告

１　受賞歴
日本文化財科学会第35回大会：青野友哉・渋谷綾子・添田雄二「栽培作物の特定のための作物痕跡の検出と大
根の放置実験による検証」第12回学会表彰・ポスター賞

３　研究・調査プロジェクト報告
渋谷綾子「古文書料紙の構成物分析と方法の展開・可能性」国立歴史民俗博物館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」平成30年度異分野連携ユニット研究会第1
回／東京大学史料編纂所2018年度一般共同研究「前近代の和紙の構成物分析にもとづく古文書の起源地追跡」
第1回研究会，国立歴史民俗博物館，2018年6月25日
渋谷綾子「古文書料紙に対する自然科学分析の意義と2018年度研究成果の報告」国立歴史民俗博物館機関拠点
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」異分野連携ユニット研
究会平成30年度第3回／東京大学史料編纂所2018年度一般共同研究「前近代の和紙の構成物分析にもとづく古
文書の起源地追跡」第2回／科研費挑戦的研究（萌芽）「前近代の和紙の混入物分析にもとづく「古文書科学」
の可能性探索」（No. 18K18534）第1回　合同研究会，米沢市上杉博物館，2019年1月18日
渋谷綾子「異分野連携ユニット平成30（2018）年度活動報告」国立歴史民俗博物館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」平成30年度全体集会，山形大学，2019年
3月4日

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】過去1万年を超える年輪幅および酸素同位体比標準年輪曲線を構築する研究，北半球および北東
アジアにおける放射性炭素年代暦年較正の高精度化を目指す研究，完新世温帯性針葉樹埋没林の古生態を復元する
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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】近年，日本で確立された酸素同位体比年輪年代法と炭素14スパイクマッチング法により，
北東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，自然埋没木に誤差0年の年代情報の付与が可能となった。年輪酸素同位体比は気候（主に降水量）
復元に，年輪炭素14濃度は太陽活動復元に応用できる。2つの新しい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，太陽活動との関係を明らかにする。

●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．【論文】箱﨑真隆，酸素同位体比年輪年代法による植生史学・考古学研究の新展開，季刊考古学，145，pp.77-
82，2018．

●2018年度の研究教育活動

一　研究業績

２　論文
　　工藤雄一郎・坂本稔・箱﨑真隆「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」『国

立歴史民俗博物館報告』212，国立歴史民俗博物館，pp.251-266，2018年10月20日（査読有）
　　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

ポジウム報告集，日本原子力研究開発機構，pp.112-115，2019年2月
　　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シンポジウム報告集，日本原子力研究開発機構，pp.83-86，2019
年2月
箱﨑真隆「酸素同位体比年輪年代法による植生史学・考古学研究の新展開」『季刊考古学』145，雄山閣，
pp.77-82，2018年11月1日

　　箱﨑真隆・坂本稔・木村勝彦・佐野雅規・奥野充・中塚武・中村俊夫「榛名山5世紀噴火(Hr-FA)と十和田カル
デラ10世紀噴火(To-a)の年代学的再検討の必要性」国際火山噴火史情報研究集会講演要旨集2018-1，福岡大学
理学部地球圏科学科火山・有機地質研究室，pp.13-20，2018年7月21日

　　中村俊夫・増田公明・三宅芙沙・箱﨑真隆・奥野充「日本産樹木年輪の14Cオフセット」国際火山噴火史情報
研究集会講演要旨集2018-1，福岡大学理学部地球圏科学科火山・有機地質研究室，pp.31-41，2018年7月21日

　　奥野充・八塚槙也・木村勝彦・坂本稔・箱﨑真隆・洪完・三宅芙沙・増田公明・中村俊夫「14Cスパイク法に
よるB-Tmテフラの精密年代と相関係数マッチング法の検討」国際火山噴火史情報研究集会講演要旨集2018-1，
福岡大学理学部地球圏科学科火山・有機地質研究室，pp.50-54，2018年7月21日

　　箱﨑真隆・能城修一・佐野雅規・木村勝彦・坂本稔・中塚武「静岡県裾野市茶畑山から発見された約3万年前
の埋没木」国際火山噴火史情報研究集会講演要旨集2018-1，福岡大学理学部地球圏科学科火山・有機地質研究室，
pp.107-113，2018年7月21日

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・木村淳一・木村勝彦・佐野雅規・對馬あかね・李貞・中塚武「酸素同位体比年輪年代法による高屋
敷館遺跡東壕橋脚の年代検証」『青森市埋蔵文化財調査報告書』124，青森市教育委員会，pp.77-80，2019年3
月19日
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中尾七重・箱﨑真隆・坂本稔「放射性炭素年代調査、酸素同位体比年輪年代調査でわかったこと」『丸岡城天
守学術調査報告書』，坂井市教育委員会，pp138-154，2019年3月
坂本稔・箱﨑真隆・門叶冬樹「丸岡城天守保存古材#1の単年輪炭素14年代測定結果」『丸岡城天守学術調査報
告書』，坂井市教育委員会，pp155-157，2019年3月

５　学会・外部研究会発表
箱﨑真隆「2つの新しい年輪年代法の登場と日本の埋没林が果たす役割」第33回日本植生史学会大会，滋賀県
立琵琶湖博物館，2018年11月10日（招待公演）
箱﨑真隆「年代法としてみた酸素同位体比年輪年代法の優位性と今後の発展性について」地球研FR気候適応
史プロジェクト全体会議，総合地球環境学研究所，1月27日．
Yo Negishi, Kenichi Kobayashi, Masataka Hakozaki「Settlement Dynamics and Climate Change in the Final 
Jomon Period」『Jomon Transitions in Comparative Context: complexity, materiality, ritual and demography 
among prehistoric complex foragers in Japan and Europe』University of Cambridge，2019年1月11日（イギ
リス）
箱﨑真隆・木村勝彦・佐野雅規・光谷拓実・坂本稔・藤尾慎一郎・小林謙一・對馬あかね・李貞・中塚武「酸
素同位体比標準年輪曲線の構築・延長に向けた研究の現状と展望」2018年度「樹木年輪」研究会，森林総合研
究所，2018年12月1日．
箱﨑真隆「2つの新しい年輪年代法の登場と縄文時代の年代測定高精度化に向けた研究」科研費基盤B「東ア
ジア新石器文化の実年代体系化による環境変動と生業・社会変化過程の解明」研究会，東京大学総合研究博物
館，11月18日．
箱﨑真隆・坂本稔・木村勝彦・佐野雅規・奥野充・中塚武・中村俊夫「榛名山5世紀噴火(Hr-FA)と十和田カル
デラ10世紀噴火(To-a)の年代学的再検討の必要性」国際火山噴火史情報研究集会2018-1，ふじのくに地球環境
史ミュージアム，2018年7月21日
中村俊夫・増田公明・三宅芙沙・箱﨑真隆・奥野充「日本産樹木年輪の14Cオフセット」国際火山噴火史情報
研究集会2018-1，ふじのくに地球環境史ミュージアム，2018年7月21日
奥野充・八塚槙也・木村勝彦・坂本稔・箱﨑真隆・洪完・三宅芙沙・増田公明・中村俊夫「14Cスパイク法に
よるB-Tmテフラの精密年代と相関係数マッチング法の検討」国際火山噴火史情報研究集会2018-1，ふじのく
に地球環境史ミュージアム，2018年7月21日
箱﨑真隆・能城修一・佐野雅規・木村勝彦・坂本稔・中塚武「静岡県裾野市茶畑山から発見された約3万年前
の埋没木」国際火山噴火史情報研究集会2018-1，ふじのくに地球環境史ミュージアム，2018年7月21日
佐野雅規・Seo Jeong-Wook・箱﨑真隆・對馬あかね・李貞・木村勝彦・安江恒・中塚武「日韓考古木材の年
代決定に向けた年輪酸素同位体比データベースの構築」日本文化財科学会第35回大会，奈良女子大学，2018年
7月6日
工藤雄一郎，坂本稔，箱﨑真隆「遺跡発掘調査報告書放射性炭素年代測定データベースについて」日本文化財
科学会第35回大会，奈良女子大学，2018年7月6日
坂本稔・中尾七重・箱﨑真隆・門叶冬樹「近世日本産樹木年輪の単年輪炭素14年代測定」日本文化財科学会第
35回大会，奈良女子大学，2018年7月6日
箱﨑真隆「酸素同位体比年輪年代法の現状と北日本における年輪炭素14測定の状況」科研費基盤A「単年輪
14C測定による較正曲線の地域効果・微細構造の解明」研究会，東京大学総合研究博物館，6月27日．
Okuno M, Hakozaki M, Miyake F, Kimura K, Masuda K, Sakamoto M, Hong W, Yatsuzuka S, Nakamura 
T「Chronological significance of 14C spike and precise age determination of the B-Tm Tephra, China/ 
North Korea」The 23rd International Radiocarbon Conference，Norwegian University of Science and 
Technology，　2018年6月17日（ノルウェー）
Miyake F, Masuda K, Nakamura T, Tokonai F, Moriya T, Takeyama M, Kimura K, Hakozaki M, Mitsutani 
T, Jull T, Panyushkina I「Annual cosmic ray events shown in carbon-14 data from the BC 10th to AD 
14th century」The 23rd International Radiocarbon Conference，Norwegian University of Science and 
Technology，2018年6月17日（ノルウェー）
Moriya T, Miyahara H, Ohyama M, Hakozaki M, Takeyama M, Tokanai F「Variation of the 11-year 
solar cycle before the onset of the Spoerer minimum」The 23rd International Radiocarbon Conference，
Norwegian University of Science and Technology，2018年6月17日（ノルウェー）
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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「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）
　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（新学術）「考古学データによるヤポネシア人の歴史の解明」（研究代表者：藤尾慎一郎，
2018～2022年度）研究協力者
科学研究費補助金（基盤B）「東アジア新石器文化の実年代体系化による環境変動と生業・社会変化過程の解明」

（研究代表者：小林謙一，2018～2022年度）研究分担者
科学研究費補助金（基盤A）「単年輪14C測定による較正曲線の地域効果・微細構造の解明」（研究代表者：坂
本　稔，2018～2021年度）研究分担者
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）研究協力者
科学研究費補助金（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
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
国立慶州文化財研究所公募研究「慶州月城(堀)築造年代究明のための年代測定学的分析研究」（研究代表者：李
昌煕（釜山大学），2018年度）研究協力者

三　社会活動等

２　講演・カルチャーセンターなど
箱﨑真隆「日本で生まれた2つの新しい年輪年代法の成果と展望」，鎌足むかし発見講座，木更津市鎌足公民館，
木更津市教育委員会，2019年3月14日．

３　マスコミ
　（1）テレビ

NHK福井放送局ニュース（午後0時）「丸岡城天守は国内最古ならず」，2019年3月27日．
https://www3.nhk.or.jp/lnews/fukui/20190327/3050001759.html
報道ステーション「現存最古の城ではなかった・・・福井・丸岡城」，2019年3月27日．
https://www.tv-asahi.co.jp/hst/news/detail.php?news_id=2995
https://m.youtube.com/watch?v=Q2eUGrSOxu8

　（2）新聞
毎日新聞「纒向遺跡（奈良県桜井市）のモモの種　真の年代はどこに？」，2018年6月18日．
https://mainichi.jp/articles/20180618/dde/014/040/002000c?fbclid=IwAR1d0nXV6TuxYDNwEF7lcvRn2R
YZqFQ-Jx3PMue1Mf-GyoNWOlfxgXy_AKM
読売新聞「裾野の巨木　3万年前の木」，2018年6月30日．
静岡新聞「氷河期の木、裾野で出土　「３万年前」語る一級資料」，2018年7月5日．
http://www.at-s.com/news/article/topics/shizuoka/510949.html?fbclid=IwAR0Tryoiw3oxXNTG-BCSGGL

291

Ⅴ　教員の研究・調査活動



はこざき

NZElWHpCYDbfa80sfoKL7r4HtKb6th1NPO0Y
毎日新聞「最古じゃなかった　丸岡城天守は寛永年間に建造　坂井市教委調査」，2019年3月26日．
https://mainichi.jp/articles/20190326/k00/00m/040/324000c
毎日新聞「丸岡城　天守、最古にあらず　国宝化へピンチ？」，2019年3月27日．
https://mainichi.jp/articles/20190327/ddn/041/040/019000c
福井新聞「丸岡城の天守、最古でない可能性 戦国時代でなく江戸時代の建築」，2019年3月27日．
https://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/823523
共同通信「福井県の丸岡城、日本最古でない　天守の部材調査で判明」，2019年3月27日．
https://this.kiji.is/483609145567642721
信濃毎日新聞「松本城の天守が「最古」？　福井・丸岡城は寛永年間建造と判明」，2019年3月28日．
https://www.shinmai.co.jp/news/nagano/20190328/KT190327FTI090013000.php
中日新聞「丸岡城天守、最古覆る　坂井市教委調査で明らかに」，2019年3月28日．
https://www.chunichi.co.jp/article/fukui/20190328/CK2019032802000037.html

　（3）雑誌
歴史道Vol.3（週刊朝日ムック）「重要文化財丸岡城（現存十二天守⑥）」，『日本の城とは何か』，朝日新聞出版，
2019年3月29日．

４　社会連携
株式会社パレオ・ラボ　受託研究1件

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
　　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
　（1）研究報告

箱﨑真隆「酸素同位体比年輪年代法に基づく北海道上ノ国町勝山館跡出土木材の年代測定と産地推定」，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～」第9回研究会，
国立歴史民俗博物館，3月24日．
箱﨑真隆「酸素同位体比年輪年代法と14Cウィグルマッチング法に基づく慶州月城出土木柱の年代測定」国
際交流事業（協力先：国立慶州文化財研究所）研究発表会，国立歴史民俗博物館，1月30日．
箱﨑真隆「酸素同位体比年輪年代法とは何か？-その確立経緯と成果について-」科研費新学術「考古学デー
タによるヤポネシア人の歴史の解明」研究会，国立歴史民俗博物館，1月25日． 
箱﨑真隆「2つの新しい年輪年代法による研究事例の紹介：白頭山10世紀噴火(B-Tm)の年代確定・十和田カ
ルデラ10世紀噴火(To-a)年代の再検討・高屋敷館遺跡出土橋脚木柱の年代確定」，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～」第7回研究会，国立歴史民俗博物館，
10月14日．

　（2）調査・視察
自然埋没木サンプリング調査 於 裾野市茶畑山．2018年6月20日．
建築古材年輪年代調査 於 国立歴史民俗博物館収蔵庫．2018年8月6-9日．
遺跡出土木材サンプリング調査 於 秋田県埋蔵文化財センター．2018年8月19-20日．
遺跡出土木材サンプリング調査 於 熊本市教育委員会収蔵庫．2018年9月3日．
遺跡出土木材サンプリング調査 於 久留米市教育委員会収蔵庫．2018年9月4-5日．
遺跡出土木材サンプリング調査 於 国立慶州文化財研究所．2018年9月16-18日．
遺跡出土木材サンプリング調査 於 東広島市文化課美術館．2018年9月20-21日．
遺跡出土木材視察調査 於 小樽市教育委員会収蔵庫．2018年10月5日．
遺跡出土木材サンプリング調査 於 余市町歴史民俗資料館．2018年10月5日．
遺跡出土木材視察調査 於 北本市教育委員会収蔵庫．2018年10月17日．
遺跡出土木材視察調査 於 印旛郡市文化財センター．2018年11月7日．
自然埋没木視察調査 於 若狭三方縄文博物館．2018年11月12日．
遺跡出土木材サンプリング調査 於 北本市教育委員会収蔵庫．2019年2月21日．
遺跡出土木材サンプリング調査 於 岡山県古代吉備文化財センター．2019年3月6日．
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遺跡出土木材視察調査 於 埼玉県文化財収蔵施設．2019年3月13日．
４　その他

査読
日本植生史学会「植生史研究」1件
日本第四紀学会「第四紀研究」2件
東京地学協会「地学雑誌」1件

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
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。

●2018年度の研究教育活動

一　研究業績

３　調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集，辞典など
　　葉山茂「祝宮静の豆州内浦漁民資料調査にみる水産史研究の展開」『国際常民文化研究叢書』13巻，pp.249-

262，2019年3月
　　葉山茂，「被災した民間所在資料から地域文化を読み解く」，ブックレット『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，pp.60-75，2018年12月
　　葉山茂，「被災した家財の資料化作業を通して地域をみつめる ─宮城県気仙沼市の事例から」，ブックレット

『「新しい文化研究の可能性を求めて」vol.8市民とともに地域を学ぶ─日本と台湾にみる地域文化の活用術』，
人間文化研究機構広領域基幹連携型研究プロジェクト「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」・麻生玲子・葉山茂編集（呂理政・呂怡屏・邱君妮・原田走一郎・葉山茂・西村慎太郎・日高真吾・
黄貞燕著），pp.88-107，2019年3月

　　葉山茂『地域文化研究フィールドノーツ2　物質文化を救う意味─気仙沼市小々汐の現場から─』，全150頁，
2019年3月

　　葉山茂・麻生玲子編集（小池淳一・木部暢子・寺村裕史・西村慎太郎・窪田順平・奥村弘著），ブックレット『「新
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しい文化研究の可能性を求めて」vol.7地域文化をはぐくむ』，2019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

葉山茂，歴博研究映像「モノ語る人びと─津波被災地・気仙沼から」DVD（国立歴史民俗博物館）63分，
2019年3月
葉山茂，National Museum of Japanese History Studies Film"The Reminder: The Life and Items in Kesennuma, 
A Tsunami-Hit Area"DVD（国立歴史民俗博物館）63分，2019年3月

５　学会・外部研究会発表
　　葉山茂「祝宮静の豆州内浦漁民資料調査にみる水産史研究の展開」神奈川大学国際常民文化研究所主催『再考　

アチック・ミューゼアムの水産史研究─"ハーモニアス・デヴェロップメント"の実像』（研究代表：加藤幸治），
2018年7月7日

　　葉山茂「津波常習地における災害と生業の再編・地域変容」南山大学人類学研究所『シンポジウム「自然災害
と共に生きるための知恵─復興と生業の変化─」』，2018年12月23日

　　葉山茂「被災地における文化の継承と再創造に向けた課題」弘前大学人文社会科学部『フォーラム「東日本大
震災からの復興を考える」』，2019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
　　　 「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
　　　 「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」
５　教育
　　 葉山茂「被災した民間所在資料から地域文化を読み解く」京都造形芸術大学『「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」リレー講義』，2018年6月20日
　　 葉山茂「映像上映会「モノ語る人びと─津波被災地・気仙沼から」（歴博研究映像アンコール上映会）」熊本大

学人文学部『民俗概論Ｉ』，2018年10月31日

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
　　葉山茂「被災した家財の資料化作業を通して地域をみつめる ─宮城県気仙沼市の事例から」，第34回人文機構

シンポジウム　国際シンポジウム「市民とともに地域を学ぶ─日本と台湾にみる地域文化の活用術」（2018年
11月10日）

４　社会連携
　③　講演会・シンポジウム
　　　 葉山茂「映像上映会「モノ語る人びと─津波被災地・気仙沼から」（歴博研究映像アンコール上映会）」新潟

県立歴史博物館講堂，2018年10月21日
葉山茂「気仙沼市における文化財レスキュー活動とその意義」『けせんぬま学講座「資料保存から地域文化
の再発見へ」』2019年1月19日

　
四　活動報告
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はしもと

[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2019年3月時点で550万文字の近世史料が翻刻され，KuLAは2016年の公開後12万回
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：「歴史情報学の教科書」文学通信，2019年３月
２．【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
３．【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）
４．【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）
５．【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）
６．【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）

●2018年度の研究教育活動

一　研究業績

１　著書
　　共著『歴史情報学の教科書』第4章「歴史データをひらくこと─オープンデータ」, 第5章「歴史データをひら

くことークラウドの可能性」，文学通信，pp.56-90，2019年3月31日
２　論文
　　「A Survey of Digital Approaches to the Large-scale Transcription of Pre-modern Japanese Documents」

『Integrated Studies of Cultural and Research Resources』，National Museum of Japanese History，2019年３月，
アメリカ，（査読有）　　

　　「『みんなで翻刻』プロジェクト」『日本歴史』848，吉川弘文館，2018年12月25日
５　学会・外部研究会発表
　　「オンライン市民参加による大規模史料翻刻」第8回 知識・芸術・文化情報学研究会，立命館大学，2019年1月

26日
橋本　雄太, 宮川　真弥「日本語文献史料の構造化記述のための 軽量マークアップ言語の開発」人文科学とコ
ンピューターシンポジウム2018，東京大学地震研究所，2018年12月1日（査読有）

「300 人で読んだ地震史料─「みんなで翻刻」 の取組─」シンポジウム：地域史料から地震学へのアプローチ，
東京大学，2018年11月30日

「デジタルアーカイブの研究事例─みんなで翻刻を中心に─」第20回図書館総合展 国立国会図書館フォーラム，
パシフィコ横浜，2018年10月30日

「Digital Humanities Approaches to the Study of Historical Earthquakes」Monumenta Nipponica 80th 
Anniversary Symposium，上智大学，2018年10月6日

295

Ⅴ　教員の研究・調査活動



たきがみ

　　「A Markdown Approach for the Diffusion of TEI Usage in Classical Japanese Studies」TEI Conference & 
Members' Meeting 2018 in Tokyo，一橋大学一橋講堂，2019年2月9日（査読有）

　　「The Role of Academic Institutions in Supporting Citizen Science : A Historical Seismology Case Study」
DSIR2018，米子コンベンションセンター，2018年7月9日（査読有）

　　「Minna de Honkoku: Learning-driven Crowdsourced Transcription of Pre-modern Japanese Earthquake 
Records」Digital Humanities 2018，メキシコ・メキシコシティ，2018年6月30日（査読有）

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）
２　外部資金による研究
　　科学研究費補助金若手研究「クラウドソーシングと機械学習を統合した歴史資料翻刻システムの開発」（2018

～2019年度）
５　教育　　  

大学非常勤講師：京都大学文学部情報技術演習II（集中講義）

三　社会活動等

２　講演・カルチャーセンターなど
　　「市民参加で読む地震史料」第412回歴博講演会，国立歴史民俗博物館，2019年1月12日
　　「人文情報学と史料解読の未来」国立歴史民俗博物館友の会発足35周年記念講演会，国立歴史民俗博物館，

2018年11月4日

四　活動報告

１　受賞歴
2019年3月  デジタルアーカイブ学会 2018年度 実践賞
2018年6月  The Alliances of Digital Humanities Organizations (ADHO) Paul Fortier Prize shortlisted
2018年6月  アート・ドキュメンテーション学会 野上紘子記念アート・ドキュメンテーション学会賞（受賞者：
京都大学古地震研究会）

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
　　地震史料の市民参加型翻刻プロジェクト『みんなで翻刻』の進捗は順調に推移しており，参加者数は4600人を

超えている。これまでに翻刻された史料は481点（約7,500コマ）となり，東京大学地震研の所蔵する和古書約
500点の全文翻刻も射程に入りつつある．また、本年度はKH Coderを使用したテキスト解析に取り組み、『じ
んもんこん2018』等の学会で成果を報告した。

[プロジェクト研究員]

瀧上　舞　TAKIGAMI Mai　プロジェクト研究員（2018.11 ～　）

【学歴】名古屋大学理学部卒業（2007年3月），東京大学新領域創成科学研究科先端生命科学専攻修士課程修了(2009
年3月)，東京大学新領域創成科学研究科先端生命科学専攻博士課程単位取得退学（2012年3月），同上修了（2015年3月）

【職歴】日本学術振興会特別研究員（DC1）（2009年4月-2012年3月），日本学術振興会特別研究員（PD）（2011年4
月-2015年3月），山形大学学術研究員（2015年4月-現在），山形大学プロジェクト教員（講師）（2018年7月-現在），
大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究部プロジェクト研究員（2018.11月-現在）

【学位】博士（生命科学）（東京大学）（2015年3月取得）
【専門分野】生物考古学，文化財科学，同位体生態学，人類学
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たきがみ

【主な研究テーマ】アンデス地域におけるラクダ科動物飼育とトウモロコシ栽培の伝播と利用変遷の研究，先史日
本における古人骨の年代学的研究

【所属学会】文化財科学会，古代アメリカ学会，人類学会，Society for American Archaeology
【研究目的・研究状況・メールアドレス（任意）】
人類の多様な環境への適応と社会発展との関連性について探求している。特に，生物考古学資料を用いた同位体生
態学的調査により食物資源の獲得戦略の変遷に注目している。

●主要業績

1．【 論 文 】Mai Takigami, Kazuhiro. Uzawa, Yuji Seki, Daniel Morales Chocano & Minoru Yoneda, “Isotopic 
Evidence for Camelid Husbandry During the Formative Period at the Pacopampa Site, Peru.”, 
Environmental Archaeology, in press, 2019. DOI: 10.1080/14614103.2019.1586091.（査読有）

2．【論文】瀧上舞, “アンデス文明における食性変化─ナスカ地域の事例より─”, 古代文化, 公益財団法人古代学協会, 
第69巻第1号, pp. 73-83, 2017年（査読有）

3．【論文】Mai Takigami, Izumi Shimada, Rafael Segura, Hiroyuki Matsuzaki, Fuyuki Tokanai, Kazuhiro Kato, 
Hitoshi Mukai, Omori Takayuki and Minoru Yoneda, “Assessing the Chronology and Rewrapping of 
Funerary Bundles at the pre-Hispanic Religious Center of Pachacamac, Peru.”, Latin American Antiquity, 
vol. 25(3), pp. 322-343, 2014.（査読有）

4．【著書（分担・共著）】瀧上舞・米田穣，「食料へのアクセスと権力生成」，関雄二（編）『アンデス文明─神殿か
ら読み取る権力の世界』，臨川書店，pp.291-317，2017年

5．【著書（分担・共著）】瀧上舞・米田穣，「ナスカ砂漠に生たる人々と食性の変化」，青山和夫・ 米延仁志・坂井
正人・ 高宮広土（編）『文明の盛衰と環境変動 ‒マヤ・アステカ・ナスカ・琉球の新しい歴史像-』，岩波書店，
pp.157-171，2014年

●2018年度の研究教育活動

一　研究業績

２　論文
Mai Takigami, Kazuhiro. Uzawa, Yuji Seki, Daniel Morales Chocano & Minoru Yoneda, “Isotopic Evidence 
for Camelid Husbandry During the Formative Period at the Pacopampa Site, Peru.”, Environmental 
Archaeology, in press, 2019. DOI: 10.1080/14614103.2019.1586091.（査読有）
Tomohito Nagaoka, Mai Takigami, Yuji Seki, Kazuhiro Uzawa, Diana Alemán Paredes, Percy Santiago 
Andía Roldán, Daniel Morales Chocano, “Bioarchaeological evidence of decapitation from Pacopampa in the 
northern Peruvian highlands.”, PLoS ONE 14(1): e0210458, 2018. DOI: 10.1371/journal.pone.0210458. （査読有）

二　主な研究教育活動

２　外部資金による研究
科学研究費補助金（新学術）「考古学データによるヤポネシア人の歴史の解明」（研究代表者：藤尾慎一郎，
2018～2022年度）研究協力者
科学研究費補助金（新学術）「古代アメリカの比較文明論」（研究代表者：坂井正人，2014～2018年度）研究分
担者
科学研究費補助金（基盤A）「アンデス文明における権力生成と社会的記憶の構築」（研究代表者：關雄二, 
2016～2019年度）研究分担者
科学研究費補助金（基盤B）「生物考古学資料にもとづく古代アンデス社会の複雑化過程の解明」（研究代表者：
鵜澤和宏, 2016～2019年度）研究分担者
希有の会平成29年度若手研究助成「ナスカ地域における食性時代変遷と地域格差に関する調査」

５　教育
非常勤講師（分担）専修大学学際科目106

三　社会活動等

２　講演・カルチャーセンターなど
日本アンデス調査60周年記念シンポジウム『日本アンデス調査団と山形大学ナスカ・プロジェクト』研究成果
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のむら

報告「ナスカ地域における古食性調査」2018年6月23日
３　マスコミ

テレビ：シリーズ　知られざる古代文明「発見！ナスカ・大地に隠された未知なる地上絵」（インタビュー）（NHK 
BSプレミアム, 2016年12月3日）［再放送］2019年2月3日（日）後13:45～15:14＜NHK BS4K＞, 2019年2月5日（火）
後12:00～13:29＜NHK BS4K＞, 2019年3月18日（月）後3:30～4:59＜BSプレミアム＞, 2019年4月4日（木）後4:30
～5:59＜NHK BS4K＞

四　活動報告

３　研究・調査プロジェクト報告
研究
2018年11月11日科研会議：新学術『考古学データによるヤポネシア人の歴史の解明』全体集会
2018年12月21日第8回同位体環境学シンポジウム「ナスカ地域ベンティーヤ遺跡におけるヒトと動物の出身地
推定」瀧上 舞, 坂井 正人, Jorge Olano, 米田 穣
2019年1月25日科研会議：新学術『考古学データによるヤポネシア人の歴史の解明』第二回考古班会議「古人
骨の年代測定ー鹿児島県大池B遺跡出土人骨の事例ー」
2019年2月16日科研会議：新学術『古代アメリカの比較文明論』全体集会
2019年2月24-25日科研会議：基盤A「アンデス文明における権力生成と社会的記憶の構築」・基盤B「生物考古
学資料にもとづく古代アンデス社会の複雑化過程の解明」合同調査報告会「パコパンパ人骨の同位体分析─
2018年度調査報告」
調査
2018年8月4日-9月14日ペルー遺跡出土古獣骨調査（ペルー）
2018年11月5日遺跡出土古人骨サンプリング調査（近畿大学）
2019年3月19日遺跡出土古魚骨サンプリング調査・現生海生食物サンプリング（鳥取県埋蔵文化財センター青
谷調査室）

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

●2018年度の研究教育活動

二　主な研究教育活動

１　主な共同研究等参加状況
　①　歴博

メタ資料学研究センターにおいて，「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」事業に関する国際的な活動に従事．研究広報等の英語化，歴博国際研究集会「アート・歴史分野にお
ける国際的な標準語彙（ボキャブラリ）の活用─Getty Vocabulary Programの活動と日本」の関連業務，
Getty Vocabulary Programの語彙翻訳等に取り組む.
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