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3. その他の研究 

 

（1）講談記録作成協力事業（芸能部） 

1997（平成 9）年 5 月 27 日付けで、文化庁長官より記録作成等の措置を講ずべき無形文化財として選択された「講

談」について、平成 13年度から記録作成事業が実施されている。事業の実施主体は、文化庁からの委嘱を受けた「講

談調査推進委員会」（田邊孝治会長）であり、その協力依頼に基づいて、当研究所芸能部の実演記録用舞台を使用し

て、以下のような記録作成を実施した。 
 一龍斎貞水、宝井馬琴という当代講談界の重鎮に、通常の寄席では口演機会の少なくなった続きものを依頼し、貴

重な記録となっている。 
 

2004 年 7 月 15 日   宝井 馬琴『源平盛衰記』箙の梅     『源平盛衰記』那須与一 
  2004 年 7月 21 日   一龍斎貞水『天明七星談』御鶴お成り   『緑林五漢録』業平金五郎の召捕り 
  2004 年 9月 28 日   宝井 馬琴『源平盛衰記』青葉の笛    『源平盛衰記』藤戸 
  2004 年 10 月 12 日   一龍斎貞水『天明七星談』佐野の離別   『緑林五漢録』浅草田圃 
  2005 年 1月 18 日   宝井 馬琴『源平盛衰記』木曽義仲最期  『源平盛衰記』吉野落ち 
 2005 年 3月 8 日    一龍斎貞水『天明七星談』佐野の刃傷   『緑林五漢録』天狗小僧霧太郎 

 
 
（2）所外経費による調査指導 

運営費交付金・文部科学省科学研究費補助金・受託調査研究費などの経費によらずに調査指導等を行った事例は下

記の通りである。 

 
氏      名 期  間 調     査     先 目            的 
青木 繁夫 16. 7.15 群馬県立歴史博物館 重要文化財八幡観音塚古墳出土品調査 
青木 繁夫 16. 7.29 高崎市観音塚考古資料館 観音塚考古資料館収蔵品の保存指導 
青木 繁夫 16. 9.15 平等院 国宝阿弥陀如来坐像・天蓋修理委員会出席 
青木 繁夫 16.12. 2 国立歴史民俗博物館 文化庁歴史民俗資料館等専門職員研修会講師 

青木 繁夫 17. 2. 8～ 2. 9 高松塚古墳、奈良文化財研

究所 高松塚古墳発掘調査及び壁画保存打合せ 

青木 繁夫 17. 3.23 平等院 国宝阿弥陀如来坐像・天蓋修理委員会出席 
石崎 武志 16. 5.26 京都大学 特別講演会出席 

石崎 武志 16. 9. 1～ 9. 2 九州国立博物館建設地 展示ケース気密性能測定実験及び「博物館科学微細分析

調査」等の指導・助言 
石崎 武志 16. 9.13～ 9.14 奈良文化財研究所 キトラ古墳の保存・活用等に関する調査研究委員会出席 
石崎 武志 16. 9.17 京都国立博物館 京都国立博物館将来構想検討委員会出席 
石崎 武志 16.11.24 京都国立博物館 京都国立博物館将来構想検討委員会出席 

石崎 武志 16.11.30 高松塚古墳、奈良文化財研

究所 高松塚古墳壁画現地調査及び作業部会 

石崎 武志 17. 1. 5～ 1. 7 高松塚古墳 ボーリング調査 

石崎 武志 17. 2. 8～ 2. 9 高松塚古墳、奈良文化財研

究所 高松塚古墳現地説明会及び壁画保存打合せ 

石崎 武志 17. 3.15 曳山博物館 曳山保存専門委員会出席 

稲葉 信子 16.11.14 キャンパスプラザ京都 京都市主催世界遺産登録 10 周年記念事業文化財シンポ

ジウム「世界遺産都市京都の再発見」講師 
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氏      名 期  間 調     査     先 目            的 
犬塚 将英 17. 1. 5～ 1. 7 高松塚古墳 周辺の土質調査及び石郭の含水率測定 
犬塚 将英 17. 1.13～ 1.14 浦添市美術館 首里城所蔵品の科学的調査 
内田 昭人 16. 4.18～ 4.19 フゴッペ洞窟 史跡フゴッペ洞窟保存施設調査 
内田 昭人 16. 7.29～ 7.30 斑鳩町中央公民館 第 18 回史跡藤ノ木古墳整備検討委員会出席 
内田 昭人 16.11. 8～11. 9 斑鳩町役場 第 19 回史跡藤ノ木古墳整備検討委員会出席 
内田 昭人 16.11.25～11.26 盛岡城跡 史跡盛岡城跡保存整備現地指導 
内田 昭人 17. 3.14～ 3.15 防災科学技術研究所 木造建物の耐震性向上合同会議出席 
内田 昭人 17. 3.30～ 3.31 身延山久遠寺 五重塔再建の技術問題に関わる現地調査 
岡田  健 16. 7.15～7.16 エル・おおさか南館 平成 16 年度文化財講座講師 
加藤  寛 16. 5.31 京都国立博物館 第 26 回京都国立博物館文化財保存修理所運営委員会出席 
加藤  寛 16. 6.30～ 7. 1 石川県立美術館 石川県文化財保存修復工房運営委員会出席 
加藤  寛 16. 8.26～ 8.27 土佐山内家宝物資料館 土佐山内家宝物資料館資料購入審査会出席 
加藤  寛 16.11. 8～11. 9 奈良国立博物館 蔦細道蒔絵文台・硯箱の修復指導 
加藤  寛 16.12.24 田中本家博物館 「二十四孝之図」の損傷状態調査 
加藤  寛 17. 3. 3 奈良国立博物館 奈良国立博物館文化財保存修理所運営委員会出席 

加藤  寛 17. 3. 4 産業技術記念館 「トヨタコレクション展」展示・広報ワーキング委員会出

席 

加藤 雅人 16.11.13 国立京都国際会館 国際シンポジウム「21世紀の敦煌学―写本研究の展望」パ

ネリスト、講師 
鎌倉 惠子 17. 3.11 近松研究所 園田学園女子大学近松研究所合同研究会出席 
川野邊 渉 16. 4. 6～ 4. 7 高松塚古墳 壁画調査 
川野邊 渉 16. 4.14～ 4.15 臼杵磨崖仏 臼杵磨崖仏の修理指導 
川野邊 渉 16. 5.25 称名寺 称名寺境内平橋・反橋の劣化状況調査 
川野邊 渉 16. 5.26～ 5.27 熊野磨崖仏、鍋山磨崖仏 熊野磨崖仏の保全等に関わる調査指導 

川野邊 渉 16. 9.13～ 9.14 奈良文化財研究所 キトラ古墳保存ワーキンググループ及びキトラ古墳の保

存・活用等に関する調査研究委員会出席 
川野邊 渉 16. 9.22 高松塚古墳 壁画調査 
川野邊 渉 16.10. 7～10. 8 熊野磨崖仏、鍋山磨崖仏 熊野磨崖仏の保全等に関わる調査指導 
川野邊 渉 16.10.13～10.14 京都国立博物館 平成 16 年度修理技術者資格試験準備部会出席 
川野邊 渉 16.10.24～10.25 カヤ興産加悦SL 広場 文化財（歴史資料）調査 
川野邊 渉 16.11. 4 平等院 扉絵の保存方法に関する協議 

川野邊 渉 16.11.30 高松塚古墳、奈良文化財研

究所 高松塚古墳壁画現地調査及び作業部会 

川野邊 渉 16.12. 3 奈良国立博物館内文化財

保存修理所 醍醐寺所有国宝渡海文殊図修理に伴う調査協力 

川野邊 渉 17. 1.21～ 1.22 京都国立博物館 平成 16 年度修理技術者資格試験 
川野邊 渉 17. 2. 9～ 2.10 臼杵磨崖仏 臼杵磨崖仏の修理指導 
川野邊 渉 17. 3. 1 称名寺 称名寺境内平橋・反橋の劣化状況調査 
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氏      名 期  間 調     査     先 目            的 

川野邊 渉 17. 3.28～ 3.29 京都国立博物館内の文化財

修理所 板絵の樹脂処理についての指導 

木川 りか 16. 9. 6～ 9. 7 高松塚古墳 壁画点検調査 
木川 りか 16. 9.22 高松塚古墳 壁画点検調査 
木川 りか 16. 9.29 国立歴史民俗博物館 国立歴史民俗博物館資料保存環境検討委員会出席 
木川 りか 16.10.26 高松塚古墳 石室内生物調査 
木川 りか 16.11. 4 ウェルサンピア岡崎 愛知県博物館等職員研修会講師 
木川 りか 16.11.30 高松塚古墳、奈良文化財研

究所 高松塚古墳壁画現地調査及び作業部会 

木川 りか 17. 2. 9 奈良文化財研究所 高松塚古墳に関する打合せ 
木川 りか 17. 2.22 国立民族学博物館 国立民族学博物館共同研究会出席 
木川 りか 17. 2.27 山口墨仁堂 重要文化財大法寺蔵仏画のカビ調査及び助言 
木川 りか 17. 3.24 国立歴史民俗博物館 国立歴史民俗博物館資料保存環境検討委員会出席 
朽津 信明 16. 4.18～ 4.19 フゴッペ洞窟 史跡フゴッペ洞窟保存施設調査 
朽津 信明 16. 5.26～ 5.27 山鹿市立博物館 弁慶ヶ穴古墳保存整備検討委員会出席 
朽津 信明 16. 6.30 腰巻横穴墓群、中田横穴、

白水阿弥陀堂 腰巻横穴墓群及び中田横穴等の鑑定及び調査指導 

朽津 信明 16. 8. 3～ 8. 4 臼杵磨崖仏 国宝臼杵磨崖仏保存環境調査及び研修生の指導 
朽津 信明 16.10.13～10.14 八代市文化財収蔵庫 古麓城跡出土五輪塔の保存方針及び保存処理に関する調査

指導 
朽津 信明 16.11.15～11.16 吉備国際大学 講演 
朽津 信明 17. 1.18～ 1.19 玖珠町教育委員会 八幡中学校遺跡出土の赤色顔料分析 

朽津 信明 17. 2.17～ 2.18 山鹿市立出土文化財センタ

ー 弁慶ヶ穴古墳保存整備に関する技術指導 

朽津 信明 17. 3.15～ 3.16 島根県古代文化センター 出雲大社神郷図復元CG 制作にともなう調査指導 

朽津 信明 17. 3.29 腰巻横穴墓群、いわき市考

古資料館 腰巻横穴墓群及び関連資料についての調査指導 

佐野 千絵 16. 5.19～ 5.20 高松塚古墳 保存修復作業 
佐野 千絵 16. 7.15 群馬県立歴史博物館 重要文化財八幡観音塚古墳出土品調査 

佐野 千絵 16. 7.27～ 7.28 峰定寺、東寺 重要文化財木造十一面千手観音坐像収蔵庫改修事業に関す

る助言 
佐野 千絵 16. 8.11～ 8.12 高松塚古墳 保存修復作業 
佐野 千絵 16. 8.20～ 8.21 香川県文化会館 保存環境調査 

佐野 千絵 16.10.29 
宗教法人福善寺、宗教法人

日本ハリストス正教会須賀

正教会 
文化財調査 

佐野 千絵 16.11.10 プラザ菜の花 平成 16 年度第 2 回千葉県文化財保護審議会出席 
佐野 千絵 16.11.11～11.12 伊丹市美術館 阪神間美術館博物館連絡協議会研修会講師 
佐野 千絵 17. 1.23～ 1.24 対馬市役所厳原支所 平成 16 年度宗家文庫資料等保存施設計画策定委員会出席 
佐野 千絵 17. 2. 9 奈良文化財研究所 高松塚古墳に関する打合せ 
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氏      名 期  間 調     査     先 目            的 
佐野 千絵 17. 2.24 京都国立近代美術館 美術館歴史博物館学芸員専門研修会講師 
佐野 千絵 17. 2.25～ 2.26 奈良国立博物館 奈良国立博物館文化財保存修理所研修講師 
佐野 千絵 17. 3.29～ 3.31 対馬市役所厳原支所 平成 16 年度宗家文庫資料等保存施設計画策定委員会出席 
皿井  舞 16. 7.26～ 8. 6 平等院 鳳凰堂壁画調査、撮影 
皿井  舞 16.11.26～11.28 京都大学 研究会討論会参加及び仏教彫刻調査 
皿井  舞 17. 1.11～ 1.14 平等院 鳳凰堂壁画調査、撮影 
皿井  舞 17. 1.17～ 1.21 平等院 鳳凰堂壁画調査、撮影 
皿井  舞 17. 1.24～ 1.28 平等院 鳳凰堂壁画調査、撮影 
皿井  舞 17. 2.14～ 2.18 平等院 鳳凰堂壁画調査、撮影 
皿井  舞 17. 2.21～ 2.26 平等院 鳳凰堂壁画調査、撮影 
皿井  舞 17. 3.22～ 3.24 平等院 仏後壁の科学的調査 
塩谷  純 16. 6. 6～ 6. 8 新潟県立近代美術館 黒田清輝巡回展・撤収作業 
塩谷  純 16. 7.20～ 7.21 滋賀県立近代美術館 黒田清輝「湖畔」展示作業 
城野 誠治 16. 7.28～ 8. 6 平等院 鳳凰堂壁画調査、撮影 
城野 誠治 17. 1.12～ 1.14 平等院 鳳凰堂壁画調査、撮影 
城野 誠治 17. 1.15 京都国立博物館 国宝修理装潢師連盟小研修会講師 
城野 誠治 17. 1.17～ 1.21 平等院 鳳凰堂壁画調査、撮影 
城野 誠治 17. 1.24～ 1.27 平等院 鳳凰堂壁画調査、撮影 
城野 誠治 17. 2.14～ 2.18 平等院 鳳凰堂壁画調査、撮影 
城野 誠治 17. 2.21～ 2.26 平等院 鳳凰堂壁画調査、撮影 
鈴木 規夫 16. 7. 2 キトラ古墳 石室内部の現地調査 
鈴木 規夫 16. 9. 3～ 9. 4 ホテルフジタ京都 『日本の美術』監修会議出席 
鈴木 規夫 16. 9.13～ 9.14 奈良文化財研究所 キトラ古墳の保存・活用等に関する調査研究委員会出席 
鈴木 規夫 16.10.22 ホテル談露館 山梨県文化財保護審議会出席 
鈴木 規夫 16.12.16～12.17 奈良国立博物館 文化財（美術工芸品）の修理に関する検討会出席 
鈴木 規夫 17. 3. 2 山梨県立美術館 山梨県文化財保護審議会出席 

鈴木 廣之 16. 5. 7～ 5. 8 芦屋市立美術博物館、芦屋

市議会、兵庫県立美術館 
芦屋市立美術博物館の活動要望書提出、美術史学会主催の

シンポジウム準備及び参加 

田中  淳 16. 8.29～ 8.30 滋賀県立近代美術館 「開館 20周年記念展 コピーの時代」における作品撤収指

導 
田中  淳 17. 2. 4～ 2. 5 岩手県立美術館 平成 16 年度美術品収集評価委員会出席 
津田 徹英 16. 7.30～ 7.31 千眼寺 奥州仏教文化圏における宗教彫像の基礎的調査研究 
津田 徹英 17. 2.10～ 2.12 妙法寺・五大力堂 茨城県内の仏像調査 

中野 照男 16. 7.24～ 7.25 名古屋大学 「交流と伝統の視点から見た仏教美術の研究―インドから

日本まで―」研究会参加 
中野 照男 16. 8. 2 四街道市教育委員会 平成 16 年度第 2 回四街道市文化財審議会出席 
中野 照男 16.10.22 四街道市教育委員会 四街道市文化財審議会現地調査 
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氏      名 期  間 調     査     先 目            的 

中野 照男 16.11.12 四街道市教育委員会、松戸

市立博物館 四街道市文化財審議会視察研修 

中野 照男 16.11.13～11.14 名古屋大学 「交流と伝統の視点から見た仏教美術の研究－インドから

日本まで－」研究会参加 
中野 照男 16.11.26 四街道市教育委員会 平成 16 年度第 3 回四街道市文化財審議会出席 

中野 照男 17. 1.29～ 1.30 名古屋大学 「交流と伝統の視点から見た仏教美術の研究－インドから

日本まで－」研究会参加 
萩原 寿郁 16. 9.13～ 9.14 奈良文化財研究所 キトラ古墳の保存・活用等に関する調査研究委員会出席 
早川 典子 16. 4. 5～ 4. 7 高松塚古墳 壁画調査 
早川 典子 16.10. 6 高松塚古墳 壁画保存のための窒素封入及び空調にかかる現地調査 

早川 典子 16.11.30 高松塚古墳、奈良文化財研

究所 
高松塚古墳壁画現地調査及び作業部会 

早川 典子 16.12. 3 奈良国立博物館内文化財

保存修理所 
醍醐寺所有国宝渡海文殊図修理に伴う調査協力 

早川 典子 16.12.21 飯能市教育委員会 常滑甕及び内容物の現地調査及び内容物の採取・分析 

早川 典子 17. 3.28～ 3.29 京都国立博物館内文化財

保存修理所 
板絵の樹脂処理についての指導 

早川 泰弘 16. 6. 1～ 6. 2 宇佐美松鶴堂 蛍光X線分析による顔料調査 

早川 泰弘 16. 7.27～ 7.28 平等院 平等院における彩色調査 
早川 泰弘 17. 1.11～ 1.13 浦添市美術館 首里城所蔵品の科学的調査 
早川 泰弘 17. 1.26～ 1.28 平等院 仏後壁の科学的調査 
早川 泰弘 17. 2.14～ 2.15 法界寺 四天柱絵の彩色材料調査 
早川 泰弘 17. 3.22～ 3.24 平等院 仏後壁の科学的調査 

俵木  悟 17. 2.21～ 2.22 国立民族学博物館 研究ワークショップ「伝統芸能の映像記録の可能性と課題」

参加 
二神 葉子 16. 5.15～ 5.16 立命館大学 日本文化財科学会第 21回大会での研究発表 
二神 葉子 16. 6.11～ 6.13 奈良大学 文化財保存修復学会第 26回大会での研究発表 

二神 葉子 16. 9.21 前二子塚古墳 史跡前二子塚古墳の三次元デジタル写真測量に関わる調査

研究 
三浦 定俊 16. 4. 8～ 4. 9 キトラ古墳 キトラ古墳現地視察 
三浦 定俊 16. 4.18～ 4.19 フゴッペ洞窟 史跡フゴッペ洞窟保存施設調査 
三浦 定俊 16. 6.23 愛知県美術館 平成 16 年度愛知県美術館運営会議出席 
三浦 定俊 16. 7. 9～ 7.10 中尊寺 金色堂保存状況調査 
三浦 定俊 16. 7.20～ 7.21 京都国立博物館 絵画資料調査 
三浦 定俊 16. 7.23 京都国立博物館 第 1 回国宝修理装潢師連盟初級研修会講師 
三浦 定俊 16. 7.27～ 7.28 平等院 鳳凰堂調査 

三浦 定俊 16. 9.13～ 9.14 奈良文化財研究所 キトラ古墳保存ワーキンググループ及びキトラ古墳の保

存・活用等に関する調査研究委員会出席 
三浦 定俊 16.11. 9～11.10 京都国立博物館 第 4 回指定文化財企画展示セミナー講師 

三浦 定俊 16.11.30 高松塚古墳、奈良文化財研

究所 高松塚古墳壁画現地調査及び作業部会 
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氏      名 期  間 調     査     先 目            的 
三浦 定俊 17. 2. 9～ 2.10 奈良文化財研究所 高松塚古墳に関する打合せ 

宮田 繁幸 16.10.19～10.24 奈良県新公会堂 国際会議「有形文化遺産と無形文化遺産の保護―統合的ア

プローチを目指して―」出席 

宮田 繁幸 16.12. 8～12. 9 秩父神社、秩父まつり会館 「無形文化遺産マネジメントのためのインベントリー作

成」参加 
森井 順之 16. 5.24～ 5.27 臼杵磨崖仏 国宝臼杵磨崖仏保存環境調査 

森井 順之 16. 8. 3～ 8. 7 鍋山磨崖仏、熊野磨崖仏、

臼杵磨崖仏 磨崖仏の保存修復に関する調査 

森井 順之 16.12. 1～12. 2 高松塚古墳 壁画保存調査 
森井 順之 16.12.12～12.15 臼杵磨崖仏、熊野磨崖仏 保存調査 
森井 順之 17. 2. 9～ 2.10 臼杵磨崖仏 磨崖仏の保存修復に関する調査 
山内 和也 16.11. 9～11.10 近畿大学 公開セミナーにおける講演 
山梨絵美子 16. 7.28～ 8. 6 平等院 鳳凰堂壁画調査、撮影 
山梨絵美子 16.10. 7 大分市美術館 大分市美術館収集委員会出席 
山梨絵美子 16.10. 8 静岡県立美術館 静岡県立美術館購入作品選定等 
山梨絵美子 17. 1.12～ 1.14 平等院 鳳凰堂壁画調査、撮影 
山梨絵美子 17. 1.17～ 1.18 平等院 鳳凰堂壁画調査、撮影 
山梨絵美子 17. 1.24～ 1.26 平等院 鳳凰堂壁画調査、撮影 
山梨絵美子 17. 1.27 大分市美術館 大分市美術館収集委員会出席 
山梨絵美子 17. 2.14 平等院 鳳凰堂壁画調査、撮影 
山梨絵美子 17. 2.21～ 2.26 平等院 鳳凰堂壁画調査、撮影 

山梨絵美子 17. 3. 4 産業技術記念館 「トヨタコレクション展」展示・広報ワーキング委員会出

席 
山梨絵美子 17. 3.22～ 3.24 名古屋タカシマヤ 東京国立博物館所蔵高野コレクション浅井忠展展示指導 
吉田 直人 16. 5.19～ 5.20 高松塚古墳、キトラ古墳 高松塚古墳及びキトラ古墳の調査 
吉田 直人 16. 8.11～ 8.12 高松塚古墳 壁画保存作業 
吉田 直人 17. 1.11～ 1.14 浦添市美術館 首里城所蔵品の科学的調査 
吉田 直人 17. 2.18～ 2.19 国際高等研究所 「考古科学」に関する研究会参加 
綿田  稔 16. 7.28～ 8. 6 平等院 鳳凰堂壁画調査、撮影 
綿田  稔 17. 1.13～ 1.14 平等院 鳳凰堂壁画調査、撮影 
綿田  稔 17. 1.17～ 1.20 平等院 鳳凰堂壁画調査、撮影 
 


