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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） 

平成 16 年度まで文化庁から委嘱を受けた「講談調査推進委員会」（田邊孝治会長）の協力依頼により行われていた

本事業は、17 年度からプロジェクト研究「伝統芸能の特殊な上演に関する調査研究」（①芸 01）の一部として実施

した。 
 詳細は、35頁を参照。 
 
（2）東京文化財研究所 70 年史編纂事業（⑥情 10-05-1/1） 
 
目  的 

1954（昭和 29）年 7月に当所の前身である東京国立文化財研究所が設立されて以来、当所の歴史を概観するもの

は『東京国立文化財研究所20 年のあゆみ』が刊行されている他は、各年度の事業を記した概要、年報が刊行されて

いるのみで、まとまった所史は編纂されていない。本事業は、東京国立文化財研究所の前身である帝国美術院附属美

術研究所が 1930（昭和 5）年 6 月に設立されてから 2005（平成 17）年で 75 周年を迎えたのを機に、当所の歴史を

跡づけ、記録を残すことを目的として、資料収集及びそのデータ化を図り、所史を編集するものである。 
 
概  要 
1）本プロジェクトの企画当初においては独立行政法人化までを所史の範囲と設定していたが、組織改変の経緯に鑑

み独立行政法人化後の第一期中期計画が終了する平成 17 年度までを範囲とし、当所の 75 年史として編纂すること

を所史編纂会議で決定した。 
2）『東京国立文化財研究所 20 年のあゆみ』、『東京国立文化財研究所要覧』『東京文化財研究所年報』など、既刊の

所史資料をデジタル化した。 
3）2）のデータをもとに、各部・センターの研究プロジェクト史についての資料を作成した。また、開所記念事業、

国際シンポジウム、公開講座等、事業的な事項を編年的にまとめた。 
4）資料の少ない戦前の研究所について、名誉研究員等に資料提供を依頼するとともに、インタヴューによる取材を

行った。また、国立公文書館、日本芸術院、東京国立博物館でも調査を行い、資料を収集した。 
国立公文書館74 件（マイクロ） 
日本芸術院 89 件 
東京国立博物館資料館 19件（マイクロ）・ 収蔵庫内 201 件 

5）所史に関連する美術懇話会、啓明会等に関する資料を収集した。 
6）所史編纂について会議を開き、目次として①沿革・機構、②調査研究、③事業（普及・公開・研修等）、④資料、

とすることとし、各部・センターで調査研究篇の一部の執筆に着手した。 
 
研究組織 
○三浦 定俊、山梨絵美子、中村 節子（以上、協力調整官―情報調整室）、伊藤 義雄（管理部）、*鈴木 廣之、

塩谷  純（以上、美術部）、飯島  満（芸能部）、佐野 千絵（保存科学部）、加藤  寛（修復技術部）、岡田  健

（国際文化財保存修復協力センター） 
*2005（平成 17）年 11 月まで 
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（3）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 17. 9.30 平等院 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 17.11.14 奈良文化財研究所 キトラ古墳保存委員会出席 

青木 繁夫 18. 2. 8～ 2. 9 奈良文化財研究所 国宝高松塚古墳壁画恒久保存対策検討会出席 

青木 繁夫 18. 2. 9～ 2.10 小村神社 国宝小村神社金銅大刀の保存調査 

青木 繁夫 18. 3.16 平等院 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 18. 2. 8～ 2. 9 奈良文化財研究所 国宝高松塚古墳壁画恒久保存対策検討会出席 

石崎 武志 18. 3. 2 石室解体実験場 第 2 実験場における天井石取り上げの視察 

石崎 武志 18. 3.14 静岡県立美術館 静岡県立美術館環境調査 

石崎 武志 18. 3.28 宮崎県西都原 遺跡の保存整備と保存科学技術に関する検討会出席 

稲葉 信子 17. 6. 1～ 6. 5 島根県大田市 文化庁・島根県他主催「鉱山遺跡の顕著な普遍的価値と

保存管理に関する専門家国際会議」出席 

稲葉 信子 17. 6.27 ユネスコ・アジア文化センタ

ー文化遺産保護協力事務所 平成 17 年度文化遺産保護協力事業委員会出席 

稲葉 信子 17. 8.25～ 8.28 白川村 「白川郷世界遺産 10 周年記念国際フォーラム」講師 

稲葉 信子 17.11. 8 富岡中央街づくり推進室 歴史的文化遺産を継承する街並み・まちづくり検討会第

1 回会議 

稲葉 信子 18. 1.23 京都国立近代美術館 文化庁主催 第 12 回美術館・歴史博物館学芸員専門研

修会講師 

稲葉 信子 18. 2.22 まちかど遊YOU プラザ 歴史的文化遺産を継承する街並み・まちづくり検討会第

3 回会議出席 

稲葉 信子 18. 2.27 ユネスコ・アジア文化センタ

ー文化遺産保護協力事務所 平成 17 年度文化遺産保護協力事業委員会出席 

岡田  健 18. 3.23～ 3.28 
奈良文化財研究所、唐招提

寺、京都国立博物館、九州国

立博物館 

シルクロード人材育成プログラムの中国国家文物局等

担当者招へいに伴う国内視察 

加藤  寛 17. 4.15～ 4.16 高知県立文学館 土佐山内家宝物調査 

加藤  寛 17. 6.15 京都国立博物館 第 27 回京都国立博物館文化財保存修理所運営委員会 

加藤  寛 17. 7. 6～ 7. 7 石川県立美術館 平成 17 年度石川県文化財保存修復工房運営委員会 

加藤  寛 17. 7. 8～ 7. 9 九州国立博物館 九州国立博物館文化財修理所運営委員会 

加藤  寛 17. 8. 5 平等院 国宝木造阿弥陀如来坐像保存修理事業の指導助言 

加藤  寛 17. 8.26～ 8.27 石川県輪島漆芸美術館 展示企画委員会 

加藤  寛 17. 8.30～ 8.31 立石寺 文化財（美術工芸品）の調査 

加藤  寛 17.10.24～
10.25 九州国立博物館 九州国立博物館の文化財保存修復施設に係る検討会議

出席 

加藤  寛 17.10.31～11.1 奈良国立博物館 三の丸尚蔵館所蔵「蔦細道蒔絵文台硯箱」の保存修復指

導助言 
加藤  寛 18. 2. 8～ 2. 9 奈良文化財研究所 国宝高松塚古墳壁画恒久保存対策検討会出席 
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氏      名 期  間 調     査     先 目            的 
加藤  寛 18. 3. 2 石室解体実験場 第 2 実験場における天井石取り上げの視察 

加藤 雅人 17.10.27～10.28 京都府立総合資料館 京都府行政文書の紙質調査 

加藤 雅人 17.12.19～12.21 
滋賀県県民情報室、八幡市

ふるさと学習館、京都府立

総合資料館 
行政文書の保存についての調査及び総合研究会出席 

加藤 雅人 18. 2.14～ 2.15 沖縄県公文書館、沖縄市歴

史資料室、沖縄県立図書館 沖縄県の行政文書の保存方法と保存状態についての調査 

鎌倉 惠子 17. 9.20 園田学園女子大学近松研

究所 日本近世演劇に関する合同研究会出席 

鎌倉 惠子 18. 3. 6 園田学園女子大学近松研

究所 日本近世演劇に関する合同研究会出席 

川野邊 渉 17. 4.26～ 4.28 熊野磨崖仏、鍋山磨崖仏、

臼杵磨崖仏 磨崖仏の保存環境調査 

川野邊 渉 17. 6.16 金沢城 金沢城石川門表門他７棟保存修理事業にかかわる指導助言 

川野邊 渉 17. 6.20～ 6.21 
ユネスコ・アジア文化セン

ター文化遺産保護協力事

務所 
国際会議開催準備のための会議 

川野邊 渉 17. 6.23～ 6.24 臼杵磨崖仏 臼杵磨崖仏調査 

川野邊 渉 17. 6.30～ 7. 1 愛媛県総合科学博物館 グレイトフォールズ型転炉保存状態調査 

川野邊 渉 17. 8. 5 平等院 国宝木造阿弥陀如来坐像保存修理事業の指導助言 

川野邊 渉 17. 8. 9 所沢航空発祥記念館 「航空遺産活用・保存等検討委員会」出席 

川野邊 渉 17. 8.25～ 8.26 京都市文化財建造物保存

技術研修センター 平成 17 年度文化財建造物修理主任技術者講習会講師 

川野邊 渉 17. 8.29～ 8.30 
ユネスコ・アジア文化セン

ター文化遺産保護協力事

務所 
国際会議開催準備のための会議 

川野邊 渉 17. 9. 8 所沢航空発祥記念館 「航空遺産活用・保存等検討委員会」出席 

川野邊 渉 17. 9.26～ 9.27 山口県文書館、宮崎県文書

センター 
山口県・宮崎県の行政文書の保存方法と保存状態について

の調査 
川野邊 渉 17.10.13 所沢航空発祥記念館 「航空遺産活用・保存等検討委員会」出席 

川野邊 渉 17.10.24～10.25 奈良文化財研究所 集団研修 2005 の講師 

川野邊 渉 17.10.27～10.28 臼杵磨崖仏 臼杵磨崖仏調査 

川野邊 渉 17.12. 5 平等院 天蓋の修理指導 

川野邊 渉 18. 1.12～ 1.13 臼杵磨崖仏 臼杵磨崖仏調査 

川野邊 渉 18. 1.20 所沢航空発祥記念館 「航空遺産活用・保存等検討委員会」出席 

川野邊 渉 18. 1.21～ 1.22 京都国立博物館 国宝修理装潢師連盟試験の面接委員 

川野邊 渉 18. 1.24～ 1.28 
ユネスコ・アジア文化セン

ター文化遺産保護協力事

務所 
国際会議出席 

川野邊 渉 18. 2.14～ 2.15 沖縄県公文書館、沖縄県立

図書館 史料保存環境調査 

川野邊 渉 18. 2.21 原爆ドーム 原爆ドーム健全度調査に伴う現場立会い 
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氏      名 期  間 調     査     先 目            的 
川野邊 渉 18. 3. 1～ 3. 2 臼杵磨崖仏 臼杵磨崖仏調査 

木川 りか 17. 9.30 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 17.12.26 環境省生物多様性センター IPM に係わる調査・助言 

木川 りか 18. 1.18 国立国会図書館関西館 国立国会図書館関西館職員研修講師 

木川 りか 18. 2.12～ 2.13 国立民族学博物館 国立民族学博物館共同研究会 

木川 りか 18. 3.13 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 17. 6. 8～ 6. 9 島根県立博物館 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. 7. 6 泉崎資料館 史跡泉崎横穴修復委員会出席 

朽津 信明 17. 7.15～ 7.16 出雲大社 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. 8.24～ 8.25 勝山町教育委員会 「當麻曼陀羅」の顔料分析及び顔料復元作業 

朽津 信明 17. 9. 1～ 9. 2 泉崎資料館 第 2 回史跡泉崎横穴修復委員会出席 

朽津 信明 17.11.28 泉崎資料館 第 3 回史跡泉崎横穴修復委員会出席 

朽津 信明 18. 3. 2～ 3. 3 綾塚古墳、宇土石棺群、袈

裟尾高塚古墳、椿山古墳 
石棺・石室・出土資料に付着する顔料、粘土目地の非破壊

分析 
佐野 千絵 17. 4.25～ 4.26 月輪寺 カビの処置に関する助言 

佐野 千絵 17. 5.18 二条城 館内環境調査 

佐野 千絵 17. 7. 6 宮崎県立美術館 宮崎県立美術館学芸担当職員研修会講師 

佐野 千絵 17. 7.14 
茂原市市立美術館・郷土資

料館、君津市立久留里城址

資料館 
千葉県指定文化財候補資料調査 

佐野 千絵 17. 7.28 埼玉県立博物館 埼玉県博物館連絡協議会前期研究会講師 

佐野 千絵 17. 8.22～ 8.24 対馬市役所厳原支所 平成 17 年度宗家文庫資料等保存施設計画策定委員会（第 1
回）出席 

佐野 千絵 17.10. 5～10. 6 荒神谷博物館 環境調査 

佐野 千絵 17.10.25 千葉県教育会館 平成 17 年度第 2 回千葉県文化財保護審議会 

佐野 千絵 17.11. 7 京都国立博物館 企画展示セミナー講師 

佐野 千絵 17.11.10～11.11 滋賀県庁 文化財保護強調月間研修会講師 

佐野 千絵 17.12.21 対馬市役所厳原支所 平成 17 年度宗家文庫資料等保存施設計画策定委員会（第 2
回）出席 

佐野 千絵 17.12.26 環境省生物多様性センター IPM に係わる調査・助言 

佐野 千絵 18. 1.17～ 1.18 沖縄県立博物館 環境調査 

佐野 千絵 18. 3. 2 石室解体実験場 第 2 実験場における天井石取り上げの視察 

皿井  舞 17. 7.30 京都大学文学部 研究会及び会議出席 

皿井  舞 18. 3. 1～ 3. 2 奈良国立博物館 奈良国立博物館共同研究による報告書打合せ 

皿井  舞 18. 3.27～ 3.28 東北大学文学部 デジタルアーカイブに関する講演 

塩谷  純 17. 7.12～ 7.15 徳島県立近代美術館 黒田清輝巡回展・展示作業 

城野 誠治 17. 4. 7～ 4. 8 九州国立博物館設立準備室 九州国立博物館写場照明機器仕様策定委員会出席 
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氏      名 期  間 調     査     先 目            的 
鈴木 規夫 17. 8.30～ 8.31 立石寺 文化財（美術工芸品）の調査 

鈴木 規夫 17. 9.16～ 9.17 ホテルフジタ京都 『日本の美術』監修会議出席 

鈴木 規夫 17. 9.30 平等院 平等院国宝阿弥陀如来坐像・天蓋修理委員会出席 

鈴木 規夫 17.11.16 ニュー機山 平成17年度第1回山梨県文化財保護審議会出席 

鈴木 規夫 17.12.12～12.13 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 18. 2. 8～ 2. 9 奈良文化財研究所、石室解体

実験現場 国宝高松塚古墳壁画恒久保存対策検討会出席 

鈴木 規夫 18. 2.27 大福寺、シルクふれんどりぃ 山梨県文化財保護審議会有形文化財部会出席 
鈴木 規夫 18. 3. 2 石室解体実験場 第 2 実験場における天井石取り上げの視察 
鈴木 規夫 18. 3.16 平等院 平等院国宝阿弥陀如来坐像・天蓋修理委員会出席 

鈴木 廣之 17. 9. 2 京都工芸繊維大学 尼崎市蔵美術資料の調査研究会設立準備委員会 

鈴木 廣之 17.11.20 神奈川大学 神奈川大学COE プレシンポジウム発表 

高桑いづみ 18. 3.29～ 3.30 大槻能楽堂 京都市立芸術大学伝統音楽研究センターのプロジェクト

にかかる講演 
田中  淳 17.11.26 佐倉市立美術館 佐倉市立美術館運営協議会出席 

田中  淳 17.12.18 府中市美術館 府中市美術品収集選定委員会出席 

田中  淳 18. 2. 7～ 2. 8 岩手県立美術館 美術品収集評価委員会審査 

津田 徹英 17. 6. 3～ 6. 4 五大力堂 仏像調査、撮影 

津田 徹英 17. 6.14 興聖寺 仏像調査 

津田 徹英 17. 7.21～ 7.22 専修寺 仏像調査、撮影 

津田 徹英 17. 8.29～ 8.31 立石寺 仏像調査 

津田 徹英 17.12. 9～12.10 仙台市博物館、法来寺、慈光

明院 仏像調査 

津田 徹英 18. 1.26 錦織寺 錦織寺文化財修理委員会 

中野 照男 17. 4.28 四街道市教育委員会 平成 17 年度第 1 回四街道市文化財審議会 

中野 照男 17. 6.11～ 6.12 名古屋大学文学研究科 「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 17. 7.29 四街道市教育委員会 平成 17 年度四街道市文化財審議会現地調査 

中野 照男 17.11.22 四街道市教育委員会 平成 17 年度四街道市文化財審議会行政視察 

中野 照男 17.12.10 名古屋大学文学研究科 「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―」に関する討議及び資料収集 
中野 照男 18. 2.23 四街道市教育委員会 平成 17 年度第 2 回四街道市文化財審議会 

早川 典子 17. 4.26～ 4.28 熊野磨崖仏、鍋山磨崖仏、臼

杵磨崖仏 
磨崖仏の保存環境調査 

早川 典子 17. 6.23～ 6.24 臼杵磨崖仏 臼杵磨崖仏保存修復のための現地調査 

早川 典子 17. 8.24～ 8.25 臼杵磨崖仏 臼杵磨崖物保存修復のための現地調査 

早川 典子 17.10.14 京都国立博物館文化財保存

修理所 

修理技術者資格制度委員会「第 1 回試験準備委員会」出

席 
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早川 典子 17.10.17 神奈川県立歴史博物館、株式

会社半田九清堂 

重要美術品十六羅漢図の表面に付着した白色物質の分析

調査 

早川 典子 17.10.27～10.28 臼杵磨崖仏 臼杵磨崖仏保存修復のための現地調査 

早川 典子 17.12. 5 平等院 天蓋の修理指導 

早川 典子 17.12.16～12.17 京都国立博物館 「修理技術者（技術長・主任技師）資格試験第 1次試験」

試験問題印刷、試験立会及び採点 

早川 泰弘 17. 9. 7～ 9. 8 奈良国立博物館内美術院修

理所 木造天蓋の彩色材料調査 

早川 泰弘 17.12. 9～12.10 金沢美術工芸大学 保存科学に関する集中講義 

早川 泰弘 18. 2.24 奈良大学 日本文化財科学会理事会 

俵木  悟 17. 3.18～ 3.19 国立民族学博物館 シンポジウム「ユーラシアと日本：交流と表象」出席 

三浦 定俊 17. 6.23 愛知県美術館 平成 17 年度愛知県美術館運営会議出席 

三浦 定俊 17.11.14 奈良文化財研究所 第 8 回調査研究委員会出席 

三浦 定俊 18. 2. 8～ 2.10 島根県芸術文化センター、奈

良文化財研究所 
スーパーサイエンスハイスクール事業における講演、国

宝高松塚古墳壁画恒久保存対策検討会出席 

三浦 定俊 18. 3. 2～ 3. 3 石室解体実験場、奈良文化財

研究所 高松塚古墳壁画保存に関する打合せ 

三浦 定俊 18. 3.10 中尊寺 金色堂環境調査 

宮田 繁幸 18. 2. 2～ 2. 4 ホテル北野プラザ六甲荘 平成 17 年度ふるさと文化再興事業「研修・交流事業」

西日本地区「地域伝統文化活性化フォーラム」出席 

森井 順之 17. 4.26～ 4.28 熊野磨崖仏、鍋山磨崖仏、臼

杵磨崖仏 磨崖仏の保存環境調査 

森井 順之 17. 7.25～ 7.27 熊野磨崖仏、鍋山磨崖仏、臼

杵磨崖仏 磨崖仏の保存環境調査 

森井 順之 17. 9.26～ 9.28 熊野磨崖仏、鍋山磨崖仏、臼

杵磨崖仏 磨崖仏の保存環境調査 

森井 順之 18. 1.12～ 1.13 臼杵磨崖仏 磨崖仏の保存環境調査 

森井 順之 18. 3.27～ 3.28 天然寺 ケイズベルト・ヘンミイ墓の修理指導 

山梨絵美子 17. 4. 5～ 4. 6 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撤収指導 

山梨絵美子 17. 5.16 静岡県立美術館 静岡県立美術館研究活動評価委員会出席 

山梨絵美子 17. 8.22 産業技術記念館 トヨタ・コレクション展展示指導 

山梨絵美子 17. 9. 4～ 9. 6 徳島県立近代美術館 黒田清輝巡回展撤収指導 

山梨絵美子 17.10. 5 静岡県立美術館 静岡県立美術館作品収集委員会出席 

山梨絵美子 17.10.18 大分市美術館 大分市美術館収集委員会出席 

山梨絵美子 18. 1.24 大分市美術館 大分市美術館美術品収集委員会出席 

山梨絵美子 18. 3.14 あこや会館 山形県文化財保護審議会出席 

吉田 直人 17. 4.13～ 4.14 金沢 21 世紀美術館 館内環境調査 

吉田 直人 17. 6.22～ 6.23 高岡市美術館 館内環境調査 

吉田 直人 18. 3.13～ 3.14 奥田元宋・小由女美術館 館内環境調査 
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氏      名 期  間 調     査     先 目            的 
綿田  稔 17. 8.19～ 8.20 山口県立美術館 雪舟研究会研究委員会 
綿田  稔 18. 3.14～ 3.15 大和文華館、岡山県立美術館 「雪舟への旅」展作品調査 
綿田  稔 18. 3.23 京都国立博物館 「雪舟への旅」展作品調査 
綿田  稔 18. 3.31 藤田美術館 「雪舟への旅」展作品調査 
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