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５．研 究 交 流

１．職員の海外渡航

氏 名 渡 航 先 期 間 目 的 経 費

安倍雅史 フランス 26.5.25～5.29
ユネスコ会議「To Safeguard Syria's
Cultural Heritage: International Expert
Meeting」への参加

セ03

安倍雅史 キルギス 26.10.26～11.5 人材育成ワークショップの実施 セ03

飯島満 フランス 26.11.23～11.28
第9回無形文化遺産の保護に関する政
府間委員会出席

無06

飯島満 台湾 26.12.17～12.18 台湾師範大學との共同研究の打合せ 所長裁量

井内千紗 スリランカ 26.5.13～5.21
内戦後の博物館及び文化遺産の現状調
査

受託（文化庁・コ
ンソーシアム）

石﨑武志 韓国 26.5.19～5.23

国際シンポジウム「International
Conference on Conservation of Stone
and Earthen Architectural Heritage」
への出席

所長裁量

石﨑武志 フランス 26.8.25～8.29 研究打合せ及び視察 一般管理費

犬塚将英 香港 26.9.23～9.26
IIC（International Institute for
Conservation of Historic and Artistic
Works）2014国際会議への出席

所長裁量

犬塚将英 台湾 26.12.24～12.26

文化資産保存研究センター主催
「Science Quest: Cultural Heritage
Conservation and Environmental
Changes」での講演

台湾文化資産保存
研究センター

今城裕香 ミャンマー 26 9.8～9.11
ミャンマー協同組合省小規模産業局と
のMoU調印

所長裁量

江村知子 ポーランド 27.1.12～1.23
在外日本古美術品保存修復協力事業に
おける修復候補作品の調査

セ04

江村知子 アメリカ 27.3.9～3.14 アメリカの動産文化財保護制度の調査 セ01

江村知子 オーストラリア 27.3.16～3.21
在外日本古美術品保存修復協力事業に
おける修復候補作品の調査

セ04

岡田健 韓国 26.5.26～5.28 日韓共同研究発表会 保修04

岡田健 中国 26.8.23～9.1 敦煌壁画の保護に関する日中共同研究 セ06

岡田健 中国 26.10.6～10.19
壁画保存に関するシンポジウムへの出
席他

敦煌研究院、陝西
歴史博物館、セ06

小川絢子 中国 26.8.23～9.1 敦煌壁画の保護に関する日中共同研究 セ06

小川絢子 タジキスタン 26.9.10～10.3 フルブック壁画断片の保存修復と展示 助成（住友財団）
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氏 名 渡 航 先 期 間 目 的 経 費

小川絢子
イタリア、

ドイツ
26.11.26～12.5

西欧諸国によるユーラシア壁画の修復
事例の視察と意見交換

セ06

小川絢子 タジキスタン 27.3.1～3.10
タジキスタン国立古代博物館が所蔵す
る壁画断片の整理・記録

セ06

加藤雅人 メキシコ 26.11.3～11.15
国際研修「ラテンアメリカにおける紙
の保存と修復」開催

セ05

加藤雅人 ドイツ 26.11.30～12.14
在外日本古美術品保存修復協力事業
ワークショップの開催

セ04

加藤雅人 ポーランド 27.1.13～1.17
在外日本古美術品保存修復協力事業に
おける修復候補作品の調査

セ04

加藤雅人 ポーランド 27.2.1～2.6
在外日本古美術品保存修復協力事業に
おける修復候補作品の調査

セ04

加藤雅人 オーストラリア 27.3.14～3.19
在外日本古美術品保存修復協力事業に
おける修復候補作品の調査

セ04

狩野麻里子 ネパール 27.2.8～2.22 協力相手国調査
受託（文化庁・コ
ンソーシアム）

亀井伸雄 アルメニア 26.5.25～6.2
アルメニア文化省との合意書締結、講
演、視察及びワークショップ開催

受託（文化庁・拠
点・アルメニア）、
アルメニア文化省

亀井伸雄 カタール 26.6.19～6.25 第38回世界遺産委員会に係る調査の実施 所長裁量

亀井伸雄 フィジー 26.8.6～8.12 MoU調印
受託（文化庁・拠
点・オセアニア）

亀井伸雄 ミャンマー 26 9.8～9.11
ミャンマー協同組合省小規模産業局と
のMoU調印

所長裁量

亀井伸雄 オーストリア 26.10.5～10.11
漆工芸品の保存と修復に関するワーク
ショップの実施

所長裁量

亀井伸雄 台湾 26.10.22～10.24 台湾師範大學とのMoU締結 所長裁量

亀井伸雄 インドネシア 26.10.31～11.4 歴史地区復興支援ワークショップの開催 科学研究費

亀井伸雄 ブータン 26.12.20～12.24 協議及びワークショップの実施
受託（文化庁・拠
点・ブータン）

川野邊渉 ミャンマー 26.6.10～6.13
ミャンマー壁画保存ワークショップの
実施

受託（文化庁・拠
点・ミャンマー）

川野邊渉 カタール 26.6.14～6.25 第38回世界遺産委員会への出席 セ01

川野邊渉 フィジー 26.8.6～8.12 MoU調印
受託（文化庁・拠
点・オセアニア）

川野邊渉 ミャンマー 26 9.8～9.11
ミャンマー協同組合省小規模産業局と
のMoU調印

所長裁量

川野邊渉 オーストリア 26.10.5～10.11
漆工芸品の保存と修復に関するワーク
ショップの実施

所長裁量

川野邊渉 台湾 26.10.22～10.24 台湾師範大學とのMoU締結 所長裁量

川野邊渉
イタリア
フランス

26.11.15～11.30
イタリア：ICCROM理事会出席、フラ
ンス：世界無形遺産政府間委員会出席

イタリア：文化庁、
フランス：セ01
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氏 名 渡 航 先 期 間 目 的 経 費

川野邊渉 台湾 26.12.17～12.19 台湾師範大學との共同研究の打合せ 所長裁量

菊池理予 韓国 26.8.18～8.30 無形文化遺産に関する調査 無06

菊池理予 台湾 26.12.17～12.19 台湾師範大學との共同研究の打合せ 所長裁量

北川瑞季 台湾 26.10.22～10.24 台湾師範大學とのMoU締結 所長裁量

北川瑞季 ドイツ 26.11.30～12.8
在外日本古美術品保存修復協力事業
ワークショップの開催

セ04

橘川英規 アメリカ 26.9.11～9.18

「ポスト1945日本美術ディスカッショ
ン・グループ／現代美術懇談会主催シ
ンポジウム」での発表及びアーカイブ
調査

国際交流基金

橘川英規 アメリカ 26.11.12～11.16
「海外日本美術資料専門家（司書）の
招へい・研修・古流事業」の招へい者
現地ヒアリング

海外日本美術資料
専門家（司書）の
招へい・研修・交
流事業

楠京子 ミャンマー 26.6.10～6.18 ミャンマー壁画保存研修の実施
受託（文化庁・拠
点・ミャンマー）

楠京子 メキシコ 26.11.3～11.15
国際研修「ラテンアメリカにおける紙
の保存と修復」開催

セ05

楠京子 ドイツ 26.11.30～12.14
在外日本古美術品保存修復協力事業
ワークショップの開催

セ04

楠京子 ミャンマー 27.1.18～1.27 ミャンマー壁画保存研修の実施
受託（文化庁・拠
点・ミャンマー）

楠京子 ポーランド 27.2.1～2.6
在外日本古美術品保存修復協力事業に
おける修復候補作品の調査

セ04

楠京子 オーストラリア 27.3.14～3.21
在外日本古美術品保存修復協力事業に
おける修復候補作品の調査

セ04

朽津信明 韓国 26.5.26～5.28 日韓共同研究発表会 保修04

久保田裕道 フィジー 26.8.6～8.12 MoU調印
受託（文化庁・拠
点・オセアニア）

久保田裕道 韓国 26.10.15～10.17
ユネスコ無形遺産諮問機構(NGO)国際
シンポジウム参加

ユネスコ無形遺産
諮問機構（NGO）

久保田裕道 ネパール 27.2.15～2.22 協力相手国調査
受託（文化庁・コ
ンソーシアム）

久保田裕道 韓国 27.3.2～3.14
無形文化遺産の保護及び伝承に関する
日韓研究交流

無02

久米正吾 キルギス 26.7.4～7.26 日本-キルギス合同発掘調査参加 科学研究費

久米正吾 トルコ 26 9.9～9.15 ヨーロッパ考古学者協会大会での発表
日本科学協会海外
発表促進助成、科
学研究費

久米正吾 キルギス 26.10.14～11.5 人材育成ワークショップの実施
受託（文化庁・拠
点・キルギス）

久米正吾 キルギス 26.11.28～12.9 拠点交流の資料整理、打合せ セ03
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氏 名 渡 航 先 期 間 目 的 経 費

久米正吾 イラン 27.1.7～1.21
イランにおける文化遺産視察及び先方
関係機関との意見交換

セ03

小林公治
トルコ

イスラエル
26.6.1～6.19

トルコ：イスタンブール市内宮殿での
日本由来文物調査及び螺鈿調査、イス
ラエル：螺鈿調査

トルコ宮殿局、
科学研究費

小林公治
イタリア
スペイン

26.6.28～7.13
イタリア、スペイン両国内に伝世する
南蛮螺鈿漆器の調査

科学研究費

小林公治 中国 26.10.24～10.30
中国浙江省における螺鈿工房及び螺鈿
漆器の調査

科学研究費

小林公治 アメリカ 27.2.6～2.20
アメリカの博物館美術館に所蔵される
朝鮮螺鈿漆器を中心とした研究

助成（鹿島美術財
団・美術に関する
研究助成）

境野飛鳥 カタール 26.6.14～6.25 第38回世界遺産委員会への出席 セ01

境野飛鳥 フィジー 26.8.6～8.12 MoU調印
受託（文化庁・拠
点・オセアニア）

境野飛鳥 オーストリア 26.10.5～10.11
漆工芸品の保存と修復に関するワーク
ショップの実施

セ01

境野飛鳥
イタリア
フランス

26.11.7～11.30
イタリア：ICOMOS総会及びICCROM
理事会への参加、フランス：世界無形
遺産政府間委員会出席

セ01

境野飛鳥 アメリカ 27.1.13～1.19 GHQ/SCAPの史料調査 科学研究費

境野飛鳥 アメリカ 27.3.9～3.14 アメリカの動産文化財保護制度の調査 セ01

佐藤桂
カンボジア
ミャンマー

26.6.3～6.15
カンボジア：ICC会議への参加、ミャン
マー：ミャンマー建築保存ワークショ
ップの実施

受託（文化庁・拠
点・ミャンマー）、
セ02

佐藤桂 カンボジア 26.7.20～7.27 タネイ遺跡の測量技術指導 セ02

佐藤桂 ベトナム 26.9.4～9.7 チャンパ建築調査 科学研究費

佐藤桂 ブータン 26.9.21～9.27 拠点ブータン事業に係る現地調査
受託（文化庁・拠
点・ブータン）

佐藤桂 インドネシア 26.10.29～11.4
歴史地区復興支援ワークショップの開
催

科学研究費

佐藤桂
カンボジア
フランス

26.12.2～12.10
カンボジア：ICC(アンコール遺跡救済
国際調整委員会)への出席、フランス：
文化財情報関連調査

受託（文化庁・拠
点・ミャンマー）

佐藤桂 ブータン 26.12.20～12.24 協議及びワークショップの実施
受託（文化庁・拠
点・ブータン）

佐藤桂 ミャンマー 27.1.11～1.19 第3回木造建造物保存研修の実施
受託（文化庁・拠
点・ミャンマー）

佐野千絵 香港 26.9.21～9.27
IIC（International Institute for
Conservation of Historic and Artistic
Works）2014国際会議への出席

所長裁量
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氏 名 渡 航 先 期 間 目 的 経 費

皿井舞
イギリス
フランス
ドイツ

26.10 9～11.3
日本美術に関するデータベース構築の
ための共同研究他

セインズベリー日
本藝術研究所、ル
プレヒト・カール大
学ハイデルベルグ、
企01

鴫原由美 ドイツ 26.11.12～11.23
漆工芸品の保存と修復に関するワーク
ショップの実施

セ04

島崎正弘 フランス 26.8.25～8.29 研究打合せ及び視察 一般管理費

城野誠治 タイ 27.2.22～3.1
螺鈿扉に関するセミナーへの参加、螺
鈿扉及び日本製螺鈿製品に関する調査

助成（文化財保護・
芸術研究助成財
団・タイ）、セ02

友田正彦 カンボジア 26.5.18～5.21
タネイ遺跡保存に関するAPSARA機構
との協議

セ02

友田正彦 ミャンマー 26.5.31～6.11
木造建造物保存研修の実施、及びバガ
ン遺跡保存ユネスコ日本信託基金事業
ワークショップへの参加

ユネスコ、受託
（文化庁・拠点・
ミャンマー）

友田正彦 ミャンマー 26.8.17～8.22
バガン遺跡インベントリー更新に関す
るユネスコワークショップへの出席

ユネスコ

友田正彦 中国 26.9.2～9.7
科研費による資料収集及び比較研究の
ための海外調査

科学研究費

友田正彦 ブータン 26.9.18～9.27 拠点ブータン事業に係る現地調査
受託（文化庁・拠
点・ブータン）

友田正彦 インドネシア 26.10.29～11.4
パダン歴史地区復興支援ワークショッ
プの開催

科学研究費

友田正彦 中国 26.11.22～11.27
科研費による資料収集及び比較研究の
ための海外調査

科学研究費

友田正彦 ミャンマー 26.12.2～12.6
バガン遺跡保存ユネスコ日本信託基金
事業に係るワークショップへの参加

ユネスコ

友田正彦 中国 26.12.15～12.19
2014年度国際会議「木造建造物の保
存理念を再考する―木造建造物のある
文化的景観と地域社会―」への参加

（公財）ユネスコ・
アジア文化センタ
ー文化遺産保護協
力事務所

友田正彦 ブータン 26.12.20～12.24 協議及びワークショップの実施
受託（文化庁・拠
点・ブータン）

友田正彦 ミャンマー 27.1.16～1.31
木造建造物保存研修の実施、及びバガ
ン遺跡保存ユネスコ日本信託基金事業
ワークショップへの参加

受託（文化庁・拠
点・ミャンマー）、
ユネスコ

友田正彦 ベトナム 27.3.1～3.10
科学研究費助成事業「考古遺物等を通
じたベトナム木造建築様式の形成過程
に関する研究」に係る現地調査

科学研究費

中山俊介
ドイツ

カタール
26.6.10～6.26

ドイツ：世界遺産委員会に関連したド
イツのサイト視察、カタール：第38回
世界遺産委員会出席

所長裁量
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氏 名 渡 航 先 期 間 目 的 経 費

中山俊介
メキシコ
カナダ

26.9.16～9.29
近代文化遺産（洋紙関連）の保存状態
及び修復手法に関する現地調査

保修07

中山俊介 台湾 26.12.19～12.22
漆喰飾りの修復を主とした研修会にお
ける現地指導及び講演

國立臺灣博物館

早川典子 韓国 26.8.18～8.20
染織文化財に使用される材料に関する
調査

保修12

早川典子 香港 26.9.23～9.26
IIC（International Institute for
Conservation of Historic and Artistic
Works）2014国際会議への出席

所長裁量

早川典子 ドイツ 26.11.14～11.19
漆工芸品の保存と修復に関するワーク
ショップの実施

セ04

原田玲 香港 26.5.13～5.18
Asian Academy for Heritage
Management HIA Workshopへの参加

受託（文化庁・コ
ンソーシアム）

平出秀文 アルメニア 26.5.25～6.2
アルメニア文化省との合意書締結及び
ワークショップの開催

一般管理費

藤澤明 アルメニア 26.4.21～4.28
アルメニア歴史博物館におけるワーク
ショップの打合せと準備

受託（文化庁・拠
点・アルメニア）

藤澤明 アルメニア 26.5.18～5.30
アルメニア歴史博物館におけるワーク
ショップ開催

受託（文化庁・拠
点・アルメニア）

藤澤明 エジプト 26.8.8～8.22
大エジプト博物館保存修復センタープ
ロジェクト・短期専門家（労働安全衛
生２）としての講義

JICA

二神葉子 カタール 26.6.14～6.26
第38回世界遺産委員会に係る調査の実
施

受託（文化庁・世
界遺産）

二神葉子 モンゴル 26.9.4～9.9
国際会議「世界遺産カラコルムの10年
―回顧と展望―」での発表

大谷大学、科学研
究費

二神葉子 フランス 26.11.23～11.30
第9回無形文化遺産の保護に関する政
府間委員会出席

無06

二神葉子 タイ 27.1.12～1.17
ラチャプラディット寺院螺鈿扉に関す
る調査及び打合せ

セ02

二神葉子 タイ 27.2.22～3.1
螺鈿扉に関するセミナーへの参加、螺
鈿扉及び日本製螺鈿製品に関する調査

セ02

古澤誠 台湾 26.10.22～10.24 台湾師範大學とのMoU締結 所長裁量

増渕麻里耶
イタリア
ドイツ

26.11.26～12.5
西欧諸国によるユーラシア壁画の修復
事例の視察と意見交換

セ06

増渕麻里耶
タイ

ミャンマー
27.1.12～1.24

タイ：ラチャプラディット寺院螺鈿扉
に関する調査、ミャンマー：漆芸品、
壁画の材質分析及び技術指導

受託（文化庁・拠
点・ミャンマー）、
セ02

森井順之 韓国 26.5.19～5.23

国際シンポジウム「International
Conference on Conservation of Stone
and Earthen Architectural Heritage」
への参加及び発表

保修05

森井順之 韓国 26.5.26～5.28 日韓共同研究発表会 保修04
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氏 名 渡 航 先 期 間 目 的 経 費

森井順之 メキシコ 26.10.14～10.18
歴史建造物の構造解析に関する国際会
議（SAHC 2014）への参加、発表

保修05

山内和也 エジプト 26.4.15～4.24
JICA GEM-CCプロジェクト打合せ及び
中間レビューへの出席

JICA

山内和也
フランス

アルメニア
26.5.25～6.2

フランス：ユネスコ会議「To Safeguard
Syria's Cultural Heritage: International
Expert Meeting」への参加、アルメニ
ア：アルメニア文化省との合意書締結
及びワークショップの開催

受託（文化庁・拠
点・アルメニア）、
セ03

山内和也 フランス 26.7.7～7.12 バーミヤーン第5期事業打合せ会 ユネスコ、セ03

山内和也 エジプト 26.8.15～8.22
JICA GEM-CCプロジェクト打合せ及び
協議

JICA

山内和也 タジキスタン 26.9.28～10.3 フルブック壁画断片の保存修復と展示 セ03

山内和也 中国 26.10.5～10.11
国際シンポジウム"Dunhuang Forum
2014"への参加

敦煌研究院、セ03

山内和也
カザフスタン

キルギス
26.10.24～11.3

カザフスタン：博物館、史跡整備事業
等の視察、キルギス：人材育成ワーク
ショップの実施及び博物館、史跡整備
事業等の視察

セ03

山内和也 イタリア 26.11.26～12.3
西欧諸国によるユーラシア壁画の修復
事例の視察と意見交換

セ06

山内和也 イラン 27.1.18～1.23
イランにおける文化遺産視察及び先方
関係機関との意見交換

セ03

山内和也
タジキスタン
カザフスタン
ウズベキスタン

27.2.15～2.20
西アジア諸国等プロジェクト（中央ア
ジア）に関する打合せ

セ06

山内和也 タジキスタン 27.3.4～3.8
タジキスタン国立古代博物館が所蔵す
る壁画断片の整理・記録

セ03

山下好彦 ミャンマー 26.6.10～6.20 ミャンマー漆工芸調査
受託（文化庁・拠
点・ミャンマー）

山下好彦 オーストリア 26.10.5～10.12
漆工芸品の保存と修復に関するワーク
ショップの実施

ウィーン応用美術
大学、所長裁量

山下好彦
ドイツ

オランダ
26.11.12～12.5

ドイツ：ケルン東洋美術館に於ける漆
工芸品修復に関するワークショップの
運営、オランダ：アムステルダム国立
美術館所蔵作品の調査及び助言

アムステルダム国
立美術館、セ04

山下好彦
タイ

ミャンマー
27.1.12～1.24

タイ：ラチャプラディット寺院螺鈿扉
に関する調査、ミャンマー：ミャンマ
ー国の文化遺産（美術工芸品）保護に
係る現地調査

受託（文化庁・拠
点・ミャンマー）、
セ02

山下好彦 スペイン 27.1.25～1.30 輸出漆器の現地調査 セ04

山下好彦 タイ 27.2.22～3.1
螺鈿扉に関するセミナーへの参加、螺
鈿扉及び日本製螺鈿製品に関する調査

セ02
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氏 名 渡 航 先 期 間 目 的 経 費

山下好彦 イギリス 27.3.9～3.14
在外日本古美術品修復協力事業に係る
漆工品調査

セ04

山田大樹 カンボジア 26.7.24～7.31 タネイ遺跡の測量技術指導 セ02

山田大樹 タジキスタン 26.9.10～10.3 フルブック壁画断片の保存修復と展示 セ06

山田大樹 イラン 27.1.7～1.23
イランにおける文化遺産視察及び先方
関係機関との意見交換

セ06

山田大樹 マレーシア 27.2.11～2.19 協力相手国調査
受託（文化庁・コ
ンソーシアム）

山田祐子 ドイツ 26.11.30～12.14
在外日本古美術品保存修復協力事業
ワークショップの開催

セ04

山田祐子 ポーランド 27.1.12～1.23
在外日本古美術品保存修復協力事業に
おける修復候補作品の調査

セ04

山田祐子 オーストラリア 27.3.14～3.21
在外日本古美術品保存修復協力事業に
おける修復候補作品の調査

セ04

山梨絵美子 韓国 26.11.13～11.15

特別展覧会「東洋を蒐集する Collecting
Asia: A History of Asian Art Collections
in the Japanese Colonial Period」連携
国際学術シンポジウムでの発表

韓国国立中央博物
館

山梨絵美子 イタリア 26.11.17～11.23
矢代幸雄、バーナード・ベレンソン往
復書簡にかかる調査

科学研究費

山藤正敏 タジキスタン 27.3.1～3.10
タジキスタン国立古代博物館が所蔵す
る壁画断片の整理・記録

セ03

平成26年度における国外から国外への派遣申請については下記のとおりである。

招  聘  期  間 氏 名（所属） 招 聘 理 由 用 務 地 経 費

26.5.19～5.28

Anastasiia PANKOVA
（エルミタージュ美術館・
保存修復専門家）

アルメニア歴史博物館
所蔵の考古金属資料の
保存修復に関する人材
育成ワークショップへ
の参加

アルメニア歴史博
物館

自己負担

Nino KEBULADZE
（グルジア国立博物館・
保存修復研究室長）

受託（文化庁・
拠点・アルメ
ニア）

26.6.2～6.13
Zar Chi Min

（技術大学マンダレー校）

第2回ミャンマー木造
建造物保存研修への参
加

インワ、
マンダレー

自己負担

26.6.28～7.1
Ulrike Körber（ポルトガ
ルエボラ大学・修復家）

桃山時代輸出螺鈿漆器
調査

ローマ 科学研究費

26 9.14～9.29
Anika Basemann

（絵画修復家）
フルブック壁画断片の
保存修復と展示

タジキスタン国立
古代博物館

セ06
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招  聘  期  間 氏 名（所属） 招 聘 理 由 用 務 地 経 費

26.10.27～11.1

Aida ABDYKANOVA
（中央アジア・アメリカ
大学）

展示と報告書作成に関
する人材育成ワークシ
ョップへの参加

キルギス国立科学
アカデミー

受託（文化庁・
拠点・キルギ
ス）

Chynarbek ZHOLDOSHOV
（キルギス共和国文化観
光省）

Dimitry LUJANSKIY
（キルギス・ロシア・ス
ラブ大学付属博物館）

26.10.27～11.1

Adilet YRYSBEKOV
（J・バラサギン・キルギ
ス国立大学）

展示と報告書作成に関
する人材育成ワークシ
ョップへの参加

キルギス国立科学
アカデミー

受託（文化庁・
拠点・キルギ
ス）

Altynai KARIMZHAN KYZY
（キルギス・トルコ・マ
ナス大学）

Emil SULTANOV
（国立科学アカデミー歴
史文化遺産研究所）

Toktokan KOIBAGAROVA
（キルギス歴史博物館）

Anara MAIRYKOVA
（キルギス歴史博物館）

Valery KOLCHENKO
（国立科学アカデミー歴
史文化遺産研究所） 展示と報告書作成に関

する人材育成ワークシ
ョップのスタッフとし
て

Aidai SULAIMANOVA
（国立科学アカデミー歴
史文化遺産研究所）

Cholpon SUBANBEKOVA
（ビシュケク人文大学）

26.10.30～11.3
カエルニサ

（通訳） 日本語－インドネシア
語の通訳

ジャカルタ、
パダン

科学研究費
26.10.31～11.2

ラスミ・ヌル・アエニ
（通訳）

26.11.15～11.28
Balázs Lencz

（ハンガリー国立博物館・
保存修復部副部長）

在外日本古美術品保存
修復協力事業における
ケルンワークショップ
の講師

ケルン東洋美術博
物館

セ04

26.11.15～11.28
Anna CUMLIVSKA

（通訳）

在外日本古美術品保存
修復協力事業における
ケルンワークショップ
の通訳

ケルン東洋美術博
物館

セ04
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招  聘  期  間 氏 名（所属） 招 聘 理 由 用 務 地 経 費

26.11.28～11.30
橋爪久人

（エクイリブラルテ有限
会社・修復士）

ローマ、フィレンツェ
各修復研究所、ポンペ
イ、エルコラーノ等壁
画修復現場での通訳及
び技術解説

ローマ中央修復研
究所、フィレンツ
ェ貴石加工所及び
修復研究所等

セ06

26.12.6～12.13
杉山恵助

（大英博物館・コンサバ
ター）

在外日本古美術品保存
修復協力事業における
ベルリンワークショッ
プの通訳及び講師

ベルリン国立博物
館アジア美術館

セ04

27.1.13～1.23
Zar Chi Min

（技術大学マンダレー校
准教授）

第 3 回ミャンマー木造
建造物保存研修への参
加

インワ、
マンダレー

受託（文化庁・
拠点・ミャン
マー）

27.1.26～1.29
川村やよい（オビエド大
学・美術歴史准教授）

在外日本古美術保存修
復協力事業に係る調査

ナバラ県文化財セ
ンター

セ04

27.3.11
Julia Hutt（ヴィクトリア
&アルバート博物館・シ
ニアキュレーター）

在外日本古美術保存修
復協力事業に係わる輸
出漆器の現地調査

Chiddingstone 
Castle（イギリス）

セ04

２．招聘研究員等

平成26年度における海外からの招へいについては、下記のとおりである。

派  遣  期  間 氏 名（国籍） 所 属 招  聘  理  由 経 費

26.3.3~6.20
Tania Estrada Valadez

（メキシコ）

メキシコ国立人類学歴史
紀行国立文化遺産保存修
復機関

国際研修「紙の
保存と修復」準
備及び和紙の応
用研究

所長裁量

26.5.25～5.29

Jinya Mizuno
（イギリス）

サーモリグナム・UKオペ
レーションマネージャー 日光二社一寺、

日光社寺文化財
保存会・日光に
おける現地視察
と研究打合せ、
東京文化財研究
所での打合せ

受託（日光社寺
文化財保存会）

Nikolaus Wilke
（ドイツ）

ドイツ・サーモリグナム
インターナショナルコン
サーベーター

26.5.25～5.30
Bernhard Schachenhofer

（オーストリア） 

ドイツ・サーモリグナム
インターナショナルディ
レクター
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派  遣  期  間 氏 名（国籍） 所 属 招  聘  理  由 経 費

26.7.2～7.15

Aidai Sulaimanova
（キルギス）

キルギス共和国国立科学
アカデミー歴史文化遺産
研究所研究員

第 7 回ワークシ
ョップ 史跡整
備と展示に関す
る人材育成ワー
クショップ参加

受託（文化庁・
拠点・キルギス）

Dmitry Luzhansky
（キルギス）

キルギス・ロシア・スラ
ブ大学博物館研究員

Chynarbek Zholdoshov
（キルギス）

キルギス共和国文化情報
観光省技官

26.8.21～8.30

Aye Phyu Pyar Nyo
（ミャンマー）

文化省考古・国立博物館
局技官

歴史的建造物保
存に関する研修
への参加

受託（文化庁・
拠点・ミャンマ
ー）

Thet Zaw
（ミャンマー）

文化省考古・国立博物館
局技官

Thura Bo
（ミャンマー）

文化省考古・国立博物館
局技官

26.8.24～9.13

Nathamon Yudee
（タイ）

文化省・保存修復技術者

国際研修「紙
の保存と修復」
2014への参加

セ05

Hilda Pérez De Peñamil 
RODRÍGUEZ

（キューバ）

ハバナ市歴史事務所・書
物修復技術者

Ludivine Emilie, Liliane, 
Odette Leroy-Banti

（フランス）

国立公文書館科学部保存
修復部門修復研究所・紙
保存修復技術者

Pia Irene Hansen
（デンマーク）

オデンセ市立美術館・紙
保存修復技術者

Ting-fu Fan
（台湾）

三 間 ア ー ト コ ン サ ベ ー
ション株式会社保存修復
部・主任保存修復技術者

Emily Jane Ramos
（アメリカ）

カルフォルニア大学バー
クレー校図書館保管部図
書館・保存修復技術者

Louise Jane Wilson
（オーストラリア）

ヴィクトリア国立美術館
保存修復部・紙保存修復
技術者

Jennifer Gjeneve Cauchi
（ニュージーランド）

ニュージーランド国立博
物館テ・パパ・トンガレ
ワ保存修復部・紙保存修
復技術者

Elizabeth Hepher
（イギリス）

スコットランド古代歴史
遺 跡 王 立 委 員 会 コ レ ク
ション部・紙保存修復技
術者

Miloš Jelenić
（セルビア）

ベオグラード保存修復中
央研究所・紙保存修復技
術者
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派  遣  期  間 氏 名（国籍） 所 属 招  聘  理  由 経 費

26.8.27～9.5
Mehrdad Hejazi

（イラン）
イスファハン大学工学部
土木工学科准教授

文化遺産国際協
力拠点交流事業
立案のための情
報交換、技術協
力内容の検討

文科省新世紀国
際教育国際交流
プロジェクト

26.9.23～9.30
Dmitriy Voyakin

（カザフスタン）
NGO考古学エキスパタイ
ズ

文化遺産国際協
力コンソーシア
ムシンポジウム
講演

受託（文化庁・
コンソーシアム）

26.9.25～10.1
Wang Xiaofei

（中国）
トルファン地区文物局局
長

26.11.4～11.10
Alfred Gottwaldt

（ドイツ）
ドイツ技術博物館鉄道部
門上級学芸員

鉄道遺産の保存
に関する講演及
び意見交換

所長裁量

26.11.24～12.13
張文元

（中国）
敦煌研究員保護研究所館
員

中国壁画の保護
に関する日中共
同研究

セ06

26.11.15～11.22

Alejandra Odor Chavezt
（メキシコ）

メキシコ国立公文書館修
復部門責任者 近代文化遺産の

保存修復に関す
る研究会

保修07
Anne Frances Maheux

（カナダ）

カナダ国立図書館公文書
館 紙・地図及び原稿類
修復部門責任者

26.11.15～11.21
Thomas J.K. Strang

（カナダ）
カナダ保存研究所上級保
存科学者

文化財のカビ被
害予防と対策の
システム化につ
いての共同研究
と打合せ

保修02

26.12.14～12.22

Joeli Veitayaki
（フィジー）

南太平洋大学講師・研究
者

文化遺産と持続
的発展に関する
ワークショップ

受託（文化庁・
拠点・オセアニ
ア）

Semi Salauca Masilomani
（フィジー）

南太平洋大学地域調整役

John Laglelei Kaitu'u
（フィジー）

南太平洋大学大学院生

27.2.11～2.17
Zar Chi Min

（ミャンマー）
技術大学マンダレー校建
築学科准教授 ミャンマーの伝

統的建造物に関
する研究会

所長裁量
27.2.11～2.18

Raymond Myo Myint 
Sein

（アメリカ）

建築家（元ラングーン工
科大学教授）

27.3.2～6.30
Jeniffer Arlett Ponce 
Fernandez

（メキシコ）

メキシコ国立人類学歴史機
構   国立文化遺産保存修復
機関保存修復技術者

国際研修「ラテ
ンアメリカにお
ける紙文化財保
存 修 復 国 際 研
修」の準備への
協力

所長裁量
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派  遣  期  間 氏 名（国籍） 所 属 招  聘  理  由 経 費

27.3.9～3.13

Ye Win
（ミャンマー）

文化省考古・国立博物館局
修復士 日本の壁画修復

の研修、技術移
転

受託（文化庁・
拠点・ミャン
マー）Chaw Su Su Hlaing

（ミャンマー） 
文化省考古・国立博物館局
研究技術者

３．海外研究者等の来訪

⑴ 来訪研究員
来訪期間 氏 名 国 籍 所 属 備 考

26.8.11～9.9 イ・ミョンジン 韓国
韓国無形遺産院調査研究
記録課研究員

自己負担

⑵ 表敬訪問ほか
日 程 来 訪 者（国籍） 所 属 等 目 的

26.5.13

Dumrong Thongsom（タイ） 文化省文化振興局事務局長

表敬訪問、
施設見学

Tassachon Thepgumpanat（タイ） 文化省文化振興局教育普及施設長

Chuchchai Gomaratut（タイ） 文化省文化振興局伝統芸能専門部門

Bunchai Tongcharoenbuangarm（タイ） 文化省文化振興局伝統芸術専門部門

Kittiporn Chaiboon（タイ） 文化省文化振興局文化研究開発部長

Mongkolthip Rung-Ngamrerg（タイ） 文化省文化振興局タイ展示広報部長

Yaowanis Tengtrirat（タイ） 文化省文化振興局社会推進部長

Salakjit Srichai（タイ） 文化省文化振興局文化事業部門

Sukanya Yensuk（タイ） 文化省文化振興局文化事業部門

Suchat Kananon（タイ） 文化省文化振興局文化事業部門

Mada Kradungnga（タイ） 文化省文化振興局文化事業部門

Rachdaporn Sripibarn（タイ） 文化省文化振興局文化事業部門

Hathairat Jiewjinda（タイ） 文化省文化振興局文化事業部門

Benjaras Marpraneet（タイ） 文化省文化振興局文化事業部門

Sumalee Jiamjangreed（タイ） 文化省文化振興局文化事業部門

Somrudee Chaisukumarn（タイ） 文化省文化振興局総務部

Nichanan Sanjorn（タイ） 文化省文化振興局総務部

Manoj Sangthong（タイ） 文化省文化振興局芸術部門
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日 程 来 訪 者（国籍） 所 属 等 目 的

26.5.13

Enny Prihantini（インドネシア） ジャカルタ特別州 文化財保存研究所長

表敬訪問、
施設見学

Teguh Mardiuntoro（インドネシア） ジャカルタ特別州 文化財保存研究所

Cahayani（インドネシア） ジャカルタ特別州 文化財保存研究所

Sutitah（インドネシア） ジャカルタ特別州 文化財保存研究所

Hubertus Sadirin（インドネシア）
ジャカルタ特別州知事付 保存・環境専門
委員会 

26.6 9
Mohamed Mostafa Abd El-Maguid

（エジプト）
大エジプト博物館長

表敬訪問、
講演会

26.7.3

Somkuan Oumtrakul（タイ） 文化省芸術局伝統芸術部門長

表敬訪問

Saksan Yanpithak（タイ） 文化省芸術局伝統芸術部門

Weeraya Juntradee（タイ） 文化省芸術局伝統芸術部門

Orapin Pruksuntorn （タイ） 文化省芸術局伝統芸術部門

Praprphorn Trachuchart （タイ） 文化省芸術局伝統芸術部門

Phornpun Phathanatadaphong（タイ） 文化省芸術局伝統芸術部門

Natnachapat Phengphan （タイ） 文化省芸術局伝統芸術部門

Supattra Supsongkroh （タイ） 文化省芸術局伝統芸術部門

Supaphorn Punyarum （タイ） 文化省芸術局伝統芸術部門

高田知仁（日本） サイアム大学

26.9.5 Mehrdad Hejazi（イラン）
イスファハン大学工学部土木工学科准教
授

表敬訪問

26.9.16

Thanawat Trachuchart（タイ） 文化省芸術局伝統芸術部門

表敬訪問

Noppadol Kleawthanong（タイ） 文化省芸術局伝統芸術部門

Sorrarin Jarunnapha（タイ） 文化省芸術局国立博物館部門

Suchart Burana（タイ） 文化省芸術局国立博物館部門

Boonchai Thongchareonbuangam（タイ） 王室工芸学校

Narongchai Hutachai（タイ） 王室工芸学校

高田知仁（日本） サイアム大学

26.9.18
Gurbanmyrat Mezilov

（トルクメニスタン）
トルクメニスタン科学アカデミー総裁

表敬訪問、
施設見学

26.10.28
Donna Strahan （アメリカ）

フリーア美術館 アーサ・Ｍ・サック
ラー美術館 保存科学修復部長

表敬訪問
Andrew Hare（アメリカ）

フリーア美術館 アーサ・Ｍ・サック
ラー美術館 保存科学部

27.1.28 王旭東（中国） 敦煌研究院長 表敬訪問
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４．主要来訪者、施設見学

日 程 来訪者及び視察者等 備 考

26.5.13 インドネシア・ジャカルタ文化財保存研究所所長他 4 名、通訳 1 名、引率 1 名 施設見学

26.7.3 タイ文化省芸術局伝統芸術部門 9 名、通訳 1 名 施設見学

26.7.24 国立文化財機構新任職員研修会40名、引率 4 名 施設見学

26.8.18 高岡地域文化財等修理協会13名 施設見学

26.10.30 文化庁主催  文化財（美術工芸品）修理技術者講習会受講生29名、文化庁担当者 3 名 施設見学

26.12.1 朱銘美術館（台湾）4名、通訳 1 名 施設見学

26.12.19 台湾新北市政府副秘書長他 3 名 施設見学

27.1.19 日本写真学会37名 施設見学

27.2.2 宗教法人祐天寺研究室 7 名 施設見学




