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(様式４) 
１． 基本データ  
【事業名称】 
事業名（和文は４０字以内。） 
（和文）文化遺産と芸術作品を災害から防御するための若手研究者国際育成プログラム 
 
（英文）Global On-Site Training Program for Young Researchers on the Protection of Cultural Heritage and Art Work
 
 
【申請大学】 
大学名（和文） 立命館大学 

 
      (英文) Ritsumeikan University 

 
大学長氏名        川口 清史 

 
 
【申請専攻等】（申請大学内の研究科、附置研、研究センター、国際交流担当課等） 
大 学 名（和文） 立命館大学 

 
  

（英文） Ritsumeikan University  
 

  

専攻等名（和文） 立命館グローバル・イノベーション研究機構 
 

 

(英文)  Ritsumeikan - Global Innovation Research Organization  
 

 
【申請大学内のその他の専攻等】（該当がある場合のみ記述してください。専攻等が複数ある場合は、すべて記述してください。） 

専攻等名（和文） 歴史都市防災研究センター 
 

 

(英文) Research Center for Disaster Mitigation of Urban Cultural Heritage  
 

専攻等名（和文） アート・リサーチセンター 
 

 

(英文) Art Research Center 
 

 
【申請大学以外の協力機関】（該当がある場合のみ記述してください。機関が複数ある場合は、すべて記述してください。） 

専攻等名（和文）  
 

  

(英文)  
 

 
【海外パートナー機関】(機関が複数ある場合は、すべて記述してください。） 

専攻等名（和文） アジア・アフリカ研究スクール 
 

  

(英文) School of Oriental and African Studies (SOAS) 
 

 

機関名 （和文）                            
 

（英文）  
 

機関名 （和文） ロンドン大学 
 

（英文） University of London 
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【海外パートナー機関】(機関が複数ある場合は、すべて記述してください。） 

専攻等名（和文）  
 

  

(英文)  
 

 
【海外パートナー機関】(機関が複数ある場合は、すべて記述してください。） 

専攻等名（和文）  
 

  

(英文)  
 

 
【海外パートナー機関】(機関が複数ある場合は、すべて記述してください。） 

専攻等名（和文）  
 

  

(英文)  
 

 
【海外パートナー機関】(機関が複数ある場合は、すべて記述してください。） 

専攻等名（和文） 建築学部 
 

  

(英文) Faculty of Architecture 
 

 
【海外パートナー機関】(機関が複数ある場合は、すべて記述してください。） 

専攻等名（和文） 建築計画学部 
 

  

(英文) Faculty of Architecture and Planning 
 

 
【海外パートナー機関】(機関が複数ある場合は、すべて記述してください。） 

専攻等名（和文） 公共政策研究センター、地理学部 
 

  

(英文) Centre for Well-being in Public Policy, Department of Geography 
 

機関名 （和文） 国際連合教育科学文化機関（ユネスコ） 
 

（英文） United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) 
 

機関名 （和文） 文化財保存修復研究国際センター（イクロム） 
 

（英文） International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM) 
 

機関名 （和文） 国際記念物遺跡会議（イコモス） 
 

（英文） International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) 
 

機関名 （和文） サッサリ大学 
 

（英文） University of Sassari 
 

機関名 （和文） タマサート大学 
 

（英文） Thammasat University  
 

機関名 （和文） シェフィールド大学 
 

（英文） University of Sheffield 
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【海外パートナー機関】(機関が複数ある場合は、すべて記述してください。） 

専攻等名（和文） メディアグラフィック学際センター 
 

  

(英文) Media and Graphics Interdisciplinary Centre 
 

 
【海外パートナー機関】(機関が複数ある場合は、すべて記述してください。） 

専攻等名（和文） ドナルド・キーン日本文化センター 
 

  

(英文) Donald Keene Center of Japanese Culture 
 

 
【海外パートナー機関】(機関が複数ある場合は、すべて記述してください。） 

専攻等名（和文）  
 

  

(英文)  
 

 
【海外パートナー機関】(機関が複数ある場合は、すべて記述してください。） 

専攻等名（和文）  
 

  

(英文)  
 

 
【海外パートナー機関】(機関が複数ある場合は、すべて記述してください。） 

専攻等名（和文） アジア太平洋事務所（国連アジア太平洋経済社会委員会）
 

  

(英文) Asian Pacific Office (UN ESCAP) 
 

 
【海外パートナー機関】(機関が複数ある場合は、すべて記述してください。） 

専攻等名（和文）  
 

  

(英文)  
 

機関名 （和文） ブリティッシュ・コロンビア大学 
 

（英文） University of British Columbia 
 

機関名 （和文） コロンビア大学 
 

（英文） Columbia University 
 

機関名 （和文） ホノルル美術館 
 

（英文） Honolulu Academy of Arts  
 

機関名 （和文） ボストン美術館 
 

（英文） Museum of Fine Arts, Boston 
 

機関名 （和文） 国連国際防災戦略 
 

（英文） The United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR) 
 

機関名 （和文） 国立雲林科技大学 
 

（英文） National Yunlin University of Science & Technology 
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２．事業実施期間を通じた事業の目標と、そのうちの平成２１年度の事業目標達成状況 
 
【事業目標】 
 文化財の保護、芸術作品の保存、都市の防災に関する研究は、これまで個別の領域で研究が進められ

ており、総合化はされてこなかった。しかし、歴史都市京都は、「歴史都市における文化遺産・芸術作品

の保護」を課題として有しており、これら 3 つの領域を密接に結びつける必要がある。この研究は極め

て学際的であり、世界における文化遺産保護にも通じる視点である。 
本学のアート・リサーチセンター、および歴史都市防災研究センターは、グローバル、および 21 世紀

COE プログラムの採択を通じて、これら 3 つの研究領域の空白を補完し、「文化遺産と芸術作品を災害

等様々な危機から防御するための学理の構築」を推進している。「歴史都市の防災モデル」や「芸術作品

のデジタル・アーカイブ」は社会的な評価と海外からの注目を受けており、若手研究者を派遣するため

のネットワークを構築している。 
本事業の 2 拠点と連携している海外研究機関は、全て On-site（現場）の研究プロジェクトを有してい

る。一例をあげると、ロンドン大学 SOAS は、大英博物館等と連携し、所蔵する大量の日本文化資料の

現物に接しながら日本文化研究を展開している。UNESCO（ICCROM）の文化遺産危機管理国際研修プ

ログラムや、タマサート大学のアユタヤ遺跡周辺地域における文化遺産保全政策プロジェクトも文化遺

産保全の諸問題が実例として発生する中で展開されている On-site の研究プロジェクトである。 
 これら本事業に係る海外パートナー機関は、両研究センターとは学理的補完関係にあり、海外 On-site
の研究プロジェクトにおける経験が、世界の文化遺産・芸術作品を保護する次世代の研究者養成にとっ

て重要なパラダイムとなる。 
 本事業では、アート・リサーチセンター、歴史都市防災研究センターにおける研究活動を通じて、一

定水準のレベルに達した若手研究者を中期・長期（2 ヶ月以上）で「実践的研究の場」へ派遣し、世界

水準での自己研鑽を経験することを大きな目的とする。国内外における多様な経験より、文化遺産・芸

術作品へのより深い理解と見識の広がりを得るだけでなく、海外研究者との国際ネットワークを若手研

究者自身で構築し、世界に伍する研究者としての総合的な力量形成をおこなう。 
 
【事業目標達成状況】 

平成 21 年度は、これまでの教育研究活動の中で実績を残し、海外派遣に耐えうる語学力と研究遂行

能力を有する若手研究者を書面審査ときめ細かな面接によって選別し、派遣対象者とした。 
最終的に、歴史都市防災研究センターからは、PD1 名・博士課程後期課程 2 名、アート・リサーチセ

ンターからは、PD 5 名・博士課程後期課程 2 名の計 10 名、延べ 1,013 日の派遣を行なった（「5. 若手

研究者の派遣実績」参照）。 
アート・リサーチセンター関係では、コロンビア大学ドナルド・キーン日本文化センター（牧野守コ

レクション）、ロンドン大学 SOAS（大英博物館の日本コレクション）、ホノルル美術館（リチャード・

レインコレクション）・ボストン美術館（日本コレクション）においては、浮世絵など海外に流出した

日本文化原資料のデジタル・アーカイビングや目録作成を実施した。デジタル化された成果物は、大英

博物館などのウェブサイトにおいて、日本部門収蔵品 30,000 点のうち 15,000 点の公開につながった。

歴史都市防災研究センター関係では、シェフィールド大学・サッサリ大学と引き続き連携を深め、長

期間の派遣が実現した。新規パートナー機関であった国立雲林科技大学とは歴史地区と文化遺産の防災

まちづくりへ向けた地域社会参加に関する調査、国際連合教育科学文化機関（ユネスコ）とは世界遺産

都市ルアン・パバンの調査で、各々派遣ができた。 
派遣された若手研究者は、期間内にて設定した課題を解決することを前提とし、研究成果は海外パー

トナー機関との共同企画にて発表するほか、海外の国際会議や学術雑誌などで発表することを強く推奨

した。また、各派遣者の派遣実施概要などは、本事業の年次報告書にまとめ、Web においてもその成果

を公開している（以下の URL を参照）。 
（http://www.ritsumei.ac.jp/acd/re/k-rsc/itp/j/index.html） 
 

担当教員については、従来の研究指導に加え、若手研究者の海外での研究成果発表を指導するよう要

請している。一方、担当職員の職務においては、共同企画開催までの若手研究者へのサポートや開催時

の日本側としてのコーディネーターの役割を果たし、次年度以降の展開を議論するために、11 月に担当

教員と共に現地でのパートナー機関先との検討会を行なった。 
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３．平成２１年度 年度事業実施概要 
 

派遣対象者選定については、若手研究者本人より「派遣先における研究計画書」「応募者が派遣を必

要とする理由」「これまでの研究の概要」「研究業績」等を記載した申請書を提出させ、担当教員で構成

する「若手研究者 ITP 海外派遣審査委員会」で審査・指導し、英語による面接を行なった上、派遣者

を決定した。 
 
城月雅大は、歴史的建築物の居住者と場所への心理的結び付きが歴史的建築物の保全行動に与える影

響について、英国サウスヨークシャー州イーム村全戸を調査対象として、日本とシェフィールド大学の

研究者との合同チームで質問紙調査を実施した。また、派遣期間中、イタリア・サッサリ大学およびト

リエステ大学と共催の国際ワークショップを企画し口頭発表、9 月には、スイスのチューリヒで開催さ

れた環境心理学分野の国際学会において発表を行なった。また、海外ジャーナルにも投稿を行なった。 
雀雄は、現地研究者との議論を深めながら、無形文化財のネット上での表現の手法について検討を行

なった。CG 建造物の製作方法やデータ形式などを調査し、モーションデータを CG 建造物に再現する

方法の研究を進めた結果、成果のまとめとして SL 上の CG 建造物で能の公演を行なうことを可能にし

た。また、サイバー環境における伝統芸能の教育方法についても検討を行なった。 
尹新は、3D 文化財モデルを Cubee システムに実装して触覚提示実験を行ない、Cubee との擬似 3

次元ディスプレイを用いたさまざま応用に向けたインタラクティブなインターフェース開発を試みた。 
Cubee で 3 次元物体を操作できるツールとしてのシステムの構築は、まだ完成には至っていないが、

将来的には、ユーザが自由に 3 次元文化財を鑑賞および操作できるデジタル博物館システムに展開す

ることができると考えられる。 
倉橋正恵は、ボストン美術館所蔵歌川派浮世絵版画、主に歌川国貞の役者絵を中心とした約 3,000 枚

の研究調査、及びデータベース化が終了し、同館所蔵の歌舞伎興行に即して出版される歌舞伎番付のデ

ジタル撮影及びデータベース化されたデータの最終確認を行なうことができた。その結果、2005 年から

継続して行なっている同館所蔵浮世絵版画調査数（データベース化枚数）は計約 8,000 枚となり、同館

所蔵浮絵版画総数の五分の一相当を目録化した事になる。今回の派遣期間中に作成されたデータは、同

館で運営している収蔵品検索システムに併合され、同館の Web サイト上で世界中に発信されている。 
中野（服部）くみ恵は、台湾において文化遺産の保存活動へ参画している住民へのヒアリングを行な

い、1980 年代から発展した台湾における住民参加まちづくり手法や、1999 年の集集地震などをきっか

けに各分野からもたらされたコミュニティ防災の長所と短所を明らかにした。その結果、歴史地域およ

び文化遺産の防災まちづくりのための住民参加型ワークショップの必要性が浮き彫りとなり、台湾およ

び日本のワークショップ手法の長所を融合させた新たなワークショップの設計に向けた課題に取り組ん

でいる。 
松葉涼子は、個人コレクションの浮世絵資料約 500 点の資料撮影を行なった。ロンドン大学 SOAS で

は国際共同ワークショップを企画開催し、浮世絵資料のデジタル化の意義を確認するとともに、絵画を

読み解くための情報処理についても活発な議論を交わすことができた。ホノルル美術館では初代豊国を

中心に、寛政から幕末まで約 400 枚の浮世絵を考証した。考証データはのちに、当館データベースの公

開データ（e-Museum）に反映される予定である。派遣期間中、ハワイ大学の Center for Japanese Studies 
にて浮世絵と芝居の関連についての講演を行ない、演劇科の院生にむけて地芝居のセミナーを実施した。

齊藤ちせは、松葉涼子とともに国際共同ワークショップを企画開催し、今後にもつながる研究者ネッ

トワークを構築することができた。ロンドン大学 SOAS を拠点として指導を受けながら、大英博物館所

蔵浮世絵資料（版本）のデジタル撮影および目録作成作業を実施し、イタリアでは在伊日本美術資料所

蔵機関での聞き取り調査とヴェネツィア東洋美術館所蔵浮世絵資料 759 点の撮影、目録データ付与作業

を行なった。イタリアでの調査は、ヴェネツィア大学の若手研究者との共同調査として、本年度も継続

していく予定である。 
大矢敦子は、コロンビア大学東亜図書館が保管する日本映画史に関する資料（牧野守コレクション）

約 80,000 点のうち、「明治期・大正期古書」群および「撮影所関連資料」合計 144 箱分の資料を概観し、

書籍・書籍以外の分類を行なった。結果、昨年度からの概要把握作業を合わせ、戦前の日本映画に関す

る資料を全て概観でき、改めて戦前の日本映画に関する資料の中でも重要な資料群を選別することが可

能となった。特に重要と思われるオリジナル資料は同館の職員に報告のうえ、今後のデジタル化及び情

報の共有化に向けて、貴重な意見交換を行なうことができた。 
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斉藤進也は、Cubee システムを遠隔するための Web インターフェースを開発した。派遣先の受入教

員ならびに研究室からの指導・助言を受けながら、さらに KACHINA CUBE システムの機能に反映させ、

実装を行なうことができた。派遣期間中、ブリティッシュ・コロンビア大学、クラーク大学、アルバー

タ大学において計 4 回の研究報告を行ない、現地の研究者との交流を深めることができた。 
櫻井可奈子は、最初の 2 ヶ月間で、世界文化遺産ラオス、ルアン・パバン地区が抱えている世界遺産

保護の課題の実状を調査し、同地区の危機的状況の把握を進めてきた。年度をまたいだ 4 月の 1 ヶ月間

はその調査結果を補完するために必要に応じて追加の現地調査を行なう予定である。4 月中旬にラオス

新年の行事が行なわれることにあわせて、世界遺産地区内の動産文化財の移動確認調査を行なう予定で

ある。文化遺産の価値に致命的な打撃を与える脆弱性について現地調査に基づく考察を行ない、研究成

果を投稿する。 
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４．平成２１年度の具体的成果 
 
４－１．若手研究者育成に対する組織的取り組み状況 

立命館大学では、平成 19 年度より博士課程後期課程への進学を促進するために、学費を年額 50 万円

に引き下げた。さらに、優れた研究成果の創出、卓越した研究業績を奨励するインセンティブ制度とし

て「研究奨励奨学金」制度（年額 50 万円または 25 万円）を実施し、1 ヶ月程度の海外研究機関等への

研究派遣を促進するため「国際的研究活動促進研究費」を博士課程後期課程院生に措置している（年額

60 万円）。 
そして、アート・リサーチセンターは平成 19 年度文部科学省グローバル COE プログラム｢日本文化

デジタル・ヒューマニティーズ拠点｣に、歴史都市防災研究センターは平成 20 年度文部科学省グローバ

ル COE プログラム｢歴史都市を守る『文化遺産防災学』推進拠点｣にそれぞれ採択された。両研究セン

ターは、グローバル COE プログラムや私立大学研究高度化予算などの大型の競争的学外資金のもとで、

プロジェクト型研究を推進しており、特に博士課程後期課程院生と PD の若手研究者に、指導教員が企

画する研究プロジェクトに所属させながら、彼ら自身の研究はもちろん研究をマネージメントする能力

を身につけさせている。 
以上のような学内資金や学外資金に加え、本事業を活用することによって、海外の研究拠点との有機

的な連携が平成 20 年度より、一層強化されることになった。具体的には、海外での学会発表や 2 ヶ月

未満の短期の海外派遣には、学内奨学金制度やグローバル COE プログラムなどから助成を行ない、本

事業としては、中期・長期（2 ヶ月以上）の海外派遣を対象とすることにした。 
とりわけ、ロンドン大学 SOAS、コロンビア大学、ボストン美術館、ホノルル美術館での日本の美術・

芸術コレクションのアーカイビング、メタデータや目録の作成を中心とした若手研究者派遣は、グロー

バル COE プログラムの研究プロジェクトを飛躍的に発展させ、それら派遣先との連携をより強固なも

のとした。 

４－２．海外パートナー機関との協力体制構築状況 
 

シェフィールド大学へは、昨年度に引き続き長期間にわたって若手研究者の派遣を行なうことができ

た。長期間の派遣であるメリットを活かし、さらに今年度はイタリア・サッサリ大学へと派遣を広げ、

若手研究者が当該大学において講義やメンター的役割を担うなどの成果があった。今年度については、

タマサート大学、国連国際防災戦略アジア太平洋事務所への若手研究者の派遣は該当がなかったが、

8 月にイタリアのトリエステで開催した ITP 国際ワークショップでは、タマサート大学から教員１名、

若手研究者１名が参加しており、国連国際防災戦略アジア太平洋事務所、UNESCO バンコク支部からの

後援を受けて開催している。このことは、着実な海外パートナー機関との組織的連携体制構築のもと可

能となったものである。 
 なお、平成 22 年度前期には、タマサート大学より１名の若手研究者を 2 ヶ月、サッサリ大学より

1 名の大学院生を本学にインターンシップ生として受け入れることが決まっており、組織的な交流がよ

り促進されている。 
新規海外パートナー機関となった国立雲林科技大学は、平成 20 年度の立命館ユネスコ・チェア国際

研修に副学長が参加したことが契機となり、文化遺産防災に関する MOU を締結している。平成 21 年度

は、歴史地区や文化遺産の防災まちづくりへ向けた地域社会の参加手法に関する実践的調査で博士後期

課程学生の長期派遣が実現し、平成 22 年度も継続派遣予定である。 
ロンドン大学 SOAS では、初めての国際共同ワークショップ開催が実現し、成功裏に終わったことを

うけ、ロンドン大学 SOAS がイギリス政府から採択を受けている外部資金（PMI2）を利用して大学院

生（修士課程）や研究員 計 3 名を本拠点にて受け入れた。共同研究や集中講義の参加を通して、教育的

コラボレーションによる成果も目に見えてあらわれるようになってきた。来年度も、複数の若手研究者

派遣およびワークショップ開催が決定している。 
国際記念物遺跡会議（イコモス）には、平成 21 年度には派遣はなかったが、平成 22 年度はパリ本部

ならびに韓国国内委員会へ若手研究者を派遣し、世界遺産保護に関する調査を行なう予定である。特に

韓国国内委員会については、今後の協力体制構築のため、委員長・事務局長とは意見交換のうえ、協力

に関する基本合意を得ており、具体的受入体制などについては幹事長と打ち合わせを行なった。 
その他海外パートナー機関にも継続して若手研究者の派遣を行ない、今後も協力関係をより一層強め

るべく、教員間での交流も活発に行なわれている。 
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４－３．学術面の成果及び成果の発表状況 
（本事業の一環として発表したもの、又は発表予定のものを記入してください。なお、印刷物がある場合

は一部添付してください。） 

【城月 雅大】 
ワークショップ発表 “Participatory Community Planning for Sustainable Community Management”,

JSPS ITP Workshop, Department of Geography, The University of Sheffield, UK, 2009.3.26 
招待講演 “Ways people make active in planning process; the role of personal emotional bonding with 

place”, CONFERENZA Blocco “Piano & Progetto” University of Sassari, Italy, 2009.6.1 
ワークショップ発表 “The Importance of Psychological Bond with Place: A Way of People Make Active 

in Community Planning”, 3rd international workshop Urban Gaming and Simulation and Urban Design 
for Cultural Heritages, University of Trieste, Italy, 2009.8.25 

国際学会発表 "Can Environmental Psychologists Accommodate People’s Place Attachment and 
Identity for Practical Purposes of Daily Life?”, 8th Biennial Conference on Environmental Psychology, 
Zurich, Switzerland, 2009.9.9 

論文 ‘Bridging the gap between planning and environmental psychology: A methodological exploration 
of the application of sense of place for designing vision of public policy.’, Futures, Elsevier, 2009.12.3
（審査中） 

学会発表 伝統的建築物と所有者の心理的結び付きが保全行動に与える影響，日本環境心理学会全国大

会，2010.3（予定） 
国際学会発表 Effect of sense of place on property owner’s behaviour for maintaining historical 

building; A case study in Eyam village in UK, 21st IAPS conference Vulnerability, Risk and 
Complexity: Impacts of Global Change on Human Habitats, Leipzig, Germany, 2010.7（予定） 

【雀 雄】 
学会発表 Character Animation of Performing Arts in Second Life, pp. 378-379/ DADH2009, 2009.12.1 
学会発表 Character Animation of Intangible Cultural Heritage in Second Life, IEEJ/ /IEVC2010, 2010.3
学会発表 Performing Arts of Intangible Cultural Heritage in Second Life, 情報処理学会/ pp. 135-140, 
人文科学とコンピュータシンポジウム, 2009.12.19 

学会発表 Preserving Intangible Cultural Heritage in Second Life, DH 2010, 審査中 
論文 Implementation of Japanese Intangible Cultural Heritage Noh Play in Second Life, CASA 2010, 
（審査中） 

【尹 新】 
国際学会発表 Extracting Tactile Sensation Information from Multi-illuminated Images of Tangible 

Cultural Property, The Fifth International Conference on Intelligent Information Hiding and Multimedia 
Signal Processing（IIH-MSP 2009), 2009.9.13 

国際学会発表 Extracting vibration signal for tactile sensation from single image, ACCV 2009 Invited 
Workshop: Vision and Control for Access Space (VCAS2009), 2009.9.24 

国際学会発表 Visual Simulation of Ancient Book Printing, Asia Simulation Conference 2009 (JSST 
2009), 2009.10.8 

【倉橋 正恵】 
口頭発表 ボストン美術館所蔵初代歌川国貞浮世絵版画 コレクション，第 62 回 GCOE セミナー，  

立命館大学，2009.10.20 
論文 ボストン美術館所蔵歌舞伎番付，アート・リサーチ，10 号，立命館大学アート・リサーチセン  

ター，2010.3 
【中野（服部）くみ恵】 
ワークショップ発表 文化資産防災 DIG (Disaster Imagination Game) の実践方法について，雲林県文化

局・螺陽文教基金会･洪雅書房など、雲林県文化局等ウェブサイトにて公開中，2009.9.20 
ワークショップ発表 在日本的以居民位主角的文化資產 大家來保護社區的文化資產（日本における住民

が主役の文化遺産保護―地域の文化遺産をみんなで守ろう―），雲林県文化局・雲林科技大学文化資産

保護学部、雲林県文化局報告書に掲載予定，2009.11.28 
ワークショップ発表 （台湾）桃園県平鎮市 98 年度防災社区教育訓練「日本防災社区営造経験分享  

（日本における防災コミュニティの経験）」，国家科技防災中心・深耕工作室主催，2009.12.8 
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ワークショップ発表 日本・神戸における震災復興修学旅行の推進―震災復興とツーリズム，阿里山国

家公園管理処深耕工作室主催，2009.12.14-15 
ワークショップ発表 日本京都文化資産市民救援隊分享（日本京都における市民による文化財保存），

台中県阿罩霧文化基金会・霧峰林家古蹟下暦管理委員会，2009.12.25 
【松葉 涼子】 
口頭発表 Changing Iconography in Early Modern Visual Culture: Kabuki and The Tales of Ise, The 

Impact of Image Culture: Using Digital Archives for Research in Japanese Art, SOAS, University of 
London, 2009.9.4 

講義 The Local Theater in Japan, University of Hawaii at Manoa Department of Theater and Dance, 
The Kennedy Theater, 2009.10.7 

講演 Ukiyo-e and Kabuki Performance, Center for Japanese Studies, 2009.10.19 
口頭発表 Reconstructing China on the Kabuki Stage, 2010 AAS (The Association For Asian Studies) 

Annual Meeting, 2010.03 
【齊藤 ちせ】 
国際ワークショップ発表 Ways of Introducing Cultural Heritage Online: Japanese Art Collections in 

Italy, The Impact of Image Culture: Using Digital Archives for Research in Japanese Art, SOAS, 
University of London, 2009.9.4 

口頭発表 イタリア所蔵日本美術コレクション調査報告－現状と展望－，第 72 回 GCOE セミナー，

立命館大学 アート・リサーチセンター，2009.1.12 
論文（査読付） 在伊日本美術資料情報公開の現状と課題－イタリア文化財デジタル化政策の中で－，

『アート・ドキュメンテーション研究』 17 号，アート・ドキュメンテーション学会，採録決定 2010.3
【大矢 敦子】 
研究発表 A Survey of Non-film Materials in the Makino Mamoru Collection, Presentation Meeting at 

C.V. Starr East Asian Library, 2009.11.20 
研究発表 映画「豪傑児雷也」に見られる見せ場 ―浮世絵に見られるイメージとの比較―，風俗絵画

研究会，2009.12.25 
【斉藤 進也】 
ワークショップ発表 歴史情報の格納を支援する Web アプリケーションの開発，ブリティッシュ･コロ

ンビア大学 MAGIC 研究報告会，2010.3.5 
ワークショップ発表 集合的文化と時空間情報の可視化環境，クラーク大学キッチンセミナー，

2010.3.17 
ワークショップ発表 集合的文化と時空間情報の可視化環境，アルバータ大学ヒューマニティーズ・コ

ンピューティング・ワークショップ，2010.3.19 
ワークショップ発表 Cubee における Web 遠隔操作システムの開発，ブリティッシュ･コロンビア大学

HTC 研究会，2010.3.29 
 
【櫻井 可奈子】（現在派遣中） 
 

４－４．今後の課題・問題点 

本事業における若手研究者の派遣は、語学力の向上も 1 つの大きな目的であることから、外国語検定

試験（TOEIC）の受験を推奨している。今年度派遣者（計 10 名）のうち、派遣前後のスコアがすでに

判明している者について比較すると、最高で 120 点アップしており、海外における研究活動が語学力

の向上に大変有効であることが証明されている。派遣後も継続的な外国語による研究発表の場を提供す

ることや国内外の国際会議や学術雑誌での発表については、拠点をあげて促進しており、結果、海外へ

の投稿論文数や学会発表数が飛躍的に伸びている。 
また、海外パートナー機関からの研究員などの受入など、組織全体としてのより積極的な国際交流に

ついても引き続き検討を進めている。 
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５．若手研究者の派遣実績 
 

 
派遣先機関 

 
派遣期間 

 
派遣者所属・職名等 

シェフィールド大学 
公共政策研究センター、 
サッサリ大学建築学部 
（イギリス ロンドン、 

イタリア サルディーニャ島） 

平成２１年４月１日～

平成２２年１月１６日

（２９１日） 

立命館大学立命館グローバル・ 
イノベーション研究機構 
ポストドクトラルフェロー 

ロンドン大学 SOAS 
（イギリス ロンドン） 

平成２１年４月２３日

～７月１６日 
（８５日） 

立命館大学衣笠総合研究機構 
ポストドクトラルフェロー 

ブリティッシュコロンビア

大学 メディアグラフィッ

ク学際センター 
（カナダ バンクーバー）

平成２１年５月３１日

～８月２９日 
（９１日） 

立命館大学衣笠総合研究機構 
ポストドクトラルフェロー 

ボストン美術館 
（アメリカ マサチューセッツ州） 

平成２１年６月２８日

～８月２７日 
（６１日） 

立命館大学衣笠総合研究機構 
ポストドクトラルフェロー 

国立雲林科技大学 
（台湾 雲林県） 

平成２１年８月１０日

～平成２２年１月９日

（１５３日） 

立命館大学大学院理工学研究科 
博士課程後期課程１回生 

ロンドン大学ＳＯＡＳ、 
ホノルル美術館 

（イギリス ロンドン、 
アメリカ ハワイ州） 

平成２１年８月２５日

～１０月２３日 
（６０日） 

立命館大学衣笠総合研究機構 
ポストドクトラルフェロー 

ロンドン大学ＳＯＡＳ 
（イギリス ロンドン） 

平成２１年９月３日～

１１月４日 
（６３日） 

立命館大学大学院文学研究科 
博士課程後期課程１回生 

コロンビア大学図書館 

ドナルド・キーン日本文化

センター 
（アメリカ ニューヨーク州） 

平成２１年９月３０日

～１１月２９日 
（６１日） 

立命館大学大学院文学研究科 
博士課程後期課程２回生 

ブリティッシュコロンビア

大学 メディアグラフィッ

ク学際センター 
（カナダ バンクーバー）

平成２２年２月１日～

３月３１日 
（５９日） 

立命館大学衣笠総合研究機構 
ポストドクトラルフェロー 

国際連合教育科学文化機関

（ユネスコ） 
（タイ・ラオス） 

平成２２年２月１日～

４月３０日 
（８９日） 

立命館大学大学院理工学研究科 
博士課程後期課程１回生 
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６．担当教職員の出張実績 
 

 
出張先機関 

 
出張期間 

 
出張者所属・職名等 

国立雲林科技大学 
（台湾 雲林県） 

平成２１年９月２４日

～９月２７日 
（４日） 

立命館大学大学院 
理工学研究科 

教授 

ロンドン大学 SOAS 
（イギリス ロンドン） 

平成２１年９月３日～

９月５日 
（３日） 

立命館大学大学院 
文学研究科 

教授 

ロンドン大学 SOAS 
（イギリス ロンドン） 

平成２１年９月２日～

９月７日 
（６日） 

立命館大学 
人文リサーチオフィス 

専任職員 

国際記念物遺跡会議 
（イコモス） 

（韓国 ソウル） 

平成２１年１１月８日

～１２月７日 
（３０日） 

立命館大学 立命館 
グローバル･イノベーション 

研究機構 准教授 

国際記念物遺跡会議 
（イコモス） 

（韓国 ソウル） 

平成２１年１１月 
２９日～１２月３日 

（５日） 

立命館大学 
人文リサーチオフィス 

専任職員 

国際連合教育科学文化機関

（ユネスコ） 
（タイ、ラオス） 

平成２２年３月２５日

～３月３０日 
（６日） 

立命館大学大学院 
政策科学研究科 

教授 
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