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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。） 

機関名 （和文）  

 

 

(英文)  

 

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） 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２２年度の事業目標達成状況 

 

【事業目標】 
 今年度も国際ネットワークにおける若手育成の重点化をテーマとして、海外パートナー機関との共同

研究の実施を増やすとともに、若手研究者の育成の点において、継続した二拠点間の派遣継続を予定し

ている。 
 本年度も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

する若手研究者を派遣対象とする。ただし、より多くの若手研究者に海外における研究活動の機会を提

供するため、同一の派遣者に対し 3 回以上の派遣は行なわないこととしている。 
派遣対象者選定については、派遣先における「研究目的」「研究計画および研究成果公表計画」「派遣

を必要とする理由」「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、英語による面接を行なう。派遣決定者に対しては、担当教員によ

る派遣前指導を行ない、派遣先で十分に研究活動できるよう準備措置を講ずる。派遣者は個別設定した

課題を派遣期間内に解決することを前提とし、創出された成果は海外パートナー機関との共同企画や各

センターにおいて発表するほか、本事業の年次報告書にまとめる。 
また、日本学術振興会より採択を受けた「研究者海外派遣基金助成金（組織的な若手研究者等海外派

遣プログラム）」を併用することにより、海外で開催される学会での口頭発表や現地調査をより促進し、

本事業での派遣意義や研究成果を効果的に公表できる環境を整えることができる。 
 
【事業目標達成状況】 

平成 22 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 3 名、アート・リサーチセンターからは、

PD 2 名・博士課程後期課程 4 名の計 10 名、延べ 851 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（日本工芸

コレクション）、ボストン美術館（漆器日本コレクション）、ロンドン大学 SOAS（大英博物館の日本

コレクション）において、日本陶磁器、日本の染色型紙、日本美術資料、日本の裂帳と裂見本、日本の

軸物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。また、海

外の博物館などに所蔵されている日本文化芸術研究資源の調査、デジタル・アーカイビングやカタロギ

ングを所蔵機関の学芸員らと共同で実施した。デジタル化・カタロギングされた成果物は、所蔵機関の

WEB サイトや収蔵品WEB-DB を通じて次々と公開されており、所蔵機関側にその余力がない場合にも、

アート・リサーチセンターのイメージ・データベースに掲載され、研究利用が可能となっている。例え

ば、大英博物館の場合、18,000 点の浮世絵は、すべて本プログラムによる派遣成果であり、平成 23 年

度には日本古典籍についても公開が始まる。 
歴史都市防災研究センター関係では、タマサート大学と引き続き連携を深め、国立雲林科技大学とは

文化遺産の地域住民参画において有効な災害図上訓練 DIG を実施し、台湾の社会に合った実践的な防災

まちづくりワークショップを展開し、国際記念物遺跡会議（イコモス）とは韓国の木造文化財建造物の

屋根構造とその保存現況の把握調査で、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（http://www.ritsumei.ac.jp/acd/re/k-rsc/itp/j/index.html）。 
本事業による国際的な教育・研究活動実績が評価されたことの裏づけとしては、本事業にて派遣した

若手研究者が、国内の大学の准教授・助教に採用されただけでなく、あらたな分野として公益財団法人

大学コンソーシアム京都の研究専門職員としても採用に至った。また、海外の大学の研究員の職を得る

ケースや大英博物館をはじめとする世界的に著名な美術館・博物館からの若手研究者の長期的な派遣要

請、出向席枠を得るに至っていることが挙げられる。 
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た。平成 23 年度以降の展開を議論するために、  

平成 22 年 9・10 月、平成 23 年 2 月に現地にて海外パートナー機関との検討会を行なった。 
 

http://www.ritsumei.ac.jp/acd/re/k-rsc/itp/j/index.html
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３．平成２２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。 
 
前崎信也は、在外日本陶磁器コレクションの作品情報を恒久的に保全するためのデジタル・イメージ

の作成・保存を行なうため、ロンドン大学 SOAS 所蔵の日本陶磁器関連書籍、英国国立美術図書館所蔵

の日本陶磁器関連書籍等、資金難で日本陶磁器調査・撮影が進んでいない中規模の日本陶磁器コレクシ

ョンを中心に調査し、デジタル撮影を行なった。専門研究者による本格的な調査は初めてのコレクショ

ンが多く、名品を数多く発見しデータ化することができた。また、スコットランド国立博物館のワール

ド・カルチャー・セクションにて招待講演を行なった。（平成 22 年 7 月 28 日 “Digital Humanities for 
Japanese Arts and Cultures: Digitization Project of Japanese Ceramic Collections in the West”） 

Bincsik Monika は、明治時代にアメリカの収集家により集められたコレクションの中でも、最も幅広

い日本漆器コレクションを所蔵しているボストン美術館にて全漆器コレクション 5,000 枚以上の画像、

および材料分類用の顕微鏡のデジタル撮影を行なった。さらに、ボストン美術館にて、眠っていた貴重

資料を発見することができた。全コレクションの調査・デジタル化を通じ、ボストンのコレクターたち

による明治期の収集活動や、未発表の作品とコレクション全体の構造を研究者に紹介することが可能と

なる。ボストン美術館所蔵作品の基礎データの記録と基礎データの一部を美術館の TMS システムへの

登録を行ない、同美術館の学芸員と修復担当者との共同研究も進み始めた。コロンビア大学ではアメリ

カで行なわれた日本工芸の受容、収集活動、日本美術の教育などに関する資料を調査し、特に 19 世紀

後半―20 世紀前半を中心として図書、雑誌、古写真、オークション図録の研究を行ない、歴史資料と美

術館所蔵の作品のデータとを合わせた。以上より収集活動の歴史的背景の研究も可能になった。 
加茂瑞穂は、ロンドン大学 SOAS を拠点としてヨーロッパ諸国の美術館、博物館において浮世絵、版

本、染色型紙のデジタル撮影及び調査を実施した。特に、大英博物館に所蔵される江戸時代の染織関連

資料の中でも重要な「小袖雛形本」を調査する事ができた。今回の調査を通じて、染色型紙のコレクシ

ョンにも所蔵館や収集家の目的、志向が反映され、コレクション毎に異なる特徴が見られることがあら

たにわかってきた。コレクション全体の調査とデジタル撮影を通じ、意匠の調査と共にコレクション毎

の比較研究を進める基盤を構築することが可能となる。 
齊藤ちせは、ロンドン大学 SOAS を拠点として、欧州の国公立博物館の浮世絵を中心とする、館蔵資

料のデジタル撮影、および目録作成作業を実施した。ローマ国立東洋美術館では 414 点、ヴェネツィア

東洋美術館では貼込み帳、肉筆折本約 1,000 点の撮影を行ない、キヨッソーネ東洋美術館では浮世絵資

料に関してはほぼ撮影が終了し、他に型紙約 700 点の撮影ができた。平成 21 年度に引き続き、館蔵浮

世絵資料の撮影と目録データ付与作業はヴェネツィア大学大学院との共同プロジェクトで、日本語、イ

タリア語で作成している。また、国公立機関の在伊日本美術資料所蔵機関を網羅する聞き取り調査にお

いては、所蔵機関の所在を明らかにしたことにより、イタリアの日本美術資料を概観できるようになっ

た。このような、現地の研究者や資料管理者を対象に実施した調査では、現地において人的なネットワ

ークを構築することができた。 
山本真紗子は、ロンドン大学 SOAS を活動拠点として、日欧におけるデザインの交流という従来のジ

ャポニスム研究の成果を踏まえつつ、京都との関わりに視点をしぼり調査を行なった。日本国内では出

版物や WEB 上から資料（画像）確認できないものを中心に、ヴィクトリア・アンド・アルバート美術

館とミュルーズ染色博物館では主に明治期以降に輸出された裂帳と裂見本を、リヨン織物装飾芸術博物

館では海外万博出品用と思われる作品とそれらの購入時の記録を調査・閲覧することができた。また、

作品の実見や画像撮影とともに、当時の万国博覧会の出品記録や展覧会カタログ、商工人名簿等、現地

で活動していた明治期の染織品輸出業者に関する文献資料も一部収集することができた。所蔵館の購入

時の記録も一部であるが参照できたことから、作品の購入元（＝製造者）や価格が判明したため、今後

当時の日本染織品に対しての評価や現地での流通、コレクションの収集状況を明らかにしていく。また

これらの調査により作品が海外に渡る経緯をたどることが可能となり、今後の国内での追加調査により、

現所蔵館も把握できていない資料の来歴が明確になると考える。 
上記の加茂瑞穂、齊藤ちせ、山本真紗子の 3 名は国際共同ワークショップを企画開催し、日本の研究

者の視点と海外の研究者の視点の違いや手法の違いを知る貴重な機会となった。また、ワークショップ

全体を通じて活発な議論が交わされ、貴重な意見や助言を得ることができた。 
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金玟淑は、国際記念物遺跡会議（イコモス）を拠点として、韓国の木造文化財建造物の屋根構造とそ

の保存現況の把握のために、修理工事報告書を閲覧するとともに修復現場で屋根材料・屋根構造の調査

をも行ない、合わせてソウルをはじめ慶州・安東・栄州・尚州などの文化財建造物、復原整備の現場、

防災施設の視察を行なった。国際共同ワークショップを企画開催し、日韓の文化遺産保護の各分野の専

門家らが集まり、災害と文化遺産保護に関する現況と課題を体系化するとともに文化遺産保護の新たな

方向性に対して検討、意見交換を行なった。 
豊田祐輔は、国連国際防災戦略アジア太平洋事務所（UNISDR）によってモデルケースに指定されて

いるアルバイ県（フィリピン）とパトン市（タイ）における包括的防災対策を UNISDR が特に重点を置

く 10 項目に着目してまとめた。派遣先活動による研究成果および文化遺産防災学への貢献としては、

①特に着目した早期警報などの情報の流布に関して、他の機関と連携し、通信網をいくつも用意するこ

とによって確実に情報を伝える事例は、防災一般だけでなく、文化遺産防災にとっても参考になること

の指摘、②予算が限られている途上国ではソフト面の防災が促進されることが多いため、（文化遺産）防

災のハード面が進んでいる日本にとって参考になる事例の蓄積（防災システムなど）、③最も重要な人的

被害を軽減することによって、文化遺産への災害後対策も進むことから、地域住民・観光客・文化遺産

を含めた防災対策を考えるための事例の紹介である。また研究面だけでなく、実施機関である各国行政

機関や、国際的機関の視点に立った防災対策を考察することで、政策策定者側からの実践的な知見を得

ることができた。 
中野（服部）くみ恵は、国立雲林科技大学にて、文化遺産の地域住民参画において有効な方法の 1 つ

である災害図上訓練 DIG を実施し、台湾の社会に合った住民参加による防災まちづくりワークショップ

を展開することができた。具体的には、台湾で実績のある社区総体営造という組織を基盤とした「まち

づくりワークショップ」のノウハウを活かし、これに「防災」の視点を取り入れた。新しいワークショ

ップの運営方法を試行的に企画し、これを実践した。結果、現地市民の評価も高く、手法研究として成

果を挙げるのみならず、地域に貢献することができた。 
高橋伸城は、ロンドン大学 SOAS において、中世にヨーロッパに流出した日本の軸物および巻物の調

査、撮影を行なった。今回、撮影した画像をもとに、｢軸物｣というジャンルの多岐にわたる形態を対象

とした｢在外の軸物データベース｣の構築に向け、貴重な資料・データが得られた。 
久保田利恵子は、ユネスコ（国際連合教育科学文化機関）の世界遺産に対する観光管理のこれまでの

取り組みの系譜、および世界遺産都市における観光管理計画策定におけるユネスコ観光ガイドラインの

有用性に関する調査について、平成 23 年度も引き続き調査を行なう。 
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４．平成２２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 

ロンドン大学 SOAS には、若手研究者 4 名をそれぞれ 2 ヵ月～3 ヶ月に亘って派遣した。現地におけ

る受入教員の 1 名は、本学の特別招聘教員として集中講義を担当するほか、グローバル COE 拠点を中

心とした若手研究者らとのプロジェクト研究を実施している。もう 1 名は平成 22 年 9 月まで、アート・

リサーチセンターが海外研修期間中の受入先となり、平成 25 年度に大英博物館で実施される大規模な

日本美術展のプロジェクト研究活動を行ない、英国帰国後も引続き、派遣研究者の指導を続けている。

その他にも研究協力者 1 名につき、6 月中の短期滞在の受入を行なった。 
また、インターンシップの受入現場である大英博物館においては、本事業による派遣の画期的な成果

として上述した展覧会が企画され、プロジェクトが進行中である。さらに、過年度に派遣を行なった若

手研究者がアシスタント学芸員として、採用されている。 
ボストン美術館では、若手研究者 1 名を 2 ヵ月派遣し、昨年度までの受入体制を継続しつつ、あらた

に漆器というジャンルにおける受入を実施した。また、これまでの浮世絵や版画に関するデジタルアー

カイブの成果について、アート・リサーチセンター側からもデータベース公開が可能となるような契約

締結を当該研究者が推進している。 
コロンビア大学ドナルド・キーン日本文化センターへの派遣期間中、若手研究者が C.V.スター東亜図

書館、あるいは在ニューヨークの美術館への調査研究が可能となったが、平成 22 年度同様の協力関係

を保っており、今年度は若手研究者 1 名を 1 ヵ月派遣した。派遣期間中、日本文化系の協会等でのレク

チャー、研究会での発表を積極的に行なうことができたのも、当該パートナー機関の斡旋による。とり

わけ、東亜図書館との交流においては担当司書との綿密な打ち合わせにより、大規模な日本映画コレク

ションにかかわる本格的な共同プロジェクトの立ち上げに繋がった。 
国際記念物遺跡会議（イコモス、韓国国内委員会）では、初めての国際共同ワークショップ開催が実

現した。協力体制構築のため、昨年度より委員長・事務局長とは意見交換のうえ、協力に関する基本合

意がなされており、今回の国際ワークショップの開催後、組織的な交流がより促進された。 
国連国際防災戦略アジア太平洋事務所では、若手研究者 1 名を半年間に亘って派遣し、都市計画にお

いて防災を主流化するために行なっている国際キャンペーン「Making Cities Resilient-My City Is Getting 
Ready」の活動に従事した。なお、当事務所を率いる Senior Regional Coordinator である Jerry Velasquez
氏は、来年度から歴史都市防災研究センターが所属する立命館グローバル・イノベーション研究機構の

客員教授となることが決定した。 
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国際連合教育科学文化機関（ユネスコ、世界遺産センター）では、派遣研究者の活動が評価され、今

後のインターンシップの受入について、話し合いがもたれた。ユネスコチェアの確認ならびにフォーラ

ムユネスコについて、直接、担当者とユネスコ本部とで協議を行なった。 
国立雲林科技大学は、MOU を取り交わし、継続して協力体制を構築している。平成 22 年度は博士課

程後期課程の学生を副学長に受け入れていただき、日本における防災まちづくりのワークショップのノ

ウハウを活かした市民ワークショップを現地で開催し研究成果を挙げている。 
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。 
 
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。） 

【前崎 信也】 
論文 Late 19th Century Japanese Export Porcelain for the Chinese Market, Transactions of Oriental 

Ceramic Society 73, London: Oriental Ceramic Society, 2010.9 
論文 Fostering International Cooperation to Create a Digital Archive of Japanese Decorative Arts, 『數

位典藏與數位人文國際研討會論文集』、臺灣大學數位典藏研究發展中心, 國立臺灣大學圖書館, 2010.11 
学会発表 明治期における清国市場向け日本陶磁器とその意匠について, 第 203 回意匠学会研究例会, 

2010.9 
学会発表 What Happened After Hamada Left? The Role of Matsubayashi Tsurunosuke in the Early 

Stage of the Leach Pottery, English Ceramic Circle, 2011.1 
国際会議での発表 Fostering International Cooperation to Create a Digital Archive of Japanese 

Decorative Arts, 臺灣大學數位典藏研究發展中心, 國立臺灣大學圖書館, 2011.11 
国際会議での発表 Digital Archive Project to Catalogue Exported Japanese Decorative Arts, 2011 

TELDAP International Conference, 2011.3 
国際シンポジウム 明治期の輸出向け日本陶磁器と中国写しとの関係, 国際日本学会シンポジウム『日

本美術工芸品の輸出、海外にもたらされた日本の美術工芸品』, 2010.10 
国際シンポジウム Three Generations of Seifu Yohei: Ways of Copying Japanese Ceramics in 

Transition, International Symposium, Utsushi: The Art of Copying, 2010.10 
口頭発表 三代清風与平作《水彩磁鳳凰紋花瓶》について, 第 93 回 GCOE セミナー, 立命館大学, 

2010.11.9 
その他発表 Digital Humanities for Japanese Arts and Cultures: Digitization Project of Japanese 

Ceramic Collections in the West, World Culture Section, National Museums Scotland 企画特別講演会, 
2010.7 

その他発表 デジタルアーカイブから見えてくるもの 埋もれていた〈海外で活躍した日本人〉の再発

見, 立命館大学土曜講座 第 2964 回, 2011.1 

【Bincsik Monika】 
ワークショップ発表 Japanese lacquer seminar, Boston, Museum of Fine Arts”, Asian art department, 

ボストン美術館（MFA）, 2010.9.30 
口頭発表 Collecting Japanese lacquer in Europe and the United States, New York University, Institute 

of Fine Arts, JASA (Japanese Art Society of America), 2010.10.12 
ワークショップ発表 Negoro lacquer seminar, Burke Foundation, NYC, Burke Foundation, 2010.10.15 
口頭発表  Marchands-Merciers and Magots: The Japanese lacquer collection of Madame de 

Pompadour, Columbia University, NYC, Donald Keene Center of Japanese Culture, 2010.10.8 
口頭発表 ボストン美術館（MFA）所蔵日本漆器のデジタル化と漆器目録化における問題点, 第 102 回

GCOE セミナー, 立命館大学, 2011.2.1 
国際学会口頭発表（審査付き） East-Asia expeditions: Japanese art as ethnographic or decorative art, 

Krakow, Manggha Center, Manggha Museum and The Polish Society of Oriental Art, 2010.10.21 

【加茂 瑞穂】 
国際ワークショップ発表 Katagami in Twenty-first Century Japan and Europe, International 
Exchange―モノの移動・イメージの受容・変容, 2010.9.18 

口頭発表 京染会蔵明治期懸賞図案についての一考察, 第 95 回 GCOE セミナー, 立命館大学, 
2010.11.30 
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国際シンポジウム 絵画資料にみる「五人男」のイメージとその変化, The History and Development of 
"Gonin otoko" Imagery, Digital Iconography: Image Databases and the Study of Edo Print Culture, 
2010.12.17-18 

【齊藤 ちせ】 
学会発表 Towards Sharing Information about Japanese Artworks in Italy, 日本資料専門家欧州協会

（EAJRS）2010 年次大会, 2010.9.4 
国際ワークショップ発表 An Interim Report on Image Databases, ｢International Exchange モノの移

動・イメージの受容・変容」, 2010.9.18 
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 95 回 GCOE セミナー,  

立命館大学, 2010.11.30 
論文（査読付） 「在伊日本美術資料の研究利用へ向けて－情報発信と国際的な研究連携をめぐる課題」,
『アート・ドキュメンテーション研究』第 18 号 アート・ドキュメンテーション学会, 2011.3 

【金 玟淑】 
国際シンポジウム発表 Heritage Values of Disaster-affected Cultural Properties in Japan and Korea, 

Proceedings of the 8th ISAIA / AIJ, AIK, ASC, 2010.11 
論文／学会発表 文化財建造物の災害脆弱性と被災文化財の価値評価, 2010 年度秋季学術発表大会論文

集／韓国建築歴史学会, 2010.11 
国際ワークショップ発表 韓国の文化財建造物の保存の現況と課題－防災計画のための基礎調査研究

－, ワークショップ「災害と文化遺産保存」資料集, 2010.12 

【豊田 祐輔】 
国際会議発表 Difference in Information Dissemination on Natural Disaster between Gender Roles and 

Two Case Cities in Japan ", The 3rd ASIA Conference on Earthquake Engineering (ACEE-2010) 
Disaster Risk Reduction and Capacity Building for Safer Environments” CD-ROM, 2010.12.1-3,（査読

あり） 

【山本 真紗子】 
国際ワークショップ発表  Yamanaka & Company and their Overseas Activities, International 
Exchange―モノの移動・イメージの受容・変容, 2010.9.18 

【中野（服部） くみ恵】 
論文 台湾における災害時の文化遺跡レスキューに関する研究－九二－大地震後の文化遺産の救出活動

に関する専門家ネットワークと市民・住民の活動を事例として, 地域安全学会論文集, 2010.11.25 
国際ワークショップ発表 A study on Roles and potencies of the Workshop, Proceedings of 8th ISAIA 
2010.11 

【高橋 伸城】 
学会発表 Patronage and Viewership of Art in the Hokke Sect: Rissho Ankoku-ron by Hon'ami Koetsu, 
Association for Asian Studies, 2011.4.2 

【久保田 利恵子】（現在派遣中） 
 
 
４－４．今後の課題・問題点 

ポストドクトラルフェローの数が減少しており更なる人件費の予算確保が必要である。 
 テニュアトラックへむけた、大学自体の博士向けキャリアセンターの支援が始まったばかりであり、

学生部との連携については更なる調整が必要となる。 
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（年度を跨いで引き続いて派遣した場合は、全期間について記載すること） 

 

 

派遣先機関 

 

派遣期間 

 

派遣者所属・職名等 

ロンドン大学 SOAS 
（イギリス ロンドン） 

平成２２年７月２日 
～９月２日 
（６３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、 
コロンビア大学ドナルド・ 
キーン日本文化センター 
（アメリカ マサチュー 

セッツ州、ニューヨーク州） 

平成２２年８月１日 
～１０月３０日 
（９１日） 

（うち、ボストン美術館６１

日、コロンビア大学ドナル

ド・キーン日本文化センター

３０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 

ロンドン大学 SOAS 
（イギリス ロンドン） 

平成２２年８月２１日 
～１０月２１日 
（６２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 

ロンドン大学 SOAS 
（イギリス ロンドン） 

平成２２年８月２３日 
～１１月２２日 
（９２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 

国際記念物遺跡会議 
（イコモス、韓国国内委員会） 

（韓国 ソウル） 

平成２２年９月１日 
～１２月３１日 
（１１６日） 

11/8～13 学会参加のため帰国 

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 

国連国際防災戦略 
アジア太平洋事務所 
（タイ バンコク） 

平成２２年９月９日～ 
平成２３年３月１３日 

（１８６日） 

立命館大学大学院 
政策科学研究科 

博士課程後期課程 2 回生 

ロンドン大学 SOAS 
（イギリス ロンドン） 

平成２２年９月１５日 
～１１月１９日 
（６６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２２年１０月１日 
～１２月７日 
（６１日） 

11/5～11 学会参加のため帰国 

立命館大学大学院 
理工学研究科 

博士課程後期課程 2 回生 

ロンドン大学 SOAS 
（イギリス ロンドン） 

平成２３年１月２６日 
～３月２８日 
（６２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 

国際連合教育科学文化機関

（ユネスコ、世界遺産センター）

（フランス パリ） 

平成２３年２月８日 
～６月１８日 
（１３１日） 

立命館大学大学院 
理工学研究科 

博士課程後期課程 2 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 

ロンドン大学 SOAS 
（イギリス ロンドン） 

平成２２年９月１８日 
（１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２２年９月１６日 
～９月２０日 
（５日） 

立命館大学 
衣笠総合研究機構 

准教授 

ロンドン大学 SOAS 
（イギリス ロンドン） 

平成２２年９月１６日 
～９月２１日 
（６日） 

人文社会リサーチオフィス 
専任職員 

国連国際防災戦略 
アジア太平洋事務所 
（タイ バンコク） 

平成２２年１１月３０日 
～１２月５日 
（６日） 

立命館大学大学院 
政策科学研究科 

教授 

国際記念物遺跡会議 
（イコモス、韓国国内委員会） 

（韓国 ソウル） 

平成２２年１２月２０日

～１２月２２日 
（３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 
教授 

国際記念物遺跡会議 
（イコモス、韓国国内委員会） 

（韓国 ソウル） 

平成２２年１２月２０日

～１２月２２日 
（３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２３年１月３０日 
～２月３日 
（５日） 

立命館大学大学院 
文学研究科 

教授 

国際連合教育科学文化機関

（ユネスコ、世界遺産センター）

（フランス パリ） 

平成２３年２月２４日 
～３月２日 
（７日） 

立命館大学大学院 
政策科学研究科 

教授 

国際連合教育科学文化機関

（ユネスコ、世界遺産センター）

（フランス パリ） 

平成２３年２月２４日 
～３月２日 
（７日） 

立命館大学大学院 
理工学研究科 

教授 

国際連合教育科学文化機関

（ユネスコ、世界遺産センター）

（フランス パリ） 

平成２３年２月２４日 
～３月１日 
（６日） 

人文社会リサーチオフィス 
課長補佐 
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７．共同企画実施状況 

 

企 画 名 第 4 回歴史都市防災シミュレーション若手研究者国際ワークショップ 

開 催 期 間 平成 22 年 8 月 24 日（火）～平成 22 年 8 月 31 日（火）（8 日間） 

開 催 地 立命館大学 歴史都市防災研究センター カンファレンスホール 

日
本
側
責
任
者 

氏 名 鐘ヶ江 秀彦 

所属機関・職名 立命館大学大学院 政策科学研究科・教授 

（
※
日
本
以
外
で 

 
 

開
催
の
場
合
） 

開

催

責

任

者 

氏 名 

（ 英 文 ） 
 

所属機関・職名 

（ 英 文 ） 
 

概要及び成果 

【概要】 

（共同企画の目的、本会経費により参加した参加者の役割や貢献についても示してください） 

 

本年度は「THE FUTURE OF THE PAST」と題し、立命館大学を含む国内大学、海外パートナー機関

であるタイ・タマサート大学およびイタリア・サッサリ大学の若手研究者を対象に、第 4 回歴史都市防

災シミュレーション若手研究者国際ワークショップを立命館大学・衣笠キャンパスにおいて開催した。 
本ワークショップは、歴史都市防災研究センターと防災調査研究協定を締結している京都市左京区上

高野学区および北区衣笠学区の自主防災会の協力を得て実施し、参加者は歴史都市防災およびゲーミン

グ・シミュレーションの理論に関する講義、上高野学区・衣笠学区における防災および寺社仏閣保全の

現状についての実践に関する講義を受けた後、ゲーミング・シミュレーションによる歴史都市防災教育

教材の試作を行なった。 
 
参 加 者：29 名 

（立命館大学大学院生 8 名、京都大学大学院生 1 名、タマサート大学若手研究者および学部生 3 名、

サッサリ大学若手研究者および大学院生 6 名、立命館大学教員 4 名、高知大学教員 1 名、名古屋大

学教員 1 名、タマサート大学教員 1 名、マヒドン大学教員 1 名、サッサリ大学教員 2 名、Associate 
Director and Researcher in PRES［民間コンサルタント］研究員 1 名） 

 
なお、本ワークショップの開催に当たっては、国際シミュレーション＆ゲーミング学会（ISAGA）、

日本シミュレーション＆ゲーミング学会（JASAG）、タイシミュレーション＆ゲーミング学会

（ThaiSim）、および ISS ISAGA summer school の後援を受けた。 
 
【成果】 

本年度は、過去のワークショップ参加者がチューターとして参加するなど、これまでの若手研究者育

成の努力が目に見えて現れてきたワークショップであった。また参加者が試作したゲーミング・シミュ

レーション教材について、ゲーミング・シミュレーションの専門家へ最終プレゼンおよび実際にワーク

ショップ参加者に対して実施する際、調査対象地域の自主防災会長に聴講してもらうことによって、ワ

ークショップの成果を若手研究者だけでなく、地域へ還元することができた。さらに本ワークショップ

参加者である若手研究者による歴史都市防災政策に関する研究成果の発表も行ない、意見交換が多くな

された。 
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企 画 名 
若手研究者国際ワークショップ 
「International Exchange モノの移動・イメージの受容・変容」 

開 催 期 間 平成 22 年 9 月 18 日（1 日間） 

開 催 地 イギリス・ロンドン大学 SOAS、ブルネイ・ギャラリーB104/B103 

日
本
側
責
任
者 

氏 名 赤間 亮 

所属機関・職名 立命館大学大学院 文学研究科・教授 

（
※
日
本
以
外
で 

 
 

開
催
の
場
合
） 

開

催

責

任

者 

氏 名 

（ 英 文 ） 

ジョン・カーペンター 
（John Carpenter） 

所属機関・職名 

（ 英 文 ） 
ロンドン大学 アジア・アフリカ研究スクール 教授 
（Reader, School of Oriental and African Studies(SOAS), University of London） 

概要及び成果 

【概要】 

（共同企画の目的、本会経費により参加した参加者の役割や貢献についても示してください） 

 

本事業にて派遣中の 3 名の若手研究者が中心となって国際ワークショップ「International Exchange モノの

移動・イメージの受容・変容」を企画、開催した。（共催：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」） 
昨年度のワークショップ開催に続き、ヨーロッパの日本美術研究の中心のひとつであるロンドン大学SOAS、

ならびにセインズベリー日本藝術研究所と共同でワークショップを開催した。本企画は、若手研究者が本事業

による派遣期間中に、現在調査の対象としている地域・機関の研究者と共同でワークショップを実施すること

で、研究者間のネットワーク構築と調査対象地域・拠点との関係強化をめざすものである。 
ワークショップは二部構成とし、前半は本拠点および発表者による欧州でのデジタルアーカイブ化作業の成

果とその活用により得られた知見についての研究発表を、後半は欧州における日本美術コレクションの形成や

日本美術の中にあらわれた異国イメージ形成の過程など日欧の文化交流の中から生まれた芸術表象に関する

研究発表をおこなった。 
 
参 加 者： 20 名 

（若手研究者 ITP 派遣者 3 名、ロンドン大学 SOAS 教員・大学院生 4 名、ロンドン大学 SOAS・研究員 2
名、立命館大学教員 2 名、立命館大学 PD 研究員 1 名、立命館大学大学院生 1 名、立命館大学職員 1 名、

ルーヴェン・カトリック大学大学院生１名、大英博物館職員 1 名、ハワイ大学教員 1 名、セインズベリー

日本芸術研究所研究員 1 名、一般参加者 2 名） 
 

【成果】 
参加者は開催地であるロンドン大学 SOAS の教員・学生をはじめ欧州各地の若手研究者が参加し、それぞれ

の発表に対し活発な議論が交わされた。これまで日本文化デジタル・ヒューマニティーズ拠点で構築・推進し

てきたデジタルアーカイブの現状とその利用による研究を現地の研究者に向けて発信し、また、他機関におけ

る研究活動についても発表を通じて理解を深めることができ、大変貴重な機会となった。 
発表の成果は、立命館大学グローバル 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」の

ブログサイト（http://www.arc.ritsumei.ac.jp/lib/GCOE/JCSG/john_carpenter/2010/09/soasworlshop.html）で公開してお

り、ワークショップ終了後もディスカッションの場を提供している。ブログサイトの内容は、今後も順次更新

していく予定である。 

http://www.arc.ritsumei.ac.jp/lib/GCOE/JCSG/john_carpenter/2010/09/soasworlshop.html
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企 画 名 若手研究者国際ワークショップ「災害と文化遺産保存」 

開 催 期 間 平成 22 年 12 月 21 日（1 日間） 

開 催 地 韓国・韓国故宮博物館 

日
本
側
責
任
者 

氏 名 益田 兼房 

所属機関・職名 立命館大学立命館グローバル・イノベーション研究機構・教授 

（
※
日
本
以
外
で 

 
 

開
催
の
場
合
） 

開

催

責

任

者 

氏 名 

（ 英 文 ） 

李 相海 
（Sang-hae Lee） 

所属機関・職名 

（ 英 文 ） 
国際記念物遺跡会議（イコモス） 委員長 
（Professor, International Council on Monuments and Sites (ICOMOS)） 

概要及び成果 

【概要】 

（共同企画の目的、本会経費により参加した参加者の役割や貢献についても示してください） 

 

本事業にて派遣中の若手研究者が中心となり、イコモス韓国委員会と立命館大学歴史都市防災研究セ

ンターが共催するワークショップ「災害と文化遺産保存」を企画し、韓国故宮博物館にて開催した。本

ワークショップの目的は、日韓の文化遺産保護の各分野の専門家らが集まり、災害と文化遺産保護に関

する現況と課題について議論し、文化遺産保護の新たな方向性に対して検討することであった。ワーク

ショップは 2 部構成となり、第 1 部が「災害と文化財建造物の保存」という題名で日韓の文化財保護の

政策の変化や災害復旧工事における課題について、第 2 部が「災害と歴史都市の保存」という題名で日

韓における歴史都市の脆弱性や防災計画、安全点検などに関する研究成果と課題についての研究成果の

発表が行なわれた。 
 
参 加 者： 29 名 
（若手研究者 ITP 派遣者 1 名、イコモス韓国委員会々員 5 名、イコモス韓国委員会準会員 2 名、立命

館大学・教員 2 名、立命館大学・ポスドク研究員 1 名、韓国・文化財委員 1 名、韓国・文化財庁・職員

6 名、韓国・国立文化財研究所・職員 1 名、韓国・徳寿宮管理事務所・所長 1 名、韓国・景福宮管理事

務所・職員 2 名、韓国・宗廟管理事務所・職員 1 名、韓国・漢陽大学校・教授 1 名、韓国・漢陽大学校・

大学院生 1 名、韓国・龍仁大学校・教授 1 名、韓国・社団法人シーズ・職員 1 名、東京文化財研究所・

研究員 1 名、一般参加者 1 名） 
 
【成果】 

参加者は政府機関や大学などにて文化遺産保護の実務に携わっている方々で、ディスカッションでは

日韓の文化遺産保存における共通課題と差が明らかになった。また、本シンポジウムを通して、日韓両

国における文化遺産防災に関する情報交換が進むとともに研究者らの交流が深まった。 
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企 画 名 派遣者研究成果発表会 

開 催 期 間 平成 23 年 2 月 11 日（1 日間） 

開 催 地 立命館大学 歴史都市防災研究センター カンファレンスホール 

日
本
側
責
任
者 

氏 名 鐘ヶ江 秀彦 

所属機関・職名 立命館大学大学院 政策科学研究科・教授 

（
※
日
本
以
外
で 

 
 

開
催
の
場
合
） 

開

催

責

任

者 

氏 名 

（ 英 文 ） 
 

所属機関・職名 

（ 英 文 ） 
 

概要及び成果 

【概要】（共同企画の目的、本会経費により参加した参加者の役割や貢献についても示してください） 

 

2009（平成 22）年度後期派遣者および今年度派遣者（2011（平成 23）年 1 月末日までに帰国した派

遣者を対象）による成果報告会を開催した。具体的には、本事業を利用して中長期の在外研究を行なっ

た、本拠点所属の若手研究者 7 名が、各 20 分の派遣中の研究活動や成果報告と、5 分程度の質疑応答を

英語により行なった。 
 

・斎藤 進也（衣笠総合研究機構 PD） 
｢立方体型Web ユーザーインターフェースの開発｣ 

・櫻井 可奈子（理工学研究科 D1／立命館グローバル・イノベーション研究機構 RA） 
｢世界遺産都市ラオス ルアンパバンの仏教文化遺産の保存と災害対策に関する研究｣ 

・前崎 信也（立命館グローバル・イノベーション研究機構 PD） 
｢在外日本陶磁器コレクションの保全のための基礎調査｣ 

・齊藤 ちせ（文学研究科 D3／衣笠総合研究機構 RA） 
｢イタリアにおける日本美術資料の所在と現状の網羅的調査｣ 

・山本 真紗子（衣笠総合研究機構 PD） 
｢ヨーロッパに残る近代日本染織関連資料について｣ 

・BINCSIK Monika（文学研究科 D2／衣笠総合研究機構 RA） 
｢ボストン美術館（MFA）所蔵日本漆器コレクションのデジタル化と研究｣ 

・加茂 瑞穂（文学研究科 D2／衣笠総合研究機構 RA） 
｢在外所蔵染色型紙の調査報告｣ 

 
【成果】 

研究成果発表会は、派遣者による研究発表および参加者からの質疑応答も含め、すべて英語で執り行

なわれた。各発表者より派遣中の研究活動やその成果について報告を行なった後、参加者から研究内容

や海外パートナー機関との今後の研究計画・展望についての様々な質問や意見交換が活発になされ、有

意義な場となった。 
コメンテ－ターであるリーズ大学・名誉教授のEllis Tinios氏と Richard Bryan Stephens氏（Stephens 

Plannning&Design LLC／代表）からは、研究内容への提言や的確なアドバイスがあり、派遣者にとっ

ては、今後の研究活動をさらに進めるうえで貴重な機会となった。 
来年度派遣予定者のみならず、両センターにて研究・活動している他の若手研究者らの参加もあり、

海外で研究活動を行なうことへの意欲が表れていた。 
 

＊その他、参加者リスト（様式は任意。本会経費負担者には印を付けること）、日程等、セミナー関連資料

があれば添付すること 


