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事業推進担当者

氏名 研究領域 所属する班など 所属・職名など

川嶋　將生 日本中世史 拠点リーダー，京都文化研究班・リーダー 立命館大学大学院文学研究科
・教授

杉橋　隆夫 日本史学 京都文化研究班 立命館大学大学院文学研究科
・教授

和田　晴吾 日本考古学 日本文化研究班 立命館大学大学院文学研究科
・教授

木立　雅朗 日本考古学 京都文化研究班 立命館大学大学院文学研究科
・教授

John
Carpenter

日本美術
文化史

日本文化研究班 ロンドン大学SOAS・准教授，
立命館大学COE推進機構・教授

木村　一信 日本文学 日本文化研究班 立命館大学大学院文学研究科
・教授

赤間　亮 日本文化史 日本文化研究班・リーダー 立命館大学大学院
先端総合学術研究科・教授

矢野　桂司 地理情報
科学

歴史地理情報研究班・リーダー 立命館大学大学院文学研究科
・教授

中谷　友樹 歴史地理情報研究班 立命館大学大学院文学研究科
・准教授

河角　龍典 歴史地理情報研究班 立命館大学文学部
・講師

金田　章裕 人文地理学 歴史地理情報研究班 京都大学大学院文学研究科・教授
立命館大学COE推進機構・教授

冨田　美香 日本映画史 京都文化研究班 立命館大学大学院文学研科
・准教授授

細井　浩一 Web活用技術研究班 立命館大学大学院政策科学研究科
・教授

八村　広三郎 画像情報学 拠点サブリーダー，デジタルアーカイブ
技術研究班・リーダー

立命館大学大学院理工学研究科
・教授

Ruck 
Thawonmas

人工知能 デジタルアーカイブ技術研究班 立命館大学大学院理工学研究科
・教授

山下　洋一 音声情報
処理

デジタルアーカイブ技術研究班 立命館大学大学院理工学研究科
・教授

稲葉　光行 ソフトウェ
ア工学

Web活用技術研究班・リーダー 立命館大学大学院政策科学研究科
・准教授

前田　亮 多言語情報
処理

デジタルアーカイブ技術研究班 立命館大学大学院理工学研究科
・准教授

地理情報
科学

環境考古学

コンテンツ
産業史
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招聘教員

氏名 職位 所属する班など

吉村　 ミツ 教授 デジタルアーカイブ技術研究班

高瀬    裕 教授 京都文化研究班

関口　博之 准教授 デジタルアーカイブ技術研究班

西川　良和 講師 リサーチ・マネージャー

特別研究員

氏名 所属する班など 所属・職名など

河原 　大 歴史地理情報研究班 （株）キャドセンター

源城 　政好 京都文化研究班 立命館大学文学部・非常勤講師

濱田　裕司 立命館大学アート・リサーチセンター
・スタジオリーダー

松岡　恵悟 歴史地理情報研究班

客員研究員

氏名 所属する班など 所属・職名など

出光　 佐千子 京都文化研究班 出光美術館・学芸員

大西　 秀紀 日本文化研究班 立命館大学文学部・非常勤講師

阪田　 真己子 デジタルアーカイブ技術研究班 同志社大学文化情報学部・講師

玉田　 浩之 歴史地理情報研究班 京都工芸繊維大学大学院 ・ベンチャー
ラボラトリー研究員

張　 建立 京都文化研究班 中国社会科学院日本研究所・講師

當山　 日出夫 デジタルアーカイブ技術研究班 花園大学文学部・非常勤講師

中村　 美奈子 デジタルアーカイブ技術研究班 お茶の水女子大学・准教授

丸茂　美惠子 デジタルアーカイブ技術研究班 日本大学芸術学部・教授
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藤本　徹 Web活用技術研究班

ポストドクトラルフェロー（PD）

氏名 所属する班

李 　基星 日本文化研究班

井上　 学 歴史地理情報研究班

芝浦工業大学大学院MOT研究科　
プロジェクト専門委員

楠井　清文 日本文化研究班

千羨　幸 日本文化研究班

研究支援者（RA）

氏名 所属する班など 種別 所属など

大矢　 敦子 京都文化研究班 立命館大学大学院文学研究科D1

金子　貴昭 日本文化研究班 立命館大学大学院文学研究科D1

石上 　阿希 日本文化研究班 立命館大学大学院文学研究科D3

上田　学 京都文化研究班 立命館大学大学院文学研究科D3

鶴田　清也 デジタルアーカイブ技術研究班 立命館大学大学院理工学研究科D2

花田　卓司 京都文化研究班 立命館大学大学院文学研究科D2

戸所　泰子 歴史地理情報研究班 立命館大学大学院文学研究科D3

第1種

第1種

第2種

第2種

第2種

第2種

第3種

第3種

第3種

松葉　涼子 日本文化研究班 立命館大学大学院文学研究科D3

桐村　喬 歴史地理情報研究班 立命館大学大学院文学研究科D1

RA+斎藤　進也 Web活用技術研究班 立命館大学大学院政策科学研究科D5

RA塚本　章宏 歴史地理情報研究班 立命館大学文学研究科D3

JSPS特別研
究員 (DC2)

尾鼻　崇 日本文化研究班 立命館大学大学院先端学術研究科D3

磯田　弦 歴史地理情報研究班 立命館アジア太平洋大学
アジア太平洋学部・専任講師
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学内研究協力者

氏名 所属する班など 所属・職名など

佐古　 愛己 京都文化研究班 立命館大学文学部
・准教授

松本　郁代 京都文化研究班 立命館大学衣笠総合研究機構
・研究員

上村　雅之 日本文化研究班

高　正龍 日本文化研究班

瀧本　和成 日本文化研究班 立命館大学文学部
・教授

森西　真弓 日本文化研究班 立命館大学産業社会学部
・教授

矢野　健一 日本文化研究班 立命館大学文学部
・教授

倉橋　正恵 日本文化研究班 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

田中　覚 歴史地理情報研究班 立命館大学情報理工学部
・教授

河原　典史 歴史地理情報研究班 立命館大学文学部
・准教授

瀬戸　寿一 歴史地理情報研究班 立命館大学文学部
・講師

徐 　剛 デジタルアーカイブ技術研究班 立命館大学情報理工学部
・教授

田中　弘美 デジタルアーカイブ技術研究班 立命館大学情報理工学部
・教授

立命館大学大学院
先端総合学術研究科・教授

立命館大学文学部
・教授

西浦　敬信 デジタルアーカイブ技術研究班 立命館大学情報理工学部
・准教授

Ross F. Walker デジタルアーカイブ技術研究班 立命館大学情報理工学部
・准教授

古川　耕平 デジタルアーカイブ技術研究班 立命館大学映像学部
・専任講師

崔　雄 デジタルアーカイブ技術研究班 立命館大学情報理工学部
・助手

尹　新 デジタルアーカイブ技術研究班 立命館大学情報理工学部
・ポストドクトラルフェロー

武田　祐樹 デジタルアーカイブ技術研究班 立命館大学大学院理工学研究科
D3
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