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国立歴史民俗博物館（以下、歴博と略）は、これまで、文献史学・考古学・民俗学および
自然科学を含む関連諸学と協業し、学際的で基盤的・先進的な日本の歴史と文化に関する研
究を、現代的視点と世界史的視野のもと、大学をはじめとする国内外の研究者とともに、す
なわち学界コミュニティの協力をえながら推進してきました。そのなかで、資料そのものに
人文社会科学的な分析だけでなく自然科学的な分析の結果をも付与することで、より豊かな
学術的情報をもつ「歴史文化資源」として活用できるように心がけてきました。そして、そ
の資源の分析成果や共同研究の成果を、論文だけではなく展示というかたちでも表現（歴史
叙述）することによって、「研究の可視化」を進めてきました。さらに、この一連の過程そ
のものを多くの研究者と共有するなかで、歴史研究をさらに「高度化」できるのではないか
と考えており、それこそが歴史系博物館をもつ大学共同利用機関である当館の強みでもあり
責務でもあると考えています。

歴博は、このような資源・研究・展示という3つの機能・要素を有機的に連携させた研究
方法を「博物館型研究統合」と呼び、この研究方法そのものを学界と共有してきましたが、
2016年度から6年間の第3期中期目標・中期計画では、この「博物館型研究統合」という研
究方法にさらに磨きをかけようとしています。すなわち、新しい「異分野連携」のモデルケー
スにもできるような歴史研究の新学問領域である「総合資料学」を構築したいと考えていま
す。その際、「共通の研究資源に基づいた研究連携」を深めることが不可欠だと考え、同じ
資料を、それぞれ方法や理念の異なるさまざまな学問分野で分析し、それを綜合すると、ど
のような歴史的世界が見えてくるのか、そのような少しわくわくするような課題に取り組ん
でいるところです。

歴博は、大学共同利用機関として共同研究を重視しています。館蔵資料と分析機器、そし
て当館の専任研究者の研究蓄積や研究能力を十分活用していただき、皆さんとより質の高い
共同研究を行っていくことを目指します。歴博で、一緒に共同研究を楽しんでみませんか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　館長　久留島  浩

国立歴史民俗博物館（歴博）が取り組む共同研究には、基幹研究（Principal Reasearch Project：本館の取り組む中心的な研究）、
基盤研究（Fundamental Research Project：考古・歴史・民俗の資料に基づく実証的で学際的な研究）があります（詳細は3ペー
ジ参照）。そして若手研究者育成という面から、開発型共同研究（対象は本館の助教）と共同利用型共同研究（Joint Research 
for Collaborative Accessibility：外部の若手研究者を対象とした館蔵資料および分析機器・設備を利用した研究）があります。
この他、人間文化研究機構が実施する基幹研究プロジェクトを進めています（22ページ表参照）。

歴博は、2017年度より、大学共同利用機関としての機能強化をさらにはかるために共同研究（基幹研究、基盤研究、共同
利用型共同研究）の全面公募を開始しました。

歴博の近年の共同研究では、考古学と分析科学との協業による年代歴史学の開拓、漆をめぐる技術と利用の歴史についての
考古学、植物史、歴史学、美術史の協業、千葉県下での二五穴と呼ばれる近世後期の用水について、高低差のあるその掘削技
術と資金確保、そして現在に至る利用実態についての歴史学や民俗学の協業、館蔵資料『懐溜諸屑』（天保－安政期頃、江戸
の落語家入船扇蔵が収集した瓦版や商標などの一枚摺りコレクション）をめぐる近世史、美術史等の協業による史料的可能性
の追求など、それぞれ学際協業による歴史研究の新たな知見が得られています。また、古墳時代（三国時代）における日朝関
係史像を栄山江流域の前方後円墳の分析を通して再構築を図ろうとする研究など、海外研究機関との学術交流協定のもとでの
国際共同研究も成果をあげています。

共同研究の開始から、その成果を出していこうとする流れは右記の図のようになっています。研究の成果は、逐次研究会の
場だけでなく現地調査の現場でも、そして論文集（『研究報告』）ももちろんですが、フォーラムやシンポジウム、展示など多
様な発表や社会還元の機会があります。それも歴博の共同研究の特徴の一つです。歴博は幅広い観点からこのような共同研究
をサポートしていきます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（研究推進センター）

館長あいさつ

歴博の共同研究
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共同研究の流れ

公   募

基幹研究

基盤研究 1

基盤研究 2開発型

共同利用型

公   募

公   募

公   募

考古・歴史・民俗資料に
基づく実証的・学際的研究
（課題自由設定）

考古・歴史・民俗資料に
基づく実証的・学際的研究
（館蔵資料対象）

任期付助教が対象
（若手研究者育成）

1年間の共同研究
（若手向け）
館蔵資料利用

分析機器・設備利用

本館の取り組む
中心的な研究テーマ

歴博
共同研究の
枠組み

 （平成30年度現在）

公募開始
審査
採択

1年目

2年目

3年目

4年目

5年目

6年目

8月    公募締め切り
9月    1次審査
12月  2次審査 
→ 採択課題決定

4月    共同研究開始
10月  次年度計画書提出

4月    1年目実績報告書提出
6月    中間評価の実施
10月  次年度計画書提出

4月    2年目実績報告書提出
3月    共同研究終了
歴博フォーラム等の開催

4月    最終報告書提出
5月    共同研究の成果報告会

歴博フォーラム等の開催
企画展示・特集展示等の開催
終了後3年以内に『歴博研究報告』刊行

準
備
・
応
募

共
同
研
究
実
施
期
間（
３
年
間
）

研
究
成
果
の
公
開
・
発
信

共同研究会の開催

フィールド調査

資料調査・分析

歴博フォーラム

企画展示等の開催

歴博研究報告
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基盤2

写真1　『経光卿改元定記』（本館蔵。H-63-203）

朝廷内で新年号を審議する際の基礎資料は「年号勘
かん

文
もん

」

であり、改元の度に、主として紀伝道に属する家の儒者数

名がそれぞれ複数の年号案および典拠となる文章を記して

提出した。廣橋家もしばしば年号勘文を提出したり、年号

を審議する会議「改
かいげんのさだめ

元定」に参加したりしている。年号勘

文に引かれる漢籍のテキストの性質や学術的価値について

は、ほとんど注目されてこなかったが、調査と分析を進め

ることで、中国で印刷術が普及する前に書写された古鈔本

に由来するものが含まれていること、引用される書物の変

化から、国内における漢学の受容の変化が看取されること

などがわかってきた。

実際のところ、年号勘文の現物は残っていないが、複本

が少し残っていて、それらを通して年号勘文の実際のイ

メージをつかむことができる。年号勘文に記されている内

容は、上記の「日記」の記録、もしくは「日記」から改元

に関わる記事を抜き出した『年号部類記』、さらには年号

勘文だけを集成した『元秘別録』などによって知ることが

できる。本館に収蔵されているこのような「年号勘文資料」

には、年号勘文本体には加えられていない訓点が施されて

廣橋家は、名家の家格を有する家であり、藤原氏北家日

野流につらなる。代々、先例故実の典拠となりうる「日記」

を残す、いわゆる「日記の家」として朝廷内で重んじられ

た。室町時代から江戸時代にかけて武家伝奏を務めて公武

間の折衝にあたる者が輩出したこともあり、「広橋家記録」

と称される膨大な古記録・古文書類が残されている。明治

に入って、「広橋家記録」の中、中世史料を主とする部分

が東洋文庫を経て本館の所有に帰し、「廣橋家旧蔵記録文

書典籍類」と題するコレクションを形成している。

「廣橋家旧蔵記録文書典籍類」の特色の一つとして、改

元に関わる史料が多く含まれていることが挙げられる。言

うまでもなく、年号は中国に由来し、日本の公年号の大半

は漢籍に出典を持つが、卑見によると、年号と漢籍との関

係については十分に研究が進んでいるとは言いがたい。そ

こで、中国学の立場から、本コレクションおよび年号の研

究に寄与することができるのではないかと考え、計画書を

作成・提出したところ、公募型共同研究に採択され、平成

27年度から3年間の研究プロジェクトを開始することに

なった。

研究期間 　  2015～2017年度

共同研究員   計15名（外部：12名  歴博：3名）  

代表  水上雅晴   MIZUKAMI Masaharu  ［中央大学］

副代表  小島道裕   KOJIMA Michihiro  ［本館研究部］

廣橋家旧蔵文書を中心とする
年号勘文資料の整理と研究

公 募

共同研究紹介  0 1
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平成から新たな年号に切り替わることが明らかになった

タイミングに開催されたこともあり、特集展示はいくつか

のメディアに取り上げられた。歴博フォーラムと国際学術

シンポジウムは、それぞれ様々な分野の研究者や海外研究

者を招聘し、多角的な視点を導入して議論・考察を進めた

ことで、多くの参加者が得られた。三つのイベントをもと

にした研究論集『年号と東アジア－改元の思想と文化－』

（仮題）の出版も決まった。以上とは別に、年号勘文資料

を影印し、研究班のメンバーによって日中二カ国語の解題

が附された『日本漢学珍稀文献集成（年号之部）』全五冊、

五千頁が平成30年1月に中国の上海で出版され、研究成

果の可視化や国際的な発信の面でも進展を見せている。こ

のように本共同研究を通して、年号に関する研究基盤の整

備が進んでいるという実感が得られている。

いたり、年号勘文に記されている漢字について、どのよう

な場合に呉音で読み、どのような場合に漢音で読むかの慣

例が説明されたりしているものもあり、国語学の面でも貴

重な学術資料が含まれている。たとえば、『経光卿改元定記』
（H-63-203）は、幾度か年号勘文の提出と改元定への参加を

幾度か経験した廣橋経光（1213～1274）本人の直筆資料

であり、上記の状況にも光を当ててくれる。

「廣橋家旧蔵記録文書典籍類」にもとづく年号研究の成

果を社会に還元すると同時に、学界と共有するため、館

内で特集展示「年号と朝廷」（平成29年9月12日～10月

22日）を実施し、期間中に歴博フォーラム「年号と日本

文化」（9月16日）と国際学術シンポジウム「年号と東ア

ジアの思想と文化」（10月21日・22日）を開催した。短

期間に三つの大きなイベントを開くには、多分野からなる

研究班のメンバーはもとより、館内から多大な協力が得ら

れたからに外ならず、関係部門およびスタッフには深甚な

る謝意を表する。

写真2　特集展示チラシ　 （上）写真3　展示会場
（下）写真4　国際シンポジウム会場

写真8　『日本漢学珍稀文献集成（年号之部）』写真6・7　館蔵資料調査の様子

写真5　毎日新聞の掲載記事
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基盤2公 募

共同研究紹介  0 2

直良コレクションを構成する
更新統産動植物化石の
分類学的再検討と現代的評価

研究期間 　  2017～2019年度

共同研究員   計10名（外部：8名  歴博：2名）  

代表  甲能直樹   KOHNO Naoki  ［国立科学博物館］

副代表  工藤雄一郎   KUDO Yuichiro  ［本館研究部］

群」など、学界に一石を投じた研究も少なくない。

直良が採集した考古資料、古生物標本、植物化石は相当

量に達し、収集した化石にはホロタイプ（新種命名の基準

となった模式標本）もある。しかし、1945年の東京大空

襲で直良の資料の大部分は焼失してしまった。戦後に収集

した動・植物化石は、一部は戦前の収集品と合わせて早稲

田大学を定年退職する際に寄贈し、栃木県葛生産の化石標

本は良好なものが葛生町公民館に貸与された。その残りの

資料が、国立歴史民俗博物館が所蔵している直良信夫コレ

クションである。

国立歴史民俗博物館蔵のコレクションには、新生代の哺

乳類化石、更新世や完新世のニホンオオカミ化石（写真2）

やイヌの骨、古代農作物関係の資料、各種の文書記録類な

国立歴史民俗博物館が所蔵する「直良信夫コレクション」

は、博物学、考古学、古生物学、動物生態学などの分野で

数多くの業績を残した、直
なお

良
ら

信
のぶ

夫
お

（1902－1985）が収集

した資料である（写真1）。

直良は1925（大正15）年に「直良石器時代文化研究所」

を自宅に設立し、独学で考古学の研究に励んだ。1932年

には東京都江古田に移住し、早稲田大学理工学部に出入り

して哺乳類化石の整理などに従事し、アジア産哺乳類化石

の研究者として成長するとともに、遺跡出土骨の鑑定を行

い、縄文時代の生業の復元を研究テーマとした。現在は幻

となった「明石原人」や「葛
くず

生
う

人」の発見、古植物学の三

木茂博士と報告し、日本列島に更新世末の寒冷気候が存在

した事実を初めて証明する資料となった「江古田植物化石

写真4
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写真1　直良信夫（1958年撮影、春成秀爾提供）　　　 写真2　葛生宮田石灰産の後期更新世のオオカミ化石
写真3　中国四川省産の中型偶蹄類の化石（直良コレクションでは「栃木県葛生産大型シカの頭骨化石」として登録されていた資料）
写真4　共同研究会の様子　化石資料を観察　　　　　写真5　共同研究会の様子　春成秀爾氏による資料受け入れの経緯の紹介
写真6　早稲田大学所蔵の直良コレクションの見学　　写真7　国立極地研究所でのDNA分析試料の採取風景

の分野で先頭に立つ研究者が共同で研究を行って、個別の

研究成果を統合してその全体像を明らかにすることができ

れば、日本の更新世の動植物群集の知識を充実させる上で

極めて意義深い寄与を導き出すことができるだろう。そし

て、これらの課題を通して、日本の古生物学の黎明期を代

表するにもかかわらずその古生物学史に必ずしも正確に反

映されているとは言えない直良信夫の業績とコレクション

の古生物学史的再評価も視野に入れて研究の充実を図りた

いと考えている。

29年度から始まった共同研究では、国立歴史民俗博物

館が所蔵する更新統産動植物化石の観察・記載を進めると

ともに（写真4、写真5）、早稲田大学が収蔵する資料の調査

も行っている（写真6）。また、葛生産更新世オオカミの頭

骨化石の14C 年代測定のほか、CTスキャンによる精密な

測定、DNA分析など、最新技術による標本の調査・研究

を進めている（写真7）。なお、この葛生産オオカミについ

ては生体復元模型を製作し、具体的な展示物として研究成

果を公表することも計画している。

どがあり、直良信夫の研究や戦前の考古学界・古生物学界

の研究動向を辿るうえで重要な資料である。

国立歴史民俗博物館では直良コレクションを扱う館蔵資

料型共同研究の公募を平成28年度に行っており、甲能直

樹（国立科学博物館）を代表とする共同研究が平成29年

度から開始された。この共同研究では、直良コレクション

のうちの更
こう

新
しん

統
とう

産の動植物化石に焦点を当て、複数の博物

館や大学と共同で総合的に精査・検討し、コレクションの

学術的価値を再評価することを主要な目的としている。直

良信夫コレクションに含まれている日本産哺乳類化石に

は、日本列島からは絶滅してしまったネコ科食肉類やこれ

まで日本列島からは知られていない中型の偶蹄類が含まれ

ている（写真3）。とくに、後者についてはそれが古く大正

年間に東北帝国大学の松本彦七郎によって中国四川省の更

新統から記載された哺乳類化石であることが明らかとな

り、現在では二度と得ることのできない国内外の貴重な標

本群を多数含んでいる。

コレクションを構成する更新統産動植物化石をそれぞれ

写真6 写真7

写真1

写真2

写真3

写真5
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わせてシームレスに相互に閲覧可能なシステムの構築を

行っている（平成30年3月より公開予定）。このシステム

により、複数の他機関の資料を芋づる式に探すことができ

るとともに、目録の項目がそれぞれ異なっていても、それ

らを意識せずにデータを見つけたりすることができるよう

になる。これにより、分野を超え、機関や地域を超えた資

料の研究利用の体制を整えることができるようになると考

えている。 システムの公開後は、データをより広く充実

させていくとともに、歴史資料全体の基盤となるような

データ・システムの整備へと取りかかるとともに、様々な

応用事例の開発などを試みる予定である。

異分野連携ユニットでは、現在、大きく２つのテーマに

ついて取り組んでいる。一つは、文字資料を中心とした紙

の総合的な分析である。これまで、前近代の紙資料につい

ては、繊維の分析を中心に行われていた。本ユニットでは、

共同研究「総合資料学の創成と日本歴史文化に関する研

究資源の共同利用基盤構築」は、平成28年度から平成33

年度までの歴博における基幹ミッションとして位置付けら

れている。

大きくは、様々な歴史資料のデータを作り、ネットワー

ク化し、活用するためのユニット（人文情報ユニット）、

一つの歴史資料に対して複数の分野から分析し、新たな視

点から歴史資料を見ることを目指すユニット（異分野連携

ユニット）、それらの成果を大学の教育や地域の歴史文化

へと還元していくユニット（地域連携・教育ユニット）の

３つに分かれて研究を進めている。これらの研究を全体と

しては、館内にある「メタ資料学研究センター」というセ

ンターを中心に取りまとめている。歴史資料の利用から、

その研究プロセス、最終的な成果の活用までの一連の流れ

について、多くの大学や博物館と連携しながら、資料学の

新たなモデルを構築することを目指すのが、本研究の狙い

である。

人文情報ユニットでは、性質の異なる資料を同時に入れ

られ、それをリンクで見ることができるようなシステムを

開発すると同時に、画像と目録について他機関のものも合

研究期間 　  2016～2021年度

共同研究員   計42名（外部：22名  歴博：20名）  

代表  西谷  大   NISHITANI Masaru  ［本館研究部］

副代表  後藤  真   GOTO Makoto  ［本館研究部］

共同研究紹介  0 3

総合資料学の創成と
日本歴史文化に関する
研究資源の共同利用基盤構築

機構
・
基幹

第28回日本資料専門家欧州
協会年次大会 (EAJRS 2017) 
でのブース展示の模様
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式の授業を実施するなど、研究成果を広く教育等に還元し

ている。また、人間文化研究機構で2017年度から準備研

究が行われている歴史文化資料の防災ネットワーク構築事

業とも密接に連携をとり、大学が調査・情報収集した歴史

資料のデータ記録化やバックアップなどを通じて、地域の

歴史文化資料保全への貢献を行っている。さらに、産学連

携でも総合資料学の視点を活かして、2017年度から花王

株式会社と「清潔と洗浄をめぐる総合的歴史文化研究」を

テーマに共同研究を開始した。

総合資料学の共同研究では、最初に述べたように研究の

入口から出口までをトータルに分析している。それに加え、

研究成果そのものを再度共同利用可能にする（情報収集の

対象にする）ことも視野に入れている。この研究の「入口

→プロセス→出口→入口→…」という全体の循環そのもの

を可視化することで、人文学研究全体がもつ意義などを、

再度見直すことができるのではないかと考えている。本共

同研究を通じて、それらの最終的な目的に少しでも迫れれ

ば、幸いである。

自然科学・文化財科学の知見を活かしつつ、そこからさら

に踏み込んで、紙の中にある「混ざりもの」を総合的に見

ていく試みを行っている。例えば、紙の中に入っている米

の粉などのデンプンを分析することで、紙の製法と利用方

法との関係を探り、当時の文書のありようや理解について、

異なる視点から解明することができるのではないかと考え

ている。もう一つは、「聆涛閣集古帖」という、近世の終

わりごろに、当時から見た様々な過去の資料を記述した資

料の研究である。これは、「聆涛閣集古帖」を中心に行っ

ている他の共同研究とともに実施しており、総合資料学の

側では、特にデータの連携による集古帖内の記述と外部の

資料とのリンクの可能性などを探っている。

このように、異分野連携ユニットでは、他の共同研究と

連携して事業を実施することで、異分野の研究者との議論

の場を作るとともに、新たな資料の情報のデータ化などを

実施している。

地域連携・教育ユニットでは、大学の様々な事業と深く

連携した教育展開などの検討を進めている。例えば千葉大

学とともに博物館機能を利用したアクティブラーニング形

大学院生を主たる対象とした
正倉院文書のワークショップ

古文書の紙の自然科学的分析
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写真1   新出中世文書発見の報道記事
　　　  （2017年6月14日付朝日新聞山口版）
写真2～5   現地調査風景（島根県益田市）
写真6   研究会風景（2016年6月歴博）
写真7   『中世益田現地調査成果概報 vol.1』
　　　　の表紙写真
写真8   共同研究員集合写真（佐賀県神埼市）

中世日本の地域社会における
武家領主支配の研究

基 幹

所領の地域的特性に規定されながら自立した領主として割

拠し、競合と連携を繰り返していた。本共同研究では、中

世の益田川・高津川下流域社会に展開した、こうした武

士たちの多様な領主支配の具体相について究明を試みてい

る。

中世武士の領主支配の具体相に迫るうえで、重要な手が

かりを与えてくれる第一の資料は、彼らが残した中世文書

である。幸いにも当該地域には、国内屈指の点数を誇り、

中世に限っても800点もの文書をいまに伝える益田氏の

家伝文書群である益田家文書をはじめ、内田家文書や俣賀

家文書等、中世文書が比較的豊富に残されている。昨年度

にはさらに、当該地域に関係する新出の中世文書が発見さ

れ、中世文書から得られる情報量が増加した。このほか、

検地帳や地籍図といった近世～近代に作成された土地台帳

も中世武士の拠点に関わる地名を伝えており、中世文書を

補完する資料となる。これらの文献資料について、文献史

およそ12～16世紀の日本の中世と呼ばれる時代は、世

襲制の職業戦士である武士という社会集団を生み出し、新

たに領主層に加わった彼らの支配が地域社会レベルにまで

浸透した時代である。したがって、中世の日本社会におい

て、武士の領主支配がいかにして浸透＝受容されたのかを

明らかにすることは、その歴史的特質を究明するうえで必

須の課題であると考える。そこで本共同研究では、中世の

地域社会において、武士の領主支配が受容された諸契機を

究明することで、中世の日本社会の歴史的特質に迫ること

を目的としている。

上記の研究課題を遂行するべく、本共同研究では、石
いわ

見
みの

国
くに

の益田川・高津川下流域社会を基軸事例に取り上げてい

る。益
ます

田
だの

荘
しょう

と長
なが

野
のの

荘
しょう

が存在した当該地域は、戦国期には益

田氏の支配領域に入った。しかし、戦国期以前までは、内

田氏・俣
また

賀
が

氏
し

・高津氏・乙
おと

吉
よし

氏
し

等、益田氏以外にも多様な

武士たちが、山間域・河川域・河口域といったそれぞれの

研究期間 　  2016～2018年度

共同研究員   計19名（外部：14名  歴博：5名）  

代表  田中大喜   TANAKA Hiroki  ［本館研究部］

副代表  松田睦彦   MATSUDA Mutsuhiko  ［本館研究部］

共同研究紹介  0 4

写真4

写真2

写真3

写真1

koichi-s
テキストボックス
※朝日新聞社に無断で転載することを　禁じます。承諾番号：18-3379
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当該地域に古くから生活する人びとからの聞き取りによっ

て得られるものだが、文献史学と民俗学を専門領域とする

研究者が連携しながら、収集を進めている。

以上のように本共同研究は、文献史学・考古学・民俗学

の研究者の協業という手法によって進められているが、こ

れが本共同研究の特色となる。聞き取り調査や出土遺物調

査によって得られた成果については、調査にご協力いた

だいた現地の市民・研究者の方々に速報的に公開するべ

く、毎年度概報を刊行することにしている。本共同研究は

2018年度に終了するので、まず2019年度に研究成果の

全容をフォーラムの形で現地市民に公開し、次いで2020

年度以降に研究報告の刊行と企画展示の開催によって学

界・社会に広く公開することを目指している。

学を専門領域とする研究者が分析を進めており、武士たち

のそれぞれの支配拠点の特色が明らかにされつつある。

中世文書と並ぶ重要な手がかりとなる資料は、中世の出

土遺物である。当該地域からは、三
み

宅
やけ

御
お

土
ど

居
い

や七尾城等の

益田氏の城館遺跡や、中世段階に益田川と高津川が合流し

ていた河口域に形成された沖
おき

手
て

遺跡や中
なかずひがしはら

須東原・西
にし

原
はら

遺跡

といった港湾遺跡等が発掘され、大量の中世遺物が出土し

ている。これらの考古資料について、考古学を専門領域と

する研究者が整理・分析を進めており、中世文書からはう

かがい知れない武士の領主としての志向性が析出されつつ

ある。

そして、当該地域に古くから伝わる生業・慣習・祭礼や

かつての交通形態に関する情報もまた、重要な手がかりを

与えてくれる資料となる。中世～近世の文書や絵図を読み

込む際、これらの情報を踏まえることで、その内容をより

深く理解することができるからである。これらの情報は、

写真5 写真6

写真7

写真8
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このため本共同研究では、歴史学（日本史・東洋史・朝

鮮史・琉球史・日欧交渉史）・考古学（中世考古学・水中

考古学）・民俗学（民俗地理学）の研究者からなる研究会

を組織し、中世（11～16世紀）の各時代の国際交流にお

ける海上交通の特徴を明らかにすることを目的としてい

る。歴博の国際交流事業と連携し、韓国の研究者（陶磁史）

が随時参加できる態勢もとっている。

ただし、「海上交通」という無形の事象をあつかうため、

それを解明することには困難がともなう。いわゆる文献史

料に含まれる海上交通に関する記述を丹念に読み解いてい

く作業はもちろんのこと、海上交通に関わるモノ資料の分

析、現在の海洋環境の観察などをとおして、多面的にアプ

ローチする必要がある。そのため、本共同研究では、共同

研究員が全員でそれぞれの立場から「同じモノをみて同じ

コトを考える」というスタンスを大切にしている。2016

前近代の東アジア国際交流史に関する研究は、近年、き

わめて活発であり、人・モノ・情報の移動・交流の具体的

な様相を明らかにする研究が豊富に蓄積されている。一方、

そうした移動・交流を支えるインフラとしての「海上交通」

も重要なテーマであるが、資料や方法論の制約もあり、ど

ちらかといえば副次的なテーマとして扱われる場合が多

く、また対象とする時代・地域によって研究の進展状況は

一様でない。

本研究の主題である中世日本の国際交流をとらえるにあ

たっても、日本列島をとりまく海、そしてその海を越える

ための船と航海の問題を抜きにして考えることはできない

し、中世日本の海上交通だけに焦点をあてるだけでは不十

分である。東アジアの海域を往来した中国式ジャンク船や

ヨーロッパ諸国から来航した大型船の運航なども視野に入

れる必要がある。

基 幹
研究期間 　  2016～2018年度

共同研究員   計15名（外部：11名  歴博：4名）  

代表  荒木和憲   ARAKI Kazunori  ［本館研究部］

副代表  村木二郎   MURAKI Jiro  ［本館研究部］

中世日本の国際交流における
海上交通に関する研究

共同研究紹介  0 5

写真1 写真2

写真4
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性（安全性・効率性）はもちろんのこと、港湾の利用、港

湾都市の成立、海上交通網の成立など、人・モノ・情報の

動きをめぐるあらゆる問題に波及する重要な要素である。

こうした見方は、日本列島における和船の運航だけでは

なく、東アジアの海域を往来する船の運航にもあてはめる

ことができるだろう。大型船と小型・中型船がどのような

役割分担のもとに運航して東アジアの海上交通を成立させ

ていたのかを明らかにすることで、従来とは異なる中世日

本の国際交流史像を描くことが大きな課題のひとつである。

年度は長崎県対
つしま

馬と韓国（泰
テアン

安馬
マ ド

島・新
シナン

安・珍
チンド

島）、2017

年度は長崎県対馬・松浦・平戸・的
あづち

山大島と韓国（済
チェジュド

州島）

などで、海洋環境の観察、史跡・遺跡等の見学、伝世品（古

文書・船図・船模型・船旗など）・考古遺物（沈没船・碇石・

薩摩塔・陶磁器など）の調査を行った。

本共同研究の中間的成果の一例を挙げると、従来から注

目されてきた中国式ジャンク船や「遣
けん

明
みん

船
せん

」「朱
しゅ

印
いん

船
せん

」な

どの大型船のほかにも、小型・中型の和船（帆船）が日本

を起点として朝鮮を往来していたことが具体的に判明し、

大型船と小型・中型船との帆走性能の違いを十分に念頭に

おく必要性が認識された。大型船が全方位の風を帆走に使

用して数日以上にわたって航行しつづけ、かつ洋上で停泊

できるのに対して、小型・中型船は基本的には追い風のみ

を帆走に使用したため、1日ごとにこまめに寄港を繰り返

し、晴天かつ順風という気象条件が到来するまで寄港地に

停泊しつづけた。こうした帆走性能の違いは、航海の季節

写真1   研究会（歴博）
写真2   対馬・浅茅湾の観察（船上より）
写真3   韓国・泰安馬島周辺海域の観察
写真4   平戸・海寺跡の踏査
写真5   船大工資料の調査（長崎歴史文化博物館）
写真6   関船模型の調査（長崎県立対馬歴史民俗資料館）
写真7   貿易陶磁の調査（福岡市埋蔵文化財センター）
写真8   共同研究員の集合写真（対馬）

写真3

写真5 写真6

写真7 写真8
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研究期間 　  2016～2018年度

共同研究員   計24名（外部：18名  歴博：6名）  

基盤 1
代表  横山百合子   YOKOYAMA Yuriko  ［本館研究部］

副代表  三上喜孝   MIKAMI Yoshitaka  ［本館研究部］

日本列島社会の
歴史とジェンダー

も専門分野も異なる研究者が議論するためには、何らかの

共通項が必要である。そこで本研究では、①近年の歴史研

究において提起されてきた「場」と「集団」という分析概

念に注目し、これを共通のツールとして活かすこと、②研

究対象を、ジェンダーを考える上で重要な、Ａセクシャリ

ティの発現、Ｂ衣料の生産と流通、Ｃ文字／文体、Ｄ社会

集団の実態、の四つのテーマに絞ることとし、①②の条件

設定により、異なる時代・分野を専攻する研究者が議論し

やすい環境を整えた。この二つの条件のもとで、共同研究

員が自分の研究の持ち場にジェンダー視点を持ち込んだ場

ジェンダーの視点を歴史学に導入することの重要性は、

これまでもたびたび主張されてきたが、各時代の時代像・

社会像をジェンダー視点にたって再解釈することは必ずし

も容易ではない。これまでの日本史研究もジェンダー史研

究も、それぞれに異なる研究史的背景をもち、異なるディ

シプリンに立脚して行われており、安易な融合は困難であ

り、望ましいことでもないからである。本共同研究は、こ

のような難しさを乗り越える試みとして、以下の課題設定

のもと、2016年度から三年間の計画で研究を開始した。

ジェンダー視点に立った歴史の見直しをめざして、時代

共同研究紹介  0 6

図1　研究の課題と活動
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・研究会報告：仁藤敦史「殯宮儀礼の主宰と大后－女帝

の成立過程を考える－」、義江明子「形成期の皇祖観を

めぐって」、伴瀬明美「中世前期貴族社会における女房 

－「男女之栄」－」、牧原成征「近世に女商人はいたか」、

塚本明「ジェンダーの観点から見る歴史上の海女の生業

と表象」、柳谷慶子「大名家奥向の空間と機能の可視化“試

論”－仙台藩伊達家を中心に－」

以上のように、報告と書評を組み合わせ、フィールド

ワーク「北信濃豪農経営にみる新吉原遊廓の金融基盤」（長

野県須坂市・中野市、写真2）、「西福寺坂戸の念仏　大十

夜見学会」（佐倉市）も実施しながら研究会を行っており、

引き続き、四つの分野で、ジェンダー視点に立つ新たな史

料分析と歴史像の提示を目指したい。

また、研究開始にともない、「博物館展示におけるジェ

ンダー」が重要なテーマとして浮かび上がってきた点も強

調しておきたい。2017年7月の国際研究集会「歴史展示

におけるジェンダーを問う」（写真3・4）は、国内のみなら

ず台湾やシンガポールなど海外の博物館のジェンダー視点

にたった展示実践を学ぶ場ともなり、展示内容だけでなく、

展示を作る側、見る側のそれぞれがもつジェンダーを考察

する必要があることが明らかになった。この点は、今後も

継続的に追究していくべき課題だと考えている。

なお、本研究では、研究成果のスピーディな発信を重視し、

研究会の公開、ニューズレターの発行（写真5）、ウェブサイ

トの充実にも努めており、http://rekihaku-gender.sblo.jp/　

をご覧いただければ幸いである。

合、どのような新たな地平が拓かれるだろうか。また、そ

の成果を展示につなげることができるだろうか。大きな期

待と同時に、議論がまとまらないのではないかという若干

の不安も抱えつつ船出した共同研究であるが、幸い、近年

の専門に閉じた議論に終始しがちな研究動向のなかで、異

なる分野・時代の研究者が刺激的な議論を交わす研究会と

なり、日本史研究におけるジェンダー視点の可能性を具体

的に提示する場となっている（図1）。

2016－2017年度の主な活動は、以下の通りである。

Aセクシャリティの発現

・研究会報告：辻浩和「セクシュアリティ発現の〈場〉と

しての遊女屋」、曽根ひろみ「書評：辻浩和『中世の

＜遊女＞　生業と身分』」、池田忍「書評：亀井若菜『語

りだす絵巻 「粉河寺縁起絵巻」「信貴山縁起絵巻」「掃墨

物語絵巻」論』」

B衣料の生産と流通

・研究会報告：東村純子「原始機の復元」（実演も兼ねて）

C文字／文体とジェンダー

・研究会報告：三上喜孝「古代の文字文化とジェンダー」、

福田千鶴「近世女筆学の構築に向けて」、横山百合子「遊

女が書くということ」、長志珠絵「ジェンダー射程で「国

語」論を読み直す」

・歴博国際研究集会「東アジアにおける文字文化とジェン

ダー」での報告と協力

　http://www.rekihaku.ac.jp/research/inter/2018/

meeting2018.html

D 社会集団とジェンダー

写真1　女性労働に関する資料熟覧

写真2　中野市立（仮称）山田家資料館調査

写真3　国際研究集会「歴史展示における
ジェンダーを問う」総合討論

写真4　国際研究集会ポスター

写真5　ニューズレター
「日本列島社会の歴史とジェンダー」

写真1

写真3 写真4

写真2

写真5
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基 幹

舂米（つきよね）学校の模型　
第5展示室で展示中。山梨県南巨
摩郡富士川町に現存する、西洋建
築に模して明治9年（1876）に建
築された擬洋風の小学校校舎。近
代的な教育システムの導入・成立
過程は、本研究の課題のひとつ。

本研究は、幕末から明治期までを中心に、近代国民
国家形成の過程を「学知」「教育」「宗教」といった文化
の側面から総体的に見直し、新たな歴史像を描き出す
ことを目指す。
研究方法としては、以下の二本立てとする。①幕末
から明治期に関わる館蔵資料を主な素材とし、目的に
沿うよう新たな視点から読み直す。②明治から大正期
までを見通すためのフィールドワークと新史料発掘を
行う。その際、朝鮮・韓国との比較についても重視する。
年次計画は下記の通りである。2018年度、①班は、
館蔵の木戸孝允・平田篤胤関係資料等を使い、海外情
報の摂取とその国内での流通の諸相を検討する。②班
は、北海道・東北を対象地に定め、教育・医療・宗教
をめぐる「近代化」体験について研究を行う。2019
年度、①班は、館蔵の大久保利通・砲術・自由民権関
係資料等を見直し、勧業政策・官僚養成・法制整備・
軍制改革といったテーマを掘り下げる。②班は、対象
地を関東・中部に移し、前年度同様の調査・研究を継
続する。また、朝鮮・台湾との比較のため、国際研究

）称仮（」－で間空時のれぞれそ－う会出と」校学「「会集
を開催する。2020年度は、両班での合同研究会を増
やし、研究のとりまとめをめざすとともに、翌年度開
催予定の企画展示「〈教え〉と〈学び〉の日本近代史」
（仮称）の準備としての意味も持たせる。
本研究の特徴は、縦割りの分野史としての「文化史」

ではなく、学知・教育といった切り口で近代国民国家
形成期の総体を位置付け直そうとする点にある。そし
て研究の成果を、歴博総合展示・第5展示室（近代）
のリニューアルにつなげることを目指す。具体的には、
現展示室が大テーマ「文明開化」から始まり、明治維
新という政治的・社会的変動を文化の視点から描いた
ものとなっていることから、本研究はそれを継承・発
展させるための基礎的な作業たりうる。

研究期間 　  2018～2020年度

共同研究員   計12名（外部：9名  歴博：3名）  

代表  ］部究研館本［  okihekaT IHCUGIH   

副代表  ］部究研館本［  okotaS ARUIH   

学知と教育から見直す
近代日本の歴史像

これからはじまる共同研究  0 1

石巻ハリストス正教会の模型　
第5展示室で展示中。明治期の東北地方で
はロシア正教が広く普及した。本研究では、
近代日本におけるキリスト教受容の実相に
ついても明らかにしたい。

旧一宮小学校奉安殿　
近年当館に寄贈された、明治末に
現千葉県長生郡一宮町の小学校で
使用された奉安殿の実物。これを
展示に活かすべく、教育勅語をめ
ぐる地域の実態研究を進める予定。

公 募

韓国の小学校に
日本時代から残るラッパ

台湾の教会に残る
日本語で記載された書類の調査
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高精度同位体比分析法を用いた
古代青銅原料の
産地と採鉱に関する研究

写真1　2015年度から歴博に設置された新装置（マルチコレクタ ICP質量分析装
置）。旧装置（表面電離型質量分析装置）では分析できなかった銅やスズも
高精度で分析できる。

写真2　2017年における周防鋳銭司跡（山口県山口市）の発掘状況。
写真3　周防鋳銭司跡から出土した羽口（送風管）。
写真4　分析に供する資料の選択。出土した羽口の中から、鉛同位体比分析が可

能な製錬滓が先端に付着している資料を選ぶ。

わが国は、古墳時代後期から古代にかけて、海外の関与

を受けつつも日本独自の国家体制が成立し、変容していく。

その影響は青銅器原料の産地や採鉱技術にも及んでいる。

歴博はこれまで旧装置で青銅資料の鉛同位体比分析を

行ってきたが、2015年度から、銅・スズ・鉛をより高精度

で同位体比分析できる、新しい装置を導入した。また2016

年度から、山口大学：山口学研究センターと包括協定を結び、

同県内をフィールドとして、科研費による共同研究を開始

している。これらをふまえ、以下の３つの課題、特に（2）

に重点をおいて取り組む。

（1）古墳時代後期以降、日本産原料があらわれ、鉛同位体

比分析によって、6世紀後半～7世紀初めまで遡る可能性

が指摘された。近年の精密分析の成果に基づき、鉛とスズ

の同位体比から、原料が海外産か日本産かの識別を試みる。

（2）古代（8～10世紀）の青銅器の鉛同位体比は、山口

県産原料のものが多く、出土考古遺物や文献史学の研究結

果と併せて、長登鉱山や蔵目喜鉱山が産地として有力とみ

られていたが、旧装置では特定に至らなかった。本研究で

は、山口県とその周辺地域にある古代の遺跡から出土した

青銅関係資料と、山口県内の各鉱山の鉛同位体比を高精度

分析して比較し、時期による青銅器原料の産地の変遷を解

明する。

（3）日本の銅製錬が酸化銅と硫化銅のどちらの鉱石から

始まったのかは、まだ確定していない。一方、先行研究では、

酸化銅と硫化銅の銅同位体比に顕著な相違があることがわ

かっている。本研究では、各時期に作られた青銅器の鉛と

銅の同位体比から、原料鉱石の種別判定を試みる。また考

古学と文献史学の成果も併せて考察することによって、当

時の採鉱の状況を明らかにし、技術史的背景を究明する。

研究期間内に、山口県内や東京都内で研究集会やフォー

ラムを開催し、研究成果を研究者や一般に対して還元する

ことを予定している。

研究期間 　  2018～2020年度

共同研究員   計13名（外部：8名  歴博：5名）  

代表  齋藤  努   SAITO Tsutomu  ［本館研究部］

副代表  林部  均   HAYASHIBE Hitoshi  ［本館研究部］

これからはじまる共同研究  0 2

図1　同一試料の鉛同位体比を、異なる日に旧装置（左）と新装置で分析した結果。
それぞれ30回ずつ測定したところ、旧装置よりも新装置の方が精度や再現
性が優れていることがわかった。

図2　先行研究として鉛同位体比分析を行った山口県内鉱山の分布図。
 赤字は古代に操業していた鉱山をあらわす。

写真1 写真2

写真3 写真4

公 募 基盤 1
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高度経済成長と食生活の変化

写真1   冷蔵庫、電気炊飯器ほか家電製品がならぶキッチン（本館）。家電製品の
普及は都市の団地世帯で早く、生活の合理化・能率化志向と評された（『国
民生活白書』1960年）。

図1　電気冷蔵庫の普及率
（出典：耐久消費財等の普及率
www.esri.cao.go.jp/jp/stat/shouhi/0403fukyuritsu.xls）
1957年：2.82％→1973年：94.7％。発売当初冷たいビールを飲める
ことが購買の動機になっていたといわれ、冷蔵庫は夏季に売れる商品で
あった。

写真2　『月刊クック　料理カード』（1972年、千趣会）。この時期、メディアが次々
と新しい料理情報を発信していた。

写真3　生産農家の顔写真を貼り出した「道の駅」での野菜販売。島根県邑南町。
生産－加工・流通－消費から、生産－消費直結志向へ。

写真4　「もち」をつくねて蒸し器に並べる。「民俗資料緊急調査」をみると昭和30
年代にはまだ古くからの「餅」と「もち」の区別がされていた点が注目され
る。「餅」は糯米を蒸して搗いたもの、「もち」は穀物を粉に挽いてお湯でね
り、つくねて蒸したもの。

これまで、民俗学の食生活や食文化の研究では、古くに

は柳田國男やその指導を受けた瀬川清子をはじめとする昭

和10年代の調査研究、また文化庁関係の昭和30年代の調

査実績があった。そこでは、昭和30年代まで伝えられて

いた日本各地の貴重な民俗伝承情報が収集されており、ハ

レとケの食、アワやヒエを常食としていた頃の食生活、神

饌や正月の餅などの儀礼食とその信仰的な意味や象徴性な

どが注目されていた。しかし、その後の民俗学の調査研究

では、その継承は必ずしも十分にはできなかった。そして、

高度経済成長期（1955－1973年）以降の変化について

の現場情報収集も十分ではなく、2010年代の現代社会に

おける変化についても多くの課題が残されているのが現状

である。そこで、注目されるのが、かつての『食習採集手

帖』（昭和16～17年調査）や「民俗資料緊急調査」資料（昭

和38～40年）などの、全国調査の記録資料群である。

本研究では、あらためて高度経済成長期とその前後から

現在に至る食生活と食文化についての資料情報の調査収

集、そしてその分析によって、具体的な食生活の変化につ

いての動態的な研究を行なう。具体的には、（1）冷蔵庫、

ガスコンロ、電気炊飯器などの台所用品の普及と、それに

よる食の変化、（2）インスタント食品、外食、中食の購入

など食の簡易化・外部化、 （3）日常食から儀礼食まで手作

りから購入へという変化、（4）学校給食と子供の食の実態

（おやつの変化）、（5）「民俗資料緊急調査」資料の食関係

情報の追跡調査とDB作成、を計画している。

このようにして変化の動態をとらえることが目的である

が、全体的な傾向を把握するために『家計調査』などの統

計調査の活用と体験者世代への聞き取り調査による実態把

握を併せ行ないながら、食生活の平準化と地域差について

留意していくこととする。

最終年度にお茶の水女子大学グローバルリーダーシップ

研究所比較日本学教育研究部門と国際研究集会を開催し研

究成果の発表を行うことを予定している。

公 募 基盤 1
研究期間 　  2018～2020年度

共同研究員   計9名（外部：8名  歴博：1名）  

代表  宮内貴久   MIYAUCHI Takahisa  ［お茶の水女子大学］

副代表  関沢まゆみ   SEKIZAWA Mayumi  ［本館研究部］

これからはじまる共同研究  0 3

写真1

写真2

写真3 写真4

図1
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奈良暦師吉川家文書を中心とする
暦・陰陽道研究の史料基盤形成

元禄10年（1697）に
陰陽道の本所、
土御門家から出された掟。

当館所蔵の奈良暦師吉川家文書は近世から近代にか

けての暦および陰陽道に関連する多様なコレクション

である。2018年度からこの資料群を中心に日本各地

の陰陽道資料を調査・検討し、なかでも暦を中心とし

てその研究基盤の整備および調査研究の推進を図る

「奈良暦師吉川家文書を中心とする暦・陰陽道研究の

史料基盤形成」（代表：京都女子大学准教授 梅田千尋）

がはじまる。

陰陽道は平安時代の有名な陰陽師、安部晴明の名と

ともに一般には知られているが、その扱いは好事家的

で学問的な裏付けは希薄だった。本共同研究は各時代

の陰陽道の研究者をメンバーとし、前近代における陰

陽道の一部を成していた暦を切り口に、こうしたこれ

までの陰陽道研究の状況を克服し、新しい段階へと押

し上げるためのものである。

ここでは各時代の暦と陰陽道に関する歴史学的な理

解に民俗学・宗教学・生活文化からの視点を加えて吉

川家文書をはじめとする陰陽道史料群を解析すること

で陰陽道の社会史的な様相を実証的に明らかにしてい

く。さらに陰陽師組織や暦の製作・流布の過程にも目

配りすることで、日本列島において時間がどのように

受け止められ、表現されてきたのかについての検討も

おこなっていきたいと考えている。

暦と陰陽道の関連を解明するには、科学史・宗教史・

文献史学・民俗学といった多岐にわたる学際的な研究

が必要である。これまでの陰陽道研究の停滞はこうし

た総合的な研究体制を整えることが難しかったことが

原因のひとつといえるだろう。本研究では、陰陽道に

かかわる様々な分野の研究者が一堂に会して調査と研

究を進めることで、暦と陰陽道の実態を明らかにする

共通基盤の確立を目指していく。これは歴博が推進す

る総合資料学の一翼を担うものともいうことができる

だろう。

研究期間 　  2018～2020年度

共同研究員   計10名（外部：7名  歴博：3名）  

代表  梅田千尋   UMEDA Chihiro  ［京都女子大学］

副代表  小池淳一   KOIKE Jun'ichi  ［本館研究部］

これからはじまる共同研究  0 4

近世の暦
（貞享2年・1685）

中世の趣を残す
「土公神祭文」
（寛永19年・1642）

吉川家の当主の情報収集、
勉学の様子を示す覚書。

近代の暦の末尾。「弘暦者」として
吉川の名が示されている。

公 募 基盤2
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開  発
研究期間 　  2018～2020年度

共同研究員   計12名（外部：7名  歴博：5名）  
代表  橋本雄太   HASHIMOTO Yuta  ［本館研究部］

歴史災害研究の
オープンサイエンス化に向けた研究

これからはじまる共同研究  0 5

写真1　
オープンサイエンスの代表的事例とされるWeb
サービス fi gshare（https://fi gshare.com/）。
科学論文の執筆に使用された研究データをアッ
プロードし、研究者間で共有するためのプラッ
トフォーム。

本研究の目的は、前近代に発生した暴風、豪雨、洪水、

地震、津波、火山噴火など歴史的災害に関する研究に、い

わゆるオープンサイエンスの枠組みを導入し、研究の情報

基盤を刷新することである。オープンサイエンスとは、実

験データのオープンデータ公開や、市民参加型プロジェク

トの実施など、科学研究に関わる様々なデータや手続きの

「オープン化」をはかる運動である。情報共有を通じた研

究効率の向上や、市民参加を通じた大規模データ収集・解

析の実現といった効用があり、医学、生物学、天文学、気

象学などの自然科学諸分野において、オープンサイエンス

的手法は急速に普及しつつある。

歴史災害研究における主要な研究資源は、過去に編纂さ

れた史料集や未翻刻の古文書・古記録などの文献史料であ

る。近年はデジタル化も進められているものの、これらの

史料にはしばしば高いアクセス障壁が存在し、また非構造

化データであるために機械処理も困難である。さらには史

料そのものを解読できる研究者の数も限られている。

そこで本研究では、次の手順によってオープンサイエン

スの標準手法を導入し、災害史料にオープンかつ機械可読

な形式でアクセスするための情報基盤を構築することを目

指す。

まず共同研究員として参加する地震学・歴史学・地理学・

情報学の各専門家の検討の下、災害史料に含まれる時空間

情報や被害状況を、機械処理可能な構造化データとして記

述するためのモデルを構築する。続いて、市民参加型のプ

ラットフォームを開発し、少数の研究者の手では不可能な

災害史料の大規模データ化を実現する。その土台として、

研究代表者らがすでに開発公開している災害史料の市民参

加型翻刻プラットフォーム『みんなで翻刻』を利用する予

定である。

これまで歴史災害の研究は、研究者による史料の読解に

依拠してきた。しかし本研究によって災害史料を構造化し

て記述する手法が確立すれば、従来は困難であった大規模

な機械処理を駆使した研究が可能になる。これは研究効率

の飛躍的向上を実現するとともに、情報学的アプローチに

基づく歴史災害研究を可能にするはずである。

写真2　
天文学分野の市民参加型プロジェクト Galaxy Zoo 
(https://www.galaxyzoo.org/)。高性能望遠鏡で撮影
した膨大な数の銀河の画像を、インターネットを介
して参加する多数の市民の手によって形状分類し、
天文学研究の基礎データ整備に繋げることを目的と
する。

写真3　歴史災害史料の市民参加型翻刻プロジェクト
『みんなで翻刻』（https://honkoku.org/）。

写真4　『みんなで翻刻』上で翻刻された善光寺地震の
被害記録。
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お 知 ら せ

　 2018年度：共同研究の成果の発信

　2017年度の共同研究関係の主な刊行物

号数 編者 タイトル

207 関沢まゆみ 高度経済成長と地域社会の変化

208 山田康弘 先史時代における社会複雑化・地域多様化の研究

209 ― 通常号

210 村木二郎 中世の技術と職人に関する総合的研究

211 上野祥史 古代東アジアにおける倭世界の実態

表1 2017年度に刊行された『国立歴史民俗博物館研究報告』

2017・2018年度の
成果の公開・発信の例
①・②・③・④・⑤

① ②

③
⑤

国際シンポジウム「再考！縄文と弥生 
－歴博がめざす日本先史文化の再構築－」
（2017年12月2日）

国立歴史民俗博物館研究叢書（2017年度）

民俗研究映像　撮影風景

歴博研究報告（2017年度）

歴史研究と〈総合資料学〉

○基幹研究「日本の原始・古代史像新構築のための研究統合による年代歴史学の新展開」（大代表：藤尾慎一郎）は、総合展示第一展示室（先史・

古代）新構築の基盤となる共同研究です。第一展示室は「原始・古代」から「先史・古代」に改称して、2019年3月にリニューアルオープ

ンします。それぞれの時代のイメージを大きく変えることになったような遺跡や遺物をめぐる研究成果や、縄文から弥生時代へかけてＡＭＳ

炭素14年代測定法の活用により暦年代を与えることで展開した研究の成果を博物館展示として示します。また関連書籍として『日本の先史・

古代－30年でここまでわかった、日本の考古学－』（仮題）（藤尾慎一郎・松木武彦編　吉川弘文館）などを刊行する予定です。

○2018年度の国際シンポジウムの予定（①）

●日本の古墳はなぜ巨大なのか？（代表：松木武彦　10月予定）

●日本漁民の出漁を契機とした朝鮮半島における文化変化（代表：松田睦彦　11月11日予定）

●東アジアの古文書と日本の古文書－形と機能を比較する－（代表：小島道裕　11月17日）

●歴史展示におけるジェンダーを問うPart2－セクシャリティと都市（仮）（代表：横山百合子　12月予定）

最新情報は、http://www.rekihaku.ac.jp/ をご覧ください。

○民俗研究映像の30年（映像祭）の開催（②）

基盤研究「歴史・民俗研究の資源としての映像の制作・保存・共有と歴博型プラットフォームの構築」（代表：内田順子）では、これまで日

本各地で民俗研究映像の撮影を行ない、その編集、制作を継続してきました。2018年度に民俗研究映像制作30周年を迎えます。2018年8

月18日～9月2日に「民俗研究映像の30年」と題して、本館講堂において映像祭を開催します。撮影対象となった村落や民俗は変化しました。

映像を見ながら民俗の変化と映像技術の変化などを語り合うフォーラム（場）を提供したいと考えています。

『国立歴史民俗博物館研究報告』は、通常号1冊、特集号4冊を刊行

しました（表1）（③）。また、昨年度より刊行が始まった『国立歴史民

俗博物館研究叢書』（朝倉書店）も、第3巻 齋藤 努編『青銅器の考

古学と自然科学』、第4巻 小倉慈司・三上喜孝編『古代日本と朝鮮の

石碑文化』の2冊を刊行しました（④）。総合資料学の成果も国立歴史

民俗博物館編『歴史研究と〈総合資料学〉』（吉川弘文館）として刊行

しています（⑤）。

④
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研究種別 研究課題

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

機
構
・
基
幹
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

機関拠点型 
基幹研究プロジェクト

総合資料学の創成と日本歴史文化に関する研究資源の共同利用基盤構築 
（歴博・考古研究系  教授  西谷 大  他41名）

広領域連携型 
基幹研究プロジェクト

地域における歴史文化研究拠点の構築 
（歴博・民俗研究系  教授  小池淳一  他23名）

古代の百科全書『延喜式』の多分野協働研究 
（歴博・歴史研究系  准教授  小倉慈司  他26名）

ネットワーク型 
基幹研究プロジェクト

ヨーロッパにおける19世紀日本関連在外資料調査研究・活用－日本文化発信に
むけた国際連携のモデル構築－ （歴博・情報資料研究系  教授  日高 薫  他35名）

北米における日本関連在外資料調査研究・活用－言語生活史研究に基づいた近現
代の在外資料論の構築－ （歴博・歴史研究系  准教授  原山浩介  他6名）

基

幹

研

究

日本の原始・古代史像新構築のための
研究統合による年代歴史学の新展開
－新領域開拓と研究発信－ 

　（歴博・考古研究系  教授  藤尾慎一郎  他）　　　

戦いと国家形成の環境的基盤－炭素14年代と酸素同位体による古気候復原と社
会統合過程との比較照合－ （歴博・考古研究系  教授  松木武彦  他11名 )

北と南からみた古代の列島社会－列島諸地域の交流・形成と環境変動－ 
（歴博・研究部  教授  三上喜孝  他21名）

歴史文化資料に基づく日本中世社会像の再構築
（歴博・歴史研究系  教授  小島道裕  他）

中世日本の地域社会における武家領主支配の研究 
（歴博・歴史研究系  准教授  田中大喜  他18名）

中世日本の国際交流における海上交通に関する研究 
（歴博・研究部  准教授  荒木和憲  他14名）

中世文書の様式と機能および国際比較と活用に関する研究 
（歴博・歴史研究系  教授  小島道裕  他19名）

近代日本社会の形成・展開についての
学際的・国際的研究

★学知と教育から見直す近代日本の歴史像 
（歴博・歴史研究系  教授  樋口雄彦  他11名）

基

盤

研

究

基盤研究 1
【課題設定型】

近世近代転換期東アジア国際関係史の再検討－日本・中国・シャムの相互比較か
ら－ （歴博・歴史研究系  准教授  福岡万里子  他7名）

日本列島社会の歴史とジェンダー 
（歴博・歴史研究系  教授  横山百合子  他23名）

海の生産と信仰・儀礼をめぐる文化体系の日韓比較研究 
（歴博・民俗研究系  准教授  松田睦彦  他19名）

中世東アジア海域における琉球の動態に関する総合的研究 
（歴博・考古研究系  准教授  村木二郎  他13名）

「1968年」社会運動の資料と展示に関する総合的研究 
（歴博・歴史研究系  教授  荒川章二  他13名）

人骨出土例による縄文社会論の考古学・人類学・年代学的再検討 
（歴博・考古研究系  教授  山田康弘  他11名）

建造物古材による木材科学的資料研究 
（歴博・情報資料研究系  教授  坂本 稔  他10名）

歴史・民俗研究の資源としての映像の制作・保存・共有と歴博型プラットフォー
ムの構築 （歴博・民俗研究系  准教授  内田順子  他13名）

★高精度同位体比分析法を用いた古代青銅原料の産地と採鉱に関する研究 
（歴博・情報資料研究系  教授  齋藤 努  他12名）

★高度経済成長と食生活の変化 （お茶の水女子大学基幹研究院人文科学系・教授　
宮内貴久  他8名　歴博・民俗研究系  教授  関沢まゆみ）

基盤研究 2
【館蔵資料型】

廣橋家旧蔵文書を中心とする年号勘文資料の整理と研究 （中央大学文学部・教授　
水上雅晴  他14名　歴博・歴史研究系  教授  小島道裕）

『聆涛閣集古帖』の総合資料学的研究 （東京大学史料編纂所・准教授  藤原重雄　他
12名　歴博・研究部  教授  三上喜孝）

直良コレクションを構成する更新統産動植物化石の分類学的再検討と現代的評価 
（国立科学博物館地学研究部・グループ長  甲能直樹  他9名　歴博・考古研究系  
准教授  工藤雄一郎）

★奈良暦師吉川家文書を中心とする暦・陰陽道研究の史料基盤形成 （京都女子大
学文学部・准教授  梅田千尋  他9名　歴博・民俗研究系  教授  小池淳一）

開発型共同研究 ★歴史災害研究のオープンサイエンス化に向けた研究 
（歴博・研究部　助教  橋本雄太  他11名）

※★印は、平成30年度開始予定の共同研究

2017年度・2018年度に実施中の共同研究一覧
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国立歴史民俗博物館　共同研究　公募の概要

　国立歴史民俗博物館が実施する共同研究は、歴史学、考古学、民俗学及び分析科学を含む関連諸学との学際協業によって日本の歴史と文化
について実証的な研究を行うものです。大学共同利用機関として、さらに共同利用性を高め、大学等の研究・教育に供するため、共同研究を
館内外に広く公募しています。

1）基幹研究
　基幹研究は、本館の取り組む中心的な研究テーマのもとに、学際的研究を実施する共同研究です。
　基幹研究には、①「先端的な歴史研究の開拓をめざす資料論的かつ方法論的な挑戦的研究」、②「日本の歴史と文化を広く通史的な視点に立って研究する現
代的課題研究」、の2つの枠組みがあります。①については、学際的で国際的な視点を重視して歴史研究自体の革新をめざすテーマが求められます。②につ
いては、学界をリードし、かつ学際的で、社会的状況・要請にも応えられるようなテーマが求められます。また、この基幹研究では特に研究成果の高度化・
可視化が求められます。
　
2）基盤研究1（課題設定型）
　考古・歴史・民俗資料の研究資源化、高度情報化を主要な目的として実施する学際的研究で、新しい研究視点、研究手法などの研究基盤の新構築を目指す
共同研究です。研究代表者が研究課題を自由に設定することができます。
　ただし、国立歴史民俗博物館が取り組む「博物館型研究統合」や､ 国立歴史民俗博物館の第3期中期計画の中心である「総合資料学の創成」（http://www.
metaresource.jp/）に研究課題が合致していることを必須の条件とします。

3）基盤研究2（館蔵資料型）
　本館の収蔵資料を対象とした研究課題と研究計画を提案する共同研究です。対象となる収蔵資料については本館が候補を提示します。
　※平成30年度開始公募の例。平成31年度の対象資料は、7月頃に通知します。
　①正倉院文書（複製）の活用に関する研究　②浅川伯教収集朝鮮半島窯跡出土陶磁器コレクション
　③京都町方文書（長刀鉾町文書）をはじめとする近世都市史関係史料　④幕府儒学者杉原平助関係史料　⑤奈良暦師吉川家文書

＜3つの種別の共通項目＞
　研究期間は3年間。研究会を年間3～4回開催する（国立歴史民俗博物館 他）。
　研究代表者は研究計画の立案、研究会の主宰、研究成果の取りまとめを行う。また、年度毎に報告書を提出し、研究期間終了後に行われる成果報告会に原
則として出席し、報告を行う。なお、研究副代表者には本館教員をあてること。

　例年、7月頃に公募要項を配布します。詳細は以下をご参照ください。
　https://www.rekihaku.ac.jp/research/list/joint/index.html

　（1）国内外の大学その他の研究機関に勤務する研究者（常勤、非常勤を問わない）
　（2）（1）と同等の研究能力を有する研究者（大学院生は除く）

　共同研究員が研究会等の出席に要する費用（旅費）、消耗品他を支給します。

　共同研究員は、国立歴史民俗博物館の図書資料、収蔵資料、コンピューター及び各種研究機器を利用することができます。

　年次報告書は毎年提出していただきます。特に、2年目（6月）に本館外部評価委員会による中間評価が行われます。また、共同研究終了後、3年以内に歴博
の研究成果として、報告書（『国立歴史民俗博物館研究報告』）を刊行していただきます。

　本共同研究の申請手続き等については、研究協力課研究教育係（TEL 043-486-6473　E-Mail : kenkyo@ml.rekihaku.ac.jp）にお問い合わせください。

基幹研究 基盤研究１（課題設定型） 基盤研究２（館蔵資料型）

公募する研究課題
本館の取り組む中心的な研究テーマのもと
に、学際的研究を実施する共同研究

考古・歴史・民俗資料の研究資源化、高度情
報化を主要な目的として実施する学際的研究

本館が指定する収蔵資料に関連する共同研究

特徴 課題は本館が設定する 課題は自由に設定可能 候補となる資料一覧から選択する

研究組織 15人程度 10人程度 10人程度

研究経費 年間上限270万円程度 年間上限225万円程度 年間上限225万円程度

　 1. 公募する共同研究の種類

　 2. 共同研究の基本的枠組み

　 3. 公募の時期

　 4. 応募資格

　 5. 研究経費

　 6. 施設等の利用

　 7. 研究成果報告

　 8. 問い合わせ先
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大学共同利用機関法人　人間文化研究機構
国立歴史民俗博物館
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TEL 043-486-0123（代）
http://www.rekihaku.ac.jp/

装丁　やなぎ堂  柳原梢子
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－共同利用型共同研究募集－
歴博では館蔵資料や保有する分析機器・設備を用いて、
館内の教員（1名）と共に行う共同研究を募集しています。

大学院生やポストドクターなど
若手研究者の応募を期待しています。

研究期間

1年間
（4月～3月末）

公募件数

7件程度
研究経費

30万円
以内

歴博の館蔵資料や設備を使って研究しませんか？

対象となる館蔵資料、分析機器・設備、及び応募方法は本館ホームページから、下記をご参照ください。

館蔵資料データベース　http://www.rekihaku.ac.jp/doc/t-db-index.html
分析機器・設備　http://www.rekihaku.ac.jp/research/list/joint/public_ad/equipmentandfacilities.html
応募方法　http://www.rekihaku.ac.jp/research/list/joint/public_ad/index.html

館蔵資料
利用型

分析機器
設備
利用型




