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凡例＞	 プロフィール【生年】【学歴】【職歴】【学位】【所属学会】【専門】【主な研究テーマ】

	 Ⅰ　研究・教育活動

	 一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

	 二　教育活動	 １　教育（大学院指導，大学院セミナー，非常勤講師など）

	 	 	 ２　博物館教育（博物館研修・博物館プロジェクト・体験学習）

	 三　博物館活動	 １　歴博探検・くらしの植物苑　２　歴史系総合誌『歴博』関係

	 	 	 ３　各種編集委員（『研究報告』，『年報』）

	 	 	 ４　歴民研修委員，講師　５　歴博振興会関係

	 四　社会連携	 １　館外における各種委員　２　館外講演・カルチャーセンター・出前授業

	 	 	 ３　マスコミ

	 Ⅱ　業績目録	 １　著書（単著・共著・編著・監修・翻訳など）

	 	 	 ２　論文・研究ノート・書評

	 	 	 ３　調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集など

	 	 	 ４　展示図録　５　学会・外部研究会発表要旨

	 	 	 ６　歴史系総合誌『歴博』，友の会ニュース　７　その他

	 Ⅲ　研究状況・研究広報

　　＊ 2005 年 4 月〜 2006 年 3 月については年の記載を省略した。

平川  南　HIRAKAWA Minami　館長（2005.9.1 ～）

1943 年生【学歴】山梨大学学芸学部社会科学科 1965 年卒業【職歴】大学共同利用機関法人人間文化研究

機構理事（2004），国立歴史民俗博物館長事務取扱（2005.9）【学位】文学博士，東京大学，1990 年【所属学会】

木簡学会，日本歴史学会，歴史学研究会【専門】日本古代史【主な研究テーマ】古代地方社会の研究－出土文

字資料研究を通して－／ Ancient	Local	Societies：A	Study	of	Excavated	Written	Materials

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

（1）　科学研究費	基盤研究（B）（2）「呪術・呪法の系譜と実践に関する総合的調査研究」（代表 小池淳一）研

究分担「古代における呪法と呪符」

（2）　新潟県立歴史博物館総合研究「日本古代『辺境』の様相」共同研究員

Ⅵ　教員の研究・調査活動

Ⅵ	 教員の研究・調査活動
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（3）　新潟県立歴史博物館共同研究「出土文字資料から見た古代地方行政の研究」共同研究員

　（4）　第 71 回日本考古学協会総会「古代の信仰を考える」研究発表「古代の祭祀－その多面性を出土文

　　字からさぐる」2005 年５月 22 日，国士舘大学６号館

　（5）　全国大学書道学会講演「出土文字を観る」2005 年９月 21 日，千葉大学教育学部

　（6）　21 世紀 COE プログラム（早稲田大学朝鮮文化研究所）研究課題「楽浪地域文化の研究」共同研究

　　員

　　　上記研究課題に伴う活動として

　　　　第 14 回文化財研究国際学術大学「百済泗沘時期文化の再照明」研究発表「百済と古代日本におけ

　　　る道の祭祀－陽物木製品の検討を中心に－」2005 年 12 月８日

　　　　韓国国立扶余文化財研究所韓国雁鴨池木簡調査 2005 年 12 月９日〜 10 日，国立慶州文化財研究

　　　所早稲田大学 21 世紀 COE	プログラム関連シンポジウム「韓国出土木簡の世界Ⅲ」研究発表「古代日

　　　本と百済における道の祭祀－陽物木製品の検討を中心に」2006 年１月 14 日，早稲田大学戸山キャ

　　　ンパス

二　教育活動

１　教育

　総合研究大学院大学院生指導（博士論文主査）

三　博物館活動

　４　歴民研修委員，講師

　歴民研修講師

四　社会連携

１　館外における各種委員

長野県立歴史館資料選定委員，福島県立博物館収集展示委員会委員，山梨県立博物館館長，八千代市郷

土博物館協議会委員，史跡徳丹城跡調査指導委員会委員，多賀城調査委員会委員，史跡胆沢城跡整備指

導委員会委員，石川県津幡町加茂遺跡発掘調査委員会委員

２　館外講演・カルチャーセンター・出前授業

　平成 17 年度山梨ことぶき勧学院・大学院第１回中央ふれあい学園入学式・始業式

　文化講演会「古代甲斐国の道－ヒト・モノの交流－」2005 年４月 19 日，山梨県民ホール大ホール

　東北歴史博物館特別展「古代の旅」記念講演「古代の東の道を行き交う人々－発掘された文字が語る」

　　　４月 29 日，東北歴史博物館講堂

　東大歴史連続講義テーマ『歴史をどう書くか』「古代国家と稲－1200 年前の稲の品種札の発見から－」

　　５月６日，東京大学教養学部駒場キャンパス

　千葉市民大学講座日本史学科（全４回），千葉市文化センター

　　第１回：	｢中原遺跡出土防人木簡」６月１日

　　第２回：「日本の都城と道の祭祀」６月８日

　　第３回：「クナト（フナト）カミ・サイノカミそして道祖神」６月 15 日

　　第４回：「道祖神信仰の流れ」

　総合研究大学院大学日本歴史研究専攻第４回大学院講演会「歴史研究の最前線」テーマ歴史と文学のあ
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　　いだ「古代『東国』論－歴史と文学の往来－」７月 16 日，東京医科歯科大学医学部付属病院臨床講

　　堂

　全国史跡協議会東北地区協議会総会記念講演「新たな地域像にむけて－地域史の視点から－」７月28日，

　　秋田キャッスルホテル

　磐城官衙遺跡群国史跡指定記念講演会「再現古代磐城の里－根岸官衙遺跡群を拠点として－」11 月６日，

　　新舞子ハイツ

　神奈川県立歴史博物館県博セミナー「中世東国の熊野信仰を考える」第５回「宮城県名取地方の熊野信

　　仰」

　佐倉市民カレッジ記念講演「古代の土器に記された文字から印波の歴史を読む」2006 年１月６日，佐

倉市中央公民館

　山梨県生涯学習推進センター研究大会「地域学と網野史学－新たなミュージアムの可能性－」基調報告

　　「網野史学と古代史研究」２月８日，山梨県総合教育センター

　山梨県考古学協会第 27 回総会記念講演会「古代国家と稲」２月 12 日，山梨学院大学生涯学習センター

　　講義室

　東京都中野区古代を考える会講演「道祖神の源流－百済と古代日本における道の祭祀」２月 13 日，中

　　野区勤労福祉センター

　身延町湯の奧金山博物館講座「古代の甲斐国」２月 18 日，湯之奧金山博物館

Ⅱ　業績目録 

2a　論文

　「古代東国論－歴史と文学の往来 ｣（仁藤敦史編『歴史研究の最前線 Vol. ５歴史と文学のあいだ』pp.35

　　〜 62，総研大・国立歴史民俗博物館，2006 年）

　「古代日本における地方社会と文字 ｣（深津行徳・浦野聡編『古代文字史料の中心性と周縁性』pp.217

〜 239，春風社，2006 年）

　「よみがえる佐倉地方の地名 ｣（『佐倉地名研究会報告 32 号』pp. １〜 27，佐倉地名研究会，2005 年）

2b　研究ノート

　「発掘が明らかにした多賀城碑の真偽 ｣（『司馬遼太郎街道をゆく』32 朝日ビジュアルシリーズ pp.30 〜

31，2005 年）

　「自然環境を生かす歴史の里造り ｣（『文化福島』通巻３，pp.401，福島文化振興事業団，2005 年）

　「甲斐国□戍人記載の木簡」口絵解説（『山梨県史研究 14 号』山梨県，2006 年）

3a　調査・発掘調査報告書

　「SK10出土木簡｣（『南新保北遺跡』pp.47〜48，金沢市埋蔵文化財センター，2006年）

　「社宮寺遺跡出土のイ号漆紙文書｣（『社宮司遺跡』pp.642〜643，長野県埋蔵文化財センター，2006年）

４　展示図録

　「古代における道の祭祀－道祖信仰の源流を求めて－ ｣（山梨の道祖神祭り展示図録	pp.88 〜 99，山梨

ひらかわ
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　　県立博物館，2005 年）

７　その他

　「米作国家のはじまり」「帰らなかった防人」「34 年前の問い ｣（『コラム・こころの風景』朝日新聞，

2005 年６月 20・21・22 日）

　「兵役逃れで九州定着か・佐賀・中原遺跡防人の木簡 ｣（読売新聞 2005 年７月５日）

　「木簡が語る甲斐の防人像 ｣（山梨日々新聞，2005 年７月 26 日）

　「甲斐・国号のはじまり ｣（山梨日々新聞，2006 年１月 12 日）

Ⅲ　研究状況・研究広報

　2004 年度に日本と韓国の出土文字資料調査研究を実施するなかで，新たな研究テーマとして「古代東国

論」と「古代朝鮮と日本における道の祭祀」を見い出した。これについて，2005 年度は集中的に研究を深

めることができた。「古代東国論」では，ヤマト朝廷の東国支配とその過程において東国の国号が定められ

たことを，また「古代朝鮮と日本における道の祭祀」では，百済の都と難波宮・多賀城跡から出土した陽物

形木簡を手がかりに，現在各地で盛んに行われている道祖神信仰の源流を解明することを目指したのである。

特に後者は考古学資料をもとに文献史料を再検討し，民俗学の通説的理解の検討を試みたものである。

宮地正人　MIYACHI Masato　館長（～ 2005.8.31）

1944 年生【学歴】東京大学文学部国史学科 1966 年卒業，東京大学大学院人文科学研究科国史学専攻博

士課程 1971 年中退【職歴】1973 年東京大学史料編纂所入所，1995 年東京大学史料編纂所所長，2001

年 9 月より 2005 年 8 月まで国立歴史民俗博物館館長【学位】文学修士，東京大学，1968 年【所属学会】

史学会，歴史学研究会，歴史科学協議会，日本史研究会【専門】日本近代史【主な研究テーマ】幕末維新期

の社会的政治史／ Socio-Political	History	in	the	Bakumatsu-Ishin	Period

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

1　 個別共同研究「平田国学の再検討」（科研基盤（B）（2）でもあるが，科研については，館長退職後は研

究代表者は樋口雄彦に交替した）は，2005 年度は「共同研究報告書（二）」を編集すること並びに詳細

目録の作成をすすめることの２課題に集中した。前者は 2005 年度末に刊行することが出来たが，全体

の編集作業とともに，個別的には「文政６年平田篤胤上京日記」，「弘化２〜嘉永２年平田延胤日記」，「嘉

永３〜安政６年平田延胤日記」，「慶応２〜明治２年平田延胤日記」の４点の原典校正をおこなった。後

者に関しては，もっとも大部の書翰の部について進行させ，研究協力者の作成した原稿のチェックをお

こなった。この作業は退職後も継続しておこない，2005 年度末段階で，書翰分類第 16 群までが終了

した。2006 年度には「平田家資料詳細目録」が完了する予定である。



233

　　なお，2004 年 10 〜 12 月におこなった「明治維新と平田国学」展を補足する目的をもって，夏期

期間中「千葉県と平田国学」展を歴博プロムナードにおいて開催した。

2　2005 年度からは，それまでの個別共同研究「佐倉連隊と地域民衆」が終了し，「佐倉連隊からみた戦

争の時代」展示プロジェクトが発足した。このため，2005 年度に研究報告書を作成しなければならず，

私としては，これまで不明なところが多かった明治期の佐倉連隊の成立のいきさつを，「佐倉歩兵第二

連隊の形成過程」と題して論文にすること，佐倉連隊にかかわる基礎的史料集を編集することに忙殺さ

れた。この成果は「共同研究報告書」第 131 集に掲載されることとなった。他方，展示にかかわる資

料調査と借用作業も繁忙をきわめた。

四　社会連携

１　館外における各種委員

歴博振興会理事，日本科学技術振興財団評議員，味の素食の文化センター財団評議員，佐倉国際交流基

金理事

２　館外講演・カルチャーセンター・出前授業

　「明治維新と佐倉」，佐倉市国際交流基金，臼井音楽ホール，2005.5.7

Ⅱ　業績目録 

2a　論文

「二一世紀の日本と田中正造・勝海舟」（『憲法九条・平和を守るたたかいと，田中正造・勝海舟』pp.19	

　〜 50，下町人間総合研究所，	5 月）

「下伊那の国学」（『飯田市歴史研究所年報３』，pp.7 〜 27，8 月）

　「佐倉歩兵第二連隊の形成過程」（『国立歴史民俗博物館研究報告』第 131 集，pp.25 〜 50，国立歴史

民俗博物館，2006 年 3 月）

「佐倉連隊関係資料」（『国立歴史民俗博物館研究報告』第 131 集，pp.85 〜 227，国立歴史民俗博物館，

　2006 年 3 月）

Ⅲ　研究状況・研究広報

平田国学のひろがりについては，これまで幕末維新期の美濃及び信濃地域で調査してきたが，篤胤生前か

らの長いスパンで考える時，より全国的視野で見ていくべきだと痛感するようになり，2004 年度末からの

継続で夷隅郡岬町の弓削元宏氏と共同で，弓削家所蔵書籍目録（稿）を作成し，夏期の「千葉県と平田国学」

展（於：歴博プロムナード）において示すことが出来た。

みやち



234

［研究部］（50 音順）

青木隆浩　AOKI Takahiro　助手

1970 年生【学歴】法政大学文学部地理学科 1993 年卒業，明治大学大学院文学研究科地理学専攻博士

前期課程 1996 年修了，東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻広域システム科学科博士後期課程

2000 年修了【職歴】国立歴史民俗博物館民俗研究部助手（2002），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研究部助手（2004）【学位】博士（学術），東京大学，2000 年３月【所属学会】日本

民俗学会，日本地理学会，歴史地理学会，人文地理学会，東京地学協会，社会経済史学会，経営史学会，酒史学

会，環境科学会【専門】民俗学，近代歴史地理学【主な研究テーマ】酒造業／ Sake Brewing	Industry，社会

規範／ Moral	Precepts

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

1.　個別共同研究「人文・自然景観の開発・保全と文化資源化に関する研究」（代表　青木隆浩）で，文

　　化遺産と近代化遺産について調査した結果を「農山村における文化と自然の観光資源化に関する諸問題

　　－グリーン・ツーリズムを事例に－」（第１回研究会，歴博，2005.5.29）と「文化と自然を売る学問の

　　欲望とその問題について」（第４回研究会，歴博，2006.2.11）で発表した。

2.　個別共同研究「民俗学における現代文化研究」（代表　島村恭則）で，近代日本における社会規範の形

　　成過程について調査した結果を〔2006.3a〕に報告した。

3.　文科省若手 B「近現代の商家経営に関する民俗学的研究」（代表　青木隆浩）で，新潟県と岩手県の酒

　　造出稼ぎ人に関する調査をした結果を〔2005.11〕と歴博探検で報告した。

4.　文科省基盤 B「地域資源としての〈景観〉の保全および活用に関する民俗学的研究」（代表岩本通弥）で，

　近代化遺産に関する発表をした。

5.　文科省基盤 B「文化政策・伝統文化産業とフォークロリズム－『民俗文化』活用と地域おこしの諸

問題－」（代表　岩本通弥）で，長野県飯山市と白馬村のグリーン・ツーリズム事業を調査した結果を

〔2005.8〕に報告した。

二　教育活動

１　教育

神奈川工科大学非常勤講師（地理学Ⅰ・Ⅱ）

三　博物館活動

　１　歴博探検・くらしの植物苑

　「冬の出かせぎ」，第４期『職人の技と知恵』，歴博ガイダンスルーム，2006 年 1 月 14 日

３　各種編集委員

　『研究報告』編集委員

５　歴博振興会関係
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　「酒－密造酒から地酒ブームまで」，民俗学講座『酒をめぐる文化史』第３回，歴博ガイダンスルーム，

　　11 月 26 日

四　社会連携

１　館外における各種委員

　『歴史地理学』編集委員

　日本民俗学会第 57 回年会実行委員会委員

２　館外講演・カルチャーセンター・出前授業

「近代日本の禁酒運動」シンポジウム『「飲む」ことの態様とその世界：グローバリゼーションにおける

ワインと酒』，日仏会館，11 月 6 日

Ⅱ　業績目録 

2a　論文

　2005.8：「観光地における文化と自然の有用性－グリーン・ツーリズムを事例に－」（『日本民俗学』第

243 号，pp.1 〜 32）

　2005.11：「大正後期〜昭和初期の北関東地方における産地間競争の激化と越後杜氏の採用動向」（『酒史

研究』第 22 号，pp.1 〜 11）

　2006.3a：「明治・大正期における軽犯罪の制度的変化と社会管理の強化」（『国立歴史民俗博物館研究報

告』第 132 集，pp.327 〜 355）

2006.3b：「未成年者の飲酒はなぜ禁止されたのか」（『談　別冊　shikohin	world	酒』，pp.156 〜 164）

Ⅲ　研究状況・研究広報

今年度おこなった調査・研究は，大きく３つに分かれる。

まず，文科省若手 B「近現代の商家経営に関する民俗学的研究」（代表　青木隆浩）によって，昨年度新

潟県立図書館や新潟県立文書館で得られた杜氏関連史料に，酒造組合や酒造経営に関する史料を追加して，

近代の酒造技術と越後杜氏台頭の関係について分析をおこない，その成果を〔2005.11〕にまとめた。これ

によって，明治時代まで技術開発に熱心だった酒造家が，大正時代中頃から酒造りを杜氏任せにして，営業

部門と製造部門を分離した経緯を明らかにした。

次に，文科省基盤 B「地域資源としての〈景観〉の保全および活用に関する民俗学的研究」（代表　岩本通弥）

と個別共同研究「人文・自然景観の開発・保全と文化資源化に関する研究」（代表　青木隆浩）では，日常

の光景が「景観」に包摂されることによって，文化資源として活用される実態とその問題について調査して

いる。なかでも，重視しているのは，開発の結果であるはずの土木遺産と近代化遺産が，周辺と合わせて「文

化的景観」と再評価されていることである。この問題について，今年度は長崎や福岡，鹿児島などで調査を

おこなった。

最後は，近代における社会規範の形成過程に関する研究である。以前から日本の禁酒運動や未成年者喫煙

禁止法と未成年者飲酒禁止法が制定された社会的背景とその影響について研究成果を報告してきたが，今年

あおき
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度は国会で何度も否決され続けた未成年者飲酒禁止法案が可決に向かう経緯について詳しく調査をし，その

結果を〔2006.3b〕にまとめた。また，昨年度から調査を始めた近代の軽犯罪について，分析結果を〔2006.3a〕

に報告した。この論文では，おもに制度や法律の面から，モラルの問題やインフラの未整備に起因する暫定

的な禁止行為が軽犯罪となり，それが当たり前になると犯罪となって社会管理の強化を招くという悪循環を

描いている。今後は，実社会のレベルでモラルや軽犯罪の実態とそれに対する社会管理の諸問題について，

研究していく予定である

青山宏夫　AOYAMA Hiro o̓　助教授

1956 年生【学歴】京都大学文学部史学科人文地理学専攻 1980 年卒業，京都大学大学院文学研究科博士

後期課程地理学専攻1983年退学【職歴】東京都立大学理学部助手（1983年），新潟大学人文学部講師（1988

年），新潟大学人文学部助教授（1990 年），国立歴史民俗博物館歴史研究部助教授（1998 年），総合研究大学

院大学文化科学研究科助教授併任（1999 年），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

館研究部歴史研究系助教授（2004）【学位】博士（文学），京都大学，2006 年3 月【所属学会】人文地理学会，

日本地理学会，歴史地理学会【専門】歴史地理学【主な研究テーマ】中世日本における景観の歴史地理学

的研究／ Historical	geography	of	landscape	in	medieval	Japan，地理的知識の形成と変遷に関する地図史

的研究／ History	of	cartography	and	geographical	knowledge

Ⅰ　研究・教育活動
　

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

1.　基盤研究「明治地籍図の集成的研究」（代表　青山宏夫）において，群馬・埼玉・滋賀・大分等で地籍

図調査をおこなうとともに，研究集会を開催した。

　2.　基幹研究「歴史展示における『異文化』表象の基礎的研究」（代表　久留島浩）において研究調査を　

　おこなった。

　3.　国際日本文化研究センター共同研究「『関西』史と『関西』計画－文化の生成と自然的・社会的基盤－」

　　（代表　千田稔）の共同研究員として研究集会に参加した。

　4.　中・近世の地図に関する研究をすすめ，これまでの成果をとりまとめた〔青山 2005.10〕。

5.　総合展示第 3 室展示リニューアル委員として調査研究（福岡・長崎等）をおこない，展示構成を検討し

た。

二　教育活動

１　教育

総合研究大学院大学

慶應義塾大学非常勤講師（地理学）

四　社会連携

１　館外における各種委員
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日本地理学会	国立地図学博物館設立推進委員会委員，歴史地理学会	評議員

Ⅱ　業績目録 

１　著書

　2005.	5：『地図の思想』朝倉書店（共著）

　2005.10：博士学位論文『前近代地図の空間構成と地理的知識』（京都大学）

５　学会・外部研究会発表要旨

　2005.10：「日本海呼称の成立と展開」環日本海学会大会における基調講演（弘前大学）

　2006.	2：「『日本荘園絵図聚影』釈文編中世の編纂に関する若干のコメント」『日本荘園絵図聚影』釈

　文編中世ワークショップにおける報告（東京大学史料編纂所）

６　歴史系総合誌『歴博』，友の会ニュース

　2006.	1：「流宣日本図の地理情報」（歴史系総合誌『歴博』134 号，pp.2〜 5）

Ⅲ　研究状況・研究広報

本館の共同研究等の課題に取り組むとともに，それらと連動させつつ中・近世の地図に関する研究を進め，

博士学位論文『前近代地図の空間構成と地理的知識』としてとりまとめた。同論文では，近代地図学以前に

日本で作製された地図を中心に，その表現法とそれによって再構成された地図空間の特質，および地理的知

識や景観について考察した。対象とした地図については，直接には認識できない広域空間を理念的に描く地

図として日本図を，日常的に体験しうる規模の現実的空間を描く地図として中世絵図をとりあげた。また，

これらの地図を研究する方法論として，近代地図をも含めた地図全般の展望のもとに前近代地図を考察する

ために，近代地図学における地図の定義を参考にしつつ，地図化のプロセスにおいて，空間変換と記号化と

いう表現レベルのプロセスと，媒体（素材）という物質レベルのプロセスとに注目することが重要であること

を指摘した。一方，地図史研究の問題点を踏まえて，前近代地図が空間変換と記号化に関して近代地図と大

きく性格を異にしている点に注目して，前近代地図の構図と地図記号の分析を進めることの有効性と，空間

認識や地理的知識等をとらえうる射程について論じた。

安達文夫　ADACHI Fumio　教授

1951 年生【学歴】東北大学工学部電子工学科 1973 年卒業，東北大学大学院工学研究科電子工学専攻博

士課程 1978 年修了【職歴】1978 年日本電信電話公社（現 NTT）入社，1999 年国立歴史民俗博物館情報資

料研究部教授，総合研究大学院大学文化科学研究科教授併任（2002），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研究部教授（2004）【学位】工学博士，東北大学，1978 年【所属学会】電子情報

通信学会，情報処理学会，画像電子学会，映像情報メディア学会【専門】情報工学，画像工学【主な研究テー

マ】博物館における情報システムの研究／ Information	Systems	for	Historical	Research	and	Exhibition

あだち
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Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

本館基盤研究「歴史資料の材料・製法技法と生産地に関する調査研究」共同研究員

文部科学省科学研究費補助金特定領域研究（2）「画像資料自在閲覧方式による近世歴史資料の調査研究支

援システムの研究」研究代表者

文部科学省科学研究費補助金特定領域研究（2）「中世拠点城郭および都市遺跡の分析方法に関する学融合

的研究」研究分担者

日本学術振興会科学研究費補助金研究成果公開促進費データベース「詳細書誌目録付き錦絵画像データ

ベース」作成分担者

総合研究大学院大学葉山高等研究センター研究プロジェクト「先端科学と社会を接合する学の構築－博物

館という場の活用を通じて－」研究分担者

国文学研究資料館共同研究「文化情報資源の共有化システムに関する研究」共同研究員

本館企画展示「日本の神々と祭り」展示プロジェクト委員

本館企画展示「歴史のなかの鉄砲伝来－種子島から西南戦争まで－」展示プロジェクト委員

本館企画展示「弥生農耕の始まりと東アジア」展示プロジェクト委員

二　教育活動

２　博物館教育

文部科学省博物館職員講習講師「視聴覚教育メディアを活用した学習支援の方法」	2005 年 5 月 20 日，	

国立歴史民俗博物館

三　博物館活動

１　歴博探検・くらしの植物苑

　歴博探検「博物館のお客さんを知る」	2005 年 9 月 10 日

四　社会連携

　１　館外における各種委員

　山梨県立博物館資料・情報委員会委員

Ⅱ　業績目録 

2a　論文

　「情報資源共有化のための博物館資料データベースのマッピングとその評価」（共著／鈴木卓治，小島道

　　裕，高橋一樹）国立歴史民俗博物館研究報告，vol.125，pp.185 〜 214，2006

　「展示の理解の評価に関する検討」（共著／竹内有理，小島道裕，久留島浩）国立歴史民俗博物館研究報告，

vol.130，pp.1 〜 20，2006

４　展示図録

　「デジタル資料「絵図に見る出雲大社周辺の 700 年」の制作」，『日本の神々と祭り』，本館，pp.56 〜
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　　57，2006

５　学会・外部研究会発表要旨

“	A	Study	on	a	Viewing	System	for	Museum	Collections	using	High-Definition	Images.” 	（co-author		

Takuzi	 Suzuki	 and	Kimiyoshi	Miyata），Archiving	2005，Society	 for	 Imaging	 Science	 and			

Technology，Proceedings，pp.129 〜 134，2005

「博物館画像閲覧システムにおける資料探索時のインターフェースの検討」（共著／上島史行,	鈴木卓治，	

徳永幸生）画像電子学会第 33 回年次大会予稿集，pp.201 〜 202，2005

「博物館分散オントロジの取込と対応付け」（共著／山田篤 ,	小町祐史 ,	河合正樹）画像電子学会第 33 回

年次大会予稿集，pp.201 〜 202，2005.

「人間文化研究機構における資源共有化の概要」，「文化情報資源の共有化システムに関する研究」研究会，

国文学研究資料館，Jun.	27，2005.

「資源共有化のための歴史資料データベースの Dublin	Core へのマッピングの検討」（共著／鈴木卓治，

小島道裕，高橋一樹）情報処理学会研究報告，vol.2006，No.76.	2005-CH-67，pp.39 〜 46，2005

「歴史資料の Dublin	Core へのマッピングと統合検索」地域研究連携に関する情報資源共有化・地域情

報学合同研究会，京都大学，Dec.	5.	2005

「博物館資料情報の共有化のための共通メタデータへのマッピング」画像電子学会第 4 回画像ミュージ

アム研究会予稿集，2，2006

「博物館情報横断検索における分散オントロジの検討」（共著／山田篤，小町裕史，河合正樹）画像電子学

会第 4 回画像ミュージアム研究会予稿集，3，2006.	

「博物館資料探索における画像閲覧インターフェースの検討」（共著／上島史行，徳永幸生，鈴木卓治）

情報処理学会第 68 回全国大会講演論文集，6S-2，pp.4 〜 125 〜 126，2006

「超 2 次関数パラメータによる土器画像検索」（共著／茂呂優太 ,	鈴木卓治，徳永幸生）情報処理学会第

68 回全国大会講演論文集，1P-7，pp.3 〜 171 〜 172，2006

６　歴史系総合誌『歴博』，友の会ニュース

歴博けんきゅう便「歴博共同研究・総研大学長プロジェクト合同公開研究会報告	観客から博物館を見

る－研究をどう見せるか－」『歴博』	132，pp.24 〜 25，2005

Ⅲ　研究状況・研究広報

（1）	ディジタル資料構成法の研究

1,000 点を超すような非常に多くの資料の中から，研究の対象とする資料をその高精細な画像を用いて探

し出し，詳細に観察したり，関連する資料と比較できる画像閲覧システムについて研究を進め，複数の画像

を自由に配列して，見かけ上一枚の画像として表示する方法を実現してきた。本年度は，この閲覧システム

によって，目的とする特定の資料を探し出すために適した画像の提示方法について，本館所蔵の錦絵の中の

約 2,300 点を適用し，15 人程度の被験者による評価を実験的に進め，以下を明らかにした。（a）画像の配

列形状として，システムの画像表示領域に一致する縦横比が 1：2 の形状より，縦の段数が高々 10 の横長

の形状が，組織的な探索に適する。（b）横長の画像をスクロールボタンで送って閲覧する方法よりも，幾つ

あだち
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かの画像を集めたページに区切り，ページを切り替えながら閲覧する方法が，読み進める速度の点で有利で

ある。（c）同時に表示する画像の枚数は，縦の段数にして 5 を中心に利用者により幅があり，探しやすい配

列を選択できるシステムが有用である。

展示向けには，複数の資料を大きな一枚の画像にまとめて提示する方法が，自由に見ることができる点で

有効である。これを楽器のコレクション画像に適用し，本館特別企画「紀州徳川家伝来の楽器」で公開した。

また，同システムで資料を任意の位置と倍率で表示できることを利用して，作製ツールとして使用し，本館

企画展示「日本の神々と祭り」での映像資料「絵図に見る出雲大社周辺 700 年」の制作に適用した。

（2）	歴史資料（研究）情報の共有化の研究

人間文化研究機構の研究資源共有化システムの検討に資することを目的に，データベース化された歴史

資料の情報を，広く人文科学の研究情報と併せ統合的に検索するための方法について，検討を進めた。様々

な項目からなる多様な研究情報の統合的な検索は，共通的な窓を通して見ることにより実現される。この

窓をどのように構成するかが，有効な統合検索を実現する上で重要な課題となる。この共通的な窓として

Dublin	Core と呼ばれるメタデータを使用することの適合性について，本館の館蔵資料詳細データベース全

てを対象として検討を加え，物理的形状や状態の記述に課題があることを再確認した。

各データベースのデータ項目を Dublin	Core に直接対応付けるのではなく，中間的なメタデータを（仲）

介する方法において，東京国立博物館で開発が進められているミュージアム資料情報構造化モデルを中間的

メタデータとすることを想定して，館蔵資料詳細データベースのデータ項目の対応付けを検討し，幾つかの

課題があるものの適合性が高いことを確認した。今後は，この中間的メタデータと汎用的メタデータとの対

応付けを解決すればよい。

また，初学者や一般の人のデータベースの利用を想定し，検索に投入される語彙のミスマッチをカバーす

るため，オントロジーを適用することの試みについて，学会の SG のメンバーと共同で検討を進めた。

阿部義平　ABE Gihei　教授

1942 年生【学歴】東北大学文学部史学科 1965 年卒業【職歴】奈良国立文化財研究所平城宮跡発掘調査

部（1965 年）・文部技官，文化庁文化財保護部記念物課（1972）・文部技官・文部調査官，国立歴史民俗博

物館考古研究部助教授（1981），同教授（1990），同部長（2001 〜 2004），総合研究大学院大学文化科学研究

科教授併任（1999），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研究部教授（2004）【学

位】【所属学会】日本考古学協会，日本考古学会，考古学研究会，条里制・古代都市研究会，千葉歴史学会，宮

城県考古学会，茨城県考古学協会，古代山城研究会【専門】日本考古学【主な研究テーマ】古代の都市・城

柵・官衙・集落等の考古学的研究及び展示／ Study	of	political	site	in	ancient	period	and	display，日本列

島内諸文化の相互交流の研究／ Interchanges	between	local	cultures	in	Japan

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報
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1.　既に終了していた共同研究の成果報告を，とりまとめ，公刊〔阿部 2006.3〕した。

2.　1．の編著の報告内に，共同研究課題「古代東国の地域的特性」に対する発掘調査成果からの論考「国

生本屋敷遺跡を巡る考察」をとりまとめた。

3.　個人研究として，「平城京の都市設計」〔阿部 2006.3〕を発表した。

4.　個人研究として，「古代城柵の研究（二）」〔阿部 2006.3〕を発表した。

5.　個人研究として，「古代城柵の研究（三）」をとりまとめ，歴博研究報告に投稿した。（2005 年 11 月）

6.　特定研究「北部日本における文化交流」の発掘調査成果の一部として，森ヶ沢遺跡の発掘成果をとり

まとめた。（2006 年度公刊の予定）

7.　千葉県嶋戸東遺跡の成果を調査し，報告とりまとめについて指導した。

8.　宮城県多賀城跡の調査成果を視察し，報告とりまとめについて助言した。

9.　福島県立博物館所蔵の無文銀銭の持ちこみの鑑定に当たった。今後の調査を助言した。

10.　平田篤胤像について，研究を進めた。

二　教育活動

１　教育

　総合研究院大学院大学日本歴史研究専攻「日本の城柵」前期開講

三　博物館活動

1.　展示プロジェクト委員　

			・「東アジア中世海道」展示プロジェクト参加

	・「佐倉連隊にみる戦争の時代」展示プロジェクト参加。分担「佐倉城から連隊兵営へ」のとりまとめ						

（2006 年 7 月展示開設予定）	

			・「長岡京の光と影」展示プロジェクト参加。

2.　総合展示「律令国家」展示維持改善

3.　館蔵品・展示品の貸出，返却処理（分担分）

四　社会連携

１　館外における各種委員　

　千葉県文化財センター理事，山王廃寺跡等調査委員会委員　前橋市教育委員会，「史跡久米官衙遺跡群				

　　久米官衙跡・来住廃寺跡」調査検討委員会委員・整備検討委員会委員　松山市教育委員会	

２　館外講演・カルチャーセンター・出前授業

　高松塚古墳壁画恒久保存対策の取材協力，毛利和雄「守れるか古墳壁画－装飾古墳と高松塚古墳」

　Journal	Musée	2006 参照。

Ⅱ　業績目録 

１　著書：編著

　『特定研究東国の豪族居館　国生本屋敷遺跡発掘調査報告』国立歴史民俗博物館研究報告　第 129 集，

　2006 年 3 月（1 〜 365 頁）

2a　論文

あ　べ
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　「平城京の都市設計」『国立歴史民俗博物館研究報告』第 125 集，pp.215 〜 233，2006 年 3 月

　「古代城柵の研究（二）」『国立歴史民俗博物館研究報告』第 130 集，pp.21 〜 95，2006 年 3 月

　「国生本屋敷遺跡を巡る考察」『国立歴史民俗博物館研究報告』第 129 集，pp.144 〜 174，2006 年 3 月

Ⅲ　研究状況・研究広報

・国生本屋敷遺跡発掘調査報告は，発掘実施後 10 数年を経ての公刊であるが，この間の成果公表など，

経過と反省をとりこみ，成果として，前方後円墳と居館のセット関係や関東平野低地における居館の消長な

どの歴史的意義の解明にふみこんだものである。また大化後の全国的な「兵庫」の地方官衙としての成立に

ついて立論していて，今後の学界に問題提示を含む発掘成果を提供したものである。

・「平城京の都市設計」の論文は，日本都城の継続的な流れの存在について一石を投じたものと考えている。

但し京南端の羅城の存在については，現在発掘調査が進んでいて，回廊状施設だったとの見方もマスコミに

公表されたりしているが，なお検討の余地を残しているので，研究と検討を続ける予定。

・「古代城柵の研究（二）」の論文は，城柵の軍事性を立証したが，更に城柵研究を重ねていくつもりである。

また城柵施設のみならず，これらが造成された北方地域の歴史や交流に城柵が果たした役割を次編以下で述

べていきたいと考えている。

一ノ瀬俊也　ICHINOSE Toshiya　助手

1971 年生【学歴】九州大学文学部史学科 1994 年卒業，九州大学大学院比較社会文化研究科日本社会文

化専攻博士課程 1998 年中退【職歴】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研究部

助手（2004）【学位】博士（比較社会文化），九州大学，2003 年 6 月【所属学会】九州史学研究会，軍事史学会，

史学会，日本史研究会，日本歴史学会，歴史学研究会【専門】日本近現代史【主な研究テーマ】戦前・戦後

社会における戦争観の諸相／ Why	was	 “War” 	considered	just	in	Modern	Japanese	Society

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

１．文部科学省科学研究費補助金・若手研究Ｂ「戦前地域社会における独自の「軍神」像の形成と機能に

関する研究」において，研究代表者として調査活動を行った。

２．文部科学省科学研究費補助金・基盤研究（C）「地方都市の都市化と工業化に関する政治史的・行財政

史的研究」（研究代表者・有馬学）において，研究分担者として調査活動を行った。

３．国立歴史民俗博物館基幹研究「20 世紀における戦争Ⅰ」（研究代表者　安田常雄）において，研究分担

者として調査活動を行った。

４．2006 年 3 月 4 日，文部科学省科学研究費補助金研究成果公開促進費（A）・国際シンポジウム「戦争
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と表象／美術　20 世紀以後」（代表者・長田謙一，2006 年 3 月 4・５日，於	東京国立博物館）において，

「日露戦争の戦跡」と題する報告を行った。

四　社会連携

１　館外における各種委員

千葉県史調査執筆員，佐倉市史近現代史部会員

Ⅱ　業績目録 
１　著書

　2005.12：『銃後の社会史』吉川弘文館（227 頁）	

　2006.2：『日本軍事史』吉川弘文館（高橋典明・山田邦明・保谷徹との共著）

2a　論文

2005.7：「人はどのようにして兵士となったのか」（『歴史地理教育』687，pp.114 〜 121，歴史教育者

協議会）

2006.3：「皇軍兵士の誕生」（『岩波講座	アジア・太平洋戦争〈5〉戦場の諸相』pp.3 〜 31，岩波書店	）

2006.3：「餓死の島をなぜ語るか　メレヨン島生還者たちの回想記」『国立歴史民俗博物館研究報告』

第 126 集，pp.119 〜 131

2006.3：「佐倉連隊の日常生活　昭和九年のある上等兵日記から」『国立歴史民俗博物館研究報告』第

131 集，pp.51 〜 84

3a　調査・発掘調査報告書

　・文部科学省科学研究費補助金基盤研究（B）（1）『20 世紀における戦争と表象／芸術―展示・映像・印刷・

プロダクツ―』成果報告書（2005 年 3 月刊行）に，「「負けた戦争」はどう表象されたか―シベリア出兵

の従軍記念写真帖をめぐって」と題する調査成果を執筆した。

　・文部科学省科学研究費補助金基盤研究（B）（1）『日本陸海軍に関する軍事啓蒙雑誌の調査・研究』成果

報告書（2005 年 3 月刊行）中，「Ⅱ　総目次収録雑誌解題」を有馬学と連名で執筆した。

Ⅲ　研究状況・研究広報

特別企画「佐倉連隊にみる戦争の時代」（2006 年 7 月〜 9 月）の準備を行ってきた一年間であった。この

経験を通じて感じた，「戦争展示」の抱える問題点をどこかでまとめ，世に問う必要があるのではないかと

考えている。

井原今朝男　IHARA Kesao　教授  歴史資料センター長

1949 年生【学歴】静岡大学人文学部人文学科 1971 年卒業【職歴】総合研究大学院大学文化科学研

究科教授併任（1999 年より），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研究部教授

（2004）【学位】博士（史学），中央大学，1996 年【所属学会】歴史学研究会，日本史研究会，日本歴史学会，

いはら
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史学会，日本古文書学会，信濃史学会【専門】日本中世史【主な研究テーマ】生活史／ Life	History	in	the	

Medieval	Village，債務関係史／ Lending	Relationships	History，東国荘園史／ Togoku	Manor	History，中世

公家史／ Medieval	Noble	History，中世寺院史／ Medieval	Temple	History

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

（1）科学研究費・基盤研究Ｃ「日本中世債務史の基礎的研究」（平成 14 から 17 年度）の最終年度になり，

　科研報告書『日本中世債務史の基礎的研究』を刊行し完了することができた。

（2）2005 年度から歴博基幹研究「生業・権力と知の体系に関する歴史的研究」のＢブランチ「中・近世

　における生業と呪術・信仰」（研究代表）がはじまった。調査・報告・討論・ニュースレター発行など

　が前進した。非常勤研究員や研究補助員・事務管理担当者などの協力で共同研究員間の情報交流も活発

　化することができた。

（3）フランス・国立ヨーロッパ地中海文明博物館と歴博との共同研究「中世城郭の変化と終末」をテー

　マにパリ・シンポジウムを９月８〜 11 日に開催することができた。2002 年宮地正人館長からの継続

　事業である研究計画をすべて完了することができた。今後は，小島道裕助教授を研究代表にして，新規

　プロジェクトが発足することになった。

（4）人間文化研究機構の連携研究として特別企画「うたのちから－和歌の時代史」の展示プロジェクト

　　委員として，展示開催に協力でき，図録作成を通じて新知見をうることができた。

二　教育活動

１　教育

総合研究大学院大学博士課程論文指導および高松宮本「康冨記」購読

國學院大學大学院非常勤講師（日本中世史研究 I）高松宮本「脱屣部類記」史料購読

国文学研究資料館共同研究委員会委員

四　社会連携

１　館外における各種委員

　長野県文化財保護審議会委員

　千曲市文化財保護審議会委員長

Ⅱ　業績目録 

１　著書

　『日本中世債務史の基礎的研究』科研基盤研究（Ｃ）一般報告書　pp.1 〜 220，2006 年３月

2a　論文

「蜷川貞相の法楽和歌奉納と領主間ネットワーク」（『日本史研究』515，pp.1 〜 27，	７月）

「日本中世の利息制限法と借書の時効法」（『歴史学研究』812，pp. １〜 17，2006 年３月）

2b　研究ノート
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　「中世寺院僧侶その実像（８）〜（19）連載中」（『寺門興隆』77 号	106 〜 110，78 号	110 〜 116，

　　79 号	102 〜 108，80 号	105 〜 111，81 号	116 〜 122，82 号	112 〜 118，83 号	108 〜 114，

　　84 号	103 〜 109，85 号	99 〜 104，86 号	111 〜 117，87 号	107 〜 113，88 号	91 〜 97，興山

　社	，４月〜 2006 年 3 月）

2c　書評

　「書評　上田市誌編さん委員会編『上田市誌　歴史編（１〜 10）」（『信濃』57 －８，pp.65 〜 72，８月）

　「書評　山岸常人『中世寺院の僧団・法会・文書』」（『歴史学研究』809 号，pp.44 〜 47，10 月）

　「2005 年度歴史学研究会大会中世史部会大会報告批判　岡野友彦・小川弘和報告」（『歴史学研究』

　　809 号，pp.42 〜 44）

４　展示図録

　「天皇院と諸芸能」「天皇作法と管絃和歌」「諸芸能の道と書の家」「信仰と和歌」「連歌師」「宮廷文化

　　と知の集積」「中世の御遊」「禁裏による知の集積」以上『うたのちから－和歌の時代史』，10 月

５　学会・外部研究会発表要旨

　「中世東国における社会と賎民」部落問題歴史講座，東本願寺真宗会館，４月６日

　「室町・戦国期の伊那谷と国政運営」飯田アカデミア，飯田市歴史研究所，５月 14 日〜 16 日

　「中世の善光寺と被差別民を探る」真宗大谷派東京教務所，５月 31 日〜６月１日

　「永原慶二氏の荘園制論」シンポジウム永原慶二氏の歴史学をどう受け継ぐか，明治大学リバテイーホー

　　ル，７月９日

　「16 〜 17 世紀内陸部の流通と社会背景」内陸遺跡研究会第一回シンポジウム，帝京大学山梨文化財研

　　究所，11 月 19 日

　「六角木憧と更級八幡宮」シンポジウム六角木憧と信濃中世の幕開け，長野県立歴史館，12 月４日

　「日本の山岳信仰－新たな視点」戸隠遊行塾　戸隠神社山本宿坊，12 月 10 日

　「文明・永正年間の禁裏における知の集積と延徳二年の節会復興」歴博基盤研究高松宮家旧蔵禁裏御本

　　の研究会報告，国立歴史民俗博物館，2006 年２月６日

６　歴史系総合誌『歴博』，友の会ニュース

　「中世の日記」『歴博』131 号，pp. ２〜５，７月

７　その他

　「国立歴史民俗博物館の特質と役割」（『総研大ジャーナル』７号，pp.	38 〜 72，５月）

Ⅲ　研究状況・研究広報

債務史についての科研報告書も刊行でき，体系化の目途をつけることができた。これまでの諸論文をまと

めて学術論文として学界に問題提起するよう準備したい。生業と技術・呪術信仰でも前近代知の体系の時代

的特質について，まとまった仕事をしたい。高松宮本の共同研究でもおもしろい事例がでてきたので研究を

深化したいと願っている。

いはら
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今村峯雄　IMAMURA Mineo　教授

1942 年生【学歴】横浜国立大学工学部応用化学科 1965 年卒業，東京大学大学院理学系研究科修士課程

化学専攻 1967 年修了，東京大学大学院理学系研究科博士課程化学専攻 1970 年修了【職歴】日本学術振

興会奨励研究員（1970），カリフォルニア大学（サン・ディエゴ）研究員（1970），東京大学助手（1972），同助

教授（1985），国立歴史民俗博物館情報資料研究部教授（1996），総合研究大学院大学文化科学研究科教授

併任（1999），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研究部教授（2004）【学位】理

学博士，東京大学，1970 年 3 月【所属学会】日本文化財科学会，日本第四紀学会，日本化学会，日本地球化

学会，日本質量分析学会，日本放射化学会【専門】歴史資料科学，分析化学／核・放射化学【主な研究テー

マ】高精度放射性炭素年代測定法の歴史・考古研究への応用／ High-precision	radiocarbon	dating	and	its	

application	to	historical	and	archaeological	studies，新しい自然科学的歴史資料研究法の開発とその応用

／ Development	of	scientific	methods	for	historical	and	archaeological	applications　

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

（1）本館基盤研究「高精度年代測定法の活用による歴史資料の総合的研究」（代表 今村峯雄），研究の全

体企画および総括および以下の個別活動を行った。

【歴史時代資料】横浜市都筑区・重文関家住宅書院，兵庫県・重文箱木家住宅，広島県・重文吉原家住宅

等（中尾七重氏らと）：試料採取・年代測定（依頼測定）・年代解析（ウィグルマッチ法）・調査報告作成；

能楽関係資料：準備研究（国立能楽堂と）；岡山県・鬼ノ城遺跡出土資料（谷山雅彦氏らと）：加工木片（追

加試料）・年代測定（依頼測定）・年代解析（ウィグルマッチ法）・研究結果討論（2006.3）。

【縄文・旧石器時代資料】最終氷期の 14C 変動研究（van	der	Plicht 氏らと，富士埋没材樹齢 400 年の 14C デー

タ，継続）。

（2）本館基盤研究「歴史資料の材質・生活技法と生産地に関する調査研究」（代表　宇田川武久）研究分担者。

（3）文科省学術創成研究「弥生農耕の起源と東アジア－炭素年代測定による高精度編年体系の構築－」（代

表　西本豊弘）分担者として以下の個別活動を行った。

【資料調査】2005.6	福島県教育委員会・文化振興事業団白河館；2005.10	中国陝西省（考古研究所，博物

館等）および中国社会科学院（考古博物研究院等）；2006.11 福島県教育委員会・文化振興事業団白河館

【資料研究】基準年輪資料の収集・分割・整備（黄幡１号遺跡，長野県遠山川河床出土材等）；宇治市街遺

跡出土加工木材の年代測定と調査報告書作成（光谷拓実・尾嵜大真氏と）；年代解析法および解析ソフト

の研究。

【国際会議】：10th	 International	Conference	on	Accelerator	Mass	Spectrometry（9.3-7,	University	of	

california,	Berkeley）における研究発表	〔今村 2005.9〕；1st	East	Asian	Symposium	on	Accelerator	Mass	

Spectrometry（1.25-1.26, 筑波大学）の共催，海外招聘者の当館への招聘・施設案内ならびに討論，本会

議での Opening	address,	研究発表〔今村 2006.1〕

【国内学会・研究集会での研究報告】：大阪現地研究会〔今村 2005.7〕，日本文化財科学会第 22 回大会〔今
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村 2005.7〕学術創成研究平成 17 年度研究報告会〔今村 2005.2〕。

（4）個人研究

2005.9	科研費・萌芽研究（前年度修了）の成果発表：〔今村 2004.9〕。

（5）「弥生農耕の始まりと東アジア」（仮称）展示プロジェクト委員会

展示代表者として３回の委員会を開催し，展示構想の具体化に向け活動した。

二　教育活動

１　教育

　総合研究大学院大学併任，女子美術大学非常勤講師（科学鑑定論）

２　博物館教育

　福島県文化財センター研修講師『遺跡の実年代を測る』（6 月 11 日）

　島根県浜田高校「スーパー・サイエンス・ハイスクール（SSH）事業」講義・見学実習（12 月 15 日）

　奈良文化財研究所研修－自然科学的年代決定法課程－講師『放射性炭素年代測定法』（12 月 19 日）

四　社会連携

１　館外における各種委員

　日本 AMS 研究協会運営委員，「自然科学と考古学」（日本文化財科学会機関誌）編集委員，第一回東ア

　ジア AMS シンポジウム組織委員長

２　館外講演・カルチャーセンター・出前授業

2005.5「核科学から歴史学へ－理系と文系の狭間で考える」『千葉大学先進科学教育センターオムニバ

スセミナー』，2005 年 5 月 20 日，千葉大学先進科学教育センター，千葉県千葉市

2005.8	「AMS の原理と応用－年代測定を中心に－」，2005 年 8 月５日，日本アイソトープ協会・平成

17 年度サマースクール，神奈川県箱根町成蹊学園箱根寮

2005.8	「先端科学から大昔の歴史を探る－水田稲作の始まりと青森県－」，2005 年 8 月 8 日，田舎館

村文化会館講演会，青森県田舎館村	

2005.11「年代測定から探る新しい日本の歴史像」，2005 年 11 月 5 日，千葉県佐倉市志津公民館市民

大学，千葉県佐倉市

Ⅱ　業績目録 

2a　論文

　2005：Determination	of	14C	in	volcanic	gas	by	accelerator	mass	spectrometry，	Radiocarbon	47（2），

211-219	with	H.	Yoshikawa，	H.	Nakahara	et	al.

　2005.8：「弥生時代の始まり」（『総研大文化科学研究』創刊号，pp.73 〜 96，総合研究大学院大学文　

化科学研究科）（共著／藤尾慎一郎・西本豊弘）

　2006.3：The	project	of	the	Yayoi	chronology	and	user-facility	relationships，	Proceedings	of	the	1st

　　	East	Asian	Symposium	on	Accelerator	Mass	Spectrometry	（2006.1.25-26，	University	of	Tsukuba，	in

　　	press）	with	M.	Sakamoto，	H.	Ozaki	et	al.	，pp.	82 〜 87

3a　調査・発掘調査報告書

いまむら
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　2006.3：「第 4 章		自然科学分析」（『仲内遺跡』栃木県埋蔵文化財調査報告第 296 集，pp.220 〜 226，

　栃木県教育委員会・〔財〕とちぎ生涯学習文化財団）（共著／小林謙一）

５　学会・外部研究会発表要旨

　2005.5：「弥生時代中期の実年代」『日本考古学協会第 71 会総会研究発表要旨』（春成秀樹・藤尾慎一郎・

　小林謙一・坂本稔・西本豊弘と連名）pp.130 〜 133

　2005.7：「弥生開始期の年代について」『日本文化財科学会第 22 回大会　研究発表要旨集』（藤尾慎一郎・

　　春成秀樹・坂本稔・小林謙一・西本豊弘と連名）pp.6 〜 7	

　2005.7：「岡山県・鬼ノ城出土木材の 14C 年代測定」『日本文化財科学会第 22 回大会　研究発表要旨集』

　（小林謙一・新免歳靖・谷山雅彦と連名）pp.128 〜 129	

　2005.9：「弥生時代と年代測定法の発展」『第 37 回流体力学講演会講演集』pp.S1 〜 S4

　2005.9：Cosmogenic	Nuclides	in	Underwater	Rocks	as	Indicators	of	Pre-irradiation	Record	in	Low	　

　Sea-Level	Periods，10th	International	Conference	on	Accelerator	Mass	Spectrometry（Abstract）（K.	J.	

　　Kim，A.	J.	Timothy	Jull，H.	Matuzaki，K. Kato，K. Horiuchi と連名）p.93

　2006.1：High-precision	radiocarbon	measurements	of	tree-ring	dated	wood	from	Japan:685BC-

　　193BC，第８回 AMS シンポジウム要旨集（尾嵜大真，松崎浩之，中村俊夫，光谷拓実と連名）

　2006.2：「AMS-14C 年代測定の現状とその概要」『学術創成研究　弥生農耕の起源と東アジア－炭素年

　　代測定による高精度編年体系の構築－平成 17 年度研究報告会資料集』pp.7 〜 10，国立歴史民俗博

　　物館

７．その他

　2005.6：「弥生時代の始まりが 500 年遡る，考古学を変える加速器質量分析法（AMS 法）」『X-ing』

　　Vol.23，新日本石油，pp.2 〜 5

Ⅲ　研究状況・研究広報

歴史研究において，自然科学の情報や方法を歴史資料研究へいかに活用し取り入れていくかというのが，

当館に赴任した際のテーマであった。当初，歴史資料科学という形で，より普遍的で総合的な取り組みを

考えていたが，ほぼ 10 年を経過して，当初構想していたものとはかなり隔たった感がある。年代測定が具

体的な歴史研究の様々な問題で新しい情報や方法を提供できることが分かってきたので、より焦点を絞った

テーマで，残った期間を，様々な問題にアプローチしていきたいと思っているところである。

さて，炭素 14 年代を研究するものにとって，年代測定の精度と確度を高めることは，昔も今も重要な課

題であるので，過去 50 年，毎年何十人，近年は何百人という研究者がそのことに精力を注いできた，とい

う歴史がある。大気炭素 14 濃度の経時的な変化，地理的な位置による効果などは，その最も基本的なもの

であるので多くの人が長期間にわたって研究してきた課題であった。考古学などの年代測定への応用が大き

く取り上げられる一方で，炭素 14 基礎研究はどうしても地味な存在である。歴博の弥生時代 500 年遡上

説では，一時，炭素 14 年代に原理的な問題があるかのような記事が書かれたことがあったが，これはその

研究史をまったく無視した言説であった。最近，海岸と内陸の数キロの距離で濃度が 50 年違うのではない

かという記事がある雑誌に書かれたと聞くが，これも研究の状況について理解が不足しているといわざるを
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得ない。常識的に想像をめぐらせれば誤りであると気づくことが時たま記事となるのをみることは残念であ

る。一方で，われわれ年代研究に関わるものの努力不足であるとも自戒している。

現在，本館の基盤研究「高精度年代測定法の活用による歴史資料の総合的研究」と学術創成研究「弥生農

耕の起源と東アジア－炭素年代測定による高精度編年体系の構築－」を軸に，年代研究を行っている。弥生

時代の年代観の確立のためには，まず，測定の精度と確度を高めることであり，そのためには上に述べた項

目のほかに，確かな資料選択，測定試料からの外来性汚染成分の確実な除去，AMS14C 測定精度・確度の一

層の改善などが挙げられる。この数年ウイグルマッチ法を使って歴史時代の木材資料（年輪）の測定を多く手

がけるようになり，非常に整合的に年代が決定されている。歴史時代の資料は，この方法の有効性を示すよ

い対象であるとともに，炭素年代法の信頼性を知ってもらうためのよい対象でもあると思う。AMS14C 測定

精度・確度がさらに進むことでその効用はさらに進むと考えている。その一環として年輪年代の分かった基

準年輪資料をほぼ全年代にわたって整備し，測定時に参照資料として同時測定することを計画している。ウ

イグルマッチ法を使った場合，年代の精度・確度を 10-20 年で決めることは少なくとも研究レベルでは可

能な段階になっている。平成 17 年度は，時間的な制限のため，十分な活動を行えなかったが，次年度はこ

の方向で力を注ぎたい。

岩淵令治　IWABUCHI  Reiji　助教授

1966 年生【学歴】学習院大学文学部史学科 1989 年卒業，東京大学大学院人文社会研究科修士課程 1991

年修了，東京大学大学院人文社会系研究科博士課程 1996 年単位取得退学【職歴】東京都江戸東京博物館

専門研究員（1995），日本学術振興会特別研究員（PD	1997），国立歴史民俗博物館歴史研究部助手（1997），

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研究部助教授（2004）【学位】博士（文学），東

京大学，1999 年 10 月【所属学会】歴史学研究会，史学会，日本史研究会，江戸遺跡研究会【専門】日本近

世史【主な研究テーマ】都市史／ History	of	Pre	modern	City

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

（1）個人研究テーマ「近世都市における武家地・寺社地の研究」・「近世都市における町人地・商人の研究」

にかかわって，調査，講演，データベース作成を行い，一部については公開を果たした。

【調査】上越市立総合博物館企画展示「榊原家のれきし絵巻－四天王康政とその系譜－」で展示中の変化

朝顔資料を，上越市立高田図書館において高田藩邸絵図を調査した（10 月 15 日〜 16 日）。また，徳島

市立徳島城博物館『大名の旅』（11 月５日）において，徳島藩の藩政史料に関する知見を得た。さらに，

香川大学付属図書館において「狆育様及療治」ほか江戸町方史料を調査し（12 月 22 日），その成果の

一部は「江戸時代の犬飼育書」（第 52 回歴博フォーラム「戌年のいぬ」，2006 年１月 21 日）において

報告した。

【データベース作成】江戸商人・職人データベース（継続中　本年度「江戸買物独案内」分を公開）。

いわぶち
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（2）文部科学省科学研究費補助金・若手研究（B）「日本近世城下町における武家の消費行動および家相続

と都市社会」（代表　岩淵令治）で，藩政史料および藩士・幕臣の史料調査，研究をすすめ，その一部を

論文・学会報告として公表した。

【調査】神宮文庫（6 月 17 〜 18 日）において，幕府の火事場役人に関する史料調査を行った。調査史料

の一部は【論文】〔岩淵 2005. ８〕の前提とした。また，金刀比羅宮図書館（11 月７日〜９日）におい

て江戸藩邸の神仏公開に関わる史料を写真で収集し，その一部は歴博講演会［2006 年１月 14 日］等

の前提とした。

【学会報告】廃棄物学会ごみ文化研究部会において「江戸のごみ処理再考」〔岩淵 2005. ４〕として報告した。

（3）総合展示第 3 室リニューアル委員として，アイヌとの関係・都市の時代の企画立案を行った。

（4）共同研究「歴史展示における『異文化』表象の基礎的研究」（代表　久留島浩）の共同研究員・総合展

示第 3 室のリニューアル委員として，都市図屏風のシンポジウムで報告を行い，また平取町立二風谷

アイヌ文化博物館，石狩川河口付近の現地調査を行った（９月 17 日〜 19 日）。また，長崎歴史文化博

物館・九州国立博物館において展示手法を実見した（12 月２日〜３日）。

（5）人間文化研究機構連携研究『ユーラシアと日本：交流と表象』「国民国家の比較史的研究」班に研究

協力者として参加した。

（6）基盤研究（B）2「近代大和地方のコレクション収集活動から見た「日本文化」形成過程の研究－水木コ

レクションの復元をふまえた総合的研究－」研究分担者（代表　久留島浩）の共同研究員・研究分担者と

して，戸川安宅を素材として明治 20 年代以降の「江戸」像形成にかかわる予備的な報告を行った（８

月２日）。また，岡山市倉敷市立図書館・白鶴美術館においてコレクターによる収集資料を実見した（10

月 23 〜 24 日）。

（7）基盤研究（A）1「歴史情報資源活用システムと国際的アーカイブズネットワークの基礎構築にむけての

研究」（代表　高野利彦）の研究分担者として，高野山大学において高野山塔中史料の調査を行った（8 月

22 〜 24 日）。

（8）共同研究「地域蘭学の総合的研究」（1999〜 2001 年度，代表　青木歳幸）の成果報告として，蘭学

者門人帳人名データベースを作成し，公開した。

（9）国立歴史民俗博物館くらしの植物苑特別企画「伝統の朝顔」（7 月〜 9 月，〔岩淵 2005.7〕）の展示代

表者として，都市江戸における園芸文化についての知見を深めた。また，特別企画「都市図を読む（仮称）」

（2007 年３月〜５月）にプロジェクト委員として参加し，展示案を検討した。

（10）館蔵の近世史料の整理を行った（伊能家等近世地方文書の整理・目録作成	継続中）。

二　教育活動

１　教育

　学習院女子大学非常勤講師（歴史資料論 II（考古）・III（古文書）・博物館資料論）

２　博物館教育

　平成 17 年度 ｢ 先生のための歴博講座－教室から歴博へ－ ｣（主催国立歴史民俗博物館，後援千葉県教

　　育委員会・佐倉市教育委員会）で第 3 展示室の展示説明（７月 28 日）

三　博物館活動

　１　歴博探検・くらしの植物苑
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　　第三回植物文化を語る「変化朝顔の世界－歴史資料から」，2005 年 8 月 27 日，国立歴史民俗博物館

　　　講堂

　　歴博第 265 回講演会 ｢ 塀の向こうの神仏－近世都市社会における武家屋敷－ ｣，2006 年１月 14 日，

　　　国立歴史民俗博物館講堂

　　「江戸時代の犬飼育書」（第 52 回歴博フォーラム「戌年のいぬ」，2006 年１月 21 日，国立歴史民俗博

　　　物館講堂）

四　社会連携

１　館外における各種委員

　国立公文書館所蔵資料特別展「大名　著書と文化」（2006 年４月開催）アドバイザー委員

２　館外講演・カルチャーセンター・出前授業

　「塀のむこうの神仏－江戸藩邸内の神仏公開をめぐって－」千葉市史研究講座，2005 年７月９日，千

　　葉市立美術館講堂

　「都市の人々の生活－武家屋敷を中心に－」佐倉市民カレッジ，2006 年 1 月 11 日，佐倉市立中央公

　　民館

３　マスコミ

　「ひるどき情報千葉」ＮＨＫＦＭラジオ出演，2005 年８月 18 日（くらしの植物苑特別企画『伝統の

　　朝顔』の展示説明）

Ⅱ　業績目録 

2a　論文

　岩淵 2005. ８：「江戸消防体制の構造」（『関東近世史研究』58 号，pp.4 〜 35）

５　学会・外部研究会発表要旨

　岩淵 2005. ４：「江戸のごみ処理再考」（廃棄物学会ごみ文化研究部会　於		中央大学駿河台記念館）

６　歴史系総合誌『歴博』，友の会ニュース

　岩淵 2005.9：「研究者紹介		「考古少年」のその後－江戸へ」　歴史系総合誌『歴博』132 号，pp.26 〜

　　27

Ⅲ　研究状況・研究広報

個人研究「近世都市における武家地・寺社地の研究」，「近世都市における町人地・商人の研究」のうち，

ここ数年は，とくに日本近世の都市の代表であった城下町において，不可欠の構成要素である武家地を重点

的にとりあげている。とくに一昨年からは，文部科学省科学研究費補助金・若手研究（B）に採択された「日

本近世城下町における武家の消費行動および家相続と都市社会」を課題の中心に据え，より微細なレベルで

武家地を都市社会に位置づけることをめざしている。本年は，史料調査を行うともに，都市生活と密接にか

かわる火消をとりあげ，本館所蔵の本多家資料などを素材として検討をすすめた。そして，従来の町火消重

視の江戸の火消研究に対して，武家火消・定火消，および現場で諸々の火消を指揮する幕府の火事場役人を

いわぶち
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含めた「消防体制」を提起した論文を公表した。また，藩邸の神仏公開の問題，八戸藩の江戸勤番武士の日

記についても検討をすすめた。さらに，こうした自身の研究もふまえつつ，総合展示第３室リニューアル「都

市の時代」のコーナー（2008 年 3 月開室予定）の展示計画をすすめている。

来年度は，藩邸の神仏公開の問題について，活字論文の形で公表したい。また，総合展示第３室リニュー

アル「都市の時代」の展示案をまとめたい。

上野和男　UENO Kazuo　教授

1944 年生【学歴】明治大学商学部商学科 1967 年卒業，東京教育大学大学院文学研究科（社会学専攻）修

士課程 1970 年修了【職歴】明治大学政治経済学部助手（1972），同助教授（1976），国立歴史民俗博物館民

俗研究部助教授（1984），同教授（1992），総合研究大学院大学文化科学研究科助教授併任（1999），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研究部教授（2004）【学位】【所属学会】日本文化人類

学会，比較家族史学会，日本家族社会学会【専門】社会人類学【主な研究テーマ】日本の家族と祖先祭祀の

研究／ Ancestor	Worship	and	Family	Structure	in	Japan

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

１．国立歴史民俗博物館共同研究「宮座と社会：その歴史と構造」（研究代表者・八木透）の第９回共同研

究会（2005 年 5 月 14 日〜 15 日，於：国立歴史民俗博物館）において，広島県三原市久井の久井稲生

神社の宮座（御当）の概要について「久井稲生神社の宮座祭祀－概要報告－」と題して報告するとともに，

10 月 16 日に行われた御当行事の観察調査を実施した。この調査はまた，民俗文化財映像資料「久井

稲生神社の御当」制作のための調査でもあった。久井稲生神社の宮座については，このほか９月に祭礼

準備の重要事項を決定する執行評議会の観察調査，2006 年 2 月に社家筋の山科家文書の調査を実施し

た。

　　また，第 13 回共同研究会（2006 年 3 月 4 日〜 5 日　於：国立歴史民俗博物館）において，この共同

研究の総括報告として，「宮座研究の歴史と現在」と題する報告を行った。この報告では，宮座の概念，

　「当屋制」の類型と地域性，宮座の現代変化について論じた。とくに，宮座概念を現段階において考察し，

社会組織としての宮座を「当屋制を原理とする神社祭祀組織」として再定義した。

　　さらに，この共同研究の調査として，2005 年 7 月に東湖八坂神社の祭礼調査，10 月に兵庫県河東

市の上鴨川住吉神社の宮座組織と祭礼の調査，2006 年 3 月に滋賀県東近江市妹の春日神社の宮座の調

査を行った。

２．科学研究費補助金・基盤研究Ａ（１）「現代の宮座の総合的調査研究および宮座情報データベースの構

築」（研究代表者・上野和男）の調査として，広島県三原市久井町の久井稲生神社の宮座調査などを実施

した。また，宮座関係資料調査として，久井稲生神社所蔵文書の調査，久井稲生神社の社家筋の山科家

文書の調査，滋賀県日野町熊野の宮座文書の調査を実施した。さらに，これらの文書のデジタル撮影を
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実施し，宮座関係資料の集成化をすすめた。さらに，構築を進めてきた「宮座研究論文データベース」

を国立歴史民俗博物館の公開データベースとして公開する準備をすすめた。

３．2005 年度の民俗文化財映像資料「久井稲生神社の御当」の制作に当たる民俗文化財映像資料制作委

員会の委員長として，２回の委員会を開催して映像シナリオを検討するとともに，10 月には，映画社

の撮影にも立ち会った。『久井稲生神社の御当』は 2006 年 3 月に完成した。また，2006 年度の民俗

文化財映像資料「壱岐の船競漕」の制作準備のため，長崎県壱岐市勝本浦の聖母宮祭礼および船競漕の

調査を実施した。さらに，今年度は民俗文化財映像資料をはじめとする国立歴史民俗博物館制作映像の

著作権を明確化するための作業を進め，著作権法専門の弁護士のアドバイスを得て，国立歴史民俗博物

館が著作権を保有する契約書の作成と締結にあたった。

４．2005 年から発足した人間文化研究機構連携研究「湿潤アジアにおける『人と水』の総合的研究」に

参加し，「水環境と神社祭祀組織」を中心に研究活動を進め，2005 年 11 月開催の研究会において，「水

利環境とカミ祭祀１－久井稲生神社の宮座祭祀－」と題して報告した。

二　教育活動

１　教育

総合研究大学院大学文化科学研究会科日本歴史研究専攻「日本の家族」「日本の地域文化」担当および

博士論文指導など

国際基督教大学教養学部社会科学科「日本民俗文化論」（パーソナルネームの比較研究）

四　社会連携

１　館外における各種委員

三鷹市文化財専門委員

２　館外講演・カルチャーセンター・出前授業

「さまざまな日本の家族」「婚姻の変化」「日本人の名前」「祖先祭祀と家族の変化」（千葉市ことぶき大学，

2005 年 4 月 18 日ほか）

「日本人の名前とその変化」（佐倉市中央公民館，2005 年 12 月 6 日）

Ⅱ　業績目録 

１　著書

上野和男編『科学研究費補助金・基盤研究Ａ（１）「現代の宮座の総合的調査研究および宮座情報データ

ベースの構築」研究成果報告書』，国立歴史民俗博物館，2006 年 3 月

2a　論文

「久井稲生神社の宮座組織」上野和男編『科学研究費補助金・基盤研究Ａ（１）「現代の宮座の総合的調

査研究および宮座情報データベースの構築」研究成果報告書』，国立歴史民俗博物館，2006 年 3 月，

pp.78 〜 83

うえのか
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上野祥史　UENO  Yoshifumi　助手

1974 年生【学歴】京都大学文学部史学科考古学専攻 1996 年卒業，京都大学大学院文学研究科考古学専

修修士課程 1999 年修了，京都大学大学院文学研究科考古学専修博士後期課程 2000 年中退【職歴】国立

歴史民俗博物館研究部助手（2000），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研究部

助手（2004）【学位】文学修士，京都大学文学部，1999 年【所属学会】考古学研究会，日本考古学会，日本中

国考古学会ほか【専門】東アジア考古学【主な研究テーマ】漢三国六朝期の古代東アジア世界の展開／

Archaeological	Study	of	Ancient	East	Asia　　

Ⅰ 研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

1.　文部科学省科学研究補助金・基盤（A）（2）「前近代の東アジア海域における唐物と南蛮物の交易とその

　　意義」

　【調査】「中世東アジア交流史に関する遺物調査」6 月 25 日〜 7 月 1 日，9 月 5 〜 15 日，11 月 5 〜 7

　　　日，11 月 27 日〜 12 月 1 日

2.　文部科学省科学研究補助金・基盤（C）（2）「漢代北方境界領域における地域動態の研究」

　【調査】中華人民共和国山西省における漢代関連遺跡・遺物調査，10 月 23 日〜 31 日

3.　 個別共同研究「マロ塚古墳出土品を中心とした古墳時代中期武器武具の研究」

　【調査】大韓民国における倭系甲冑及び関連遺物・遺跡調査，8 月 4 日〜 8 日

　　　　		七観古墳出土資料の調査，10 月 9 日，2 月 18 日

4.　基幹共同研究「『三国志』魏書東夷伝の国際環境」

　【研究・調査】第 2 回研究会及び現地調査（長崎県壱岐），9 月 26 日〜 28 日

　　　　　　　		第 3 回研究会及び現地調査（大韓民国京畿道・江原道），10 月 31 日〜 11 月 5 日

5.　基幹共同研究「6 世紀墓制にみる倭の対外交流と文化受容の比較研究」

　【研究・調査】第 1 回研究会及び現地調査（群馬県・埼玉県），9 月 30 日〜 10 月 2 日

　　　　　　　		第 2 回研究会，12 月 9 日〜 10 日

6.　国際研究集会『百済の国際交流－武寧王陵の最新研究をめぐって－』

　【報告】「武寧王陵出土鏡と 5・6 世紀の鏡」，12 月 9 日（上記 5 と関連）

7.　機構共同研究「ユーラシアと日本：交流とイメージ」

　【シンポジウム】「ユーラシアと日本：交流とイメージ」，国立民族学博物館，3 月 18，19 日

8.　『東アジアにおける鏡祭祀の源流とその展開』國學院大學 21 世紀 COE プログラム　考古学・神道シ

　ンポジウム

　【報告】「東アジアにおける中国鏡の意義について」，7 月 23 日

9.　資料調査プロジェクト「日本出土鏡データ集成－弥生・古墳時代遺跡出土鏡データ集成－」

　第１回検討会

　【報告】「中国鏡の諸問題」，2 月 4 日
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10. 特別企画（展示）「夏の風景－浴衣・浮世絵・怪談－」展示代表

11. 第 52 回歴博フォーラム『戌年のいぬ』実行責任者

　【報告】「いにしえの中国の犬」，1 月 21 日

三　 博物館活動

３　各種編集委員

　『国立歴史民俗博物館年報』編集委員

４　歴民研修委員，講師

　歴史民俗資料館等専門職員研修会講師　分野別演習　B 考古・民俗篇，11 月 17 日

Ⅱ　 業績目録 

2a　論文

　2006.2：「画象鏡の模倣について－図像分析の立場から－」（設楽博己編『原始絵画の研究』，pp.349〜

362，六一書房）

　2006.3：「建安廿二年重列神獣鏡の製作について」（『泉屋博古館紀要』第二十二巻，pp.1〜 28，泉屋博

古館）

2b　研究ノート

　2005.7：「東アジアにおける中国鏡の意義について」『東アジアにおける鏡祭祀の源流とその展開』國

學院大學 21 世紀 COE プログラム　考古学・神道シンポジウム予稿集

　2005.12：「武寧王陵出土鏡と 5・6 世紀の鏡」『百済の国際交流－武寧王陵の最新研究をめぐって－』

　　　国立歴史民俗博物館，pp.1 〜 12

　2006.1：「いにしえの中国の犬」『戌年のいぬ』第 52 回歴博フォーラム要旨集，pp.43 〜 48

４　展示図録

　2005.12：「後漢の鏡とその後」（『鏡の中の宇宙』シリーズ山東文物6，pp.128〜134，山口県立萩美術館・

　　浦上記念館）

６　歴史系総合誌『歴博』，友の会ニュース

　「夏の風景－浴衣・浮世絵・怪談－」（『歴博』131，p.24，2005.7）

　「戌年の犬」（『友の会ニュース』No.124，2006.3）

７　新聞記事など

　「三世紀の鏡」『HAGI』38，pp.1 〜 2，2006.1，山口県立萩美術館・浦上記念館

　「戌年のいぬ」『赤旗』1 月 9 日

Ⅲ　研究状況・研究広報

1.　東アジアの中国鏡研究　　昨年は，漢代から南北朝頃までの中国鏡の生産と流通を通史的に概観する

ことができた。國學院大學における 21 世紀 COE プログラムシンポジウムでは，古来西周より南北朝期に

至る中国鏡の用途と付託された機能，利用形態等を報告した。山口県立萩美術館・浦上記念館の企画展示「鏡

うえのよ
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の中の宇宙」や，本館の国際研究集会「百済の国際交流－武寧王陵の最新研究をめぐって－」を通じて，後

漢から南北朝期にかけての中国鏡の製作動向と，中国，朝鮮半島，日本列島の東アジア地域での流通形態を

整理した。ことに，近年資料が増加しつつある西晋以降の鏡について，その製作動向と中国での流通状況，

東アジアへの拡散状況を整理し，5 世紀以降の中期古墳より出土する同型鏡群の位置づけを再検討した。ま

た，紀年鏡の同笵鏡を比較検討することにより，3 世紀もしくはそれよりそう遠くない時期に，中国におい

て踏み返し改作技法によって鏡が製作されていたことを指摘し，中国鏡の製作技術の一端を明らかにした。

2.　漢代世界とのその周縁　　科研基盤 C「漢代北方境界領域における地域動態の研究」では，中国山西

省を中心とした地域において漢と北方世界との交流を，基幹共同研究「『三国志』魏書東夷伝の国際環境」では，

朝鮮半島や日本列島において漢と東方世界の交流を検討している。ともに，3 ヵ年計画の第 1 年目であるが，

今後両研究を比較対照しつつ，漢と周縁世界の地域間交流の検討を進める予定である。

3.　展示とフォーラム　　本年度は特別企画「夏の風景－浴衣・浮世絵・怪談－」と第 52 回歴博フォー

ラム「戌年のいぬ」を企画運営した。ともに，一つのテーマに即して，対象資料や時代，分野を超えて，考

古，歴史，民俗，美術史など，さまざまな視点でアプローチする企画であった。多様な研究成果を一つの身

近な視点で，広く情報発信してゆくという，一つのスタイルを提示できたと考えている。豊かで多彩な研究

成果を擁する歴博の可能性の一端を，成果公開，一般への情報発信という形を通じて発掘できたのではない

だろうかと思う。

宇田川武久　UDAGAWA Takehisa　教授

1943 年生【学歴】國學院大學文学部史学科 1968 年卒業，國學院大學大学院文学研究科日本史学専攻

博士課程 1974 年単位取得退学【職歴】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

研究部教授（2004）【学位】博士（歴史学），國學院大學，1994 年【所属学会】国史学会【専門】日本中世

史【主な研究テーマ】日本銃砲史および砲術史／ Case	Research	Study	on	the	History	of	Guns	and	Gun	

Technology	in	Japan

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

１　共同研究

　　基盤研究「資料の科学的調査および総合年代研究」研究課題「歴史資料の材質・製作技法と生産地に関

　　　する調査研究（研究代表者）（平成 16 年度から平成 18 年度・３年間）

　２　外部資金による研究

　　文部科学省特定領域研究（2）「分析化学的手法による鉄炮技術史の相関研究」（研究代表者）平成 16 年

　　　度から平成 17 年度。

　３　調査

　　火縄銃の科学的実射実験（弾速ほか），３月４日，栃木県栃木市ニッコー射撃場
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　　真田宝物館所蔵の銃砲調査，３月 20 日 21 日，長野県長野市松代町

　　フランス軍隊博物館（廃兵院）所蔵の大砲調査，９月 11 日 12 日 13 日，パリ

　　筑波工エネ研		鉄炮の構造分析，10 月 11 日，つくば市

　　大阪城所蔵の秘伝書の調査，10 月 12 日，大阪市

　　靖国神社「遊就館」所蔵の銃砲調査，10 月 24 日，東京都千代田区

　　八王子城鉄炮関連出土品調査，11 月９日，八王子市郷土資料館・考古資料室，八王子市　　

　　故安齋氏旧蔵の銃砲調査，11 月 18 日，神奈川県藤沢市

　　小倉城外出土鉄炮部品の調査，11 月 28 日，財団法人九州文化振興財団，北九州市

　４　研究集会

　　国際研究集会「日本における大型砲の出現」９月７日，パリ地中海文明国立博物館

　５　展示

　　「歴史のなかの鉄炮伝来－種子島から戊辰戦争まで－」2006 年 10 月開催予定の展示原案の作成中。

二　教育活動

１　教育

國學院大學文学部非常勤講師（歴史・日本特殊史講義），城西国際大学人文学部非常勤講師（集中講義）（古

文書学），國學院大學日本文化研究所研究員

四　社会連携

１　館外における各種委員

　千葉県博物館監査委員（工芸）

２　館外講演・カルチャーセンター・出前授業

　「鉄炮伝来についての取材」読売新聞（大阪），6 月 29 日

　「鉄炮と合戦」7 月 1 日，愛知県新城市「設楽原歴史資料館」

　同上講演の記事，東愛知新聞・中日新聞，7 月 2 日

　文化庁主催「平常陳列の活性化と調査研究歴史系」７月４日，第４回指定文化財（美術工芸品）企画・

　　展示セミナー講師，東京国立博物館

　文化庁「銃砲刀剣類取扱実技者講習会」講師，9 月 15・25 日，国立東京文化財研究所

　「幕末維新期の銃砲技術の落差」講演，11 月 12 日，真田宝物館，長野県長野市松代町　

　「長野県上田市で発見された大砲の木型について」のコメント，信濃毎日，10 月 2 日

Ⅱ　業績目録 

2a　論文

2005.2：「鉄炮伝来と南蛮流炮術の流行」『栃木史学』19 号，國學院大學栃木短期大学史学会，pp.1〜36

3a　調査・発掘調査報告書

　2005.3：「弘化二年十一月十九日牧田亭次郎森重流炮術秘伝書」『福島市の文化財』46 集　福島市教育

　　委員会

　2005.7：「鉄砲の来た道」『週刊百科　司馬遼太郎街道をゆく』27		種子島のみち，朝日新聞社出版局

うだがわ
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Ⅲ　研究状況・研究広報

次年度は「館蔵武器武具図録」「炮術秘伝書関係目録」さらには 10 月３日から開催される企画展『鉄炮

伝来－種子島から戊辰戦争まで－』，それに基盤研究と，研究課題が山積している。しかし，いずれも共通

部分の多い課題であるので無駄なく進めている。従来どおりこれらの研究を基礎に秘伝書の基礎的研究，製

作技術からみた銃砲発達史，江戸時代における炮術の展開過程の研究，幕末維新期における和流炮術の限界

と変容に関する研究などを継続して行いたい。

内田順子　UCHIDA Junko　助手

1967 年生【学歴】東京芸術大学音楽学部楽理科 1990 年卒業，総合研究大学院大学文化科学研究科博士

後期課程国際日本研究専攻 1997 年修了【職歴】国立歴史民俗博物館民俗研究部助手（1999），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研究部助手（2004）【学位】博士（学術），総合研究大

学院大学，1997 年【所属学会】東洋音楽学会，日本音楽学会，沖縄文化協会【専門】音楽学・映像民族誌

【主な研究テーマ】人のふるまいにおける音の効果についての研究／ Research	in	the	Effects	of	Sound	on	

Human	Behavior

Ⅰ 研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

（1）これまで本館が制作してきた民俗研究映像や，関連するドキュメンタリー映像について，現代の映像

　　論および民俗学の成果をふまえて批評を加える場として，また，海外の民俗（族）学的な映像アーカイヴ

　　の事例を収集し，問題点を検討する場として，基盤共同研究「民俗研究映像の資料論的研究」（代表　内

　　田順子）を運営した。

　　また，本共同研究で今年度制作する民俗研究映像「AINU：Past	and	Present」の制作責任者として，

　　以下の撮影・調査をおこなった。

　【撮影・調査】　5 月 25 日〜 29 日，平取町二風谷

　　　　　　　　6 月 2 日，東京

　　　　　　　　6 月 13 日〜 21 日，平取町二風谷，札幌市

　　　　　　　　8 月 2 日〜 8 月 8 日，札幌市，平取町二風谷

　　　　　　　　9 月 16 日〜 9 月 25 日，平取町二風谷

　　　　　　　　10 月 23 日〜 11 月 11 日，ロンドン，エジンバラ

　　　　　　　　12 月 10 日〜 12 月 11 日，札幌市，平取町二風谷

　　　　　　　　12 月 17 日〜 12 月 25 日，札幌市，平取町二風谷，白老町

（2）人間文化研究機構連携研究「アイヌ文化の図像表象に関する比較研究－『夷酋列像図』とマンローコ
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　　レクションのデジタルコンテンツ化の試み－」の予備研究において，マンロー研究班の運営を行い，イ

　　ギリスの王立人類学協会の研究者を招聘し，関連資料の調査と研究会を行った。2 月 13 〜 21 日 , 佐倉，

　　東京，札幌，平取町二風谷

（3）企画展示「紀州徳川家伝来の楽器」（8 月 13 日〜 9 月 19 日）に展示プロジェクト委員として参加した。

（4）本館個別共同研究「歴史展示における『異文化』表象の基礎的研究」（代表　久留島浩）で，九州国　

　立博物館および長崎歴史文化博物館の展示についての研究会に参加した。12 月 1 日〜 2 日

（5）第３展示室リニューアル展示プロジェクト委員として，琉球関係資料の複製手続きのためハワイ大学

　　宝玲文庫を訪問。3 月 22 日〜 24 日

（6）NHK 民謡テープ（複製）の整理と目録化

二　教育活動

１　教育

　市原看護専門学校非常勤講師（民俗学）

　清泉女子大学非常勤講師（地域文化）

三　博物館活動　

３　各種編集委員

　『国立歴史民俗博物館年報』編集委員

四　社会連携

２　館外講演・カルチャーセンター・出前授業

　「沖縄の暮らしに根付く歌－女性の視点から」千葉市女性センター，2 月 17 日

Ⅱ　 業績目録 

2a　論文	

　2006.3「映像と音－見る『主体』の問題として－」（『国立歴史民俗博物館研究報告』，第 132 集，pp．

　　　271 〜 286，国立歴史民俗博物館）

Ⅲ　研究状況・研究広報

本年度は，民俗研究映像「AINU：Past	and	Present」の制作をおこなった。この作品は，1930 年 12 月

に二風谷でおこなわれたイヨマンテを撮影したフィルムの歴史を明らかする目的で制作された。考察の対象

となるフィルムは，医師としてイギリスから来日し，考古学や人類学の研究をおこなった N.G. マンローの

指揮で撮影されたものである。撮影後のフィルムがたどった経過，マンロー自身の制作意図，撮影された当

時のアイヌ民族の状況，マンローと二風谷の人々との関係，現在の二風谷の状況について，フィルム，写真，

マンローの手紙，マンローを知る人々へのインタビューをもとに明らかにしていく。このことを通じて，「記

録」としての映像やそのほかの資料が，未来の人々の手によって，あらたな意味が与えられていく様をとら

えようとした。制作を通して，フィルムによる映画制作の技術史的な知見が深められただけでなく，記録が

残ることの意味について考えるという，記録映像制作の根幹について，あるいは，博物館という場所の役割

うちだ
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の根幹について，深く考える機会となった。

大久保純一　OKUBO Jun'ichi　助教授

1959 年生【学歴】東京大学文学部二類（史学）美術史学専修過程 1982 年卒業，東京大学大学院人文科学

研究科博士課程美術史学専攻 1985 年退学【職歴】名古屋大学文学部助手（1985），東京国立博物館研究

員（1987），跡見学園女子大学助教授（1995），国立歴史民俗博物館情報資料研究部助教授（2000），総合研究

大学院大学文化科学研究科助教授併任（2000），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

物館研究部助教授（2004）【学位】文学修士，東京大学，1984 年【所属学会】美術史学会，国際浮世絵学会

【専門】日本近世絵画史【主な研究テーマ】浮世絵／ Study	of	Ukiyo-e，江戸後期の風景表現／ Study	of	

Landscapes	in	Edo	Period

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

1	基盤研究「博物館学的総合研究	歴史展示における「異文化」表象の基礎的研究」（代表 久留島浩）共同

研究員

　2	日本学術振興会科学研究費補助金（研究成果公開促進費・データベース）「詳細書誌目録付き錦絵画像デー

タベース」（代表大久保純一）において，前年度から引き続き，館蔵錦絵の詳細書誌目録を収録した「館

蔵錦絵データベース」を作成。本年度は約 580 件のデータと画像を追加した。代表として計画全体の

統括，助成金出納の会計業務を司るとともに，データ採録の指導・監督およびデータの校正と年代考証，

英文題名付与，画像のための撮影立ち会いなどをおこなった。

　3	文部科学省研究費補助金・基盤研究 B「江戸時代における書画情報の総合的研究－『古画備考』を中心に」

（代表　武蔵野美術大学教授玉蟲敏子）にもとづき，国内調査および研究会に参加した。

　4「第 3 室リニューアル展示」展示プロジェクト委員。「都市の文化」の一部を担当し，展示プロジェク

ト委員会に参加して，展示設計に向けて準備を進めた。

　5「日本の神々と祭り」展示プロジェクト委員

二　教育活動

１　教育

　　跡見学園女子大学文学部非常勤講師（日本美術史特講）

　　金沢美術工芸大学非常勤講師（日本絵画史特講）

　　日本女子大学通信教育部非常勤講師（造形芸術論）

三　博物館活動

４　歴民研修委員，講師

歴史民俗系博物館等初任者研修講師

四　社会連携
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１　館外における各種委員

国際浮世絵学会常任理事

美術史学会常任委員会委嘱委員

佐倉市立美術館運営協議会委員

武蔵野市美術資料収集選定委員会委員

２　館外講演・カルチャーセンター・出前授業

「初代広重の描いた保永堂版東海道五拾三次」「企画展	浮世絵で楽しむ江戸の旅」関連講演，たばこと

塩の博物館，5 月 8 日

Ⅱ　業績目録 

１　著書

　『アートセレクション	千変万化に描く北斎の冨嶽三十六景』，	127 頁，小学館，	8 月

2a　論文

　「錦絵の制作と流通」（『講座日本美術史』第 4 巻，	pp.323 〜 348，	東京大学出版会，9 月）

　「浮世絵の名所絵と和歌」（『和歌をひらく』第 3 巻，	pp.183 〜 205，岩波書店，2 月）

　「忠臣蔵物の錦絵と泉岳寺」（『国立歴史民俗博物館研究報告』125 集，pp.47〜 68，3 月）

４　展示図録　

「コラム	浮世絵と和歌」（『うたのちから	和歌の時代史』国立歴史民俗博物館，pp.172〜 174，10 月）

６　歴史系総合誌『歴博』，友の会ニュース

　「コラム	書画会」（歴史系総合誌『歴博』132 号，p.14，9 月）

Ⅲ　研究状況・研究広報
	

美術史の世界における浮世絵の研究については，かつて造形的側面に目を向けた研究が主流であった。し

かし近年では，浮世絵版画の持つ機能面での研究，あるいは浮世絵版画が生み出される社会背景やメカニズ

ムにも，徐々に関心が向けられつつある。微力ながら筆者もそうした近年の研究動向に棹さしている一人で

あるが，2005 年度はおもにこの方面での仕事が多かった。「錦絵の制作と流通」は表題が示すとおりその

方面の報告である。「忠臣蔵物の錦絵と泉岳寺」も，赤穂義士ゆかりの寺として知られる泉岳寺の存在が，

開帳，あるいは日々の参詣客などを当て込んだ忠臣蔵錦絵を生み出す要因となっていることを説いた。錦絵

などの浮世絵版画が市場の中でいかに生産されていくかについて，それをメカニズムからだけとらえるので

はなく，市場性が浮世絵作品の画面内容，さらには造形性にまで，どのような影響を与えているかについて

は，今後ともさらに対象を広げて調査研究を続けていきたい。

おおくぼ
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小野正敏　ONO Masatoshi　教授（2006.3.1 ～）

1947 年生【学歴】明治大学文学部史学地理学科 1970 年卒業【職歴】総合研究大学院大学文化科学研究

科助教授併任（1999），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研究部助教授（2004），

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研究部教授（2006.3）【学位】【所属学会】日

本貿易陶磁研究会，東洋陶磁学会【専門】日本考古学【主な研究テーマ】中世社会の考古学的研究／

Archaeological	Research	in	Medieval	Society	in	Japan　

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

1	　文科省科学研究費補助金基盤研究 A ２「前近代の東アジア海域における唐物と南蛮物の交易とその意

義」（研究代表者）にもとづき，国内，海外調査を行い，その成果を，研究分担者とともに，企画展示「東

アジア中世海道－海商・港・沈没船」として公開し，同展示を大阪歴史博物館，山口県立萩美術館・浦

上記念館に巡回した。また，研究成果の一部は，科研研究成果報告としてまとめ，刊行した。

　　科研のまとめの研究会として，歴博国際シンポジウム「中世東シナ海と交易」（2005 年 12 月）を開催，

報告した。

　　また，科研共同研究や企画展示と関連させてシンポジウム「中世の対外交流－場・ひと・技術」（2005

年４月）を「考古学と中世史研究会」と共催で開催した。

２　日仏国際研究集会「中世城郭の変化と終末－その日欧比較」（2005 年９月７日〜 10 日，フランス）

に参加し，報告した。

二　教育活動

１　教育

昭和女子大学文学部非常勤講師（日本考古学特論）

三　博物館活動

　　「東アジア中世海道－海を渡った人とモノ」歴博講演会，2005 年４月９日

四　社会連携

１　館外における各種委員

文化審議会専門委員（文化財分科会），福井県朝倉氏遺跡研究協議会委員，小田城跡保存整備委員会委

員，勝尾城下町遺跡調査整備委員会委員，金山城調査整備委員会委員，史跡武田氏館跡整備活用委員

会委員，史跡勝瑞城館調査整備委員会委員，平泉世界文化遺産登録指導委員会委員，鎌倉市歴史遺産

検討委員会委員

２　館外講演・カルチャーセンター・出前授業

　　　「陶磁器が語る城」歴史講座『続検証・戦国の城』，2005 年７月 23 日，埼玉県立歴史資料館

　　　「あこがれの舶来品『唐物』と沈没船」企画展示記念講演，山口県立萩美術館，2005 年９月 17 日

　　　「戦国時代の山城と城下がもつ多様な機能」『全国山城サミット記念フォーラム』基調講演，2005 年

　　　　10 月１日，高島ガリバーホール
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　　　「発掘された中世の陶磁器」考古学講座『学問としての考古学』，2005 年 10 月 22 日，鎌ヶ谷市生

　　　　涯学習センター

　　　「本佐倉城から佐倉城へー考古学からみた佐倉の中世・近世」郷土の歴史，『佐倉市民カレッジ』，佐

　　　　倉市立中央公民館，2005 年 11 月９日

　　　「横地氏城館遺跡群と出土陶磁器数値化調査の意義」『陶磁器から見る静岡県の中世社会』，2005 年

　　　　11 月 12，13 日，菊川市中央公民館

　　　「東アジアの中の中世大阪」『大阪の歴史を掘る 2005』2005 年 11 月 19 日，大阪歴史博物館

　　　「発掘された茨城の中世」茨城県埋蔵文化財講演会，2006 年２月 11 日，かすみがうら市農村環境改

　　　　善センター

　　　「棚底城出土の陶磁器が語るもの」『棚底城跡歴史フォーラム』，2006 年２月 19 日，倉岳町歴史民俗

　　　　資料館

Ⅱ　業績目録 

2a　論文

　2005.10「発掘陶磁器からみた脇本城」（『海と城の中世』pp.29 〜 52，東北中世考古学会編・高志書院）

　2005.11「貿易陶磁と中世陶磁器組成」（『中世の伊豆・駿河・遠江』，pp.223 〜 248，高志書院）

　2006.3「戦国期の都市消費を支えた陶器生産地の対応」（『国立歴史民俗博物館研究報告』127 集，

　　pp.25 〜 60）

６　歴史系総合誌『歴博』

「歴史の証人「貿易陶磁コレクション」」（歴史系総合誌『歴博』135，pp.2 〜 5，2006 年 3 月）

７　その他

「武家に見る唐物威信財の創出と変容についての素描」（科研成果報告書，pp.1 〜 10，2006 年 3 月）

久留島　浩　KURUSHIMA  Hiroshi　教授

1954 年生【学歴】東京大学文学部国史学科 1977 年卒業，東京大学大学院人文科学研究科博士課程 1984

年単位取得退学【職歴】東京大学文学部助手（1984），千葉大学教育学部講師（1986），同助教授（1987），国

立歴史民俗博物館歴史研究部助教授併任（1997），同助教授（1998），同教授（2002），総合研究大学院大学

文化科学研究科助教授併任（1997），同教授（2002），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民

俗博物館研究部教授（2004）【学位】博士（文学），東京大学，2003 年【所属学会】歴史学研究会，日本史研

究会，史学会，地方史研究会，「歴史科学と教育」研究会【専門】日本近世史・博物館研究【主な研究テー

マ】近世後期地域社会の歴史的性格についての研究／ The	Historical	Character	of	Regional	Communities	

in	the	Late	Edo	Period，近世社会における儀式・儀礼・祭礼の研究／ Ceremonies,	Observances	and	

Festivals	in	Early	Modern	Japanese	Society，歴史系博物館の展示論（表象論）	／Theories	of	Representation	

and	Exhibition	at	Museum	of	History，教育プログラムおよび評価についての研究／ Museum	Educational	

くるしま
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Programs	and	their	Assessment

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

（1）基盤研究（博物的総合研究）「歴史展示における『異文化』表象の基礎的研究」の研究代表者として，

現在リニューアルを進めている本館第３展示室での展示構想と関わって，近世のアイヌ民族を「国際社

会野中の近世日本」のなかにどのように位置づけるかについて，その概要を報告した（「歴博総合展示

第３展示室『国際社会の中の近世日本』リニューアル計画の検討」〔国立歴史民俗博物館，2005.6〕。北

海道平取町二風谷アイヌ文化博物館・北海道開拓記念館などを含めた現地調査を行い，アイヌ民族を展

示で表象すること自体の持つ意味をも含めた課題についての研究会に司会者として参加した〔北海道開

拓記念館，2005.　9〕。また，長崎歴史文化博物館・九州国立博物館の展示調査を行い，担当者と意見

交換した。さらに，歴史展示をめぐる国際セミナー「歴史展示との対話－記憶をつなげば市民が生まれ

る－」を企画した。この内容は，本年報の国際セミナーの該当箇所を参照されたい〔久留島 2005.10〕。

昨年度開催した総合研究大学院大学長プロジェクト「最先端学術研究の社会とのインターフェースに関

する総合的研究」との合同公開研究会「観客から博物館を見る－研究をどう見せるか」〔2004.12.4〕で

研究発表した成果が刊行された〔久留島ほか 2006.3〕。

（2）個別共同研究「水木コレクション形成過程の歴史的意義」（代表　高木博志）の館内代表者として，滋賀，

奈良で調査・研究活動を行った。

（3）文科省科学研究費補助金・基盤研究 B（2）「近代大和地方のコレクション収集活動から見た『日本文化』

形成過程の研究」の研究代表者として，奈良のコレクターおよび古物商についての調査・研究を行った。

（4）館蔵資料調査プロジェクト「『懐溜諸屑』データベース化の基礎的研究」（2004〜2005年度）の研究代

表者として，データベース化と目録の整理を行い，分析的な研究を行い，歴博データベースとして公開

した。

（5）人間文化研究機構の機構連携研究「ユーラシアと日本－交流と表象－」（「日本とユーラシアの交流に関

する総合的研究」2005〜2009）の研究代表者として，10月以降研究を進めた。このうち，「国民国家

の比較史的研究」班（研究代表者　千葉大学趙景達）が主催する国際シンポジウム「韓国における国民国

家をめぐる研究状況と課題」〔韓国ソウル，2005.12〕に参加し趣旨説明を行った〔久留島 2006.3〕。全

体では，シンポジウム「『ユーラシアと日本：交流と表象』の現状と課題」〔国立民族学博物館，2006.3〕

に参加し，趣意説明を行った〔久留島 2006.3〕。なお，2005年２月の準備研究会での報告（「19世紀に

おける日本の『発見』－民衆運動と文化の表象－」）は，プレ・シンポ報告書『ユーラシアと日本：交流と

イメージ』として刊行した〔久留島 ,2006.12〕。

（6）国立民族学博物館の共同研究「展示という語りの多様性と政治性に関する研究」（代表　川口幸也）に

共同研究員として参加し，研究を行った。

（7）2003・2004年度科学研究費補助研究基盤（B）（1）「20世紀における戦争と表象 /芸術－展示・映像・印

刷・プロダクツ」の研究成果公開のための国際シンポジウムに「第Ⅱセッション　アジアと日本」の司会・

コメント担当として参加した。
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二　教育活動

２　博物館教育

　「先生のための歴博講座」〔７月〕を実施責任者として行ったほか，佐倉市新任教員研修〔８月〕など，

歴博内外で行われた多くの教員研修で講師を勤めた。９月には，県立桜南高校で出前授業を行った。

三　博物館活動

　１　歴博講座

　「行列から見える近世」

５　歴博振興会関係

　歴博振興会「初心者のための古文書講座」（計５回）の講師を務めた。

四　社会連携

１　館外における各種委員

千葉県史料研究財団千葉県史編さん近世史部会長，山梨県史近世部会専門委員，千葉市史編纂委員，千

葉市文化財保護審議会委員，東京都港区郷土資料館基本構想検討委員会委員，長崎出島史跡整備審議会

展示小委員会委員

２　館外講演・カルチャーセンター・出前授業

　1.　第４回歴史文化をめぐる地域連携協議会「地域歴史遺産と市民とを結ぶ新しいインターフェースの

　　構築」（神戸大学文学部地域連携センター，2006 年２月４日，於兵庫県立歴史博物館）において「『自

　　ら歴史を編む〈創る〉』ために」と題する報告を行った。

　2.　「出島和蘭商館跡」史跡ボランティア研修講座（第５回　2006 年２月８日，於長崎市タクシー会

　　館）において「これからの博物館で必要なこと－国立歴史民俗博物館での経験から－」という題で講

　　演した。

Ⅱ　業績目録 

１　著書

　2005.7：奥村弘・久留島浩共編『展望日本歴史 15　近世から近代へ』（東京堂出版）

2a　論文

2005.4：「移行期の民衆運動」（歴史学研究会・日本史研究会編『日本史講座７　近世の解体』，pp.163

〜 198

2b　研究ノート

2005.12：「19	世紀における日本の『発見』－民衆運動と文化の表象－」（『人間文化研究機構連携研究

『ユーラシアと日本：交流とイメージ』プレ・シンポジウム報告書』，pp.30 〜 52, 人間文化研究機構）

3a　調査・発掘調査報告書

2006.3：「展示の理解の評価に関する検討」（安達文夫・竹内有理・小島道裕と共著，『国立歴史民俗博

物館研究報告』130 集，pp.1 〜 20，国立歴史民俗博物館）

2005.12：『れきはくへいこうよ　2003』

3b　自治体史・史料集など

くるしま
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　2006.3：『山梨県史』通史編３近世１「第４章近世の村　第６節村を越えた政治の広がり－一八世紀

　　後半以降の地域運営－」，pp.459 〜 485

　2006.3：『千葉県の歴史』資料編 近世 1（房総全域）「第１章第３節幕領と組合村」の「幕領の勧農組合」

　　および「第７章第４節東海道の助郷をめぐる問題」担当

５　学会・外部研究会発表要旨

　2006.3：「『国民国家の比較史的研究』の目的と意義」（『国際シンポジウム　韓国における国民国家を

　　めぐる研究状況と課題』，pp.6 〜 8，人間文化研究機構・国立歴史民俗博物館）

　2006.3：「『ユーラシアと日本：交流と表象』のシンポジウム開催にあたって」（「『ユーラシアと日本：

　　交流と表象』の現状と課題」，pp.6 〜 9，人間文化研究機構）

Ⅲ　研究状況・研究広報

この数年間，（1）近世後期地域社会の歴史的性格についての研究，（2）近世社会における儀式・儀礼・祭

礼の研究，（3）歴史表象論，（4）博物館教育の実践的研究という枠組みで研究を行ってきたが，今年度も基

本的には変わらない。

まず，（1）については，近世・近代移行期の民衆運動について，地域社会との関係で研究を進めた。近世

から近代へ継承された民衆運動の到達点とは何か，逆に近代から読み直される近世の民衆運動像とは何かに

ついて，絵画で記録された天保 11 年庄内藩三方領地替反対一揆と明治 2 年以降 10 年間にわたって安房・

上総の全村を組織し続けた東海道宿駅助郷勤埋金反対闘争とをとりあげて検討した。また，山梨県史，千葉

県史の本文編（通史編）での責任分担も，このテーマに関わっており，二つの地域で史料分析を進めた。国立

民族学博物館との機関間共同研究「ユーラシアと日本」では，昨年度のシンポジウムでの報告を報告集とし

て刊行した。

（2）については，「行列から見た近世社会」というテーマで研究を進め，その成果の一部は歴博講演会で

話すことができた。とくに，当館第３展示室リニューアル研究の一環として，泉涌寺所蔵「朝鮮通信使歓待

図屏風」の精査をおこなうことができたほか，通信使関係の絵画資料を調査する機会を得た。

（3）については，国立九州博物館・韓国国立中央博物館・長崎歴史文化博物館の展示調査を行い，異文化

と自文化の表象のありかたについての比較研究を行うことができた。また，国立民族学博物館共同研究（代

表　川口幸也）でも「展示による表象」の問題がテーマとなっており，リンクするかたちで研究を進めるこ

とができた。

（4）については，『れきはくへいこうよ 2003』を刊行することができた。また，歴史展示をめぐる国際セ

ミナー「歴史展示との対話－記憶をつなげば市民が生まれる－」を主催することができ，この数年間は毎年

博物館の歴史展示のありかたに関わる研究集会を開催してきたことになる。

今年度後半から，第3展示室のリニューアル研究が急速に進み始めた。館内基盤研究「歴史展示における『異

文化』表象の基礎的研究」での成果や機構連携研究・民博共同研究ともリンクさせながら，これからの歴史

展示のあり方を具体的に考えることが，来年度のもっとも大きな研究課題となろう。
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小池淳一　KOIKE Jun'ichi　助教授

1963 年生【学歴】東京学芸大学教育学部初等教育教員養成課程国語選修 1987 年卒業，筑波大学大学院

博士課程歴史人類学研究科 1992 年単位取得退学【職歴】弘前大学人文学部講師（1992），弘前大学人文学

部助教授（1994），愛知県立大学文学部助教授（2001），国立歴史民俗博物館民俗研究部助教授（2003），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研究部助教授（2004）【学位】【所属学会】日本民

俗学会，日本宗教学会，日本口承文芸学会，日本昔話学会，儀礼文化学会，日本文化人類学会，日本民具学

会，地方史研究協議会，日本史研究会，民俗芸能学会【専門】民俗学，信仰史【主な研究テーマ】民俗信仰

／ Folk	belief

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

1. 文科省科研費基盤研究 B（2）「呪術・呪法の系譜と実践に関する総合的調査研究」の研究代表者として，

以下のように調査及び共同研究会を実施し，研究を進めた。

【調査】

宮崎県西都市銀鏡神社における神楽伝承に関する調査及び佐賀県唐津市中原遺跡の呪符木簡に関する見

学。11 月 23 日〜 25 日，12 月 14 日〜 16 日

【研究集会】

研究分担者に参加を要請し，共同研究会を開催した。４月２日〜３日，７月１０日。

【学会発表】

「陰陽道・大雑書・三世相－近世陰陽道書成立の諸前提－」日本宗教学会第 64 回学術大会（関西大学）９

月１０日

「呪術の系譜」日本民俗学会第 56 回年会（東京大学駒場キャンパス）10 月９日

2. 個別共同研究「日本における民俗研究の形成と発展に関する基礎的研究」の研究代表者として，以下

のように調査及び共同研究会を実施し，研究を進めた。

【調査・共同研究会】

第 1 回研究会　歴博　５月 28 日・29 日

第 2 回研究会　京都大学人文科学研究所（柳田国男の会と合同開催）　７月 30 日・31 日　

第３回研究会　山形県南陽市夕鶴の里資料館　９月 23 日〜 25 日	

第４回研究会　歴博　11 月 19 日・20 日　

　「伝説研究の課題－「創られる伝説」特集の意図－」

第５回研究会　愛知県立大学サテライトキャンパス（柳田国男読書会「欠片会」と合同開催）　12 月 25

日〜 26 日。「地方における民俗学徒－岡崎人・杉本舜市の場合－」

3. 個別共同研究「宗教者の身体と社会」（代表　松尾恒一）に研究分担者として参加し，岩手県宮古市の黒

森神楽の調査見学を行った。	２月４日〜６日

4. 国立民族学博物館共同研究「口頭伝承と文字文化－日本の民俗社会における情報と伝承－」（代表　笹

こいけ
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原亮二）に研究分担者として参加し，共同研究会に参加した。なお，「狐狸の書・神々の帳面」と題して

報告を担当した（８月６日）。

5. 神奈川大学職人巻物調査団（代表　佐々木長生）に団員として参加し，調査研究に従事し，報告書に成

果を論文として発表した〔小池 2006.3ｃ〕。

6. 文科省科学研究費基盤研究 C「半島空間における民俗宗教の動態に関する調査研究」（代表　諸岡道比古）

に研究分担者として参加し，調査に従事し，成果の一部を論文として報告書に発表した〔小池2006.３a〕。

7. 文科省科学研究費萌芽研究「青森県における仏教唱導空間に関する基礎的研究」（代表　山田厳子）に研

究分担者として参加し，研究成果の一部を論文にまとめ，報告書に発表した〔小池 2006.3b〕。

8. 個人研究のテーマである民俗文化における文字の位置についての研究成果を「れきはくたんけん」で

報告した（２月 11 日）。他に活字化した研究報告としては，	〔2005.5〕〔2005.10〕ほか。

二　教育活動

１　教育

お茶の水女子大学非常勤講師（地域文化論）

東邦大学非常勤講師（民俗学）

熊本大学非常勤講師（表象文化学特殊講義）

三　博物館活動

１　歴博探検

　先生のための歴博講座（第４室展示解説）７月 28 〜 29 日

　歴博の展示を使った写生大会「れきはくをかこうよ」11 月 30 日

　歴博探検「秘伝の巻物」２月 11 日

２　歴史系総合誌『歴博』関係

編集委員長

四　社会連携

１　館外における各種委員

青森県史編さん企画編集委員，青森県史編さん民俗部会長，青森県文化財保護審議会委員，青森県祭り・

行事調査委員会委員長，みちのく北方漁船博物館運営評議員，八千代市史編さん専門委員

２　館外講演・カルチャーセンター・出前授業

　国立教育政策研究所社会教育実践センター　博物館職員研修「信仰伝承」，５月 27 日

３　マスコミ

『NHK 生活ほっとモーニング』2005 年9・10 月号「調べてみましょう　厄年って本当にあるの？」に

取材協力

Ⅱ　業績目録 

2a　論文　

　2005.5：「坂東三十三カ所巡礼－寺院伝承の形成と展開－」（『国文学－解釈と鑑賞－』70 巻 5 号，

pp.54 〜 60，至文堂）
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　2005.10：「折口信夫と伝説研究－『土俗と伝説』とその周辺から－」（『国文学－解釈と鑑賞－』70 巻

10 号，pp.15 〜 22，至文堂）

　2006.3a：「椿をめぐる伝説と祭祀－青森県夏泊半島の椿明神－」（文科省科学研究費基盤研究 C 報告書

「半島空間における民俗宗教の動態に関する調査研究」，pp.1 〜 11，弘前大学）

　2006.3b：「唱導文化の視点－サイノカワラと盆踊り－」（文科省科学研究費萌芽研究報告書「青森県に

　　おける仏教唱導空間に関する基礎的研究」pp.61 〜 69，弘前大学）

　2006.3c：「巻物の話－その印象・扱い・機能に関する民俗学的考察－」（『職人巻物の研究』，神奈川大

学常民文化研究所）

2b　研究ノート

　2005.4：「伝承歳時記８／わらべうたの伝統と創造」（『海程』411 号，pp.44 〜 49，海提発行所）

　2005.5：「伝承歳時記９／木霊との対話」（『海程』412 号，pp.22 〜 27，海程発行所）

　2005.6a：「伝承歳時記 10 ／田の唄と神と」（『海程』413 号，pp.22 〜 27，海程発行所）

　2005.6b：「伝播と交流の視点から－下北特集にあたって－」（『青森県の民俗』5号，pp.71 〜 72，青森

　　県民俗の会）

　2005.7：「伝承歳時記 11 ／田の神と唄と（承前）」（『海程』414 号，pp.22 〜 27，海程発行所）

　2005.8：「伝承歳時記 12 ／子守唄の記憶」（『海程』415 号，pp.44 〜 49，海程発行所）

2c　書評

　2005.6 ｃ：斎藤英喜著『いざなぎ流	祭文と儀礼』（『宗教研究』344 号，pp.197 〜 203，日本宗教学会）

　2005.12：山里純一著『呪符の文化史－習俗に見る沖縄の精神文化史－』（『宗教研究』346 号，pp.218

　〜 222，日本宗教学会）

５　学会・外部研究会発表要旨

　2005.10：「呪術の系譜」（『日本民俗学会第 57 回年会研究発表要旨』p.69，東京大学）

　2006.2：「わが国の研究博物館における民俗研究の現状と課題」（『日本民俗学』245 号，pp.151 〜

153，日本民俗学会）

６　歴史系総合誌『歴博』，友の会ニュース

　『歴博』133 号「眼の力－一つ目小僧とダイマナグ－」2005.11

　『歴博』135 号「読むことと，書くことの民俗的位相」2006.3

Ⅲ　研究状況・研究広報

研究活動については，科研費による呪術研究，個別共同研究における民俗学史の検討が主要なものである

が，それらに加えて，今年度は新たな共同研究の模索と博物館教育への参加が個人的には大きな経験であっ

た。以下，人間文化研究機構の連携研究と博学連携，それ以外の研究活動の３つに分けて今年度の研究状況

を振り返ることとしたい。

［機構連携研究の立ち上げ］	歴博も基盤機関の一翼を担う人間文化研究機構の連携研究の計画立案を館内

のメンバー及び，民博のメンバーとともに進めてきた。実際の共同研究の立ち上げに至るまでは種々の経緯

があった―それは今は省略する。いずれ適切な時期に混乱と迷走の真の原因を明確に総括する必要があると

こいけ
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考えている。―が，全体のテーマを「ユーラシアと日本：交流と表象」として，何とか研究組織を作り，そ

の中の「唱導文化の比較研究」班（代表／林雅彦・明治大学教授）において事務局を務めることになった。連

携研究の要点は機構内の基盤研究機関の連携を図るのは当然のことで，それに加えて，大学共同利用機関法

人としての役割を積極的に果たす姿勢を明示することにあったと考える。その点で，「ユーラシアと日本」

とりわけ「唱導文化の比較研究」班においては，絵解き研究会や国際熊野学会などとの共同での研究会の開

催や，画像・映像資料の分析を推進する素地が固められたということは大きな第一歩だったと思われる。

個人的には 2006 年 3 月に研究会において「熊野信仰の伝播－その研究視角をめぐって－」という報告

を行ったが，こうした課題については文学，歴史，民俗の３つの研究領域を越境するスタイルで研究を進め

る必要があることを強く再認識した。

［博物館事業への関心］　今年度は「先生のための歴博講座」（７月 27 〜 28 日）「れきはくをかこうよ」（11

月 30 日）「歴博探検」（２月 11 日）と博物館教育の舞台に登る機会が多くあった。いずれもやり甲斐のある事

業ではあったが，自らの思考が多彩な博物館施設や展示に対する取り組みの中で研究に特化する傾向にあっ

たことを強く反省することにもなった。歴博の特性と価値とをわかりやすく，深度を持って訴えることを博

物館に勤務するものとして不断に自覚すべきであることを感じた。

日本民俗学会第819回談話会（11月13日）において「わが国の研究博物館における民俗研究の現状と課題」

〔2006.2〕と題した報告を行ったのもこうした問題意識と密接に連なっている。報告の内容は本館の民俗研

究系の蓄積と現状とを紹介するものであったが，準備や当日の質疑を通じて日本民俗学会から歴博に寄せら

れている期待や提携の可能性などについて多くを教えられた。

［研究領域の拡大と深化をめざして］陰陽道を民俗文化における文字，書物の問題と重ね合わせて検討す

ることが長年の研究課題であり，科研もそうした問題意識の上に申請し，運営してきたことは昨年度の研究

年報にも記した通りである。今年度は伝統のある宗教史懇話会サマーセミナー（８月 26 日）で「大雑書史の

試み」と題する報告を行う機会が与えられた。準備や討論のなかで従来の研究を振り返り，宗教史研究との

接続の可能性を模索できたのは大きな収穫であった。

また書物研究のレベルにとどまらず，庶民の読み書きとそれを支える文化的環境，そこから生まれる知識

や行動についても社会史的な考察を民俗研究の手法を加味しながら進めていく必要性を感じている。具体的

には筆記具，書記環境とそれにまつわるイメージを国立民族学博物館における共同研究の成果のとりまとめ

等を通じて考究している。

地域史における民俗文化の位置についても青森県域をはじめとする東北日本における史資料調査を進め

ている。弘前大学の教官が代表を務める科研に参加し，その成果を今年度まがりなりにもまとめることがで

きたのは，大きな画期となると考えている。地域を多様な情報の受け皿とのみ考えるのではなく，情報や知

識，経験が組み合わされ，発信していく「場」としてとらえることが必要であろう。この点に留意して青森

県史編さんや青森県の祭り行事調査を通して新たな民俗学的地域像の模索も続けていく予定である。

小島道裕　KOJIMA Michihiro　助教授

1956 年生【学歴】京都大学文学部史学科 1980 年卒業，京都大学大学院文学研究科博士課程国史学専攻
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1985 年満期退学【職歴】京都大学研修員（1985），京都大学文学部助手（1986），	国立歴史民俗博物館助

手（1989），	国立歴史民俗博物館助教授（1994），総合研究大学院大学文化科学研究科助教授併任（1999），

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研究部助教授（2004）【学位】修士【所属学

会】日本史研究会・古文書学会・比較都市史研究会【専門】日本中近世史／博物館教育【主な研究テーマ】

日本中近世の都市・城館・村落／ Towns,	villages,	and	castles	in	medieval	Japan，博物館教育／ Museum	

education

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

　（1）基幹研究「中世都市の調査分析方法に関する研究」（代表：小野正敏）の成果として，「日本中世都市デー

　　タベース（案）」を研究報告に掲載した〔小島 2006.3〕。

　（2）基盤研究「歴史展示における『異文化』表象の基礎的研究」（代表：久留島浩）において，「歴史展示

における復元模型の意味と活用」の報告を行った。

　（3）歴博における観客調査および総研大学長プロジェクト「市民への研究成果公開におけるオーディエ

ンスの理解の研究」（代表：安達文夫）における活動成果の一部として，〔安達他 2006.3b〕を研究報告

に掲載した。

　（4）総研大共同研究「文化科学研究分野における情報資源共有化のためのコラボレーション研究」の成

果として，〔安達他 2006a〕を研究報告に掲載した。

　（5）科学研究費「中世拠点城郭および都市の分析方法に関する学融合的研究」主催のシンポジウムにお

いて，　「領主と町人の間－町立てを行ったのはだれか－」の報告を行った〔2006.3ｂ〕。

　（6）東京国立博物館における国際シンポジウム「世界の現場から　今，博物館教育を問う」において，「国

立歴史民俗博物館の学習支援事業」についてポスター発表を行った。

　（7）資料の収集・調査の成果として，企画展示「夏の風景」において「贈答」のコーナーを担当し，徳

川将軍御内書などの館蔵文書を展示した。

　（8）人間文化研究機構連携研究「武士関係資料の総合化」（予備的研究）の調査として，フランスにおける

武士関係資料および中世を対象とする展示の調査を行った。

　（9）これまでの都市史研究および戦国・織豊期研究をまとめて，著書を刊行した〔小島 2005.11，

2006.3ａ〕。

二　教育活動

１　教育

　大学院指導：文書資料研究，歴史展示研究 I

２　博物館教育

　博物館研究プロジェクト

三　博物館活動

　４　歴民研修委員，講師

委員長，講師：「コース別演習	教育プログラムの作成と活用」・「全体討論」

こじま
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四　社会連携

１　館外における各種委員

　青森県十三湊フォーラム実行委員

２　館外講演・カルチャーセンター・出前授業

　「視聴覚メディアを活用した展示」『博物館職員講習』（国立教育政策研究所社会教育実践研究センター，

国立歴史民俗博物館，５月）

　「社会科歴博講座」（佐倉市教育委員会，国立歴史民俗博物館，８月）

　「織豊期の城下町づくり」（岡崎市美術博物館講演会，同館，11 月）

　「歴博＝歴史系博物館における教育活動」（東京大学教育学部，同大学，１月）

Ⅱ　業績目録 

１　著書

　2005.11：『戦国･織豊期の都市と地域』（青史出版，384 頁）

　2006.3a：『信長とは何か』（講談社選書，238 頁）

　2006.3b：『能登七尾城　加賀金沢城－中世の城・まち・むら－』（共著，新人物往来社，181 頁）

2a　論文

2006.3a「情報資源共有化のための博物館資料－データベースのマッピングとその評価－」（安達文夫・

鈴木卓治・高橋一樹と共著，『国立歴史民俗博物館研究報告』第 125 集，pp.185 〜 214）

2006.3b「展示の理解の評価に関する検討」（安達文夫・竹内有理・久留島浩と共著，『国立歴史民俗博

物館研究報告』第 130 集，pp.1 〜 20）

2b　研究ノート

2005.7：「資源共有化のための歴史資料データベースの	Dublin	Core	へのマッピングの検討（安達文夫・

鈴木卓治・高橋一樹と共著，『社団法人情報処理学会研究報告』）

2006.3：「事業報告『日本中世都市データベース（案）』『日本中世都市文献目録データベース（案）』に

ついて」（『国立歴史民俗博物館研究報告』第 127 集，pp.53 〜 59）

６　歴史系総合誌『歴博』，友の会ニュース

2005.7：「女性は何を祈る－洛中洛外図屏風に描かれた七野社－」（『友の会ニュース』No.120，p.6）

2005.9：「洛中洛外図屏風甲本のみどころ－角の床屋－」（『友の会ニュース』No.121，p.3）

2005.9：「展示室Q&A（新収展の高札について）」（『歴博』No.132，p.31）

７　その他

　2006.2：「参加する博物館－内外の博物館教育から－」（『歴史地理教育』No.695，pp.8 〜 13）

　2006.3：「七の社－洛中洛外図屏風に描かれた伝説と習俗－」（『日本の神々と祭り』（国立歴史民俗博

　　物館企画展示図録，2006 年 3 月，p.193）

　2006.3：「原品と複製の間で」（『レプリカ－真似るは学ぶ－』ＩＮＡＸ出版，pp.62 〜 64）

　2006.3：「床屋はいつからあるの？」「原稿用紙の【	このしるしは何？」「お城にはかならず石垣があ

　　るの？」（『毎日小学生新聞』）
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Ⅲ　研究状況・研究広報

ここ数年と同じく，中近世の都市史を中心とする歴史研究と，歴史展示における教育を中心とする博物館

研究の双方を行っています。

一昨年度は，国際シンポジウム記録の刊行など，博物館関係のまとめをする仕事が多かったのですが，昨

年度は，本来の専門である歴史の方で，これまでの研究をまとめることができました。都市史関係では，論

文集『戦国・織豊期の都市と地域』を刊行し，また中世〜近世移行期の一つの歴史像として，『信長とは何

か』を書いてみました。前者が地域における都市の生成発展の過程を追うことによって社会の変化を浮かび

上がらせようとしたのに対して，後者は，その変化の中に信長という存在を位置づけてみようとしたもので

す。生活史を標榜する歴博の教員としては，信長という権力者個人を取り上げることに抵抗もあったのです

が，歴史を動かしているのは社会の方であって権力者ではない，という見方をかえって提示できたのではな

いかと考えています。都市・城館の復元や収集した文書の分析など，歴博での仕事を紹介することができた

のもよかったと思います。

次の課題としては，個別の都市研究は各地で盛んになってきましたので，全国的な中世都市の所在や傾向，

関連性などを把握し分析するような方向での研究を目指したいと考えています。

近年取り上げている館蔵の「永禄六年北国下り遣足帳」という戦国期の旅行記録は，意外なほどの交通と

消費の発達と共に，都市の分布やネットワークに強い意味があることを示していますし，また，今度研究報

告が刊行された共同研究「中世都市の調査分析方法に関する研究」で課題とされていた「中世都市データベー

ス」にもいよいよ着手する予定ですので，こうした素材を手がかりとして，新しい研究を開拓していくつも

りです。共同利用機関の研究としても期待に応えられるものになるのではないかと思います。

博物館研究の方では，共同研究の一環として，九州国立博物館や長崎歴史文化博物館のような国内の新し

い博物館を訪問する一方，歴博・機構・総研大のそれぞれの仕事の中で，新たに建設された韓国中央博物館

およびフランスとアメリカの博物館を調査する機会を与えられました。

博物館において，歴史，特に「国の歴史」はどのように展示することができるかという問題をいつも考え

ているのですが，展示や教育のあり方にはそれぞれの「お国ぶり」が色濃く反映されており，それ自体が文

化であることを印象づけられました。たとえば，合衆国であるアメリカでは，内なる多様性は重視するが全

体の体系性や国外との関係でものを見る視点は希薄，という印象を受けましたが，韓国は逆に，対外関係の

中での民族と国家というとらえ方が強いと言えそうです。また以前滞在したイギリスに比べると，フランス

は多様な利用者に対する博物館教育的な工夫はあまり発達していないようですが，これは，共和国民は自由

平等（なので誰も特別扱いをしない），という国民観が影響しているのではないかと思いました。

歴史展示は，作る側の考え方や立場が出やすいことに改めて気付かされると共に，歴史という観念的なも

のを表現する方法，つまり実在する資料とテーマをどのように用いて歴史を叙述することができるか，とい

う問題などについても色々と考えさせられました。今後も，意識的に追求していきたいと思います。

こじま
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小瀨戸恵美　KOSETO-HORYU Emi　助手

1973 年生【学歴】東京大学理学部化学科 1995 年卒業，東京藝術大学大学院美術研究科文化財保存学専

攻博士前期課程 1998 年修了，東京藝術大学大学院美術研究科文化財保存学専攻博士後期課程 2000 年中

途退学【職歴】米国ゲティ保存研究所グラデュエイトインターン（1999-2000），本館情報資料研究部助

手（2000），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研究部助手（2004）【学位】【所属

学会】文化財保存修復学会，日本文化財科学会，	International	Institute	for	Conservation	of	Historic	and	

Artistic	Works.IIC），日本ミュージアム・マネージメント学会【主な研究テーマ】歴史資料の自然科学的手

法による分析／ Chemical	analysis	of	cultural	properties, 博物館施設における空気環境／ Studies	in	the	

relationship	between	environments	and	deterioration	of	cultural	objects

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

　（1）文部科学省科学研究補助金・基盤（A）（2）「前近代の東アジアにおける唐物と南蛮物の交易とその意義」

（代表　小野正敏）（平成 16〜 17 年度）研究分担者，及び，文部科学省科学研究費補助金・若手研究（B）

「胎土中ジルコンの測定および解析による陶磁器の産地推定」（平成17年〜18年度）（代表　小瀬戸恵美）

の研究結果を報告した。［Ⅱ 2a］

　（2）科学技術振興機構・革新技術開発研究事業「文化財測定用携帯型ラマンイメージング・顕微赤外分

光装置の開発」（株式会社エス・ティ・ジャパン）研究協力者として，株式会社エス・ティ・ジャパン（9

月 26 日）および埼玉大学（2 月 11 日）で開催された研究会での議論をもとに，文化財構成物質の収集お

よび調査を行った。

　（3）人間文化研究機構連携研究・文化資源の高度活用「有形文化資源の共同利用を推進するための資料

管理基盤形成」（FS：予備研究）研究分担者として国立民族博物館での研究会（2 月 13 日）に参加し，研

究討論をおこなった。

　（4）文部科学省特定領域研究（2）「分析化学的手法による鉄炮技術史の相関研究」（代表　宇田川武久）（平

成 16 〜 17 年度）研究分担者

三　博物館活動

　３　各種編集委員

　『国立歴史民俗博物館年報』編集委員

Ⅱ　業績目録 

2a　論文

　2006.3：「韓国全羅道出土青磁の胎土に含まれるジルコンを用いた産地推定の試み」（『国立歴史民俗博

　　物館研究報告 130 集』pp.119 〜 139）

　2006.3：「ジルコンの成分組成による韓国務安道里浦海底遺跡引揚げ青磁の産地推定」（『考古学と自然
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　　科学』vol.52,	pp.67 〜 74）

６　歴史系総合誌『歴博』，友の会ニュース

　小瀬戸 2005.7：「「美しい地球」への憧憬から，分析・研究・検証の楽しみに」歴史系総合誌『歴博』131 号，

　pp.26 〜 27

Ⅲ　研究状況・研究広報

前年度から引き続き，博物館における保存環境の検討をおこなうとともに，東アジアにおける陶磁器の自

然科学的手法による研究を行った。博物館において，有害生物対策や温湿度などの空気環境対策はもの資料

を展示・収蔵する施設として必要不可欠なものである。平成 16 年末の臭化メチル全廃に伴い，従来の燻蒸

剤が使用できなくなったため，平成 17 年は従来の燻蒸剤から新しい燻蒸剤・処理法への変更，総合的有害

生物管理（IPM）への転換が行われた年であった。本年度は新しくエキヒューム燻蒸と二酸化炭素処理法を導

入して，その有効性などを検討をおこなうとともに，国立民族学博物館などとの保存環境や資料公開などを

含む連携研究がスタートし，具体的に対処・管理していく基盤が形成される始まりとなった。

また，陶磁器に関しては，特に高麗青磁に重点をおいて研究をおこない，高麗青磁の異なる生産地（康津，

高敞，扶安，海南）では胎土中に存在するジルコンの成分組成を測定対象とすることによって分類が可能で

あることを明らかにした。この結果をもとに全羅南道務安道里浦から引揚げられた 14 世紀後半の高麗青磁

資料 4 点について胎土中のジルコンの成分組成を測定・比較したところ，「康津窯址グループ」のものであ

る可能性がもっとも高いという結果を得た。これは，務安道里浦海底遺跡出土青磁が，全羅南道康津郡大口

面沙堂里 10 号で生産されたものではないかという考古学の研究結果と一致するものである。また，手法と

従来の自然科学的手法との関係を確認するために，蛍光 X 線分析や ICP 発光分光による胎土全体の元素分

析にも着手した。

平成 18 年度は，これらをもとに，来年度以降も，陶磁器の産地同定の手法確立を目指し，また，高麗青

磁に限らず，国内外の陶磁器の産地同定の試みをおこなう予定である。

小林謙一　KOBAYASHI Ken'ichi　助手

1960 年生【学歴】慶応義塾大学文学部民族学考古学専攻 1983 年卒業，慶応義塾大学大学院文学研究科

修士課程 1987 年修了，総合研究大学院大学文化科学研究科博士課程後期 2004 年学位取得終了【職歴】

中野区新井三丁目遺跡調査会調査員（1987），慶応義塾大学埋蔵文化財調査室助手（嘱託）（1988），渋谷区北

青山遺跡調査会調査員（1992.1），目黒区大橋遺跡調査会主任調査員（1992.6），金沢大学埋蔵文化財調査セ

ンター助手（1998），国立歴史民俗博物館考古研究部リサーチアシスタント（2002），国立歴史民俗博物館情

報資料研究部科学研究費支援研究員（2003），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

研究部考古研究系助手（2005）【学位】	博士（文学），総合研究大学院大学，2004 年４月【所属学会】日本考

古学協会，考古学研究会，AMS 研究協会【専門】考古学，先史時代【主な研究テーマ】縄紋時代／ JOMON	

period，炭素 14 年代測定／ radiocarbon	dating

こばやし
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Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

１．本館国立歴史民俗博物館基盤研究 ｢ 高精度年代測定法の活用による歴史資料の総合的研究 ｣（研究代

表　今村峯雄）に研究分担者として参加。日本のさまざまな歴史資料に対し，年代測定の技法を適応し，

年代推定やその他の分析方法を試みるために，おもに縄紋時代集落遺跡の資料を収集・測定した。

　　2005 年６月 23 日，第１回研究会，東京大学，「東日本縄紋晩期の年代測定」を報告した。

　　2006 年２月 25 〜 26 日，第 2 回研究会，国立歴史民俗博物館，「縄紋時代の年代測定」を報告した。

２．本館国立歴史民俗博物館基盤研究「縄文・弥生集落の集成的研究」（研究代表者　藤尾慎一郎）に研究

　　分担者として参加。今後集成研究を行っていく上での参考として，関東地方の縄文集落の研究について

　　概略を整理した。

　2005 年 5 月 15 日，第１回研究会（国立歴史民俗博物館）において，「関東地方縄紋中期の集落分布

研究紹介」を発表した。

３．本館個別共同研究「愛媛県上黒岩遺跡の研究」（研究代表　春成秀爾）に管理進行者として参画し，上

黒岩遺跡の調査として，縄紋草創期土器について整理した。

　　2005 年６月 13 日，新潟大学医学部所蔵の上黒岩遺跡出土人骨調査を実施した。

　　2005 年９月４日，愛媛県立歴史博物館企画展「上黒岩遺跡とその時代展」で出土遺物の調査。

　　2005 年 10 月 19 日〜 21 日，上黒岩遺跡，上黒岩第２岩陰の現状測量調査を実施した。

　2006 年 2 月 18 日，慶応義塾大学にて成果報告および研究会。「上黒岩遺跡測量調査成果報告」を

報告した。

４．学術振興財団科学研究補助金基盤（Ｃ）「ＡＭＳ炭素 14 年代測定を利用した東日本縄紋時代前半期の

実年代の研究」（研究代表者　小林謙一）を行った。AMS 炭素 14 年代測定を利用した縄紋時代草創期〜

中期の集落および土器型式研究を行うため，関東・中部・東北地方の試料採取・測定を行った。

　　2005 年 10 月 13 日，千葉県野田貝塚 23 次調査縄紋前期住居からの試料採取（野田市教育委員会）。

　　2005 年 11 月 19 日，山梨県明野梅之木遺跡の縄紋中期集落の資料調査・採取（北杜市教育委員会）。

　　2005 年 11 月 24 日，福島県楢葉町井出上ノ原遺跡での資料調査（楢葉町教育委員会）。

　　2005 年 12 月 14 日，高知県内および香北町の資料調査（高知県埋蔵文化財センター）。

　　2005 年 12 月 20 〜 22 日，岩手県一戸町・青森県八戸市・三沢市・青森県新田遺跡ほかの資料調査・

　　試料採取（御所野縄文館・八戸市博物館・三沢市教育委員会・青森県埋蔵文化財センター）。

５．学術創成研究「弥生農耕の起源と東アジア－炭素年代測定による高精度編年体系の構築－」（研究代表

　　西本豊弘）に研究分担者として参加。弥生農耕の起源にかかわる年代測定用資料の採取を日本の中国地

　　方･近畿地方･東日本を中心に行った。

　　2005 年 7 月 18 日，大阪現地研究会（弥生文化博物館）で「大阪府と兵庫県の年代測定結果の説明」

　　として報告した。

　　2006 年 2 月 12 日，平成 17 年度研究報告会（国立歴史民俗博物館）で「東日本の縄文晩期の実年代」

　　として報告した。

　　また，土器付着物の性格解明を目的に，本研究の分科会として，「土器付着物の考古学的研究」を　
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　　2006 年２月 11 日に国立歴史民俗博物館で行い，「土器付着物研究について」を報告した。

　　外に，試料採取などで，下記の調査を行った。

　　2005 年 5 月 14 日，神奈川県中屋敷遺跡の試料採取（昭和女子大学）。

　　2005 年 7 月 4 日，秋田県向様田 D 遺跡の試料採取（秋田県埋蔵文化財センター北分室）。

　　2005 年 7 月 7 日，北海道礼文島の試料採取（礼文島教育委員会）。

　　2005 年 7 月 8 日，北海道稚内市の試料採取（稚内市教育委員会）。

　　2005 年 9 月 26 日，長崎県壱岐市原の辻遺跡の資料調査（長崎県教育庁原の辻遺跡調査事務所）。

　　2005 年 10 月 12 日，長野県宮崎遺跡の試料採取（長野市博物館）。

　　2005 年 11 月 2 日，福島県内の試料採取（福島県文化センターまほろん館）。

　　2005 年 12 月 7 日，北海道内の試料採取（北海道埋蔵文化財センター）

　　2006 年 1 月 18 日，名古屋大学タンデトロン加速器質量分析計シンポジウムに参加した。なお，１

　　つのセクションの座長を務めた。

　　2006 月 1 日 27 〜 28 日，第 1 回東アジア AMS シンポジウム・第 8 回 AMS シンポジウム（筑波大学）

　　に参加した。

　　The	project	of	the	 “Yayoi	Chronology” 	and	user-facility	relationships

　　CSR-program	collaboration	 “The	Origin	of	the	Farming	in	the	Yayoi	Period	and	East	Asia”（Mineo	　

　　　Imamura,	Minoru	Sakamoto,	Hiromasa	Ozaki,	Yoshiki	Miyata,	Toshio	Nakamura,Hiroyuki	Matsuzaki,	

　　　Takumi	Mitsutani,	Shin-ichiro	Fujio,	Ken-ichi	Kobayashi,Toshiyasu	Sinmen,	Shin	Onbe,	Hideji	　　　

　　　Harunari,	and	Toyohiro	Nishimoto）

　AMS	14C 年代測定を利用した遺跡形成過程復元の研究 Study	of	archaeological	site	formation	process	

restoration	using	AMS	radiocarbon	dating（村本	周三，小林	謙一，坂本	稔，松崎	浩之）を共同研究者が

発表した。

6.　韓国ウリ研究院（昌寧市）の烽火谷Ⅰ遺跡の発掘調査の現地指導の委嘱を受け，2005 年 7 月 25 〜 29

日まで，現地で竪穴住居調査の調査指導を行い，国立昌原文化財研究所を会場に，7 月 28 日に研修講

師として縄紋集落研究の講演を行った。

7.　つくば市国立高エネルギー加速器研究機構の放射光施設・中性子施設の科学研究費補助金学術創成研

　　究費パルス中性子源を活用した量子機能発現機構に関する融合研究（研究代表　池田進）に関わる共同研

　　究の委嘱を受け，2005 年 4 月 7 日（歴博），2005 年 10 月 11 日（高エネ研）での研究会に参加した。

8.　学術振興財団科学研究補助金基盤 B「異系統土器の出会いに見る集団の移動・居住・相互関係，背後

にある社会の形態」（課題番号 15320106 研究代表　今村啓爾）の研究協力の委嘱を受け，下記の研究会

に参加・報告を行った。

　　2005 年 7 月 20 日，研究会（東京大学）において「炭素年代測定を利用した縄文土器研究」を発表した。

　　2005 年 10 月 28‐30 日，沖縄県立博物館・沖縄県埋蔵文化財センターでの研修に参加した。

　　2006年 1月 26日，研究会（東京大学）において「勝坂式・阿玉台式両土器文化の相互関係」を発表した。

9.　人間文化研究機構	連携研究「GIS を基盤とする考古・歴史民俗・環境情報の高度連携研究」（研究代表

宇野隆夫）の研究分担者として，縄紋集落の GIS を用いた空間分析を担当し，2006 年 3 月 7 日北海道

埋蔵文化財センター，同 9・10 日に石川県埋蔵文化財センター・金沢市埋蔵文化財センターで，縄紋
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集落立地に関する資料調査を行った。

二　教育活動

２　博物館教育

歴博平成 17 年度企画展示「水辺と森と縄文人－低湿地遺跡の考古学－」（6/14-7/31）展示プロジェク

ト委員

　科学博物館・歴博・読売新聞社平成 17 年度特別展「縄文 vs 弥生」（7/16-8/31）展示プロジェクト委員

　国立科学博物館本館改修計画展示協力（平成 17 年 11 月〜継続）

　歴博平成 19 年度特別企画「弥生農耕と東アジア（仮称）」展示プロジェクト委員

三　博物館活動

１　歴博講演会・歴博探検・くらしの植物苑

　第 50 回歴博フォーラム「水辺と森と縄文人」（6 月 18 日），館内事務担当

　「水辺と森と縄文人」ギャラリートーク担当（7 月 23 日，7 月 30 日）

四　社会連携

２　館外講演・カルチャーセンタ・出前授業

　1.　「縄文 vs 弥生」ギャラリートーク「骨と遺物が語る母と子」8 月 12 日，国立科学博物館，報告

　2.　「最新の年代測定研究」考古学ゼミナール『縄文時代を学ぶ』第２回講義，2005 年 1 月 14 日，講

　　　演，神奈川県立埋蔵文化財センター，財団法人かながわ考古学財団

　3.　「縄文時代・年代測定」『考古学ゼミナール縄文時代を学ぶ』2005 年 6 月 22 日，講演，神奈川県

　　　立埋蔵文化財センター，かながわ考古学同好会

　4.　「油壺遺跡と縄文時代中期の三浦半島」横須賀考古学会記念講演，2005 年 1 月 29 日，講演，三浦

　　　市公民館，横須賀市考古学会

　5.　「東への展開」『講演会新しい弥生時代像を探る』2005 年 7 月 2 日，明治大学リバティタワー，報告，

　　　明治大学博物館友の会・国立歴史民俗博物館友の会

　6.　「年代測定による考古学第二革命」『シンポジウム縄文弥生移行期の新しい見方：人類学 vs 考古学』	

　　　日本学術会議人類学・民族学研究連絡委員会，2005 年８月６日，日本学術会議講堂

　7.　「縄文時代の炭素14年代測定の最新状況」文化財担当者研修，2005年10月26日，講演，成田市役所，

　　　印旛郡市文化財担当者会議

３　マスコミ

　1.　読売新聞（2005 年 8 月 20 日夕刊），なっとく科学　縄文から弥生時代へどう移った？，取材記事

　2.　朝日中学生ウイークリー（2005 年 10 月 16 日），縄文人・弥生人ともに日本人のルーツ，取材記事

　3.　愛媛新聞（2005 年 10 月 21 日），2000 年古い可能性　久万高原・上黒岩岩陰遺跡，取材記事

　4.　愛媛新聞（2005 年 11 月 13 日），上黒岩岩陰遺跡の年代で新説，取材記事

　5.　NHK 科学・環境番組部「カラー図解　NHK サイエンス ZERO」ナツメ社　炭素分析が解き明かす

　　　考古学の謎，取材記事
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Ⅱ　業績目録	

１　著書：単著

　小林謙一監修・セツルメント研究会編『縄文研究の新地平－勝坂から曽利へ－』考古学リーダー 6（159

　　　頁），　六一書房，12 月

2a　論文

　小林謙一・今村峯雄・春成秀爾「大和市上野遺跡出土縄紋草創期土器付着物の 14C 年代」『大和市史研

　　　究』31 号，pp.1 〜 12，大和市役所総務部総務課，2005 年 3 月

　小林謙一・坂本　稔・松崎浩之「稲荷山貝塚出土試料の 14C 年代測定－層位的出土状況の分析と海洋

リザーバー効果の検討のために－」『縄文時代』第 16 号，pp.209 〜 226，縄文時代文化研究会，

2005 年 5 月

2b　研究ノート

　坂本　稔・小林謙一・尾嵜大真・中村俊夫「ウィグルマッチングによる奈良県唐古・鍵遺跡出土柱の年

　　　代測定」『名古屋大学加速器質量分析計業績報告書（ⅩⅥ）』，名古屋大学年代測定総合研究センター，

　　　pp.91 〜 94，2005 年 3 月

　小林謙一「2004 年学界動向　関連科学（年代測定）」『縄文時代』第 16 号，縄文時代文化研究会，

pp.243 〜 245，2005 年 5 月

3a　調査・発掘調査報告書

小林謙一・金子昭「岩手県長谷堂遺跡出土土器付着物の 14C 年代測定」『（財）岩手県文化振興事業団

埋蔵文化財センター研究紀要』ⅩⅩⅣ，（財）岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター，pp.97 〜

102，2005 年 3 月

　小林謙一・小林圭一・坂本　稔・松崎浩之「山形県内遺跡出土試料の 14C 年代測定」『（財）山形県埋蔵

文化財センター研究紀要』第 3 号，（財）山形県埋蔵文化財センター，pp.161 〜 175，2005 年 3 月

　小林謙一・坂本　稔・尾嵜大真・新免歳靖・松崎浩之・小林　克「秋田県内遺跡出土試料の 14C 年代測

定」　『（財）秋田県埋蔵文化財センター研究紀要』第 19 号，（財）秋田県埋蔵文化財センター，pp.1 〜

16，2005 年 3 月

　小林謙一・坂本　稔・尾嵜大真・新免歳靖・松崎浩之「北上市内遺跡出土土器付着物の 14C 年代測定（2）」

『北上市埋蔵文化財年報（2003 年度）』北上市立埋蔵文化財センター，pp.27 〜 32，2005 年 3 月

　小林謙一・坂本　稔・尾嵜大真・新免歳靖・松崎浩之・石澤宏樹「中屋敷Ⅱ遺跡第 2 次調査出土土器

付着物の 14C 年代測定」『中屋敷Ⅱ遺跡』秋田県文化財調査報告書第 384 集，秋田県教育委員会，

pp.294 〜 301，2005 年 3 月

　小林謙一・坂本　稔・尾嵜大真・新免歳靖・松崎浩之「福島県郡山市内遺跡出土試料の 14C 年代測定『町

Ｂ遺跡』福島県郡山市教育委員会，付章１，2005 年 3 月

　藤尾慎一郎・小林謙一・今村峯雄・坂本　稔・尾嵜大真「壱岐市原の辻遺跡出土土器に付着した炭化物

の炭素14年代測定『原の辻遺跡　総集編Ⅰ』長崎県文化財発掘調査報告書第30集，長崎県教育委員会，

pp.297 〜 308，2005 年 3 月 31 日

　小林謙一・春成秀爾・坂本　稔・尾嵜大真・新免歳靖「滋賀県守山市古高・経田遺跡出土土器付着物の
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14C 年代測定」『古高遺跡，経田遺跡発掘調査概要報告書』守山文化財調査報告書，守山市教育委員会，

pp.45 〜 48，2005 年 3 月 25 日

　小林謙一・春成秀爾・坂本　稔・尾嵜大真・新免歳靖・村本周三・松崎浩之「伊福定国前遺跡出土試料

の 14C 年代測定」『伊福国前遺跡 2』岡山県埋蔵文化財発掘調査報告書 188，岡山県古代吉備文化財

センター，pp.230 〜 233，2005 年 2 月 28 日

　小林謙一・坂本　稔・尾嵜大真・新免歳靖「東京都国分寺市武蔵国分寺跡第 563 次調出土査試料の 14C

年代測定」『武蔵国分寺跡発掘調査概報 30 －北方地区・（仮称）国分寺プロジェクト計画工事に伴う

調査－』国分寺市遺跡調査会，pp.85 〜 92，2005 年 3 月 31 日

　小林謙一・坂本　稔・尾嵜大真・新免歳靖・松崎浩之「青森県楢館遺跡出土試料の 14C 年代測定」『楢

館遺跡Ⅱ－八戸南環状道路建設事業に伴う遺跡発掘調査報告－』青森県埋蔵文化財調査報告書第 388

集，青森県教育委員会，pp.92 〜 95，2005 年 3 月 25 日

　小林謙一・坂本稔・尾嵜大真・新免歳靖・松崎浩之	「青森県米山（2）遺跡出土試料の 14C 年代測定」

	 　『米山（2）遺跡Ⅲ－県新総合運動公園建設事業に伴う遺跡発掘調査報告－』青森県埋蔵文化財調査報

告書第 391 集，青森県教育委員会，pp.126 〜 130，2005 年 3 月 25 日

　小林謙一・坂本　稔・尾嵜大真・新免歳靖・松崎浩之「青森県三内沢部（3）遺跡出土試料の 14C 年代測定」『三

内沢部（3）遺跡・柴山（1）遺跡・洗平（2）遺跡－東北新幹線建設事業に伴う遺跡発掘調査報告－』青森

県埋蔵文化財調査報告書第 390 集，青森県教育委員会，pp.70 〜 77，2005 年 3 月 25 日

　小林謙一・西本豊弘・坂本　稔・尾嵜大真・新免歳靖・松崎浩之「北海道札幌市 C504 遺跡出土試料

の 14C 年代測定」『Ｃ 504 遺跡』札幌市文化財調査報告書 77，札幌市教育委員会，pp.126 〜 128，

2005 年 3 月 31 日

　小林謙一・坂本　稔・尾嵜大真・新免歳靖・松崎浩之「土器付着物や炭化材から年代を測る」『県営中

山間総合整備事業筑北地区埋蔵文化財調査報告書　坂北村　東畑遺跡』坂北村教育委員会，p.45，

2005 年 3 月 25 日

　小林謙一・坂本　稔・松崎浩之「千葉県酒々井町墨古沢南Ⅰ遺跡出土土器付着漆の 14C 年代測定」『東

関東自動車道水戸線酒々井ＰＡ埋蔵文化財調査報告書 2 －酒々井町墨古沢南Ⅰ遺跡－縄文時代編』

千葉県文化財センター調査報告第 505 集，（財）千葉県文化財センター，pp.266 〜 268，2005 年 3

月 25 日

　小林謙一・坂本　稔・尾嵜大真・新免歳靖・西本豊弘・永嶋正春・松崎浩之「千葉県印西市西根遺跡出

土試料の 14C 年代測定」『印西市西根遺跡－県道船橋印西線埋蔵文化財調査報告書－』千葉県文化財

センター調査報告第 500 集，（財）千葉県文化財センター，pp.304 〜 308，2005 年 3 月 25 日小林

謙一・坂本　稔・尾嵜大真・新免歳靖・松崎浩之「千葉県間見穴遺跡出土試料の 14C 年代測定」『船

橋市印西線埋蔵文化財調査報告書 4 －八千代市間見穴遺跡（2）－』千葉県文化財センター調査報告第

506 集，（財）千葉県文化財センター，pp.251 〜 254，2005 年 3 月 25 日

　小林謙一・春成秀爾・坂本　稔・尾嵜大真・新免歳靖・松崎浩之「島根県鹿島町堀部第 1 遺跡出土炭

化米の 14C 年代測定」『堀部第 1 遺跡　鹿島町福祉ゾーン整備事業に伴う調査 1』鹿島町教育委員会，

pp.167 〜 168，2005 年 3 月 10 日

　小林謙一・今村峯雄・坂本　稔・陳　健立・酒井宗孝「花巻市上台Ⅰ遺跡出土縄紋草創期土器付着物の
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14C 年代測定」『上台Ⅰ遺跡発掘調査報告書（1）』花巻市博物館調査研究報告書第 2 集 , 花巻市博物館，

pp.82 〜 88，2005 年 3 月 31 日

　小林謙一・西本豊弘・新免歳靖「壱岐カラカミ遺跡出土炭化材の 14C 年代測定」『弥生時代成立期にお

ける渡来人問題の考古学的研究』九州大学大学院人文科学研究院考古学研究室，pp.42 〜 44，2005

年 3 月 25 日

　新免歳靖・小林謙一・坂本　稔・尾嵜大真・村本周三・松崎浩之「東京都中野区江古田遺跡出土炭化

材の AMS14C 年代測定」『東京都中野区　江古田遺跡Ⅱ』中野区教育委員会，CD 内，pp.56 〜 59，

2005 年 3 月 31 日

　藤尾慎一郎・坂本　稔・小林謙一・尾嵜大真・新免歳靖・春成秀爾・今村峯雄「東広島市黄幡 1 号遺

跡出土土器に付着した炭化物の炭素 14 年代測定」『黄幡 1 号遺跡発掘調査報告書』文化財センター

調査報告書第 47 冊，（財）東広島市教育文化振興事業団文化財センター，pp.97 〜 105，2005 年 3

月 31 日

　小林謙一・春成秀爾・坂本　稔・尾嵜大真・新免歳靖・松崎浩之「島根県山持遺跡出土試料の 14C 年代

測定」『山持遺跡　vol.1』国道 431 号道路改築事業（東林木バイパス）に伴う埋蔵文化財発掘調査報告

書 2，島根県教育委員会，pp.115 〜 126，2005 年 3 月 31 日

　小林謙一・坂本　稔・松崎浩之「福島県西田 H 遺跡出土土器付着物の 14C 年代測定」『こまちダム遺跡

発掘調査報告 3　堂田 A 遺跡　西田 H 遺跡』福島県文化財調査報告書第 424 集，福島県教育委員会，

pp.177 〜 179，2005 年 3 月 29 日

　小林謙一・坂本　稔・尾嵜大真・新免歳靖・松崎浩之「岡谷市目切遺跡出土土器付着物の 14C 年代測定」『目

切・清水田遺跡　岡谷市　長地山の手土地区画整備事業に伴う遺跡発掘調査報告書－縄文時代「壷を

持つ妊婦土偶」を出土した集落址－』郷土の文化財 26，長野県岡谷市教育委員会，pp.545 〜 550，

2005 年 3 月 31 日

　小林謙一・坂本　稔・尾嵜大真・新免歳靖・村本周三「神奈川県万福寺 No.1 遺跡出土縄紋草創期土器

付着物の 14C 年代測定」『万福寺遺跡群』有明文化財研究所，万福寺遺跡群発掘調査団，pp.517 〜

520，2005 年 2 月 13 日

　小林謙一・坂本　稔・尾嵜大真・新免歳靖・村本周三・松崎浩之「山梨県山梨市高畑遺跡出土炭化材の
14C 年代測定」『高畑遺跡－ JA フルーツ山梨加納岩統一共選所建設に伴う発掘調査報告書－』山梨市

文化財調査報告書第 8 集，JA フルーツ山梨・山梨市教育委員会・（財）山梨文化財研究所，pp.29 〜

30，2005 年 3 月 31 日

　小林謙一・今村峯雄・坂本　稔・永嶋正春「長野県茅野市長峯・聖石遺跡のＡＭＳ 14C 年代測定」『担

い手育成基盤整備事業芹ヶ沢地区　国道 229 号線バイパス建設事業　埋蔵文化財発掘調査報告書聖

石遺跡　長峯遺跡　別田沢遺跡』長野県埋蔵文化財センター発掘調査報告書 69　第１分冊，長野県

諏訪地方事務所・長野県諏訪建設事務所・長野県茅野市・（財）長野県文化振興事業団，長野県埋蔵文

化財センター，pp.181 〜 190，2005 年 1 月 31 日

　小林謙一・新免歳靖・坂本稔・松崎浩之・村本周三・早坂廣人「埼玉県富士見市水子貝塚出土堅果類の
14C 年代測定」『富士見市立資料館要覧』2005 年度，2005 年 12 月

　小林謙一・遠部慎・宮田佳樹・松崎浩之「高知県香北町仁井田遺跡・美良布遺跡出土資料の 14C 年代測

こばやし
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定」『仁井田遺跡－個人ほ場整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－』香北町埋蔵文化財発掘調

査報告書第 4 集，香北町教育委員会，pp.42 〜 44，2006 年 2 月 20 日

　小林謙一・尾嵜大真・新免歳靖・遠部真・松崎浩之	「平成17年度　鹿児島県三角山Ⅰ遺跡出土土器付

着物の 14C 年代測定」,『三角山遺跡群（３）（三角山Ⅰ遺跡）第２分冊　縄文時代早期以降編』鹿児島

県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書（96）　新種子島空港建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書

第２集，鹿児島県立埋蔵文化財センター，pp.300 〜 304，2006 年 1 月 10 日

　小林謙一「西東京市下野谷遺跡における 14C 年代測定」『下野谷遺跡－第 12 次調査報告書－』，pp.98

〜 100，西東京市教育委員会

　小林謙一・今村峯雄「仲内遺跡出土土器付着物の 14C 年代測定」『仲内遺跡』栃木県埋蔵文化財調査報

告書第 296 集，栃木県教育委員会，pp.220 〜 226，2006 年３月

　小林謙一・坂本稔・尾嵜大真・新免歳靖・村本周三・金子昭彦「岩手県北上市金附遺跡出土試料の 14C

年代測定」『金附遺跡』埋蔵文化財調査報告書第 482 集，岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター，

pp.373 〜 385，2006 年 3 月

　遠部慎・小林謙一・坂本稔・尾嵜大真・宮田佳樹・新免歳靖・松崎浩之「岩手県北上市大橋遺跡出土試

料の 14C 年代測定」『大橋遺跡』埋蔵文化財調査報告書第 481 集，岩手県文化振興事業団埋蔵文化財

センター，pp.86 〜 100，2006 年 3 月

　小林謙一・春成秀爾・坂本稔・尾嵜大真・新免歳靖・松崎浩之・上田健太郎「兵庫県伊丹市岩屋遺跡 F

地区出土試料の 14C 年代測定」『岩屋遺跡・森本遺跡』兵庫県文化財調査報告第 300 冊，兵庫県教育

委員会，pp.69 〜 77，2006 年２月

　小林謙一「静岡県大鹿窪遺跡出土炭化材の 14C 年代測定」『大鹿窪遺跡窪 B 遺跡』芝川町教育委員会，

pp.295 〜 296，	2006 年 3 月 17 日

４　展示図録

　「弓」「編み物」「木工技術」「年代を測る」，本館企画展示『水辺と森と縄文人－低湿地遺跡の考古学－』

　図録，pp.15 〜 18，pp.22 〜 23，pp.29 〜 31，pp.71 〜 74 ほか ,	国立歴史民俗博物館，６月

「縄文時代ってどんな時代？」「遺跡を調べる年代を調べる」「自然のなかの縄文ムラ」，本館共同展示

（科博・読売新聞）『縄文 vs 弥生』図録，	pp.14 〜 16，pp.36 〜 37，pp.44 〜 49 ほか，読売新聞社，

７月

５　学会・外部研究会発表要旨

　1.「付着炭化物の AMS 炭素 14 年代測定による円筒土器の年代研究」『特別史跡三内丸山遺跡年報 -8-

平成 16 年度』，青森県教育委員会，pp.81 〜 91，2005 年 3 月

　2.「AMS14C 年代と測定試料の遺構出土状況の検討」（坂本　稔・尾嵜大真・新免歳靖・松崎浩之と連名）

『日本考古学協会第 71 回総会研究発表要旨』，日本考古学協会，pp.63 〜 66，2005 年 5 月

　3.「弥生時代中期の実年代－ 14C 年代の測定結果について－」（春成秀爾・藤尾慎一郎・今村峯雄・坂本稔・

西本豊弘と連名）『日本考古学協会第 71 回総会研究発表要旨』，日本考古学協会，pp.130 〜 133，

2005 年 5 月

　4.「東日本縄文晩期の 14C 年代測定」（今村峯雄・坂本　稔・西本豊弘・設楽博己・小林青樹・松崎浩之

と連名）『日本文化財科学会第 22 回大会研究発表要旨集』，日本文化財科学会，pp.4 〜 5，2005 年
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7 月 9 日

　5.「同位体分析による土器付着物の内容検討へ向けて」（坂本稔と連名）『シンポジウム土器研究の新視

点』，大手前大学 , 大手前大学史学研究所，pp.61 〜 77，2005 年 11 月 26 日

６　歴史系総合誌『歴博』，友の会ニュース

　「れきはく井戸端会議」，歴史系総合誌『歴博』133 号，p.31，2005 年 11 月

７　その他

　千葉日報　水辺と森と縄文人への招待　2005 年 7 月 12 日「4. 縄文編み物」・7 月 18 日「9. 白木弓と

漆塗りの飾り弓」・「11. 高度な加工の構築材」7 月 20 日・「13. 炭素 14 の性質を利用」7 月 22　日

解説記事執筆

Ⅲ　研究状況・研究広報

国立歴史民俗博物館基盤研究および学術創成研究の分担研究に加え，科学研究費基盤Ｃ「	ＡＭＳ炭素 14

年代測定を利用した東日本縄紋時代前半期の実年代の研究」における研究として，AMS 炭素 14 年代測定

研究を，日本列島の縄紋時代を主対象に，資料収集から測定結果の解析について，行った。17 年度までの

活動により，東日本の縄紋時代をおおよそカヴァーできる，かなりの数の年代測定を行うことができたので，

平成 18 年度には，東日本の縄紋時代の較正年代による実年代推定を整理したい。特に，水耕稲作に代表さ

れる弥生文化への移行過程を，年代的に整理していくための基礎データを収集しつつある。なお，これらの

測定結果については，学術創成研究中間報告書にデータを提示するとともに，資料提供者・機関の発掘調査

報告書・紀要・年報にレポートを提供して，資料提供者と情報の共有を果たし，周知することを目標とした。

年代測定研究以外でも，共同研究「愛媛県上黒岩遺跡の研究」などによる，縄紋時代草創期の隆線文土器

研究など，縄紋時代研究を行った。隆線文土器の研究は，年代研究の上でも東アジアの中での土器文化の成

立に直接関与するテーマであり，かつ製作技術の定型化や装飾要素の発生，地域的タイプの発生など，この

後に続く縄紋文化の基礎となる土器文化であると考える。日本列島における縄紋文化の始まりと終わりの研

究が，大きな研究テーマになると考えている。

縄紋時代の研究としては，縄紋時代中期の土器および集落研究を，長年の研究テーマとしている。今年度

は，勝坂式の研究を中心として行い，特に 2004 年に行った「シンポジウム縄文集落研究の新地平」３の研

究成果を，シンポジウムの討論記録としてまとめ，六一書房より考古学リーダの１冊として刊行した。

研究活動の広報に関わることとして，国立歴史民俗博物館企画展示「水辺と森と縄文人」，科博共催展示

「縄文 vs 弥生」展の展示プロジェクトに参画し，年代測定研究および縄紋文化研究について，わかりやすい

展示活動を志した。なお，「水辺と森と縄文人」に関連する展示解説ビデオ４本の作成に携わった。同様に，

学術創成研究の紹介ビデオ１本の作成にも携わった。

国立歴史民俗博物館の常設展示では，第１室縄紋時代の資料担当として，開館以来変わっていなかった列

島各地の縄文土器のコーナーについて，土器資料の入れ替えを行った。それに伴い，新潟県，北海道，福島

県，栃木県に土器返却および借用を行った。この小さな展示リニューアルについては，平成 18 年度も継続

して行い，前半期には模様替えを行いたいと計画している。

こばやし
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齋藤　努　SAITO Tsutomu　助教授

1961 年生【学歴】東京大学理学部化学科 1983 年卒業，東京大学大学院理学系研究科博士課程化学攻

1988 年修了【職歴】東京大学教養学部非常勤講師（1988），国立歴史民俗博物館情報資料研究部助手

（1988.7），同助教授（1999），総合研究大学院大学文化科学研究科助教授併任（2002），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研究部情報資料研究系助教授（2004）【学位】博士（理学），東京大

学，1988 年 3 月【所属学会】日本文化財科学会，文化財保存修復学会，日本分析化学会【専門】分析化学，

文化財科学【主な研究テーマ】自然科学的な手法を用いた歴史資料の材質，物性，技法，産地などに関する

研究／ Chemical	Studies	of	materials，	manufacturing-technique	and	provenance	on	cultural	properties　

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

　1.　基盤研究「歴史資料の材質・製作技法と生産地に関する調査研究」（代表：宇田川武久）により，館蔵

　　銃砲類の金具の分析を行った。また鉄板，桧板，竹束，よろいを通して弾道ゼラチンに弾丸を撃ち込む，

　　火縄銃の実射実験を行った［2006.3］。

　2.	　科研費・基盤研究（B）（2）「東アジア地域における青銅器文化の移入と変容および流通に関する多

　　角的比較研究」（代表：齋藤努）により，韓国で海外調査および試料採取［2005.6］，共同研究者・来日

　　した韓国研究者とともに行った研究会で報告［2005.8］した。最終報告書をまとめ，国内研究機関・

　　研究者に 700 部，韓国研究機関・研究者に 300 部を配付した。

　3.　科研費・特定領域研究（2）「分析化学的手法による銃砲技術史の相関研究」（代表：宇田川武久）により，

　　宮城県で大鍛冶工程の再現に向けた予備実験を行い，その成果を日本文化財科学会誌「考古学と自然科

　　学」に投稿した［2006.5 刊行］。また日本文化財科学会第 23 回大会［2006.6］で発表予定である。

　4.　科研費・基盤研究（B）（1）「須恵器生産における古代から中世への変質過程の研究－近畿地方を主な検

討材料として－」（代表：高橋照彦）研究分担者として須恵器化学分析条件の検討を行った。

二　教育活動

１　教育

　専修大学非常勤講師（自然科学論・科学史）

Ⅱ　業績目録 

3a　調査・発掘調査報告書

　2005.12「岡山県津山市斎藤巌氏蔵倭製四獣鏡」（『くらしき作陽大学・作陽短期大学研究紀要』第 38

巻第 2 号，pp.1 〜 13［澤田秀実，下垣仁志と連名］）

　2006.3「杉田Ａ遺跡出土銅鏃の鉛同位体比測定結果」（『富山市考古資料館紀要』第 25 号，pp.20 〜

22）

５　学会・外部研究会発表要旨
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　2005.7「江戸時代の鉄炮の弾速測定」（『日本文化財科学会第 22 回大会研究発表要旨集』	pp.356 〜

357，北海道大学〔高塚秀治，宇田川武久と連名〕）

　2005.12「江戸時代の火縄銃の材質と製作技法　Materiali	e	tecniche	di	costruzione	di	archibugi	giapponesi	

durante	Periodo	di	Edo」（『日本－イタリア国際シンポジウム「創造と再生」Nuove	Tecnologie	sulle	Vie	

della	Cultura』，イタリア文化会館）

６　歴史系総合誌『歴博』，友の会ニュース

歴史系総合誌『歴博』130 号「研究者紹介　昔の技術を自然科学の言葉で語ってみたい」pp.26 〜 27

（2005.5）

『LISN』126 号「国立歴史民俗博物館をご紹介します」pp.5 〜 9（2005.12）

Ⅲ　研究状況・研究広報

科研費・基盤研究（B）（2）の最終年度にあたり報告書をまとめた。韓国と日本の資料を系統的に 240 点選

んで鉛同位体比分析を行い，韓国嶺南地域の青銅器原料についてあらたな知見を得た。

技術の伝承が途絶え記録もわずか 2 編しか残されていない，前近代の精錬技術である「大鍛冶」につい

て，その再現に向けた予備実験を行った。温度の調整や歩留まりなどの点に課題は残ったものの，炭素濃度

3〜 3.5％の銑鉄を原料とし，約1時間の操業とそれに続く30分ほどの折り返し鍛錬によって，炭素濃度0.1

〜 0.2％の軟鉄に近い低炭素鋼を得ることができた。来年度はビデオサーモグラフィーの装置を購入し，炉

内の温度分布をモニターしながら操業を行い，記録にある大鍛冶の実態にできるだけ近い状況を再現するこ

とが目標である。

前年度に引き続き，江戸時代の火縄銃の実射を行った。弾速の測定とともに，今回は威力を調べるための

方法として米国ＦＢＩで採用されている弾道ゼラチンを使用した。記録にある遮蔽物として鉄板，桧板，竹

束，よろいを使用したが，すべてゼラチンを突き抜けてしまい，計測ができなかった。遮蔽物の厚さ，ゼラ

チン量，鉄炮から標的までの距離などを検討し直して再度実験を行う予定である。

坂本　稔　SAKAMOTO Minoru　助教授

【学歴】東京大学理学部化学科 1989 年卒業，東京大学大学院理学系研究科博士課程化学専攻 1994 年修了

【職歴】国立歴史民俗博物館情報資料研究部助手（1994），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴

史民俗博物館研究部助教授（2004）【学位】博士（理学），東京大学，1994 年【所属学会】文化財保存修復学

会，日本文化財科学会【専門】文化財科学，地球化学【主な研究テーマ】同位体分析に基づく歴史・考古資

料の年代測定・産地推定／ Dating	and	provenance	research	on	historical	and	archaeological	materials	by	

isotope	study　　

さかもと



286

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

　（1）　科学研究費補助金（学術創成研究）「弥生農耕の起源と東アジア－炭素年代測定による高精度編年体

系の構築－」により，炭素 14 年代測定の実施と年代学的な考察を行った。成果を日本考古学協会第

72 回総会（春成ほか 2005.5	），日本文化財科学会（坂本ほか 2005.7），10th	International Conference	

on	Accerelator	Mass	Spectrometry（SAKAMOTO	et	al.,	2005.9）にて発表した。歴博研究集会「弥生農耕

の起源と東アジア」（西本 2006.2）にて報告を行った。

三　博物館活動

　２　歴史系総合誌『歴博』関係

　歴史系総合誌『歴博』編集委員，第 130 号担当

四　社会連携

２　館外講演・カルチャーセンター・出前授業

「放射性炭素年代測定の分析棟の見学と講義」，『サイエンスプログラム東京体験学習』，島根県立益田高

校 SSH（スーパー・サイエンス・ハイスクール），12 月 15 日

Ⅱ　業績目録 

3a　調査・発掘調査報告書

　小林・坂本・松崎 2005.5：「稲荷山貝塚出土試料の 14C 年代測定－層位的出土状況の分析と海洋リザー

バー効果の検討のために－」（『縄文時代』第 16 号，pp.209〜 226，縄文時代文化研究会）

　坂本・小林 2005.11：「同位体分析による土器付着物の内容検討に向けて」（『土器研究の新視点』，

pp.59 〜 76，大手前大学史学研究所）

　小林・春成・坂本・尾嵜・新免・松崎・上田 2006.2：「第 2 節　兵庫県伊丹市岩屋遺跡 F 地区出土試

料の 14C 年代測定」（『岩屋遺跡・森本遺跡　大阪国際空港周辺緑地整備事業に伴う発掘調査報告書』

兵庫県文化財調査報告第 300 冊，pp.69 〜 77，2006 年 2 月 15 日，兵庫県教育委員会埋蔵文化財

調査事務所）

　坂本・小林・春成・新免 2006.2：「第３節　ウィグルマッチ法による岩屋遺跡 F 地区出土杭の炭素 14

年代測定」（『岩屋遺跡・森本遺跡　大阪国際空港周辺緑地整備事業にう伴う発掘調査報告書』兵庫県

文化財調査報告第 300 冊，pp.78 〜 80，兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所）

　学術創成研究グループ 2006.3：「附編　西東京市下野谷遺跡における 14C 年代測定」（『下野谷遺跡－西

東京市東伏見六丁目地内における配水管新設工事に伴う第 12 次調査報告書－』，pp.98 〜 100，西

東京市水道局・西東京市教育委員会）

　遠部・小林・坂本・尾嵜・宮田・新免・松崎 2006.3：「岩手県北上市大橋遺跡出土試料の 14C 年代測定」

（『岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書第 481 集』，pp.86 〜 100，岩手県北上地方振興局農

林部農村整備室・（財）岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター）

　国立歴史民俗博物館・年代測定研究グループ 2006.3：「彦崎貝塚出土資料の炭素 14 年代測定結果」（『彦
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崎貝塚範囲確認調査報告書』，pp.326 〜 330，岡山市教育委員会）

５　学会・外部研究会発表要旨

　2005.5：「弥生時代中期の実年代－ 14C 年代の測定結果について－」，『日本考古学協会第 71 回総会』，

日本考古学協会，国士舘大学（春成秀爾：今村・小林・西本・藤尾と連名）

　2005.5：「AMS14C 年代と測定試料の遺構出土状況の検討」，『日本考古学協会第 71 回総会』，日本考古

学協会，国士舘大学（小林謙一：尾嵜・新免・松崎と連名）

　2005.7：「土器付着物に見られる海洋リザーバー効果」，『日本文化財科学会第 22 回大会』日本文化財

科学会，北海道大学（小林・今村・松崎・西田と連名）

　2005.7：「弥生開始期の年代について」，『日本文化財科学会第 22 回大会』，日本文化財科学会，北海道

大学（今村峯雄：藤尾・春成・小林・西本と連名）

　2005.7：「東日本縄文晩期の 14C 年代測定」，『日本文化財科学会第 22 回大会』，日本文化財科学会，北

海道大学（小林謙一：今村・西本・設楽・小林青樹・松崎と連名）

　2005.7：「日本産樹木による縄文・弥生境界期の炭素 14 年代較正曲線の作成」，『日本文化財科学会第

22 回大会』，日本文化財科学会，北海道大学（尾嵜大真：今村・中村・光谷と連名）

　2005.9:「Characterization	of	charred	materials	on	potsherds	by	means	of	carbon	and	nitrogen	

isotope	analysis	 including	14C	-	application	to	the	dietary	study	in	old	times」，『10th	International	

Conference	on	Accelerator	Mass	Spectrometry』，U.	C.	Berkeley,	USA（KOBAYASHI,	MATSUZAKI, と

連名）

　2005.9：「Precise	AMS	14-C	measurement	for	Japanese	tree-ring	samples	-Deviations	from	IntCal04	

at	around	370	BC-」，『10th	International	Conference	on	Accelerator	Mass	Spectrometry』，U.	C.	

Berkeley，USA（OZAKI	Hiromasa:	IMAMURA,	NAKAMURA,	MITSUTANI と連名）

　2005.9:「The	method	 to	prepare	 for	 the	archaeological	 samples	 for	 14C	age	determination	by	

accelerator	mass	spectrometry	at	National	Museum	of	Japanese	History」，『10th	 International	

Conference	on	Accelerator	Mass	Spectrometry』，U.	C.	Berkeley,	USA（MIYATA	Yoshiki:	OZAKI,	

SHINMEN,	ONBE,	NISHIMOTO,	IMAMURA と連名）

　2006.1：「The	project	of	 the	 “Yayoi	Chronology” 	and	user-facility	 relationships	CSR-program	

collaboration	 “The	Origin	of	 the	Farming	 in	 the	Yayoi	Period	and	East	Asia」，『1st	East	Asian	

Symposium	on	Accelerator	Mass	Spectrometry』，University	of	Tsukuba（IMAMURA	Mineo:	Ozaki,	

Miyata,	Nakamura,	Matsuzaki,	Mitsutani,	Fujio,	Kobayashi,	Sinmen,	Onbe,	Harunari,	Nishimoto と連

名）

　2006.1：「AMS14C 年代測定を利用した遺跡形成過程復元の研究」，『第 8 回 AMS シンポジウム』,	筑波

大学（村本周三：小林・松崎と連名）

　2006.3：「岩手県北上市大橋遺跡の 14C 年代測定」第 1 回東京大学原子力シンポジウム，	2006 年 3 月

15・16 日，東京大学（遠部慎：小林・宮田・尾嵜・新免・八木・松崎と連名）

６　歴史系総合誌『歴博』，友の会ニュース

「遺すためにできること」『歴博』130 号，pp.14 〜 17，５月

さかもと
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Ⅲ　研究状況・研究広報

国立歴史民俗博物館（歴博）は，炭素 14 年代法を用いた歴史資料，考古資料の年代研究への取り組みを

80 年代から継続してきた。幸い良好な試料に恵まれたこともあり，館内外の研究者，ならびに国内外の機

関との共同研究などを通して研究を進めることができた。

今年度は科学研究費補助金・学術創成研究による研究を含め，669 個体，1015 測定分の炭素 14 年代測

定を行った（2005 年 1 月〜 12 月）。測定試料の調製は，歴博の年代測定資料実験室にて行われている。全

ての試料からグラファイトを調製し，標準試料とともに AMS 測定を依頼できることが理想ではあるが，能

力上の理由による測定依頼も行われている。ただしその場合も洗浄処理（AAA 処理）までは実験室にて施し，

もって測定試料に対する責任を果たすこととしている。

歴博にて年代測定の対象とした試料の出土地と時代（2005 年）

佐藤　優香　Sato Yuuka　助手

1968 年生【学歴】甲南女子大学文学部人間関係学科 1992 年卒業，甲南女子大学大学院文学研究科教育

学専攻博士前期課程 1997 年修了，甲南女子大学大学院文学研究科教育学専攻博士後期課程 2000 年単位

取得退学【職歴】国立民族学博物館講師（研究機関研究員）（2001），神戸大学非常勤講師（2004），大阪大

学文学部特認研究員（2005），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研究部助手（2005）

【学位】博士（教育学），甲南女子大学，2004 年 3 月【所属学会】日本教育メディア学会，全日本博物館学

会，美術科教育学会，International	Society	for	Education	through	Art，UNESCO【専門】博物館教育，学習

環境デザイン【主な研究テーマ】学習環境のデザインとその記録と評価にかんする研究／ Research	on	

designing,	documenting,	and	evaluating	learning	environments

中国・四国・近畿
180固体

北陸・中部・関東
190個体

東北（新潟以北）
160個体

九州
45個体

海外
23固体

北海道
71固体

計
669個体

弥生
94個体

縄文晩期～弥生前期
173個体

縄文
279個体

古墳
38個体

その他・海外
25個体

旧石器
４個体

古代以降
56個体

計
669個体
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Ⅰ 研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

1）　学術振興会　人文・社会学振興プロジェクト研究事業 V-3「文学・芸術の社会的媒介機能」「芸術と

　　コミュニケーションに関する実践的研究」（研究代表・藤田治彦）研究分担者として以下の活動を行った。

　　・研究実践としてのワークショップ「お茶箱プロジェクト」のためのプレワークショップ（7 月 15 日）

　　　を多摩美術大学にて実施。ワークショップの企画デザイン，進行の聞き取り調査を行った。

　　・プレワークショップでの試行によってプログラムの修正を行い，ワークショップ「お茶箱プロジェ

　　　クト」（8 月 18-19 日／インドネシア）を実施。ワークショップの企画デザインと進行を担当。

　　・上記ワークショップの実施内容と研究経過について，本プロジェクトの第１回活動報告・研究交流

　　　会（11 月 27 日／東京大学）にて報告した。

　　・上記ワークショップを事例として，美術科教育学会第 3 回西地区研究会（2 月 26 日／兵庫県立美

　　術館）にて「コミュニケーションプロセスとしての造形表現－文化を語る子どもたち－」と題して報

　　告した。

　　・上記ワークショップを事例として，第 28 回美術科教育学会京都大会（3 月 26 日／京都教育大学）

　　　にて「情報メディア時代の異文化理解教育ワークショップ－お茶箱プロジェクトの実践－」と題して

　　　報告した。（茂木一司らと連名）

2） 平成 18 〜 19 年度　文部科学省科学研究費補助金・基盤研究（B）（1）「芸術・文化の発信・交流を促

　　す学習環境のデザインとワークショップ教材の実践・評価－異文化理解のためのメディア活用型総合学

　　習パッケージの開発と調査・研究－」（研究代表・茂木一司）研究分担者として以下の活動を行った。

　　・研究実践としてのワークショップ「これもつかえる・あれもつかえる－身体をつつむかたち－」を

　　　鹿児島大学総合研究博物館の「自然体験ツアー」（7月30日／霧島アートの森）という位置づけで実施。

　　　企画デザインと進行を担当した。

　　・ワークショップのデザインについて，本プロジェクトの成果発表会（3 月 25 日／同志社女子大学）

　　　にて報告した。

　　・ワークショップの企画プロセスにおける協業について，「自然体験ツアー『これもつかえる・あれ

　　　もつかえる』のつくりかた」と題して，『鹿児島大学総合研究博物館 news	letter』No.12 において報

　　　告した。

3） 平成14〜 16 年度　文部科学省科学研究費補助金・基盤研究（B）（1）「イメージ・感性開発のためのメ

ディア活用型総合学習パッケージの開発－美術館等におけるワークショップ及び学習デザインの教材

開発に関する調査・研究－」（研究代表・茂木一司）の成果を論文（2a-4）と国際学会（InSEA）にて報告。

Implications	of	Media-Technology-Based	Workshops	for	Art	Education	for	All と題して，International	

Society	for	Education	through	Art，UNESCO の World	Congress（3 月 2 日／ポルトガル）にて報告した。

4） 国立歴史民俗博物館基盤研究「歴史展示における『異文化』表象の基礎的研究」（研究代表・久留島浩）

　　共同研究員として，共同研究会（2 月 23 日／国立歴史民俗博物館）にて「ものを媒介にしたコミュニケー

　　ション」と題して報告した。

5） 国立民族学博物館共同研究「国立民族学博物館を活用した異文化理解教育のプログラム開発」（研究代

さとう
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表・森茂岳雄）共同研究員として以下の活動を行った。

・研究の成果が展示「学校がみんぱくと出会ったら－博学連携の学びと子どもたちの作品展」（7 月　28

日〜 9 月 5 日／国立民族学博物館）として公開された。

・日本国際理解教育学会・国立民族学博物館共催　教員研究ワークショップ「博物館を活用した国際理

解教育」（8 月 4 日／国立民族学博物館）において小学校ワーキンググループの講師をつとめた。

・共同研究の成果として『国立民族学博物館調査報告 56「国立民族学博物館を活用した異文化理解教

育のプログラム開発」』（森茂岳雄編）が刊行され，成果を２本の論文（2a-1,2a-2）としてまとめた。

・共同研究の成果が『月刊みんぱく』2005 年 7 月号の博学連携特集で紹介され，エッセイで実践を報

告した。

6） 国立民族学博物館共同研究「『思い出』はどこにいくのか？：ユビキタス社会の物と家庭にかんする

　　研究	」（研究代表・佐藤浩司）共同研究員として，共同研究会（1 月 14 日／国立民族学博物館）にて「経

　　験の展覧会－子どもワークショップにおけるものと思い出にかんする試み」と題して報告した。

7）国立歴史民俗博物館　歴博国際セミナー「歴史展示との対話－記憶をつなげば，市民が生まれる？（10

　　月 6 日／国立歴史民俗博物館）」にて「博物館における思い出：市民の経験と記憶」と題して発表した。

　　（井上と連名）

　８）国立民族学博物館　公開シンポジウム「共生の現場から	2005	〜フィールドワークで探るユニヴァー

サル社会の未来	〜」（11 月 13 日／国立民族学博物館）にて「ワークショップ	『ダンスで出会う・ダンス

でつながる』」と題して，シンポジウムの一環として開催されたダンスワークショップについて報告・

コメント。

二　教育活動

１　教育

　神戸大学発達科学部　非常勤講師（博物館学 I）

　同志社女子大学現代社会学部　非常勤講師（遊びと創造性）

　岐阜県森林文化アカデミー　非常勤講師（和の研究 V－伝える）

三　博物館活動　

２　博物館教育

　博物館研究プロジェクト

　　先生のための歴博講座　

　　中学生職場体験プログラム　

　　写生会「れきはくをかこうよ」　

　　関東地区視覚障害教育研究会社会科部会　

　以下の企画展にてワークシート，コミュニケーションシートを作成

　　・	「夏の風景－浴衣・浮世絵・怪談－」

　　・	「紀州徳川家伝来の楽器」

　　・	「うたのちから－和歌の時代史－」

　　・	「日本の神々と祭り－神社とは何か？－」

四　社会連携
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１　館外における各種委員

　国立民族学博物館共同研究員

　国立民族学博物館特別展「きのうよりワクワクしてきた　ブリコラージュ・アート・ナウ　日常の冒険

　　者たち」企画委員

　ラーニング・アート・プロジェクト実行委員

２　館外講演・カルチャーセンター・出前授業

　1）　鹿児島大学総合研究博物館「第 5 回自然体験ツアー」子どもワークショップ「これもつかえる・

　　あれもつかえる－身体をつつむかたち」（7 月 30 日／霧島アートの森）企画デザインおよび講師。　

　　　鹿児島大学総合研究博物館特別展「植物のビーズおしゃれジュズダマ」および，霧島アートの森企

　　画展「これが服なの？ファッションの領域『衣服の領域』展」の関連イベントとして実施。

　2）　福島市子どもの夢を育む施設こむこむ「こむこむ秋の子どもまつりワークショップ「3 時のお茶に

　　きてください＠こむこむ茶会－スイート・メモリー・ポテト－」（11 月 3 日）企画デザインおよび講師。

　3）　ラーニング・アート・プロジェクト実行委員として「Ｌearning	Art	2005」（12 月３〜４日）の企画

にたずさわった。

　4）　福島市子どもの夢を育む施設こむこむ　ボランティア研修　第 3 回ドリーム・サポーター　ステッ

　　プアップ　ワークショップ「企画のポイントをキャッチしよう」（1 月 28 日）講師。

　5）　新世界ブレーカープロジェクト，大阪市，（財）大阪都市協会主催「art	school 発表会＆ワークショッ

　　　プ」におけるシンポジウム「子どもの創造力を育むワークショッププログラム」パネラー，3 月 24 日，

　　remo（NPO 記録と表現とメディアのための組織）

３　マスコミ

　NHK デジタルラジオ「大阪発　デジタルバザール」に「世界の子どもの遊び」についてのコメントで出演。

Ⅱ　 業績目録 

2a　論文	

　「博物館を利用した『鑑賞』と『表現』による異文化理解教育－ 4 年生図工科『願いを込めた仮面をつくろ

　　う』のとりくみから－」（森守茂雄編『国立民族学博物館を活用した異文化理解教育プログラムの開発』

　　国立民族学博物館調査報告，56 号，8 月，pp.17 〜 31（八代健志と連名）

　「コミュニケーションツールとしての『みんぱっく』－ミュージアム・アウトリーチキットの可能性－」

　　（森守茂雄編『国立民族学博物館を活用した異文化理解教育プログラムの開発』国立民族学博物館調

　　査報告 56 号，8 月，pp.237 〜 245）

　「コミュニケーション・メディアとしての造形表現 － 国際理解教育のためのてがかり」（『美育文化』1 月，

　　pp.26 〜 31）

　「情報メディア時代の新しい表現の学び－造形・メディア・ワークショップにおけるファシリテーター

　　　の役割と共同的学びの事例－」（『大学美術教育学会誌』37 巻，3 月，pp.359〜 366（茂木一司，福

　　本謹一，阿部寿文，直江俊雄，永守基樹，宮野周と連名））

５　学会・外部研究会発表要旨

さとう
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　「博物館における思い出：市民の経験と記憶」『歴博国際セミナー「歴史展示との対話－記憶をつなげ

　　ば，市民が生まれる？」国立歴史民俗博物館　予稿集』（井上由佳と連名），pp.54〜 57，国立歴史

　　民俗博物館，10 月 6 日

　「コミュニケーションプロセスとしての造形表現－文化を語る子どもたち－」『美術科教育学会平成 17

　　年度第 3 回西地区研究会発表概要集　国際交流を通して美術教育の今を社会に，世界に発信しよう』

　　　pp.21 〜 28，兵庫県立美術館，2 月 26 日

　Implications	of	Media-Technology-Based	Workshops	for	Art	Education	for	All,	 “Interdiciplinary

　　Dialogues	in	Arts	Education” 	International	Society	for	Education	through	Art UNESCO,	International	

　　InSEA	Congress	2006，Viseu，Portugal，Polytechnic	Institute	of	Viseu，2，March（MOGI	Kazugi，

　　FUKUMOTO	Kinichi，NAGAMORI	Motoki，ABE	Toshifumi，NAOE	Toshio と連名）

　「情報メディア時代の異文化理解教育ワークショップ－お茶箱プロジェクトの実践－」『第 28 回美術科

　　教育学会京都大会　発表概要集　改革の時代と美術教育』（茂木一司，原田泰，下原美保，上田信行

　　と連名）p.70，京都教育大学，3 月 26 日

７　その他

　「学びを拓く協働作業」『月刊みんぱく』2005 年 7 月号，国立民族学博物館，p.6，2005 年 7 月

　「自然体験ツアー『これもつかえる・あれもつかえる』のつくりかた」『鹿児島大学総合研究博物館

　　news	letter』No.12，pp.6 〜 7，1 月

　「学校教育における博物館利用の手がかり」『新編新しい社会　歴史　教師用指導書　指導展開編』東京

　　書籍，pp.284 〜 285

Ⅲ　研究状況・研究広報

学びのための環境をいかにデザインし，それをどのような方法で記録し評価するかということをテーマ

に，博物館等の施設においてワークショップを企画デザインし実施することを通して研究を進めている。

2005 年度は，これまでに行って来た二つの共同研究の成果をまとめることができた。まず，国立民族学

博物館の共同研究「国立民族学博物館を活用した異文化理解教育のプログラム開発」の成果として研究報告

が刊行され，小学校と博物館による連携授業の実践事例と博物館アウトリーチキットの調査開発の２例につ

いて論文で報告した。ここでの成果は論文だけでなく，子ども達の作品と授業紹介を展覧会として公開し，

それにあわせて異文化理解教育の教員研修会を開催するなど，成果を広く社会に還元することができた。前

年度に終了した科研の「イメージ・感性開発のためのメディア活用型総合学習パッケージの開発－美術館等

におけるワークショップ及び学習デザインの教材開発に関する調査・研究－」の成果は，報告書から一歩進

んだ分析を行い，共同研究者らと 2 本のペーパーにまとめ，ひとつは国内の学会誌に，もうひとつは国際

学会にて報告した。

2005 年度からは，学術振興会の人社プロジェクトとして「芸術とコミュニケーションに関する実践的研

究」と，科研費による「芸術・文化の発信・交流を促す学習環境のデザインとワークショップ教材の実践・

評価－異文化理解のためのメディア活用型総合学習パッケージの開発の調査・研究－」の二つの共同研究を

開始し，それぞれにおいて，学習環境デザインの研究実践としてのワークショップを実施した。これらにつ
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いては，その分析と再試行を 2006 年度に継続して行っていく予定である。

博物館教育の実践としては，教員研修会や中学生職場体験等の講師を務めたほか，2005 年度に国立歴史

民俗博物館にて開催された 4 つの企画展について，展示を楽しむためのツールとしてのワークシートやコ

ミュニケーションシートの制作に携わった。来館者のコミュニケ—ションの問題については，2006 年度よ

り開始する共同研究「博物館におけるコミュニケーションデザインに関する研究」（代表・佐藤優香）とも

関連させながら，引き続き実践的な研究を行う予定である。実践を記録し評価するための新しい手法の開発

と，それらをいかにしてまとめていくかが大きな課題である。

　

　　　　　　　ワークショップでの記念撮影　　　　　　　　　　　　　　　　　中学生の職場体験
　　　　参加した子どもたち，共同研究者らと　　　　　　　　　企画展をもとにして中学生らとワークシートを作成

澤田和人　SAWADA Kazuto　助手
1973 年生【学歴】大阪大学文学部美学科	1996 年卒業，大阪大学大学院文学研究科芸術史学専攻博士前

期課程	1998 年修了	【職歴】財団法人大和文華館学芸部（1998），国立歴史民俗博物館情報資料研究部助手

（2002），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研究部助手（2004）【学位】文学修士

（大阪大学），	1998 年取得【所属学会】美術史学会【専門】染織史，服飾史，絵画史（絵巻）【主な研究テーマ】

衣材・染織技術・服飾観の相関性に関する研究／ Relationship	between	material，	technique	and	idea	of	

clothes，室町時代を中心とする法衣の研究／ Vestment	of	Buddhist	priest	mainly	in	Muromachi	period

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

（1）研究

　　文部科学省科学研究費補助金・若手研究（B）「室町・桃山期小袖型服飾各類に見る衣材・染織技術・

　服飾観の相関性に関する研究」（代表）

　　文部科学省科学研究費補助金・基盤研究（B）「近世初期工芸にみる国際性－大航海時代の寄港地間

　における美術交流に関する研究」（分担者）

さわだ
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　　羽衣国際大学日本文化研究所研究プロジェクト「王朝文学と絵画に関する研究－伊勢物語絵の研究」

　（分担者）

　　展示プロジェクト「夏の風景」（分担者）

　　展示プロジェクト「うたのちから」（分担者）

　　展示プロジェクト「新収資料の公開」（分担者）

　　展示プロジェクト「歴史の中の鉄炮伝来」（分担者）

（2）国際交流

　　「日本の民俗学・韓国の民俗学Ⅱ」（分担者）

（3）展示活動

　　特別企画「夏の風景」（分担者）演示

　　人間文化研究機構連携展示「うたのちから」（分担者）演示

　　特別企画「新収資料の公開」（分担者）演示

三　博物館活動

２　歴史系総合誌『歴博』関係

　『歴博』編集委員

四　社会連携

２　館外講演・カルチャーセンター・出前授業

　2005.11：	「衣裳復元製作の問題点」（於韓国国立民俗博物館）

Ⅱ　業績目録 

１　著書

　2006.3：	『ポプラディア情報館　衣食住の歴史』（共著，	西本豊弘監修，	224 頁，	ポプラ社）

2a　論文

　2006.3：	「帷子の基礎的研究」（『国立歴史民俗博物館研究報告』125，pp.69 〜 99，本館）

2b　研究ノート

　2005.4：「黄綸子地扁額模様小袖」（『国華』1314，pp.42 〜 43，	朝日新聞社）

　2005.11：	「衣裳復元製作の問題点」（『日本の民俗学・韓国の民俗学Ⅱ』，	pp.75 〜 94，	韓国国立民俗博

物館）

４　展示図録

　2005.8：	『夏の風景』，本館，	展示解説シート執筆

　2005.10：	『うたのちから－和歌の時代史』，	本館，	共著

　2006.1：『新収資料の公開』，本館，展示解説シート執筆

　2006.2：『仏の荘厳』，神奈川県立金沢文庫，コラム執筆

６　歴史系総合誌『歴博』

　2006.3：「れきはく井戸端会議」（『歴博』135，p.31）
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Ⅲ　研究状況・研究広報

　（1）館蔵染色用型紙データベースの作成

　本館が所蔵する 4000 点以上に及ぶ染色用型紙を画像付きデータベースとして公開するための作業に本格

的に着手した。この染色用型紙の一部は群馬県前橋市の大黒屋に伝来したもので，数多く遺る染色用型紙の

中でも，最も優れた一群として高く評価され，公開が望まれていたところである。

　作成中のデータベースは通常の画像だけでなく，赤外線画像を全資料に添付する点に大きな特徴がある。

赤外線画像は，本館の宮田公佳助手と勝田徹技師の多大な協力により，デジタルカメラを用いて撮影を進め

ている。赤外線画像によって，通常では見えない様々な情報が抽出でき，この分野および関連する諸分野の

研究に，より有益なものになると考える。

　（2）京都・照臨院より堂内荘厳具の受贈

　京都・照臨院のご厚意により，当院が所蔵していた堂内の荘厳具を受贈した。

　照臨院は閑院宮第３代美仁親王の菩提寺である。美仁親王の第５王女である有栖川宮第７代韶仁（光格天

皇の猶子）親王妃宣子が，生母の堀川依子の遺志をついで創建した。

　堂内荘厳具は，幢幡 2 件をはじめ，幢幡用の幡 1 件，幢幡用の裳 1 件，幡 19 件，水引および水引飾 2 件，

打敷 9 件から成り，点数に換算すれば総計 119 点にも及ぶ。墨書銘を伴うものが多く含まれ，銘文などから，

大半が宣子の寄進にかかり，その他，徳川家，照臨院の歴代住職をつとめた公家女性との縁で寄進されたも

のなども混じっていることが判明する。宮家や徳川家，公家の女性の衣裳を仕立て替えてつくられたものが

多く，上層階級の女性衣裳の様式が知られる資料としても，きわめて高い価値を有している。

篠原　徹　SHINOHARA Toru　教授

1945 年生【学歴】京都大学理学部植物学科 1969 年卒業，京都大学文学部史学科 1971 年卒業【職歴】

岡山理科大学蒜山研究所助手（1971），同助教授（1983），国立歴史民俗博物館民俗研究部助教授（1986），同

教授（1995），総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻教授併任（1999），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研究部教授（2004）【学位】博士（文学），筑波大学，1995 年【所属

学会】日本民俗学会，日本民族学会，日本ナイル・エチオピア学会，生態人類学会【専門】民俗学【主な研

究テーマ】人と自然の関係をめぐる民俗学的研究／ Ethno-scientific	Studies	of	Folk-Life

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

（1）科学研究費・基盤研究（B）「実践としてのエスノサイエンスと環境利用の持続性－中国における焼畑

農耕の現在－」の研究代表者として，中国雲南省紅河自治州金平県者米郷においてヤオ族の村，アール

族の村およびタイ族の村で生業と環境の関係に関する調査をおこなう。ヤオ族の村では，まわりの二次

林や自然林における環境利用もあわせて調査する。3 つの村はともに棚田を発達させた地域であるが，

しのはら
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そのあり方は，村の環境条件との関わりのなかできわだった相違をみせ，研究分担者の調査する者米郷

のハニ族の村および元陽県のハニ族の村との比較を今後おこなう予定である。

（2）日産学術研究助成による「焼畑と環境保全の両立の可能性－中国・海南島を事例に－」の研究代表

者として，調査研究をおこなう。この海南島のリー族の調査は，日本学術振興会の未来開拓学術研究推

進事業『アジアの環境保全』「地域社会に対する開発の影響とその緩和方策に関する研究」の調査終了を

受けて継続的に行ってきた調査である。

（3）2004 年度からはじまった歴博個別共同研究「東アジアにおける多様な自然利用－水田農耕民と焼畑

農耕民－」（代表 西谷大）の研究会および現地調査に参加する。中国の農耕社会におけるマーケットと

日本のマーケットの歴史的，民俗的な比較をする。

（4）企画展示「東アジア中世海道」の展示プロジェクト委員として企画展示開催に協力する。

（5）		東京文化財研究所主催の第 18 回「国際文化財保存修復研究会」（9 月 28 日）の国際シンポジュームに

参加し「棚田景観にみる歴史性と文化性の相違」を発表する。その記録は叢書『文化的景観の成立，そ

の変遷』（東京文化財研究所，2006 年 3 月）として出版された。

二　教育活動

１　教育

総合研究大学院大学文化科学研究会科日本歴史研究専攻「自然認識論」「生態環境と生業」担当および

博士論文指導など。

四　社会連携

１　館外における各種委員

　県立琵琶湖博物館協議員，環境省地球環境研究企画委員会第４研究分科会委員，（財）都市農山漁村交	

　流活性化機構「むらの伝統文化顕彰審査委員会」委員，佐倉市人権啓発推進拠点等の整備に関する検討

　委員会委員

Ⅱ　業績目録 

１　著書

　篠原徹『自然を生きる技術』（吉川弘文館，2005 年 11 月），207 頁

2a　論文

　「農林水産業における人間と自然」祖田修・太田猛彦編著『農林水産業の技術者倫理』（農山漁村文化協

　会，2006 年 2 月），pp.33 〜 48

2c　書評

　「田中二郎・佐藤俊・菅原和孝・太田至編『遊動民－アフリカの原野に生きる－』（昭和堂，2004 年）」

　　『アフリカ研究』67，2005 年，日本アフリカ学会，pp.123 〜 124

　「寺嶋秀明編著『平等と不平等をめぐる人類学的研究』（ナカニシヤ出版，2004 年）」『民博通信』112，

　国立民族学博物館，p.25
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新谷尚紀　SHINTANI Takanori　教授

1948 年生【学歴】早稲田大学第一文学部日本史学科 1971 年卒業，早稲田大学大学院文学研究科史学専

攻修士課程1974 年修了，早稲田大学大学院文学研究科史学専攻博士課程 1977 年単位取得 1981 年満期

退学【職歴】国立歴史民俗博物館民俗研究部助教授（1992），同教授（1998），総合研究大学院大学文化科

学研究科日本歴史研究専攻教授（1999），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研

究部教授（2004）【学位】博士（社会学），慶應義塾大学，1998 年【所属学会】日本民俗学会，日本文化人類

学会，日本宗教学会【専門】民俗学【主な研究テーマ】民俗学の総合的研究／ Comprehensive	Studies	in	

Folklore

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

１　基幹研究「神仏信仰の通史的研究Ⅰ」（平成 16 年度〜18 年度）（研究代表者：三浦正幸）の研究分担者・

事務担当者として年 4 回の研究会を開催し資料収集と調査研究を推進した。

２　基幹研究「生老死と儀礼に関する通史的研究Ⅰ」（平成 16 年度〜 18 年度）（研究代表者：新谷尚紀）の

研究代表者として年 4 回の研究会を開催し資料収集と調査研究を推進した。

３　基幹研究「戦争体験の記録と語りに関する資料論的研究」（平成 16 年度〜 18 年度）（研究代表者：関

沢まゆみ）の研究分担者として年 4 回の研究会に参加し資料収集と調査研究を推進した。

４　基幹研究「古代における生産と権力とイデオロギー」（平成 17 年度〜 19 年度）（研究代表者：広瀬和雄）

に研究分担者として研究会に参加し資料収集と調査研究を推進した。

５　文部科学省科学研究費補助金・基盤研究（B（2））「神社資料の多面性に関する総合的研究－古社の伝存

資料と神社機能の分析を中心として－」（平成 16 年度〜 18 年度）（研究代表者：新谷尚紀）の研究代表者

として島根県（出雲大社関係），広島県（厳島神社関係），京都市（祇園八坂神社関係）における調査研究を

推進した（4 月〜 7 月，10 月〜 11 月に断続的に）。　

６　文部科学省科学研究費補助金・基盤研究（B（2））（海外）「民俗信仰と創唱宗教の習合に関する比較民俗

学的研究－フランス，ブルターニュ地方の聖人信仰の調査分析を中心として－」（平成16年度〜18年度）

（研究代表者：新谷尚紀）の研究代表者として，フランス，ブルターニュ地方及びプロヴァンス地方の伝

統的祭礼などの調査研究を実施した（7 月〜 8 月）。

７　企画展示プロジェクト「日本の神々と祭り（仮称）」（平成 18 年 3 月〜 5 月開催予定）の展示代表者と

して，島根，広島，京都の各分科会 2 回ずつと本館における 2 回の全体会を開催し展示プロジェクト

を推進した。

８　企画展示「日本の神々と祭り　神社とは何か？」（平成 18 年 3 月 21 日〜 5 月 7 日）を代表者として

開催した。

９　2003 年度から始まっている韓国国立民俗博物館との交流協定にもとづく研究交流（2004 〜 5 年

度の代表者：関沢まゆみ）に参加し，「韓国の民俗学・日本の民俗学Ⅱ－１」韓国国立民俗博物館で開

催 2005 年 11 月 2 日〜 3 日，「韓国の民俗学・日本の民俗学Ⅱ－２」日本国立歴史民俗博物館で開催

しんたに
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2006 年 2 月 7 日〜 8 日　において研究発表者とコメンテイターをつとめ研究交流を推進した。

二　教育活動

１　教育

　総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻教授併任

　国立教育政策研究所社会教育実践研究センター講師　「民俗学概論」

四　社会連携

１　館外における各種委員

文科省博物館学芸員資格認定審査委員，伝統文化活動支援団体等選考委員会委員，伝統文化こども教室

関連事業企画委員，ふるさと文化再興事業企画委員会委員，東久留米市文化財保護審議会委員，昭島市

文化財保護審議会委員

２　館外講演・カルチャーセンター・出前授業

講演「葬送習俗の変化－国立歴史民俗博物館資料調査を実施して－」本願寺広島別院，2005年 6月9日

講演「葬送習俗とその変化」北上市立博物館，2005 年 8 月 6 日

講演「死・葬・墓の歴史と民俗」有道会講演　永平寺東京別院，2005 年 11 月 30 日

講演「民俗学からみる墓の歴史－居住域と墓地－」第13回東海考古学フォーラム，2006年 1月 21日

３　マスコミ

読売新聞社読書委員（任期 2005 年 4 月〜 2005 年 12 月まで以下の著書紹介）

　中橋孝博『日本人の起源』講談社　

　窪田幸子『アボリジニ社会のジェンター人類学』世界思想社

　海部陽介『人類がたどってきた道』ＮＨＫブックス

　大隅和雄ほか『知っておきたい日本の名言・格言事典』吉川弘文館

　島根県立大学西周研究会編『西周と日本の近代』ぺりかん社　

　河野眞『ドイツ民俗学とナチズム』創土社　

　星野紘『芸能の古層ユーラシア』勉誠出版　

　鈴木貞美『日本の文化ナショナリズム』平凡社新書

　三浦正幸『城のつくり方図典』小学館　

　佐伯真一『戦場の精神史』ＮＨＫブックス

Ⅱ　業績目録 

１　著書

2005.12『民俗小事典　死と葬送』423 頁，吉川弘文館（関沢まゆみと共編著）

２a	論文

2005.9「戦後日本の民俗学」『韓国の民俗学・日本の民俗学Ⅰ』国立歴史民俗博物館　pp.61 〜 77

2006.3「研究展示から見えてくるもの：「日本の神々と祭り　神社とは何か？」より－博物館と大学院

－」『歴史研究の最前線６　日本人の心性を探る』総合研究大学院大学　pp.102 〜 133

3a　調査・発掘調査報告書
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2005.7 “PARDONS	ET	TROMENIES	DE	BRETAGNE － L’ethnographie	japonaise	a	l’epreuve	des	faits:

enquete	et	analyse	de	deux	celebrations	 traditionnelles”，p.108,Miyoshi	Art	Publishing，Avec	

SEKIZAWA	mayumi

４　展示図録

2006.3『日本の神々と祭り－神社とは何か？－』企画展展示図録，250 頁，国立歴史民俗博物館

５　学会・外部研究会発表要旨

「ブルターニュのパルドンとトロメニ－日本民俗学の小さな試み－」第 25 回日本ケルト学会　2005 年

10 月 8 日

「戦後日本の民俗学」（国立歴史民俗博物館『韓国の民俗学・日本の民俗学Ⅰ』pp.61〜 79）

Ⅲ　研究状況・研究広報

国立歴史民俗博物館は，歴史学，考古学，民俗学，それに情報資料分析科学など関連諸科学の学際的協業

による新しい歴史学を創造していくことを目的として設置された大学共同利用機関である。その先端的研究

を推進する重要な基盤的位置を固めるべき民俗学に対して，その責任ある学問としての強化と再構築の必要

性を痛感している。そうした観点から実践している作業のうち，今年度は次の３点をあげておく。

１　企画展示「日本の神々と祭り　神社とは何か？」（平成 18 年 3 月 21 日〜 5 月 7 日）の開催

今年度は企画展示「日本の神々と祭り　神社とは何か？」（平成 18 年 3 月 21 日〜 5 月 7 日）の開催に自

分の研究活動のほとんどすべてが捧げられた一年であった。言うは易く行なうは難し，という古いことわざ

が身にしみた一年でもあった。論文と展示の決定的な相違の再確認という単純な意味も含めてそれ以外にも

である。1998 年度国立歴史民俗博物館 COE 国際シンポジウム「生・老・死：日本人の人生観－内からの眼，

外からの眼」をコアメンバーとして開催したあと，次の主要な研究と展示のテーマとして 1999 年度からと

もに構想を練り，共同研究「神社の多面性に関する資料論的研究」（平成 13 〜 14 年度）を手始めに，展示プ

ロジェクト委員会（平成 15 年度〜 17 年度）を立ち上げ，一方では科学研究費基盤研究（B（2））「神社資料の

多面性に関する総合的研究」（平成13〜15年度・平成16〜18年度）を獲得してその準備を進めた。その間，

この研究テーマが大きく新しいものであることをかんがみ，まだ端緒にすぎないこのテーマの研究が停滞化，

固定化することなく推進される必要性への認識から，あらためて基幹研究「神仏と生死に関する通史的研究

－「社会・記憶・表象」をキーワードとして－」（平成 16 年度〜 18 年度）をも併行して立ち上げ，それを実

施しながら最新の研究成果が研究展示として社会還元できるように努めた。この企画展示の作業を進める荒

波の中での疲労困憊の身体から自分自身多くのことを学ぶことができた。それらの博物館活動のもつ可能性

についての小さな研究成果は今後手順を追って公開していくことにしたい。

２　基幹研究「神仏と生死に関する通史的研究－「社会・記憶・表象」をキーワードとして－」（平成 16

　年度〜 18 年度）の推進

この研究課題は歴博創設当初からの基幹研究課題の一つとされてきた「基層信仰」に位置づけられるもの

である。「基層信仰」という概念自体には学術上大きな問題点があるがそれ自体の検討をも含めて研究を進

めていく必要がある。これまで本館で「基層信仰」の名のもとに実施された共同研究のそれぞれの成果の小

括がまだ必要な段階であるが，それと同時にそれらをさらに発展させる新たな研究開拓のためにこの分野の

しんたに
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研究の継続性が必要であるとの認識から，あらためて基幹研究として標記の全体課題のもとに「神仏信仰の

通史的研究Ⅰ」と「生老死と儀礼に関する通史的研究Ⅰ」の二つを昨年度から並立的に立ち上げてきている。

この日本の神仏信仰と生老死観念に関する研究は，「社会・記憶・表象」をキーワードとして出発したも

のであるが，この「社会・記憶・表象」には次のような含意がある。「社会」とは自己と他者との弁別を伴

いつつの集団的行動を命題化する語であり，神仏信仰や生死観念の表象の場における集団志向とアイデン

ティティ形成とが問題化される。「記憶」とは時間への抵抗であり，記憶したがると同時に記憶されたがる

人間存在にとって文字や物資などの歴史資料は一種の記憶装置として位置づけられ，分析対象と位置づけら

れる。

「表象」とは自己実現と自己表現とを起点として他者への情報伝達と情報共有を希求する営為であり，自

己表現の素材が記憶であり「記憶→表象→社会→記憶→…」という無限の連鎖連環の関係が存在する。した

がって，誰が何のために神仏の存在を強調し信仰と儀礼と芸能とをその場に仕組んできているのか，また，

誰が何のために生老死と加齢の過程に儀礼を仕組んできているのか，などという抽象的な根本問題が設定さ

れざるをえない。しかし，そうした認識は保持しながらも，本研究はあくまでも具体的な物資，文字，画像

などの歴史資料情報の具体的な再確認の作業を重視し，その論理的解釈のために宗教史，国文学，建築史，

美術工芸史，植生史など歴史学・考古学・民俗学以外の学際的な研究者との協業のもとにこれを進めること

によって，日本列島に展開した神仏信仰と生死観念の諸表象を通史的歴史的観点から日本文化論の文脈で明

らかにしていこうとするものである。なお，神仏信仰に関しては，神仏習合を視野に入れつつもまずは神社

と神祇信仰に関する歴史研究を試みることとし，神社を単に宗教的な施設としてだけでなく，政治的宗教的

権威や建築工芸技能の表象的機能，観光資源的機能や環境保全機能，文献史料や美術工芸品等の収蔵保存機

能，儀礼や芸能の保存伝承機能等々，多様な機能を併せもつ有機的文化構造体とみる視点に立つ。また，生

老死の問題は歴史的な問題であると同時に超歴史的な問題でもあるが，ここではあくまでも歴史的な視点に

立ち，生死と儀礼，加齢と儀礼という体験と儀礼と観念の関係論に注目して，日本の古代から近現代へいた

る人生儀礼に関する通史的な資料情報集積の基礎作業を試みる。儀礼研究は古くかつ新しい側面をもつが，

儀礼のもつ社会的統合の機能については周知のとおりであり，小さな儀礼文化の変遷と大きな政治経済社会

の変動との連動性についての新しい分析視点の開拓をも試みたいと考えている。

３　日本民俗学の海外調査や国際交流推進への試み

柳田國男の「一国民俗学」の主張は，一部の論者が指摘したような一面的に偏狭なナショナリズム（民族

主義）によるものでもなく不当なコロニアリズム（植民地主義）によるものでもなく，柳田の民俗学の民俗語

彙を重視する歴史主義によるものであり，1930 年代〜 40 年代の戦時体制下にあってはむしろその対外不

干渉主義的な姿勢こそが注目されるべきである。その柳田の民俗学を継承する現代の日本民俗学にとって日

本列島内諸地域の生活文化の多様性に注目する姿勢は一貫して重要であり，それら列島内の多様な生活文化

の伝承の意味についての分析こそが日本の民俗学にとっての本務であるといってよい。それをないがしろに

して対外比較へと向かうのは軽率で無責任な行動とも批判されよう。ただし，同時に現代の民俗学にとって

国際交流の必要性があることは当然であり，重要な点はその交流の方法である。そこで，私の実践してきて

いる方法とは，①日本の民俗学の調査研究の方法で外国の，たとえばフランスのブルターニュ地方の伝統的

な民俗行事の調査と分析を試みる，②外国の，たとえばフランスや韓国の民俗学者との研究交流を試みる，

という２つの方法である。①としては平成 12 年度より科学研究費（基盤研究 B（2）海外）による調査と分析
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を継続しており，今年度もそれを実施した。なお，その成果の一部は「ブルターニュのトロメニ」（『国立歴

史民俗博物館研究報告』創立 20 周年記念号第 108 集，2003.10）として発表している。そして，今年度は

それらの論文の仏語版の簡易製本を行ない，それをフランスの現地での民俗調査で長年お世話になってきて

いる多くの方々のもとへ届けることができた。②としてはかつてフランスをはじめイギリス，アメリカなど

の研究者との研究交流として平成 10 年度 COE 国際シンポジウムを開催しその成果は，宮田登・新谷尚紀

編『往生考－日本人の生老死－』小学館 2000，及び『国立歴史民俗博物館研究報告』第 91 集として刊行

している。また，今年度も昨年度に続いて韓国国立民俗博物館の研究者との交流をはかり，日本と韓国との

両方で開催された 2 回の国際研究集会に参加してそれぞれコメンテイターとパネラーをつとめ両国の民俗

学の研究史及び最近の研究動向の確認を行なった。昨年度の成果は『韓国の民俗学・日本の民俗学Ⅰ』（仮題）

として日本語版・韓国語版が刊行されたが，本年度も『韓国の民俗学・日本の民俗学Ⅱ』（仮題）が刊行され

る予定である。

杉山晋作　SUGIYAMA Shinsaku　教授（2006.3.1 ～）

1945 年生【学歴】早稲田大学第一文学部史学科 1969 年卒業【職歴】千葉県教育委員会（1969 年），文化

庁文化財保護部管理課国立歴史民俗博物館設立準備室（1980），国立歴史民俗博物館考古研究部（1981），総

合研究大学院大学文化科学研究科助教授併任（1999），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民

俗博物館研究部助教授（2004），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研究部教授

（2006）【学位】【所属学会】日本考古学協会，埴輪研究会，関東東北前方後円墳研究会【専門】日本考古学（古

墳時代）【主な研究テーマ】古墳時代社会／ KOFUN		period，埴輪／ Haniwa，古代の鍍金技術／ Ancient	

Gilding	techniques　

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

　１　基幹研究「6 世紀墓制にみる倭の対外交流と文化変容の比較研究」（代表　杉山晋作）

　　　　第 1 回研究会　9 月 30 日〜 10 月 2 日　場所：	歴博・群馬・埼玉

　　　　第 2 回研究会　12 月 9 日〜 11 日　場所：歴博および東京

　　　　国際研究集会『百済の国際交流－武寧王陵の最新研究をめぐって－』（司会）

　　　　第 3 回研究会　2 月 16 日〜 20 日　場所：韓国公州・扶余地域

　　　　報告　3 月 18・19 日　「６世紀百済地域に見える倭の文化」『人間文化研究機構連携研究シンポジ

　　　　　ウム日本とユーラシアの交流に関する総合的研究』（「ユーラシアと日本：交流と表象の現状と課

　　　　　題」第３部「人やものが移動することと文化の受容・変容」）（国立民族学博物館）

　２　共同研究「マロ塚古墳出土品を中心にした古墳時代中期武器武具の研究」（代表　杉井健）

　　　　第 1 回研究会　5 月 20 日　場所：	歴博

　　　　第 2 回研究会　8 月 4 日〜 8 日　場所：韓国釜山市・金海市

すぎやま
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　　　　第 3 回研究会　3 月 5 日　場所：歴博

　３　個人研究

　　ａ　「埴輪」

　　　群馬県内出土埴輪の調査，４月，群馬県

　　　京都府内出土埴輪の調査，７月，京都府

　　　富士見塚古墳出土埴輪の調査，8 月，3 月，茨城県

　　　埼玉県内出土埴輪の調査，11 月，埼玉県

　　　韓国出土埴輪状土製品の調査，12 月 3 日〜 7 日，韓国光州市

　　ｂ　「古墳時代社会」

　　　前方後円墳研究会大会参加，2 月 26 日，栃木県

４　展示

　『れきはくプロムナード』「研究速報展示」「東日本装飾横穴壁画模写の公開」担当　2005 年 7 月 1 日

　　〜 8 月 28 日

５　国際研究集会

歴博国際研究集会『百済の国際交流－武寧王陵の最新研究をめぐって－』（司会），（於		国立歴史民俗博

物館），	12 月 9 日

二　教育活動

１　教育

大学院

非常勤講師：早稲田大学教育学部非常勤講師（考古学研究・歴史学演習）. 国士舘大学大学院非常勤講師（考

古学特論），國學院大學大学院非常勤講師（考古学特論）

併任：総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史専攻（日本技術史 I）

２　博物館教育

千葉県立盲学校中等部生徒のための「触れて学ぶ古代の文様」，5 月 13 日，歴博

関東養護学校教員研修会　先生のための「触れて学ぶ古代の文様」，11 月 18 日，歴博

三　博物館活動　

　４　歴民研修委員，講師

　歴民研修委員会委員

　国際交流委員会委員長

四　社会連携

１　館外における各種委員

印旛郡市文化財センター理事・佐倉市文化財審議会委員・足利市藤本観音山古墳発掘調査指導委員会委

員・東北関東前方後円墳研究会代表幹事・埴輪研究会会長・早稲田大学考古学会監事・考古学ジャーナ

ル編集委員・芝山古墳群整備基本構想検討委員会委員

２　館外講演・カルチャーセンター・出前授業

「古代印波国の古墳文化とその特色」『印旛郡市文化財センター遺跡発表会』講演（佐倉市中央公民館），

7 月 23 日
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「房総の古墳と埴輪－殿塚・姫塚古墳の再評価－」『房総発掘物語　出土遺物巡回展』講演会（芝山町立

古墳はにわ博物館），11 月 27 日

「シンポジウム　東国古墳と６世紀の東アジア」（司会），早稲田大学會津八一記念博物館主催，（於		早稲

田大学小野記念講堂），12 月 10 日

Ⅱ　業績目録 

2a　論文

「関東における古墳時代中期群集墓の墓制変容」（共著）（『考古学ジャーナル』528 号，pp.3 〜 4，ニュー

サイエンス社，2005 年 4 月）

「関東６世紀古墳の死者空間－その多様性と課題－」（『考古学ジャーナル』535 号，pp.3 〜 4，ニュー

サイエンス社，2005 年 10 月）

５　学会・外部研究会発表要旨

　「６世紀百済地域に見える倭の文化」『人間文化研究機構連携研究シンポジウム日本とユーラシアの交流

　　に関する総合的研究』（「ユーラシアと日本：交流と表象の現状と課題」第３部「人やものが移動する

　　ことと文化の受容・変容」）（於		国立民族学博物館）pp.20 〜 21，2006 年 3 月

Ⅲ　研究状況・研究広報

埴輪を対象とした研究が主であった。最近まで韓国において前方後円墳の分布と重複するかのようにその

出土が見られた埴輪状土製品は，製作の技法が日本列島の埴輪のそれとは異なるため，製作の契機が日本列

島の動きと関係あるものか断定できない状況にあった。しかし，韓国での調査において，日本列島において

埴輪製作に従事していた工人が韓国へ渡って製作したか，もしくは，モデルとなる埴輪が日本列島から運ば

れたかと認めてよい埴輪そのものが韓国に存在することを確認した。また，埴輪状土製品の分布が全羅道に

限らず慶尚道にも拡がることも確認した。さらに，一つの古墳に樹立された埴輪状土製品群を調査して，そ

れらが複数の造形者によることを示すデータを得，その検出状況の検討によって埴輪状土製品の樹立が一時

期の埋葬に際して行われたのではない可能性を指摘できるようになった。

日本列島の埴輪については，関東の事例を中心に，埴輪の製作から古墳への樹立に至るまでの過程復元研

究において課題となる事項を整理し，留意点を指摘した。

甲冑副葬の古墳を検討し，多量の甲冑を特殊な状態で埋納する近畿の若干の古墳を除くと，複数埋納され

た甲冑は被葬者の生前の活動期間中において保有されるに至ったことを指摘した。また，文人と理解される

被葬者も甲冑を保有したから，甲冑をもって古墳時代の軍事組織を論じるのは慎重でなければならないと警

告した。

古墳時代研究の重要古墳である埼玉稲荷山古墳を検討して，有銘鉄剣を持つ被葬者が文字に記されたヲワ

ケ臣である可能性が高いことを再確認し，東国豪族の子弟と近畿の王権との関係を指摘した。また，暦年代

比定の重要資料とされるこの古墳出土の須恵器について，供献されるに至るさまざまなケースを想定し，そ

の使用時期が特定の暦年代幅に収まる可能性が極めて高いと算出した。

すぎやま
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鈴木卓治　SUZUKI Takuzi　助手

1965 年生【学歴】電気通信大学電気通信学部情報数理工学科	1988 年卒業，電気通信大学大学院電気通

信学研究科情報工学専攻博士後期課程	1994	年単位取得退学【職歴】国立歴史民俗博物館情報資料研究

部情報システム研究部門助手（1994），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研究部

助手（2004）【学位】工学修士，電気通信大学，1990 年【所属学会】日本色彩学会，情報処理学会，日本ソ

フトウェア科学会，情報知識学会【専門】色彩ソフトウェア学，博物館情報システム学【主な研究テーマ】

博物館における研究・展示・広報を支援するシステムの研究，とくに色彩と画像の情報処理に関心をもつ

／ Study	of	museum	information	systems	to	support	research	activities，	exhibition，	and	public	relations.		

Especially	interested	in	information	processing	of	color	and	image.　

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

1.　スペインのグラナダで開催された第 10 回国際色彩学会大会「AIC	Colour	05	Granada」に参加し，研

究発表〔2005.a〕を行なった。博物館資料の画像撮影におけるデジタルカメラの活用と，色再現の観

点から見た撮影条件のカテゴリー分けの重要性について議論した。	

2.　ある三色型第二色覚異常者における黄色 LED 光の色の見え方について調べ，研究発表〔2005.5b〕を

行なった。	

3.　2005 年 6 月 25 日に，東京国立近代美術館フィルムセンターにおいて開かれた公開シンポジウム「文

化情報の色彩情報のデジタル化	---	記録，保存，活用そして復元」（日本色彩学会関東支部，日本色彩学

会画像色彩研究会共催）において，パネルディスカッション「映画フィルムのデジタル復元と色彩	---	文

化を伝えるデジタル技術をめざして」のパネラーとして参加し，主に映画フィルムからデジタル画像を

作成するときの色再現に関する技術的な問題についてコメントした（『日本色彩学会誌』第 29 巻 3 号に

報告が掲載されている）。

4.　昨年行なった研究発表〔2004.12a〕に対し，情報処理学会より平成 17 年度山下記念研究賞（人文科

学とコンピュータ研究会推薦）を授与された（7 月）。

三　博物館活動

３　各種編集委員

　『研究報告』編集委員

四　社会連携

１　館外における各種委員

日本色彩学会庶務理事，日本色彩学会画像色彩研究会幹事，情報処理学会人文科学とコンピュータ研究

会幹事
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Ⅱ　業績目録 

2a　論文

2004.12a：鈴木卓治・安達文夫・大久保純一・小林光夫：「錦絵資料の測色値画像データベースの構

築と色彩分析の試み」（『人文科学とコンピュータシンポジウム（じんもんこん2004）論文集』	IPSJ	

Symposium	Series，	Vol.2004，	pp.75 〜82），於立命館大学（京都市）

2005.5a：KOBAYASI，Mituo，SUZUKI，Takuzi，MUROYA，Taizo: Essential	Concepts	for	Digital	

Recording	of	Color	Information	of	Material	in	Museums，AIC	Colour	05	Proceedings	Book，Part	2，

pp.1295 〜1298	（Granada，Spein，2005-05-08 〜13）

2005.5b：鈴木卓治:	黄色LED 光の色の見え方に関する報告，日本色彩学会誌，Vol.29，Suppl.（第36 回全

国大会講演予稿集），pp.124 〜125（2005-5）

関沢 まゆみ　SEKIZAWA Mayumi　助教授

1964 年生【学歴】東京女子大学文理学部史学科 1986 年卒業，筑波大学大学院修士課程地域研究研究科

1988 年修了【職歴】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研究部助教授（2004）

【学位】博士（文学），筑波大学，2001 年 3 月【所属学会】日本民俗学会，日本民族学会，比較家族史学会

【専門】民俗学【主な研究テーマ】民俗学の総合的研究／ Comprehensive	studies	in	folklore，	especially	

the	research	on	cult	groups	and	rituals，	and	a	folkloric	study	of	the	old，	view	of	life	and	view	of	death，	

discussion	on	the	transformation	and	transmission	of	folklore

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

1.	　基幹研究「戦争体験の記録と語りに関する資料論的研究」（平成 16〜 18 年度）（代表　関沢まゆみ）

で，年 5 回の研究会を行い，戦争体験の記録と語りに関する研究を推進した。また戦時中に執筆され

た第一次資料（東筑摩教育会作成『神社誌』，459 頁）の翻刻と解題を共同研究の成果品として刊行した

〔2006.3〕。

2.　基幹研究「神仏信仰の通史的研究 I」（平成 16〜 18 年度）（代表　三浦正幸），および同「生老死と儀

礼に関する通史的研究 I」（平成 16〜 18 年度）（代表　新谷尚紀）で，研究分担者・事務担当者としてそ

れぞれ年 4 回の研究会を行い，研究を推進した。

3.　文部科学省研究費補助金・基盤研究（B（2））「神社資料の多面性に関する総合的研究－古社の伝存資料

と神社機能の分析を中心として－」（代表　新谷尚紀）研究分担者。上記研究に関して，京都市の調査対

象地域に対する調査研究を行った（7 月）。

4.　文部科学省研究費補助金・基盤研究（B（2））「民俗信仰と創唱宗教の習合に関する比較民俗学的研究－

フランス，ブルターニュ地方の聖人信仰の調査分析を中心として－」（代表　新谷尚紀）研究分担者。上

せきざわ
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記研究に関して，フランスブルターニュ地方およびプロヴァンス地方の祭礼の調査研究を実施した（7

〜 8 月）。

5.　文部科学省研究費補助金・基盤研究（C（2））「高齢化社会における隠居と定年をめぐる民俗学的研究」

研究代表者。上記研究に関して，滋賀県，京都市，広島県，神奈川県，栃木県の調査対象地域に対する

調査研究を実施した（8 〜 3 月）。

6.　本館企画展示「日本の神々と祭り－神社とは何か？－」（代表　新谷尚紀）の進行管理担当者として，

第１室「出雲大社－神祭りの源流と出雲大社－」，第２室「厳島神社－信仰の島と宝物－」「伊勢神宮－

神宝と遷宮－」，第３室「八坂神社－神社と都市祭礼－」の企画構成，資料の借用交渉，図録およびパ

ネルの編集などを行い，展示の開催に力を尽くした（2006 年 3 月 21 日〜 5 月 7 日）。

7.　本館が 2003 年度に研究交流協定を結んだ韓国国立民俗博物館との国際研究集会を前年度に引き続き

今年度も代表者として推進した。第一に，平成 16 年度に開催した国際研究集会の成果報告書『韓国の

民俗学・日本の民俗学Ⅰ』（国立歴史民俗博物館　2005 年，103 頁）の編集を行った。第二に，平成 17

年度国際研究集会「韓国の民俗学・日本の民俗学Ⅱ－ 1」〔2005.11.2 〜 3，韓国国立民俗博物館〕，「韓

国の民俗学・日本の民俗学Ⅱ－ 2」〔2006.2.7 〜 8，本館〕を実施した。

8．代表者として推進している基幹研究「戦争体験の記録と語りに関する資料論的研究」（平成 16〜 18 年

度）に関連して，国際研究集会「戦争体験の語り－外国人研究者の視点を中心に－」〔2005．12.17，

国立歴史民俗博物館〕を実施した。これに先立ち，レジュメ集の編集を行った（日英両国語版，67 頁）。

二　教育活動

１　教育

　総合研究大学院大学助教授文化科学研究科日本歴史専攻（併任）

　東京女子大学文理学部非常勤講師（民俗学）

　青山学院女子短期大学家政学科非常勤講師（生活文化特論）

三　博物館活動

４　歴民研修委員，講師

　歴民研修委員

四　社会連携

１　館外における各種委員

　栃木県重要文化財保護審議委員

Ⅱ　業績目録 

１　著書

　2005.12：『民俗小事典　死と葬送』，423 頁，吉川弘文館（新谷尚紀と共編著）

2a　論文

2006.2：「日本の老いの文化－民俗学の視点から－」日本家族看護学会編『家族看護学研究』pp.121

〜 124

3a　調査・発掘調査報告書
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2005.7：“PARDONS	ET	TROMÉNIES	DE	BRETAGNE-L’ ethnographie	japonaise	a	l’ épreuve	des	faits:

enquête	et	analyse	de	deux	célébrations	 traditionnelles”，p.108，Miyoshi	Art	Publishing，Avec	

Takanori	SHINTANI

４　展示図録

　2006.3：『日本の神々と祭り－神社とは何か？－』企画展展示図録，250 頁，国立歴史民俗博物館

５　学会・外部研究会発表要旨

　2005.9：「村落研究と民俗学」（国立歴史民俗博物館『韓国の民俗学・日本の民俗学Ⅰ』pp.81 〜 89）

　2005.9：「日本の老いの文化－民俗学の視点から－」（日本家族看護学会第 12 回学術集会）

　2005.11：「宮座と両墓制－奈良市大柳生の事例より－」（『韓国の民俗学・日本の民俗学Ⅱ－ 1』韓国

　　語版 pp.17 〜 35・日本語版 pp.95 〜 103）

７　その他

　2006.1：「おくゆかしきかな人生儀礼	1 年齢って何だろう？」『小児看護』29 － 1　へるす出版，113

　　頁

　2006.2：「おくゆかしきかな人生儀礼	2 お年玉って何だろう？」『小児看護』29 － 2　へるす出版，

　　237 頁

　2006.3：「おくゆかしきかな人生儀礼	3 初誕生」『小児看護』29 － 3　へるす出版，377 頁

Ⅲ　研究状況・研究広報

（1）共同研究の推進

昨年度より 3 年の計画で始められた基幹研究「神仏と生死に関する通史的研究」（（1）神仏信仰に関する

通史的研究 I，（2）生老死と儀礼に関する通史的研究 I）（代表　新谷尚紀）の事務担当および研究分担者とし

て研究の推進につとめた。また同様に昨年度より 3 年の計画で始められた基幹研究「20 世紀に関する総合

的研究」（（1）20 世紀における戦争 I，（2）戦争体験の記録と語りに関する資料論的研究）（代表　安田常雄）

においては，（2）戦争体験の記録と語りに関する資料論的研究の研究代表者として研究を推進した。これは

博物館資料調査報告書『戦争体験の記録と語りに関する資料調査』1 〜 4（2004・05 年）の整理と分析を

主たる目的とするものである。戦後 60 年に及ぶ戦後史のなかで戦争体験に関する情報がそれぞれの時代ご

とにどのように記録され，語られてきたか，その時代推移とともに書かれる記憶と語られる記憶の表出のさ

れ方についての変化について分析を行うものである。そして，その新たな分析視点を得るために，今年度は

戦争の記憶と語りに関する研究を行っている，ドイツ，フランス，イスラエルなどの研究者をゲストスピー

カーとして招聘した。また，関連の国際研究集会「戦争体験の語り－外国人研究者の視点を中心に－」（イス

ラエルのケーススタディより）を企画し，戦争研究の関心が国家から個人へと移行した背景の日本とイスラ

エルの場合の比較や，語りの資料論的意味についての議論が行われた。これらの成果をうけて，最終年度の

平成 18 年度には，国際研究集会「戦争の記憶と語り」を開催する予定である。

（2）企画展示の実現

企画展示「日本の神々と祭り－神社とは何か？－」（代表　新谷尚紀）が平成 18 年 3 月 21 日〜 5 月 7 日

に開催された。共同研究「神社の多面性に関する資料論的研究」（平成 13 〜 14 年度）および科学研究費基盤

せきざわ
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研究（B（2））「神社資料の多面性に関する総合的研究」（平成 13 〜 15 年度・平成 16 〜 18 年度）の研究成果

の一部の社会還元を試みたものである。私のエフォートのうちほとんどをこの研究展示の仕事に集中した一

年であったといってもよい。民俗学の研究対象は民俗伝承であるが，今回，出雲大社，厳島神社，八坂神社，

伊勢神宮のケーススタディを通して，建造物や神宝・宝物，神事・祭礼などの維持の努力と，中世における

伝承の断絶と江戸期の復興という大きな波について注目された。展示構想，展示資料の選定と借用交渉，展

示図録の編集，展示パネルの制作，資料の借用と演示，これら一連の作業を進行管理担当者として行い，さ

らに展示期間においては土日および祝日のギャラリートークを行った。これらを通して，研究成果を博物館

展示で表すことの難しさと同時にその意義深さ，そして研究展示のストーリーを伝える方法としてのギャラ

リートークの重要性を認識した。

（3）その他

文部科学省研究費補助金・基盤研究（B（2））「民俗信仰と創唱宗教の習合に関する比較民俗学的研究」（平成

13 〜 15 年度）（代表　新谷尚紀）において執筆した論文の仏語版の簡易製本を行った。それをフランス調査

で長年お世話になってきた現地の方々へ届けることができた。これを一つの区切りとし，さらにフランスの

民俗の調査を継続していきたいと考えている。

高橋一樹　TAKAHASHI Kazuki　助教授

1967 年生【学歴】新潟大学教育学部中学校教員養成課程 1990 年卒業，大阪市立大学大学院文学研究

科後期博士課程 1997 年単位取得退学【職歴】国立歴史民俗博物館歴史研究部助手（1997），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研究部助教授（2004）【学位】博士（文学），大阪市立大

学，2001 年【所属学会】日本史研究会，歴史学研究会，日本古文書学会，大阪歴史学会，大阪歴史科学協議

会【専門】日本中世史【主な研究テーマ】荘園制の形成と展開／ Studies	of Shoen	System，中世文書論／

Studies	of	the	Medieval	Documents

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

（1）基幹研究「中・近世における生業と技術・呪術信仰」（代表　井原今朝男）の共同研究員・館内事務担

　　当として，新潟県立埋蔵文化財センター，旧紫雲寺潟周辺遺跡群，旧岩船潟故地などで資料・現地景観

　　調査および研究会を行った。また，次年度に計画している現地調査および研究会の準備として，鹿児島

　　県歴史資料センター黎明館，鹿児島県立埋蔵文化財センター，万之瀬川流域遺跡群（鹿児島県南さつま

　　市）などで事前調査・打ち合わせを行った。

（2）基盤研究「明治地籍図の集成的研究」（代表　青山宏夫）の共同研究員・館内事務担当者として，明治

　　初期の地籍図と関連史料の原本調査および研究会を大津市歴史博物館，佛教大学，大分県立図書館，大

　　分県立先哲史料館，税務大学校租税史料館などで行った。

（3）個別共同研究「水木コレクションの形成過程とその史的意義」（代表　高木博志）および科学研究費補
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　　助金・基盤研究（B）（2）「近代大和地方のコレクション収集活動に見る「日本文化」形成過程の研究－水

　　木コレクションの復元をふまえた総合的研究－」（代表　久留島浩）の共同研究員・研究分担者および館

　　内事務担当として，東京大学総合博物館，倉敷市立中央図書館，財団法人白鶴美術館，春日大社などで

　　研究会および資料調査を行った。

（4）人間文化研究機構連携研究ＦＳ「武士関係資料の総合化－比較史および異文化表象の素材として－」

　　（代表　小島道裕）により，フランス共和国の国立ヨーロッパ地中海文明博物館，国立ギメ美術館，国

　　立アンヴァリッド軍事博物館などで資料調査を行った。

（5）国立歴史民俗博物館・フランス国立ヨーロッパ地中海文明博物館共催の国際研究集会「中世城郭の

　　発展と終末」（2006 年 9 月，於フランス国立ヨーロッパ地中海文明博物館，代表　井原今朝男）に参加し，

　　「中世後期の居館・城郭と社会階層」を報告した。館内事務担当者。

（6）科学研究費補助金・基盤研究（A）（2）「歴史的アーカイブズの多国間比較に関する研究」（代表　渡辺浩

一）の研究分担者として，中華人民共和国・上海市で開催された国際シンポジウム「東アジアにおける

文書資料と家族・商業および社会」に出席して議論に参加するとともに，黄山市立博物館における徽州

文書の調査等を行った。

三　 博物館活動

４　歴民研修委員，講師

　歴史民俗資料館等専門職員研修会「調査研究と資料収集 1」資料研究の基礎作業（文献資料担当）・講師

四　社会連携

１　館外における各種委員

　国文学研究資料館共同研究員，山梨県内中世寺院分布調査検討委員会委員，日本古文書学会・古文書研

　　究編集委員

２　館外講演・カルチャーセンター・出前授業

　「非破壊分析と古文書の「真偽」」，千葉県非破壊検査研究会，2005 年 6 月 27 日

　「古文書入門」朝日カルチャーセンター千葉，通年第 2・4 木曜日

Ⅱ　 業績目録 

2a　論文

「中世日本海沿岸地域における潟湖と荘園制支配」（矢田俊文・工藤清泰編『日本海域歴史大系』第２巻

中世篇，清文堂出版，pp.11 〜 40，2005）

　Keeping	Records：Judicial	Process	and	Recording	System	in	Medieval	Japan，THE	HASKINS	SOCIETY

　　JOURNAL，JAPAN，vol.1，pp.21 〜 28，2005

2b　研究ノート

　「国立歴史民俗博物館所蔵の中世文書」（『古文書研究』60，pp.99〜 112，2005）

　「文献史料からみた奥山荘中条の政治・経済ネットワーク」（矢田俊文・竹内靖長・水澤幸一編『中世の

　　　城館と集散地』高志書院，pp.37 〜 48，2005）

　「越後・出羽の地域構造と城氏権力」（『中世考古学文献研究会会報』第５号，pp.22〜 26，2005）

たかはし
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3b　自治体史

　「地域の再編と荘園」（『揖保川町史』第一巻本文編Ⅰ，pp.394〜 407	，2005）

５　学会・外部研究会発表要旨

　2005.7：Keeping	Records：Judicial	Process	and	Recording	System	in	Medieval	Japan，International

　　Medieval	Congress	2006，University	of	Leeds．

　2005.10：「鵤荘のかたち」（シンポジウム ｢ 法隆寺領播磨国鵤荘－古代から現代まで生き続けるお太子

　　　さんの町－ ｣，兵庫県太子町）

　2005.11：「越後・出羽の地域構造と城氏権力」（第３回中世考古学のための日本中世・近世初期文献研

　　　究会シンポジウム「中世前期阿賀野川流域（新潟県・福島県）の領主と城館」，新潟大学）

Ⅲ　研究状況・研究広報
　

館蔵中世古文書データベースのデータ入力および画像付与にともなうインターフェイスの改善を継続し

て行い，人間文化研究機構の情報共有化を進めるプロジェクトにも参画した。個人研究では，鎌倉〜南北朝

期における荘園制の変質過程についての実証作業を積み重ねる一方，日本海岸地域を中心とした中世の潟湖

と地域編成をめぐる新たな研究テーマを立てることができた。さらに，上記のイギリス・リーズ大学での国

際中世学会におけるセッション報告をふまえ，科研費にもとづく共同研究ともリンクさせながら，訴訟文書

を中核とした中世文書の比較研究にもひきつづき取り組みたい。

常光　徹　TSUNEMITSU Toru　助教授

1948 年生【学歴】國學院大學経済学部経済学科	1973 年卒業【職歴】公立中学校教員，国立歴史民俗博

物館民俗研究部助教授（1998），総合研究大学院大学文化科学研究科助教授併任（1999），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研究部助教授（2004）【学位】博士（民俗学），國學院大学，2004

年 11 月【所属学会】日本民俗学会，日本口承文芸学会，説話伝承学会，日本民具学会【専門】民俗学，口承

文芸学【主な研究テーマ】口承文芸の研究／ A	study	of	oral	tradition，俗信の民俗学的研究／ A	study	of	

folk	belief

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

（1）基幹研究「20 世紀に関する総合的研究」（1）20 世紀における戦争Ⅰ（代表　安田常雄）の共同研究員

（2）個別共同研究「宗教者の身体と社会」（代表松尾恒一）で，共同研究員として６月 10 日から 12 日ま

で富山県下村加茂神社の調査を行い，また，10 月１日の研究会にて「後ろ手の呪法－富山県下村・賀

茂神社の御田植祭りの事例から－」と題して発表した。

（3）個別共同研究「日本における民俗研究の形成と発展に関する基礎研究」（代表　小池淳一）共同研究員
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として調査・研究を行い，９月 23 日の研究会にて「俗信再考」と題して発表した。

（4）国際日本文化研究センター共同研究「日本人の異界観－その構造と意味」（代表　小松和彦）の共同

研究員。

（5）文科省基盤（B）（2）「中国江南沿海村落の民俗誌的研究」（代表福田　アジオ）の研究協力者として，８

月 23 日から 30 日まで日まで中国浙江省象山県石浦鎮東門島と温嶺市石塘鎮の調査を行った。

（6）文科省基盤（A）（1）「怪異・妖怪文化資料を素材とした計量民俗学の構築と分析手法の開発に関する研

究」（代表　小松和彦）の研究協力者としてとして，12月９日から12日まで高知県東津野村の調査を行っ

た。

（7）日本学術振興会研究成果公開促進費「日本民話データベース」（代表　樋口淳）の作成分担者として，

昔話資料の収集を行った。

（8）特別企画展示「夏の風景」の展示プロジェクト委員として怪談・妖怪コーナーを担当した。

（9）2001 年から進めている怪談・妖怪コレクションのなかから，錦絵と絵巻を新収資料展で展示した。

（10）研究交流協定を結んでいる韓国国立民俗博物館との国際研究集会（韓国国立民俗博物館・11 月１日

〜３日）に参加し，「俗信研究の軌跡」と題して研究発表を行った。

（11）日本口承文芸学会大会（６月５日・同社大学）で行われたシンポジウム「怪異・妖怪の世界」で司会

をつとめた。

（12）日本昔話学会大会（７月２日・京都女子大学）で行われたシンポジウム「昔話とメディア」で司会を

つとめた。

（13）群馬歴史民俗研究会大会（前橋市中央公民館・６月５日）で「しぐさの民俗学」と題して講演を行った。

二　教育活動

１　教育

　國學院大學大学院非常勤講師（伝承文学特論）

　國學院大學非常勤講師（口承文芸研究）

　京都精華大学非常勤講師・集中講義（９月７日〜 10 日）（口承文芸の歴史）

　総合研究大学院大学日本歴史研究専攻・大学院説明会（10 月 15 日）で「しぐさと魔よけ」と題して

　　講演を行った。

　総合研究大学院大学日本歴史専攻助教授併任

四　社会連携

１　館外における各種委員

講演「妖怪と想像力」栃木県小山市立博物館（５月５日）

Ⅱ　業績目録 

2b　研究ノート

「妖怪と想像力」（『妖怪現る－心の闇にひそむものたち』pp. ５〜８，小山市立博物館，2005 年４月）

「漁と海に関する俗信」（福田アジオ編『中国江南沿海村落民俗誌』pp.237 〜 257，神奈川大学大学院

歴史民俗資料学研究科，2006 年３月）

つねみつ
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3a　調査・発掘調査報告書

「佐藤タミさんの昔語り（3）－秋田県鳥海村上平根－」（『昔話伝説研究』25，pp.77 〜 85，昔話伝説研

究会，2005 年 5 月）

５　学会・外部研究会発表要旨

　「後ろ手の呪法」（共同研究「宗教者の身体と社会」2005 年６月）

　「俗信再考」（共同研究「日本における民俗研究の形成と発展に関する基礎研究」2005 年９月）

　「俗信研究の軌跡」（『韓国の民俗学・日本の民俗学Ⅱ』2005 年 11 月）

７　その他

『おにはそと，ふくはうち』（世界文化社，2006 年２月）　　

「おにはそと」（『ワンダーブック』２，世界文化社，2006 年２月）　　　　

「怪異・妖怪の世界にむけて」（『口承文芸研究』29，日本口承文芸学会，2006 年３月）

Ⅲ　研究状況・研究広報

これまでに発表した，呪術的なしぐさや声，あるいは身体の生理的な現象をめぐる呪的な伝承に関する論

文を整理し，系統的に分類した。不足している部分については書き足した。2006 年度に『しぐさの民俗学

－呪術的世界と心性－』と題して出版する予定である。

呪術，とりわけお呪いと称されるような身近な伝承に注目し，その背後に脈打っている心性の問題を論ず

るには，俗信という分類のもとに集積されている資料群が重要な意味をもつことがわかった。本年度は，柳

田国男が俗信をどのようにとらえていたかを，民俗資料の三部分類における「心意現象」の面から研究を進

め，共同研究等で発表した。この問題は，今後も継続していく予定である。

永嶋正春　NAGASHIMA Masaharu　助教授

1948 年生【学歴】東京理科大学理学部化学科1971年卒業，東京芸術大学大学院美術研究科修士課程保

存科学専攻 1973 年修了【職歴】総理府（現，総務省）宮内庁正倉院事務所保存課調査室（総理府技官・研

究職，1973），国立歴史民俗博物館情報資料研究部助手（1983），同助教授（1985），総合研究大学院大学文

化科学研究科助教授併任（1999），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研究部助

教授（2004）【学位】【所属学会】日本文化財科学会【専門】保存科学，日本文化史【主な研究テーマ】非

破壊的調査手法による歴史資料の技術史・文化史的研究／ Historical	Materials	from	the	Standpoint	

of	Technological	History	and	Cultural	History	by	Nondestructive	Research	Methods,	 ／漆並びに赤色

顔料関係資料の技術史・文化史的研究 Materials	Involved	in	Lacquer	and	Red	Pigments	in	Terms	of	

Technological	History	and	Cultural	History
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Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

・本館基幹共同研究「生業・権力と知の体系に関する歴史的研究（1）中・近世における生業と技術・呪　

　術信仰」共同研究員

　・本館基盤共同研究「高精度年代測定法の活用による歴史資料の総合的研究」共同研究員

　・本館基盤共同研究「歴史資料の材質・製作技法と生産地に関する調査研究」共同研究委員

　・個別共同研究「マロ塚古墳出土品を中心にした古墳時代中期武器武具の研究」共同研究員

　・個別共同研究「愛媛県上黒岩遺跡の研究」共同研究員

　・文部科学省科学研究費補助金・学術創成研究費「弥生農耕の起源と東アジア－炭素年代測定による高精

　　度編年体系の構築－」（研究代表者　	西本豊弘）（16 年度〜20 年度）研究分担者

　・日本学術振興会科学研究費補助金基盤研究Ａ「日本出土原始古代繊維製品の分析調査による発展的研究」

　　（研究代表者　望月幹夫）（15 年度〜17 年度）研究分担者

　・企画展示「水辺と森と縄文人－低湿地遺跡の考古学－」展示プロジェクト委員として，展示企画，展示

　　図録作成，演示等をおこなった。

　・企画展示「弥生農耕と東アジア（仮題）展示プロジェクト委員」

　・第 50 回歴博フォーラム「水辺と森と縄文人」司会，6 月 18 日

二　教育活動

１　教育

　総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻助教授

四　社会連携

２　館外講演・カルチャーセンター・出前授業

　（財）福島県文化振興事業団福島県文化財センター白河館文化財研修「考古学と関連科学－古代漆塗遺物

　　研究の現状」講師，9 月 3 日

　朝日カルチャーセンター（横浜）講師「鉄製品をつくる－古代の製鉄と武器・武具・馬具」8 月 20 日

Ⅱ　業績目録 

１　著書

　『出土文字資料の新展開－歴史研究の最前線－』編著（146 頁）総研大日本歴史研究専攻・国立歴史民　

　　俗博物館，9 月（販売，吉川弘文館）

2a　論文

　「居徳遺跡出土木胎漆器の漆絵に見られる大陸的様相について」『原始絵画の研究	論考編』設楽博巳編，

　　　pp.85 〜 93，六一書房，1 月

2b　研究ノート

　「玉造町内出土銅印 ｢ 万及私印 ｣ の非破壊調査結果について」婆良岐考古第 27 号，pp.7 〜 10，巻頭写

　　　真 1p，5 月，村本周三と共著

ながしま
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3a　調査・発掘調査報告書

　「吉見稲荷山遺跡出土の漆・赤彩関係資料について」『吉見稲荷山遺跡発掘調査報告書』（財）印旛郡市文

　　化財センター，3 月

４　展示図録

　企画展示図録『水辺と森と縄文人－低湿地遺跡の考古学－』編集・発行　国立歴史民俗博物館，6 月，	

　　　「１	縄文時代の工芸」pp.9 〜 14，「４	低湿地遺跡から見た縄文文化－赤い糸玉復元に向けて－」

　　pp.65 〜 68

６　歴史系総合誌『歴博』

　「試料の採取は資料破壊なのか」歴史系総合誌『歴博』No.130，pp.20 〜 23，特集	破壊・非破壊－文

　　化財を知る，5 月

７　その他

　「モノが語るヒトの営み　縄文時代の漆①	漆文化の始まり」日経サイエンス 2006 年 1 月号，36 巻 1

　　　号（通巻 411 号），pp.80 〜 82，日本経済新聞社，1 月

　「モノが語るヒトの営み　縄文時代の漆②	技術の高さと感性」日経サイエンス 2006 年 2 月号，36 巻

　　　2 号（通巻 412 号），pp.104 〜 106，日本経済新聞社，2 月

　「モノが語るヒトの営み　縄文時代の漆③	漆で見る縄文と弥生」日経サイエンス 2006 年 3 月号，36

　　　巻 3 号（通巻 413 号），pp.62 〜 65，日本経済新聞社，3 月

Ⅲ　研究状況・研究広報

夏期に開催した企画展示「水辺と森と縄文人－低湿地遺跡の考古学－」に力を入れ，近年出土した漆製品

を数多く展示するとともに，展示図録，歴博講演会などを通して縄文時代の漆文化が理解されるよう努めた。

西谷　大　NISHITANI Masaru　助教授

1959 年生【学歴】熊本大学文学部史学科 1984 年卒業，同大学院文学研究科修士課程史学専攻 1986 年

修了，中華人民共和国天津師範大学普通進修生 1987 年修了，中華人民共和国中山大学人類学系高級進修生

1989 年修了【職歴】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研究部助教授（2004）【学

位】文学修士，熊本大学文学部，1986 年【所属学会】中国考古学会，東南アジア考古学会【専門】東アジ

ア人類史【主な研究テーマ】生業の歴史的変遷，焼畑，水田，マーケット　

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

（1）文部科学省科学研究費補助金・基盤 B（2）海外「実践としてのエスノサイエンスと環境利用の持続性	

―中国における焼畑農耕の現在－」（2003 年〜2006 年，研究代表・篠原徹）
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　　2005 年 7 月 11 日〜 9 月 9 日，中国雲南省紅河州金平県者米において調査

　　2006 年 1 月 13 日〜 2 月 24 日，中国雲南省紅河州金平県者米において調査

（2）個別共同研究「東アジアにおける多様な自然利用－水田農耕民と焼畑農耕民－」研究代表者

（3）企画展示「東アジア中世海道」（代表　小野正敏）の展示プロジェクトメンバーとして調査および展示

に参加。

Ⅱ　業績目録 

2a　論文

　「市はなぜたつのか－雲南国境地帯の定期市を事例として－」『国立歴史民俗博物館研究報告』第 130 集，

　　pp.141 〜 218，2006 年３月

　「雲南国境地帯の棚田－アールー族とヤオ族の灌漑システム－」『国立歴史民俗博物館研究報告』第 125

　　集，pp.259 〜 284，2006 年 3 月

西谷　大・篠原徹　「雲南省紅河県者米谷のアールー族とヤオ族の灌漑システム」，『コモンズと生態史

研究会報告書』文部科学省科学研究費補助金特定領域 “資源人類学”，pp.121 〜 134，	2005 年 3 月

3 月

2b　研究ノート

　「魂は眠らない２－雲南省者米谷のタイ族の葬式－激変する者米谷の生活世界」『ＳＯＧＩ』表現文化社，

　　pp.73 〜 76，2006 年 1 月

　「魂は眠らない１－雲南省者米谷のタイ族の葬式－」『ＳＯＧＩ』表現文化社，pp.73 〜 76，2006 年

　　3 月

５　学会・外部研究会発表要旨

　研究発表「棚田の景観の歴史性と文化性の違い」第 18 回国際文化財保存修復研究会〈文化的景観の成

　　立その変遷，東京文化財研究所，（篠原徹との共同発表）

６　歴史系総合誌『歴博』

「市はどのように発生するのか，その背後にどのような世界があるのか」（『歴博』№ 135，p.1，2006

年 3 月）

「者米谷の市」（『歴博』№ 135，pp．20 〜 23，2006 年 3 月）

７　その他

『毎日小学生新聞』「歴史の時間」	

　第 13 回「昔の人はどうやってブタを飼っていたの？」（2005 年 7 月 1 日）	

　第 14 回「ギョウザは主食？それともおかず？」（2005 年 7 月 8 日）	

　第 15 回「ギョウザはいつ発明されたの？」（2005 年 7 月 15 日）	

　第 16 回「中国の台所はどんな様子だったの？」（2005 年 7 月 22 日）	

　第 17 回「サシミを食べるのは日本人だけなの？」（2005 年 7 月 29 日）

にしたに
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西本豊弘　NISHIMOTO Toyohiro　教授  研究連携センター長

1947 年生【学歴】早稲田大学教育学部社会科 1971 年卒業，北海道大学大学院文学研究科博士課程日本

史専攻 1981 年単位取得退学【職歴】総合研究大学院大学文化科学研究科教授併任（1999），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教授・研究連携センター長（2004）【学位】【所属学会】動

物考古学研究会，日本考古学協会，日本人類学会，日本文化財科学会【専門】動物考古学，環境考古学【主な

研究テーマ】縄文・弥生時代の環境考古学／ Enviromental	Archaeology	in	the	Jomon	and	Yayoi	Reriods

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

（1）文部省文部科学省科学研究費補助金・学術創成研究費「弥生農耕の起源と東アジア－炭素年代測定

による高精度編年体系の構築－」（2004 年〜 2008 年）研究代表者

（2）		2005 年度企画展示「水辺と森と縄文人」展示代表者

二　教育活動

１　教育

　総合研究大学院大学教授文化科学研究科日本歴史専攻教授（併任）

　千葉大学大学院自然科学研究科客員教授

　國學院大學文学部非常勤講師

　國學院大學大学院文学研究科非常勤講師

三　博物館活動

　企画展示『水辺と森と縄文人』展示代表者

　国立科学博物館・特別展示『縄文 VS 弥生』展示協力

四　社会連携

１　館外における各種委員　

　千葉市立博物館協議会委員，宮古市教育委員会・崎山貝塚史跡整備検討委員，史跡大船遺跡復元整備

　検討委員会委員（函館市），三内丸山遺跡発掘調査委員会（青森県教育委員会），北黄金貝塚保存整備

　委員会（伊達市教育委員会 2001 年）

２　館外講演・カルチャーセンター・出前授業

　船橋市教育委員会・山梨県立博物館・八戸市是川中居縄文館など

Ⅱ　業績目録 

１　著書

　2006.3：『ポプラディア情報館　衣食住の歴史』，ポプラ社，東京（西本豊弘監修）

2a　論文

　2005.5.1：「動物骨格図集（３）」動物考古学第 22 号，pp.91 〜 125,　動物考古学研究会，千葉
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　2005.8.10：「弥生時代の開始年代－ AMS －炭素 14 年代測定による高精度年代体系の構築－」『総研大

　　文化科学研究』１，	pp.71 〜 96，総合研究大学院大学，神奈川（藤尾慎一郎・今村峯雄と共著）　　

　2005.10.30：「第 6 章　縄文人の食生態」『現代の考古学２　食料獲得社会の考古学』，pp.142 〜 149，

　朝倉書店，東京（佐藤宏之編）

3a　調査・発掘調査報告書

2004.12.10：「四谷一丁目南遺跡２次調査出土の動物遺体」『東京都新宿区四谷一丁目南遺跡Ⅱ』pp.56

〜 60，宗教法人カトリック聖パウロ修道会，東京（小林園子と共著）　

2005.9.30：「崇源寺・正見寺出土の動物遺体」『崇源寺・正見寺跡』pp.162 〜 166，宗教法人明治神宮，

東京（太田敦子・小林園子と共著）

４　展示図録

　企画展示図録『水辺と森と縄文人』編著

　国立科学博物館特別展示図録『縄文 VS 弥生』部分執筆

５　学会・外部研究会発表要旨

　日本文化財科学会・会誌『考古学と自然科学』編集委員長

Ⅲ　研究状況・研究広報

（1）文部科学省科学研究費補助金・学術創成研究費「弥生農耕の起源と東アジア－炭素年代測定による

高精度編年体系の構築－」（2004 年〜 2008 年）研究代表者

（2）動物考古学の研究

仁藤敦史　NITO Atsushi　助教授

1960 年生【学歴】早稲田大学第一文学部日本史学専攻 1982 年卒業，同大学院文学研究科博士後期課程

史学専攻 1989 年満期退学【職歴】早稲田大学第一文学部日本史学専攻助手（1989），本館歴史研究部古

代研究部門助手（1991），本館歴史研究部古代研究部門助教授（1999），総合研究大学院大学助教授文化科学

研究科併任（2002），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研究部助教授（2004），国

立大学法人総合研究大学院大学助教授文化科学研究科併任（2004）【学位】博士（文学），早稲田大学，1998

年 11 月【所属学会】歴史学研究会，木簡学会，史学会，日本史研究会，条里制・古代都市研究会【専門】日

本古代史【主な研究テーマ】都城制成立過程の研究／ Establishment	process	of	Japanese	ancient	capital	

cities，古代王権論／ Theoretical	study	of	ancient	sovereignty，古代地域社会論／ Ancient	local	societies

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

（1）	共同研究「律令国家転換期の王権と都市」（代表　山中章）の報告書刊行にむけて館内で編集を担当し

にとう
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た。個別論考としては，「桓武朝の王統意識と氏の再編」を執筆し，資料集としては「平安初期単行法

令目録」および「復元弘仁格史料集」を服部一隆氏（本館ＲＡ）とともに作成した。

（2）（1）の共同研究の成果公開を目的として 2007 年度の企画展示「長岡京の光と影（仮称）」（代表　仁藤

敦史）の展示プロジェクトを開始した。展示コンセプトおよび長岡京・平安京のコンピューターグラフィ

ク展示の検討をおこない，難波京の都市展示の実例として大阪歴史博物館の視察をおこなった	。

（3）人間文化研究機構連携展示「うたのちから－和歌の時代史－」（代表　吉岡眞之）の進行管理担当とし

て展示全体の進行管理を行い，「古代の漢詩・和歌とその「場」」の展示を分担した。なお，10 月 23

日には展示場でギャラリートークを担当した。図録『うたのちから－和歌の時代史－』を酒井茂幸氏（本

館研究員）とともに編集した。また人間文化研究機構歴博・国文研共同フォーラム「和歌の貴族の世界」

の進行管理と司会を担当した。またフォーラム記録刊行の準備を開始した。

（4）基幹研究「古代における生業と権力とイデオロギー」（代表　広瀬和雄）では，８月 20 日の研究会で

「古代王権とミヤケ制」というタイトルで報告をおこなった。ミヤケ制が領域的な枠組みよりも人間集

団と貢納奉仕先との関係を重視していたことを論じた。

（5）基幹研究「６世紀墓制にみる倭の対外交流と文化受容の比較研究」（代表　杉山晋作）では，国際研究

集会「百済の国際交流－武寧王陵の最新研究をめぐって－」の司会を広瀬和雄氏とともに担当した。

（6）基幹研究「『三国志』魏書東夷伝の国際環境」（代表　東　潮）では９月 26 〜 28 日に壱岐で，原の辻

遺跡およびカラカミ遺跡などの現地調査をおこなった。	

（7）正倉院文書複製の活用手段として正集の裏文書の写真を高精細画像としてデジタル化し，文書名を

付与した。デジタル化により帳簿類の朱書きの比較検討が飛躍的に容易となり，研究および展示に活用

することが可能となった。来年度は続修の裏文書についてデジタル化を予定している

（8）「正倉院文書複製事業」として宮内庁正倉院事務所に出張，4 月に透過光撮影・原本照合，9 月に色

校，11 月に撮影をおこなった。本年度は，続々修第四帙第二十巻から第五帙第四巻までの六巻を撮影

し，前年撮影分である続々修第四秩第八巻から第十九巻までの十二巻を完成させた。

二　教育活動

１　教育

　総合研究大学院大学助教授文化科学研究科日本歴史専攻（併任）

　早稲田大学大学院文学研究科非常勤講師（日本史学特論４）

　慶応大学文学部非常勤講師（日本史特殊４）

　大阪市立大学文学部非常勤講師（集中講義），9 月 12 日〜 15 日

			総合研究大学院セミナ－司会「歴史と文学のあいだ」東京医科歯科大学医学部付属病院（臨床講堂Ⅱ），

　　　2005 年 7 月 16 日

三　博物館活動

　１		歴博探検

				　「みやこのくらし」2005 年 10 月 8 日

　２　歴史系総合誌『歴博』関係

　副編集長・編集長（12 月より）

　歴史の証人「玲涛閣集古帳」『歴博』130 号
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　特集「日記と歴史学」『歴博』131 号

３　各種編集委員

　評価委員会「業務実績報告書」「評価書」編集

四　社会連携

１　館外における各種委員

条里制・古代都市研究会評議員

正倉院文書研究会委員

２　館外講演・カルチャーセンター・出前授業

「元明天皇・元正天皇」『古代女帝を問い直す』第三回，朝日カルチャーセンター横浜，2005 年5 月13 日

「倭の五王」『日本史研究の到達点：	四・五世紀の日本列島を考える』，静岡SBS 学苑パルシェ，2005 年5

月14 日

「継体天皇の系譜と歴史的位置」古代を学ぶ会，2005 年7 月14 日

「卑弥呼の「戦争と平和」」（全二回），新宿朝日カルチャーセンター，2005 年9 月3 日・17 日

「佐治国と左治天下－男弟とヲワケ臣－」『参謀の世界史－日本編』第一回，新宿朝日カルチャーセンタ	

ー，2005 年10 月22 日

「推古女帝と蘇我馬子」『参謀の世界史－日本編』第三回，新宿朝日カルチャーセンター，2005 年10 月29

日

「通史編の特色」焼津市史講演会，焼津市市民文化センター，2005 年11 月5 日（講演録は『焼津市史研究』

７，2006 年3 月に掲載）	

「古代宮都の実像」『日本古代史の焦点』第八回，新宿朝日カルチャーセンター，2006 年2 月18 日

「女帝の世紀－女帝は中継ぎか? －」東アジアの古代文化を考える会，2006 年3 月19 日

Ⅱ　業績目録 

１　著書

　2006.3a：『女帝の世紀－皇位継承と政争－』（253 頁），角川書店（単著）	

　2006.3b：『歴史と文学のあいだ』（101 頁），吉川弘文館（編著）	

2a　論文

　2005.5：「太上天皇の「詔勅」について」（吉村武彦編『律令制国家と古代社会』pp.167 〜 187，塙書房）

　2005.8：「古代王権とミヤケ制」（『考古学ジャーナル』533，pp.19 〜 22，ニューサイエンス社）

　2005.10：「王統譜の形成過程について	」（小路田泰直・広瀬和雄編著『王統譜』，pp53 〜 83，青木書

　店	）

　2005.12：「トネリと采女	」（『列島の古代史』人と物の移動４，pp167 〜 201，岩波書店	）

２c　書評

　「書評　佐伯有清著『邪馬台国論争』」（『赤旗』2006 年 2 月 26 日朝刊	）

３　自治体史・史料集　

　「古代王権の成立」pp17 〜 77，（歴史学研究会編『日本史史料』１古代，2005 年 5 月）

にとう
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　「ヤマトタケル東征伝承と宮号舎人」pp200 〜 238，「益頭郡の成立と天平宝字改元」pp239 〜 289，「小

　川駅と寺社荘園の形成」pp290 〜 332（『焼津市史』通史編上巻，2005 年３月）

４　展示図録

　2005.10：「古代の漢詩・和歌とその「場」」人間文化研究機構連携展示「うたのちから－和歌の時代史

－」　図録，pp.10 〜 13

５　学会・外部研究会発表要旨

　「七世紀後半の戦乱と高安城	」第 33 回古代史サマーセミナー全体会報告，信貴山，2005 年 8 月 25　

日

　「古代王権と宮の構造－殿舎名称と権力構造－」国際日本文化研究センター共同研究「王権と都市に関

　する比較史的研究」（代表　今谷明），日文研，2005 年 8 月 27 日

６　その他

　「近代とは違った古代天皇の即位のルール」『本の旅人』126 号，角川書店

　「歴史豆知識」『歴史のしおり』2005 年５月号，帝国書院，p14，2005 年５月

　「聖徳太子は実在したか」『歴史のしおり』2005 年 9 月号，帝国書院，p14，2005 年 9 月

Ⅲ　研究状況・研究広報

個人研究としては，（1）7・8 世紀を中心とした都城制成立過程の研究，（2）古代王権論研究，および（3）

駿河・伊豆地域を中心とする古代地域社会の分析という三つのテーマを大きな柱として位置づけている。

まず【古代王権論研究】では，著書〔仁藤 2006.3a〕において奈良時代政治史の枠組みを再検討した。〔仁

藤 2005.5〕は，太上天皇の「詔勅」とされるものは，数が少ないだけでなく公式令に規定された通常の形

式とは異なることを論証した。大化前代については，〔仁藤 2005.8〕で，特定の耕作民・耕作地を含む経済

体および領域支配としての内実は「前期ミヤケ」には希薄であったことを主張，〔仁藤 2005.10〕では，王

統譜の形成過程を概観し，「上宮記」一云系譜の古さを承認しつつもその政治性を強調する。さらに，〔仁藤

2005.12〕では，大王宮に収斂されないミコ宮への舎人奉仕，キサキ宮への采女奉仕の可能性を指摘する。

一方，駿河・伊豆地域を中心とする【古代地域社会論】では自治体史の通史編執筆により，古代の駿河国の

概要を整理することができた。編著〔仁藤 2006.3b〕では，ヤマトタケル東征伝承を中心として東国論を

まとめた。

原山浩介　HARAYAMA Kosuke　助手（2005.11.1 ～）

1972 年生【学歴】横浜市立大学商学部経済学科社会経済コース（社会学専攻）1997 年卒業，京都大学大学

院農学研究科生物資源経済学専攻博士課程 2004 年修了【職歴】龍谷大学非常勤講師（2002），佛教大学非

常勤講師（2002），近畿大学非常勤講師（2004），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

館研究部研究機関研究員（2004），慶應義塾大学非常勤講師（2005），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助手（2005）【学位】博士（農学），京都大学，2004 年 3 月【所属学会】歴史学研究会，
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同時代史学会，日本村落研究学会，日本農業経済学会，地域農林経済学会【専門】現代社会史（Contemporary	

Social	History），消費社会論（Study	ofConsumer	Society），地域社会論（Studies	on	Region	and	Community）

【主な研究テーマ】戦後日本の消費社会の形成と変遷に関する研究／ Research	on	formations	and	changes	

of	the	Japanese	consumer	society	in	the	postwar	period，戦後闇市における庶民生活と占領政策・経済統

制の連関に関する研究／ Research	on	black	markets	in	1940’ s:	Especially	focusing	on	conflicts	between	

people’ s	daily	life	and	economical	controls	under	the	occupation	policy	of	GHQ/SCAP，高度経済成長期の

健康政策の農村生活への諸影響に関する研究／ Research	on	influences	of	health	policies	on	rural	areas	in	

the	rapid	economic	growth	period

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

1　 個人研究「戦後日本の消費社会の形成と変遷に関する研究」において，とりわけ，奥むめおの活動

　をめぐって調査を進め，その成果を発表した。

　【学会報告】社会思想史学会において，「消費者運動の構造化と消費者の創出－敗戦・アメリカニゼーショ

　ン・高度成長との関わりから－」と題して報告した。（2005.11）

　【研究会報告】山城社会科研究会（京都）において，「戦後日本の消費者運動史」をテーマとした研究会

　において，「「消費者」のポリティックス : 戦後消費者運動をめぐって」と題して報告した。（2005.10）

2　 個人研究「戦後日本の消費社会の形成と変遷に関する研究」において，戦後，大阪で消費者運動と

　社会事業を推進した比嘉正子が，沖縄出身者であったことにに注目し，本館基幹研究「20 世紀におけ

　る戦争Ⅰ」および人間文化研究機構連携研究「移民史の比較研究」の，沖縄における現地研究会に参加

　し，戦前から戦中にかけての，沖縄から各地への人の移動について学ぶとともに，資料収集を行った。

3　 個人研究「戦後日本の消費社会の形成と変遷に関する研究」に関連して，1950 年代の鳥取での生協

　運動の成立と，これに対する商業者のリアクションをめぐり，公文書等の資料調査を行うとともに，そ

　の成果の一部を発表した。

　【学会報告】同時代史学会第 12 回研究会において，「消費者性の生成と高度成長」と題して報告を行った。

　（2006.3）

4　 個人研究「戦後闇市における庶民生活と占領政策・経済統制の連関に関する研究」において，プラン

　ゲ文庫などを活用し，前年度に続いて資料収集とその分析を進めた。

5　 個人研究「高度経済成長期の健康政策の農村生活への諸影響に関する研究」に関連して，健康政策の

　歴史についての研究会を数次にわたって開催するとともに，前年度の成果を論文にまとめた。

　【論文】（原山 2005.3）

　　また，ここでまとめた内容をベースにして，講演を行った（2005 年 12 月 10 日）。

6　 個人研究「高度経済成長期の健康政策の農村生活への諸影響に関する研究」と「戦後日本の消費社会

　の形成と変遷に関する研究」を関連・敷衍させる形で，1980 年代以降の農村の地域活性化に着目し，

　メディア・学界等を通じて，村落が時流のなかでどのように話題として消費されているのかをめぐり，

　検討を行い，論文にまとめた。

はらやま
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　【論文】（原山 2005.11）

7　 本館第６室リニューアル委員として，第６室展示（戦時期〜現代）の常設展示の企画に着手した。

二　教育活動

１　教育

　佛教大学非常勤講師（「生命の科学・生命論」「情報機器の操作」「情報検索演習」「マルチメディア教育

　　演習」「学習指導設計論」）

　龍谷大学非常勤講師（「経済英語」「フレッシュマンゼミ」）

　近畿大学非常勤講師（「生命と倫理」）

　慶應義塾大学非常勤講師（「社会学特殊講義」）

四　社会連携

２　館外講演・カルチャーセンター・出前授業　

　「農業と環境を考える〜人びとの暮らしとの関わりから〜」（国立岩手山青年の家主催事業「進！農耕人

　　のつどい〜やるぞ！農業〜」），2005 年 12 月１0 日，国立岩手山青年の家

Ⅱ　業績目録

2a　論文

　2005.3：「有機農業をめぐる理解と語りの変容－周縁性の構想力とその喪失－」（『琵琶湖・淀川水系に

　　おける資源利用と環境保全に関する総合的研究』2004 年度，pp.247 〜 257，近畿大学農学部農学

　　研究科国際資源管理学専攻（前年度未掲載）

　2005.11：「「地域活性化」言説における多重な消費の構造－優良事例として消費される農村－」（『年報	

　　村落社会研究』第 41 集，pp.161 〜 200，日本村落研究学会）

Ⅲ　研究状況・研究広報

本年度は，消費者運動の歴史に関する研究を深化させ，戦後というひとつの時代のうねりと消費者運動の

展開がどのように関わるのかを浮き彫りにすることを視野に入れながら，資料の収集と分析を行った。収集・

分析した資料そのものは，占領期のプランゲ文庫，占領期から高度経済成長期にかけての消費者運動・生協

運動・労働政策に関する公文書，あるいはまた占領期における人びとの日常生活が描かれた手記などであっ

たが，そうしたそれぞれの断片をひとつの時代の流れとして，つなげていくことを，本年度は意識してきた。

このことに関わって，2006 年 3 月に行った学会報告は，私にとって，ある意味で，非常に有意義なもの

となった。というのも，この報告の質疑応答のなかで飛び交っていた「大衆消費社会」という用語が，実は

何ら共有された規定を伴っておらず，また，この言葉を以ってある種の時代区分を行うのか，それとも時代

の動きを捉える概念装置として置いていくのかということすらも，相互にほとんど共通する認識を持ってい

ないと感じられた。「大衆消費社会」という用語が，そもそも学術的な規定と無縁に使われていることに鑑

みれば，これは無理からぬことなのだが，これは，戦後という時代をめぐり，何らか時代像を描き出すこと

の困難さとも関わっている。すなわち，各人が自らの世代，あるいは自らよりも少し前の世代の，「出来事
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の連鎖」としてイメージしている戦後という時代は，とりわけ日常性に属する事柄をめぐっては，実はパー

ソナルな記憶・イメージ・経験として想起されている。そしてそうしたパーソナルに抱かれるイメージを対

象化する作業は，実は研究者においてもあまり為されていないといえる。「大衆消費社会」といった人口に

膾炙した用語を用いることで，イメージを相互に共有しているような気分になることはできても，パーソナ

ルな地点に引き戻す強力な磁力からは依然として逃れ得ていない。これは，研究者とて例外ではないだろう。

このことは，第６室の展示企画の難しさとも関わる。戦後という時代をどのように対象化し，提示できる

のかということが，恐ろしく大変な作業である。しかも，この時期に関する歴史研究の蓄積も十分とは言い

がたい。

もちろん，個人史への言及は，展示と研究のいずれにおいても重要であり，決して軽視できない。しかし，

それらを相互につないでいくことの困難さは，それとは別の水準に，厳然としてある。この壁を乗り越える

ことは，私自身の研究においても，そして博物館の展示においても，非常に重要な課題であるということを，

今更ながら強く意識させられた。

春成秀樹（秀爾）　HARUNARI Hideki（Hideji）　教授

1942 年生【学歴】岡山大学法文学部史学科日本史専攻 1966 年卒業，九州大学大学院文学研究科修士課

程考古学専攻 1966 年中途退学【職歴】岡山大学法文学部助手（1966），同講師（1971），文化庁文化財保護

部文化財調査官（1980），国立歴史民俗博物館考古研究部助教授（1981），同教授（1990），総合研究大学院大

学文化科学研究科教授併任（1999），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研究部教

授（2004 年）【学位】博士（文学），九州大学，2003 年 3 月【所属学会】日本考古学協会，考古学研究会，日

本第四紀学会【専門】日本考古学【主な研究テーマ】旧石器〜古墳時代の祭り・儀礼・社会組織の研究／

Social	structure，	festival，	rite	and	custom	of	Palaeolithic	to	Kofun	Period

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

【共同研究】

（1）国立歴史民俗博物館基幹研究「古代における生産と権力とイデオロギー」共同研究員

　三重県日間賀島北地古墳群，佐久島製塩遺跡・古墳，答志島岩屋山古墳，斎宮博物館の見学，10月8日

〜 9日。神奈川県秋葉山古墳群および長柄桜山古墳の踏査，3月25日

　発表「弥生青銅器の埋納と政治性」3月26日

（2）国立歴史民俗博物館基盤研究「高精度年代測定の活用による歴史資料の総合的研究」共同研究員

　発表「弥生青銅器の年代」2月25日

（3）「愛媛県上黒岩遺跡の研究」研究代表者

　愛媛県上黒岩遺跡・遺物の検討会，慶應義塾大学，2月18日。

　新潟大学医学部保管資料の調査，小瀬ケ沢・室谷洞穴ほかの視察，6月15日〜 17日。

はるなり
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　上黒岩遺跡出土遺物の調査，愛媛県立歴史博物館，9月4日			

（4）文部科学省学術創成研究「弥生農耕の起源と東アジア」

　弥生時代の鉄器の調査（愛媛県小松町大久保遺跡），愛媛県埋蔵文化財センター，9月5日。西安兵馬俑

博物館，陝西歴史博物館，西北大学考古学系，陝西省考古研究所，北周安伽墓，財院大墓，景帝陽陵，

旧北京協和医学院，10月11日〜 15日。

　福岡市雑餉隈遺跡の磨製石剣・石鏃の調査，11月25日

【個人研究】

（1）北アメリカ北西海岸原住民の銅板の調査

　カナダ：University	of	British	Columbia	Museum	of	Anthropology（ヴァンクーヴァー），	8月8日〜13日。

　Royal	British	Columbia	Museum（ヴィクトリア），8月14日〜 19日。	Royal	Ontalio	Museum（トロン

ト），10月30日〜 11月1日。Canadian	Museum	of	Civilization（オタワ），11月2日〜 5日。Museum	

of	Northern	British	Museum（プリンス・ルパート），8月21日〜 22日，11月7日〜 8日。Vancouver	

Museum（ヴァンクーヴァー），8月13日，11月 9日〜 10日。Haida	Gwaii	Museum（スキデゲイト），11

月12日。アメリカ：Alaska	State	Museum（ジュノー），8月24日〜 25日，11月14日。	Sheldon	Jackson	

Museum（シトカ），8月26日。

【展示】

　新収展「袈裟襷文銅鐸の変遷」1月

　企画展「日本の神々と祭り」展示プロジェクト委員

二　教育活動

１　教育

　総合研究大学院大学

三　博物館活動

　３　各種編集委員

　「直良コレクション目録の作成」代表

　「国立歴史民俗博物館青銅器コレクション目録の作成」代表

５　歴博振興会関係

　「出雲古代遺跡の旅」案内，12 月 2 日〜 4 日

四　社会連携

２　館外講演

　「銅鐸と弥生社会」日本の考古学展記念講演，奈良国立博物館，4 月 16 日

　「弥生時代と鉄器」千葉歴史学会大会記念講演，5 月 15 日

　「弥生時代と鉄器」「新しい弥生時代像を探る」明治大学リバティータワー，7 月 2 日

　「縄文時代の家族」山梨県立考古博物館特別展記念講演，10 月 16 日

　「直良さんの明石時代」発掘された明石の歴史展記念講演，明石市立文化博物館，12 月 10 日

「弥生時代の年代と文化」第 53 回国立歴史民俗博物館フォーラム「弥生時代の始まりと東アジア」，ヤ

マハホール，3 月 4 日

　「世界の仮面，縄文の仮面」平成17年度特別史跡三内丸山遺跡報告会特別講演，三内丸山遺跡縄文時遊館，
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　　3 月 18 日

Ⅱ　業績目録 

2a　論文

　「北京原人骨の行方」（『Anthropological	Science（Japanese	Series）』113 － 2，pp.161 〜 179，The	

　　Anthropological	Society	of	Nippon，12 月）

　「弥生時代概説」（『日本の考古学』上，pp.268 〜 272，学生社，12 月）

　「農耕の祭りの始まり」（『日本の考古学』上，pp.358 〜 363，学生社，12 月）

3a　調査・発掘調査報告書

　「兵庫県伊丹市岩屋遺跡 F 地区出土試料の 14C 年代測定」『岩屋遺跡・森本遺跡』兵庫県文化財調査報

告第 300 冊 , 兵庫県教育委員会，pp.69 〜 77，２月（小林謙一ほかと共著）

４　展示図録

　「青銅器を埋めた場所」（『日本の神々と祭り』企画展示図録，pp.20 〜 21，国立歴史民俗博物館，3 月）

５　学会・外部研究会発表要旨

　「弥生時代中期の実年代－ 14C 年代の測定結果について－」日本考古学協会第 71 回総会研究発表会，国

　　士館大学，5 月 22 日

　「弥生時代中期の実年代－ 14C 年代の測定結果について－」『日本考古学協会第 71 回総会研究発表要旨』

　pp.130 〜 133，日本考古学協会，国士舘大学，5 月 22 日（今村峯雄ほかと共著）

　「大阪・兵庫の年代測定結果について」炭素年代測定による高精度編年体系の構築・大阪現地研究会，

　　大阪府立弥生文化博物館，7 月 18 日

　「中四国・近畿の年代」歴博国際シンポジウム「炭素年代測定による弥生時代の検討」国立歴史民俗博

　　物館講堂，12 月 25 日

　「中四国・近畿の実年代」学術創成研究平成 17 年度研究報告会，国立歴史民俗博物館講堂，2 月 12 日

７　その他

　『道具の考古学』（492 頁），	佐原真著，編集・編集付記，pp.488 〜 490，岩波書店，5 月

　『衣食住の考古学』（365 頁），	佐原真著，編集・編集付記，pp.363 〜 364，岩波書店，7 月

　『考古学と現代』（385 頁），	佐原真著，編集・編集付記，pp.311 〜 314，岩波書店，9 月

Ⅲ　研究状況

（1）弥生時代の実年代の研究

学術創成研究「弥生農耕の起源と東アジア」の一環として，縄文晩期〜弥生時代の実年代と社会の動きを

考古学的に明らかにする作業をつづけた。

炭素年代は「考古学的所見」よりも古くですぎているという批判があるので，今年度は「考古学的所見」

についての考古学的検討をおこなった。その結果，炭素年代批判の根拠として使われている（1）小黒石溝

8501 号墓および南山根 101 号墓の遼寧式銅剣の年代（2）比来洞１号墓の銅剣の年代（3）辛庄頭 30 号墓の細

はるなり
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形銅戈の年代など，弥生時代の年代を東北アジアの資料から導きだす際に定点として使われている青銅器の

年代は，批判者が主張するほど確かな年代ではない。現在の批判は，遼寧式銅剣が前 9 世紀に遼西で成立

したとする考えを前提にして展開されている。しかし，遼寧式銅剣はその型式学的変遷からみると明らかに

遼東起源であって，最古型式は前 11 〜 12 世紀までさかのぼるので，誤った前提のもとに弥生早・前期の

年代をさげようとする議論は成りたたない。

また，燕の墓に副葬されていた細形銅戈を最古型式とみなし，その年代観から弥生中期の始まりを 100

年さげようとする主張についても，それは最古型式とはいえないので，これまた誤った前提のもとでの批判

である。このように，根本的な誤りをおかしている批判者側の「考古学的所見」なるものは，批判されるべ

きであろう。

縄文後・晩期の年代を測定し，弥生時代の上限年代に枠をはめていること，土器付着物，木材，漆製品な

どを測定し，さらに年輪年代が判明して資料を測定し，炭素年代の測定結果を検定している実態を無視し，

土器付着炭化物の問題だけを取りあげて炭素年代の一方的な批判を展開するなど，炭素年代批判にはルール

違反が多く，意味のない批判も少なくない。以上の趣旨を論文「弥生時代の年代問題」にまとめ，来年度印

刷することになった。

弥生時代の鉄器の始まりに関しては，愛媛県大久保遺跡の鉄器を観察した。ここでも確実には弥生中期初

め以降に鋳造鉄斧の破片や再加工品が存在し，大陸伝来の鋳造鉄斧の破片を研磨して斧，鑿，ヤリガンナな

どに再加工したところから始まることがはっきりしてきた。

石器時代から鉄器時代への移行にさいして，世界の例を調べ，周辺の鉄器文化の担い手から鉄片を入手し

て鉄器を利用する型が一つあることを認め，「鉄箍
たが

交易」と呼び，それから「鉄斧交易」に変わっていく過

程を論文「弥生時代と鉄器」にまとめ，来年度発行の『国立歴史民俗博物館研究報告』に掲載することにした。

（2）銅板の研究

アメリカ北西海岸原住民の銅板 Ceremonial	Coppers は，ポトラッチのなかで至上の価値をもつ盾状の銅

製品であって，ポトラッチの歴史的性格を探るうえできわめて重要な位置を占めている。その存在が確認で

きる最古例はJ.	コルネット船長が実見した1787年の資料である。銅板の金属学的分析によって，それがヨー

ロッパの帆船の船体を外装している銅の板を材料にしていることが証明されている。したがって，銅板の成

立は北西海岸に	1778 年に J．クック船長が訪れたあと，ヨーロッパ人と原住民の接触が頻繁になった後で

あって，18 世紀後半以後ということになる。銅板の最大例は長さ	120cm，最小は 4cm で，超大，大，中，小，

極小の区別ができる。超大，大，中型品までは，ポトラッチの場で財産の象徴として扱われるが，小型品は

頭飾りにつけ，超小型品はエプロンなどに飾りとして数十個さげて使っている。銅板で現存するのはおそら

く 400 点くらいと予想する。その大部分はカナダとアメリカの博物館にあり，他にはヨーロッパに少数（30

点未満か）にある。

銅板の編年，地域色を明らかにするには，実測作業が最初の仕事になる。しかし，これまではただ１点の

実測図もなかったので，私はその作業に昨年度からとりくんできた。

本年度はアメリカ，カナダにそれぞれ２度，出張して実測図を作成した。実測をおこなった博物館は次の

通りである。

カ ナ ダ：University	of	British	Columbia	Museum	of	Anthropology，Vancouver	Museum，Royal	British	

Columbia	Museum，Royal	Ontalio	Museum，	Canadian	Museum	of	Civilization，Museum	of	Northern	
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British	Museum，	Haida	Guwaii	Museum．

アメリカ：Alaska	State	Museum．

これによって約 80 点の銅板の実測図が揃った。18 世紀後半に始まる銅板の最古型式は，1787 年と

1805 年に描かれた稚拙であるがスケッチがのこされているので，それと実測図や写真とを比較することに

よって，正確な形態を明らかにすることができた。1950 年代の最新の型式は各種の公刊物の写真によって

わかる。19 世紀の例は，欧米人が撮った写真と照合することによっておおよその年代を推定することが可

能である。このようにして，銅板の様式変遷のおおよそはつかむことができた。しかし，エスニック・グルー

プごとの編年をおこなうには，まだ資料的な欠落が少なくないので，そこをうめる作業が必要である。今年

度は，クイーン・シャーロット島を訪ね，オールド・マセットなどハイダ族のかつての拠点を一見し，また

自然にふれることもできた。

（3）北京原人骨失踪の学史的研究

日中戦争中に行方不明になった北京原人骨問題について，日本・中国・アメリカの資料を援用して，戦前・

戦中の日本の人類学について考える材料と位置づけた論文をまとめた。1941 年 12 月 8 日の日米開戦と同

時に，原人骨を戦利品として接収し日本に持ち運ぼうとする日本軍および大学研究者など日本側の動きと，

それを阻止しようとするアメリカ・中国の研究者の動きを総合的に追究した。この事件は，ナチスによるユ

ダヤ人抹殺から辛うじて逃れ人類の進化を研究テーマにしたワイデンライヒと，大日本帝国の「大東亜共栄

圏」の論理で行動した長谷部言人を中心に展開されたものであることを明らかにして，人類学と社会とのか

かわりが表面化した日本人類学史のひとこまとして問題提起をおこなった。その後も関係資料の収集につと

め，改訂版を来年度に印刷する準備をととのえた。

樋口雄彦　HIGUCHI Takehiko　助教授

1961 年生【学歴】静岡大学人文学部人文学科 1984 年卒業【職歴】沼津市明治史料館学芸員（1984），

同主任学芸員（1997），国立歴史民俗博物館歴史研究部助教授（2001），総合研究大学院大学文化科学研究

科助教授併任（2003），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研究部助教授（2004）

【学位】【所属学会】明治維新史学会，洋学史学会，全国歴史資料保存利用機関連絡協議会，静岡県近代史研

究会，静岡県地域史研究会【専門】日本近代史【主な研究テーマ】明治期の社会・文化と旧幕臣の動向／

Former	Bakufu	retainers

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

　１　本館基盤研究「20世紀に関する総合的研究」（研究代表　安田常雄）共同研究員

　２　文部科学省科学研究費補助金・基盤（B）（2）「平田国学の再検討－篤胤・銕胤・延胤・盛胤文書の史料

　　学的研究－」８月まで共同研究員，８月から研究代表

３　特別企画「佐倉連隊にみる戦争の時代」（平成 18 年７〜９月開催予定）展示プロジェクト委員（展示代

ひぐち
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　　表者）

　　総合展示第６室リニューアル委員

二　教育活動

１　教育

　総合研究大学院大学日本歴史研究専攻助教授併任

三　博物館活動 

　３　各種編集委員

　『国立歴史民俗博物館年報』編集委員

４　歴民研究委員，講師

　　７月 28 日先生のための歴博講座・総合展示解説

四　社会連携

１　館外における各種委員

　沼津市史編集専門委員（近現代部会）

２　館外講演・カルチャーセンター・出前授業　

　「幕末維新期の房総と駿河・伊豆」佐倉市民カレッジ（佐倉市立中央公民館），10 月 29 日

　「鼎談　沼津と西周」沼津香陵ライオンズクラブ 30 周年記念講演会（沼津市・沼津軒，元国士館大学　

　　　教授四方一瀰氏・津和野町文化財保護審議会長松島弘氏との対談），３月 19 日

Ⅱ　業績目録

１　著書

　2005.11：『旧幕臣の明治維新　沼津兵学校とその群像』，吉川弘文館（206 頁）

2a　論文

2006.3：「大原幽学没後門人と明治の旧幕臣」『国立歴史民俗博物館研究報告』125，pp.119 〜 156，

国立歴史民俗博物館

2006.3：「小普請の軍事的再編と静岡藩勤番組への帰着」『国立歴史民俗博物館研究報告』132，pp.3

〜 32，国立歴史民俗博物館

2b　研究ノート

　2006.3：「『さくら』『千葉連隊区将校団報』『五七』の総目次」『国立歴史民俗博物館研究報告』131，

　pp.271 〜 336，国立歴史民俗博物館

　2006.3：「沼津兵学校関係人物履歴集成　その三」『沼津市博物館紀要』30，沼津市歴史民俗資料館・

　沼津市明治史料館

3b　自治体史・史料集など

　2005.3：「第四章第二節　二　藩士と百姓・町人」，「第四章第三節　五　草莽の国学者たち」，「第四

　　章第三節　六　洋学と海外への関心」『沼津市史　通史編　近世』，沼津市

　2005.4：「江原素六翁古稀祝賀会の発起人」『沼津市明治史料館通信』81，p.3，沼津市明治史料館

　2005.7：「勝海舟と沼津兵学校」『沼津市明治史料館通信』82，p.3，沼津市明治史料館
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　2005.10a：「沼津兵学校出身のご長寿たち」『沼津市明治史料館通信』83，p.3，沼津市明治史料館

　2005.10b：「幕臣渡瀬家の親類書」，渡瀬良道・柏木実編『渡瀬寅次郎・香芽子の歩んだ道』，pp.47 〜

　　52，渡瀬寅次郎・香芽子顕彰会，財団法人興農学園

　2006.1：「福井藩から来た留学生津田束」『沼津市明治史料館通信』84，pp.3 〜 4，沼津市明治史料

　　館

　

Ⅲ　研究状況・研究広報

個人研究として，久須美祐利関係資料，中根香亭関係資料，荒川重平関係資料，旧幕臣池谷家文書などを

調査・整理し，解読を進めた。また，『沼津市明治史料館史料目録 37　沼津兵学校関係人物・旧幕臣関係資

料目録』（2006 年刊）収録資料の整理・目録作成を担当し，解説の執筆を行った。

日高　薫　HIDAKA Kaori　助教授

1961 年生【学歴】東京大学文学部第二類美術史学専修課程 1985 年卒業，東京大学大学院人文科学研究

科修士課程美術史学専攻 1987 年修了，同博士課程美術史学専攻 1990 年単位取得退学【職歴】東京大学

文学部美術史研究室助手（1990），共立女子大学国際文化学部日本文化研究研究助手（1992），国立歴史民

俗博物館情報資料研究部助手（1994），国立歴史民俗博物館情報資料研究部助教授（2002），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研究部助教授（2004）【学位】文学修士，東京大学，1987 年

【所属学会】美術史学会，漆工史学会【専門】漆工芸史【主な研究テーマ】蒔絵を中心とする漆工芸史／

History	of	Japanese	lacquerwork

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

（1）日本学術振興会科学研究費補助金・基盤研究（B）「近世初期工芸にみる国際性－大航海時代の寄港地

間における美術交流に関する研究」の研究代表者として，南蛮美術工芸に関する以下の調査研究をおこ

なった。

　　　川村記念美術館，2005 年 5 月 9 日

　　　九州国立博物館・長崎歴史文化博物館，2006 年 2 月 22 日〜 24 日

　　　ピーボディ・エセックス博物館・ボストン美術館，2006 年 3 月 11 日〜 17 日

　（2）特別企画「紀州徳川家伝来の楽器」の展示代表者として，企画立案，展示準備，パネル・キャプショ

　　ン・解説シート執筆，演示等にたずさわった。

　（3）人間文化研究機構連携展示「うたのちから　和歌の時代史」の展示プロジェクト委員として，企画立案，

　　展示準備，パネル・キャプション・図録執筆，演示等にたずさわった。

　（4）第 52 回歴博フォーラム『戌年のいぬ』において「描かれた洋犬」と題する報告をおこなった（2006

ひだか
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　　年 1 月 21 日，歴博講堂）。

　（5）人間文化研究機構連携研究「ユーラシアと日本：交流と表象」（「国民国家の比較史的研究」班）の

　　共同研究員として以下の調査研究をおこなった。

　　　韓国国立中央博物館見学・セミナー，2005 年 12 月 10 〜 11 日

　　　シンポジウム『ユーラシアと日本：交流と表象の現状と課題』，国立民族学博物館，2006 年 3 月 18

　　　　〜 19 日

（6）是川遺跡ジャパンロード（漆の道）プロジェクト（是川遺跡ジャパンロード実行委員会）のもと，以下

の調査研究・研究交流をおこなった。

　　　ベトナム漆文化調査（ハノイ国立美術館・ハノイ国立博物館・フートー省タムノン県漆山・ハノイ市

　　　　内漆器工房・フエ王城他），2005 年 6 月 23 日〜 29 日

　　　是川遺跡ジャパンロードフォーラム（コメント），2005 年 6 月 27 日

　　　これにより得られた成果は，「ジャパンロード調査報告　ベトナム漆事情」と題して『2005 是川縄

　　　　文シンポジウム』において報告した（2005.12.3）。　

　（7）企画展示「歴史のなかの鉄炮伝来」展示プロジェクト委員

　（8）総合展示リニューアル第 3 室展示プロジェクト委員

　（9）文部科学省科学研究費補助金・特別研究促進費「科学研究費補助金制度におけるプログラムオフィ

　　サー制度の構築に向けた調査・研究」（代表蓮尾昌裕）研究分担者

　（10）大学院生の指導をかねて，近世輸出漆器研究に関する以下の資料調査を行った。

　　　東京国立博物館所蔵花鳥螺鈿裁縫机の調査，2005 年 12 月 5 日

二　教育活動

１　教育

　国立歴史民俗博物館特別共同利用研究員受け入れにともなう修士論文執筆の指導（近世輸出漆器の図様

　　に関する研究）

　青山学院大学非常勤講師（芸術文化論）

四　社会連携

１　館外における各種委員

　文部科学省研究振興局学術調査官（併任），町田市博物館資料収集委員会委員，漆工史学会幹事

２　館外講演・カルチャーセンター・出前授業

　「漆工芸ことば案内」（企画展「とんこつたばこ入れ〜固い素材の柔らかい造形〜」関連講演会），たば

　　こと塩の博物館，2005 年 9 月 23 日

　「ジャパンロード調査報告　ベトナム漆事情」　「縄文再発見－是川遺跡からみえる縄文工芸（パネリス

　　ト）」，2005 是川縄文シンポジウム，八戸市公民館ホール，2005 年 12 月 3 日

３　マスコミ

　NHK 総合テレビ『新日曜美術館』「やまとうた・かな文字に表された王朝美」に出演，2005 年 11 月

　　20 日
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Ⅱ　業績目録 

2a　論文

2005.10：「蒔絵の「色」－絵画と工芸のはざまで」（玉蟲敏子編『講座　日本美術史 5〈かざり〉と〈つ

　くり〉の領分』pp.165 〜 197，東大出版会

2006.3：「肖像図蒔絵プラークの原図に関して」（『国立歴史民俗博物館研究報告』第 125 集，	pp.235 〜

257，国立歴史民俗博物館）

４　展示図録

　2005.10：「うたの造形」「諸芸の発達と料紙装飾」「和歌をまとう調度－葦手意匠の成立と発達」（人間

　　文化研究機構連携展示図録『うたのちから－和歌の時代史』	pp.154 〜 166，国立歴史民俗博物館）

５　学会・外部研究会発表要旨

　2005.9.3：「紀州徳川家伝来の楽器」，東洋音楽学会東日本支部例会，2005 年 9 月 3 日

　2005.12.3：「ジャパンロード調査報告　ベトナム漆事情」（『2005 是川縄文シンポジウム〜縄文再発

　　見－是川遺跡からみえる縄文工芸』，是川縄文シンポジウム実行委員会，pp.4 〜 5）（「ジャパンロー

　　ド調査報告　ベトナム漆事情」『2005 是川縄文シンポジウム〜縄文再発見－是川遺跡からみえる

　　縄文工芸　記録集』，東奥日報社，2006 年 3 月）

６　歴史系総合誌『歴博』，友の会ニュース

2005.7：「紀州徳川家の楽器」（『歴博』No.131，p.25，国立歴史民俗博物館）

2005.11：「輸出された漆のうつわ」（『歴博』No.133，pp.2 〜 5，国立歴史民俗博物館）

７　その他

「自然風物のモダンデザイン（蹴鞠・富士・船・網干・水車・名月・鳴子・龍田川・蝙蝠）」（『華道』第

67 巻第 4 〜 12 号，日本華道社，2005 年 4 月〜 12 月）

「日本のデザイン　草木の文様（松・竹・梅）」（『華道』第68巻第1〜3号，日本華道社，2006年1月〜3月）

「聖なる日本の聖なるやきもの〜和陶の「歪み」を考える〜」（対談／荒川正明）（『目の眼』No.345，

pp.19 〜 43，里文出版，2005 年 6 月）

「花鳥蒔絵聖龕」『西日本新聞』（いにしえの旅），2005 年 6 月 22 日（『いにしえの旅』九州国立博物館収

蔵品精選図録，pp.99 〜 102，西日本新聞社，2005 年）

「鶴下絵三十六歌仙和歌巻」『月刊展覧会ガイド』2005 年 10 月

Ⅲ　研究状況・研究広報

以下にあげる 3 つが，現在の主たる研究課題である。

（1） 紀州徳川家伝来楽器コレクションの研究

歴博が所蔵する当該コレクションにかかわる研究は，資料図録の刊行（2003 年度），歴博 DB として

公開（2004 年度），そして今年度の特別企画展示の開催という流れで順調に進行している。

次年度以降は，楽器の材質・製作技法・銘記に関する科学的調査，コレクションに含まれる楽譜類の

専門的な調査，付属文書から読み説くことのできる江戸時代後期の文化情報に関する研究などについて

ひだか
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共同研究を立ち上げ，とり組む予定である。

あわせて DB の改善，音響や映像を介しての楽器展示手法の検討，関連コレクションの収集にも努め

たい。

（2）南蛮屛風に関する研究

科研費と三菱財団助成金の外部資金により 2001 年から着手した本研究は，前年度でほぼ研究を終了

し，多くの成果を得ることができた。今年度は，この成果の公開としての大型図録の刊行（2007 年を

予定）に向けて補充調査と原稿執筆をおこなった。来年度は，引き続き調査・執筆・編集作業をすすめ

る予定である。

（3）輸出漆器に関する研究

個人研究としての輸出漆器に関する研究は，継続しておこなっている。

さらに今年度から，洋風画，南蛮屛風と継続しておこなってきた南蛮美術研究の次なる段階として，

南蛮漆器など工芸品を対象とした科研費による共同研究に着手した。

当該課題に関して，今までは，欧米各国所蔵の日本製輸出漆器資料を把握し，ヨーロッパにおける先

行研究を手がかりとしながら様式史・受容史的観点からの研究をすすめ，またこれらを紹介することに

多くの時間を費やしてきた。しかし，2005 年末にヨーロッパの研究者による輸出漆器研究の集大成的

著書が刊行されるに至り，輸出漆器関係の資料情報はかなり整理されてきたように思われる。今後は，

ヨーロッパからの視野に偏りがちであった当該研究に，アジアからヨーロッパ，アメリカを含む広範な

海域交流史的視点をより強く導入することによって，輸出漆器研究の意義を広げていきたいと考えてい

る。

広瀬和雄　HIROSE Kazuo　教授

1947 年生【学歴】同志社大学商学部 1970 年卒業【職歴】大阪府教育委員会文化財保護課技師（1975），

大阪府立弥生文化博物館学芸課長（1991），奈良女子大学教授文学部（1997），奈良女子大学教授大学院人間

文化研究科（1999），国立歴史民俗博物館研究部教授（2004），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立

歴史民俗博物館研究部教授（2004 年 10 月より）【学位】博士，大阪大学，2004 年取得【所属学会】考古

学研究会，日本考古学協会【専門】日本考古学【主な研究テーマ】古墳時代政治構造の研究／ A	Study	of	

Political	Structure	in	the	Kofun	Period

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

１　共同研究の基幹研究「古代における生産と権力とイデオロギー」（代表・広瀬和雄），基幹研究「「三

国志」魏志東夷伝の国際環境」（代表・東　潮），基幹研究「６世紀墓制にみる倭の対外交流と文化受容

の比較研究」（代表・杉山晋作），基盤研究「縄文・弥生集落遺跡の集成的研究」（代表・藤尾慎一郎）に

参画し，数度の研究会を実施した。これらのなかで代表をつとめている「古代における生産と権力とイ
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デオロギー」の第１年度は，16 名のメンバーで６・８・10・12・３月の合計５回の研究会を開催し，

６月４日には「研究会の方向性」，12 月 18 日には「他界観の成立」について，それぞれ研究報告（い

ずれも歴博会議室）した。また「縄文・弥生集落遺跡の集成的研究」では 11 月 26 日に「都市の誕生」

と題して研究発表をおこなった（愛知県埋蔵文化財センター会議室）。さらに，「６世紀墓制にみる倭の

対外交流と文化受容の比較研究」では，国際研究集会『百済の国際交流－武寧王陵の最新研究をめぐっ

て－』で仁藤敦史とともに司会をつとめた（歴博講堂，12 月９日）。	

２　文部科学省科学研究費補助金・学術創成研究「弥生農耕の起源と東アジア」（代表・西本豊弘）の研究

分担者として研究集会を実施し，司会をつとめた（大阪府立弥生文化博物館，大阪府和泉市，７月 18 日）。

また，この研究の成果発表の一環に企画展示が計画されているが，その展示プロジェクト委員会（代表・

今村峯雄）の委員として，数度の研究会に出席した。おなじく展示プロジェクト「長岡京の光と影」（代

表・仁藤敦史）にも委員として参画し，数度の委員会に出席した。

３　文部科学省科学研究費補助金・特定領域研究（分担研究）「中世遺跡の保存と活用に関する基礎的研究」

の研究代表として，各種遺跡の現状や史跡公園の整備・公開状況，あるいは博物館や資料館のありかた，

埋蔵文化財行政の現状と問題点などについて数度の調査研究を実施し，報告書を出版（三重大学・山中

章との共著）した。また，数回におよぶ文化財行政学研究委員会を実施し，「大学と埋蔵文化財行政」「埋

蔵文化財行政の理念構築に向けて」と題して研究報告し（中央大学，東京，６月 18 日），その成果を発

表した（広瀬 2005. ９）。

４　奈良女子大学 21 世紀ＣＯＥプログラム「古代日本形成の特質解明の研究教育拠点」のシンポジウム

『古代遺跡の復元と整備』で，「歴史のストックを活かした街づくり－史跡公園の現状と課題－」と題し

た研究発表（広瀬 2006. ２）と討論をおこなった（奈良女子大学，奈良市，１月 28 日）。またこれと関連

するものとして，シンポジウム『観光考古学Ⅱ　日本の遺跡の活用と観光を考える』にて「日本の遺跡

活用と観光」と題した研究報告（広瀬 2006. ３）と討論をおこなった（津田ホール，東京，10 月１日）。

５　そのほか次のような研究会やシンポジウムで研究発表した。歴博館内研究集会「前方後円墳とはなか」

（歴博講堂，７月 22 日）。「前方後円墳国家から見た吉備」（広瀬 2005.12）山陽新聞社シンポジウム『造

山古墳の謎を追う』（岡山県立美術館，岡山市，12 月 17 日）。「古市古墳群造営の前夜」古代史フォー

ラム『古代王墓の光と影』（羽曳野市市民会館，大阪府羽曳野市，２月 19 日）。「前方後円墳国家論序説」

王権研究会（専修大学，東京，３月 12 日）。また，第 53 回歴博フォーラム「弥生の始まりと東アジア」

では司会をつとめた（ヤマハホール，東京，３月４日）。	

二　教育活動

１　教育

　奈良女子大学ＣＯＥ特任教授

　総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史専攻教授併任（専攻長代理）

三　博物館活動

　１　歴博探検

　　歴博探検「古墳とあの世」講師（2005. ５）

四　社会連携

１　館外における各種委員

ひろせ
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　文化審議会専門委員（文化庁），中世城館遺跡・近世大名家墓所等の保存検討委員会（文化庁），東九州自

動車道調査指導委員会委員（宮崎県），島根県教育庁古代文化センター・歴史民俗博物館・古代文化研究

センター開設準備委員会委員（島根県），田和山遺跡整備検討委員会委員長（島根県松江市），国史跡千早

城跡・楠木城跡・赤坂城跡整備計画策定委員会委員（大阪府千早赤坂村），阪南市文化財保護審議会委員（大

阪府阪南市），能勢町文化財保護審議会委員（大阪府能勢町），和泉市史編纂委員会専門委員（大阪府和泉

市），国史跡・土塔整備委員会委員（大阪府堺市），泉南市文化財専門委員会委員（大阪府泉南市），加悦

町史編纂委員会副委員長（京都府加悦町），加悦町史監修（京都府加悦町），斐太歴史の里調査整備委員会

委員（新潟県妙高市）

２　館外講演・カルチャーセンター・出前授業

　「前方後円墳国家の政治構造」（全６回），朝日カルチャーセンター新宿，東京都，４月２日，４月 30 日，

　　６月 11 日，７月９日，７月 23 日，８月 27 日

　「弥生・古墳時代のカミ観念」三輪山セミナー，奈良県桜井市，７月 16 日

　「日本古代国家の形成をめぐって」『第 18 回濱田青陵賞授賞式記念シンポジウム』，大阪府岸和田市，

　　９月 17 日

　「他界観の成立」総合研究大学院大学講演会『日本人の心性を探る』，歴博大会議室，10 月 15 日

　「古代国家の成立をめぐって」（全６回），朝日カルチャーセンター横浜，神奈川県横浜市，10 月７日，

　　10 月 21 日，11 月４日，11 月 18 日，12 月２日，12 月 16 日

　「秋葉山古墳群の時代」，海老名市講演会，神奈川県海老名市，11 月６日

　「前方後円墳とはなにか」古代を学ぶ会，東京，11 月 11 日

　「古墳から見た丹後王国論」，朝日カルチャーセンター新宿，東京都，11 月 12 日

　「炭素 14 年代法と考古学」，古代を偲ぶ会，大阪市，11 月 19 日

　「弥生・古墳時代の米作・水田・村」，朝日カルチャーセンター横浜，神奈川県横浜市，２月 18 日

　「弥生・古墳時代の渡来文化」（全６回），朝日カルチャーセンター新宿，東京都，１月 14 日，３月 11 日，

　　３月２５日

３　マスコミ

　　各新聞社からの取材や依頼に応じ，遺跡発掘調査に関するコメントを適宜おこない，各新聞に掲載され

　た。また「第 18 回濱田青陵賞授賞式記念シンポジウム」，「日本の遺跡活用と観光」，「造山古墳の謎を追う」

　などのシンポジウムの記録が，朝日新聞，読売新聞，東京新聞，佐賀新聞，新潟日報，山陽新聞などに掲

　載された。

Ⅱ　業績目録 

１　著書

　2005.10：小路田泰直と共編『王統譜』（224 頁）青木書店

　2006.3：山中章との共著『中世遺跡の保存と活用に関する基礎的研究』（62 頁）

2006.3：編著『歴史研究の最前線６　日本人の心性を探る』（143 頁）総研大　日本歴史研究専攻・国

立歴史民俗博物館
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2a　論文

　2005.10：「古墳時代の王統譜に関する一考察」『王統譜』，pp.40 〜 52，青木書店

　2006.2：「横穴式石室築造の思想」『シリーズ都市・建築・歴史１　記念的建造物の成立』pp.365 〜

　　390，東京大学出版会

2006.3：「和泉国の古代寺院」『和泉市史紀要 11　古代和泉郡の歴史的展用』pp.7 〜 23，和泉市史編

さん委員会

2006.3：「古代人の心性を探る」『日本人の心性を探る』pp. ６〜 69，総研大　日本歴史研究専攻・国

立歴史民俗博物館

2b　研究ノート

　2005.9：「大学と埋蔵文化財行政」（『中世考古学の総合的研究　文化財行政学研究委員会中間報告書』，

　　pp.4 〜 5，2005）

　2005.9：「埋蔵文化財行政の理念構築に向けて」（『中世考古学の総合的研究　文化財行政学研究委員会

　　中間報告書』，pp.8 〜 11，2005）

　2005.12：「集落・都市論」（『日本の考古学』，pp.301 〜 306，学生社，2005）

　2006.1：「弥生・古墳時代のカミ観念」（『大美和』110 号，pp.20 〜 34，大神神社，2006）

　2006,1：「古代集落研究の地平」（『古代集落からみた播磨』，pp.1 〜 16，第６回播磨考古学研究集会事

　　務局）		

　2006.3：「日本の遺跡活用と観光」（『観光考古学Ⅱ』，pp.2 〜 9，国際航業社文化事業部，2006）

５　学会・外部研究会発表要旨

　2005.9：「日本古代国家の形成をめぐって」（『第 18 回濱田青陵賞授賞式記念シンポジウム』pp.35 〜

　　43，岸和田市，朝日新聞社，2005）

　2005.10：「日本の遺跡活用と観光」（『観光考古学Ⅱ』，pp.3 〜 4，国際航業社文化事業部，2005）

　2005.12：「前方後円墳国家から見た吉備」（『造山古墳の謎を追う』，pp.1 〜 5，山陽新聞社，2005）

　2006.2：「歴史のストックを活かした街づくり－史跡公園の現状と課題－」（『古代遺跡の復元と整備』，

　　pp.1 〜 8，奈良女子大学，2005）

７　その他

　2005.8：「推薦文」（『総研大文化科学研究創刊号』p.70，2005）

　2005.9：「解説」（『佐原真の仕事６　考古学と現代』pp.303 〜 310，岩波書店，2005）

Ⅲ　研究状況・研究広報

１．2005 年度から３年間の予定で，共同研究「古代における生産と権力とイデオロギー」を発足させた。

この研究のねらいは次のとおりである。水田稲作はさまざまな技術を進展させ，人びとの協業をうながし，

交通諸関係を発達させ，利害の対立を制御するための権力や，集団を一つにまとめていくためのイデオロギー

を醸成させてきた。そして，それらが不即不離の関係をもって日本の「風土」や日本人の気質などを形成し

てきたが，それらは前近代社会では未分化なことが多く一見，非合理的な装いを呈しがちであった。

ところが近年の歴史学研究では，そうした体系の構成要素をばらばらに分解し，個別的に研究していく方

ひろせ
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法論が主流だから，いきおい研究が細分化・専門化しがちだった。そのような研究状況を克服するため，生

産や権力やイデオロギーを，各々がみずからを持続させていくためのシステムに着目しながら総合的に研究

していく。それをとおして〈日本とはなにか〉〈日本人とはなにか〉といった根源的な問いにたいして，一

つの解を提出する学際的研究を指向する。

考古学・日本古代史・日本中世史・中国古代史・法制史学・民俗学など 16 名の研究者で，平成 17 年度

は５回の研究会を実施し，合計 15 本の研究が報告された。第２・３年度はそこから抽出された「支配とは

なにか」，「権威と権力の相関性」，「古代人の心性構造」，「生産と集団関係」などのテーマにしたがって研究

を深めていく予定である。

２．東国古墳の分析をつうじて古墳時代政治構造の研究を深め，３世紀中ごろから７世紀初めごろまでつづ

いた前方後円墳国家に関する肉づけをしていくのが，ここしばらくの歴博での研究目的である。その具体的

方途として，膨大な先学諸氏の成果に学びながら，そしてもう一つのフィールドの「畿内」と比較考察しな

がら，この１年数ヶ月にわたって関東諸地域の多数の古墳を，横穴式石室を中心に踏査を積み重ねてきた。

南武蔵や相模地域以外の東国では６世紀，とくにその後半ごろから７世紀初めごろにかけて前方後円墳築

造のピークを迎えるが，それは個性的な墳丘構造や横穴式石室の採用ともあいまって，＜墓制の革新＞とも

いえるものであった。いったい，そうした事態の到来はどのような政治情況を表出しているのであろうか。

旧国ごとにみられる共通性，それを超えた東国といった範疇でとらえられる普遍性，さらには汎列島的な関

係性をあらわす前方後円墳の動向，それらを統一的な視座で論究していかねばならないが，いくつかの方向

性が見えてきた。

旧上野国の一部を除くと大型化しない東国の横穴式石室からは，巨石墳が卓越した「畿内」有力層の横穴

式石室とくらべると，「黄泉戸喫」のための須恵器副葬の多寡もふくめて，どのような葬送観念が読みとれ

るのか。出雲の石棺式石室と密接な関連をもった旧下野国中枢部の石棺式石室からは，中央を経由しない文

化伝播が看てとれるが，そこには政治的な力は介在しなかったのか。石室構築のためにわざわざ遠隔地を運

搬されてきた石材はいったいなにを意味するのか，そもそも墓制を共有することの意味はなにか等々。課題

は山積状態だが，どうしても律令国家の前段階として見てしまう習性を払拭し，古墳時代を一個の独立した

時代ととらえて研究をすすめていこう。

３．考古学研究を活かした埋蔵文化財行政の成果に，文化財保護法にもとづいて指定され，未来永劫に保存

される史跡がある。それらの多くは史跡公園に整備され，ひろく国民の活用に供されているが，「諫鼓鳥」

が鳴いているところが少なくはない。「周知されていない，わかりにくい，面白くない」の声が聞こえてく

るが，考古学研究者をはじめ，ジャーナリズムや国民にいたるまで，遺跡発掘にともなう歴史発見のときほ

ど，それに興味関心をもたないところにも大きな原因がある。

大型環濠集落，前方後円墳，都城，官衙，城郭，山城等々の史跡公園は，等身大の歴史に出会える身近な

空間だし，一人ひとりの歴史意識を醸成させるための歴史像をつくりあげる重要な拠点である。そういった

意味から史跡は国民の共有財産とみなされ，国・自治体あげての復元整備・公開があいついだわけだが，歴

史的想像力の拠点たる歴史空間としてそれらを十分に活用してもらうための方策を，考古学の側でもそろそ

ろ考えていかねばならないし，そのための研究を推進していかねばならない。

豊かな，ゆとりの地域社会づくりに貢献するための史跡公園のありかたや，単独型からネットワーク型史

跡公園への移行や，〈目で見る日本史〉という観点からの史跡公園の整備，さらには観光資源化といった提
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言を，文部科学省科学研究費補助金の報告書にまとめた。今後，それらを具体化していかねばならないが，〈史

跡公園の正否は考古学研究の試金石だ〉といった視座にもとづいて，文化庁や関連自治体に働きかけるとと

もに，歴史空間の創出をめざした研究をすすめていこうと思う。

藤尾慎一郎　FUJIO Shin'ichiro　助教授

1959 年生【学歴】広島大学文学部考古学専攻 1981 年卒業，九州大学大学院文学研究科修士課程 1983

年修了，九州大学大学院文学研究科博士課程後期 1986 年単位取得退学【職歴】九州大学文学部助手

（1986），国立歴史民俗博物館考古研究部助手（1988），同助教授（1999），総合研究大学院大学文化科学研究

科助教授併任（2003），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研究部助教授（2004）

【学位】博士（文学），広島大学，2002 年 10 月【所属学会】考古学研究会，日本考古学協会，九州考古学会，

East	Asian	Archaeology【専門】先史考古学【主な研究テーマ】先史時代の農業への転換／ Transition	to	

Agriculture	in	prehistory，鉄生産の歴史／ The	History	of	Iron	Production

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

（1）　文部科学省学術創成研究「弥生農耕の起源と東アジア」（代表 西本豊弘）において，以下の調査をお

こない，その成果を発表，公開した。

【調査】

弥生農耕の起源と東アジア大阪現地研究会，7 月 17 〜 18 日，大阪府和泉市

佐賀市東名遺跡，長崎県権現脇遺跡，熊本市八ノ坪遺跡，福岡市板付遺跡 34 次の年代測定，8 月 8 日〜

　　13 日，佐賀市，長崎県深江町，熊本市，福岡市

中華人民共和国年輪年代調査，10 月 11 日〜 15 日，西安，北京

薩南諸島出土土器付着炭化物の調査，10 月 19 日〜 21 日，熊本，種子島

佐賀県唐津市大江前遺跡出土土器付着炭化物の調査，1 月 25 〜 27 日，佐賀，唐津市

【論文】〔藤尾ほか 2005. ５〕，「弥生時代中期の実年代」国立歴史民俗博物館研究報告 2005 年Ｂ期に投

　稿した（査読済み）。

【学会報告】〔藤尾ほか 2005. ５〕，〔藤尾ほか 2005. ７〕

【研究集会】	〔藤尾 2006.2〕

【報告書】	〔藤尾ほか 2006.3a〕，〔藤尾ほか 2006.3b〕，〔藤尾ほか 2006.3c〕

【展示・公開】「縄文 VS 弥生」展（７月１６日〜８月３１日）

【一般講演】〔藤尾 2005.8〕，〔藤尾 2005.9〕，〔藤尾 2005.11〕，〔藤尾 2006.1〕，〔藤尾 2006.2〕.

【マスコミ】〔藤尾 2005.7〕，〔藤尾 2005.8〕，〔藤尾 2005.10 〜 2006.3〕

（2）　基盤研究「高精度年代測定法の活用による歴史資料の総合的研究」（代表　今村峯雄）で，成果を投

稿した。

ふじお
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　　「土器型式を用いたウィッグルマッチング法の試み」国立歴史民俗博物館研究報告 2006 年Ａ期に投

稿ずみ。

（3）　基盤研究「歴史展示における「異文化」表象の基礎的研究」（代表　久留島浩）で，長崎市立歴史博物館，

九州国立博物館見学，12 月 3 日〜 4 日，長崎・福岡 .

（4）　個別共同研究「前近代の東アジアにおける人・モノ・技術の交流とシステム」（代表　小野正敏）で，

奄美・喜界・沖永良部島資料調査，１月 11 〜 16 日，鹿児島

（5）　学振基盤Ｂ（2）「東アジア地域における青銅器文化の移入と変容および流通に関する多角的比較研

究」（研究代表　齋藤努）共同研究員

　　慶尚南道古墳時代青銅器遺物の鉛同位体比に関する調査，2005 年 6 月 8 日〜 6 月 11 日，釜山，晋州，

　　固城

　　報告書最終打ち合わせ，2 月 14 日，岡山

　　最終報告書を刊行した〔藤尾編 2006.3〕。

（6）　特別企画「弥生農耕と東アジア」（展示代表　今村峯雄）展示プロジェクト委員

　　九州国立博物館見学，11 月 13 日〜 14 日，福岡

　　高知県内弥生開始期遺跡の調査，3 月 15 〜 17 日，高知

（7）　基幹研究「『三国志』魏書東夷伝の国際環境」（研究代表　東　潮）共同研究員

　　長崎県壱岐島出土楽浪系土器の調査，９月 26 〜 28 日，長崎県壱岐市

　　大韓民国京畿道出土楽浪関係遺跡の調査，10 月 31 〜 11 月 4 日，ソウル・春川，韓国

（8）　個人研究のテーマである鉄生産研究の成果を，〔藤尾 2005.5〕，〔藤尾 2005.11〕で発表した。

（9）　個人研究のテーマである農耕開始期研究の成果を，〔藤尾 2005.11〕で発表した。

　（10）		人間文化研究機構連携基盤研究「GIS を基盤とする考古・歴史民俗・環境情報の高度連携研究」

（宇野隆夫国際日本文化研究センター研究代表）の予備研究で，大分市内，福岡市内における弥														

生開始期の遺跡の調査をおこなった。

大分市玉沢遺跡の調査，３月28〜29日，大分市 . 福岡市雀居遺跡 10 次の調査，３月30〜31日，福

岡市

　（12）			館蔵図録「弥生青銅器」実測・写真撮影の継続調査

　（13）		基幹研究「生業・権力と知の体系に関する歴史的研究」第１回共同研究会，「考古学における生業

論の変遷」を発表した。６月５日，歴博

　（14）		基幹研究「古代における生産と権力とイデオロギー」（広瀬和雄研究代表），「縄文から弥生における	

稲作農耕の成立過程論」を発表した。12 月 4 日，歴博

二　教育活動

１　教育

　総合研究大学院大学日本歴史専攻助教授併任

　放送大学非常勤講師（弥生変革期の考古学）

三　博物館活動

３　各種編集委員

　歴博年報編集委員会編集長
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四　社会連携

１　館外における各種委員

　考古学研究会全国委員（2006 年度まで）

　鹿児島県市ノ原遺跡整理指導（２月 15 〜 16 日）鹿児島県立埋蔵文化財センター

２　館外講演・カルチャーセンター・出前授業

　「九州から近畿へ」『新しい弥生時代像をさぐる』明治大学リバティ，7 月 2 日，お茶の水（東京）

　「弥生時代はもっと長かった！」『縄文から弥生へ－移行期を読み解く　人類学 VS 考古学』，日本学術

　　　会議人類学・民族学研究連絡委員会，8 月 6 日，日本学術会議会議室，千駄ヶ谷（東京）

　「弥生時代の年代測定」かながわ考古学同好会九月例会，9 月 21 日，横浜歴史博物館，横浜

　「縄文対弥生」－農耕の始まりを探る－，飛ノ台史跡公園博物館事業「縄文大学」，11 月 5 日，船橋（千葉）

　「炭素 14 年代測定と考古学」1 月 31 日，日本原子力文化振興財団講師連絡会，日本原子力文化振興財

　　　団科学文化部，新橋（東京）

　「黄幡１号遺跡の炭素 14 年代測定について」第 11 回安芸のまほろばフォーラム「弥生時代の実年代を

　　　考える－東広島市，黄幡１号遺跡のヒノキはどこまで語るか－」，pp.23 〜 33，2 月 5 日，東広島市

３　マスコミ　

　「縄文ＶＳ．弥生」新美術新聞 № 1061，7 月 11 日

　「歴史の瞬間」18，19，20，21．毎日小学生新聞，24021，24027，24034，24041 号，8 月 5 日，12 日，

　　　19 日，26 日

『弥生からの伝言』15 回シリーズ　時事通信社，10 月〜 2 月		1. なぜ弥生時代か，2. 弥生文化の定義，

3. 弥生文化の範囲，4. いつからいつまでか，5. 弥生人ってどんな人，6. 縄文人とは血はつながって

いるの？ 7. 弥生人のファッション，8. 弥生グルメ，9. 住まい，10. 村，11. 弥生人のお墓，12. 弥生

人の祭，13. 弥生時代の動物，14.	弥生人と環境汚染，15. 戦い

Ⅱ　業績目録 

2a　論文

　藤尾ほか2005.5：「弥生時代の開始年代－ＡＭＳ-炭素14年代測定による高精度年代体系の構築－」『総

　　研大文化財科学』創刊号，pp.71 〜 96，総合研究大学院大学，5 月（今村峯雄・西本豊弘と共著）

　2005.11：「縄文農耕と弥生製鉄」『考古論集』川越哲志先生退官記念論文集，pp.215 〜 228，11 月

3a　調査・発掘調査報告書

藤尾ほか 2006.3a「長崎県深江町権現塚遺跡出土土器に付着した炭化物の炭素 14 年代測定」（小林謙一

と共著）

　藤尾ほか 2006.3b「大分市玉沢遺跡出土土器に付着した炭化物の炭素 14 年代測定」『玉沢地区条里跡

　第７次調査』市民行政センター建設に伴う発掘調査，大分市埋蔵文化財調査報告書題 66 集，2006（小

　林謙一と共著）

　藤尾ほか 2006.3c「熊本市八ノ坪遺跡出土土器に付着した炭化物の炭素 14 年代測定」（小林謙一と共著）

　藤尾編 2006.3『東アジア地域における青銅器文化の移入と変容および流通に関する多角的研究』文部

ふじお
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　科学省基盤研究（B）齋藤勉研究代表，3 月

3c　辞典項目

　『歴史学辞典』13（辞典項目）「稲作」「農耕の始まり」，弘文堂，１月 .

4	 　展示図録

　国立科学博物館・国立歴史民俗博物館・読売新聞東京本社文化事業部編『縄文 VS. 弥生』139 頁，読売

　新聞東京本社，７月

５　学会・外部研究会発表要

　藤尾ほか 2005.5：「弥生時代中期の実年代－ 14C 年代の測定結果について－」　有限責任中間法人日本

　考古学協会『第 71 回総会研究発表要旨予稿集』，pp.130 〜 133，2005 年 5 月 22 日，国士舘大学（世

　田谷）（春成秀爾・今村峯雄・小林謙一・坂本稔・西本豊弘と連名）

　藤尾ほか 2005.7：「弥生開始期の年代について」（『日本文化財科学会第 22 回大会研究発表要旨集』　　

　pp. ６〜７，日本文化財科学会第 22 回大会，2005 年 7 月 9 日，北海道大学（今村峯雄・春成秀爾・

坂本稔・西本豊弘と連名）

藤尾 2005.5：「『夏商周断代工程』1996 〜 2000 年にみる中国の年代研究」（社）日本鉄鋼協会社会鉄

鋼部会「鉄の歴史－その技術と文化－」フォーラム　「中国製鉄史」研究 G 第２回予稿集，pp.31 〜

43，2005 年 5 月 21 日，千葉工業大学，津田沼

藤尾 2006.2：「縄文時代晩期〜弥生時代前期の実年代」学術創成「弥生農耕の起源と東アジア」2005

年度報告会，2 月 12 日，歴博

６　歴史系総合誌『歴博』，友の会ニュース

　藤尾 2005.11：「歴博けんきゅう便－特別展「縄文ＶＳ弥生」とは何だったのか－」歴史系総合誌『歴博』

　133 号，pp.24 〜 25，11 月

　藤尾 2006.1：「研究者紹介 22 －私と考古学」歴史系総合誌『歴博』134，pp.26 〜 27，1 月

７　その他の活動　

「現地研究会報告１－福岡現地研究会」，「現地研究会報告３－岡山現地研究会」，「海外での成果報告

2004」学術創成ニュースレター２号，５月

「弥生時代はもっと長かった」『国立科学博物館ニュース』第435号，pp.12 〜 13，7月

「時代区分と弥生文化の範囲」学術創成ニュースレター３号，10月

「縄文時代晩期の実年代」学術創成ニュースレター４号，3月

Ⅲ　研究状況・研究広報

２年目に入った文部科学省・学術創成研究費「弥生農耕の起源と東アジア」（代表　西本豊弘）の研究を重

点的におこなった。その結果，これまで発表してきた較正年代にもとづく年代観の正しさを補強する追加デー

タを得るとともに，ついに紀元前 800 年という年輪年代が測定された試料の炭素 14 年代を測ることがで

きた。その結果，板付Ⅰ式・弥生前期初頭の炭素年代と一致することを確認できたので，弥生前期の開始年

代はほぼ確定したといえよう。

（１）土器型式を用いたウィグルマッチング法の試み
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較正年代は，炭素 14 年代をある測定誤差の範囲で IntCal04 と照合することによって求めることができ

るが，較正曲線が単純なところでは絞り込みやすいが，水平だったり，Ｖ字に反復していたりすると，複数

の点と一致するため，絞り込むことが難しくなる。

しかし，土器型式の型式組列を利用すれば，さらに絞り込むことが可能となってくる。これを土器型式を

用いたウィグルマッチング法という。今年度は縄文時代晩期〜弥生早期と，弥生中期を対象にウィグルマッ

チング法を試み，歴博研究報告に２本投稿した。測定数が 200 点に近づきつつある現在，可能になってき

た方法である。

（2）鉛同位体比を用いた産地推定の試み

情報資料研究系の齋藤努さんを研究代表とする科学研究費の最終報告書を編集・刊行した。弥生・古墳併

行期の東アジアの鉛同位体比研究は，大きく華北系と華南系と呼ばれる２群に分けられていたが，弥生・古

墳時代の日本列島と特に強い関係にあった韓国に起源が求められる鉛同位体比が見つかっていなかったため

に，韓国は大きな空白地域として位置づけられていた。

本研究の結果，華南系と考えられていたグループの中に，慶尚北道大邸市郊外にある漆谷鉱山で産出する

鉛が含まれていることを確認した。しかもこの鉛は４世紀頃から使われ始めたことがわかっている。この地

域が新羅の勢力範囲にはいるのは５世紀からなので，それ以前にこの鉛を使った青銅器生産をおこなってい

た勢力が，どこに求められるかといった工人集団の問題や，これまで日本産といわれていた，いわゆる倭系

遺物の生産地問題にも大きな影響を与えることは確実であろう。

（3）「縄文 VS 弥生」展の開催

2003 年秋から準備を進めてきた『縄文 VS 弥生』展を 2005 年夏休みに，東京・国立科学博物館で開催した。

歴博の教員と科博の研究者の共同展示という形をとったので，歴博の企画展の体裁をとり，科博・読売新聞

東京本社との共催展となった。歴博が主催し東京でおこなったはじめての特別展ということになる。

歴博の展示プロジェクトチームに相当する企画委員会は，教員・研究者だけでなく，事務，共催の新聞社，

展示業者，図録編集者，図録デザイナーから構成されており，最初から参加して企画を練る。歴博や科博で

は展示構成の詳細がかたまり入札をおこなってからでないと，展示業者を決めることはできないため，私た

ちの意図が細部にわたって展示業者に伝わらないことも多かった。しかしこの展示は新聞社が金銭面で大き

な役割を果たしていたので，展示業者や図録の編集者，デザイナーを当初から加えることが可能となったの

である。

展示のキーワードは，縄文 VS 弥生という二つの対立軸と，ティーンを対象とするという２点である。こ

のキーワードだけで，デザイナーは縄文人と弥生人をイメージさせる二人の美少女を登場させ，現在と過去

のコラボレーションのなかで対立軸を描き出したのである。

企画会議は，毎月開かれ，研究者とデザイナーというプロ同士の対立と協調という緊張感とともに，観客

の立場に立った科博展示課職員からの手厳しい指摘のなかで進んでいく。研究者だけだと得てして，タコ壺

に陥ってしまいがちな議論も，軌道修正されながら進んだ３年間であった。

考古学的にも新たな発見があった。従来考古学と人類学では弥生開始期の在来人と渡来人（いわゆる縄文

系に人びとと渡来系の人びと）の数について，真っ向から対立していた。在来人を多くみる考古学に対し，

渡来人を多くみる人類学である。しかし３年間の企画会議の中での議論によって，当初は少なかった渡来人

も，500 年という長大な時間があれば，その遺伝子を十分に拡散できるという結論に達することができた。

ふじお
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これこそ展示という機会を通じて初めて解決策を導き出せた展示の効用である。

松尾恒一　MATSUO Kouichi　助教授

1963 年生【学歴】國學院大學文学部日本文学科 1985 年卒業，國學院大學大学院文学研究科博士後期課

程 1995 年修了	【職歴】國學院大學文学部助教授（1999），國學院大學日本文化研究所助教授（兼担	1999），

国立歴史民俗博物館民俗研究部助教授（2002），総合研究大学院大学文化科学研究科助教授併任（2004），

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研究部助教授（2004）【学位】博士（文学），國

學院大學，1995 年【所属学会】芸能史研究会，民俗芸能学会，日本民俗学会，口承文芸学会，説話・伝承学

会，儀礼文化学会【専門】儀礼・芸能史，民俗宗教【主な研究テーマ】民間宗教者の神霊観と祭儀の研究，

職能者の祭儀と呪術，南都寺社の儀礼研究／ Research	on	Rituals	at	Temples	and	Shrines	in	the	Southern	

Capital,and	the	Magic	and	Rituals	of	Craftsmen

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

1.　 個人研究「南都寺社の儀礼研究」の成果を，韓国伝統芸術学会，国際学術会議「祝祭の淵源と特質」

に発表し，論考を『祝祭の淵源と特質』〔2005.6〕に発表した。

2.　 韓国国立民俗博物館との相互交流の一環としての共同研究会において口頭発表した「芸能の近代」

〔2005.3〕を，『国立歴史民俗博物館　国際研究集会－韓国の民俗学・日本の民俗学Ⅰ－』〔2005.9〕

　に発表した。

3.　 個人研究「儀礼と芸能の史的研究」の成果を，『真澄学』2 号〔2005.11〕に発表した。

4.　 個人研究「儀礼と芸能の史的研究」の成果を，『別冊　太陽』「祭礼　神と人との饗宴」〔2006.1〕に

発表した。

5.　個人研究「南都寺社の儀礼研究」，及び，次年度制作予定の民俗研究映像「大和古寺を支える人々」（仮）

の制作ための予備的調査研究の成果を『月刊大和路　ならら』９巻２号〔2006.2〕に発表した。

6.　共同研究「宗教者の身体と社会」（代表　松尾恒一），及び科研「呪術・呪法の系譜と実践に関する総

合的調査研究」（代表　小池淳一）の一環として行った高知県の民間宗教の民俗調査・文献資料調査に基

づく成果を『国立歴史民俗博物館研究報告』第 122 集〔2006.3a〕に発表した。

7.　共同研究「宗教者の身体と社会」（代表　松尾恒一），及び科研「呪術・呪法の系譜と実践に関する総

合的調査研究」（代表　小池淳一）の一環として行った高知県の民間宗教の民俗調査・文献資料調査に基

づく成果を『儀礼文化』37 号〔2006.3d〕に発表した。

8.　共同研究「宗教者の身体と社会」（代表　松尾恒一），及び共同研究「生業と呪術」（代表　井原今朝男），

科研「呪術・呪法の系譜と実践に関する総合的調査研究」（代表　小池淳一）の一環として行った鹿児島

県奄美大島の民俗調査・文献資料調査に基づく成果を『儀礼文化』37 号〔2006.3b〕に発表した。

9.　共同研究「宗教者の身体と社会」（代表　松尾恒一），及び共同研究「生業と呪術」( 代表　井原今朝男 )，
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科研「呪術・呪法の系譜と実践に関する総合的調査研究」（代表　小池淳一）の一環として行った鹿児島

県奄美大島の民俗調査・文献資料調査に基づく成果を『自然と文化とことば』１号，特集「祭文と呪文

の力」〔2006.3c〕に発表した。

10. 個人研究「儀礼と芸能の史的研究」の成果を，『日本の神々と祭り－神社とは何か？－』〔2006.3e〕	

に発表した。

11. 共同研究「宗教者の身体と社会」（代表　松尾恒一），及び科研「呪術・呪法の系譜と実践に関する総

合的調査研究」（代表　小池淳一），個人研究「儀礼と芸能の史的研究」の一環として行った調査・研究

の成果を『和歌とウタの出会い』〔2006.4〕に発表した。

12. 歴博博物館初任者研修（2005.11）において，松尾が制作担当した博物館展示解説映像，アップで見る

展示室「神仏・精霊の姿とかたち」（2004 年度制作）の上映を行った。

13. 共同研究「宗教者の身体と社会」（代表　松尾恒一），及び個人研究「儀礼と芸能の史的研究」の成果を，

韓国国立民俗博物館との相互交流の一環としての共同研究会において報告した（2005.12，韓国国立民

俗博物館，韓国ソウル）。

14. 個人研究「儀礼と芸能の史的研究」の成果をも反映させて，総合展示，第３室リニューアル映像「中

山歌舞伎－舞台と地域－」「中山歌舞伎の歴史」「中山歌舞伎」の制作を神田由築委員とともに行った（中

「中山歌舞伎－舞台と地域－」は制作代表）。

15. 個人研究「儀礼と芸能の史的研究」の成果を，法隆寺古文書の会で報告した（2005.11，斑鳩公民館）。

16. 個人研究「南都寺社の儀礼研究」の成果を，法隆寺古文書の会で報告した（2005.11，斑鳩公民館）。

17. 個人研究「南都寺社の儀礼研究」の成果を，伊賀市教育委員会・島ヶ原まちづくり協議会・風おこし

協議会「新春セミナー」で報告した（2006.1，島ヶ原会館）。

18. 個人研究「南都寺社の儀礼研究」の成果を，中世文学会 50 周年シンポジウム “中世文学の過去・現在・

未来”「中世文学と身体・芸能」（2005.5，中世文学会大会，青山大学）において発表した。

19. 個人研究「儀礼と芸能の史的研究」，及び共同研究「宗教者の身体と社会」（代表　松尾恒一）の成果を，

韓国国立民俗博物館との交流研究会において発表した（2005.11，韓国国立民俗博物館，韓国ソウル）

20. 個人研究「儀礼と芸能の史的研究」の成果に基づいて，フジテレビ番組 “めざましテレビ” にて，盆

踊りの歴史，習俗について解説した（2005.8.15）。

21. 共同研究「宗教者の身体と社会」，共同研究「生業と呪術」，及び科研「呪術・呪法の系譜と実践に関

する総合的調査研究」の成果を盛り込んで，れきはくたんけん（2006.3）において，「動物の霊魂」をテー

マとする講義と展示解説を小学生とその父兄等を対象に行った。

二　教育活動

１　教育

神田外語大学非常勤講師（日本文化論），國學院大學非常勤講師（儀礼文化論）

三　博物館活動　

　　歴博博物館初任者研修〔2005.11〕

　　総合展示，第３室リニューアル映像「中山歌舞伎－舞台と地域－」「中山歌舞伎の歴史」「中山歌舞伎」

　　　の制作を担当した（神田由築委員と共に担当，中「中山歌舞伎－舞台と地域－」は代表）。

　　企画展示「日本の神々と祭り－神社とは何か？－」展示プロジェクト委員

まつお
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　　歴博探検〔2006.3〕「動物の霊魂」

四　社会連携

１　館外における各種委員

　千曲市武水別神社大頭祭調査委員

２　館外講演・カルチャーセンター・出前授業

講演「仏教と日本文化」，法隆寺古文書の会，斑鳩公民館，〔2005.11〕

講演「修正会・修二会―民俗文化としての特質」，法隆寺古文書の会，斑鳩会館，〔2006.1〕

講演「民俗文化としての「正月堂節句之頭行事」」，伊賀市教育委員会・島ヶ原まちづくり協議会・風お

こし協議会「新春セミナー」，島ヶ原会館 ( 三重県伊賀市島ヶ原 )，〔2006.1〕

Ⅱ　業績目録 

2a　論文

2005.6：「日本芸能の起源と展開－仏教儀礼の影響を中心として－」（韓国伝統芸術学会，国際学術会議

『祝祭の淵源と特質』，pp.99 〜 121）

2005.9：「芸能研究の近代」（『国立歴史民俗博物館　国際研究集会－韓国の民俗学・日本の民俗学Ⅰ－』，

pp.91 〜 102）

2005.11：「延年を開く－『かすむこまがた』毛越寺常行堂〝摩多羅神祭〟記事を読む－」（『真澄学』2 号，

pp.75 〜 89）

2006.1：「磯出大祭礼の秘儀と大田楽の謎」（『別冊　太陽』「祭礼　神と人との饗宴」，pp.168 〜 171）

2006.2：「童子と堂童子－修二会を支える人々と奈良の文化」（『月刊大和路　ならら』９巻２号，pp.12

〜 15）

2006.3a：「資料紹介，小松豊孝太夫記	いざなぎ流御祈禱資料『仏法の作法』」（『国立歴史民俗博物館研

究報告』第 125 集（pp.157 〜 183）

2006.3b：「奄美の建築儀礼と山の神信仰」（『儀礼文化』37 号，pp.26 〜 47）

2006.3c：「奄美の大工・船大工の祭儀と呪文―建築・造船儀礼をめぐって」（『自然と文化とことば』１号，

特集「祭文と呪文の力」，pp.4 〜 13）

2006.3d：「資料報告，小松豊孝太夫記	いざなぎ流御祈禱資料（七）病人祈禱法（四）（『儀礼文化』37 号，

pp.187 〜 200）

2006.3e：「闘う！祇園の神輿」（『日本の神々と祭り－神社とは何か？－』，pp.214 〜 215）

2006.4：「降霊の呪術と恋の歌－弓祈禱と託宣，あるいはヲコのワザ－」（和歌をひらく，第四巻『和歌

とウタの出会い』岩波書店，pp.98 〜 99）

５　学会・外部研究会発表要旨

2005.5：「南都寺院の諸儀礼と芸能－世阿弥以前の身体－」（中世文学会50周年，中世文学の過去・現在・

未来シンポジウム「中世文学と身体・芸能」，中世文学会大会，青山学院大学）

2005.9：「芸能研究の近代」（『国立歴史民俗博物館　国際研究集会－韓国の民俗学・日本の民俗学Ⅰ－』，

pp.91 〜 102，国立歴史民俗博物館）
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７　その他

2005.11：「神道・仏教と民間信仰－日韓民間宗教の比較研究にむけて－」，韓国国立民俗博物館との研

究交流，韓国国立民俗博物館（韓国ソウル）

2005.8.15：フジテレビ番組 “めざましテレビ” にて盆踊りの歴史と習俗について解説

Ⅲ　研究状況・研究広報

韓国伝統芸術学会主催の国際学術会議「祝祭の淵源と特質」に，日本代表として出席し，韓国・中国の研

究者とともに，仏教儀礼と芸能とのかかわりについて討議を行うことができたことにより新たな視座が開け

たと感じている。本年度よりスタートした，機構連携共同研究「唱導文化の比較研究」（林雅彦代表）に分担

者の一人として参加することとなったが，これまでの研究を東アジア的な規模で今後発展させる方向を考え

てゆきたい。

私の「儀礼と芸能の史的研究」において，我が国の舞台・劇場の生成・成立について以前より考究してき

たが，総合展示，第３室リニューアルにより展示室で上映される予定の映像「中山歌舞伎－舞台と地域－」

の制作において，その研究成果の一部を反映することができた。本映像においてはまた，これまでに行って

きた，近世〜近代における若者組と祭礼・芸能の調査研究の成果をも盛り込むことができた。

奄美地方の調査研究の成果を論文として発表した。大工・船大工の樹木や山の神と関わる祭儀・呪法と，

これらに対する宗教者の関与について考察したが，科研「呪術・呪法の系譜と実践に関する総合的調査研究」

（小池淳一代表），及び，今年度からの館内共同研究「生業と呪術」（井原今朝男代表）において，さらに調査

研究を進めてゆきたい。

私が代表となる館内共同研究「宗教者の身体と社会」は本年度で終了したが，科研「呪術・呪法の系譜と

実践に関する総合的調査研究」の調査研究とともに，高知県の民間宗教の民俗・文献資料調査を継続的に行っ

てきた。今後の研究の土台ともなる基礎資料の翻刻紹介等を順次行うとともに，神霊観念が反映された造形

として興味深い祭具 “御幣” の展示等による，研究者，及び一般に向けての成果の公開をも目指したい。

宮田公佳　MIYATA Kimiyoshi　助手

1966 年生【学歴】千葉大学工学部画像工学科 1990 年卒業，千葉大学大学院工学研究科修士課程画像工

学専攻 1992 年修了，千葉大学大学院自然科学研究科博士後期課程情報システム科学専攻 2000 年修了

【職歴】三菱電機株式会社・生活システム研究所・情報技術総合研究所（1992），国立歴史民俗博物館情報

資料研究部助手（2001），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研究部助手（2004）

【学位】博士（工学），千葉大学，2000 年 3 月【所属学会】日本写真学会，日本光学会，画像電子学会，The	

Society	for	Imaging	Science	and	Technology【専門】画像工学，情報工学【主な研究テーマ】博物館資料のディ

ジタルイメージング手法及びその応用に関する研究／ Studies	on	Digital	Imaging	Methods	for	Museum	

Objects	and	its	Applications

みやた
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Ⅰ 研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

　１　基盤研究「歴史資料の材質・製作技法と生産地に関する調査研究」（宇田川武久代表）において，画

　　像工学的手法に基づいた鉄炮画像の解析に関する基礎研究を継続した。蛍光反応に基づいた発射痕検出

　　手法の検討を行うとともに，鉄炮の有する色彩情報の解析手法について，関連研究機関であるフィンラ

　　ンドヨエンスー大学において行った研究成果をまとめ，２件の報告を国際会議において行った（2005

　　年 6 月フィンランドヨエンスー，2006 年 1 月米国サンノゼ。どちらも招待講演）。

　２　基盤研究「民俗研究映像の資料論的研究」（内田順子代表）において，民俗映像などの映像資料のデ

　　ジタルアーカイブ構築に関する検討を継続した。さらに米国において開催された国際学会 The	Society

　　	for	Imaging	Science	and	Technology,	The	Archiving	Conference（2005 年 4 月，米国ワシントン DC）

　　において技術動向調査と関連研究の調査を行った。この成果は同研究会（2006 年 3 月開催）において

　　報告した。

　３　個人研究テーマ「文化財解析のための画像計測に関する基礎研究」では，波長選択性のある光源を用

　　いてデジタル撮影を行い，歴史資料からの情報抽出手法に関する検討を行った。現状は基礎検討の段階

　　のため顕著な実験結果は得られていないが，構築した実験環境を用いて検討を継続する予定である。

　４　個人研究テーマ「歴史情報の可視化技術に関する基礎研究」では，ジオラマ解説コンテンツとして製

　　作に関与したデジタルコンテンツを第 2 展示室において 2005 年 4 月から公開した。また運用ログを集

　　積し，コンテンツ利用状況の検討を行った。

三　博物館活動

１　歴博探検

　歴博講演会「歴博で画像を使ってみたら」（2005.8.13）

　歴博探検「画像で博物館を探る」（2005.8.13）

４　歴民研修委員，講師

2005 年度歴民研修委員

博物館職員講習「視聴覚教育メディアを活用した展示」小島道裕講師の一部として講演（2005.5.20）

四　社会連携

１　館外における各種委員

　日本写真学会	サマーセミナー実行委員長

　日本写真学会	画像保存セミナー実行委員

　The	Society	for	Imaging	Science	and	Technology，	Archiving	Conference，	Program	Chair	-	Asia

　千葉大学フロンティアメディカル工学研究開発センター　特別研究員

Ⅱ　業績目録 

５　学会・外部研究会発表要旨

　2005.6：Kimiyoshi	Miyata,	Hannu	Laamanen,	Timo	Jaaskelainen,	Markku	Hauta-Kasari,	Jussi
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　　Parkkinen,	Application	of	Spectral	Information	to	Investigate	Historical	Materials	-	Detection	of

　　Metameric	Color	Area	in	Icon	Images	-,	Proceedings	of	14th	Scandinavian	Conference	on	Image

　　Analysis	SCIA	2005,	pp.	369 〜 378,	Joensuu	Finland,	2005	（Invited	Paper）

　2006.1：Kimiyoshi	Miyata,	Hannu	Laamanen,	Timo	Jaaskelainen,	Markku	Hauta-Kasari,	Jussi

　　Parkkinen,	A	Technique	for	Detecting	Metameric	Color	Areas	for	the	Investigation	of	Historical	

　　Materials,	Proceedings	of	IS&T/SPIE's	Symposium	on	ELECTRONIC	IMAGING,	Vol.	6062,	

　　pp.60620L-1 〜 8,	San	Jose,	2006	（Invited	Paper）

　2006.1：Takahiro	Takiguchi,	Sachiko	Abe,	Norimichi	Tsumura,	Toshiya	Nakaguchi,	Fumio	Nakaya,	

　　Hirokazu	Ichikawa,	Yuji	Minato,	Kimiyoshi	Miyata,	Yoichi	Miyake,	Designing	flat-bed	scanning	

　　system	for	spectral	and	glossiness	recording,	Proceedings	of	IS&T/SPIE's	Symposium	on

　　	ELECTRONIC	IMAGING,	Vol.	6062,	pp.60620D-1 〜 11,	San	Jose,	2006

６　歴史系総合誌『歴博』，友の会ニュース

2006.1：「写真における再現と表現について」（歴史系総合誌『歴博』134 号，pp.20 〜 23）

2006.3：「フィンランドの市」（歴史系総合誌『歴博』135 号，p.13）

７　その他

　2005.7：宮田公佳，画像処理一考，埋蔵写真研究，埋蔵文化財写真技術研究会，Vol.16，pp.43 〜 47

Ⅲ　研究状況・研究広報

歴史像の可視化手法の一つとして，デジタルコンテンツの利用を継続検討している。展示室において稼働

しているジオラマ解説コンテンツを単なる解説のための利用にとどめず，多様な歴史情報を結びつけるため

の仲介役として，あるいは歴史資料と博物館利用者とを結びつけるインターフェースとしての活用方法を検

討している。本年度は基礎検討にとどまったが，これまでに得られた知見やデジタルコンテンツ製作及び稼

働実績を踏まえ，共同研究の提案と外部研究資金獲得に向けた科研費申請を行った。提案した共同研究では，

これまでにも連携して研究を推進してきたフィンランド・ヨエンスー大学からも研究者の参画を仰ぎ，次年

度以降の研究を加速する予定である。

総合展示第３展示室リニューアル計画におけるデジタルコンテンツ製作の仕様策定等に寄与したが，その

反面，研究実績としては不十分な１年であったことは否めない．この点について自省するとともに，次年度

では本年度で有られた種々の基礎検討を研究段階へとシフトさせる予定である。

近年，写真関連産業は従来からのフィルムベースからデジタルベースへの業態の転換期を迎えている。歴

博のみならず，博物館や文化財関連分野では写真技術の果たしてきた役割は大きい。今年度は関連機関の担

当者レベルでの意見交換を行ってきたが，博物館におけるデジタルシステムの活用方法について，次年度も

継続して検討を行いたいと考えている。

みやた
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村木二郎　MURAKI Jiro　助手

1971 年生【学歴】京都大学文学部史学科考古学専攻 1995 年卒業，京都大学大学院文学研究科修士課

程 1997 年修了，京都大学大学院文学研究科博士後期課程 1999 年中退【職歴】国立歴史民俗博物館考古

研究部助手（1999），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研究部考古研究系助手

（2004）【学位】文学修士（京都大学）1997 年取得【所属学会】史学研究会，墓標研究会，日本考古学協会【専

門】日本考古学【主な研究テーマ】中世の考古学的研究／ Archaeological	Studies	in	the	Middle	Ages　　

Ⅰ 研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

1　文科省基盤（A）（2）「前近代の東アジア海域における唐物と南蛮物の交易とその意義」（代表　小野正敏）

で，長崎・秋田・青森・大阪・山口・福井・奄美・伊豆で調査をおこない，その成果を科研報告書（代

表小野正敏）で公開した。

2　文科省若手（B）「経塚・墓地・寺社が形成する宗教空間の考古学的研究」（代表　村木二郎）で，伊豆半

島の信仰遺跡踏査，群馬県貫前神社の鏡調査等をおこなった。

　3　企画展示「東アジア中世海道」展示進行担当。

　4　企画展示「長岡京の光と影（仮）」展示進行担当。

　5　企画展示「日本の神々と祭り」展示プロジェクト委員。

　6　国際シンポジウム「中世東シナ海と交易」事務代表及び司会。

　7　国立歴史民俗博物館資料図録４『瓦コレクション』編集。

二　教育活動

１　教育

武蔵大学非常勤講師（日本考古学）

２　博物館教育

　「先生のための歴博講座」〔2005.7.27〕

三　博物館活動

１　歴博探検

　歴博探検「古代人の願い」〔2005.6.11〕

３　各種編集委員

『研究報告』編集委員

四　社会連携

２　館外講演

　スペシャルギャラリートーク「東アジア中世海道」山口県立萩美術館・浦上記念館〔2005.10.30〕
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Ⅱ　業績目録 

2a　論文

「墓碑・墓誌・買地券」（『文字と古代日本４	神仏と文字』pp.126 〜 147，吉川弘文館，10 月）

「対馬の中世鏡」（『前近代の東アジア海域における唐物と南蛮物の交易とその意義』（平成 14〜 17 年度

　科学研究費補助金（基盤研究（A）（2））研究成果報告書）（代表	小野正敏）pp.65 〜 72，3 月）

３　調査報告書

　「経塚出土品」（『小野王塚古墳出土遺物保存処理報告書』，小野市教育委員会，3 月）

４　展示図録

　「厳島神社を見つめる経尾経塚」（『日本の神々と祭り』p.141，歴博，3 月）

５　外部研究会発表要旨

　「奈良の一石五輪塔・舟形五輪塔」（シンポジウム『一石五輪塔の諸問題』pp.45 〜 50，歴史考古学研究

　　　会・石造物研究会・墓標研究会，アピオ大阪，7 月 2 日）

７　その他

　「歴史の時間 34	昔のお墓はどんな様子？」（『毎日小学生新聞』，11 月 25 日）

　「歴史の時間 35	瓦はいつから使われているの？」（『毎日小学生新聞』，12 月 2 日）

　「歴史の時間 36	薬がないころはどうやって病気を治したの？」（『毎日小学生新聞』，12 月 9 日）

　「歴史の時間 37	昔の鏡ってどんなの？」（『毎日小学生新聞』，12 月 16 日）

Ⅲ　研究状況・研究広報

経塚は，中世前期における信仰遺跡であり，北部九州，近畿地方を中心に，全国的に分布する。本来は極

楽往生を祈願して経典を埋納した遺跡であるが，そこには陶磁器をはじめ経筒，鏡，刀剣類等々，さまざま

な遺物が納められている。このように共伴関係が明確な資料群としては，当該期では傑出しており，中世前

期を研究する上では欠かすことのできない考古学資料である。

国立歴史民俗博物館（以下，歴博）では考古資料の情報集成的研究として「経塚データベース」プロジェク

トを企画し，現在その整理作業をおこなっている。その大半は近世の礫石経塚資料である。これまで比較的

研究史の薄い礫石経塚も，全国的に大規模に集成することによって，さまざまな可能性を見出しうる。中世

後半に減少する経塚が，なぜ近世になって再び爆発的に増加するのか。その際，中世前半の経塚と，近世の

礫石経塚の性格をまったく別のものと捕らえるか，連続するものと考えるかが大きな問題である。礫石経の

埋納は，中世前半からおこなわれていることは確かである。そこで，経塚の形態だけではなく，埋納意図に

まで立ち入ることができれば，その差異を捕らえられる。幸い，近世の礫石経塚には経供養塔に銘文が刻ま

れていたり，わずかながらも造営の記録が残っていることがある。これらから，災害時の供養や，建物建造

の際の地鎮的用途，墓地造営に伴う惣供養塔的意義，などがわかり始めてきた。新たに生まれた原因もあれ

ば，中世以来の伝統をもつものもあり，さまざまである。が，このように，民間レベルにまで広がり，各地

で消化されていった近世の礫石経塚のあり方にこそ，考古学的手法による基層信仰研究のヒントが見え隠れ

している。わたしはこれまで中世前半の経塚に主眼を置いてきたが，今後は近世の礫石経塚にまで射程を広

むらき
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げて，歴博の基幹研究である基層信仰の研究を続けていきたい。

中世の経塚資料は，陶磁器編年の基準資料として十二分の役割を果たしてきた。同様に，中世の鏡研究の

基準資料としても重要である。鏡は青銅製品であるため，陶磁器のように廃棄されず，不用になればリサイ

クルにかけられ，溶かしてまた別の製品に生まれ変わる。また，副葬品として墓に埋納されることもあるが，

中世墓は元来非常に副葬品が少ないため，他の遺物を伴わないことがほとんどで，なかなか年代を確定する

ことができない。そのため，鏡の編年は必ずしも確立しているとはいえず，陶磁器のように年代決定資料と

して広く利用されることがないのが現状である。幸い経塚からは紀年銘資料が出土することがあり，これま

でも鏡の基準資料となっていた。しかし，近年の発掘調査の進展により，紀年銘資料はさらに増えたほか，

陶磁器の編年や経筒の型式分類をもとにした基準資料が大幅に増加した。このような出土資料に重点を置い

た編年基準を打ち立てることによって，より確実性の高い鏡の編年を組み立てていきたい。その一端は現在

印刷中であり，近日刊行予定である。

安田常雄　YASUDA Tsuneo　教授

1946 年生【学歴】東京大学経済学部経済学科 1970 年卒業，東京大学大学院経済学研究科博士課程 1977

年単位取得退学【職歴】米国西ワシントン大学研究員（1978 〜 79），鹿児島大学法文学部助教授（1980

〜 1986），電気通信大学教授（1986 〜 2003），国立歴史民俗博物館歴史研究部教授（2003），総合研究大学

院大学文化科学研究科教授併任（2003），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研

究部教授（2004）【学位】経済学博士，東京大学，1982 年【所属学会】歴史学研究会，社会思想史学会，同時

代史学会【専門】日本近現代思想史【主な研究テーマ】戦後日本の思想文化史／ History	of	Thought	and	

Culture	in	Post-war	Japan，戦争と大衆文化／ War	and	Popular	Culture

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

	1　基幹研究「20 世紀における戦争 I」（代表　安田常雄）で，館内において 3 回の研究会を実施し，また

２回の研究集会（広島，沖縄）を主宰し，取りまとめ役として参加した。

	2　個別共同研究「佐倉連隊と地域民衆」（代表　樋口雄彦）で，県内地域の史料調査と館内における研究

会に参加した。主に佐倉の町と軍隊の関連について，市民とともに町並復元に協力した。

	3　個別共同研究「日本における民俗研究の形成と発展に関する基礎研究」（代表　小池淳一）については，

学会など所用と重なり，十分に参加できなかった。

二　教育活動

１　教育

　　中央大学法学部非常勤講師（社会思想史）

　　明治大学大学院文学研究科（日本史特論Ⅱ）

三　博物館活動
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　１　総合展示リニューアル第６室（現代展示）代表として，その準備を進める

四　社会連携

１　館外における各種委員

千葉県史専門委員（近現代史）

２　館外講演・カルチャーセンター・出前授業

「歴史認識と教科書問題」，韓国・国史編さん室（ソウル），8 月 24 日

「「戦後六〇年」戦後史をふりかえる」，国学院大学歴史研究会講演，11 月３日

「象徴天皇制における「伝統」の問題」，歴史科学協議会大会講演，11 月 19 日

Ⅱ　業績目録 

１　著書

2005.8：共著『源流から未来へ－『思想の科学』五十年』，pp.1 〜 332，鶴見俊輔・『思想の科学』

五十年の会編，思想の科学社

2006.3：共同監修（近現代担当）『日本の歴史人物』，pp.1 〜 288，佐藤和彦監修，ポプラ社

2a　論文

「『思想の科学』と戦後精神のゆくえ」（『出版ニュース』2005 年８月中旬号，出版ニュース社，pp.6〜 9）

「はじめに　日本史講座 10」（歴史学研究会・日本史研究会編『講座日本史』第 10 巻「戦後日本論」，

東京大学出版会，2005 年７月，pp. ⅴ〜ⅻ）

「〈占領〉の精神史－「親米」と「反米」のあいだ」（歴史学研究会・日本史研究会編『講座日本史』第 10 巻「戦

後日本論」，東京大学出版会，2005 年７月，pp.127 〜 157）

「『明六雑誌』と『思想の科学』」（鶴見俊輔・『思想の科学』五十年の会編，『源流から未来へ－『思想の科学』

五十年』，pp.93 〜 112，思想の科学社，2005 年８月）

「民衆にとってのアメリカニゼーション」（『世界』2005 年 10 月号，岩波書店，pp.288〜 296）

「象徴天皇制における「伝統」の問題」（『歴史評論』№ 667，2005 年 11 月，pp.81〜 84）

「大熊信行『国家悪』（1957 年）」（岩崎稔・上野千鶴子・成田龍一編『戦後思想の名著 50』平凡社，2006

年２月）

Ⅲ　研究状況・研究広報

今年度は，館内においては総合展示リニューアル第６室の「現代展示」が起動しはじめ，館内展示プロジェ

クト委員会につづき，館外委員を加えた外部展示プロジェクト委員会も発足した。

今年度の主な課題は，展示構想案の作成であり，同時に具体的な展示資料の収集に努めた。また基幹研究

「20 世紀に関する総合的研究Ⅰ」では，呉と沖縄における研究集会を開催し，現地の研究者と交流・討論を

通して，課題を多角的に深めることができた。

館外の活動については，「戦後 60 年」に関わる講演・インタビュー・論文執筆などが中心となった。な

かでも『日本史講座』第 10 巻（戦後日本論）では，編集責任者を務め，多角的な問題を提起し，また歴史科

やすだ
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学協議会の大会報告では，象徴天皇制と「伝統」の問題を，戦後史の文脈で論じた。

安室  知　YASUMURO Satoru　助教授

1959 年生【学歴】筑波大学第一学群人文学類 1983 年卒業，筑波大学大学院修士課程環境科学研究科

1985 年修了【職歴】長野市立博物館学芸員（1985），横須賀市自然・人文博物館学芸員（1988），熊本大学

文学部助教授（1998），国立歴史民俗博物館民俗研究部助教授（2002），総合研究大学院大学文化科学研究科

助教授併任（2002），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研究部助教授（2004）【学

位】博士（文学），総合研究大学院大学，2005 年【所属学会】日本民俗学会，日本民具学会，日本文化人類学会，

農耕文化研究振興会【専門】民俗学（環境論，生業論），物質文化論【主な研究テーマ】人と自然の関係性

に関する民俗文化研究／ Folklore	research	on	the	relation	between	people	and	nature

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

　 1. 個別共同研究「日本歴史における水田環境の存在意義に関する総合的研究」を研究代表者として主催

　　した。

　 2. 基盤研究「民俗研究映像の資料論的研究」に共同研究員として参加した。

　 3. 基盤研究「歴史展示における『異文化』表象の基礎的研究」に共同研究員として参加した。

　 4. 個別共同研究「宮座と社会」に共同研究員として参加した。

　 5. 個別共同研究「東アジアにおける多様な自然利用」に共同研究員として参加した。

　 6. 個別共同研究「人文・自然景観の開発・保全と文化資源化に関する研究」に共同研究員として参加した。

　 7. 総合展示リニューアル展示プロジェクト（第 3 室）委員として調査研究をおこなった。

　 8. 総合展示リニューアル展示プロジェクト（第 4 室）委員として調査研究をおこなった。

　 9. 機構連携研究「人と水」に研究分担者として参加した。

　10.	総合地球環境学研究所の研究プロジェクト（FS）「東アジアにおける新石器化と現代化」に共同研究員

　　（コアメンバー）として参加した。	

　11. 滋賀県立琵琶湖博物館総合研究「東アジアの中の琵琶湖，その成立と人間生態系に関する総合研究」

　　に共同研究員として参加した。

　12.	日本民俗学会「民俗の文化資源化に関する特別委員会」に委員として参加した。	

　13. 日本民俗学会年会に実行委員として参加した。東京都（東京大学教養学部），10 月 8 日〜 9 日。

　14.	相模民俗学会総会にて，記念講演「水田漁撈と地域おこし」をおこなった。神奈川県（県立歴史博物館），

　　5 月 15 日。

　15.	歴博共同研究「日本歴史における水田環境の存在意義に関する総合的研究」にて，研究発表「現代社

　　会と水田漁撈」をおこなった。歴博，6 月 11 日〜 12 日。

　16.	総合地球環境学研究所「個に宿る全体」研究会にて，研究発表「コイの名前－『チューッパ』の解釈
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　　をめぐって－」をおこなった。京都（同志社大学新島会館），7 月 30 日。

17. 日本農業土木学会（企画セッション）に参加し，研究発表「水田漁撈の未来」をおこなった。岐阜大学，

8 月 23 日〜 25 日。

　18.	機構連携研究「人と水」にて，研究発表「水田の環境史」をおこなった。歴博，11 月 12 日〜 13 日。

　19. 神奈川大学ＣＯＥ国際シンポジウム「非文字文化資料から見る人類文化」にてコメンテイターとして

　　参加した。神奈川県（神奈川大学），11 月 26 日〜 27 日。

　20.	科学研究費補助金・基盤 C（2）「日本歴史における水田環境の存在意義に関する民俗学的研究」（研究代

　　表者）

二　教育活動

１　教育

神奈川大学，非常勤講師「民俗学Ⅰ・Ⅱ」（前・後期）

三　博物館活動

１　歴博探検・くらしの植物苑

くらしの植物苑教室「日本の植物文化を語る」講師，「正月のめでたさを演出する植物－イネとマツ－」，

12 月 17 日，くらしの植物苑

　２　民俗文化財映像

　「久井稲生神社の御当」作製，広島県久井町

四　社会連携

１　館外における各種委員

　山口県史編纂専門委員（民俗部会），千曲市武水別神社頭人行事総合調査民俗部会長，横須賀市史編纂委

　　員（民俗編），長野県文化財保護審議委員会委員，日本民俗学会評議員・理事，日本民具学会理事，生き

　　物文化誌学会理事

２　館外講演・カルチャーセンター・出前授業

　千葉県長南農林振興センター「田んぼの魅力再発見，農村の底力」講演会講演，「どじょう取りとあぜ

　　豆の文化誌」（長南農林振興センター，2 月 18 日）

　パルテノン多摩歴史講座講師，「里山の民俗学」（パルテノン多摩，11 月 25 日）

Ⅱ　業績目録 

2a　論文

　2005.9：「水田漁撈の現在」（『研究彙報』11 号，pp.44 〜 47）	

　2005.11：「水田の魚と民俗」（谷内透ほか編『魚の科学事典』，朝倉書店，pp.551 〜 556）

　2006.3：「地域おこしと水田漁撈」（『民俗学論叢』21 号，pp.1 〜 26）	

　2006.3：「水界としての水田」（『人と水』創刊号，pp.12 〜 13）

2b　研究ノート

　2005.4：「お雑煮の歴史と文化」（文化庁編『お雑煮 100 選』，女子栄養大学出版部，pp.34 〜 37）

　2006.1：「雑煮とは何か」（『文化財月報』508 号，pp.46 〜 47）	

やすむろ
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3b　自治体史

　2006.3：「溜池と暮らし」（山口県史民俗編編纂委員会編『山口県史資料編民俗２－暮らしと環境－』，　

　山口県，pp.627 〜 638，651 〜 670）

　2006.3：「生業のしくみと変容」（同上，pp.671 〜 706）

５　学会・外部研究会発表要旨

2005.8：「水田漁撈の未来」（『日本農業土木学会大会研究発表要旨集』，岐阜大学）

2005.11：「民具と民俗技術：コメント」（神奈川大学ＣＯＥ国際シンポジウム『非文字文化資料から見

る人類文化』研究発表要旨集（追加資料集），pp.31 〜 35，神奈川大学）

６　歴史系総合誌『歴博』，友の会ニュース

　2005.7：「農業日記を読む－『まごつき』考－」（『歴博』131 号，pp.19 〜 23）	

　2006.1：「餅のはなし」（『友の会ニュース』123 号，pp.1 〜 2）

７　その他

　学位論文「水田稲作地における生計維持システムに関する民俗学的研究－稲作民による漁撈活動『水田

　　漁撈』の提唱－」（総合研究大学院大学，9 月 30 日）

　同　要旨（総研大『博士学位論文』28 集，pp.153 〜 156，10 月 31 日）

Ⅲ　研究状況・研究広報

昨年度は，『水田漁撈』を提唱することで，水田稲作地における生計維持システムに関するひとつの考え

方を提示した。それをもとに，今年度は学位論文「水田稲作地における生計維持システムに関する民俗学的

研究－稲作民による漁撈活動『水田漁撈』の提唱－」を作製し，総合研究大学院大学文化科学研究科に提出

した。

また，上記のような水田漁撈に関する歴史的考察を進めるとともに，今年度はとくにその現代的意義につ

いても考察した。

日本の場合，水田漁撈は，1950 年代後半，稲作の工業論理化（農薬や化学肥料の大量使用と基盤整備事

業の進行）による水田生態系の変貌とともに姿を消した。その水田稲作が環境保全型農業そして環境創造型

農業として注目されていくとき，水田における人とイネと魚（水田生物）の関係は環境思想におけるワイズ・

ユース（wise	use）の考え方と合致した。そうした環境思想との出会いにより，いったん姿を消した水田漁撈

は，90 年代以降，文化資源として再発見され，環境教育の教材や地域振興のイベントとして各地で復活す

ることになる。

また 1960 年代にドイツで提起されたフォークロリズム概念が日本へ導入されるのはやはり 90 年代に

なってからであるが，それはまさにワイズ・ユース概念の日本への紹介とほぼ同時であった。この出会いに

より，自然をめぐる民俗技術のフォークロリズム化はいっそう促進された。日本にとって 90 年代はまさに

フォークロリズムの潮流と環境思想の潮流とが交錯するときであり，また同時に環境思想においては人と自

然の二元論を超える方途として「民俗技術」や「生業」へ耳目が集まるときでもあった。

民俗事象の文化資源化の問題を考えるとき，たいていはその資源的価値を「地域らしさ」「その土地なら

では」に代表されるような地域の個性や独自性あるいは土着性といったものに求めている。その結果，文化
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資源化されようとするとき民俗事象はそうした独自性の面ばかりが強調されることになる。とくに民俗芸能

や祭礼はその傾向が強い。しかし，その一方で，何処でも目にすることができた当たり前の民俗についても

文化資源化は進んでいる。その典型が水田漁撈である。その文化資源化の背景には，もうひとつの潮流が存

在したと考えられ，しかもそれは行政を動かし法や条例を変えるほどの力を持っていた。それが国境を越え

市民的なレベルで進むワイズ・ユースのような環境思想である。

1990 年代になって復活を果たした水田漁撈は，かつて持っていた他の民俗との関係性（食や信仰・儀礼

など）はすでに断たれており，文化資源として断片化・道具化されたものであったといえる。ただし，現在，

進められるフォークロリズムの議論のように，行政の作為や政治性といったことだけに民俗の復活・再生を

結びつけてしまっては，現代民俗のあり方を狭く捉えすぎてしまうことになりかねない。水田漁撈の復活劇

は，紛れもない民俗現象であり，そこにはかつての水田漁撈が有していた社会的・民俗的なリンクとはまた

別のさまざまなリンクが新たに構築されつつある。

しかし，現段階では，新たなリンクはまだ非常に脆いものであるといわざるをえない。環境思想の移ろい

とともに，一度断片化され，道具化されてしまっている水田漁撈は，環境教育や地域振興の素材として魅力

を失ったとき，いとも簡単に他のものに取って代わられてしまうであろう。今一度，水田漁撈に関しては，

過去に遡ってその歴史文化的な意味を問うとともに，未来に向けて現代社会における存在意義について考え

てみなくてはならない。水田漁撈のような自然に関する民俗技術の復活を，たまたま環境思想という追い風

が吹いたためにおこった一時のブームとして終わらせてはならない。

山田慎也　YAMADA Shinya　助手

1968 年生【学歴】慶應義塾大学法学部法律学科 1992 年卒業，慶應義塾大学大学院社会学研究科修士課

程 1994 年修了，慶應義塾大学大学院社会学研究科博士課程 1997 年単位取得満期退学【職歴】国立民族

学博物館講師（文部省中核的研究機関研究員，1997），国立歴史民俗博物館民俗研究部助手（1998），オック

スフォード大学ニッサンインスティテュート及びセントアントニーズコレッジ客員研究員（2002），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研究部助手（2004）【学位】博士（社会学），慶應義塾

大学，2000 年 10 月【所属学会】日本民俗学会，日本民族学会，日本宗教学会，宗教と社会学会，葬送文化学

会【専門】民俗学【主な研究テーマ】葬制と死生観／ Funeral	ritual	and	cultural	concept	of	death，現代

社会と民俗／ Modern	society	and	folk	culture，死生学／ Death	and	life	studies

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

（1）若手研究（B）（2）「国民国家形成と遺影の成立に関する民俗学的研究」の最終年として，日本宗教学会

において「死者に対する慰撫と顕彰－葬送儀礼と表象のあり方を通して」（山田 2005.9）を報告し，さ

らに「近代における遺影の成立と死者表象－岩手県宮守村長泉寺の絵額・遺影奉納を通して－」（山田

2006.3）を発表した。

やまだ
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（2）共同研究「民俗研究映像の資料論的研究」の研究の一環として，2004 年度制作した民俗研究映像資

料「現代の葬送儀礼」全４部の資料編を既存のラッシュから製作した。しかもこの成果については若手

研究（B）（2）「国民国家形成と遺影の成立に関する民俗学的研究」（代表　山田慎也）の成果，および長年

研究してきた「近代化と死の研究Ⅰ」「死者表象に関する研究」における成果におうところが大きい。

（3）共同研究「日本における民俗研究の形成と発展に関する基礎研究」，基盤研究（B）（2）「呪術・呪法の

系譜と実践に関する総合的調査研究」（代表　小池淳一）の成果として，さまざまな作法書の資料を収集

した。

（4）「葬送儀礼資料」「死絵」の整理を継続しているが，その成果の一部として，今年度の「新収資料の公開」

において展示プロジェクト代表となり死絵や小正月のツクリモノを展示した。

二　教育活動

１　教育

　　國學院大學非常勤講師「日本民俗学」

　　千葉工業大学非常勤講師「文化人類学 I」「文化人類学 II」「文化人類学 III」「文化人類学 IV」

　　北里大学非常勤講師「死生学」

　　駿台トラベル & ホテル専門学校フーネラル・ビジネスコース「葬儀概論」

三　博物館活動

２　歴史系総合誌『歴博』関係	　　

編集委員，『歴博』133 号編集担当

３　各種編集委員

『研究年報』編集委員

４　歴民研修委員，講師

歴史民俗資料館等専門職員研修会委員会講師

四　社会連携

1　館外における各種委員

日本民俗学会理事，評議員

葬送文化学会理事

2　館外講演

「葬送の歴史・変遷を学ぶ」フューネラル女性フォーラム第８回定例会，大成祭典本社ビル，2005．４．７

「死絵・幽霊画について」茨城県弘道館アカデミー県民大学「妖怪から見る日本民俗史」２，茨城県県

　南生涯学習センター，2005．８．７

Ⅱ　 業績目録 

2a　論文

2006.3：「近代における遺影の成立と死者表象－岩手県宮守村長泉寺の絵額・遺影奉納を通して－」（『国

立歴史民俗博物館研究報告』132 集，pp.287 〜 325）

2b　研究ノート
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　2005.6：「書評：金子毅著『八幡製鉄所・職工たちの社会誌』」（『文化人類学研究』70 巻 1 号（2005 年 6 月）

　　pp.127 〜 129）

　2006.3：「死を語ること」（『健康』2006 春号，pp.34 〜 35）

2d　映像

16 年度民俗研究映像資料

　　「現代の葬送儀礼」資料編

５　学会・外部研究会発表要旨

　「死者に対する慰撫と顕彰－葬送儀礼と表象のあり方を通して」『宗教研究』79 巻 4 号，2005.9

「日本における葬送儀礼研究の方法論的検討」日韓宗教研究フォーラム第３回国際学術大会，韓国，韓

神大学校，『宗教と儀礼』pp.	102 〜 107，pp.	106 〜 115，2005．８．22 〜 23

「死と葬儀の場の移り変わり」共同研究「日本における「死の場所」と死生観の変遷に関する総合的研究」

（研究代表者：近藤功行），国際日本文化研究センター，2005．11．12

６　歴史系総合誌『歴博』，友の会ニュース

　「身体のイメージと人格の同一性」（『歴博』133 号，p.1，11 月）

　「精霊船と死者のイメージ」（『友の会ニュース』No.122，p.7，11 月）

　「葬儀と告別式」『定年時代』平成 18 年 3 月下旬号

Ⅲ　研究状況・研究広報

今年は科研費若手研究（B）（2）「国民国家形成と遺影の成立に関する民俗学的研究」（代表　山田慎也）の最

終年度としてそのとりまとめを行った。今では死者の表象として最も重要な位置を占めるようになった遺影

について，岩手県の習俗からその成立の一端を考察することを目的としていた。そこでは死者祭祀において，

不幸な死者に対し慰撫することから，戦没者などを中心に死者を顕彰する視線が混じるようになり，葬儀や

死者の表象のあり方が大きく変わっていったことが明らかになった。その点で調査を始めた岩手県地方では，

まだ調査を継続する必要性を認識し，再び科研費を申請し，2006 年度に採択され実施することとなった。

また，総合誌『歴博』の編集委員として特集「身体のイメージ」の編集担当をつとめたが，そのテーマは

従来の霊魂観と身体観理解への疑問から生じたものであった。この編集を経て，身体イメージと人格との関

連についてはあまり従来注目されていないことに気付いた。そして，単純な二元論に還元しなように，様々

な分野から検討を行う必要があることを認識し，「身体と人格をめぐる言説と実践」という個別共同研究を

2006 年度から立ち上げることになった。

山本光正　YAMAMOTO Mitsumasa　助教授

1944 年生【学歴】法政大学文学部史学科 1967 年卒業，法政大学大学院人文科学研究科修士課程日本史

学専攻 1970 年修了【職歴】神奈川県史編集室嘱託（1976），千葉県庁主事（1974），文化庁文化財保護部管

理課国立歴史民俗博物館（仮称）設立準備室文部技官（1980），国立歴史民俗博物館歴史研究部助手（1981），

やまもと
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同助教授（1982），総合研究大学院大学文化科学研究科助教授併任（1999），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研究部助教授（2004）【学位】【所属学会】交通史研究会，地方史研究協議

会，日本風俗史学会，法政大学史学会【専門】日本近世史【主な研究テーマ】近世・近代の交通及び旅行

史／ Study	of	Japan	traffic	and	travel	in	from18	to	19	Cen，幕末近代農民生活史／ The	history	of	life	of	a	

farmer	in	the	late	Tokugawa-Meiji	period

Ⅰ　研究・教育活動

二　教育活動

１　教育

　法政大学大学院非常勤講師（日本の道／日本の旅）

三　博物館活動

３　各種編集委員

　『研究報告』編集委員会編集委員長

四　社会連携

１　館外における各種委員

　東京都葛飾区文化財保護審議会会長，葛飾区郷土と天文の博物館運営協議会委員，千葉県伝統工芸産業

　振興協議会委員，交通史研究会委員，法政大学史学会評議員

２　館外講演・カルチャーセンター・出前授業

「江戸時代の街道と旅」佐倉市，６月

「道と旅の歴史」ちばカレッジ，千葉市立中央図書館，６月 16 日

「街道と古い集落」ちばカレッジ，千葉市立中央図書館，６月 29 日

「市内の道と沿道の文化財」ちばカレッジ，千葉市立中央図書館，７月 13 日

「稲毛の道と旅」稲毛地区合同講演会，黒砂公民館・稲毛公民館，10 月１日・８日

「成田街道」佐倉市民カレッジ，佐倉中央公民館，12 月７日

Ⅱ　業績目録 

2a　論文

　「旅日記よりみた小田原・箱根路について」『交流の社会史－道・川と地域』小田原近世史研究会編，

　　pp.39 〜 67，岩田書院，５月

４　展示図録

　「木更津船」『東京湾の船』千葉県立上総博物館，３月

７　その他

　「昔の人は本当によく歩いたのか」『岳人』696 号，pp.27 〜 29，６月

　「戌歳の話」『羽衣会だより』64 号，p.15，１月

　「江戸時代の人気旅行地は？」毎日小学生新聞，10 月 21 日号
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　「旅人は一日にどれくらい歩いたの？」毎日小学生新聞，10 月 28 日号

　「カゴの乗りごこちは？」毎日小学生新聞，11 月４日号

　「むかしの人もせっけんを使っていたの？」毎日小学生新聞，11 月 11 日号

　「江戸の年越し」定年時代，12 月下旬号

　「旅のルーツ」定年時代，1 月下旬号

Ⅲ　研究状況・研究広報

東海道を中心とした文化史的な研究を行っているが，本年度は街道絵図・絵画についての調査研究を行っ

た。

近世に至り旅や街道に関係した地図や絵画が数多く制作されるようになった。こうした絵図や絵画のうち

特に注目したのは東海道及び山陽道・西街道を描いた絵図である。街道絵図は博物館における展示資料とし

て活用されているが，街道絵図に関する研究は未開拓の分野であった。そこで本年度は街道絵図の系統的分

類を行うとともに，その原本の追求をし，それを明らかにすることができた。

街道を描いた絵画についても調査を行ったが，これについては結論を出すに至っていない。

吉岡眞之　YOSHIOKA Masayuki　教授　副館長

1944 年生【学歴】東京大学文学部国史学科 1970 年卒業，東京大学大学院人文科学研究科国史学専攻修

士課程 1972 年修了【職歴】総合研究大学院大学文化科学研究科教授併任（1999），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研究部教授（2004）【学位】博士（文学），東京大学，1995 年 11 月【所

属学会】木簡学会，日本歴史学会，日本史研究会，大阪歴史学会，続日本紀研究会，考古学研究会，延喜式研究

会【専門】日本古代史【主な研究テーマ】古代文献学研究／ Ancient	Philology

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

1　 人間文化研究機構連携展示「うたのちから」の展示プロジェクト代表として展示プロジェクト委員会

を年３回実施し，2005 年 10 月 18 日〜 11 月 27 日の間，展示を開催した。

2　 上記展示に関する事業の一環として，歴博・国文研共同フォーラム「和歌と貴族の世界」（2005 年

11 月 3 日，東商ホール）において「平安時代中期の国家儀礼と和歌」を報告した。

3	　基盤研究「高松宮家伝来禁裏本の基礎研究」の研究代表として年２回の研究会を開催するとともに，

京都大学文学部所蔵の近世公家日記の焼付写真を収集し調査した。

4　 基幹研究Ａ「神仏信仰に関する通史的研究Ⅰ」（研究代表者　三浦正幸）に共同研究員として参加した。

5　 日本学術振興会科学研究費補助金基盤研究（C）「高松宮家蔵書群の形成とその性格に関する総合的研

究」の研究代表者として，資料収集と調査（宮内庁書陵部所蔵典籍の調査（2005 年 8 月）	，財団法人前

よしおか
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田育徳会尊経閣文庫所蔵前田綱紀収集資料の調査（2005 年 8 〜 9 月））を実施した。

6　 日本学術振興会科学研究費補助金基盤研究（B）（2）「神社資料の多面性に関する総合的研究－古社の伝

存資料と神社機能の分析を中心として－」（研究代表　新谷尚紀）に研究分担者として参加した。

二　教育活動

１　教育

　総合研究大学院大学日本歴史研究専攻（歴史資料学 I）

　國學院大學大学院非常勤講師（「日本史研究 II」）

　国士舘大学大学院非常勤講師（「史学特論 3」「史学特別研究 1」）

三　博物館活動

　５　歴博振興会関係

　歴史民俗博物館振興会評議員

四　社会連携

１　館外における各種委員

　日本歴史学会理事，文部科学省教科用図書検定調査審議会臨時委員，文化庁文化審議会文化財分科会第		

　一専門調査会専門委員，藤枝市史編さん特別調査委員

Ⅱ　業績目録

１　著書

　2005.3：（編著）科学研究費補助金（基盤研究（C）（1））研究成果報告書『九条家本延喜式の総合的研究』

　　（pp.1 〜 150，国立歴史民俗博物館）

　　　　「三条西家旧蔵『延喜式』巻第五十の書誌と影印・翻刻」pp.104 〜 128

　　　　「（翻刻）九条家本延喜式巻第二十六」pp.74 〜 103

　　　　「（翻刻）弘仁主税式断簡」pp.57 〜 73

　　　　「（翻刻）後漢書巻第二十一断簡」pp.52 〜 56

　　　　「（翻刻）養老闘訟律断簡」pp.50 〜 51

2a　論文

2006.2a：「古代の逸書」（『文字と古代日本５　文字表現の獲得』pp.52 〜 65，吉川弘文館）

2006.2b：「尊経閣文庫所蔵『政事要略』解説」（『尊経閣善本影印集成 36　政事要略』pp.1 〜 18，八

木書店）

2006.3：「古代の辞書」（『言語と文字　列島の古代史６』pp.239 〜 270，岩波書店）

４　展示図録

　人間文化研究機構連携展示『うたのちから－和歌の時代史－』（2005 年 10 月）分担執筆。

６　歴史系総合誌『歴博』，友の会ニュース

　「部類記－「公家学」の教材」（歴史系総合誌『歴博』131 号，2005 年 7 月）pp.6 〜 10

　「人間文化研究機構連携展示　うたのちから－和歌の時代史－」（歴史系総合誌『歴博』132 号，2005 年

　　　10 月）pp.2 〜 5
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　「人間文化研究機構連携展示　うたのちから－和歌の時代史－」（『国立歴史民俗博物館友の会ニュース』

　　121 号，2005 年 9 月）pp.1 〜 2

７　その他

　「コロタイプ技術の保存と印刷文化を考える会」第３回研究会講演要旨「正倉院文書研究とコロタイプ

　　複製の意義」（コロタイプ技術の保存と印刷文化を考える会『玻璃彩』３，2005 年 8 月）pp.4 〜 7

　「（講演記録）天平宝字改元前夜－八世紀政治史の一断面－」（『藤枝市史研究』７号，2006 年 3 月）pp.63

　　　〜 80

　「古今集 1100 年，新古今集 800 年に寄せて」（『毎日新聞』2005 年 10 月 25 日夕刊）

Ⅲ　研究状況・研究広報

日本古典籍の基礎的研究およびそれらの伝来を主要研究テーマとしている。典籍の伝来は，それが含まれ

る典籍群の伝来として把握することの重要性についてはかねてより認識していたつもりであるが，今年度に

人間文化研究機構連携展示「うたのちから」を準備する過程で，その重要性の認識は一層強固なものとなっ

た。「高松宮家伝来禁裏本」はそのことを検証する上で好個の材料であるが，同様の視点は本館所蔵の他の

資料群に対しても必要であろう。この視点は典籍に対してのみでなく，文書群についても有効ではないかと

思われる。このことは日本学術振興会科学研究費補助金基盤研究（B）（2）「神社資料の多面性に関する総合的

研究－古社の伝存資料と神社機能の分析を中心として－」（研究代表　新谷尚紀）において，八坂神社文書の

伝来について考える機会を与えられたことから抱いた想定であるが，中・近世を中心とする文書群の取り扱

いとその研究方法について基礎的な訓練を受けていない私にとってその具体化には多くの困難がある。こう

した視点からの文書群の研究については井原今朝男氏らが重要な成果を公表されており，その成果から学ぶ

ことが当面の私の課題である。そこから典籍群の研究方法にも新たな視角が生まれることを期待している。

吉村郊子　YOSHIMURA Satoko　助手

1968 年生【学歴】奈良女子大学理学部生物学科 1992 年卒業，京都大学大学院人間・環境学研究科修士

課程人間・環境学専攻 1994 年修了，ナミビア大学学際研究センター社会科学部門 1995 〜 1998 年共同

研究員，京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程人間・環境学専攻 2000 年研究指導認定（単位

取得）退学【職歴】国立歴史民俗博物館歴史研究部助手（2000），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研究部助手（2004）【学位】修士（人間・環境学），京都大学，1994 年 3 月【所属学会】

日本アフリカ学会，日本文化人類学会，生態人類学会，進化人類学分科会【専門】生態人類学・文化人類学

【主な研究テーマ】人と環境の関わり，人と人との関わりに関する人類学的研究／ Anthropological	Study	

of	Socio-Ecological	Aspects

よしむら
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Ⅰ 研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

1	　個別共同研究「明治期地籍図の集成的研究」（代表 青山宏夫）において，共同研究員として明治期地

籍図の原本調査・データ収集をおこなった。

	 【調査】

	 大津市歴史博物館における大津地域の明治地籍図の原本調査，5 月 19 日，20 日，滋賀県大津市

	 【研究会】

2	　個別共同研究「日本歴史における水田環境の存在意義に関する総合的研究」（代表　安室知）において，

共同研究員として研究会に参加，討論をおこなった。

　【研究会】

　「日本歴史における水田環境の存在意義に関する総合的研究」第 1 回研究会，6 月 11 日，12 日，千葉

　県佐倉市

　同第 2 回研究会，10 月 1 日，2 日，千葉県佐倉市

3	　総合地球環境学研究所の研究プロジェクト「日本列島における人間－自然相互関係の歴史的・文化的

検討」（プロジェクトリーダー湯本貴和）において，共同研究員として研究会に参加，討論をおこなった。

	 【研究会】

	 「日本列島における人間－自然相互関係の歴史的・文化的検討」に関わる中部地区班研究集会，1 月 28

　日，東京都中野区

4	　科学研究費補助金	若手B「中国雲南省における少数民族の土地利用と市場経済への適応に関する研究」

（代表　吉村郊子）において，国内および中国において，調査地（元陽県）の衛星データの入手・分析，お

よび中国雲南省等における土地利用と生業や，同地周辺における経済・政治状況にかんする文献資料の

収集と分析をおこなった。

二　教育活動

１　教育

　早稲田大学教育学部非常勤講師（文化人類学）

　千葉大学文学部非常勤講師（地域文化論）

三　博物館活動

　２　歴史系総合誌『歴博』関係

　編集委員，『歴博』131 号，134 号	編集担当

Ⅱ　業績目録 

６　歴史系総合誌『歴博』，友の会ニュース

2006.1：「『記憶』と『記録』を関連しあう表現の総体としてとらえなおす（特集：記憶と記録）」（『歴博』

134 号，p.1）

2006.1：「伝える力－ことばやふるまいが文字化・映像化されるということ」（『歴博』134 号，pp.15
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〜 19）

Ⅲ　研究状況・研究広報

　日本やアフリカ南部（ナミビア等），中国において，人と環境のかかわり，およびそこにみられる人と人の

かかわりに関心をもって調査，研究をすすめている。研究活動の柱のひとつは，おもに個人でおこなう現地

調査とそこで得た一次資料にもとづく分析から，上述のテーマについて考察をすすめることにある（下記（1）

および（2））。

　（1）	ナミビアおよび南アフリカにおける現地調査の成果をもとに，牧畜民ヒンバとヘレロの土地利用の実

　　態と変遷を，ナミビアの植民地統治の歴史に沿って分析・考察し，その成果の一部を歴史系総合誌『歴

　　博』に発表した。

　（2）また，中国雲南省においては，市場経済化の過程における斜面地利用－棚田におけるイネ・ダイズ

　　等の栽培や畦・森林における採集植物の利用，食事，世帯の収入・支出の実態と市場（ローカル・マー

　　ケット）の関係およびその変遷について，昨年度までに収集した資料について，分析をすすめた。また，

　　国内外において引き続き，関連する文献資料の収集につとめた。

　　もうひとつの柱は，個人による研究成果をもとに，調査・資料収集の方法論について，人類学の枠組

みをこえて隣接諸分野（歴史学・民俗学・地理学等）とともに議論をすすめて，資料の整理・公開のプロ

セスや共有・解釈にかかわる問題を検討・模索するものである（下記（3）および（4））。

（3）	昨年度から長野県秋山郷を対象に，歴史学や地理学，人類学，考古学を専門とする他の研究者ととも

に「フィールドワーク」をキーワードのひとつとして，現地調査の方法論や資料の整理・公開・共有方

法について検討を重ねている。その内容の一部は，総合地球環境学研究所の研究プロジェクト「日本列

島における人間－自然相互関係の歴史的・文化的検討」（プロジェクトリーダー湯本貴和）の中部地区班

集会における討論や，『歴博』134 号（特集「記憶と記録」2006.1）の企画・構成に反映されている。

（4）	映像等の二次的な資料の解釈やそれが取得・撮影された現地に対して与えうる影響等の問題について

は，とくに関心をもって検討をつづけている。その成果の一部を，小論（『歴博』134号，特集「記憶と記録」

2006.1：pp.15 〜 19）に反映したほか，大学の講義（科目「文化人類学」，「地域文化論」）においても，

資料としての映像の分析をテーマに取りあげて，その制作や解釈の過程で生じうる問題点について議論

をおこなっている。

［客員教員］

荒川章二　ARAKAWA Shoji　客員教授（静岡大学情報学部教授）

1952 年生【学歴】早稲田大学第一文学部 1976 年卒業，一橋大学大学院社会学研究科専攻博士課程満期

退学【職歴】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研究部客員教授併任（2004）【学

位】文学修士，立教大学【所属学会】歴史学研究会，日本史研究会，歴史科学協議会，社会政策学会【専門】

あらかわ
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日本近現代史【主な研究テーマ】近現代日本軍事史／ Military	studies	on	the	modern	history

Ⅰ 研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

１　基幹研究「20 世紀における戦争」共同研究員

２　基幹研究「戦争体験の記録と語りに関する資料論的研究」共同研究員

３　科学研究費補助金基盤研究 C（2）「戦後日本の軍事基地と地域社会」で沖縄，及び御殿場調査を実施し

た。

４　国立歴史民俗博物館第６室リニューアル委員

二　教育活動

１　教育

　静岡大学情報学部にて，学部（卒業研究指導，セミナー，地域社会史，国際社会と日本，歴史史料演習

ほか），大学院指導（近代日本メディア史）

四　社会連携

１　館外における各種委員

沼津市史編さん委員・近現代部会副部会長，戸田村史編さん会議委員（監修責任者），竜洋町史専門委員長，

沼津市明治史料館協議会委員，放送大学客員教授，法政大学大原社会問題研究所嘱託研究員，静岡県近

代史研究会会長

２　館外講演・カルチャーセンター・出前授業

　静岡県教育研究会社会科教育研究夏季研究大会記念講演：「静岡県東部　近現代史を訪ねて」８月５日，

　　熱海観光会館

　放送大学静岡学習センター前期面接授業：「太平洋戦争への道」８月９日〜 10 日

　沼津市明治史料館主催講演会：「沼津と戦争」９月５日，沼津市明治史料館

　放送大学静岡学習センター後期面接授業：「浜松まつりの歴史」10 月 29 日〜 30 日

　竜洋町史歴史学習会講師：「明治期の竜洋地域の教育」12 月 17 日

　放送大学静岡学習センター浜松サテライトスペース新春講演：「明治期の教育」１月８日　　　　　　

　　竜洋町史歴史学習会講師：「竜洋地域の戦後史」３月４日

３　マスコミ

　動き出す有事法，『静岡新聞』，2005 年６月 17 日

　記憶を紡ぐ，戦後 60 年，『朝日新聞静岡版』，2005 年８月 16 日

Ⅱ　業績目録 

１　著書

　2006.3：『浜松まつり－学際的分析と比較の視点から』（笹原恵・山道太郎・山道佳子と共著）岩田書院，

　　執筆 pp.13 〜 69，123 〜 156，317 〜 319
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2a　論文　

2005.5：「軍用墓地研究の課題」（大阪歴史科学協議会『歴史科学－創立 40 周年記念特集号』179・180

合併号，pp.110 〜 114

2005.11：「日本近代史における戦争と植民地」（『岩波講座アジア・太平洋戦争』第１巻，pp.163〜

198

2006.1：「新沖縄県平和資料館設立をめぐって」（『国立歴史民俗博物館研究報告』第126集＝［共同研究］

近代日本の兵士に関する諸問題の研究），pp.133 〜 190

3b　自治体史・史料集など

　2006.3：『竜洋町史　資料編Ⅱ　近現代』本編 674 頁，別編 212 頁，磐田市（監修，分担編集・解説）

７　その他

　2005.8：「『戦艦大和』で戦死した夫を思う女性の戦中・戦後」，『静岡の文化』第 82 号，pp.14 〜 17

Ⅲ　研究状況・研究広報

2005 年度，最も精神的に集中したのは『岩波講座アジア・太平洋戦争』の論文執筆だったが，最も時間

を割かれたのは，	自治体史＝『竜洋町史』	の	編集，監修の仕事だった。これまで，通算 20 冊近い自治体史

の執筆，編集，監修に関わってきたが，B5 判で 800 頁にも及ぶ資料編の半分以上の資料選定と解説を一人

で担当しつつ，監修作業を行うのは初めての経験だった。お陰で，小さな地域社会についてではあるが，政

治・経済・社会・教育などあらゆる分野を総合的に，かつ明治初期から戦後社会まで 100 年の歴史的変動

に関する見通しを持って，把握していく貴重な機会となった。また，歴博の［共同研究］近代日本の兵士に

関する諸問題の研究につき，「新沖縄県平和資料館設立をめぐって」をまとめることが出来，ようやく肩の

荷が一つとれた。この論文については，沖縄県に対する情報公開請求で文書を得るという初めての経験をし

たが，存在すら「わからない」といわれていた資料が請求によって現れたことには驚いた。情報公開制度を

いかに活かし，かつ改善していくかについても，近代史の研究者たるものは敏感でなければならないという

思いを強くした。

近藤好和　KONDOU Yoshikazu　客員助教授　
　　　　　　　　（早稲田大学第一文学部・駒澤大学文学部非常勤講師）

1957 年生【学歴】國學院大学文学部史学科 1981 年卒業，國學院大学大学院文学研究科博士課程前期

1983 年修了，國學院大学大学院文学研究科博士課程後期 1987 年単位取得退学【職歴】駒澤大学文学部

非常勤講師（2003），駒澤大学短期大学部非常勤講師（2003），早稲田大学第一文学部非常勤講師（2005），

東北福祉大学総合福祉学部非常勤講師（2005），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

物館研究部客員助教授併任（2005）【学位】博士（文学），広島大学，2002 年 3 月【所属学会】日本史研究

会，歴史学研究会，大阪歴史学会，延喜式研究会，軍記と語り物研究会，鎌倉遺文研究会，中世史研究会，西

アジア考古学会【専門】有職故実【主な研究テーマ】武具を中心とした伝世工芸遺品の歴史学的研究／

客　こんどう
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Historical	study	on	the	Japanese	craft	heritage	with	special	reference	to	arms	and	armour，武具からみた

武士成立論･戦士論･戦闘論／ The	historical	development	of	the	Bushi	（the	samurai）	and	the	historical	

anaysis	on	fighters	and	battles	through	arms	and	armour	studies

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

・	本館基幹研究 ｢ 神仏信仰に関する通史的研究Ⅰ ｣（研究代表　三浦正幸）共同研究員

・	本館基幹研究 ｢ 生老死と儀礼に関する通史的研究Ⅰ ｣（研究代表　新谷尚紀）共同研究員

・	企画展示 ｢ 日本の神々と祭り ｣ 展示プロジェクト委員として，伊勢神宮神宝と厳島神社奉納武具につい

て，展示品の選択･図録の執筆･借り入れ出張･演示（展示）･ギャラリートーク等を行った。

・	人間文化研究機構連携研究 ｢ 武士関係資料の総合化－比較史および異文化象徴の素材として－ ｣（研究

代表　小島道裕）の予備研究研究協力者として，2006 年 2 月，パリでの事前協議および調査に参加した。

二　教育活動

１　教育

　駒澤大学文学部非常勤講師（有職故実）

　駒澤大学短期大学部非常勤講師（有職故実）

　早稲田大学第一文学部非常勤講師（有職故実Ⅰ･Ⅱ）

　東北福祉大学総合福祉学部非常勤講師（有職故実）（集中講義）

四　社会連携

１　館外における各種委員

　横須賀市史専門委員，伊東市史専門委員

２　館外講演・カルチャーセンター・出前授業

　｢ 義経の戦闘－一ノ谷合戦を中心として－ ｣（青山学院大学日本文学会），6 月 14 日

　｢ 武具から見た中世武士の世界 ｣（鳩ヶ谷市郷土資料館），7 月 23 日

　｢ 武具と戦闘 ｣（歴史講座 ｢ 源義経－その生涯と時代－ ｣，姫路市教育委員会），8 月 8 日

　｢ 日本の馬－馬体の再検討－ ｣（2005 年度研究集会 ｢ 牧と考古学－馬をめぐる諸問題－ ｣，山梨県考古

　　学協会），11 月 26 日

　｢ 鎌倉の文化（2）武具からみた武士の世界 ｣（公開講座 ｢ 未来につなぐ鎌倉の自然，歴史，文化，文学 ｣，

　　鎌倉市教育委員会 , 鎌倉女子大学），12 月 1 日

Ⅱ　業績目録 

１　著書

　『源義経－後代の佳名を貽す者か』（267 頁），ミネルヴァ書房，9 月（単著）

　五味文彦，櫻井陽子編『平家物語図典』（261 頁，担当 8 〜 54 頁，106 〜 115 頁），小学館，4 月（共著）

　延慶本注釈の会編『延慶本平家物語全註釈第一本（巻一）』（652 頁），及古書院，5 月（共著）
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　元木泰雄編『古代の人物６王朝の変容と武者』（463 頁，担当 359 〜 376 頁），清文堂，6 月（共著）

４　展示図録

　本館企画展示『日本の神々と祭り－神社とは何か？－』図録，78 〜 84 頁，122 〜 134 頁，便利堂，

　　2006 年 3 月

７　その他

　註釈『御堂関白記』（217）長和五年十月十六日〜二十一日条，『古代文化』57-7，7 月（単著）

　エッセイ ｢ 時代劇を読む ｣（2004 年 1 月より隔月）

　｢ 腹巻鎧 ｣，｢ 的に刺さる矢 ｣，｢ 馬と馬具 ｣,｢ 有職故実 ｣，『本郷』57 〜 60 号，吉川弘文館，5 月〜 11 月（単

　　著）

Ⅲ　研究状況・研究広報

本年度前半は，単著『源義経－後代の佳名を貽す者か』の執筆と校正に集中し，義経の戦士としての側面

を中心として描いた。後半は，本館企画展示 ｢ 日本の神々と祭り ｣ 関連の準備に時間を割かれた。なお，こ

の企画展の準備過程で，以前からも少し手がけ始めていた新たな研究テーマである神宝論研究の方向性が見

出せた。

佐藤　真  SATO Makoto 客員教授
　　　　　　　　　　　　　　　　   （京都造形芸術大学芸術学部教授）

1957 年生【学歴】東京大学文学部哲学科 1982 年卒業【職歴】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研究部客員教授併任（2004）【学位】【所属学会】【専門】ドキュメンタ	リー映画の製

作と研究【主な研究テーマ】映画における記憶と痕跡について／ Memory,	Trace	and	Cinema	

Ⅰ 研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

（1）エドワード・サイードの記憶と痕跡についての映画『エドワード・サイード　OUT	OF	PLACE』を完

成させ，スタッフ試写をおこなった後に，2005 年９月 23 日にニューヨークを訪れサイードの母校コ

ロンビア大学で完成披露試写会をおこなった。その後，山形国際ドキュメンタリー映画祭（10月13日），

ムンバイ映画祭（2006 年２月）など各地の映画祭で上映された。2006 年 4 月 29 日には東京の九段会

館で夫人のマリアム・サイードを招き大江健三郎に講演してもらい完成記念上映会をした。	

（2）京都造形芸術大学において「パーソナル・ドキュメンタリーの宇宙　私映画をめぐって　〜スイス・

アジア・ニッポン〜」と題するドキュメンタリー	映画の特集上映会を企画・運営しスイスから８本，

日本から 9 本の映画の他，アメリカ，中国，台湾などアジア諸国の映画作品を上映した。スイスからピー

ター・リヒティ，イヴォ・ゼン，ヤェール・パリッシュ，ピーター・メトラー，ジャン・ペレの各氏を

客　さとう
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招き日本側の作家，前田真二郎，河瀬直美，瀬戸口未来，伊藤高志と対談をおこなった。（10 月 15 日

〜 17 日）

（3）「第 20 回国民文化祭・ふくい 2005	映像文化フェスティバル」プログラムのひとつとして若い学	生

と市民向けの映像ワークショップを依頼され，作品作りの指導と制作をおこなった。その成果を国民文

化祭の会場でワークショップ形式で発表するとともに「阿賀に生きる」「阿賀の記憶」の上映とシンポ

ジウムをおこなった。（10 月 22 日〜 23 日）

（4）台湾の台南芸工大学で開催された日本・中国・台湾の学生作品を中心にしたドキュメンタリー映画

祭に参加した。教鞭をとっている映画美学校と京都造形芸術大学の学生４名も招待され，台湾の学生と

作品の上映とシンポジウム，交流をおこなった。（10 月 26 日〜 31 日）

（5）映画美学校の公開講座として開講される「世界のドキュメンタリー」の第二期を 11 月 19 日から始

めた。ジャニキアン＝リッチルッキの「戦争捕虜」や王兵の「鉄西区」などの世界の最先端のドキュメ

ンタリー映画の上映と講義が行われた。

（6）アテネフランセと映画美学校の共催による「日本ドキュメンタリー作家列伝」の第一回として土本

典昭監督作品の特集上映をプログラムし，土本監督を招いて対談をおこなった。（2006 年１月 21 日）

（7）インドで２年ごとに開催されるムンバイ国際映画祭にインターナショナル・コンペティションの審

査委員として招聘され，審査委員作品の特別上映として『エドワード・サイード　OUT	OF	PLACE』を

上映してディスカッションをおこなった。（２月１日〜９日）

（8）スペインのパンプローナで開催されたナバラ国際ドキュメンタリー映画祭に審査員として招聘され

国際コンペの審査をした。またこの映画祭では日本のドキュメンタリー映画の特集上映が企画され，

15 本の日本のドキュメンタリー映画が上映され，そのシンポジウムに参加した。（２月 17 日〜 25 日）

（9）スペインのバルセロナにある CASA	ASIA で開催された日本のドキュメンタリー映画についての講演

会にアメリカの研究者マーク・ノーネスとともに招待され「阿賀の記憶」の上映と対談をおこなった。（２

月 27 日）

二　教育活動

１　教育

　特定非営利活動法人映画美学校ドキュメンタリーコース主任講師

四　社会連携

２　館外講演・カルチャーセンター・出前授業

・台湾金馬国際映画祭に「阿賀の記憶」「阿賀の記憶」が招待上映され，上映後のディスカッションで

観客と映画人と交	流を図った。（11 月６日〜９日）

Ⅱ　業績目録 

７　その他

（1）　映像作品

　『エドワード・サイード　OUT	OF	PLACE』137 分（35 ミリ・シグロ作品）

（2）　論文
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　2005.9「流れつづける一まとまりの潮流として	エドワード・サイード，映画『OUT	OF	PLACE』が追っ

　　た不可視の〈肖像〉」（クォータリー『at』pp.88	〜 101，太田出版）

（3）　新聞署名原稿

　2005.	4「記憶装置としての映画とその危機」『京都新聞』2005 年 4 月 25 日（夕刊）	

　2005.	5「阿賀ふたたび」『公明新聞』2005 年 5 月 20 日	

　2005.	6「アートと芸能の境界」『京都新聞』2005 年 6 月 21 日（夕刊）	

　2005.10「見ることの塩」書評『公明新聞』2005 年 10 月 3 日

　2005.10「全国に広がる「聖地」の名」『山形新聞』2005 年 10 月 28 日（夕刊）	

　2005.11「サイードの記憶と痕跡を辿る」『公明新聞』2005 年 11 月 8 日

	

Ⅲ　研究状況・研究広報

昨年 1 年間はエドワード・サイードの記憶と痕跡を巡る映画の編集と仕上げに忙殺された。インタビュー

をおこなった知識人は 33 人におよび，映画ではその大半を割愛せざる得ないため，翻訳家の中野真紀子さ

んとサイードを巡る「声の痕跡」をまとめる作業を続けてきたが，2006 年４月下旬にみすず書房から「エ

ドワード・サイード　OUT	OF	PLACE」というタイトルで発行された。

杉井　健　SUGII Takeshi　客員助教授（熊本大学文学部助教授）

1965 年生【学歴】大阪大学文学部史学科 1989 年卒業，大阪大学大学院文学研究科史学専攻修士課程

1992 年修了，大阪大学大学院文学研究科史学専攻博士課程 1994 年中途退学【職歴】大阪大学文学部助

手（1994），熊本大学文学部助教授（1998），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研

究部客員助教授併任（2004）【学位】文学修士，大阪大学，1992 年【所属学会】考古学研究会，日本考古学

協会，日本考古学会，日本史研究会，九州前方後円墳研究会，熊本古墳研究会【専門】日本考古学【主な研究

テーマ】原始・古代生活様式研究／ Study	of	Life-style	pre-histories	and	ancient	times，古墳時代政治史・

社会構造研究／ Study	of	the	polity	and	social	structure	of	Kofun	period

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

1	　個別共同研究「マロ塚古墳出土品を中心にした古墳時代中期武器武具の研究」（代表　杉井健）で，本

館所蔵マロ塚古墳出土品の実測調査，韓国出土武器武具の資料調査，大阪府七観古墳出土武器武具の資

料調査および整理報告の可能性を探るための検討会を行った。

2	　日本学術振興会基盤研究Ａ２「琉球列島における農耕社会形成過程の解明に向けた実証的研究－５〜

７世紀を中心に」（代表　木下尚子）で，奄美諸島・吐喝喇列島・大隅諸島の住居を集成・検討し，琉球

列島における住居形態の地域性を描き出した〔杉井 2006.3c〕。

客　すぎい
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3	　日本学術振興会萌芽研究「考古学資料に基づく「寒冷化」現象把握のための基礎的研究」（代表　甲元眞

之）で，古墳時代前期における博多湾沿岸の砂丘遺跡消長の検討を開始した〔杉井 2005.6〕。また，韓

国における海岸遺跡出土遺物の調査を行った。

4	　個人研究テーマ「原始・古代生活様式研究」および「古墳時代政治史・社会構造研究」で，古墳時代

中期における朝鮮半島系渡来文化の受容過程を整理・検討し，それには中央政権の外交政策が大きくか

かわっていると論じた〔杉井 2005.6〕。

5	　個人研究テーマ「古墳時代政治史・社会構造研究」で，京都府長岡京市井ノ内稲荷塚古墳の発掘調査

報告書を刊行し〔杉井ほか 2005.5a〕，その成果をもとに初現期の横穴式石室構築過程にみられる特質

について論じた〔杉井 2005.5b〕。

　6	　個人研究テーマ「古墳時代政治史・社会構造研究」で，熊本県上天草市千崎古墳群の発掘調査および

　　広浦古墳の測量調査，上天草市域出土古墳時代人骨の形質人類学的調査を行い，その成果を〔杉井ほか

　　編 2006.3a〕で公表した。

　7	　個人研究テーマ「古墳時代政治史・社会構造研究」で，熊本県城南町琵琶塚古墳出土遺物を再検討し，

　　その所属時期を明らかにした〔杉井 2006.3b〕。

四　社会連携

１　館外における各種委員

　熊本県山鹿市弁慶ケ穴古墳保存整備検討委員会委員

　熊本県竜北町（2005 年 10 月から氷川町）大野窟古墳範囲内容確認調査指導委員

　熊本県天水町経塚・大塚古墳群保存整備検討委員会委員（2005 年 10 月２日まで）

　熊本県玉名市文化財保護審議会委員（2005 年 10 月３日より）

　熊本県上天草市史編纂委員会委員

　大分県日田市求来里平島遺跡発掘調査指導委員

　鹿児島県大島郡笠利町辺留城発掘調査指導委員

Ⅱ　業績目録

１　著書

2005.5a：『井ノ内稲荷塚古墳の研究』大阪大学文学研究科考古学研究報告第３冊（本文 574 頁・図版

126 頁），寺前直人・林正憲・福永伸哉ほかと共著，大阪大学稲荷塚古墳発掘調査団

2006.3a：『上天草市史大矢野町編資料集』2（本文 97 頁・図版 14 頁），神川めぐみ・芝康次郎・前田

真由子と共編著，熊本県上天草市

2a　論文

2005.5b：「盛土上に基底石を置く横穴式石室の史的意義」（『井ノ内稲荷塚古墳の研究』大阪大学文学研

究科考古学研究報告第３冊，pp.371 〜 389，大阪大学稲荷塚古墳発掘調査団）

2005.6：「中央政権の外交政策と渡来人」（『九州における渡来人の受容と展開』第８回九州前方後円墳

研究会資料集，pp.337 〜 345，第８回九州前方後円墳研究会実行委員会）

2005.12a：「雪野山古墳」（『ドイツ展記念概説	日本の考古学』下巻，pp.464 〜 470，学生社）
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2006.3b：「琵琶塚古墳再考」（『文学部論叢』第 89 号	歴史学篇，pp. １〜 27，熊本大学文学部）

2006.3c：「住居形態からみた琉球列島の地域性」（『先史琉球の生業と交易』Ⅱ　平成 14 〜 17 年度科学

研究費補助金基盤研究（A）（2）研究成果報告書，熊本大学文学部）

3a　調査・発掘調査報告書

　2005.5c：第Ⅰ部	井ノ内稲荷塚古墳の調査成果のうち「調査経過」（pp.11 〜 20），「墳丘の構造」（pp.21

　〜 42），「発掘区の設定」（pp.43 〜 44），「撹乱坑と後世の埋土」（pp.44 〜 49），「横穴式石室の構造」

　　（pp.49 〜 62），「まとめ」（pp.211 〜 218）（『井ノ内稲荷塚古墳の研究』大阪大学文学研究科考古学研

　究報告第３冊，大阪大学稲荷塚古墳発掘調査団）

　2005.12b：「トルコにおける考古学的調査」（『熊本大学海外学術調査研究』，pp.12 〜 13，熊本大学海

　　外学術調査班）

　2006.3d：第１部	千崎古墳群第４次調査報告のうち「調査経過」（pp.12 〜 13），第５部	千崎古墳群・

　桐ノ木尾ばね古墳出土人骨調査報告のうち「資料報告に至る経緯」（pp.83 〜 84）（『上天草市史大矢野

　町編資料集』２，熊本県上天草市）

７　その他

2005.10：『九前研通信』第 16 号（10 頁），編集・編集後記，p.10，九州前方後円墳研究会

2006.3e：『九前研通信』第 17 号（８頁），編集・編集後記，p. ８，九州前方後円墳研究会

Ⅲ　研究状況・研究広報

熊本県には全国的に名を知られた著名な古墳が数多く存在するが，そのうち正式報告書が刊行されている

古墳は数少ない。そうした状況を少しでも変えたい思いと始めたのが，本館の個別共同研究「マロ塚古墳出

土品を中心にした古墳時代中期武器武具の研究」である。おこがましい言い方かもしれないが，こうした我々

の活動をきっかけに，正式報告書が出版されていない古墳資料を整理・報告するという雰囲気が熊本県で育っ

て欲しいと強く願っている。本年度はこの共同研究が大きく飛躍する可能性を見出した年であった。すなわ

ち，中期古墳を考える上で欠くことのできない大阪府七観古墳出土品も合わせて報告することが決定したこ

と，さらに朝鮮半島出土の倭系甲胄の大半を見学して歩き，東アジア規模の共同研究に発展させるための道

筋をつかんだことである。東アジア各地の甲胄関連資料を集めた国際展覧会を開催するという目的をもちつ

つ，次年度以降の研究を進めていきたいと決意している。

さて，本館の共同研究以外では，熊本県所在古墳のフィールド調査を継続して実施している。昨年度に引

き続き，本年度も熊本県上天草市千崎古墳群の発掘調査を行い，これまで知られていなかった横穴式石室の

存在を明らかにした。また，装飾をもつ箱式石棺が出土したことで著名な同市広浦古墳の測量調査も行い，

京都帝國大學による調査・報告以来約 90 年ぶりにその現状について報告した。これら天草島嶼部に所在す

る在地墓制と九州本島側に分布する前方後円墳などの墓制を比較検討し，八代海沿岸地域における古墳時代

墓制の様相を明らかにすることが今後の研究目的である。

なお，私の本来の研究テーマ，原始・古代生活様式にかんしては，奄美諸島から大隅諸島の住居を検討し，

以前の論考と合わせ，琉球列島における住居形態の地域性を明らかにした。また，朝鮮半島に由来する新規

の生活様式が受容される過程を素描したが，今後は，朝鮮半島における造り付け竈・移動式竈などの検討も

客　すぎい
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さらに進め，日本列島との相互関係を明らかにしたいと考えている。

田中正弘  TANAKA Masahiro 客員教授
　　　　　　　　　　　　    （國學院大學栃木短期大学日本史学科教授）

1945 年生【学歴】國學院大學文学部史学科 1968 年卒業，國學院大學大学院文学研究科日本史学専攻博

士課程 1974 年単位取得満期退学【職歴】外務事務官（『日本外交文書』の編纂業務，1974 〜 86），國學院

栃木短期大学助教授（1986），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研究部客員教授

併任（2004）【学位】博士（歴史学），國學院大學，1996 年【所属学会】栃木史学会（國學院大學栃木短期大学），

国史学会，日本史研究会，日本歴史学会，軍事史学会【専門】日本近代史，近代日中関係史【主な研究テーマ】

幕末維新史／Study	on	the	last	days	of	the	Tokugawa	Shogunate	and	the	Meiji	Restoration，外務省記録に

みる近代日中関係と匪賊に関する総合的研究／A	Comprehensive	Study	of	Relationship	between	Modern		

China	and	Japan	the	Bandits	in	the	Documents	of	the	Foreign	Ministry

Ⅰ 研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

　（1）科学研究費

　　【基盤研究（C）（2）「外務省記録にみる近代日中関係と匪賊に関する総合的研究」（研究代表　田中正弘）】

　　　平成 17 年度は，本研究の最終年度なので，明治期の「外務省記録にみる満洲馬賊関係史料と内容目録」

　　データベースの完成と，なぜこのような馬賊関係史料が外務省に集積されたのか，という基本的問題の

　　解明と記録成立の史的背景，加えて史料それ自体の解題，更に参考文献資料リストの補充に力を注いだ。

　（2）個人研究

　個人研究としては，上記の研究の他に，栃木市の名望家である岡田嘉右衛門家日記の解読と翻刻に多

くの時間を費やした。かつて須藤敏夫氏（國學院大學栃木短期大学名誉教授）が同家の支援を得て文書を

整理した。そして同氏は後年その日記の一部を「岡田嘉右衛門家代々日記」の表題で，天明元（1781）

年より文政 12（1829）年に至る岡田俊常・恭行親子二代の日記を翻刻され，これを『栃木史学』（9 〜

19 号）に発表した。その後同氏は逝去された。このような経緯もあって岡田家の了解の下に須藤氏の作

業を継続していくこととなった。恭行の子親之は天保期に家督を相続し明治中期に至るまで岡田家を指

導し，連綿と続く日記を残している。その幕末期の全日記を翻刻すべく，手始めとして嘉永・安政期の

個人日記と陣屋日記の双方の解読と入力に取り組んでいるところである。

　（3）展示

　　　上記の岡田嘉右衛門家の日記から得た成果と栃木市のある個人所蔵の「凉叢院」関係文書を借用して，

　　教員と学生共同作業になる企画展「新発見　栃木の乙女と大奥」を國學院大學栃木学園参考館において，

　　2 月 15 日〜 4 月 20 日迄開催することができた。

　　　ちなみに展示の中心は，岡田親之の長女美恵と次女るいが，幕末期に前後して大奥上臈年寄万里小路
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　　の部屋に見習奉公として上がった経緯とその関係文書である。加えて凉叢院（川越藩世嗣未亡人睿姫の

　　こと。睿姫は岡山藩池田家より川越藩松平家に嫁いだ。夫は将軍家斉の 24 男である聟養子，斉省）と

　　大奥との儀礼外交に関する文書に解説をつけて展示した。地域の歴史を再発掘し，多少なりとも地域の

　　文化の見直しに貢献することができたと思っている。なお，多量の凉叢院関係文書はかつて武藤（岡田）

　　美恵が所持していたものいうが，伝来の事情は定かでない。

　（4）教育

　　　國學院大學栃木短期大学日本史学科及び国文学科講義・演習・卒論指導など。

　　　栃木県大平町白石家文書中の未整理文書（近世・近代）を，日本史学科専任教員数名の協力を得て，

　　学生参加を義務づけ夏期と冬期に，それぞれ３日間にわたり集中的に取り組み，史料１点・１通ごとの

　　目録を作成した。こうした作業は，学生にとって原文書に触れ，その取扱に関する貴重な体験学習であ

　　り，またその成果は「史料目録」として地域社会に還元できる。ここ数ヶ年継続している教育活動の一

　　環である。（7 月 21 日〜 24 日，12 月 19 日〜 21 日）

四　社会連携

１　館外における各種委員

　栃木県博物館協会理事	，財団法人並河靖之七宝記念館評議員，國學院大學栃木学園参考館館長，國學

　院大學栃木短期大学日本史学科長，国史学会評議員，國學院大學栃木短期大学史学会会長

２　館外講演・カルチャーセンター・出前授業

　「満洲馬賊と日本人」（國學院大學栃木短期大学日本史学科創設20周年記念講座「歴史にみる文明と文化」

　　７月９日）

　「サムライアメリカを行く」（國學院大學栃木短期大学日本史学科サマースクール，8 月 6 日）

　「幕末維新期の知識人と情報」（栃木県立小山南高等学校依頼講義，2006 年 3 月 16 日）

					「古文書講座－箱館戦争の外務省記録を読む－」（國學院大學栃木短期大学公開講座）（９月 21 日，28

　　日，10 月５日，26 日，11 月２日の連続５回）

Ⅱ　業績目録 

７　その他

　田中正弘「外務省記録にみる近代日中関係と匪賊に関する総合的研究」（平成 15〜 17 年度科学研究費

　　補助金，研究成果報告書，p.233）

Ⅲ　研究状況・研究広報

昨年に引き続き「木戸家文書」の史料整理と詳細な「史料目録」の作成に専念した。本年は「木戸孝正関

係文書」「木戸孝正日記」「木戸孝正辞令」「木戸幸一辞令」「木戸幸一日記」などの「史料目録」を完成させ

た。その他にも木戸正二郎・木戸好子・木戸松子ら木戸家の多くの葬儀関係史料や孝正夫人関係史料，幸一

の個人史料なども１点・１通ごとに史料件名を付け直し，史料目録を作った。

こうした作業の過程で，思いがけず従来の「木戸孝正日記・手帳」の分類の中から，新たに「木戸孝允」

客　たなか
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の手帳が３冊みつかった。すなわち明治４年の岩倉大使派遣時期のものと西南戦争時期のものなどである。

これは早速分類を移動させ「木戸孝允」の史料目録に補填した。また「木戸幸一日記・手帳」には，多くの

関連文書が付属し，その整合的な目録作成はかなりの苦心を要した。

木戸家文書の中で，殊に今後の研究に大いに注目されるのは未だ本格的研究の空白領域である「木戸孝正」

の人物とその関係史料，更に刊本「木戸幸一日記」以外の多くの幸一日記の存在である。それに木戸侯爵家

の果たした歴史的役割の解明である。こうした多面的視角からの研究に，新たに作成した「史料目録」が有

効に活用されることを期待したい。

なお，「木戸家文書」の整理作業は，「木戸幸一」関係文書（政治家・官僚・軍人・財界・外交官らの来翰）

に着手したところで，残念なことに任期切れとなってしまった。ちなみに「史料目録」の新規作成に着手で

きなかった資料は，木戸家の遺物「モノ」資料を別にすれば，その殆どが大量の木戸幸一関係史料で，書翰・

書類・東京裁判関係の文書であることを附記しておきたい。

辻　誠一郎　TSUJI Sei'ichiro　客員教授
　　　　　　　　　　　　 （東京大学大学院新領域創成科学研究科教授）

1952 年生【学歴】日本大学文理学部応用地学科 1975 年卒業【職歴】国立歴史民俗博物館歴史研究部教

授（2003），総合研究大学院大学文化科学研究科教授併任（2004），東京大学大学院新領域創成科学研究科

教授（2004），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研究部客員教授併任（2004）【学

位】理学博士，大阪市立大学，1985 年	3 月【所属学会】日本第四紀学会，日本植生史学会，日本植物学会，

日本生態学会，日本植物分類学会，日本地質学会，IOP 国際古植物学協会，酒史学会【専門】古生態学，古環

境学，植物学，地球科学，景観歴史学【主な研究テーマ】人類時代の生態系史／ Anthropogene	ecosystem	

history，環境文化史／ History	of	environment	and	culture　

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

　1.　客員教授の調査・研究課題のひとつとして，研究機関におけるボタニカル・ガーデンのあり方と歴博

　　くらしの植物苑の研究活動と成果公開のあり方を検討するために，大阪市立大学理学部付属植物園，東

　　北大学植物園，京都府立大学付属植物園および東京大学理学部付属植物園での活動史，植栽植物の由来・

　　導入理由・導入方法・導入規定，成果公開の方法，普及活動などについて調査した。これまでのくらし

　　の植物苑の活動と蓄積された試・資料を取りまとめる準備ができてきたので，この際くらしの植物苑が

　　果たしたことと期待できること，また今後果たすべきことについて広く外部を交えた公開討論を行う意

　　義はあると判断される。

　2.　生態系生態学および景観生態学の方法を考古学・歴史学に導入し，生態系史研究および景観歴史学の

　　新領域の構築を押し進めた。この成果は，2005 年 11 月 10・11 日開催の韓国・高麗大学校創立 100

　　周年記念国際学術会議「景観と考古学」において，「縄文時代の生態系と景観をめぐる課題と展望」と
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　　題した論文で成果を公表した（辻，2005.11）。また方法論の新展開に関しては，2005 年 12 月 16 日

　　開催の韓国・蔚山文化財研究院主催「考古学と環境史研究」において成果を公表した。

　3.　植物文化史，動物文化史，人と動植物とのかかわり史研究の領域開拓を目的として 2005 年 1 月に設

　　立した「環境文化史研究談話会」の活動を推し進め，2005 年 4 月〜 2006 年 3 月に第 4 回〜第 13 回

　　の計 10 回におよぶ研究会を主催した。これらの成果は要旨・資料集として刊行の予定である。

三　博物館活動

　１　歴博探検・くらしの植物苑

くらしの植物苑ボランティア活動の一環として，毎月第 1 水曜日午後 13：30 〜 17：00，くらしの植

物苑においてボランティア研修を，また本館においてくらしの植物苑だよりの編集を行った。

くらしの植物苑観察会関連事業として「日本の植物文化を語る」を立案企画した。

四　社会連携

１　館外における各種委員

日本学術会議古生物研究連絡委員会委員，日本植生史学会会長（2003 年度〜 2005 年度）および評議員

（2005 年度〜 2007 年度）	，酒史学会理事（2004 年度〜 2006 年度），日本第四紀学会評議員（2005 年

度〜 2006 年度）・高精度 14C 年代測定研究委員会委員，総合地球環境学研究所共同研究員（共生概念の

再構築），青森県教育委員会三内丸山遺跡発掘調査委員会委員，秋田県森吉山ダム建設工事に係わる埋

蔵文化財発掘調査指導委員会委員，福島市宮畑遺跡整備指導委員会委員，相模原市田名向原遺跡研究会

委員・環境部会長，塩尻市史跡平出遺跡整備委員会委員，愛知県岡崎市ならびに豊田市教育委員会矢作

川埋没林調査委員会副委員長，鳥取県教育委員会青谷上寺地遺跡発掘調査委員会委員，山口県史編さん

執筆委員，長崎県原の辻遺跡保存整備委員会委員・環境復元検討部会長，沖縄県北谷町伊礼原 C 遺跡

保全整備基本構想検討委員会委員

２　館外講演・カルチャーセンター・出前授業

2005.6：「先史時代の日本を考える－東大考古学からの発信②人と植物関係史を読み解く」『文京ふる

さと歴史館平成 17 年度歴史講座』（文京ふるさと歴史館）

2005.6：「遺跡探検」『平成 17 年度三内丸山遺跡体験教室』（青森県三内丸山遺跡対策室）

2005.8：「酒？・クルミ・クリ，縄文人の植物文化」『平成 17 年度夏季企画展示「地下 4 ｍの縄文伝説」

関連講演会』（長野県立歴史館）

2005.9：「村田川流域の古環境」『平成 17 年度ちはら台学歴史講座・特別講演』（ちはら台コミュニ

ティー・センター）

2005.10：「山口の人と環境史－過去 3 万年のタイムカプセルを読み解く」『第 14 回山口県史講演会』

（山口県史編纂室）

2005.11：「江戸時代の江戸とその周辺の環境史」『江戸時代の環境変遷と木造大都市江戸の基盤研究』

（首都大学東京）

Ⅱ　業績目録 

2a　論文

客　つ　じ
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2005.7：「生活文化史を植物から読み解く」（『科学』pp.865〜 870，岩波書店）

2005.10：「縄文時代における果実酒酒造の可能性」（『酒史研究』22 号	pp.21〜 28，酒史学会）

2005.10：「三内丸山遺跡を支えた生態系」（『縄文文化を掘る－三内丸山遺跡からの展開』　pp.131〜

145，日本放送出版協会）

2005.12：「更新世と完新世の植物」（『ドイツ展記念概説日本の考古学上巻』pp.62〜 68，学生社）

５　学会・外部研究会発表要旨

2005.5：「沖縄・伊礼原遺跡の生態系史（その１）」（『第 5 回環境文化史研究談話会』pp.1 〜 5，東京大学）

2005.5：「山口県東部における後期更新世（最終氷期）以降の植生史とその情報をもたらした堆積物の堆

積場をつくった火山活動，そしてスギ埋没林」（『第 23 回日本植生史学会談話会』pp.1〜 14，山口県）

2005.9：｢ 環境変動史に見る水界生物社会の動態 ｣（『第 8 回日本水環境学会シンポジウム』p.5，日本

水環境学会，龍谷大学）

2005.10：「海を渡った植物たちの日本史」（『人間文化研究機構第 3 回公開講演会・シンポジウム』p.4，

有楽町朝日ホール）

2005.11：「縄文時代の生態系と景観をめぐる課題と展望」（『高麗大学校考古環境研究所第 1 回国際学術

会議：景観と考古学』pp.75 〜 89	，韓国・高麗大学校考古環境研究所）

2005.12：「考古学と環境史研究（自然科学）」（『蔚山文化財研究院 2005 年調査研究研修』pp.1 〜 5，

韓国・蔚山文化財研究院）

６　歴史系総合誌『歴博』，友の会ニュース

　2006.3：「海を渡った植物たちの日本史」（『大学共同利用機関法人人間文化』vol.3，pp.18〜 27）

７　その他

2005.9：「「未知の世界」を見つめる」（『比叡山高等学校同窓会誌－道心』12 号，p.3）

2005.12：「学問の領域を越境する」（『致知』	366 号，pp.94〜 95）

2005.10：「原の辻遺跡の生態系復元調査」（『原の辻ニュースレター』23 号，pp.4〜 5）

2006.3：「山口の人と環境史－過去 3 万年のタイムカプセルを読み解く」（『山口県史研究』14 号，

pp.107 〜 124）

Ⅲ　研究状況・研究広報

歴博の客員教授 2 年目をそれなりの成果を得て終えることができました。それなりとは，くらしの植物

苑のあり方についてこれまで私が多少ともかかわることができた研究機関としての大学の付属植物園を改め

て調査し，くらしの植物苑のもつ特性と不備な点をかなり明確にできたことです。冒頭でも述べたように，

くらしの植物苑のこれまでの運営はごく限られた経験者を軸に展開されてきたので，外部の研究者を講師と

して動員したり展示プロジェクトに加わってもらったりはしてきたものの，植物苑での研究活動や成果公開

は実際のところ曖昧なままであったと言わざるを得ないので，くらしの植物苑のこれまでやこれからを議論・

討論する場がもたれてもよいと思います。くらしの植物苑の活動は，ある見方からすれば目立っていて，他

のどの植物園もこんなことはとてもできないと評されることを相当にやってきたからです。だから外部の声

も必要だと思います。
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本郷キャンパスでの 2 年間の仮住まいが今年の 3 月でようやく終わり，ピカピカの新しい研究棟の完成

と同時に柏キャンパスへ移動しました。本郷では机・書棚それに冷蔵庫があるだけで，調査・実験設備がまっ

たく無かったので，歴博にお世話になることが多かったのですが，これからは肩身の狭い思いも無くなるか

と思ったりしています。歴博に感謝しつつ，ようやく旅立ちができることに祝杯を挙げたいと思います。

並木美砂子　NAMIKI Misako　客員助教授
　　　　　　　　　　　 （千葉市都市局公園緑地部動物公園管理課主査）

1957 年生【学歴】東京農工大学農学部環境保護学科 1979 年卒業，お茶の水女子大学大学院人間文化

研究科発達科学専攻博士課程 2002 年修了【職歴】大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民

俗博物館研究部助客員教授併任（2004）【学位】博士（学術），お茶の水女子大学大学院人間文化研究科，

2002 年【所属学会】日本保育学会，全日本博物館学会，日本ミュージアムマネージメント学会，日本質的

心理学会【専門】博物館教育【主な研究テーマ】来館者研究／ Visitor	Studies，コミュニケーション論／

Communication	Studies

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

共同研究「歴史展示における『異文化』表象の基礎的考察」の研究員としての活動および当研究会におけ

る発表（2006.2.23）「“復元” の意義について－学びのありかたへの予備的考察

二　教育活動

１　教育

　フェリス女学院大学非常勤講師（国際交流学部：21 世紀の科学技術と社会）

２　博物館教育

　滋賀県立琵琶湖博物館展示交流員との勉強会（2005.11.17）

　日本質的心理学会全国大会自主企画打ち合わせ（2006.3.7）

Ⅱ　業績目録 

１　著書

　「博物館の学びをつくりだす」（共著，（株）ぎょうせい，2006.2）

2a　論文

　「動物園における親子コミュニケーション」（風間書房，2005.5）

客　なみき
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Ⅲ　研究状況・研究広報

歴史研究系の久留島教授・小島助教授・佐藤助手・研究支援推進員の井上氏らとともに，内外の博物館教

育に関する最近の論文や博物館展示に関する情報交換等を行う「Museum	Learning	Theory 研究会」に出席

した。

保谷　徹　HOYA Toru　客員教授（東京大学史料編纂所教授）

1956 年生【学歴】東京大学大学院人文科学研究科修士課程 1986 年修了，同博士課程 1987 年中退【職歴】

東京大学史料編纂所助手（1987），同助教授（1997），同教授（2005），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研究部客員助教授併任（2004）【学位】文学修士，東京大学，1986 年【所属学会】史

学会，歴史学研究会，歴史科学協議会【専門】日本近世史（幕末維新史）【主な研究テーマ】幕末維新期の軍事・

外交史／ Military	and	diplomatic	history	at	the	end	of	the	Tokugawa	period，画像史料の研究／ Study	on	

the	visual	sources

Ⅰ 研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

（1）東京大学史料編纂所近世史料部門維新史料室における史料集編纂事業の一環として，『大日本古文書』

幕末外国関係文書之五一（2007 年 3 月刊行予定）の編纂に従事した。同室における幕末維新期史料調査

として，鳥取出張調査（9 月）をおこなった。また，前年度調査（熊本市）の報告を「東京大学史料編纂所報」

に掲載した。

（2）文部省科学研究費補助金基盤研究 A（2）「前近代東アジアにおける日本関係史料の研究」（代表　保谷

徹）および研究企画プロジェクト経費「日本史史料が結ぶ東アジア日本学研究交流推進プロジェクト」

（代表　保谷徹）などにより，東京大学史料編纂所における前近代東アジアにおける日本関係史料収集事

業を主宰した（WG 委員長：内容省略，史料編纂所報を参照されたい）。

　　上記プロジェクトに関連する活動は以下のとおり（詳細は省略）。

　　ロシア史料調査（国立海軍文書館・科学アカデミー東洋学研究所・国立歴史文書館 = サンクトペテル

ブルグ市，6 月）・函館所在日露関係史料調査（3 月）

　　ロシア国立歴史文書館長・同海軍文書館長・サンクトペテルブルグ大学教授らを招聘し，『日露関係

史料をめぐる国際研究集会』（史料編纂所・日本学士院共催）を主宰し，活動報告をおこなった。

（3）	東京大学史料編纂所画像史料解析センター兼任教授として，同センタープロジェクト経費で古写真研

究プロジェクト（代表　保谷徹）を主宰した。今年度は，1 鍋島報效会徴古館所蔵鍋島家古写真コレク

ションの調査とデジタル撮影，2 横山松三郎関係史料の調査撮影，3 フランス第 2 次軍事顧問団員の

コレクション写真集『フランス士官が見た近代日本のあけぼの』編集に協力し，芦屋出張調査（8 月），

佐賀出張調査（8 月），横浜出張調査（10 月）をおこなった。これらの成果はデジタルデータ等のかたち
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で史料編纂所に収められ，公開可能なものは順次 DB に格納してインターネット公開される。

二　教育活動

１　教育

　東京大学大学院人文社会系研究科文化資源学・文学部日本史学非常勤講師

　東京外国語大学非常勤講師

三　博物館活動

　３　各種編集委員

　　「歴史のなかの鉄炮伝来」展示委員

　　『研究報告』編集委員会委員

四　社会連携

１　館外における各種委員

西東京市文化財保護審議会委員（会長），江川文庫調査団員（静岡県，団長：宮地正人国立歴史民俗博物

館長），史学会編集委員（〜 5 月），日野市立新撰組歴史館史料評価委員

２　館外講演・カルチャーセンター・出前授業

　「幕末の攘夷事件と外国公使館」港区立港郷土資料館，6 月

　「（座談会）『お台場』と江戸湾防備－品川台場と神奈川台場－」横浜，11 月／『有隣』458 号，1 月）

　「フランス士官が見た近代日本のあけぼの－封印を解かれた写真コレクション－」横浜，11 月

　「在外史料からみた幕末史」東京大学史料編纂所主催史料学セミナー，11 月

Ⅱ　業績目録

2a　論文

『日本軍事史』共著 pp.198 〜 308，吉川弘文館，2 月

「四〇ポンドアームストロング砲カタログ図」『東京大学史料編纂所附属画像史料解析センター通信』

29 号，pp.8 〜 9，4 月

「安政三年三月下曽根信敦による西洋流調練図（一）」『東京大学史料編纂所附属画像史料解析センター通

信』30 号，pp.4 〜 6，7 月

「安政三年三月下曽根信敦による西洋流調練図（二）」『東京大学史料編纂所附属画像史料解析センター通

信』31 号，10 月

「安政三年三月下曽根信敦による西洋流調練図（三）」『東京大学史料編纂所附属画像史料解析センター通

信』32 号，pp.6 〜 7，1 月

「クレットマンとフランス軍事顧問団」『フランス士官が見た近代日本のあけぼの』，pp.198 〜 206，

11 月，	IRD 企画

「前近代東アジアにおける日本関係史料の研究」『日本歴史』692 号，1 月

「小西四郎著『日本の歴史・開国と攘夷』解説」中央公論新社，pp.549 〜 571，2 月

2c　書評

（新刊紹介）「フランス士官が見た近代日本のあけぼの」『LISN』127 号，3 月

客　ほうや



380

５　学会・外部研究会発表要旨

　「下関戦争と長州砲」江戸のモノづくりリレーシンポ，萩市博物館，2 月

Ⅲ　研究状況・研究広報

本館の客員教員として，主に展示準備のための銃砲研究に従事している。欧米の文書館および軍事博物館

等の調査経験をふまえ，幕末期の洋式銃砲を中心に研究調査をすすめているが，実際のモノにあたって調べ

ることの大切さと楽しさを実感している。

三浦正幸　MIURA Masayuki　客員教授
　　　　　　　　　　　　　　　　   （広島大学大学院文学研究科教授）

1954 年生【学歴】東京大学工学部建築学科 1977 年卒業，東京大学大学院工学系研究科建築学専門課

程修士課程 1979 年修了，東京大学大学院工学系研究科建築学専門課程博士課程 1980 年中途退学【職

歴】広島大学工学部第四類助手（1980），同助教授（1992），広島大学文学部教授（1999），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研究部客員教授併任（2004）【学位】工学博士，東京大学，

1986 年【所属学会】日本建築学会，建築史学会，日本遺跡学会，広島史学研究会，中国四国歴史学地理

学協会【専門】日本建築史，城郭史，神社建築史，文化財学【主な研究テーマ】近世城郭の歴史と構造／

History	and	formation	of	castles	in	Japan	from	the	late	16th	century，神社建築の起源と発展／ Origin	

and	development	of	shrine	buildings，古建築の年代判定／ Method	of	estimation	on	the	age	of	traditional	

architecture，古建築の調査・修理・復元／ Research，	repair	and	restoration	of	traditional	architecture　

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

1.　基幹研究「神仏信仰に関する通史的研究」（研究代表者）で，研究会を主催し，文献目録と研究史及び

通史に関する報告書の作成を行った。また，神社建築史概説及び神社建築研究史の発表を行った。

2.　受託研究「尾道市常称寺の建造物に関する文化財学的調査研究」（研究代表者）で，当該の本堂・観音堂・

山門などを調査し，その成果報告書『常称寺建造物調査研究報告書』〔2006.3〕（尾道市刊）を出版。

3.　城郭研究に関する成果として，一般向けの啓蒙書歴史群像シリーズ（学習研究社）『よみがえる日本の

城』の監修指導を行い，今年度中ではそのうちの第 14 号から 27 号を出版した。

4.　展示「日本の神々と祭り－神社とは何か ? －」の一部を担当し，仁治度厳島神社復元模型を監修展示

するとともにギャラリートーク等を行った。

5.　第 266 回歴博講演会「出雲大社と厳島神社の建築の実像」〔2006.2〕を行った。

6.　原爆で焼失した饒津神社木造両部鳥居復元工事において，当該建物の復元設計を行い，2005 年 1 月

に復元竣工した。
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二　教育活動

１　教育

広島大学大学院文学研究科大学院生指導（本務）として，博士課程後期 3 名，前期 6 名の研究指導を行い，

そのうち修士 3 名の学位論文の審査（主査）をした。

広島女学院大学非常勤講師（住居史学）

三　博物館活動　

歴博展示プロジェクト委員（「日本の神々と祭り－神社とは何か ? －」）

四　社会連携

１　館外における各種委員

愛媛県文化財保護審議会委員，広島市文化財審議会委員，尾道市文化財保護委員会委員，下関市文化財

保護審議会会長，東広島市文化財保護委員会委員，竹原市伝統的建造物群保存地区保存審議会委員，史

跡松山城跡整備検討委員会委員，史跡河後森城跡調査整備検討委員会委員，史跡津和野城跡整備検討委

員会委員，史跡鎌刃城跡調査整備委員会委員，史跡高天神城保存整備委員会委員，史跡諏訪原城保存整

備委員会委員 ,	史跡横須賀城保存整備委員会委員 , 史跡吉川元春館跡整備委員会委員，史跡安芸国分寺

跡調査整備委員会委員，史跡京極氏城館跡整備検討委員会委員，史跡原爆ド－ム保存技術指導委員会委

員 , 甲府城跡保存活用等調査検討委員会委員 , 安芸高田市吉田民俗資料館運営委員ほか

２　館外講演・カルチャーセンター・出前授業

「昔の大工事」『厚生年金さわやか講座』（広島厚生年金会館），2005 年 5 月 23 日

「姫路の天守建築」『姫路市城郭研究室市民セミナ－』（姫路市城郭研究室），2005 年 6 月 18 日

「鞆の町並みの魅力とその保存」『全史協中国地区協議会大会研修会講演』（全史協中国地区協議会），

2005 年 7 月 21 日

「出雲大社宝治度本殿復元案」『大社造シンポジウム』（鳥取環境大学・島根県古代文化センタ－），2005

年 9 月 21 日

「今，よみがえる吉田城－その建物復元にむけて－」『吉田城シンポジウム基調講演』（豊橋市美術博物

館），2005 年 10 月 8 日

「日本建築における中国建築の影響」『中国上海復旦大学日本研究中心・広島大学大学院文学研究科交流

講義』（中国上海復旦大学日本研究中心），2005 年 12 月 6 日

「今，よみがえる大垣城の天守と櫓と城門」『大垣歴史フォ－ラム』（大垣市），2005 年 12 月 18 日

「ひろしまの城」『ひろしまの遺跡を語るシンポジウム基調講演』（広島県教育事業団・広島市文化財団・

東広島市教育文化振興事業団・安芸高田市地域振興事業団），2006 年 1 月 7 日

「松山城の仕組み」『松山城天守修復記念イベント公開講座』（松山市），2006 年 1 月 22 日

「尾道文化圏の中世寺社建築」『尾道市文化財講座』（尾道市），2006 年 3 月 24 日

Ⅱ　業績目録 

１　著書

　2006.3：『よみがえる真説安土城』（143 頁），学習研究社，2006.3，監修・分担執筆

客　みうら
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　2006.3：「今，よみがえる吉田城－その建物復元にむけて－」（『検証吉田城』，pp.44〜 59，豊橋市教

　育委員会），2006.3

2a　論文

2006.3：「厳島神社廃絶社殿の復元的研究」（『内海文化研究紀要』第 34 号，pp.23〜 43，広島大学大

学院文学研究科内海文化研究施設），2006.3，（山口佳巳と共著）

５　学会・外部研究会発表要旨

2005.9：「寛文度出雲大社本殿」（『史學研究』pp.88，広島大学）

2005.6：「層塔型天守の廻縁に関する考察」（『中国四国歴史学地理学協会研究大会報告集』pp.（印刷中），

島根大学）

７　その他

　2005 : 『よみがえる日本の城』14 号〜 27 号，監修指導・分担執筆，学習研究社

　2006.3 : 『常称寺建造物調査研究報告書』（169 頁），尾道市，2006.3，監修・分担執筆

2006.3 : 「森実家住宅」（『愛媛県の近代和風建築－近代和風建築総合調査報告書』，pp.30 〜 35，愛媛

県教育委員会），2006.3

Ⅲ　研究状況・研究広報

1.　16・17 年度に研究調査した広島県重要文化財常称寺建造物の報告書『常称寺建造物調査研究報告書』

を刊行した。その成果は今後の文化財保存に役立つものと考えられる。

2.　東広島市教育委員会からの依頼により，市内の酒造会社に残る酒蔵等の建造物の文化財調査を実施し

た。その研究成果は，18 年度に報告書として刊行の予定であり , 今後の文化財登録・指定に役立つも

のと考えられる。

光谷拓実  Mitsutani Takumi 客員教授　

（独立行政法人文化財研究所 奈良文化財研究所）

1947 年生【学歴】千葉大学大学院園芸学研究科修士課程 1975 年修了【職歴】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研究部客員教授併任（2005）【学位】博士（農学），京都大学，1988 年３

月【所属学会】国際年輪学会，日本文化財科学会，日本木材学会，日本第四紀学会【専門】年輪年代学，年

輪気象学【主な研究テーマ】歴史学研究における年輪年代学の応用／ dendrochronological	research	on	

historical	science	in	Japan

Ⅰ 研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

１．文部科学省・科学研究費補助金学術創成研究「弥生農耕の起源と東アジア」共同研究員，研究会に参
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　　加・発表（2006 年 2 月 25 日〜 26 日）

２．京都府宇治市街遺跡下層出土の古墳時代木製遺物の年代測定結果について記者発表（2006 年 3 月 22

　日）

Ⅱ　業績目録

2a　論文

　「年輪年代法による国宝平等院鳳凰堂部材の年代測定」『鳳翔学叢第 2 輯』宗教法人平等院，pp.81 〜　

　　　84，12 月

　「年輪年代法による正倉院正倉の建築部材の年代調査（2）」『正倉院紀要　第 28 号』正倉院事務所，

　　pp.66 〜 70，3 月

3a　調査・発掘調査報告書

　「柳之御所遺跡出土木製品の年輪年代測定結果」『柳之御所遺跡第 59 次発掘調査概報』岩手県教育委員

　　　会，pp.54 〜 57，3 月

山中　章  YAMANAKA Akira 客員教授（三重大学人文学部教授）

1948 年生【学歴】広島大学文学部史学科考古学専攻 1974 年卒業【職歴】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研究部客員教授併任（2004）【学位】博士（文学），広島大学，1997 年 2 月【所

属学会】考古学研究会，木簡学会，条里制・古代都市研究会，延喜式研究会【専門】日本考古学【主な研究

テーマ】日本古代都市史研究／ Study	of	ancient	history	in	Japanese	Urban，日本古代出土文字資料の研究

／ Study	of	ancient	letters	in	Japan，原始・古代塩業史の研究／ Study	of	ancient	salt	history	in	Japan

Ⅰ 研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

（1）本館個別共同研究「古代における生産と権力とイデオロギー」（共同研究者）：古代王権は各地の生業

従事者を部民として編成し，王権に直属する生業集団を確保した。その実態は主に文献史学から研究さ

れてきたが，考古資料を用いて，海部の分析が可能であることを海浜部に定められた島嶼部小国の分析

を通しておこない，成果を〔山中 2005.10〕に報告した。

（2）文部科学省科学研究費基盤研究（B）（2）「聖武天皇伊勢行幸地の総合的研究」（研究代表者）：四日市市

所在の久留倍遺跡の発掘調査を通してテーマの深化を図り，その成果を〔山中 2006.3〕として報告した。

また，聖武天皇の伊勢行幸時に用いられた頓宮の分析を進め，その成果を〔山中 2005.12〕で報告した。

（3）三重大学人文学部伊勢湾文化資料研究センター（センター長）プロジェクト「古代中世伊勢国の総

合的研究」（代表者）：四日市市久留倍遺跡の調査・研究・保護・活用を目的に２回のシンポジウム

を開催し，その成果を〔山中 2006.2〕に報告した。さらに調査・研究成果を広く国民に伝える［山中

客　やまなか
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2005.11,2006.2］ために「壬申の乱ウオーク」を２回開催した。

（4）文部科学省科学研究費基盤研究（A）（研究代表者：橋本義則・山口大学）「東アジア諸国における都城

および都城制に関する比較史的総合研究」：東アジア諸国における宮都の比較研究のためヴェトナム社

会主義共和国のタンロン宮殿，フエ王城跡などを現地踏査し，その成果を〔山中 2005.10〕で報告した。

（5）文部科学省特定領域研究 ｢ 学融合を目指した新領域創造　中世考古学の総合的研究 ｣（研究代表者：

前川要・中央大学）｢ 中世遺跡の保存と活用に関する基礎的研究 ｣（研究代表者：広瀬和雄・国立歴史民

俗博物館教授・総合研究大学院大学教授）：遺跡保護活用の世界的実情例の確認のため連合王国におけ

る遺跡保護・活用の実態を調査し，その成果を〔山中 2006.3〕として報告した。

（6）個人研究として古代宮都の研究を進めその成果を〔山中 2005.4〕〔山中 2005.11〕にまとめ，報告した。

また，古代文字の研究を進め，その成果を〔山中 2005.7〕〔山中 2005,11〕〔山中 2006.2〕として編集した。

（7）国立歴史民俗博物館展示プロジェクト委員会「平成 19 年度企画展示「長岡京の光と陰」（仮称）」：前

年度まで共同研究を進めた「律令国家転換期の王権と都市」の成果を活かすために展示プロジェクトを

立ち上げ，展示構想を検討する。

二　教育活動

１　教育	

　京都府立大学大学院非常勤講師（日本考古学講義Ⅱ）

　中部大学非常勤講師（考古学Ⅰ・Ⅱ）

　鈴鹿国際大学非常勤講師（考古学Ａ・Ｂ）

四　社会連携

１　館外における各種委員

四日市市教育委員会久留倍遺跡調査指導委員会委員，四日市市教育委員会久留倍遺跡整備活用検討委員

会委員，三重県美杉村北畠館跡指導委員会委員，福岡県太宰府史跡指導委員会委員，亀山市史編纂委員

会委員，岐阜県垂井町美濃国府調査指導委員会委員

２　館外講演・カルチャーセンター・出前授業　

　出前授業－ 1		学校法人慶應義塾女子高等学校「長岡京案内」2005 年５月 18 日

　出前授業－ 2		学校法人名古屋高等学校 ｢ 木簡解読 ｣2005 年 10 月 21 日

　出前授業－ 3		大阪府立大手前高等学校 ｢｣2005 年 12 月９日

　朝日カルチャーセンター横浜「長岡の都と桓武天皇〜保守と革新〜」2005 年９月 24 日

３　マスコミ

　伊勢新聞 ｢ 時を旅する ｣（合計 12 回）

Ⅱ　業績目録 

１　著書：編著　

　平川南・沖森卓也・栄原永遠男・山中章編『文字と古代日本３』吉川弘文館，2005 年７月

　平川南・沖森卓也・栄原永遠男・山中章編『文字と古代日本４』吉川弘文館，2005 年 10 月

　平川南・沖森卓也・栄原永遠男・山中章編『文字と古代日本５』吉川弘文館，2006 年２月
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2a　論文

　「平城京・長岡京・平安京－伝統の継承と非継承－」（『季刊考古学　特集「平安考古学」を考える』第 93 号，

　雄山閣，2005 年４月）

　「宮都と王統譜」（小路田泰直・広瀬和雄編『王統譜』，青木書店，2005 年 10 月）

　｢ 古代王権と宮都の東 ｣（『川越哲志先生退官記念論文集　考古論集』，2005 年 11 月）

　「埋蔵文化財調査・研究・活用の新たな地平を求めて〜埋蔵文化財行政への提言〜」（文部科学省特定領

　域研究 ｢ 学融合を目指した新領域創造　中世考古学の総合的研究 ｣ 成果報告書『中世遺跡の保存と活

　用に関する基礎的研究』，2006 年 3 月 31 日）

3a　調査・発掘調査報告書

　岐阜県垂井町教育委員会『美濃国府発掘調査報告書Ⅱ』2005 年５月

　財団法人向日市埋蔵文化財センター・向日市教育委員会『向日市埋蔵文化財調査報告書第 69 集』，

　　2006 年 3 月

3c　辞典項目　

　『日本古代史大辞典』（「長岡京」，大和書房，2006 年１月）

５　学会・外部研究会発表要旨

　「日本古代宮都の陵墓・葬地」（文部科学省科学研究費基盤研究（A）（研究代表者：橋本義則・山口大学）「東

　アジア諸国における都城および都城制に関する比較史的総合研究」発表，2005 年７月 24 日）

　「タンロン遺跡に関する現状と将来の課題〜東・東南アジアからの視点で〜」（国際公開シンポジウム『ハ

　ノイ 1000 年王城－地域情報学を探る－』発表，2005 年 10 月１日）

　「律令国家と海部〜志摩・三河・伊豆・隠岐・若狭の後期古墳の築造と海部編成〜」（本館個別共同研究

　「古代における生産と権力とイデオロギー」報告，2005 年 10 月 8 日）

　「斎宮の歴史と文化〜斎宮跡第 146 次発掘調査を通してみる斎宮の歴史〜」（三重大学人文学部公開講座

　講演，2005 年８月 30 日）

　「聖武東国行幸と朝明頓宮〜久留倍遺跡第Ⅱ期遺構の評価をめぐって〜」（『名古屋古代史研究会』報告

　2005 年 12 月 24 日）

　『壬申の乱ウオーク１』（資料集，2005 年 11 月 12 日）

　『壬申の乱ウオーク２』（資料集，2006 年 2 月 12 日）

　「久留倍遺跡と朝明頓宮」（『第４回久留倍遺跡シンポジウム』講演，2006 年２月 11 日，四日市市朝明

　プラザ）

　「古代宮都と周辺都市」（考古学研究会関西例会報告，2006 年１月 21 日）

　「律令国家と在地社会	〜若狭・隠伎・志摩〜」（美浜町歴史シンポジウム「興道寺遺跡の謎に迫る」講演，

　2006 年２月 19 日）

　「都城の掘立柱建物・礎石建物〜長岡京の事例を中心として〜」（『2005 年度掘立柱建物研究会』報告，

　2006 年３月 12 日）

　「三重大学人文学部考古学研究室久留倍遺跡第 2 次発掘調査資料」（三重大学，2006 年 3 月 30 日）

客　やまなか
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Ⅲ　研究状況・研究広報

三重県亀山市関町所在の鈴鹿関跡は，古代三関の一つで，奈良時代の代表的な地方官衙遺跡である。さら

に関址周辺には聖武天皇伊勢行幸時の赤坂頓宮跡，古代駅制の拠点鈴鹿駅，斎王群行時の鈴鹿頓宮跡が点在

し当該域に重層して古代史を解明する上で欠かせない重要な施設が集中している。既述の通り当該研究者は

個人研究テーマとして古代王権と地方との関係について分析を進めており，これら遺跡群はその格好の材料

といえる。

そこで，前年度まで継続している朝明頓宮と共に，同遺跡群の調査・研究を進め，遺跡活用のため「壬申

の乱ウオーク」を主宰して同遺跡群の保存と活用のための活動を行い，２回にわたる遺跡巡りには 250 名

もの多くの市民の参加を得た。さらに昨年度に引き続き「久留倍遺跡シンポジウム」を開催し，２回にわた

るシンポジウムでは総計 600 余人の参加者を得，遺跡の市民への理解に大いに役立てることができた。

今日の高等教育機関の使命として，研究成果の還元がうたわれている。本研究活動はそのような要請に対

応するものとしてより積極的に展開したものである。

［研究機関研究員］

石川岳彦　ISHIKAWA Takehiko　研究機関研究員
（基幹研究「『三国志』魏書東夷伝の国際環境／東　潮）

1975 年生【学歴】東京大学文学部歴史文化学科考古学専修課程 1998 年卒業，東京大学大学院人文社会

系研究科修士課程基礎文化研究専攻考古学専門分野 2000 年修了，東京大学大学院人文社会系研究科博士

課程基礎文化研究専攻考古学専門分野 2005 年単位取得退学【職歴】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研究部研究機関研究員（2005）【学位】修士（文学），東京大学，2000 年 3 月【所

属学会】日本中国考古学会【専門】考古学（東アジア・東北アジア）【主な研究テーマ】紀元前一千年期か

ら紀元後 5 世紀にかけての東アジアの考古学的研究／ Archaeological	study	of	East	Asia，from	the	1st	

millennium	B.C.	to	the	5th	century	A.D.

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

（1）本館基幹研究 ｢『三国志』魏書東夷伝の国際環境 ｣（研究代表	徳島大学総合科学部教授	東　潮）共同研

究員　

　　　研究会・調査（長崎県壱岐市	9 月 26 日〜 28 日）

　　　研究会・調査（大韓民国京畿道・江原道	10 月 31 日〜 11 月 6 日）

（2）個人研究「遼陽周辺の墳墓出土の東京大学考古学研究室所蔵の土器の調査（2005 年度財団法人高梨

学術奨励基金助成研究）」（東京大学）
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（3）個人研究「古代東北アジアにおける中原勢力の拡大とその影響」

　　　調査（中華人民共和国河北省・北京市	12 月 1 日〜 10 日）

Ⅲ　研究状況・研究広報

8 月に研究機関研究員として着任以来，歴博基幹研究「『三国志』魏書東夷伝の国際環境」の共同研究員と

して事務を担当している。本基幹研究関連では 9 月末に長崎県壱岐市で第 2 回研究会を行い，壱岐島内遺

跡出土の楽浪郡関係の搬入遺物を調査した。また，10 月末から 11 月初めにかけて韓国で第 3 回研究会を

行い，ソウル周辺・江原道・臨津江流域の楽浪郡関連・高句麗関連の遺跡，遺物を調査した。

また，個人研究「古代東北アジアにおける中原勢力の拡大とその影響」では，12 月上旬に東京大学大学

院人文社会系研究科大貫静夫教授等とともに中国河北省内で戦国時代の燕・中山・趙，及び漢代の遺跡踏査・

遺物調査を行った。

一方，本館着任以前より東京大学文学部考古学研究室所蔵の中国遼寧省遼陽付近の漢魏晋墓出土の副葬土

器の整理・研究を継続して行っている（2005 年度財団法人高梨学術奨励基金助成研究・個人研究「遼陽周

辺の墳墓出土の東京大学考古学研究室所蔵の土器の調査」）。

中條英樹　TYUJO Hideki　研究機関研究員
　　（基幹研究「６世紀墓制にみる倭の対外交流と文化変容の比較研究」／研究部 杉山晋作）

1973 年生【学歴】早稲田大学第二文学部東洋文化専修 1997 年卒業，早稲田大学大学院文学研究科史学（考

古学）専攻修士課程 1999 年修了，早稲田大学大学院文学研究科史学（考古学）専攻博士後期課程 2004 年単

位取得退学【職歴】早稲田大学會津八一記念博物館助手（2002），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研究部研究機関研究員（2005）【学位】修士（文学），早稲田大学，1999年3月【所属学会】

日本考古学協会，早稲田大学考古学会，東北・関東前方後円墳研究会【専門】東洋考古学【主な研究テーマ】

古墳時代における馬事文化の研究／ A	Study	of	horsy	culture	in	the	Kofun	Period　

Ⅰ 研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

　・本館基幹研究 ｢６世紀墓制にみる倭の対外交流と文化変容の比較研究 ｣（共同研究員）。日本国内（関東地

　方）において半島系・異系と考えられる石室の踏査，および韓国西南部での倭系（日本列島系）遺物の調査，

　倭系遺跡の踏査をおこなった。12 月に開催した国際研究集会『百済の国際交流－武寧王陵の最新研究を

　めぐって－』（国立歴史民俗博物館）では，事務局および，発表要旨集の編集を担当した。

　・科学研究費補助金・若手研究（B）「中国東北地方・朝鮮半島および日本列島における古墳時代馬具の比

　較研究（課題番号 16720191）」（研究代表者）に基づき，日本各地（福岡・熊本・兵庫・大阪・長野等）や韓国・

　中国東北地方において馬具の資料調査をおこなった。成果は近々に公開する予定。

研　ちゅうじょう
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二　教育活動

１　教育

　早稲田大学文学部非常勤講師（考古学研究Ⅱ，視聴覚教育メディア論Ⅱ）

Ⅱ　業績目録
　

　４　展示図録

　「栃木県出土の鈴杏葉について」，早稲田大学會津八一記念博物館展示図録『益子天王塚古墳の時代』，

　　pp.33 〜 35，早稲田大学會津八一記念博物館，11 月

Ⅲ　研究状況・研究広報
　

　本館基幹研究 ｢ ６世紀墓制にみる倭の対外交流と文化変容の比較研究 ｣ による活動は前述した。とくに韓

国における倭系遺物調査で，公州水村里古墳群出土馬具を観察することができ，5 〜 6 世紀における韓国西

南部地域出土馬具を理解するうえで非常に貴重な資料であることを確認できた。　　

　科学研究費補助金・若手研究（B）「中国東北地方・朝鮮半島および日本列島における古墳時代馬具の比較

研究（課題番号 16720191）」では，主として，中国東北地方，および日本列島各地において馬具の資料調

査をおこなった結果，特に 10 数年前には日本列島で類例が 15 例ほどであった鑣轡が，近年の調査におい

て増加してきており，本年度の調査・および文献による探索，研究者からの情報を総合すると約 45 例にま

で増加していることが確認できた。

　鑣轡とは，列島における馬具の中では導入の初期段階に認められる轡で，馬が咥える銜の外側の環内に鹿

角あるいは木製・鉄製の棒状の銜留めを通す轡で，実用的な馬具と考えられている。

　朝鮮半島・中国東北地方などでは，この鑣轡が多数出土し，特に朝鮮半島では鑣轡の地域的差異が判明し

つつあるため，中国・韓国・日本の各地で出土する鑣轡の比較・分析をおこなうことによって日本列島にお

ける馬具の系譜のみならず，列島と半島・大陸との地域間交流の足跡を詳細に跡付けうる可能性をもつ。

　本年度は近年に新たに出土した資料や，最近新たに保存処理が行われ公開された資料を中心に調査をおこ

なった。観察・実測・写真撮影をおこない，轡の製作技術や技術に裏付けられた形態・構造の理解など，十

分な記録を得ることができた。製作技術的視点は，技術が遺物の最終的な形態・構造を決定づける側面があ

り，列島の馬具の系譜や列島における馬具製作開始段階の金工技術水準を考察する上で極めて重要な情報で

ある。

　調査地は，中国東北地方のほか，国内では兵庫・福岡・熊本・宮崎・長野等の各県である。

　特に，最近馬具研究者に注目されている熊本県西合志町八反原古墳群出土例，保存処理後に再公開された

兵庫県宮山古墳例は，朝鮮半島からの馬具の系譜上，画期をなす資料となる可能性が高い。以上の資料調査

の成果をまとめて論文として公開する予定である。
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中島丈晴　NAKAJIMA Takeharu　研究機関研究員
（基幹研究「中・近世における生業と技術・呪術信仰」／研究部 井原今朝男）

1973 年生【学歴】国学院大学二部文学部史学科 1998 年卒業，国学院大学大学院文学研究科日本史学専

攻博士課程前期 2000 年修了，総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻 2004 年単位取得退

学【職歴】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研究部研究機関研究員（2005）【学

位】【所属学会】史学会，歴史学研究会，日本史研究会，大阪歴史学会，国史学会【主な研究テーマ】室町幕

府の軍事統合に関する諸問題の研究 /study	of	subjects	of	Military	Integration	of	the	MuromachiBakufu，

国人一揆の研究 /	study	of	Kokujin-ikki(order	of	local	barons)

Ⅰ 研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

　・本館基幹研究 ｢ 中・近世における生業と技術・呪術信仰 ｣（研究代表　井原今朝男）研究機関研究員

　　　①本館所蔵資料「田中穣氏旧蔵典籍古文書」から生業，技術信仰に関する史料の調査蒐集。②関連文

　　　献の調査蒐集。③ニュースレターの編集発行。

　・千曲市「武水別神社頭人行事民俗文化財調査」史料部会調査委員

　　　武水別神社大頭祭にかかる「御頭帳」の調査，およびその翻刻作業と中間調査報告書執筆。

四　社会連携

１　館外における各種委員

　記録選択　武水別神社頭人行事民俗文化財調査　史料部会調査委員

Ⅱ　業績目録
　

　3a　調査・発掘調査報告書

　　『〈記録選択〉武水別神社頭人行事　民俗文化財調査－第 1 年次（平成 17 年度）調査概報－』pp.121 〜

　　　127，207 〜 230，千曲市教育委員会，3 月

Ⅲ　研究状況・研究広報
　

　昨年度は，当館基幹研究にかかる研究機関研究員として７月に当館に採用され，主として基幹研究の基礎

資料たる関連史料や関連文献の調査蒐集作業に従事した。また，昨年７月より千曲市の武水別神社大頭祭民

俗調査史料部会の調査委員に委嘱され，武水別神社祭事「大頭祭」に関する史料調査を現地にて行い，また

帰郷後は蒐集史料の翻刻・調査作業に従事し，その成果を調査団共有の報告書に執筆した。本年度は，引き

続き公務に従事するとともに，自分の研究についても鋭意活動を進めていきたい。

研　なかじま
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馬場伸一郎　BABA Shin'ichiro　研究機関研究員
（基幹研究「古代における生産と権力とイデオロギー」／研究部 広瀬和雄）

1974 年生【学歴】明治大学文学部史学地理学科考古学専攻 1996 年卒業，明治大学大学院文学研究科博

士前期課程史学専攻 1998 年修了，明治大学大学院文学研究科博士後期課程史学専攻 2002 年退学【職歴】

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研究部研究機関研究員（2005）【学位】修士（史

学）【所属学会】日本考古学協会，考古学研究会，中部弥生時代研究会【専門】日本考古学【主な研究テー

マ】弥生時代の手工業生産と流通の研究／ A	study	of	Manual	industry	production	and	the	circulation	of	

Yayoi	period，弥生時代の集落遺跡の研究／ A	study	of	vestiges	of	a	colony	of	Yayoi	period

Ⅰ 研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

①本館基幹研究「古代における生産と権力とイデオロギー（研究代表者　広瀬和雄）」共同研究員

　【調査】

　伊勢湾島嶼部の古墳群の踏査（愛知・三重，2005 年 10 月 8 日〜 9 日），長野県内の古墳踏査および史

跡調査（長野・長野市・飯田市・長門町・上田市・坂城町・佐久市，2005 年 11 月 22 〜 24 日，12 月

1 日），神奈川県内の前期古墳の踏査（神奈川・海老名市・逗子市，2006 年 3 月 25 日〜 26 日）

②本館基盤研究「縄文・弥生集落の集成的研究（研究代表者　藤尾慎一郎）」研究協力者

　【調査】

　朝日遺跡の踏査（愛知・清洲市，2005 年 11 月 24 日），筋違遺跡・村竹コノ遺跡の踏査（三重，2006

年 1 月 24 日）

③日本学術振興会科学研究費補助金・奨励研究「黒曜石産地分析を利用した弥生時代中部高地の石材産地

と消費地遺跡の関係」研究代表者　馬場伸一郎

　【調査】

　黒曜石原産地および遺跡の踏査（長野・和田村，2005年 5月 3日〜 4日），黒曜石産地分析資料の調査（長

野・松本市・茅野市・塩尻市，2005 年 7 月〜 8 月），黒曜石石器資料の調査（長野・佐久市，2006 年

1 月 30 日）

④受託分析　佐久市下信濃石遺跡の弥生時代黒曜石石器群の整理と分析（長野・佐久市，2005 年 12 月〜

2006 年 1 月）

⑤受託分析　愛知県清洲市朝日遺跡の弥生時代石器群の整理と分析（愛知県，2005 年 10 月〜 2006 年 3

月）　

Ⅱ　業績目録 

2a　論文

　2006.1「弥生管玉作りと施溝分割技術」『季刊考古学第 94 号－特集弥生・古墳時代の玉と交流－』，
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　　26 〜 29 頁，雄山閣

2c　書評

　2005.5「2004 年の考古学界の動向　弥生時代（中部・北陸）」（林大智と共著）『考古学ジャーナル』

　　No.544，58 〜 61 頁，ニューサイエンス社

3a　調査・発掘調査報告書

　2006.3「管玉製作工具と分割方法・二次加工方法の推定分析」『下老子笹川遺跡発掘調査報告書』第五

　　分冊　自然科学分析・考察編，富山県文化振興財団埋蔵文化財調査事務所，12 〜 49 頁

　2006.3「下信濃石遺跡出土の石器群について」『下信濃石遺跡』佐久市教育委員会，91 〜 99 頁

　2006.3「考察　第一節　吹上遺跡の玉作りについて（1）〜（5）Ａ」「吹上遺跡－主要地方道上越新井線関

　　係発掘調査報告書Ⅰ－」上越市教育委員会

Ⅲ　研究状況・研究広報

1） 中部高地の弥生集落と手工業生産の研究

　水田稲作社会成立期の地域社会研究として，中部高地の弥生集落と手工業生産の研究を過去 3 年実施

してきた。昨年度は本館基盤研究および基幹研究のテーマとしても設定し，研究を行う。報告書からのデー

タの収集や資料調査を実施し，中部高地の特質を具体化することに努めた。その成果の公表を，2006 年

度の 5 月の日本考古学協会での口頭発表，論文，本館基盤研究にて行う。

2） 黒曜石産地分析を応用した中部高地の黒曜石流通と石器製作

　旧石器・縄文時代には研究の蓄積の認められる黒曜石研究ではあるが，弥生時代は未着手の課題であっ

た。科学研究費補助金（奨励研究）を利用して，時期ごとに主要な遺跡の産地分析と遺物計測作業を昨年度

　行った。その結果，縄文時代以来の産地組成が弥生中期後葉に変化することが判明する。こうした事実の

　歴史的意義を明確にするために，地域社会の動向との総合研究を実施した。その成果は 2006 年度中に論

　文にて発表予定である。

3） 弥生墓制と副葬品の研究

　基幹研究の一環として新たに設定したテーマである。手工業生産と流通を，権力の醸成や支配の仕組み

という視角から分析するために，昨年度は北陸・中部高地・北関東の弥生墓制と副葬品の集成を行った。

中部高地と北関東では，水田稲作定着期以後，手工業生産という経済的側面に変化が生じる一方で，墓制

に階層性は読み取れず，従来の墓制の等質的要素を維持する。階層化社会への移行はむしろ古墳前期以降

で，明らかに他者との隔絶性が見いだせる前方後方墳成立以後である。こうした成果を今年度末までには

公表できるように準備を進めたいと考えている。

このほかにも，奈良・平安時代の手工業生産と集団というテーマで，中部高地の須恵器窯業と集落の対応

関係の整理し，大規模な手工業生産の出現を契機とした集落再編成の実態の解明や，権力機構による集団の

掌握過程の解明を進めたいと考えている。

研　ば　ば
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山田岳晴　YAMADA Takeharu　研究機関研究員
（基幹研究「神仏に関する資料論的研究Ⅰ」／研究部 新谷尚紀）

1975 年生【学歴】広島大学工学部第四類（建設系）1998 年卒業，広島大学大学院工学研究科博士課程前

期 2000 年修了，広島大学大学院文学研究科博士課程後期 2005 年修了【職歴】しんや建築設計事務所職

員（2000），一級建築士免許	取得（2003），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研

究部研究機関研究員（2005）【学位】修士（工学）広島大学2000年3月，博士（文学）広島大学2005年3月【所

属学会】日本建築学会，広島史学研究会，中国四国歴史学地理学協会【専門】日本建築史，神社建築史，文化

財学【主な研究テーマ】社寺建築の研究／ Architecture	of	Shinto	shrines	and	temples，日本住居史の研究

／ Study	on	the	history	of	Japan's	houses

Ⅰ 研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

　・本館基幹研究 ｢ 神仏信仰に関する通史的研究Ⅰ ｣（研究代表　三浦正幸）の研究機関研究員として調査研

　究を行い，研究成果として建築史に関連する文献目録と研究史の作成を行った。また，年 4 回の研究会

　の運営補助を行い，研究を推進した。第 1 回研究会（6 月）においては「安芸国の玉殿と厳島神社玉殿」の

　発表報告を行った。

　・本館企画展示「日本の神々と祭り」の展示・図録執筆協力者として佐々井厳島神社玉殿・厳島神社の維

　持を担当ならびに図録の編集実務として，企画展示を推進した。

　・文部科学省科学研究費補助金・基盤研究（B）（2）「神社資料の多面性に関する総合的研究－古社の伝存資

　料と神社機能の分析を中心として－」（代表　新谷尚紀）の協力者として，広島県（厳島神社関係），京都市（八

　坂神社関係）の調査対象地域に対する調査研究を推進した。

　・愛媛県教育委員会「近代和風建築総合調査」の調査員として，当該地域の近代和風建築（臥龍山荘，麟

　鳳閣，旧加藤家住宅，渓泉亭）の実地調査を行った。成果報告は愛媛県教育委員会より公表予定。

　・受託研究「尾道市常称寺の建造物に関する文化財的調査研究」（代表　三浦正幸）の協力者として，当該

　の本堂・山門・観音堂・鐘撞堂などを調査した。成果報告は 2006 年 3 月に出版された。

　・受託研究「宇和島城本丸・二の丸復元研究」（代表　三浦正幸）の協力者として，当該の城郭建築（櫓・城門）

　の実地調査ならびに復元図作成を行った。成果報告は宇和島市より公表予定。

　・国指定史跡吉川元春館跡台所復元工事において，当該建築の復元設計を行い，2005 年 3 月に竣工した。

　（三浦正幸ほかと共同設計）

　・中山神社（広島市東区）本殿及び拝殿再建工事において，当該建築の設計を行った。2006 年度に竣工予

　定。

　・尾長天満宮（広島市東区）修理・再建工事において，当該建築の設計を行った。2006 年度に竣工予定。

　・そのほか，園部城（京都府南丹市）の城郭建築の実地調査，広島県福山市鞆町の寺院建築の実地調査，広

　島県東広島市の酒造関連建築の実地調査を行った。成果報告はそれぞれより公表予定。

二　教育活動



393

１　教育

　青山学院女子短期大学非常勤講師（生活文化特論）

四　社会連携

１　館外における各種委員

　愛媛県教育委員会	近代和風建築総合調査	調査員

２　館外講演・カルチャーセンタ・出前授業

　「旧みとしろ館」三原市歴史的建造物調査会古建築入門講座，7 月 24 日，三原市本郷町南方，講師

Ⅱ　業績目録 

2a　論文

　｢ 仁治再造の厳島神社玉殿の復元 ｣『内海文化研究紀要』第 33 号，pp.47 〜 68，広島大学内海文化研

　　究施設，2005 年 3 月（三浦正幸と共著）

3a　調査・発掘調査報告書

　「四章　観音堂」「五章　鐘撞堂」『常称寺建造物調査研究報告書』，pp.61 〜 66，尾道市，3 月

４　展示図録

　「佐々井厳島神社玉殿」「厳島神社の維持」，本館企画展示『日本の神々と祭り－神社とは何か？－』図

　　録（250 頁・編集実務），pp.104 〜 110，国立歴史民俗博物館，3 月

６　歴史系総合誌『歴博』，友の会ニュース

　「日本の神々と祭り－神社とは何か？－」，歴史系総合誌『歴博』134 号，pp.24 〜 25，1 月

　「企画展示	日本の神々と祭り	－神社とは何か？－」『国立歴史民俗博物館友の会ニュース』123，pp.4

　　〜 5，（財）歴史民俗博物館振興会，1 月

７　その他

　『城のつくり方図典』三浦正幸著（255 頁・編集協力），小学館，2005 年 3 月

　「高島城」「連載コラム・城を造っていたころの日本」『歴史群像シリーズ	よみがえる日本の城』14 新発

　　　田城，pp.34 〜 35・64，学習研究社，4 月

　「沼田城」『歴史群像シリーズ	よみがえる日本の城』15 水戸城，pp.46 〜 47・64，学習研究社，5 月

　「社寺建築の意匠」『蟇股』第 1 集，pp.1 〜 10，三原市歴史的建造物調査研究会，6 月

　「連載コラム・城を造っていたころの日本」『歴史群像シリーズ	よみがえる日本の城』18 鹿児島城，

　　p.64，学習研究社，7 月

　「連載コラム・城を造っていたころの日本」『歴史群像シリーズ	よみがえる日本の城』20 小倉城，

　　p.64，学習研究社，8 月

　「野辺送り（付録図版）」『民俗小辞典	死と葬送』，pp.384 〜 385，吉川弘文館，12 月

Ⅲ　研究状況・研究広報

平成 17 年度（2005 年度）に行った研究等の活動のうち，主要な 3 点について述べておきたい。

研　やまだ
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１　建築学の実地調査と文献史学の復元研究を総合した神社建築の研究

研究機関研究員として着任する以前から，神社建築を調査研究し，そのなかでも特に御神体を奉安する本

殿内の小建築である玉殿について調査研究を行ってきた。一般に公開されないことなどにより，これまで研

究はほとんど行われてなかったが，玉殿は成立以来，本殿の形式，本殿内での祭祀形態など，神社の中心建

築である本殿そのものの変化発展に対しても大きな影響を与えており，神社建築史上，極めて重要である。

そうした玉殿について，理系の建築学および文系の文献史学の双方から総合的に研究を行った。

基幹研究 ｢ 神仏信仰に関する通史的研究Ⅰ｣ の研究機関研究員としては，玉殿に関する研究を進めるとと

もに，神社建築史に関連する文献目録と研究史の作成を行った。また，第1回上記研究会（6月）においては「安

芸国の玉殿と厳島神社玉殿」の発表報告を行い，研究の公開及び研究会の推進を行った。また，玉殿につい

ての調査研究については，先に挙げた ｢ 仁治再造の厳島神社玉殿の復元 ｣『内海文化研究紀要』第 33 号の

投稿や，「広島県廿日市市の速田神社玉殿の考察」中国四国歴史学地理学協会大会，「厳島神社外宮の地御前

神社の玉殿」日本建築学会大会，「広島県安芸高田市の清神社玉殿の考察」広島史学研究会大会などにおいて，

積極的に発表を行った。

２　多様な文化と機能を持つ神社に対する各分野を総合する研究の推進

基幹研究 ｢ 神仏信仰に関する通史的研究Ⅰ ｣ は歴史学，考古学，民俗学，建築史学，美術工芸史，植生景観史，

神道学など多様な各分野が共同しての研究であり，その成果の一部として作成を決定した各分野の研究史及

び文献目録について，編集作業を山口えり氏とともに行いまとめた。また，年4回の研究会の運営補助を行い，

研究を推進した。

加えて 17 年度は，企画展示「日本の神々と祭り－神社とは何か？－」の展示・図録執筆協力者として佐々

井厳島神社玉殿・厳島神社の維持を担当・執筆し，さらに，図録の編集実務として，企画展示を推進した。

図録においては，解説のほとんどない写真集的なものを改め，研究者による最先端の研究を分かりやすく解

説しつつ，神社に興味を持ち，理解してもらえることを念頭に置きながら，編集の実務を行った。なお，こ

の図録は好評を得，第二刷が発刊された。また展示においても，入場者数が通常の企画展示を大きく上回り，

好評を得ている。

３　日本の文化としての日本建築に関する教育・社会連携活動

教育活動においては，日本人が生活してきた文化のなかでの日本住宅の歴史について理解を進めることに

よって，現代の住宅にも通じる日本建築の長所を習得してもらうべく，青山学院女子短期大学の非常勤講師

として生活文化特論の講義を行った。また，大学での教育に限らず，広く社会一般への知識の普及活動とし

て，愛媛県教育委員会での近代和風建築総合調査における古建築の文化財としての価値の調査，三原市歴史

的建造物調査会での古建築入門講座，建築の復元設計などを行い，文化財・日本の建築文化への理解の普及

に努めた。

当然ながら，上記の企画展示を通じても，研究成果を分かりやすく解説することにより，研究機関におけ

る最先端の研究を日本文化の知的情報という形で提供し，広く一般社会にも還元を行っている。

これらの活動は，国民の財産である文化財について広い理解を進めるものであり，それに関連する文化財

行政においても，大きな貢献をなすものである。また，熟成した社会で必要となる，文化について扱ったも

のであり，それに関連する産学連携の基礎的研究・連携活動でもある。

今後も，建築を中心とした日本文化の調査研究と研究成果の社会連携を課題として念頭に置き，社会基盤
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を追求する最先端の研究機関，また，一般に開かれた博物館としての国立歴史民俗博物館における機関研究

員として，研究・教育活動に取り組み，その一端を担っていきたいと考えている。

研　やまだ


