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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

　　

平川  南　HIRAKAWA Minami　館長

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．	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

Ⅵ　教員の研究・調査活動

Ⅵ	 教員の研究・調査活動
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　　上記研究課題に伴う活動として

　　　韓国・城山山城出土木簡調査　8月 23日～ 26日，韓国・国立昌原文化財研究所

　　　早稲田大学 21世紀 COE 関連シンポジウム「韓国出土木簡 30年」講演「韓国出土木簡と日本

　　　古代史研究」2007 年１月 13日，早稲田大学戸山キャンパス 681 教室

3．	九州国立博物館国際シンポジウム「漢字文化のひろがり－日本・韓国出土の木簡を中心に」基調講演

　　「漢字文化の広がり」9月 16日，九州国立博物館ミュージアムホール

4．	韓国木簡学会設立総会　記念講演「木簡研究の視点と展開」2007 年 1 月 9 日～ 12 日，ソウル市立

　　大学

5．	平成 18年度博物館指導者研究協議会，講演「これからの博物館のあり方－歴史学と博物館－」2007

　　年 2月 1日，山梨県立博物館，主催財団法人日本博物館協会

6．	日本学術会議中国・四国地区公開学術講演会「博物館の役割」講演「博物館と地域社会」2007 年 3

　月 10日，広島大学学士会館

三　博物館活動

５　歴博振興会理事

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，宮城県多賀城跡調査研究委員会委員，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 ,	日本科学技術振興財団評議員 ,	

財団法人味の素食の文化センター評議員 ,	佐倉国際交流基金理事，文化庁文化審議会文化財分科会企画

調査会委員

２　館外講演・カルチャーセンター・出前授業

　山梨県市町村教育委員研修会，講演「今，歴史と環境を学ぶ」5月 31日，山梨県教育センター講堂

　国立歴史民俗博物館友の会・明治大学博物館友の会共催，国立歴史民俗博物館館長特別講演会「南が語

　　　る　古代日本の “東西南北” 論」7月 21日，明治大学アカデミーコモン 2階会議室

　財団法人印旛郡市文化財センター第 10 回遺跡発表会講演「墨書土器と “香取の海”」7 月 22 日，佐倉

　　　市中央公民館

　印旛郡市文化団体連絡協議会記念講演「古印（ハンコ）から日本の歴史を読む」，７月 29日，国立歴史

　　民俗博物館講堂			

　山梨県生涯学習センター山梨学講座，講演「開かれた山国」（山梨の人と文化 5 －山と向き合った人々

　　　－）9月 2日，山梨県立男女共同参画推進センター

　兵庫県立考古博物館（仮称）先行ソフト事業地域文化財展講演「古代氷上郡の役所と村－木簡と遺跡か

　　　ら考える－」9 月 23 日，兵庫県丹波市春日文化ホール，主催兵庫県教育委員会・丹波市教育委員会

　　折口信夫・池田弥三郎記念講演会「道祖神信仰の源流」10 月 14 日，慶応大学三田北館ホール，主催

　　　慶応大学文学部国文学研究室

　山梨県総合教育センター博学連携特別研修会，講演「学校教育と博物館－地域史の展開－」11月 20日，

　　　山梨県総合教育センター大研修室
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　東北芸術工科大学卒業終了研究・制作展 2006 公開ギャラリートーク「歴史学と自然－人と自然の関わ		

　　　りの歴史から我々の自然観・環境観を見直す－」2月 15日，東北芸術工科大学

　群馬県埋蔵文化財調査事業団平成 18 年度公開考古学講座，講演「よみがえる古代の文書－漆に封じ込

　　　められた日本社会」，前橋テルサ大ホール

Ⅱ　業績目録 

2a　論文

　「古代国家と稲－ 1200 年前の稲の品種札の発見から」（東大駒場連続講座『歴史をどう書くか』pp.98

　～ 130，講談社選書，4月）

　「道祖神信仰の源流－古代の道の祭祀と陽物形木製品から－」（『国立歴史民俗博物館研究報告』133，　

　pp.317 ～ 350，12 月）

3a　調査・発掘調査報告書

　「畝田ナベタ遺跡出土木簡」（『畝田東遺跡群』Ⅳ，pp.1 ～ 4，石川県教育委員会，石川県埋蔵文化財セ

　　　ンター，2006 年 3月）

　「畝田西遺跡群出土文字資料と古代港湾都市」（『畝田西遺跡群Ⅳ，pp.1 ～ 32，石川県教育委員会，石川

　　県埋蔵文化財センター，2006 年 3月）

７　その他

　「再現　古代磐城の里－根岸官衙遺跡群を拠点として－」（『いわきの古代の風』創刊号，pp.3 ～ 16，い

わき古代史研究会，7月）

　「今，なぜ人文学か－現代的課題と歴史学の役割－」（『IDE　現代の高等教育』№ 185，pp.25 ～ 29，

IDE 大学協会，11月）

　「アジアに開かれた古代日本」（『山梨学講座 4 －山梨の人と文化－日本とアジアの架け橋になった－

人々』，pp.14 ～ 37，山梨県生涯学習推進センター，山梨ふるさと文庫，8月）

　「百済と古代日本における道の祭祀ー陽物木製品を中心にー」（『百済四沘時期文化の再照明』，pp.213

～ 227，韓国・国立夫餘文化財研究所，5月）

Ⅲ　研究状況・研究広報

　本年度は二つの意義ある成果を収めることができたと思う。

　1999 年以来，韓国内の出土木簡調査を実施してきたが，調査当初は木簡内容の解釈をめぐり，韓国内研

究者と意見を異にすることがしばしばあった。その後，早稲田大学 21 世紀 COE プログラムに客員教授と

して参加し，関係機関と協定書を取り交わし，共同調査を行った。日本における木簡の研究方法を開陳しな

がら，調査結果は必ずレポートを作成し提出した。こうした調査方法に基づいて成果が次々公表され，韓国

内においても木簡の資料的価値が注目されるようになり，2007 年 1 月 10 日に韓国木簡学会が正式に発足

した。私はその設立総会に招待され，「木簡研究の視点と展開」と題して講演をおこなった。8 年間の地道

な調査が韓国側の研究者に評価され，微力ながら学術交流を推進できたことに大きな喜びを感じた。

ひらかわ
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　もう一つは，博物館をめぐる日本国内の厳しい状況の中で，日本学術会議や日本博物館協会が主催する現

代社会における博物館の意義を問う講演会が実施された。私はこれらの講演会において，歴博が本年度将来

計画検討会議において作成した「歴博の新しい理念」にもとづいて，“博物館の役割” を積極的に提言する

ように努めた

［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.　本館基盤研究「民俗研究映像の資料論的研究」（研究代表者：内田順子）共同研究員

　2.　本館個別共同研究 ｢人文・自然景観の開発・保全と文化資源化に関する研究 ｣研究代表者

　3.　本館個別共同研究「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」（研究代表者：安室知）

　　事務担当　報告「農家副業として酒造出稼ぎが選択された要因－在来産業論の視点から－」9月 3日

　4.　文部科学省科学研究費補助金基盤研究（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」（研究代表者：岩本通弥，東京大学・教授）研究分担者

　5.　文部科学省科学研究費補助金若手研究（B）「酒造出稼ぎ人の後継者問題と技術継承」研究代表者

二　教育活動

１　教育

　　神奈川工科大学非常勤講師（現代社会を考える，地理学）

三　博物館活動

　１　歴博探検・くらしの植物苑

　「近代の軽犯罪と社会管理の変化」第 268 回歴博講演会，4月 8日，講堂，報告者

　れきはくをかこうよ，7月 13日，第 4展示室他，写生の指導

３　各種編集委員

　『研究報告』編集委員
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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

２　館外講演・カルチャーセンター・出前授業

「近代の北関東地方における近江商人の酒造経営」，11 月 11 日，東洋大学，「辻善兵衛家文書と北関東

の酒造業」展示記念講演会，講演者

「近江商人の北関東進出と酒造り」，12月 9日，総合地球環境研究所，酒史学会大会講演，講演者

「薩埵先生の飲んだ日本酒を考える－明治時代における酒造技術の改良と産地間競争－」，12 月 16 日，

法政大学イノベーション・マネジメント研究センター，法政大学創立者薩埵正邦生誕 150 周年記念連

続講演会「明治日本の産業と社会」第 13回，講演者

Ⅱ　業績目録 

2a　論文

　2006. 春：｢Le	mouvement	antialcoolique	au	Japon,	de	1880	à 1920, et l a̓doption	de	la	législation	

antialcoolique	pour	les	mineurs｣『Ebisu』35，pp.73 ～ 95，日仏会館

　2006.11：「酒と盛り場」（新谷尚紀・岩本通弥編『都市の暮らしの民俗学２－都市の光と闇－』

pp.41-65，吉川弘文館）．

　2007.3：「グリーン・ツーリズム政策は地域を守れるか」（岩本通弥編『ふるさと資源化と民俗学』

pp.62-83，吉川弘文館）．

2c　書評

　2006.7：「矢野晋吾著『村落社会と「出稼ぎ」労働の社会学－諏訪地域の生業セットとしての酒造労働

と村落・家・個人－』」（『酒史研究』23，p.8，酒史学会）．

3c　辞典項目

　2007.3：『歴史考古学大事典』，（辞典項目）「酒」，pp.517 ～ 518，吉川弘文館．

７　その他

　「モノが語るヒトの営み－近代の酒造り①新興勢力の台頭」『日経サイエンス』36-8，pp.120 ～ 123，

8月

　「モノが語るヒトの営み－近代の酒造り②甘辛の選択と品評会」『日経サイエンス』36-9，pp.68 ～ 71，

9月

　「ものしりミニ講座　酒の甘辛」『定年時代』145，p.8，3月

Ⅲ　研究状況・研究広報

今年度は酒に関する講演と原稿執筆の依頼が相次ぎ，それらの準備に多大の時間を費やした。最近は酒に

関する研究が少ないことから，今年度の講演と原稿執筆がこれからの酒造業研究を発展させていくための礎

となれば幸いである。

あおき
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また，社会規範研究の一環として，｢Le	mouvement	antialcoolique	au	Japon,	de	1880	à	1920,	et	

l a̓doption	de	la	législation	antialcoolique	pour	les	mineurs｣ と「酒と盛り場」を発表した。前者は未成年者

飲酒禁止法を制定するに至った国会の審議を追いかけたものであり，後者は盛り場が近代化にともなって大

衆化する一方で，未成年者を排除するに至った経緯をまとめたものである。

もう１つの研究テーマとして文化の観光資源化を扱っているが，今年度はその成果として「グリーン・ツー

リズム政策は地域を守れるか」を発表できた。これは本館個別共同研究 ｢人文・自然景観の開発・保全と文

化資源化に関する研究 ｣ と文部科学省科学研究費補助金基盤研究（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」にも関連した研究成果である。

青山宏夫　AOYAMA Hiro’o　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，大分・和歌山・新潟等で地籍図調査

をおこなうとともに，研究集会を開催した。

2.　基幹研究「中・近世における生業と技術・呪術信仰」（代表井原今朝男）による研究集会・調査に参加

した。なお，6月 4日開催の研究集会において「松尾社周辺の開発と景観」の報告を行った。

3.　韓国・国立中央博物館との学術交流協定に基づく「地図文化に関する日韓比較研究のための基礎調査」

に関して，韓国・国立中央博物館おいて意見交換を行った（3月 12～ 14日）。

4.　人間文化研究機構人間文化研究総合推進事業研究計画「大学共同利用機関における博物館」のメンバー

として研究会に参加した。

5.　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。

6.　総合展示第 3室展示リニューアル委員として展示構成を検討した。

二　教育活動
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１　教育

　　東京大学史料編纂所附属画像史料解析センター客員助教授

　　高崎経済大学非常勤講師（博物館資料論）

三　博物館活動

１　歴博探検

　「消えた湖・消えた川」（9月 9日）

四　社会連携

１　館外における各種委員

人文地理学会協議員，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

　2006.	9：『サブリージョンから読み解くＥＵ・東アジア共同体』弘前大学出版会（共著）

　2007.	2：『平安京―京都　都市図と都市構造』京都大学学術出版会（共著）

　2007.	3：『前近代地図の空間と知』校倉書房（単著）

６　歴史系総合誌『歴博』，友の会ニュース

　2007.	1：「地図と景観の歴史を探る」（歴史系総合誌『歴博』140 号，pp.26 ～ 27）

Ⅲ　研究状況・研究広報

本館の共同研究等における諸課題に取り組むほか，以下の諸点を進めた。

①	 中・近世の地図に関する研究を進め，『前近代地図の空間と知』として刊行した。

②	 古代～中世における景観史の研究を進めた。

③	 日韓の地図を比較研究するための準備を開始した。

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 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 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 年より）【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

1.　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

2.　本館基盤研究「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」共同研究員

3.　文部科学省科学研究費補助金基盤研究（B）「超精細画像による歴史資料の研究・展示のための高度閲

　　覧方式の研究」研究代表者

4.　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

5.　文部科学省オープンリサーチセンター整備事業プロジェクトORCNANA研究員

6.　本館企画展示「西のみやこ東のみやこ－描かれた中・近世都市－」展示プロジェクト委員

7.　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

8.　本館総合展示展示「弥生農耕の始まりと東アジア」展示プロジェクト委員

三　博物館活動

　総合展示リニューアルのための画像閲覧システムの開発

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 

５　学会・外部研究会発表要旨

　「小袖資料の超精細画像閲覧システムへの適用」，文部科学省オープンリサーチセンター整備事業

　　ORCNANAシンポジウム，日本大学芸術学部 ,	2006 年 4月 3日

　「歴史展示との関わり方に関する評価方法の検討－国立歴史民俗博物館の展示を活用した定量的評価　

　－」（共著／松岡葉月）情報処理学会研究報告，vol.2006，No.57．2006-CH-70，pp.45 ～ 52．2006．

　「超 2 次関数を用いた土器画像検索システムの入力方法」（共著／茂呂優太，徳永幸生）画像電子学会　

　第 34回年次大会予稿集，pp.49 ～ 50．2006．

　「人文科学情報共有化のための博物館資料情報のマッピングの検討」	画像電子学会第 34回年次大会予稿

　集，pp.179 ～ 186．2006．

　「博物館情報検索のためのオントロジ・ユースケースの検討」（共著／山田篤，小町祐史 ,	河合正樹）画

　像電子学会第 34回年次大会予稿集，pp.187 ～ 190．2006．

　「歴史研究データベースの Dublin	Core へのマッピングとその課題」（共著／鈴木卓治）情報処理学会研

　究報告，vol.2006，No.112．2006-CH-72，pp.47 ～ 54．2006．

　「歴博の DB 項目と DC メタデータ－マッピング課題の整理－」，「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，Nov.	20，2006．

　「インターネットによる電子展示の閲覧特性の検討」（共著／小島道裕，高橋一樹）情報処理学会シンポ
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　ジウム論文集，vol.2006，No.17．	pp.371 ～ 378．2006．

　「歴史研究データベースの DC メタデータへのマッピング」，「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，Jan.	17，2007．研究成果報告，pp.96 ～ 111，2007．

　「博物館横断検索に向けた概念辞書の枠組みの検討」（共著／山田篤，小町裕史，河合正樹）画像電子学

　会第 5回画像ミュージアム研究会予稿集，pp.19 ～ 22．2007．

　「超高精細画像による博物館資料の閲覧箇所の分析」（共著／早野浩章，鈴木卓治，徳永幸生）画像電子

　学会第 5回画像ミュージアム研究会予稿集，pp.31 ～ 38．2007．

　「画像閲覧システムによる博物館資料画像の閲覧箇所の評価法の検討」（共著／早野浩章，徳永幸生，鈴

　木卓治）情報処理学会第 69回全国大会講演論文集，4ZA-4，pp.4-406 ～ 407（Mar．2007．

　「パラメータによる土器画像の分類とその検索システム」（共著／茂呂優太，徳永幸生）情報処理学会第

　69回全国大会講演論文集，5T-8，pp.1 ～ 629 ～ 630．2007．

Ⅲ　研究状況・研究広報

（1）	ディジタル資料構成法の研究

歴史資料は資料群として様々な構造を持つとともに，相互の比較が重要となるものが多い。紙背文書を対

象とし，高精細にディジタル化した画像により，その表裏を比較する方式について検討を行った。比較のた

めの表示として，画面を左右に分割して表裏を表示する方法（左右方向に逆に移動する）と，上下に分割し

一方を 180 度反転して表示する方法がある。資料を広い範囲で観るには画面を分割せず一方だけを表示す

ることも求められる。この間の画面遷移について，機能と操作性の面から検討を行い，ソフトウェアのプロ

トタイピングによる動作確認を行った。

また，非常に高精細にディジタル化した資料画像をそこに記された個々の対象の解説とともに公開する際

の，解説を効果的に与える方法について検討を進めた。本館の企画展示において歴史資料閲覧システムによ

り公開した際に収集した利用記録を分析し，資料画像中の閲覧される箇所の分布を求めた。平均以上の比率

で閲覧されている箇所と，解説が付けられた領域を比較し，概ね一致することを示した。これは，展示する

側で伝えようとする箇所と利用者が観る箇所が大体合っていることを意味する。しかし，不一致の箇所もあ

り，その要因について検討を要する。

（2）	電子展示の構成法の研究

インターネット上で公開する電子展示について，これまで収集してきた利用記録を基に，利用者が閲覧す

る特性について検討した。資料の画像で構成した画面を順次閲覧する構成と，この画面に大意や解説のサブ

画面をリンクする構成について比較した。実データの分析に加え，モデル化した閲覧画面の状態遷移を解く

ことにより，利用者が閲覧を中止する確率は，画面の種類や内容によらない。結果として，サブ画面を付け

ると，基本となる画面を読み進む率は低くなることを明らかにした。

（3）	歴史研究資源情報の共有化の研究

歴史研究情報を含む人文科学の研究データベースを広く統合的に検索する方法について検討を進めた。

様々な内容を持つデータベースの統合検索は，共通的なデータ項目へ個々のデータ項目を対応付けることに

よって実現される。この共通項目として，比較的汎用的な Dublin	Core メタデータを適用することが現実的

あだち
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である。しかし，これは元来ネットワーク上の資源が対象であることから，歴史研究資源に対しては，どこ

に対応付けるかが不確定な項目が生ずる。この不確定さを排除し類似するデータ項目は同一の共通項目に対

応付けられることが統合検索成功のキーとなる。そこで，歴博の全てのデータベースを対象として対応付け

の検討を行った。

この検討で，個々に対応付けるのではなく，資料，文献，並びに研究の対象とする事項のデータベースに

区分し，それぞれに構成したモデル属性により対応付けを行い，全体的な課題を明らかにした。検索に重要

な種別・主題の対応付け先を明確にすることが重要である。この結果を学会等の研究会で発表するとともに，

人間文化研究機構の研究資源共有化システムのメタデータマッピング仕様に反映した。この仕様を基に，歴

博の 30 程のデータベース；約 1,000 項目の対応付けを実施した。また，ユーザインタフェースに特に留意

して，平成 17年度分の共有化システムを構築し，統合検索の基本機能を実現した。

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

　1．	本館館蔵資料研究　A19の石碑コレクション複製品にかかる石碑の研究。多賀城碑の研究を中心に再

　　検討を進め，12 月 18 日に多賀城市教育委員会・宮城県多賀城跡調査研究所メンバーと現地でミニ研

　　究会を行い，多賀城碑の外形が未完であることを発見・確定した。本館蔵品の撮影も進め，阿部「多賀

　　城碑鄙見」（図版合わせて約 16 頁）にとりまとめ，芹沢長介先生追悼記念論文集に投稿した。（2007 年

　　度内刊行の予定）

　2．	シリーズで進めてきた古代城柵の研究を継続し，阿部「古代城柵の研究（三）」として公表し（2006

　　年 12月），次の「古代城柵の研究（四）－辺要宮城を巡って－」をとりまとめ，投稿した（2006 年 10 月）。

　3．	都城の研究を継続し，「倭京から平城京へ（仮称）」について研究を推進した。

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の社会史研究系の古代技術史Ｃ及び資料研究系の考古資料研究
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　　Ｂとして，古代石造建築及び版築技術，銙帯，銀銭等について講議した（前期）。

　

三　博物館活動

　　・館蔵資料の貸出，展示活用（戦争企画展示他）を進め，総合展示『律令国家』の展示メンテナンスを

　　分担した。

　　・展示プロジェクト『長岡京遷都－桓武と激動の時代』に参加し，展示図録予定原稿の一部を作成提出

　　した。

　　・「佐倉連隊にみる戦争の時代」（企画展示７月７日～９月３日）開催に伴い，展示場でのギャラリートー

　　ク，開催期間内対応待機（連日），団体解説，佐倉学カリキュラム現地研修会対応，千葉日報への解説

　　連載対応，「佐倉城跡の歴史遺産の巡回地図」作成，展示解説図録作成等を行った。同企画展の実現まで，

　　展示プロジェクト参加と対応，設計対応，借用等下交渉，借用出張，展示，展示図録作成，資料返却，

　　パネル作成等の諸作業を行った。　

　　・研究・調査，成果公開，博物館活動の一端として，1993 年以来の共同研究（「北部日本における文化

　　交流」）の成果報告書の編集を進め，合わせて共同研究の目的とした北方文化の諸事象について，研究

　　資料の成果回収を含め，研究を諸方面に広げた（研究報告は 2007 年度刊行予定）。

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，嶋戸東遺跡確認調査指

　　導委員会委員　千葉県教育委員会

Ⅱ　業績目録 

１　著書：編著

　著書『国立歴史民俗博物館資料図録４　瓦コレクション』国立歴史民俗博物館　平成 18 年 2 月刊行の

　全体にわたる整理・実測等を分担した。

2a　論文

　「古代城柵の研究（三）－城柵展開史と南北交流－」国立歴史民俗博物館研究報告第 133 集　1 ～ 49 頁

　2006 年 12 月刊行。

４　展示図録

　本館特別企画『佐倉連隊にみる戦争の時代』P.7 ～ P.22 分担　国立歴史民俗博物館　2006 年 7月 4日

７　その他

　千葉日報「佐倉城から佐倉連隊兵営へ」6月 30日，同「二本の銀杏の大木」7月 19日

Ⅲ　研究状況・研究広報
　

　・個人蔵の刊行出版物（考古学関係中心）を秋田県鹿角市に寄贈し，市施設にて活用に供した（段ボール　

　205 箱分）。東北三県考古学関係者他の利用を意図したものである。

あ　べ
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　・佐倉連隊と関わる佐倉城の発掘成果を企画展示の一部として公開し，展示批評で，戦争遺跡が織りなす

　時代相の展示に成功したとの評を受け，これまでの発掘や報告作成の苦労が報われた。

　・多賀城碑の研究で，これまで矮小化されてきた碑の歴史的意義を掘り起こすことに成功した。合わせて

　日本古代碑のあり方について新しい視点を持つことが出来た。

　・城柵の研究で，全体的なまとめの一部が完成した。次いで，ミニ都城としての郡山遺跡の歴史的位置付

　け，公碑としての多賀城碑の見直しなどを論文としてとりまとめることができた。城柵研究のテーマは，

　さらに多くの課題が上がっており，研究を継続していく。共同研究の北方文化の研究も，編集が進むとと

　もに，日本古代史や東北史へと広がる諸問題が明確化してきており，これまでの蝦夷の歴史的研究を革新

　する成果になるものと考え，編集を続行し，2007 年度中に公刊したいと体調を計りながらも努力してい

　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」（代表　有馬学）において，研究分担者として調査活動を行った。

二　教育活動

１　教育

　千葉大学文学部非常勤講師（情報社会史 a，2006 年度後期）

三　博物館活動

　歴博講演会「伝単にみる日米決戦」　8月 12日

四　社会連携

１　館外における各種委員

千葉県史編さん委員会調査執筆員，佐倉市史編さん委員会近現代史専門部会員

２　館外講演・カルチャーセンター・出前授業

「最近の戦争展示をめぐって」	6 月 25 日，千葉県歴史教育者協議会講演会，主催・同協議会	
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「佐倉連隊と地域」10月 15日，佐倉市史講演会，主催・佐倉市史編さん室

「佐倉連隊にみる戦争の時代」2 月 10 日，市民セミナーⅡ歴史講座「郷土史を学ぶ」，主催・鎌ヶ谷市

東部学習センター

Ⅱ　業績目録 

１　著書

　2007.3：『戦場に舞ったビラ－伝単で読み直す太平洋戦争－』講談社選書メチエ（277 頁）

2a　論文

2007.2：「日露戦争の戦跡」（『国際シンポジウム　戦争と表象／美術	20 世紀以後	記録集』美学出版，

pp.39 ～ 46）

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」で年度の前半は忙殺された。この手の展示は右も左も結局自分の

見たいもの（もしくは見たくないもの）しか見ないで自分の主張に体よく引用するのだとあらためて感じた。

井原今朝男　IHARA Kesao　教授  

1949 年生【学歴】静岡大学人文学部人文学科 1971 年卒業【職歴】長野県高等学校教諭（1971），長野県

教育委員会指導主事兼長野県立歴史館準備室専門主事（1991），国立歴史民俗博物館教授歴史研究部教授

（1998），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，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）2005 年度からの歴博基幹共同研究「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）の中間年として共同研究が前進した。特に，機関研究員や

　　研究補助員・副研究代表の協力で，歴博ホームページに共同研究公開ページを立ち上げることができた。

（2）	基幹共同研究「生業・権力と知の体系に関する歴史的研究」の A ブランチ（研究代表広瀬和雄）と共

　　同で，歴博フォーラム「新しい歴史学と生業－」を 2006 年 11 月 18日開催して 142 名の参加者をえた。

いはら
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　　中間報告をし，討論することができた。

（3）歴博国際研究集会「中世の土地支配文書に関する日英比較研究」（2006 年 11 月 17日）に参加し，報

　　告「日本中世の検注と収納」を行い，英国の研究者と検地・土地台帳などについて交流することができた。

（4）総合研究大学院大学日本歴史研究専攻主催の第 5 回講演会で，「中世の知と儀礼」の報告と討論を行

　　うことができた。

（5）史学会第 104 回大会日本史部会報告「債券としての中世請取状」の口頭報告を行い，討論ができた。

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」史料購読

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「定能卿記」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

　千葉県文化財審議会委員

　千曲市文化財保護審議会委員長

Ⅱ　業績目録 

１　著書

　『日本中世の国政と家政』校倉書房　2006 年 9月　重版

2a　論文

　「中世の印章と出納文書」有光友学編『戦国期印章・印判状の研究』岩田書院　2006 年 3 月　pp.101

　～ 144

　「中世契約状における乞索文・圧状と押書」『鎌倉遺文研究』17号　2006 年 4月　pp.1 ～ 25

　「永原慶二氏の荘園制論の成果と課題」永原慶二追悼文集刊行会編『永原慶二の歴史学』吉川弘文館　

　2006 年 7月　pp.114 ～ 133

　「中世の知と儀礼」総合研究大学院大学・松尾恒一編『歴史研究の最前線』7，2006 年 7 月　pp.6 ～

　43

2b　研究ノート

　「中世寺院僧侶その実像（20）～（31）連載中」（『寺門興隆』89 号 101 ～ 107，90 号 111 ～ 117，91

　号 109 ～ 115，92 号 114 ～ 120，93 号 106 ～ 113，94 号 122 ～ 128，95 号 106 ～ 111，96

　号 115 ～ 211，97 号 105 ～ 111，98 号 105 ～ 111，99 号 109 ～ 115，100 号 109 ～ 114，興

　山社　4月～ 2007 年 3月）

2c　書評

　「書評　金井清光『一遍聖絵新考』」『時衆文化』13　2006 年 4月　pp.110 ～ 126

　「書評　告井幸男『摂関期貴族社会の研究』」『歴史評論』677　2006 年 3月　pp.91 ～ 94
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５　学会・外部研究会発表要旨

　「中世の知と儀礼」第 5 回講演会　総合研究大学院大学日本歴史専攻　明治大学リバテイータワー　7

　月 9日

　「中世史料からみた諏訪大祝と諏訪信仰の変遷」2006 年度全国諏訪神社連合大会講演会　岡谷市文化

　会館カノラホール　10月 24日

　「日本中世の検注と収納」歴博国際研究集会「中世の土地支配文書に関する日英比較研究」　11月 17日

　「新しい歴史学における生業概念の共有化」第 56回歴博フォーラム　本館講堂　11月 18日

　「債券としての中世請取状」第 104 回史学会大会日本史部会　東京大学　11月 19日

　「一一世紀東国における国衙支配体制の成立」古代中世史研究会　信州大学教育学部　2007 年 3 月 18

　日

６　歴史系総合誌『歴博』，友の会ニュース

　「歴博けんきゅう便　「中・近世における生業と技術・呪術信仰」」『歴博 140 号　pp.24 ～ 25　2007

　年 1月

７　その他

　朝日新聞　文化総合　2007 年 2月 22日号　「神社分類」で神道史研究の新動向の紹介に協力するこ

　　とができた。

Ⅲ　研究状況・研究広報

生業論と高松宮本の共同研究の中で，中世の知の構造が呪術信仰と学術・技術と耐えずセットになってお

り，医者や漢学者・算学・財務・土木工学実務者が，神官や仏教者との私学や文談・講・法会などを再生産

していたことを総合的に理論化してみたい。中世債務史についても学術論文集にまとめたいと願っている。

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，カリフォルニア大学（サン・ディエゴ）研究員，東京大学助手，同助教授，国立歴史民俗

博物館情報資料研究部教授（1996 年），総合研究大学院大学文化科学研究科教授併任（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教授（2004 年）【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　

いまむら
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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）基盤研究「歴史資料研究における年代測定の活用法に関する総合的研究」（代表今村峯雄）において以

　　下の個別活動を行った。

　歴史的建造物の古材に関する京都大学生存圏研究所との共同研究（川井秀人・横山操氏らと）：4月，7

　　月　研究打ち合わせ（京都大学生存研究所），12 月　京都大学生存圏シンポジウムで発表，2 月　測

　　　定結果に関する討論会（歴博）

　古民家に関する武蔵大学との共同研究（中尾七重氏らと）：9月埼玉県重文旧高橋家住宅資料調査，兵庫

　　　県箱木家住宅・大阪府吉村家住宅・大阪府泉家住宅・埼玉県旧高橋家住宅等重文建築の年代測定を実施，

社寺建築の年代研究：6 月，10 月　茨城県牛久観音寺資料調査（坂本稔氏らと），9 月　滋賀県彦根市

法縁寺年代資料調査，各々試料採取・年代測定・年代解析（ウィグルマッチ法）を実施，9 月　観音

寺について中間報告書の作成（牛久市教育委員会に提出）。

　最終氷期の 14C変動研究（フローニンゲン大学van	der	Plicht氏らと）：富士埋没材樹齢400年の 14Cデー

　　　タ取得を完了。

（2）本館基盤研究「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）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。年度を通して基準資料－年輪年代の確定した年輪

－を蓄積した。4 月　19th	International	Radiocarbon	Conference	（4.3-7，Oxford	University	（Kebble	

College）における発表，5 月　名古屋大にて炭素 14 測定に関する技術的検討，6 月　日本文化財科学

会第 22 回大会にて研究発表，7 月　滋賀研究会（滋賀県立安土城考古博物館）における研究討論参加・

発表，8 月　佐賀県唐津市中原遺跡年代資料調査（藤尾慎一郎氏と），12 月　府中石田遺跡資料調査，

12 月　大分研究会（大分市コンパルホール）における研究討論参加・発表，2 月　福岡県小郡市力武遺

跡内畑遺跡等資料調査（藤尾慎一郎氏と）。

（4）個人研究

　10月　2006 日本放射化学会年会／第 50回放射化学討論会記念大会にて公開講演（招待）

　10月　The	9th	Symposium	of	Japanese	AMS	Society にて発表（招待）

（5）「弥生はいつから！？－年代研究の最前線－」展示プロジェクト委員会代表者。

3 回の委員会および博物館事業課との打ち合わせ等を通じ展示構想の具体化ならびに図録等の準備を進

めた。6 月　屋久杉等の年輪資料調査（鹿児島），11 月　鹿児島埋蔵文化財センター資料調査・西都原

古代博物館展示見学調査，3月　年輪資料調査（つくば市）

（6）その他

　『高精度年代測定法の活用による歴史資料の総合的研究』国立歴史民俗博物館研究報告 137 集（2003　

　　　～ 2005 年度実施の基盤研究成果報告集）の編集・出版

二　教育活動

１　教育
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　総合研究大学院大学

　女子美術大学非常勤講師（科学鑑定論），大阪大学理学部非常勤講師（14C の放射化学：宇宙における生

　　成と分布）

２　博物館教育

　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（12月 14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

２　館外講演・カルチャーセンター・出前授業

　放射線医学研究所公開セミナー『加速器と考古学・文化財－最近の年代研究から－』，7 月 31 日，放

　　　射線医学研究所

　埋蔵文化財担当者専門研修－自然科学的年代決定法課程－講師『放射性炭素年代測定法』，11月 16日，

　　　奈良文化財研究所

　東邦大学公開講座『14C の化学：宇宙から考古学まで』，12月 9日，東邦大学

Ⅱ　業績目録 

１　著書

　編著『高精度年代測定法の活用による歴史資料の総合的研究』国立歴史民俗博物館研究報告第 137 集，

　409 頁，2007 年 3月

2a　論文

　「AMS 炭素年代測定法と暦年較正－測定値の信頼性の観点から－」『弥生時代の新年代』第一巻，pp．

40～ 47，雄山閣，2006 年４月

　「弥生時代中期の実年代」『国立歴史民俗博物館研究報告』第 133 集，pp.199 ～ 229，2006 年 12 月（共

著　藤尾慎一郎）

　「民家研究における放射性炭素年代測定について　その２　重文関家住宅・重文箱木家住宅・重文吉原

家住宅の事例研究」『国立歴史民俗博物館研究報告』第 137 集，pp.211 ～ 225，2007 年 3 月（共著

　中尾七重）

　「炭素 14 測定からみた鬼ノ城山遺構の築造年代」『国立歴史民俗博物館研究報告』第 137 集，pp.245

～ 254，2007 年 3月（共著　谷山雅彦・小林謙一・新免歳靖・坂本稔）

　「山梨県銚子塚古墳周溝出土木柱および樹木資料等の炭素年代」『国立歴史民俗博物館研究報告』第 137

集，pp.389 ～ 404，2007 年 3月（共著　小林謙一・広瀬和雄・森原明廣）

　「日本産樹木年輪試料中の炭素 14 濃度を基にした較正曲線の作成」『国立歴史民俗博物館研究報告』第

137 集，pp.61 ～ 77，2007 年 3月（共著　尾嵜大真）

2b　研究ノート

　「炭素 14 年代較正ソフト RHC3.2 について」『国立歴史民俗博物館研究報告』第 137 集，pp.79 ～ 88，

いまむら
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2007 年 3月

3a　調査・発掘調査報告書

「Radiocarbon	Dates	of	Charred	Materials	Collected	from	the	Pottery	of	the	АЭРОПОРТ	1	site」『間宮

海峡先史文化の復元と日本列島への文化的影響』東京大学常呂実習施設研究報告第二集，pp.78 ～

81，東京大学大学院人文社会系研究科付属北海文化研究常呂実験施設・ハバロフスク州郷　土誌博

物館，2005 年 6月（M．Sakamoto，T．Kumaki，I．Usuki と連名）

　「第 6節２　炭素 14ウィッグルマッチング法による柱材の年代測定調査」『重要文化財　関家住宅主屋・

　　書院および表門保存修理工事報告書』，	pp.	111 ～ 116，財団法人　文化財建造物保存技術協会，　　

　2005 年 10 月

　「唐古・鍵遺跡，清水風遺跡出土資料の 14C 年代測定」『田原本町文化財調査年報 14　2004 年度』，	　

　pp.	123 ～ 138，田原本町教育委員会，2006 年 3月（共著　小林謙一・春成秀爾・坂本稔・尾嵜大真・

　新免歳靖・松崎浩之・中村俊夫・藤田三郎）

　「第 6 節岐阜県揖斐川町塚奥山遺跡出土試料の 14C 年代測定」『塚奥山遺跡』（第 2 分冊　遺物・分析・

　考察編）巻号，pp.	249 ～ 251，発行所，2006 年 4月（共著　小林謙一）

５　学会・外部研究会発表要旨

　「Wiggle-matching	14C-dating	of	historical	materials	and	the	systematic	error	consideration」『19th		　

　International	Radiodacrbon	Conference』（H．Ozaki，M．Sakamoto，T．Mitsutani，E．Niu，S．Itoh

　と連名）Keble	College，Oxford	University，4月

　「Chronology	of	Yayoi	culture	based	on	multiple	14C	dates	of	archaeological	pottery	series」『19th	　　

　International	Radiodacrbon	Conference』（S．Fujio，K．Kobayashi，M．Sakamoto，H．Ozaki，Y．　

　Miyata，H．Harunari，T．Nishimoto，H．Matsuzaki と連名）Keble　College，Oxford	University，　

　４月

　「14C	contents	in	9	to	5	th	century	BC	tree-ing	samples	from	Ouban	１	site,	Hiroshima,	Japan」『19th	　

　International	Radiodacrbon	Conference』（H．Ozaki，H．Matsuzaki，T．Mitsutani と連名）Keble	　

　College,	Oxford	University，4月

　「縄文時代草創期の炭素 14 年代測定」『日本考古学協会第 72 回総会研究発表要旨』（小林謙一，春成秀

　爾，西本豊弘と連名），pp.69 ～ 72，東京学芸大学，5月

　「九州の弥生早・前期の実年代」『日本考古学協会第 72 回総会究発表要旨』（藤尾慎一郎，春成秀爾，小

　林謙一，坂本稔，尾嵜大真と連名），pp.77 ～ 80，東京学芸大学，5月

　「縄文時代前半期における 14C 年代測定」『日本文化財科学会第 23 回大会研究発表要旨集』（小林謙一，

　春成秀爾，西本豊弘，坂本稔と連名），pp.64 ～ 65，東京学芸大学，6月

　「炭素 14 ウィグルマッチ法による歴史資料の高精度年代測定」『日本文化財科学会第 23 回大会研究発

　表要旨集』（尾嵜大真，光谷拓実，中尾七重と連名），pp.70 ～ 71，東京学芸大学，6月

　「日本産樹木年輪資料の炭素 14 濃度測定：黄幡１号遺跡出土加工木材（820BC ～ 436BC）」『日本文化

　財科学会第 23 回大会研究発表要旨集』（尾嵜大真，松崎浩之，光谷拓実と連名）pp.104 ～ 105，東

　京学芸大学，6月

　「過去と未来をつなぐ科学技術－ 14C 年代測定法の 50年－」（招待講演）『2006日本放射化学会年会／第
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　50 回放射化学討論会記念大会研究発表要旨集』日本放射化学会誌別冊，pp.19 ～ 20，水戸市常陽藝

　文センター，10月

　「14C ウィグルマッチ法による年代特定」『第 61 回生存圏シンポジウム　木の文化と科学－歴史的建造

　物由来の古材を観る－講演要旨集』，京都大学生存圏研究所，pp.4 ～ 9，京都大学　百周年時計台記

　念館　国際交流ホール，12月

　「14C ウィグルマッチ法－原理と応用－」『第４回高精度 14C 年代測定研究委員会公開シンポジウム－ 14C

　ウィグルマッチング研究の現状および将来の展望－講演要旨集』，pp.3 ～ 12，東京大学法文 2 号館

　1階第 1大教室，3月

７．その他

　「コラム	年代測定法の今昔」『歴博フォーラム　弥生時代はどう変わるか』（広瀬和雄編）pp.51 ～ 55，

　学生社，3月

Ⅲ　研究状況・研究広報

　歴史研究へ自然科学の情報や方法を如何に活用し取り入れていくかというのが当館赴任以来のテーマで

あった。在任中に AMS 炭素 14 年代測定法が縄文時代や弥生時代の年代研究に広く活用されるに至ったこ

とは幸いである。また，その可能性は先史時代に限られるものではないはずという思いから，2003 年度に，

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」を企画構想し，今回その小さな一歩が未

完成ながらも本館研究報告 137 集に集約できたことは感慨深い。研究の趣旨に賛同し参加してくださった

多くの共同研究者のおかげであり，さらに発展することを願っている。

ここ数年炭素 14ウイグルマッチ法を使った高精度測定法が順調にすすみ，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った。ウイグルマッチ法を使った場合，多くの場合年代精度は10-20年であり，

年輪年代法が難しい数十年輪の小さな資料，保存の悪い資料でも用いることができることや，木材の樹種を

問わないため研究資料として利用できる機会が多い。このウイグルマッチ法を使う研究の方向をいっそう促

進したいと思っている。

　このほか，光谷拓実氏の助けを借りて年輪年代の判った基準年輪資料をほぼ全年代にわたって整備しつつ

ある。測定時に参照資料として同時測定し測定値の評価や精密化に役立っている。この「年輪バンク」の構

想も将来への期待の１つである。

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

いわぶち
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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，データベース作成を行った。

　【データベース作成】江戸商人・職人データベース（継続中）。

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・企画展示として公表した。

　【調査】

　A　八戸市立図書館（5 月 2 日～ 3 日），B 国文学研究資料館（6 月 6 日・7 月 4 日），C 真田宝物館（7

月 6日～ 7日）で調査を行った。Aでは八戸藩の江戸勤番武士の日記・小遣帳ほか江戸藩邸関係史料，B・

C では松代藩の菩提寺，および江戸藩邸・菩提寺の作事に関わる史料を写真で収集した。A は企画展示

「西のみやこ・東のみやこ」（2007 年３～５月），B の一部は「真田家と菩提寺－江戸を中心に－」［岩

淵 2007.3］の前提とした。

　【論文】「塀の向こうの神仏」［岩淵 2006.6］，「真田家と菩提寺－江戸を中心に－」［岩淵 2007.3］，「八

戸藩江戸勤番武士の日常生活と行動」［岩淵 2007.3］

　【学会報告】都市史研究会大会において「江戸の武家地」［岩淵 2006.11］として報告した。

　【展示】企画展示「西のみやこ・東のみやこ」（2007 年３～５月）

３.		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」（代表高埜利彦）に研究分担者として，参加した。

４.		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－」（代表		久留島浩）に研究分担者として参加した。

５.		基盤研究（Ｓ）「16－ 19世紀，伝統都市の分節的な社会＝空間構造に関する比較類型論的研究」（代表		

吉田伸之）に研究協力者として参加した。

６.		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，人間

文化研究機構連携研究「「日本実業史博物館」資料の高度活用」に研究分担者として参加した。

７.		個別共同研究「東アジア比較建築文化史」に研究分担者として参加し，関連する国際研究集会「日韓

比較建築文化史の構築－宮殿・寺院・民家－」（2006 年 12 月 12・13日）でコメンターをつとめた。

８.		国立歴史民俗博物館総合展示第三室のリニューアル委員会代表として，展示案の企画立案，資料製作，

キャプション・パネル・タッチパネル原稿の執筆を行った。また，関連事業である第 57 回歴博フォー

ラム「総合展示リニューアル（近世）に向けて	Ⅰ『国際社会の中の近世日本』」（2006 年 12 月 17 日於

国立歴史民俗博物館講堂）で司会を担当した。

９.		国立歴史民俗博物館くらしの植物苑常設展示，くらしの植物苑特別企画「伝統の朝顔」（2006 年 7 ～

9月）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知見を深めた。
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10.		企画展示「西のみやこ・東のみやこ」（2007 年３～５月）にプロジェクト委員として参加し，第二部

３「武家の都・江戸」・６「江戸勤番武士の日常と江戸名所」，第四部のうち「全東京展望写真」を担当

した。

11.		企画展示「旅から旅行へ」（2008 年度開催予定）・同「歴史を語る染と織」（Ⅱ）（2008 年度開催予定）

にプロジェクト委員として参加した。

12.		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）。このうち伊能家

文書については基礎調査が完了したため，即日閲覧の形で公開を開始した。

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

　2006 年９月　日本女子大学「博物館実習（３年次）」への展示解説

四　社会連携

２　館外講演・カルチャーセンター・出前授業

佐倉学総合講座記念講演会「江戸勤番武士がみた巨大都市江戸－八戸藩士の日記などを素材に－」（於

国立歴史民俗博物館講堂　5月 20日）

真田宝物館 2006 年度講演会「真田家と菩提寺－江戸を中心に－」（於長野市役所松代支所 2 階大会議

室　7月 8日）

千葉市史研究講座「江戸勤番武士の生活をさぐる－日記・小遣帳の分析から－」（於千葉市立美術館講堂，

8月 19日）	

豊島区郷土資料館地域史講座「江戸武家屋敷をあるく」（豊島区立郷土資料館・駒込地域の巡検，10 月

19・21日）

国立歴史民俗博物館友の会講座「江戸東京の「遊」と「芸」　日記にみる江戸勤番武士の遊び」（国立歴

史民俗博物館ガイダンスルーム，10月 28日，）

佐倉市民カレッジ「都市の人々の生活－武家屋敷を中心に－」（佐倉市立中央公民館，2007年 1月 25日）

３　マスコミ

ＮＨＫニュース，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）

「変化アサガオ」（『子供の科学』2006 年 9月号）の取材協力

「歴史の時間」99～ 102 回連載（『毎日小学生新聞』3月 9・16・23・30日号）

Ⅱ　業績目録 

2a　論文

　2006.6：「塀の向こうの神仏」（『都市・建築・歴史』6巻，東京大学出版会，pp.23 ～ 85）

　2007.3：「真田家と菩提寺－江戸を中心に－」（『松代』20，pp.1 ～ 23）

　2007.3：「八戸藩江戸勤番武士の日常生活と行動」（『国立歴史民俗博物館研究報告』138 集，印刷中）

３　調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集など

いわぶち
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2007.1「水戸藩小石川屋敷拝領前の拝領者と小石川村の開発」（『春日町（小石川後楽園）遺跡　第 10 地

点』，株式会社東京ドームほか，pp.110 ～ 115）

４　展示図録

2006.7：「コラム　江戸勤番武士の生活－田舎者という虚像－」（『八戸藩～大名の江戸と国元』，八戸市

立博物館，p52，2006 年増刷版に加筆）

2007.3：「武家の都・江戸」・「江戸勤番武士の日常と江戸名所」，小論「江戸勤番武士の名所めぐりと

買物」（『西のみやこ・東のみやこ』，国立歴史民俗博物館，2007 年 3 月，pp.68 ～ 72，pp.82 ～ 92，

pp.117 ～ 121）

５　学会・外部研究会発表要旨

2006.11：「江戸の武家地」（都市史研究会大会　於東京大学工学部）

2006.12：「江戸のごみ処理再考」（『廃棄物学会ごみ文化研究部会 2005 年度活動記録・資料集』pp. ３

～ 18）

６　歴史系総合誌『歴博』，友の会ニュース

　2007.1：「総合展示の新構築［その２］都市の時代」（『歴博』140，pp.20 ～ 23）

７　その他

2006. ９：「紹介　江戸遺跡研究会編『墓と埋葬と江戸時代』・江戸遺跡研究会編『江戸の祈り　信仰と

願望』」（『歴史評論』618，pp100・104 ～ 106）

2007.3：「江戸勤番武士の生活をさぐる－日記・小遣帳の分析から－」（『千葉いまむかし』№ 20，

pp.70 ～ 72）

「武家屋敷」・「江戸」・「東京大学構内遺跡」・「都立一橋高校地点」・「神田明神」・「日枝神社」・「増上寺」・

「寛永寺」　小野正敏・佐藤信・舘野和己・田辺征夫編『歴史考古学大事典』吉川弘文館，2007.3

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2004年度からは，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」を研究課題の中心に据え，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，人吉藩邸の神仏公開の過程を素材に藩邸と地域社会の関係を分析した論文，および大名家の江戸

の菩提寺に関する論文を公表した。また，八戸藩士遠山家を素材に，江戸勤番武士＝田舎者，余暇を持て余

して江戸を遊歴する，という二つのイメージを批判した上で，行動の詳細と関係する江戸の商人・職人の地

域的な特質について分析をすすめ，企画展示・講演・研究論文という形で成果を公表した。このほか，庄内

藩士の江戸勤番武士の日記を分析し，学会で報告した。さらに，武家地の開発について発掘調査報告書で小

文を執筆した。こうした自身の研究もふまえつつ，総合展示第三室リニューアル「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，庄内藩勤番武士の日常と行動や，江戸勤番武士による「江戸」の表象について，活字論文の形
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で公表し，武家地の開発やインフラ維持についても検討をすすめたい。また，総合展示第三室のオープンに

つとめたい。

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．昨年まで 3 年間にわたり実施した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」の	

成果を取りまとめる作業をすすめた。まず，久井稲生神社文書，久井山科家文書（広島県三原市），日野

町宮座関係文書など，この 3 年間にわたって撮影した宮座関係文書の整理を実施し，デジタル撮影した

資料は利用しやすいようにフォルダーに整理した。また，同時にすべてをプリントアウトして解読作業も

すすめた。また，滋賀県の宮座の最近の変化を確認するために，滋賀県日野町中山の「芋くらべ祭」の再

調査を行った。中山では宮座組織そのものの構造には変化が見られなかったが，芋くらべ祭の儀礼の形式

には大きな変化が認められ，祭礼の神事的側面が衰退していた。さらに，宮座研究の一環として関東地方

における当屋制祭祀の一種でありオビシャに着いての調査を茨城県稲敷市時崎において実施した。時崎で

は男女別のオビシャにおいて当屋制祭祀が，若干の変化をきたしつつも現在も維持されており，関東地方

の当屋制祭祀が宮座研究において重要である事実をあらためて認識した。

２．国立歴史民俗博物館共同研究「日本における民俗研究の形成と発展に関する基礎研究」の共同研究会

（2006 年 5 月 28 日，於：国立歴史民俗博物館）において，「家・宮座・祖先祭祀－坪井洋文の社会組織

研究－」と題して，坪井洋文の社会組織研究の概要とその特徴，および問題点について報告した。

３．2006 年度の民俗文化財映像資料「壱岐の船競漕」のため，昨年に引き続いて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。勝本浦には若宮神社，金比羅神社などの祭祀にかつては当屋

制祭祀が存在したことが確認できた。壱岐の北の対馬でも当屋制祭祀が確認されており，したがって，こ

の地域にひろく当屋制祭祀が存在したことが明らかになった。勝本浦の船競漕の映像制作は，10 月には

毎日映画社の撮影に立会い，その後，編集作業を経て，2006 年度の民俗文化財映像資料「壱岐の船競漕」

（毎日映画社制作，35分）を完成させた。

二　教育活動

　１　教育

うえのか
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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」（民俗映像論）

四　社会連携

　１　館外における各種委員

三鷹市文化財審議会委員

　２　館外講演・カルチャーセンター・出前授業

「日本人の名前とその変化」「祖先祭祀と家族の変化」（千葉市ことぶき大学，2006 年 4月 24日ほか）

「久井稲生神社の御当行事」（佐倉市中央公民館，2006 年 12 月 13日）

「近代水車農家の風景－大沢の新車を中心に－」（第４回三鷹市文化財連続講座，2007 年 2月 28日）

Ⅱ　業績目録 

　１　著書

上野和男ほか編『名前と社会－名づけの家族史－』（シリーズ比較家族），2006 年 6 月，早稲田大学出

版部。

上野和男ほか監修，石井米雄総監修『人類大図鑑』，2006 年 9月，ネコ・パブリッシュング。

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（C）（2）「漢代北方境界領域における地域動態の研究」関連項目（代表）

　【研究会】第 1回研究会，7月 9日　「朔北地域の漢墓被葬者と前漢後期の地方社会構造」（報告）

　【調査】中華人民共和国陝西省・遼寧省における漢代関連遺跡・遺物調査，7月 28日～ 8月 8日

　【調査】中華人民共和国上海市周辺における関連遺物調査，12月 12日～ 14日

　【調査】中華人民共和国山西省・内蒙古自治区における漢代関連遺跡・遺物調査　3月 18日～ 28日

2.　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」関連項目
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　【研究・調査】第 1回研究会及び東京国立博物館における関連遺物・遺跡調査，5月 28日～ 29日

　　　　　　　		第 2回研究会及び大阪府七観古墳出土資料の調査，11月 8～ 10日，12月 2，3日

3.　基幹共同研究「『三国志』魏書東夷伝の国際環境」関連項目

　【研究・調査】第 1回研究会における発表　「3世紀以後の東北アジアの出土鏡」6月 11日

中華人民共和国における現地調査・検討会，10月 24日～ 31日

4.　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」関連項目

　【研究・調査】第 2回研究会及び大韓民国全羅南道における現地調査，12月 20日～ 24日

5.　国際研究集会『日韓古墳時代の実年代』

　【報告】「3世紀以後の東アジアの出土鏡」，11月 25，26日

6.　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】「境界の形成と認識－移動とアイデンティティ」（代表，座長），歴博，3月 3，4日

　【研究・調査】中華人民共和国天津市における調査・研究会，南開大学等，3月 14日～ 18日

7．京都大学人文科学研究所共同研究班における研究発表

　【研究・報告】「3世紀の東アジアにおける鏡の製作と流通」，11月 7日

8．日本中国考古学会 2006 年大会における研究発表

　【研究・報告】「3世紀以後の東アジアの出土鏡」，山口県立萩美術館・浦上記念館，12月 16日

9．大韓民国国立文化財研究所における研究発表

　【研究・報告】「韓半島出土鏡の東アジア史的位置付け」

三　博物館活動

１　歴博講演会

　「雄略と継体」歴博講演会，6月 10日，歴博講堂

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

　2007.3：「赤烏元年前後の呉鏡の製作動向－泉屋博古館所蔵の赤烏元年銘対置式神獣鏡の位置付け－

（『泉屋博古館紀要』第二十三巻，pp.1 ～ 12，泉屋博古館）．

５　学会

　2006.12：「3世紀以後の東アジアの出土鏡」『日本中国考古学会 2006 年大会発表資料集』pp.13 ～ 20

Ⅲ　研究状況・研究広報

1.　東アジアの中国鏡研究　　2006 年度は，3 世紀以後の中国鏡の生産と流通を，より詳細なレベルで

うえのよ
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明らかにすることが出来た。共同研究（「『三国志』魏書東夷伝の国際環境」），国際研究集会，日本中国考古

学大会，京都大学人文科学研究所及び大韓民国国立文化財研究所での発表を通じて，3 世紀以後の中国鏡の

生産と流通を検討した。中国における南北を対比した製作動向の検討，4 世紀頃を境とした模倣から踏み返

しへの製作転換等，を軸として，それぞれ製作と流通の経緯を検討した。製作という視点では，紀年銘鏡を

中心として，3 世紀における呉鏡の製作動向を整理し，流通という視点では，朝鮮半島，日本列島の出土鏡

の系譜から，中国鏡の東アジア地域への拡散とその経緯を検討し，地域間関係へと検討を進めた。

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」及び基幹共同研

究「『三国志』魏書東夷伝の国際環境」を通じて，漢代から南北朝期に及ぶ長い時間幅の中に於ける，中国

世界と北方世界との交流についての検討を進めることが出来た。中国山西省・内蒙古自治区における調査を

通じて，漢代北疆である雁門郡，代郡，雲中郡，定襄郡地域に於ける，漢と匈奴・鮮卑の関係性を検討した。

また，遼寧省調査では，漢から南北朝期にかけての鮮卑に注目し，中国東北三省では，魏晋以後の鮮卑，扶

余，高句麗などに注目して，漢魏と東方世界の交流を検討した。特に，鮮卑を軸として，中国北方境界領域

の二つの地域に注目し，その地域間関係を検討することで，中国世界と北方世界との関係性をより立体的に

見出すことができた。

3.　交流と表象　境界の形成と認識　　連携研究「ユーラシアと日本：交流と表象」では，本年度歴博に

おいて，交流をテーマにシンポジウム「境界の形成と認識－移動とアイデンティティ－」を主催した。主催

者として，時代に限らず，文献史学，考古学，人類学，民俗学など諸分野によるユーラシア地域に於ける交

流の諸相の相対化を目指した連携研究の取組みを具現化するものとして，移動という視点よりアプローチを

進めた。移動という行為の「あと」「さき」を二つの視点で相対化した。すなわち，移動の諸様相を具体的

に詳述することで移動という行為を一つの到達点，結果として捉え，その移動行為の発現プロセスを検討し

た。また，移動後に移動先地域に於ける集団間関係の変容を移動集団のアイデンティティという視点から捉

えることで，移動を出発点，原因として検討を進めた。こうした移動という視点を，境界に注目することで

際立たせた。すなわち，境界は歴史学，人類学，如何なる分野，分析手法においても認識されるものであり，

いずれにおいても共通して存在する。認識される境界を共通の視点とすることで，各研究手法の客観評価，

相対化をおこなった。こうした試みは，シンポジウムを通じて大きな成果を得，連携研究として大きな一歩

を進めることが出来たと評価する。

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】日本銃砲史【主

な研究テーマ】初期炮術秘伝書の基礎的研究／ Basic	research	on	early	gunnery	secret	documents，製作

技術からみた銃砲発達史／History	of	gun	development：focusing	on	production	technology，江戸時代に

おける炮術の展開過程の研究／ Gunnery	development	and	its	process	during	Edo	Period，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／ Japanese	gunnery	technique	during	late	Edo	Period	to	Meiji	
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Restoration：Its	limitations	and	changes

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

　　文部科学省基盤研究（B）（一般）「江戸初期と幕末維新期における銃砲の伝統と革新に関する総合的研究」

　　　（研究代表者）（平成 18年度から平成 20年度・3年間）

　３　調査

　　鉄炮鍛冶国友関係資料の調査　5 月 20 日～ 23 日　長浜城市立歴史博物館，鉄砲の里資料館，滋賀県

　　　長浜市

　　幕末軍事技術資料の調査　6月 25日～ 28日　「江川文庫」静岡県伊豆の国市

　　徳川家康所持火縄銃の調査　6月 29日　静岡県久能山東照宮

　　大坂城および大坂府内出土の銃砲資料，鉄炮鍛冶文書の調査　7 月 31 日～ 1 日　大坂城天守閣・大坂

　　　府市埋文センター・大和文華館　大坂府・奈良県

　　幕末和製洋式銃と文献の調査　8月 27～ 28日　群馬県前橋市

　　人吉歴史資料館および松井文庫，佐賀鍋島家の銃砲調査　1 月 29 日～ 2 月 1 日　熊本県八代市，佐賀

　　　県佐賀市

　　尾張藩の砲術秘伝書の調査　2月 24～ 25日　「蓬左文庫」愛知県名古屋市

　4　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　展示代表者

　　フォーラム「歴史のなかの鉄砲伝来」10月 21日　東商ホール

二　教育活動

１　教育

国学院大学文学部非常勤講師（歴史・日本特殊史講義），國學院大學日本文化研究所研究員総合研究大

学院大学人間文化研究科（併任）

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

　「歴史資料としての鉄炮」松本城（長野県松本市）6月 17日

　「鉄砲伝来の再検討」7月 20日　朝日カルチャーセンター横浜　銃砲史の講義 5回

　文化庁「銃砲刀剣類取扱実技者講習会」講師　8月 30日　9月 1日　国立文化財研究所

　「砲術秘伝書の思想性」2月 2日　特別企画展示「江戸の砲術」講演　板橋郷土資料館

うだがわ
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７　マスコミ

　歴史のなかの鉄砲伝来についての取材，ＮＨＫ記者　8月 18日

　FM「ひるどき情報ちば」企画展示に関するインタビュー　10月 6日

　週刊新潮，企画展示の取材　10月 7日　本館

　南日本新聞，企画展示の取材　10月 10日　本館

　産経新聞　企画展示の取材　文化の小道　10月 15日　本館

　毎日新聞　企画展示の取材　10月 20日　浜松町

　毎日新聞千葉支局　企画展示の取材　10月 24日　本館

Ⅱ　業績目録 
１　著書

　2006.10：『真説鉄炮伝来』単著，平凡社，246 頁

４　展示図録

　2006.10：『歴史のなかの鉄砲伝来』編著，本館企画展示図録，200 頁

　2007.1：「初期炮術秘伝書の思想性」『江戸の砲術』（展示図録），pp.86 ～ 91，板橋区立郷土資料館

Ⅲ　研究状況・研究広報

本年度はこれまでの銃砲史研究の総決算として企画展示『鉄炮伝来－種子島から戊辰戦争まで－』同学諸

氏と連携しながら開催した。これまで長年にわたって蒐集してきた吉岡新一，安齋實，所荘吉の三大コレク

ションを有効に活用したが，他機関からも新発見の資料を数多く借用して展示に供した。おおむねマスコミ

の評価も好意的で，社会的関心も多かった。しかし，展示を契機にそれぞれの時代における銃砲および軍事

技術を個別的，具体的に解明しなければいけないことを痛感した。一応，歴史のなかにおける技術をふくめ

て銃砲史の流れが把握できたので，今後は秘伝書や銃砲，幕末期の軍事技術書を丁寧に検討しながら研究を

地道に続け，この分野の研究の深化を図りたい。

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 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助手（2004 年より）【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

【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，映像の多義性についての研究／ Research	on	the	multiplicity	of	visual	images

Ⅰ 研究・教育活動
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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．	本館基盤共同研究 ｢民俗研究映像の資料論的研究 ｣（研究代表：内田順子）代表者

　【報告】

　「AINU：Past	and	Present」の上映と討論，6月 25日　場所：本館

　「マンローのイヨマンテ関係映像資料の比較上映」11月 12日　場所：本館

　「民俗研究映像制作のガイドラインについて」3月 19日　場所：国立民族学博物館

　【調査】

　2月 25日～ 3月 4日，フランスの映像アーカイブの調査（パリ）

　3月 18日～ 19日，国立民族学博物館の映像関係施設見学（大阪）　	

2．	本館基盤共同研究「紀州徳川家伝来楽器コレクションの研究」（研究代表：高桑いづみ）共同研究員

3．	文部科学省科学研究費補助金・基盤研究（B）（海外）「欧米の人類学映画・写真に見えるアイヌ文化の	

　　イメージについての研究」（研究代表：内田順子）代表者。

　【調査】10月 11日～ 18日，モスクワ・ロンドン

　【調査・資料収集】12月 4日～ 20日，ロンドン・エジンバラ・ダンディ

4．	人間文化研究機構連携研究：文化資源の高度活用「アイヌ文化の図像表象に関する比較研究－『夷酋

　　列像図』とマンローコレクションのデジタルコンテンツ化の試み－」（研究代表：佐々木史郎）共同研究員，

　　マンロー班総括担当。

　【研究打合せ】1月 14日～ 16日，二風谷

　【調査・研究会】2月 17日～ 21日，札幌・二風谷・白老

　　　　　　　　		3 月 16 日～ 17日，大阪

5．	研究成果の公開

　①「AINU：Past	and	Present －マンローのフィルムから見えてくるもの」（ビデオ，102 分）の公開

　　【上映】第 3回モスクワ国際映像人類学映画祭，10月 12日，モスクワ大学

　　【上映･討論】日本映像民俗学の会，3月 17日，国立民族学博物館

　②「日本民謡データベース」東日本の公開

二　教育活動

１　教育

　市原看護専門学校非常勤講師（民俗学）

三　博物館活動　

１　歴博探検・くらしの植物苑

　「記録映画から見える近代」第 279 会歴博講演会，3 月 10 日，歴博講堂にて，内田順子（報告），青木

　　　隆浩（司会）

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

　講師：「調査研究の最近の動向：テーマ別演習①民俗学の研究動向と映像資料」，11月 15日

四　社会連携

うちだ
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１　館外における各種委員

　東洋音楽学会東日本支部委員

２　館外講演・カルチャーセンター・出前授業

　「沖縄の民俗」佐倉東高等学校総合学習 9回目，9月 7日，場所：歴博講堂

Ⅱ　 業績目録 

６　歴史系総合誌『歴博』，友の会ニュース

　「映画のカメラの外側」，歴史系総合誌『歴博』141 号，pp.2 ～ 5，3月

７　その他

　映像作品（民俗研究映像）

　「AINU：Past	and	Present －マンローのフィルムから見えてくるもの－」，102 分，日本語／英語

Ⅲ　研究状況・研究広報

1．	本館基盤共同研究 ｢民俗研究映像の資料論的研究 ｣の研究代表として研究会を運営し，民俗研究映像

　　の制作のガイドラインをまとめた。

2．	制作した研究映像の成果公開のため，民族（俗）学関係の映画祭に参加し，制作担当した「AINU：　

　　Past	and	Present －マンローのフィルムから見えてくるもの」の館外における公開上映を 2度行った。

3．	日本民謡データベース（東日本分のデータ）の整理が完了し，公開に至ることができた。

4．	歴博には多様な映像・音響資料が蓄積されてきたが，歴博としてそれらをどのように継承し活用して

　　いくのかということについては充分な議論がなされてきたとは言えない状況にある。本館基盤共同研究

　　「民俗研究映像の資料論的研究」の成果としての映像制作のガイドラインと，「日本民謡データベース」

　　の公開は，これまでその問題を整理してきたものとしてのひとまずの解決策の提示であり，今後のあり

　　方への問題提起でもある。

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）美術史学専修課程 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】博士（文学），東京大学，2006 年 5 月【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	Later	Edo	Period
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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.　本館企画展示「西のみやこ　東のみやこ－描かれた中・近世都市－ ｣代表者

　２.　総合展示リニューアル第３室，展示プロジェクト委員　

　３.　文部科学省科学研究費補助金・基盤研究（B）「江戸時代における書画情報の総合的研究」（研究代表　

武蔵野美術大学教授玉蟲敏子）共同研究員。

二　教育活動

１　教育

　　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

１　館外における各種委員

国際浮世絵学会常任理事

佐倉市美術館運営評議員

武蔵野市美術資料収集選定委員会委員長

２　館外講演・カルチャーセンター・出前授業

講演「広重の描く江戸名所」，5月 20日，城西国際大学水田記念美術館

「浮世絵に描かれた小袖と花の模様」，「小袖に見る華・デザインの世界」展シンポジウム，6 月 3 日，

女子美術大学美術館

土曜講座「広重－その画風と魅力」講師，6月 24日，太田記念美術館

講演会「錦絵に見る深川」講師，7月 6日，深川江戸資料館

土曜講座「広重が描く日本橋」講師，７月 15日，ブリヂストン美術館

特別講座「北斎・広重の東海道」講師，7月 30日，茅ヶ崎市美術館

Ⅱ　業績目録 

１　著書

　『日本の美術　482　美人風俗画』（98頁），至文堂，7月

2a　論文

　｢浮世絵に月はいかに描かれたか ｣『國文学　解釈と教材の研究』52巻 3号，pp.116 ～ 125，學燈社，

　3月

４　展示図録　

「大江戸グランドイメージ」他（本館企画展示『西のみやこ　東のみやこ－描かれた中・近世都市』図録，	

おおくぼ
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pp.45 ～ 67，73～ 81，100 ～ 106，109 ～ 110　国立歴史民俗博物館，3月）．

５　学会・外部研究会発表要旨

　「商品としての名所絵」，美術史学会東支部例会発表，東京大学，9月 23日

６　歴史系総合誌『歴博』，友の会ニュース

　歴史への招待状「企画展示　西のみやこ　東のみやこ－描かれた中・近世都市－」141 号，pp.24 ～　

　　　25，3月

　「西のみやこ　東のみやこ－描かれた中・近世都市－」（『国立歴史民俗博物館友の会ニュース』130，　

　　　pp.1 ～ 2，（財）歴史民俗博物館振興会，3月）

Ⅲ　研究状況・研究広報
	

本年度も委員会活動，企画展示，大学院等の館務に多忙であったことを理由に，十分な調査・研究の時間

がとれなかったことを遺憾としている。そうした中で，これまでの広重を中心とする浮世絵風景画に関する

研究を集成し 5月に学位を取得，それをもとにした著書『広重と浮世絵風景画』の刊行準備をおこなった。

小野正敏　ONO Masatoshi　教授　研究連携センター長

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	Study	of	Medieval	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「中世東アジアにおける技術の交流と移転－モデル，人，技術」（研

究代表者）にもとづき，国内，海外調査を行った。

２　日本建築学会大会パネルディスカッション「平泉建築文化にみる中央性と地方性」（2006 年 9月 9日，

神奈川大学，横浜）に参加し，「発掘遺構にみる東国武士館の地方性」について報告した。

２　国際シンポジウム「新安沈没船と 14 世紀の東アジア海域交流」（2006 年 11 月 17 日～ 19 日，国立

海洋遺物展示館，韓国木浦市）に参加し，「日本における新安沈没船出土陶磁器の用途と意味」につい

て報告した。これは前項の科研調査の成果を含んだものである。

３　日仏国際研究集会「資料に表れた武士・騎士のイメージ」（2006年 12月 9日～ 10日，佐倉）に参加し，

報告した。この研究集会は，連携研究「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」

（代表者小島道裕）の研究の一環である。
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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

　員等

２　館外講演・カルチャーセンター・出前授業

　　「下野の中世遺跡出土の陶磁器」シンポジウム『東国の中世遺跡－遺跡と遺物の様相』，5 月 13 日～　

　　　14日，栃木県立博物館

　　「出土した焼き物から探る城館」埼玉市民大学連携講座「地域と城を考える－戦国時代の埼玉を中心に」，

　　　7月 9日，さいたま市立博物館

　　「発掘された城館からみる常陸」歴史館シンポジウム「中世東国における内海世界」，8 月 19 日，茨城

　　　県立歴史館

　　「中世の流通をめぐるモノと場の復元」島根県埋蔵文化財調査センター講演会『沖手遺跡と石見の中世』，

　　　9月 17日，益田市

　　「庭園が語る戦国の暮らしと文化」上平寺戦国浪漫のゆうべ講演会，10月 7日，米原市

　　「本佐倉城から佐倉城へ－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』，12月

　　　14日，佐倉市立中央公民館，

Ⅱ　業績目録

７　その他

「日本における新安船出土陶磁器の用途と意味」（資料集『新安沈没船と 14 世紀東アジア海域交流』

pp.365 ～ 385，11 月）

辞書項目「城郭」，「館」，「型式学」，「梅瓶」，「ルソン壺」，「分銅」，「君台観左右帳記」，「南嶋探検」，「風

炉」，「巻数板」，「高梨氏館」など，『歴史考古学大辞典』2007 年 2月

「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録集『高島の山城と北陸道－城下の景

観』，pp.45 ～ 91，2006 年 3月）

久留島　浩　KURUSHIMA  Hiroshi　教授　歴史資料センター長

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

くるしま
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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，博物館教育プログラムおよび評価についての研究／ Museum	

Educational	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．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，奈良のコレクターである水木要太郎の生家などの調査・研究を

　　行った。

　２．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研究を進めた。2006 年 3 月 18，19 日に行った

　　国際シンポジウム「『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〕の報告書を

　　刊行した。2007 年 3 月 3，4 日に，国際シンポジウム「境界の形成と認識－移動という視点」を実施

　　した［国立歴史民俗博物館］。3 月 14 日～ 18 日には，中国南開大学日本研究院で，今後の研究交流を

　　行うための研究打合せを行ったほか，天津歴史研究所のスタッフと天津日本租界に関する研究会を行っ

　　た。さらに，天津市図書館所蔵の日本居留民団関係図書の調査を行い，天津歴史博物館，中国人民抗日

　　戦争紀念館を見学した。天津市档案館の史料を見ることはできなかったが，居留民団関係史料の精査な

　　どを含めて，今後，天津日本租界についての研究が大きな課題の一つであることが確認できた。

　３．人間文化研究機構の人間文化研究総合推進事業「大学共同利用機関における博物館」（国立民族学博

　　物館吉田憲司代表）の共同研究員として，2007 年 3 月 22，23 日に開催されたワークショップ「海外

　　における日本文化の表象－大英博物館の日本展示改修を機に－」（The	Representation	of	Japan	in	the	　

　　New	Japanese	Galleries	at	the	British	Museum）（ロンドン，日本ファンデーション会議室）に参加し，「国

　　立歴史民俗博物館の総合展示リニューアルについて－第 3 展示室の展示意図の紹介－」というテーマ

　　で報告した。

　４．2006 年 10 月 13日に，ワークショップ「戦争展示のなかのジェンダー」（於人間文化研究機構本部），

　　15 日に国際フォーラム「歴史展示のなかのジェンダー」（国立歴史民俗博物館）を開催し，趣旨説明を

　　行った（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」と共催）。

　５．第 3 展示室リニューアル展示プロジェクト委員会の代表として，研究会を行い，展示の準備を進め

　　たほか，2006 年 12 月 17日には，歴博フォーラム「国際社会のなかの近世日本」を行い，趣旨説明「『国

　　際社会のなかの近世日本』展示の意図と問題点－展示で何が表現できるか－」をした（国立歴史民俗博

　　物館）。

　６．2006 年 7月 26～ 28日に，オランダのライデンで開催された「Siebold	Collection	Working	　　　

　　Conference」（ライデン国立民族学博物館）に参加した。あわせて，ドイツのシュルヒテルンのブランデ
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　　ンブルク城にあるシーボルト関係史料の調査を行った。

二　教育活動

　１　博物館教育

　　「先生のための歴博講座」に参加したほか，佐倉市新任教員研修など，歴博内外で行われた教員研修，　

　　　千葉大学教育学部新入生見学などで講師を勤めた。

三　博物館活動

　５　歴博振興会関係

　歴博振興会「超初心者のための古文書講座」（3回）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，長崎出島史跡整備審議会展示小委員会委員，富里市文化財審議会委員

２　館外　講演・カルチャーセンター・出前授業

　講演「近世の村と義民」（千葉市演劇を観る会，7月 8日，千葉市市民会館）

　講演「近世の村と組合村」（千葉市史講座，9月 9日，千葉市美術館）

　講演「長崎くんちについて」（9月 16日，長崎歴史文化博物館）

　講演「国立歴史民俗博物館の総合展示リニューアルで考えたこと」（1月 15日，貨幣博物館）

Ⅱ　業績目録 

2a　論文

2006:10:「崎陽諏訪明神祭祀図の魅力」（『秘蔵！長崎くんち絵巻　崎陽諏訪神社祭祀図』，pp.7 ～ 14，

長崎文献社）

2006.12:「『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）

2007.3：「コメント　このセッション（『第二セッション　アジアと日本』）から学んだこと」（長田謙一

監修『戦争と美術』，pp.169 ～ 175，美術出版）

3a　調査・発掘調査報告書

2007.3:「ブレーメン海外博物館蔵『江州蒲生郡庄村高木村検地図巻』について」（『滋賀大学経済学部

附属史料館研究紀要』，pp.27 ～ 46，宮坂正英氏と共著）

3b　自治体史・史料集など

　2007.3:『千葉県史	通史編　近世１』の監修および，「第１編第 1 章　総説・房総の近世」，「第１編第

　３章　安房の地域特性」，「第 2 編第１章　総説・支配の諸相１」，「第 3 編第 1 章　総説・支配の諸

　相２」，「第 3編第２章　幕府領」を執筆

４　展示図録

　2007.3:「第 3 部　一長崎」（pp,94 ～ 99），「『丸山遊女』と『異国人物』」（pp.114 ～ 116）（『西のみや

　こ　東のみやこ－描かれた中・近世都市－』国立歴史民俗博物館）

くるしま
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６　歴史系総合誌『歴博』，友の会ニュースなど

　2006.9：「第３展示室がどのように変わるか？」（『歴博』138 号，pp.19 ～ 23，国立歴史民俗博物館）

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，本年度中には論文としては発表できなかったが，ドイツのブレーメン海外博物館

蔵の「江州蒲生郡庄村高木村検地図巻」の写真を見たことがきっかけで，文政年間に 10 年にもわたって行

われた境界争論について史料紹介を行った。その過程で，それぞれの村に残されてきた史料調査を行って，

争論の経過を明確にすることができただけでなく，近世後期の地域社会の様相について知見を広げることが

できた。

千葉県史の通史編でも，相給村落や幕府領の部分を執筆したが，そのなかで房総の地域社会の特質につい

て検討した。

（2）については，これまで精査することができなかった大阪府立中之島図書館蔵の「崎陽諏訪明神祭祀図」

の詳細な画像を得て，その特色について検討したほか，その成果を，長崎歴史文化博物館で開催された特別

展示『くんち 372 年展』の記念講演でも公表した。

（3）については，昭和館・遊就館など戦争博物館の展示についてジェンダーの観点から批判的に検討する

機会を得た（ワークショップ）ほか，国際フォーラム「歴史展示のなかのジェンダー」を開催して，当館の

これまでの企画展示についてもジェンダーの視点から批判的に検討することができた。大英博物館の新しい

日本展示をめぐるワークショップに参加し，海外における日本文化の表象の問題についても研究できた。

（4）については，講演などを行う機会に，これまでの実践をまとめることができた。

来年 3 月の第 3 展示室リニューアルオープンに向けて準備が本格化している。これまでの表象研究およ

び近世史研究の成果を生かしつつ，具体的な展示をつくりあげていくことが今年度の課題である。

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
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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 ｣（研究代表）

２. 本館基幹研究「唱導文化の比較研究」進行管理者（副代表）

３. 科研費基盤研究（B）「呪術・呪法の系譜と実践に関する総合的調査研究」（代表者）

【学会発表】

　「呪法書からみた近世日本の呪術実践」（日本宗教学会第 65回学術大会，東北大学，9月 17日）

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）

中央大学非常勤講師（民俗学／民俗学概論）

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（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

Ⅱ　業績目録 

１　	著書

　『伝承歳時記』（単著，239 頁），飯塚書店，10月

2a　論文　

　2006.4：「陰陽道と和歌」（花部英雄ほか編『和歌をひらく（第４巻）和歌とウタの出会い』，pp.143 ～

160, 岩波書店）

　2006.7：「「語り」と民俗調査－伝承が立ち上がる場についての覚書－」（『村山民俗』20 号，pp.17 ～

22, 村山民俗学会）

　2006.8：「民俗信仰の領域」（『日本民俗学』247 号，pp.101 ～ 124, 日本民俗学会）

　2007.3a：「呪術・呪法の記録と分析－実践過程把握のための試論－」（『呪術・呪法の系譜と実践に関す

る総合的調査研究』（科研報告書），pp.7 ～ 11）

　2007.3b「「話」という方法－小井川潤次郎と仲間たち－」（『口承文芸研究』30号，pp.142 ～ 149，日

本口承文芸学会）

2b　研究ノート

　2006.7：「解説」（『宮田登	日本を語る（第６巻）カミとホトケのあいだ』，pp.191 ～ 196，吉川弘文館）

　2007.3：「三世相小考－近世陰陽道書分析の一環－」（『呪術・呪法の系譜と実践に関する総合的調査研究』

　（科研報告書），pp.13 ～ 16）

2c　書評

こいけ
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　2006.6：書評「原田敏明著『宗教・神・祭』」（『宗教研究』348 号，pp.195 ～ 199，日本宗教学会）

５　学会・外部研究会発表要旨

　2007.3：「呪法書からみた近世日本の呪術実践」（『宗教研究』351 号，日本宗教学会，pp.432 ～ 433，

　　東北大学）

７　その他

　「地域の歴史をたどる～青森県史から～（31）下北郡の民俗（下）　文化の源の海」『デーリー東北』　　

　2006 年 6月 26日

Ⅲ　研究状況・研究広報

本館に着任してから 4 年が過ぎ，節目の時期を迎えつつあると感じている。それは幾つかの共同研究等

のとりまとめの時期にさしかかっていることに加えて，従来の研究上の問題意識に新たな角度からの調査検

討を行うことを開始したからでもある。以下，１. 共同研究の終了にむけて，２. 歴史系博物館における民俗

研究の発信，３. 筆記史の基礎研究，の３項目に分けて研究の状況を振り返ることとする。

１.【共同研究の終了にむけて】

研究代表を務めてきた「日本における民俗研究の形成と発展に関する基礎研究」が最終年度を迎えた。こ

れは「民俗学史」の調査・研究を通して，21 世紀の民俗学が何を期待され，それにどのようにこたえるこ

とができるか，を探るものでもあった。最終年度も 4 回の研究会を開催し，併せてゲストスピーカーを招

いて積極的に討論を拡大するように努めた。この成果を歴博フォーラムのかたちで改めて問うことを共同研

究のメンバーとともに模索している。また時期が重なるが科研費による「呪術・呪法の系譜と実践に関する

総合的調査研究」も最終年度を迎え，報告書を刊行することができた。こちらは古代史や考古学との協業を

図る意図のもと，「まじない」を学術的にとらえる枠組みを模索するとともに，木簡や呪法書の集成，分析

を通して新たな知見を生み出す土壌を作ろうとした。最終年度は研究会開催は 1 回にとどまったが，今後

もこの種の研究を継続していく必要性を感じている。

２.【歴史系博物館における民俗研究の発信】

館内で展示委員会と広報委員会の両方に属し，自ずと本館の研究成果の発信について考える機会が多く

なった。また総合展示第 4 室リニューアルについても緊縮された予算のなか，新たな民俗展示，それも歴

史系研究博物館におけるそれはどのようなものであるべきか，について考究を重ねた。そのなかで，歴史的

世界への入り口としての民俗という位置づけをさらに深めていく必要性を感じている。また博学連携におい

て児童・生徒と展示物との間にどのような対話あるいは相互交流を構築するべきか，を実際の学校見学にお

けるナビゲーターあるいは講師を務めるなかで模索した。これらは，次年度以降，テキスト化して相互批判

の舞台にのせていく必要があると考えている。

３.【筆記史の基礎研究】

読み書き技能の民俗文化における位相が，主要な研究テーマのひとつであるが，今年度は特に近代におけ

る花形の筆記具であった万年筆についての具体的な調査を開始した。日本近代における万年筆は轆轤技術や

金属加工技能に支えられ，徒弟制度のなかで職人が育てられ，多くの群小メーカーが存在していた。これら

の調査研究は従来は一部の篤志家に委ねられている面が少なくない。今年度は富山県高岡市，長野県上田市，
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静岡県静岡市等で製造販売に関わる聞き取りを行ったほか，東京都北区における製造業の現在的状況につい

ても調査を行った。いずれも初歩的な段階にとどまるものではあるが，今後，資料調査や技術継承面の観察

を併せることによって筆記からみた日本の近代を再考していくことができると考えている。

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

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】博士（文学），2006

年 7 月，京都大学文学部【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. 機構連携研究「武士関係資料の総合化」（予備的研究，研究代表）において国際研究集会「資料に見る

武士・騎士のイメージ」（2006.12）を開催し，司会を務めた。

２. 本館共同研究「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」（館内事務担当者）におい

て，韓国の博物館における音声ガイド等のコミュニケーションツールに関する調査を行った。

３. 本館共同研究「東アジア比較建築文化史」（館内事務担当者）において，国際シンポジウム「日韓比較

建築文化史の構築－宮殿・寺院・民家－」（2006.12）で一部の司会を務めた。

４. 韓国国立民俗博物館との学術交流研究会（於韓国，2006.10）において，館蔵資料の調査研究成果に基

づき，「洛中洛外図屏風（歴博甲本）に見る中世末期の社会」の口頭報告を行った。また，同研究会（於歴博，

2006.12）において，司会を務めた。

５. 資料情報収集の成果に基づいて制作した中世制札データベースを公開した。

６. 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）の検討結果に基づき，中世地方

都市データベースの制作に着手し，フォーマット作成および情報収集と入力を行った。

７. 資料の収集・調査の成果として企画展示「西のみやこ	東のみやこ」を開催した（副代表）。洛中洛外図

屏風など京都関係の資料と体験コーナーの企画を担当し，また図録を刊行した（2007.3：企画展示図録

『西のみやこ	東のみやこ』，共著）。

二　教育活動

１　教育

　大学院指導：歴史展示研究 B，都市社会論Ｂ，集中講義Ｃ「博物館とは何だろう」（総研大レクチャーを

　　　兼ねる），基礎演習Ⅰ・Ⅱ

こじま
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２　博物館教育

　博物館研究プロジェクト

　（報告書　2007.3：『博物館研究プロジェクト報告　れきはくにいこうよ 2004-2005』（共著））

三　博物館活動

　３　各種委員

　　博物館活動委員会　委員長，年報編集委員会　委員，図書部会　委員

　４　歴民研修委員，講師

　　歴民研修委員会　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」

四　社会連携

１　館外における各種委員

　文化庁平城宮跡大極殿内部活用委員

　五所川原市遺跡整備検討委員（十三湊部会）

２　館外講演・カルチャーセンター・出前授業

　「資料の収集」『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，同センター，5月）

　「守山の中世城館－村と土豪－」（守山市埋蔵文化財センター，同センター，11月）

　「文献および地籍図による城館趾の調査」（奈良文化財研究所，同研究所，12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）

３　マスコミ

「戦国時代，旅籠に『協定料金』」（読売新聞 2006.12.1）

「書評『十三湊遺跡－国史跡指定記念フォーラム－』六一書房刊」（東奥日報 2006.10.2）

Ⅱ　業績目録 

2b　研究ノート

2006.9「歴史博物館における展示と教育」（『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Ⅱ－』，129 ～ 138 頁）

2006.12「資料紹介『寛永十六年がれうた船渡海禁止高札』他」（『国立歴史民俗博物館研究報告』第

133 集，351 ～ 358 頁）

2007.3「中近世都市図の展開と洛中洛外図屏風」（企画展示図録『西のみやこ	東のみやこ』）

2007.3「七の社と床屋－歴博甲本の画像と諸本」（企画展示図録『西のみやこ	東のみやこ』）

６　歴史系総合誌『歴博』，友の会ニュース

2006.6 ～ 11「佐倉城の秘密①～⑥」（『協力校レター』2～７）

2007.2「世界の博物館	韓国国立民俗博物館」（『協力校レター』9）

2007.3「京都名所図屏風のこと」（『友の会ニュース』No.130，p.3）

７　その他

　2006.4「昔の人はどんな印（ハンコ）を使っていたの？」（『毎日小学生新聞』）

　2006.10「ダイノソアファクトリーを惜しむ」（『ミュゼ』vol.78	p.14）
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　2007.1 ～ 3「ブログ『みやこ展の日々』」1～ 14

Ⅲ　研究状況・研究広報

これまでの，中近世の都市史関係の仕事と , 博物館教育および歴史展示関係の仕事に加え，国際交流や比

較史の分野の仕事が増えてきました。

まず都市史関係では，これまでの調査をふまえて，中世制札データベースを公開し，中世地方都市データ

ベースの作成に着手しました。

企画展示「西のみやこ	東のみやこ」の開催にあたっては，館蔵の洛中洛外図系屏風 7 点など，主に京都

関係の絵画資料を検討しました。これまで洛中洛外図屏風の研究は，狩野永徳の作として著名な上杉本に偏

る傾向がありましたが，展示に向けて他の館員と共に行った個別画像などの研究を通じて，当館の甲本が歴

史資料として極めて高い価値を持つことや，研究の手薄だった江戸期の作品についての画像の比定を進めた

こと，また，洛中洛外図屏風の変遷について，16 世紀の発生期から幕末の終末期まで，系統的に資料の意

味を位置づけたこと，といった成果がありました。これらについては，展示と図録，およびホームページな

どの手段で公表しています。

博物館教育や歴史展示の問題としても，このような絵画資料をどう扱うかという問題，特に屏風のような

大画面の構成やそこに描かれた個々の画像の意味をどのように読み解いていくか，という問題について，実

践的に検討を加えることができました。読み解きパネル，床面の地形図とセットにした立体展示，タッチパ

ネルなどの電子メディア，パズル，クイズ，めくりなどの体験展示などによって，単純に絵画を陳列する展

示とは異なった，歴史資料としての内容理解を中心にした展示を試みました。ホームページやポッドキャス

ティング，ブログといった，展示室外のメディアとも連携して，資料公開と内容の理解を図るようにした点

も新たな工夫です。ＰＤＡなどの，個人単位で持ち歩く電子メディアの活用については，共同研究において

も検討しています。この他，協力校との実験授業で，特に高校生向けのプログラム開発を進めています。

国際交流や比較史については，これまで進めてきた日欧の武士・騎士の比較研究を機構連携研究の一環と

して進め，フランスとの国際研究集会を歴博で開催したほか，日本の西洋史研究者なども交えて，日常的な

研究会の開催を行えるようになった点は大きな進歩でした。これまで乏しかった，国内での日本史と西洋史

の対話が進むことは，双方に利益があることを確認しました。

韓国国立民俗博物館との交流では，洛中洛外図屏風の画像について報告しましたが，このような風俗画的

な絵画資料による比較研究は大きな可能性があるように思われます。建築史の共同研究と国際研究集会にも

出席しましたが，これについても，たとえば宮殿の構造と王権のあり方など，比較史的に興味深いテーマが

あることに気がつきました。

西洋とアジア双方との比較によって，日本史を相対化する試みを続けていきたいと考えています。

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

こせと
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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費補助金・若手研究（B）「胎土仲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）代表者として韓国京機道および全羅道の陶磁窯址の調査をおこなった。（7

月 15日～ 7月 18日）

　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・ジャパンで開

催された研究会（12月 16日）での議論をもとに文化財構成物質の収集および調査をおこなうとともに，

当館において錦絵，壁画顔料，長崎青貝細工の非接触測定を試みた（2月 7日～ 2月 9日）。

　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」研究分担者として国立民族学博物館での研究会（1月26日）に参加し，研究討論をおこなっ

た。

　4．	「敦煌莫高窟の保護に関する日中共同研究（第五期）」協力者として東京文化財研究所で開催された研

究会（3月 8日，6月 1日）に参加し討論をおこなった。

三　博物館活動

　１　歴博講演会

　　第 263回歴博講演会「古今東西にせもの史－唐三彩からモナリザまで」11月 12日，歴博講堂，報告

Ⅲ　研究状況・研究広報

前年度から引続き，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おこなった。博物館において，生物生息調査や温湿度などの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。この観点からも，国立歴史民俗学博物館などとの生物

生息調査をも含む連携研究が正式にスタートし，また，当館内においても館長リーダーシップ支援経費によっ

て館蔵資料状態調査をおこなうことができたのは，具体的な対処法や管理・修復への体制構築に向けての基

礎がためとして有意義であった。

また，陶磁器に関しては，韓国主要窯址の調査をおこない，前年度に引続き胎土中のジルコンの成分組成

による産地推定をおこなった。本年度は特に，本手法確立のために，この手法と従来の手法との関係を確認
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するため，胎土中の元素分析をおこない，ジルコニウムとランタナム，バリウムとバナジウムの比較による

分類を試みた。

平成 19年度は，これらをもとに形としてまとめ，随時発表していく予定である。

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 3 月【所属学会】日本考

古学協会，考古学研究会，日本文化財科学会，AMS研究協会【専門】考古学，先史時代，近世近現代考古学【主

な研究テーマ】縄紋時代／ JOMON	period，炭素 14年代測定／ radiocarbon	dating，土器／ Pottery

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 ｢歴史資料における年代測定の活用法に関する総合的研究 ｣（2006 ～ 2008 年度，研究

代表今村峯雄）に研究分担者として参加。

　　その成果として研究報告 137 集に，三輪野山貝塚の層位形成過程の事例研究と，縄紋時代前半期の

年代研究について論文をまとめた。

２．本館基盤研究「縄文・弥生集落遺跡の集成的研究」（2005 ～ 2007 年度 , 研究代表者藤尾慎一郎）に

研究分担者として，2006/5/27 歴博，7/15-16 歴博，9/23-24 石川県小松市八日市地方遺跡現地研究会，

2007/3/24-25 大阪府弥生文化博物館の研究会に参加した。

３．本館個別共同研究「愛媛県上黒岩遺跡の研究」（2004 ～ 2006 年度 , 研究代表春成秀樹）管理進行者

として，現地周辺環境調査および研究会や，資料の写真撮影を行った。

　　2006/11/1-2　愛媛県埋蔵文化財センター・上黒岩考古館（現地調査），2007/1/19 全体研究会（歴

博）。3 月にはパリノサーヴェィ社の協力により石質調査を行った。成果については，歴博フォーラム，

れきはくプロムナードで公開した。2008 年を目標に研究報告へまとめることとした。

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」（2005 ～ 2006 年度 , 研究代表者小林謙一）で，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，堅穴住居埋没過程の年代測定のため福島県井出上ノ原遺跡

の発掘調査（7/13,8/3-8/31）を行った。また，測定において，東京大学大学院工学研究系MALT（2006

年度下半期）との共同研究とした（9/21 採択）。特に井出上ノ原遺跡の発掘調査成果は，本館新収展ミ

こばやし



284

ニ企画展示で公開した。成果は科研費成果報告として刊行した。

５．文部科学省科学研究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－」（2004 ～ 2008 年度 , 研究代表西本豊弘）の研究分担者として，弥生農耕の起源にか

かわる年代測定研究を日本近畿地方･東日本中心に行った。

　　2006/4/15　分担者会議（国立歴史民俗博物館）。

　　2006/2/12　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。他に，試料採取などで，下記の調査を行った。

　　2006/6/21-22　鹿児島県黎明館（11/8 補足調査），屋久島森林管理所の屋久杉試料調査・採取。

　　2006/6/26　静岡県浜松市の資料調査（浜松市教育委員会）

　　2006/7/1-2　石川県真脇遺跡の土器付着物観察と試料採取（能都町教育委員会）

　　2006/7/5　沼津市葛原沢遺跡・カーゴ平埋没林の資料調査（沼津市埋蔵文化財センター・中伊豆町

　　歴史民俗資料館）

　　2006/7/7-8　滋賀県現地研究会（安土城考古博物館・滋賀県文化財保護協会）

　　2006/7/19-20　静岡県浜松市蜆塚貝塚・愛知県名古屋市玉ノ井遺跡の試料採取（浜松市立博物館・

　　見晴台考古館）

　　2006/7/24　岡山県岡山市南方遺跡の試料採取（岡山市埋蔵文化財センター）

　　2007/3/22　神奈川県大和市上草柳遺跡ほかの試料採取（大和市教育委員会）

６．韓国ウリ研究院（昌原市）の土器型式研究方法および年代測定研究指導の委嘱を受け，2007/3/28 ～

4/2 日まで遺跡視察や年代測定試料採取などを行った。

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，2006/4/6，5/26，2007/3/4 に高エネルギー研（KEK）で研究会をおこなった。また，

縄紋土器の粒径分析を行った。

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）の研究協力者として，2006/6/29　研

究会（東京大学），10/30-11/1（八戸市・田舎館村・木造町）に参加し，11/25-26 一般講演（東京大学）

「勝坂式土器文化と阿玉台式土器文化の接触」を行った。

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，縄文集落および弥生年代測定遺跡の GIS を用いた空間分析を担当し，

2006/5/13 うちあわせ（京都），9/1-3 福島県，11/3-5 愛媛県・高知県で，縄文集落立地に関する資料

調査，神戸市埋蔵文化財センターで縄文弥生移行期の遺跡立地調査を行った。今年度の成果として，「南

西関東地方における縄文中期集落分布の空間分析」を報告した。

10．学術振興財団科学研究補助金基盤Ｃ「同位体分析による再葬墓造営集団の集合形態と移入者の研究」

（2006 ～ 2008 年度，研究代表者小林青樹）の研究分担者として，浜松市蜆塚貝塚の土器付着物の年代

測定を行った。

11．新収資料展ミニ企画「福島県井出上ノ原遺跡の調査」（2007/1/10-2/12）において，上記 4 での発掘

調査成果を速報展示した。
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12．第 58 回歴博フォーラム「縄文時代のはじまり－愛媛県上黒岩遺跡の研究成果－」（2007/1/20，歴

博講堂）を開催し，上記 3の研究成果を公開した。

13．れきはくプロムナード「縄文時代のはじまり－愛媛県上黒岩遺跡の研究成果－」（2007/1/17-2/25）

を開催し，上記３の研究成果を公開した。関連して，ギャラリートーク（1/21，27，2/18，24ほか）を行っ

た。

14．人間文化研究資源の共有化推進事業として「落合計策縄文時代遺物コレクション」のデータベース

作成を行った。来年度に，ホームページに公開予定である。

15．館蔵資料調査として，考古整理室において，青森県大窪（大久保）遺跡出土縄文土器を中心に，土器

復元作業を行った。

16．歴博平成 19 年度企画展示「弥生はいつから !? －年代研究の最前線－」展示プロジェクト委員。展

プロ会議の他，資料調査として鹿児島県黎明館屋久杉，宮崎県西都原考古博物館「稲の来た道」展（以

上 11/8-9），大阪府四條畷市雁屋遺跡，和泉市池上曽根遺跡，奈良県田原本町唐古・鍵遺跡，京都府宇

治市宇治市街遺跡（以上 3/7-9）の資料調査を行った。

二　教育活動

２　博物館教育

　協力校体験授業　千葉県立盲学校　縄文土器の触察授業（6/27）

三　博物館活動

１　歴博講演会・歴博探検・くらしの植物苑

　歴博探検第 4期いにしえのデザイン「縄文時代の文様」（2007/2/10）

２　歴史系総合誌『歴博』関係

　№ 139「土器の始まりのころ」編集（歴博編集委員会）

四　社会連携

１　館外における各種委員

　青森県教育委員会埋蔵文化財発掘調査員（山田（2）遺跡・坂元（2）遺跡ほか）

２　館外講演・カルチャーセンタ・出前授業

　１．「AMS14C 年代測定による縄文時代の研究」「国立歴史民俗博物館における博物館教育の一例－盲学

　　　校生徒の触察による授業－」，8月17日，相双地区博物館連絡協議会・楢葉町教育委員会，楢葉町コミュ

　　　ニティーセンター，講演

　２．「遺跡調査技術研修」平成 18年度まほろん文化財研修 ,	8 月 18 ～ 20日 , 福島県文化センター白河

　　　館まほろん , 楢葉町公民館 , 講義

　３．「AMS14C 年代測定による縄紋・弥生時代研究最前線」二宮考古館出張講座『あきる野市の歴史は

　　　おもしろい－原始編－』，11月 18日，あきる野市中央公民館，講演

　４．「縄文時代の年代測定研究」2007 年 2 月 22 日，遺跡調査指導，青森県埋蔵文化財センター，講

　　　演

　５．「型式論講座－日本近世考古学の型式・編年研究」2007 年 3月 31日，研修，韓国ウリ文化財研究院，

　　　講演

３　マスコミ

こばやし
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　2006 年 5 月 13 日　愛媛新聞朝刊「久万高原・上黒岩岩陰遺跡　居住開始の年代特定　１万 4500 －

　　　1万 5000 年前　研究チーム」

　2006年6月25日　朝日新聞朝刊「こだわりレポート鈴木健輔が上黒岩岩陰遺跡を取材しました　年代，

　　　定説の 2000 年以前　5月の学会で公表 AMS用い判明」愛媛面

　2006 年 7月 2日　愛媛新聞朝刊「上黒岩遺跡　年代新説の行方　上　線刻礫　ビーナス像と時期接近」

　2006 年 7月 3日「　愛媛新聞朝刊「上黒岩遺跡　年代新説の行方　中　AMS法試料や出土状況で議論」

　2006 年 7月 4日　愛媛新聞朝刊「上黒岩遺跡　年代新説の行方　下　縄文草創期土器通じ再検討の動

　　　き」

　2006 年 8月 4日　福島民友朝刊「縄文住居跡の調査開始　国立歴史民俗博物館楢葉の井出上ノ原遺跡」

　2006 年 8月 15日　福島民友朝刊「楢葉で 17日文化講演会　国立博物館助手の小林さん講師」

　2006 年 8 月 23 日　福島民友朝刊「井出上ノ原遺跡 27 日現地説明会楢葉　国立歴史民俗博物館竪穴

　　　住居跡を調査」

　2006 年 8月 26日　福島民報朝刊「井出上ノ原遺跡に理解深めて　あす現地説明会　楢葉」

　2006 年 8 月 27 日　NHK 福島　６時 45 分のニュース　「楢葉町井出上ノ原遺跡で現地説明会　国立

　　　歴史民俗博物館小林謙一さん」

　2006 年 11 月 6日　高知新聞朝刊「東西土器文化が融合　縄文テーマにシンポ　工科大」

　2007年1月18日　愛媛新聞朝刊「久万高原国史跡　上黒岩岩陰遺跡出土　女神石　新たに2点　千葉・

　　　国立歴史民俗博物館　研究成果展で公開」	

　2007 年 1 月 21 日　愛媛新聞朝刊「久万高原・上黒岩岩陰遺跡　女神石は出産のお守り？　国歴博で

　　　研究中間報告　「世界的視点で評価を」	」

　2007 年 2月 24日　愛媛新聞朝刊「上黒岩フォーラムから研究は今　上　ビーナス像」

　2007 年 2月 25日　愛媛新聞朝刊「上黒岩フォーラムから研究は今　中　人骨」

　2007 年 2月 26日　愛媛新聞朝刊「上黒岩フォーラムから研究は今　下　隆線文土器」

　

Ⅱ　業績目録	

2a　論文

　小林謙一「関東地方縄文時代後期の実年代」『考古学と自然科学』第 54号　日本文化財科学会，pp.13

　　～ 33，11月

　小林謙一「縄紋時代研究における炭素 14 年代測定」『研究報告』第 133 集　国立歴史民俗博物館，　

　　　pp.51 ～ 70，12月

　小林謙一「縄紋時代前半期の実年代」『研究報告』第 137 集　国立歴史民俗博物館，3月，

　小林謙一・角田徳幸「三瓶火山の噴出物と縄文時代の AMS 炭素 14 年代測定」『島根考古学会誌』第　

　　　23集，島根考古学会，　pp.43 ～ 55，	5 月

　坂本稔・春成秀爾・小林謙一「大阪府瓜生堂遺跡出土弥生中期木棺の年代」『研究報告』第 133 集　国

　　　立歴史民俗博物館，pp.71 ～ 83，12月

　工藤雄一郎・小林謙一・坂本稔・松崎浩之「東京都下宅部遺跡における 14C 年代研究－縄文時代後期か
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　　ら晩期の土器付着炭化物と漆を例として－」『考古学研究』第 53 巻 4 号（212），考古学研究会，　　

　　　pp.56 ～ 76，3月

　工藤雄一郎・佐々木由香・坂本稔・小林謙一・松崎浩之「東京都下宅部遺跡から出土した縄文時代後半

　　　期の植物利用に関連する遺構・遺物の年代学的研究」『植生史研究』第 15 巻 1 号，pp.3 ～ 15，植

　　　生史学会，3月

2b　研究ノート

　小林謙一・坂本稔・新免歳靖・尾嵜大真・村本周三・小栗信一郎・小川勝和「流山市三輪野山貝塚にお

　　　ける 14C 年代測定研究」『研究報告』第 137 集，国立歴史民俗博物館，3月

　小林謙一「東日本における年代測定の成果」『弥生時代の新年代』弥生時代のはじまり第 1 巻　雄山閣

　　　pp.97 ～ 100，4月

　小林謙一「同位体分析による土器付着物の内容検討に向けて－考古学の立場から－」考古学リーダー 9

　　　六一書房，3月

　小林謙一「関東地方縄紋集落の暦年較正年代（2）－ SFC・大橋遺跡の年代測定補遺－」『セツルメント

　　　研究』５号，セツルメント研究会，pp.55 ～ 71，５月

　小林謙一「多摩丘陵・武蔵野台地を中心とした縄文時代中期前葉の時期設定（補）」『セツルメント研究』

　　　５号，セツルメント研究会，pp.83 ～ 88，5月

　小林謙一「2005 年学界動向　関連科学（年代測定）」『縄文時代』第 17号，縄文時代文化研究会，5月

　小林謙一「AMS14C 年代測定による縄紋時代草創期・早期の年代研究」『九州縄文時代早期研究ノート』

　　　第４号，九州縄文時代早期研究会，pp.10 ～ 14，11月

　小林謙一「縄紋竪穴住居跡のライフサイクルと時間」『ムラと地域の考古学』林謙作編，同成社，pp.47

　　　～ 59，11月

　村本周三・小林謙一・坂本稔・松崎浩之「AMS-14C 年代測定を用いた遺跡形成過程推定への取り組み」

　　　『研究報告』第 137 集，国立歴史民俗博物館，3月

　遠部慎・宮田佳樹・小林謙一・田嶋正憲・松崎浩之「炭素 14 年代測定に関するサンプリングの実践と

　　　課題－岡山県彦崎貝塚出土炭化材の 14C 年代測定－」『研究報告』第 137 集，国立歴史民俗博物館，

　　　3月

　今村峯雄・小林謙一・広瀬和雄・森原明廣「山梨県銚子塚古墳周溝出土木柱および樹木資料等の炭素年

　　　代」『研究報告』第 137 集，国立歴史民俗博物館，3月

3a　調査・発掘調査報告書

　NISIMOTO	Toyohiro・KOBAYASHI	Kenichi「The	age	of	Zaisanovka	7-Site」『Zaisanovka	7	Site-	

Excavation	in	2004-』DEPARTMENT	of	ARCHAEOLOGY，KUMAMOTO	UNIVERSITY	，	INSTITUTE	

of	MARINE	BIOLOGY，RUSSIAN	ACADEMY	of	 SCIENCE，FAR	EASTERN	BRANCH，	INSTIUTE	

of	HISTORY，ARCHAEOLOGY	and	ETHNOGRAPHY	of	 the	PIOPLE	of	 the	FAR	EAST，RUSSIAN	

ACADEMY	of	SCIENCE，FAR	EASTERN	BRANCH	，pp.69 ～ 70，	December	2005

　小林謙一・今村峯雄・坂本稔・陳建立・小林圭一「山形県高瀬山遺跡出土土器付着物の 14C 年代測定」

『高瀬山遺跡（HO 地区）発掘調査報告書』山形県埋蔵文化財センター調査報告書第 145 集　pp.487

～ 493　2005 年 3月

こばやし
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　小林謙一・坂本稔・尾嵜大真・新免歳靖・松崎浩之「佐倉市太田長作遺跡出土試料の 14C 年代測定」『太

田長作遺跡（第 2 次）特別養護老人ホームはちす苑増築に伴う埋蔵文化財調査』財団法人印旛郡市

文化財センター発掘調査報告書第 222 集，社会福祉法人愛光，財団法人印旛郡市文化財センター，

pp.201 ～ 206，2005 年 3月

　小林謙一・坂本稔・尾嵜大真・新免歳靖・松崎浩之「出雲市筑山遺跡出土試料の 14C 年代測定」『築山

遺跡Ⅰ』県道出雲三刀屋線改良事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書，島根県出雲市土木建築事務所，

出雲市教育委員会，pp.112 ～ 116，2005 年 12 月

　小林謙一・坂本稔・尾嵜大真・新免歳靖「第 5 節　田向冷水遺跡出土土器付着物の 14C 年代測定」『田

向冷水遺跡Ⅱ』八戸市埋蔵文化財調査報告書第 113 集，《第 1分冊　本文編》田向土地区画整理事業

に伴う発掘調査報告書 2，青森県八戸市教育委員会，pp.86 ～ 94，2006 年 3月

　小林謙一・坂本稔「第 3章	志摩城跡出土遺物の自然科学分析	1. 千葉県多古町志摩城遺跡出土土器付着

物の 14C 年代測定」『志摩城跡・ニノ台遺跡Ⅰ－経営体育基盤整備事業島地区に伴う発掘調査報告書－』

（財）香取郡市文化財センター調査報告書第 99 集，財団法人香取郡市文化財センター，pp.106 ～

108，2006 年 3月

　小林謙一・遠部慎「第 4 章	理化学的分析	第 1 節	青森県田代遺跡出土炭化材の 14C 年代測定」『田代遺

跡	－県道八戸大野線道路改良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 413

集，青森県教育委員会，pp.156 ～ 161，2006 年 3月

　国立歴史民俗博物館	年代測定研究グループ「神奈川県三浦市赤坂遺跡出土試料の 14C 年代測定」『赤

坂遺跡－天地返しに伴う第 11 次調査地点の調査報告－』	三浦市埋蔵文化財調査報告書第 17 集，	

pp.111 ～ 117，2006 年 3月

　小林謙一・小林圭一「山形県内遺跡出土試料の 14C 年代測定と較正年代の検討」『研究紀要』第 4 号

2006.3，財団法人山形県埋蔵文化財センター，pp.125 ～ 130，2006 年 3月

　小林謙一・坂本稔・遠部慎・宮田佳樹・松崎浩之「8	研究報告	岩手県北上市飯島遺跡出土試料の 14C 年

代測定」『北上市埋蔵文化財年報（2004 年度）』北上市立埋蔵文化財センター，pp.23 ～ 28，2006

年 3月

　国立歴史民俗博物館・年代測定研究グループ「1	小反遺跡における AMS	–	14C 年代測定」『小反遺跡	発

掘調査報告書』山形県埋蔵文化財センター調査報告書第 148 集，財団法人山形県埋蔵文化財セン

ター，pp.52 ～ 53，	2006 年 3月

　小林謙一・坂本稔・尾嵜大真・新免歳靖・松崎浩之「東京都町田市忠生遺跡出土試料の 14C 年代測定

について」『忠生遺跡群　発掘調査概要報告書』東京都町田市，忠生遺跡調査会，pp.133 ～ 138，	

2006 年 3月

　遠部慎・小林謙一・宮田佳樹・田嶋正憲「附章 13	岡山県彦崎貝塚出土遺物の炭素 14 年代測定結果に

ついて」『彦崎貝塚－範囲確認調査報告書－』，	岡山市教育委員会，pp.326 ～ 330，2006 年 3月

　小林謙一他「3	北海道函館市臼尻小学校遺跡出土炭化材の 14C 年代測定」『函館市臼尻小学校遺跡』函

館市教育委員会	函館市埋蔵文化財事業団発掘調査報告書第 1 輯，一般国道 278 号函館市尾札部道路

改良工事用地内埋蔵文化財発掘調査報告書，函館市教育委員会，特定非営利活動法人函館市埋蔵文化

財事業団，pp.237 ～ 241，2006 年 3月
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　小林謙一・小林克「秋田県内出土試料の 14C 年代測定結果について」『研究紀要』第 20 号，秋田県埋

蔵文化財センター，pp.43 ～ 54，2006 年 3月

　小林謙一・春成秀爾・新免歳靖「第三節	島根県松江市山津窯跡遺跡出土炭化材の 14C 年代測定」『大井

窯跡群	山津窯跡・山津遺跡発掘調査報告書～一般道温情福富松江線（大海崎工区）新世紀道路ネット

ワーク整備事業（改良）に伴う発掘調査～』松江市文化財調査報告書	第 104 集，第 1分冊，	松江市教

育委員会財団法人松江市教育文化振興事業団，pp.469 ～ 471，2006 年 3月

　国立歴史民俗博物館・年代測定研究グループ「是川遺跡出土試料の 14C 年代測定」『是川中居遺跡』

５八戸市埋蔵文化財調査報告書第 111 集，青森県八戸市教育委員会，pp.119 ～ 125，2006 年 3月

　国立歴史民俗博物館・年代測定研究グループ「附編	浦尻貝塚における AMS	–	14C 年代測定」『浦尻貝

塚	2	』南相馬市埋蔵文化財調査報告書	第 1 集，	3 月，	福島県南相馬市教育委員会，pp.293 ～ 296，	

2006 年 3月

　小林謙一・遠部慎「第 4 節	青森県八戸市新田遺跡出土炭化材の 14C 年代測定」『新田遺跡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 410 集，青森県教育委

員会，pp.131 ～ 135，2006 年 3月

　小林謙一・坂本稔「第 6 節	土器付着物の 14C 年代測定」『近野遺跡Ⅸ－県立美術館及び県道里見丸山線

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 418 集，青森県教育委員会，	

pp.272 ～ 273，2006 年 3月

　小林謙一・春成秀爾・今村峯雄・坂本稔・尾嵜大真・新免歳靖・松崎浩之・中村俊夫・藤田三郎「唐古・

鍵遺跡，清水風遺跡出土試料の 14C 年代測定」『田原本町文化財調査年報 2004 年度』14，田原本町

教育委員会，pp.123 ～ 138，2006 年 3月

　坂本稔・小林謙一・新免歳靖・春成秀爾・中村俊夫・豆谷和之「奈良県唐古・鍵遺跡出土大型建物柱

根の炭素 14 年代測定」『田原本町文化財調査年報 2004 年度』14，田原本町教育委員会，pp.139 ～

146，2006 年 3月

　小林謙一・坂本稔・春成秀爾「建物柱材・井戸材・神像の 14C 年代測定」『青木遺跡』Ⅱ，島根県教育

庁埋蔵文化財調査センター，pp.505 ～ 510，2006 年３月

　学術創成研究グループ 2006「鹿児島県山ノ中遺跡の 14C 年代測定」『山ノ中遺跡』鹿児島県立埋蔵文化

財センター埋蔵文化財発掘調査報告書 103，2006 年３月

　国立歴史民俗博物館・炭素 14 年代測定グループ 2006「鹿児島県中ノ原遺跡の 14C 年代測定」『中ノ原

遺跡』鹿児島県立埋蔵文化財センター埋蔵文化財発掘調査報告書 103，2006 年３月

　藤尾慎一郎・小林謙一「長崎県深江町権現脇遺跡出土土器に付着した炭化物の炭素 14 年代測定」『権

現脇遺跡』深江町文化財調査報告書第２集，長崎県深江町教育委員会，pp.623 ～ 635，2006 年 3

月

　国立歴史民俗博物館・年代測定研究グループ「長崎県佐世保市門前遺跡出土試料の 14C 年代測定」『門

前遺跡』長崎県文化財調査報告書　第 190 集，pp.313 ～ 318，長崎県教育委員会，	2006 年３月

　国立歴史民俗博物館年代測定研究グループ・工藤雄一郎「下宅部遺跡出土土器付着物及び土器付着漆の
14C 年代測定」『下宅部遺跡Ⅰ』（下宅部遺跡調査団編），pp.301 ～ 311，下宅部遺跡調査会，東村山市，	

2006 年 3月

こばやし
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　藤尾慎一郎・小林謙一「第 5 章　自然科学分析　第 1 節　大分市玉沢条里跡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 次発掘調査報告－植田市民行政センター建設に

伴う発掘調査報告書－』大分市埋蔵文化財調査報告書　第 66集，pp.129 ～ 140 大分市教育委員会，	

2006 年３月

　小林謙一・坂本稔・松崎浩之「千葉県三直貝塚出土土器付着物の 14C 年代測定」『東関東自動車道（木更

津・富津線）埋蔵文化財調査報告書７－君津市三直貝塚－』千葉県教育振興財団調査報告第 533 集，

千葉県教育振興財団，pp.661 ～ 664，2006 年３月

　国立歴史民俗博物館・年代測定研究グループ（小林謙一・宮田佳樹・遠部慎・松崎浩之）「川原平（1）遺

跡出土土器付着物の 14C 年代結果」『川原平（1）・（4）遺跡－津軽ダム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 409 集，2006 年 3 月，青森県教育委員会，	pp.39 ～ 46，	

2006 年 3月

　国立歴史民俗博物館・年代測定研究グループ「H519 遺跡出土試料の放射性炭素年代測定（2）－北海道

札幌市 H519 遺跡出土試料の 14C 年代測定－」『H519 遺跡』札幌市文化財調査報告書 80』，札幌市

教育委員会，pp.44 ～ 49，2006 年 3月

　国立歴史民俗博物館・年代測定研究グループ「第 5 節	岩倉忠在地遺跡出土炭化物の 14C 年代測定」『岩

倉忠在地遺跡	同志社小学校建設に伴う発掘調査報告書』同志社歴史資料館調査研究報告第 6 集，同

志社大学歴史資料館，pp.119 ～ 122，9月

　年代測定研究グループ（小林謙一・村本周三）・富士見市（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（その２）」『富士見市立資料館要覧 2006』pp.31 ～ 35，12月

　国立歴史民俗博物館・年代測定研究グループ「大阪府池島・福万寺遺跡出土試料の 14C 年代測定」『池島・

福万寺遺跡』３　大阪府文化財センター，pp.361 ～ 373，	3 月

　国立歴史民俗博物館・年代測定研究グループ「卯ノ木南遺跡出土土器付着物の 14C 年代測定」『卯ノ木

南遺跡』津南町教育委員会（予定）

　小林謙一・遠部慎・宮田佳樹・松崎浩之・正木正洋「塚越遺跡の 14C 年代測定」『研究紀要』23 山梨県

立考古博物館・山梨県埋蔵文化財センター，pp.77 ～ 81，３月

　小林謙一・坂本稔・関口満・松崎浩之「茨城県土浦市内遺跡出土試料の 14C 年代測定」『土浦市立博物

館紀要』第 17号，土浦市立博物館，	pp.18 ～ 25，3月

　小林謙一・坂本稔・新免歳靖・武田和宏・松崎浩之「山形県山形市山形西高敷地内出土試料の 14C 年代

測定」『山形市埋蔵文化財調査年報』山形市教育委員会，pp.25 ～ 29，3月

　国立歴史民俗博物館・年代測定研究グループ（小林謙一）「大阪府上の山遺跡出土資料の 14C 年代測定『上

の山遺跡』Ⅱ（財）大阪府文化財センター調査報告書第 155集，pp.317 ～ 319，大阪府文化財センター，

3月

　国立歴史民俗博物館・年代測定研究グループ（小林謙一）「大阪府私部南遺跡出土試料の 14C 年代測定」『私

部南遺跡』Ⅰ（財）大阪府文化財センター調査報告書第 154集，pp.181 ～ 191，大阪府文化財センター，

3月

　小林謙一・今村峯雄・坂本稔「岐阜県揖斐川町塚奥山遺跡出土試料の 14C 年代測定」『塚奥山遺跡』岐

阜県教育文化財団文化財保護センター調査報告書第 103 集，pp.249 ～ 252，岐阜県文化財保護セン
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ター，3月

　小林謙一「青森県三内丸山（9）遺跡の 14C 年代測定」『三内丸山Ⅱ・三内丸山（9）』青森県埋蔵文化財調

査報告書第 434 集，青森県教育委員会，3月

　小林謙一「青森県潟野遺跡の 14C 年代測定」『潟野遺跡』Ⅱ，青森県埋蔵文化財調査報告書第 431 集，

pp.185 ～ 187，青森県教育委員会，3月

　国立歴史民俗博物館・年代測定研究グループ「高知県香美市刈谷我野遺跡の炭素 14 年代測定」『刈谷

我野遺跡』Ⅱ，香美市教育委員会，pp.101 ～ 105，3月

５　学会・外部研究会発表要旨

　小林謙一・春成秀爾・今村峯雄・西本豊弘「縄文時代草創期の炭素 14 年代測定」『日本考古学協会第

72回総会発表要旨』，日本考古学協会，pp.69 ～ 72，2006 年 5月 27日

　工藤雄一郎・小林謙一・坂本稔・松崎浩之・千葉敏朗「東京都東村山市下宅部遺跡における 14C 年代測

定」『日本考古学協会第 72回総会発表要旨』，日本考古学協会，pp.73 ～ 76，2006 年 5月 27日

　小林謙一・今村峯雄・春成秀爾・西本豊弘・坂本稔「縄文時代前半期における 14C 年代測定」『日本文

化財科学会，第 23回大会研究発表要旨集』日本文化財科学会，pp.64 ～ 65，2006 年 6月 17日

　遠部慎・小林謙一・宮田佳樹・尾嵜大真・新免歳靖・坂本稔・八木勝枝・松崎浩之「岩手県北上市大

橋遺跡の炭素 14 年代測定」『日本文化財科学会第 23 回大会研究発表要旨集』日本文化財科学会，

pp.100 ～ 101，2006 年 6月 17日

　小林謙一「AMS14C 年代測定を利用した竪穴住居跡研究－井出上ノ原遺跡の調査ほか－」『シンポジウ

ム縄文集落研究の新地平 4 －竪穴住居・集落調査のリサーチデザイン－』発表要旨，セツルメント

研究会，pp.18 ～ 19，2006 年 10 月 14日

　遠部慎・宮田佳樹・植田弥生・小林謙一・田嶋正憲 2006「水洗選別に現れるコンタミネーション－彦

崎貝塚の事例分析－」『シンポジウム縄文集落研究の新地平 4 －竪穴住居・集落調査のリサーチデザ

イン－』発表要旨　セツルメント研究会，pp.18 ～ 19，2006 年 10 月 14日

　小林謙一「AMS14C 年代測定による縄紋時代草創期・早期の年代研究」『The	60th	Annual	Meeting	of	

The	Anthropological	Society	of	Nippon	Abstracts』日本人類学会，p.21，2006 年 11 月 5日

　小林謙一「勝坂式土器文化と阿玉台式土器文化の接触－地域文化間の相互作用による文化変化－」『公

開研究発表会　異系統土器の出会い－土器研究の新しい可能性をもとめて－』科学研究費補助金（基

盤 B）「異系統土器の出会い」研究班，pp.41 ～ 54，2006 年 11 月 26日

　工藤雄一郎・佐々木由香・小林謙一・坂本稔・松崎浩之「東京都下宅部遺跡における遺構群の 14C 年代

と縄文時代後半期の種実利用の変遷」『日本植生史学会第 21 回大会講演要旨集』，日本植生史学会　

p.61，2006 年 11 月 25日

　遠部慎・宮田佳樹・小林謙一・植田弥生「貝層堆積過程の復元－貝塚出土試料におけるコンタミネーショ

ン－」『日本植生史学会第 21回大会講演要旨集』，日本植生史学会，pp.27 ～ 28，2006 年 11 月 25

日

　宮田佳樹・米田穣・住田雅和・遠部慎・小林謙一・パレオ・ラボ加速器年代測定グループ・扇崎由「安

定同位体を用いた弥生時代の食性研究」『日本植生史学会第 21 回大会講演要旨集』，日本植生史学会

pp.29 ～ 30，2006 年 11 月 25日

こばやし



292

　小林謙一「AMS14C 年代測定を利用した縄紋セツルメントのライフサイクルの研究」『2006 年度研究集

会資料集　縄文集落を分析する』山梨県考古学協会，pp.21 ～ 33，2006 年 12 月 10日

　小林謙一「縄紋土器編年とウイグルマッチング」『第４回高精度 14C 年代測定研究委員会公開シンポジ

ウム　14C ウイグルマッチング研究の現状および将来の展望』日本第四紀学会高精度 14C 年代測定研

究委員会，pp.36 ～ 62，2007 年 3月 17日

　小林謙一「楢葉町井出上ノ原遺跡における縄紋竪穴調査」『平成18年度（第49回）福島県考古学会大会』，

pp.12 ～ 15，2007 年 3月 18日

　Mineo	Imamura	，	Minoru	Skamoto	，	Hiromasa	Ozaki	，	Yoshiki	Miyata	，	Toshio	Nkamura	，	Hiroyuki	

Matuzaki	，	Takumi	Mitsutani	，	Shin-ichiro	Fujio	，	Ken-ichi	Kobayasi	，	Toshiyasu	Sinmenn	，	

Shin	Onbe	，	Hideji	Harunari	and	Toyohio	Nishimoto	　The	project	of	 the	Yayoi	chronology	and	

user-facility	relationships　Proceedings	of	 the	First	East	Asian	Symposium	on	Accelerator	Mass	

Spectrometry　EAAMS-1		University	of	Tsukuba	，	Tsukuba	，	Japan		26-27	January	2006		Tandem	

Accelerator	Complex	，	University	of	Tsukuba		Study	Group	of	Science	Creation	，	National	Museum	

of	Japanese	History		The	Japan	Society	for	AMS	Research		pp.82 ～ 87

　M.Sakamoto，K.Kobayashi，M.Imamura，Marine	Reservoir	Effect	Appeared	in	Charred	Materials	on	

Ancient	pottery『19th	International	Radiocarbon	Conference』，Keble	College	Oxford.UK

　S.Onbe，K.Kobayashi，Y.Miyata，S.Fujio，	From	Final	Jomon	to	Yayoi	period	according	to	AMS-14C	

dating	from	Lage	area	chronology：Carbonized	material	adhering	to	pottery	The	9th	symposium	of	

Japanese	AMS	Society		University	of	Tokyo，	20-21	October	2006	p.36

６　歴史系総合誌『歴博』，友の会ニュース

　「縄文時代の始まりを探る」『歴博』№ 139　国立歴史民俗博物館，p.1，11 月，

　「上黒岩の土器と石器－共同研究の成果から－」『歴博』№ 139　国立歴史民俗博物館　pp.4 ～ 5，	11

　　　月

　「れきはく井戸端会議」，歴史系総合誌『歴博』№ 141，p.31，3月

７　その他

　月刊ポプラディア　2007 年 4 月号「縄文時代と弥生時代－日本人の先祖がのこした大疑問－」「付録

ポスター　縄文時代の土偶　なぞがいっぱい」校閲

Ⅲ　研究状況・研究広報

研究の柱として縄文時代の年代測定研究を進めた。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，日本列島の縄文時代を主対象に，資料収集から測定結

果の解析について行った。その中でも縄文居住遺跡の研究として，福島県井出上ノ原遺跡の発掘調査を行い，

縄文中期竪穴住居の埋没時間を検討するための年代測定用試料を得た。今年度の調査成果については新収展

ミニ企画展示で速報展示を行った。また縄文時代各時期の年代に関わる論文を，縄文時代後期と前半期につ

いて発表した。
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縄文時代のはじまりについての研究として，共同研究「愛媛県上黒岩遺跡の研究」による，縄文時代草

創期の隆線文土器研究を行い，その成果を一般に向け，総合誌『歴博』「土器の始まるころ」特集号，第 58

回歴博フォーラムおよび，れきはくプロムナード「縄文時代のはじまり」で公開した。

国立歴史民俗博物館の常設展示では，縄文時代担当として，第一室列島各地の縄文土器，旧石器，石器制

作技術のコーナーについて，資料の入れ替えを行った。それに伴い福島県，栃木県，沖縄県，鹿児島県，東

京都，千葉県に返却・借用を行った。通常展示についても，最新の研究成果が現れるように部分的な変更を

続けたい。展示では，国立科学博物館本館改修計画「日本人と自然」コーナーの企画制作の助言を委嘱され，

縄文時代人やその生活ジオラマの復元について参画した。

縄文時代の研究としては，集落調査についても力を入れている。共同研究「縄文・弥生集落の集成的研究」

のほか，館外においても，「シンポジウム縄文集落研究の新地平」4，山梨県考古学協会研究集会で，縄文住居・

集落調査についての共同研究を進めている。

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専攻

1988 年修了【職歴】東京大学教養学部非常勤講師（1988 年），国立歴史民俗博物館情報資料研究部助手

（1988 年 7 月），同助教授（1999 年），総合研究大学院大学文化科学研究科助教授併任（2002 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情報資料研究系助教授（2004 年）【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。最終年度のまとめとして，これまで行ってきた銃身の分析や射撃実験の成

　果を，企画展示「歴史のなかの鉄炮伝来－種子島から戊辰戦争まで－」で公開した［2006.10-11］。

　2.　科研費・基盤研究（B）「江戸初期と幕末維新期における銃砲技術の伝統と革新に関する総合的研究」（代

　表：宇田川武久）により，鉄炮銃身の素材となる庖丁鉄の製法を明らかにするために，非接触温度測定装

　置とデジタル送風装置を用いて大鍛冶の再現にむけた実験を行った（2007.2）。この成果は日本文化財科

　学会第 24回大会（2007.6）で発表する予定である。

　3.　科研費・基盤研究（B）「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）研究分担者として釉薬の鉛同位体比分析結果を行い，報告書に執筆した。

　4.　リーダーシップ支援経費「三国時代青銅製品中の鉛同位体比を利用した産地推定の研究」（齋藤努・藤

さいとう
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　尾慎一郎）交流協定に基づく日本国立歴史民俗博物館－韓国國立中央博物館共同研究の一環として韓国の

　國立中央博物館を訪れ（2007.3），今後の研究計画について議論した。

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）

　総合研究大学院大学日本歴史研究専攻「分析調査論 B」「資料保存科学」「集中講義	資料調査法」担当

四　社会連携

１　館外における各種委員

　日本文化財科学会「考古学と自然科学」編集委員

Ⅱ　業績目録 
　

2a　論文

　2006.5「前近代大鍛冶工程の再現にむけた予備実験の結果について」（『考古学と自然科学』第 53 号，	

　pp.37 ～ 55［服部晃央，高塚秀治と連名］）

3a　調査・発掘調査報告書

2006.3「八戸市潟野遺跡出土 帯金具の鉛同位体比測定結果」（『青森県埋蔵文化財調査報告書第 412

集潟野遺跡　八戸南環状道路建設事業に伴う遺跡発掘調査報告書』p.214，青森県埋蔵文化財調査セ

ンター）

　2006.3「亀山古墳出土鉄資料の自然科学的調査」（『加西市埋蔵文化財報告 57　玉丘古墳群Ⅱ　亀山古

　墳 2・笹塚古墳』pp.137 ～ 138，兵庫県加西市教育委員会）

　2006.3「亀山古墳出土青銅鏡の鉛同位体比測定」（『加西市埋蔵文化財報告 57　玉丘古墳群Ⅱ　亀山古

　墳 2・笹塚古墳』pp.139 ～ 140，兵庫県加西市教育委員会）

　2006.11「丹摩古墳出土鉄関連遺物の自然科学的調査」（『美作町史　資料編Ⅰ』pp.303 ～ 320［田口勇，

　高塚秀治，平井昭司，穴澤義功，東潮，藤尾慎一郎と連名］）

2c　辞書

2007.1「金属器の歴史」「原材料と製作技術」「青銅器」「鉄器」「その他の金属器」『考古学ハンドブック』

p.164，p.165，pp.166 ～ 167，pp.168 ～ 169，pp.170 ～ 171，小林達雄編，新書館

4　展示図録

　2006.10-11「科学の目で見た鉄炮」（国立歴史民俗博物館企画展示『歴史のなかの鉄炮伝来－種子島か

　ら戊辰戦争まで－』展示図録	pp.90 ～ 93）

5　学会・外部研究会発表要旨

　2006.6「韓国嶺南地域出土資料，東大所蔵楽浪土城出土資料，宮内庁所蔵資料などの鉛同位体比測定

　結果」（『日本文化財科学会第 23回大会研究発表要旨集』	pp.94 ～ 95，東京学芸大学［土生田純之，　

　亀田修一，横尾正彦，鄭仁盛，高田貫太，風間栄一，藤尾慎一郎，柳昌煥，趙榮濟と連名］）

　2007.2「敦煌莫高窟含鉛顔料的鉛同位素比値分析」（東京文化財研究所－敦煌研究院保護研究所『敦煌

　壁画の保護に関する共同研究』, 東京文化財研究所［趙林毅，谷口陽子，范宇権，于宗仁と連名］）
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6　歴史系総合誌『歴博』，友の会ニュース

　2006.9　「れきはく井戸端会議（ホームページリニューアル）」歴史系総合誌『歴博』	138 号，p.31

　2006.9「企画展示「歴史のなかの鉄炮伝来－種子島から戊辰戦争まで－」」国立歴史民俗博物館友の会

　ニュース 127，pp.1 ～ 2	

　2007.1　「れきはく井戸端会議（企画展示『歴史のなかの鉄炮伝来』）」歴史系総合誌『歴博』	140 号，p.31

7　その他

　2006.4　モノが語るヒトの営み「金属製品から見る①　皇朝十二銭　国づくり・金づくり」，（『日経サ

　イエンス』36（4），pp.50 ～ 53）

　2006.5　モノが語るヒトの営み「金属製品から見る②　大判小判　黄金色にあこがれて」，（『日経サイ

　エンス』36（5），pp.70 ～ 73）

　2006.6　モノが語るヒトの営み「金属製品から見る③　鉄炮　20 年で普及した鉄製品」，（『日経サイ

　エンス』36（6），pp.46 ～ 49）

　2006.9　歴史の時間 77「武士のかぶとにはどんな形があるの？」（『毎日小学生新聞』9月 29日）

　2006.10　歴史の時間 78「最初の鉄砲はポルトガル人が伝えたんでしょ？」（『毎日小学生新聞』10 月

　6日）

　2006.10　歴史の時間 79「鉄砲は種子島から全国に伝わったんだよね？！」（『毎日小学生新聞』10 月

　13日）

　2006.10　歴史の時間 80「鉄砲は伝えられてからすぐ戦いに使われた？」（『毎日小学生新聞』10月 20

　　日）

　2006.10　歴史の時間 81「戦国時代の日本に潜水艦があった？」（『毎日小学生新聞』10月 27日）

Ⅲ　研究状況・研究広報

基盤研究の最終年度にあたり銃砲の製作および運用技術の研究成果を企画展示で公表した。基盤研究およ

び企画展示の館内事務と広報を担当し，テレビ，新聞，雑誌など各種メディアへの掲載をはかった。また当

館の初めての試みとして，ホームページ上で企画展示関連のポッドキャスティングとブログを開設して広報

を行った。

リーダーシップ支援経費による，韓国國立中央博物館との青銅器原料産地に関する共同研究の発足が合意

された。

前年度に引き続き，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，その再現に向けた実験を行った。今回はビデオサーモグラフィーの装置を導入し，

またデジタル送風機を用いて，風量と炉内の温度分布をモニターしながら操業を行った。前回とほぼ同じ生

成物を得ることはできたものの，炉内の形状や送風の変化が操業結果に大きな影響を与えることがわかり，

今後に課題を残した。結果は 2007 年 6 月の日本文化財科学会大会で発表する。なおこの研究は次年度以

降も継続する。

さいとう
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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　　

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

　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－」（代表・西本豊弘）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 19th	

International	Radiocarbon	Conference（Sakamoto	et	al.,	2006.4），日本考古学協会第 72回総会（藤尾ほ

か 2006.5），日本文化財科学会第 23回大会（坂本ほか 2006.6）にて発表した。

二　教育活動

２．博物館教育

	「放射性炭素年代測定について」，『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 14日

３．マスコミ

	 2006.10：「歴史・科学捜査団」，『チャレンジ未来アドベンチャー 6年生』，ベネッセコーポレーション，

　pp.28 ～ 29

大鍛冶の再現実験の様子
（炉の手前がビデオサーモグラフィー，

奥がデジタル送風装置）

「鉄炮伝来」展におけるイベント
（国友鉄砲研究会による火縄銃の演武）
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Ⅱ　業績目録 

2a　論文

　2006.12：「大阪府瓜生堂遺跡出土弥生中期木棺の年代」（『国立歴史民俗博物館研究報告』133，pp.71

　～ 83，・春成・小林と共著）

2b　研究ノート

　2006.8：「炭素 14年代と較正年代－精確な年代推定」（『化学と工業』54-8，pp.440 ～ 441）

3a　調査・発掘調査報告書

　国立歴史民俗博物館・年代測定研究グループ 2006.9：「岩倉忠在地遺跡出土炭化物の 14C 年代測定」（『同

志社歴史資料館調査研究報告』第 6集，pp.119 ～ 122，同志社大学歴史資料館）

５．学会・外部研究会発表要旨

　2006.4：「Marine	Reservoir	Effect	Appeared	in	Charred	Materials	on	Ancient	Pottery」，『19th	Inter-　

　national	Radiocarbon	Conference』，	Keble	College	Oxford.	UK（Kobayashi,	Imamura と連名）

　2006.5：「東京都東村山市下宅部遺跡における 14C 年代測定」，『日本考古学協会第 72 回総会』，東京学

　芸大学（工藤・小林・松崎・千葉と連名）

　2006.5：「九州の弥生早・前期の実年代」，『日本考古学協会第 72回総会』，東京学芸大学（藤尾・春成・

　小林・今村・尾嵜と連名）

　2006.6：「学術創成研究「弥生農耕の起源と東アジア」による高精度年代測定の集成」『日本文化財科

　学会第 23回大会』，東京学芸大学（学術創成研究グループとして）

　2006.6：「縄文時代前半期における 14C 年代測定」『日本文化財科学会第 23回大会』，東京学芸大学（小

　林，今村，春成，西本と連名）

　2006.6：「岩手県北上市大橋遺跡の炭素 14 年代測定」『日本文化財科学会第 23 回大会』，東京学芸大

学（遠部，小林，宮田，尾嵜，新免，八木，松崎と連名）

　2006.6：「竜ヶ崎 A 遺跡（滋賀県）の土器付着炭化物－西日本最古のキビの発見」『日本文化財科学会　

　第 23回大会』，東京学芸大学（宮田，遠部，今村，西本，小島と連名）

　2006.6：「高知県香美市刈谷我野遺跡の炭素 14年代測定」，『第 17回中四国縄文研究会』，高知大学（遠

　部，小林，宮田，松崎，松本と連名）

　2006.10：「Sample	preparation	for	14C-AMS	by	new	graphitization	system	installed	elemental	analyzer	

　at	laboratory	of	National	Museum	of	Japanese	History」，『9th	Symposium	of	Japanese	AMS	Society』，

　　University	of	Tokyo,	Japan（Wakasa,	Kodaira と連名）

　2006.11：「東京都下宅部遺跡における遺構群の 14C 年代と縄文時代後半期の種実利用の変遷」，『日本

　植生史学会第 21回大会』，東京大学（工藤，佐々木，小林，松崎と連名）

　2007.1：「茨城県牛久市観音寺における炭素 14 年代測定」，『第 19 回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』，名古屋大学（今村・若狭・松崎と連名）

７．その他

2007.3：「同位体分析による土器付着物の内容検討に向けて－自然科学の視点から－」，『土器研究の

新視点～縄文から弥生時代を中心とした土器生産・焼成と食・調理～』，大手前大学史学研究所編，

さかもと
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pp.100-111

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弥生時代開始期に関する研究，ならびに基盤研究による

歴史資料を対象とした炭素 14 年代測定を行った。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。

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関する研究／ Research	on	designing,	

documenting	and	evaluating	learning	environments，博物館のコミュニケーションデザインに関する研

究／ Research	on	designing,	documenting	and	evaluating	communication	in	museum

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		人文・社会科学振興プロジェクト研究事業V-3「文学・芸術の社会媒介機能」「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」（5月／イタリア，8月／新潟県）を実施。

　　　ワークショップの企画デザインと進行を担当。

　　・第五領域横断フォーラム＜ミュージアム＞「ミュージアムに未来はあるのか～その可能性と課題」

　　　　（6月 29日）において，「ワークショップが拓くコミュニケーション―共につくる場としてのミュー

　　　　ジアム」と題して研究報告を行った。

　　・越後妻有アートトリエンナーレ 2006 にて研究成果の展示「学びの繭」を実施（7 月 23 日～ 9 月
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　　　　10日）。

　　・越後妻有アートトリエンナーレ 2006 シンポジウム「お茶箱プロジェクト＠越後妻有で起こったこ

　　　　と－人文・社会科学の成果の社会還元としての展覧会という形式：その実践と評価」（以下の科研

　　　　との共催合同研究会）（8月 17日）パネリスト。

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－」（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「なりきりえまきプロジェクト」（5 月／イタリア）を実施。ワークショップの映

　　　　像記録を担当。

3）国立歴史民俗博物館基盤研究「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」（研究代表

　　・佐藤優香）研究代表として研究会の司会（8 月，12 月）をつとめ，ソウルの博物館における電子メデ

　　ィア活用の調査を実施した。

　4）国立民族学博物館「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」の共同研究員と

　　して，日本国際理解教育学会・国立民族学博物館共催　教員研修ワークショップ「博物館を活用した国

　　際理解教育」（7月 31日）において講師を務めた。

　5）トヨタ財団 2006 年度研究助成「助成金が活きるとは」による共同研究「もの資料をメディアに『経

　　験』と『思い』をわかちあう手法の開発－トラベリング・ミュージアムによる実践」（研究代表・落合雪野）

　　の共同研究者として以下の活動を行った。

・ラオス，ルアンパバーンおよびビエンチャンにて展覧会を実施。展覧会の企画から実施までを共同

研究の全メンバーで行ったが，特に展示会場におけるコミュニケーション手法と来場者の経験の記

録について担当した。（2007 年 3～ 4月）

二　教育活動

１　教育

　同志社女子大学非常勤講師（遊びと創造性）

　群馬大学非常勤講師（コミュニティ学習）

　総合研究大学院大学（総研大レクチャー「博物館とはなんだろう」）

　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）

２　博物館教育

　先生のための歴博講座　講師

　写生会「れきはくをかこうよ」講師

　歴博実践学習協力校との教材開発

　歴民研修講師　「コース別演習　教育プログラムの作成と活用」

　以下の展覧会にて教育的工夫について担当

　・日本の神々と祭り（ワークシート）

　・佐倉連隊にみる戦争の時代（ウォークシート）

　・歴史のなかの鉄炮伝来（展示会場アプローチへの切り出しパネル）

　・西のみやこ東のみやこ（ワークシート）
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三　博物館活動　

１　歴博講演会・歴博探検・くらしの植物苑

　歴博探検「伝えることのデザイン」11月 11日

２　歴史系総合誌『歴博』関係

　歴史系総合誌『歴博』　編集員

四　社会連携

１　館外における各種委員

　国立民族学博物館共同研究員

２　館外講演・カルチャーセンタ・出前授業

　1）神奈川県地球市民プラザ　あーすぷらざ　ボランティア研修講師　6月 24日

　2）日本子ども学会　子ども参画事業におけるワークショップ「ミュージアム・リテラシーを育む『ふ

　　　でばこてんらん会』」（甲南女子大学）9月 3日企画と進行

　3）「Learning	Bar@Todai」，（東京大学）9月 22日　上田信行と共同で企画および進行

　4）「あの時あの場所いろ図鑑」ハラミュージアムアーク 9月 30日，ワークショップの企画と進行

　5）「ダンスで出会う，ダンスでつながる」国立民族学博物館　12月 9-10 日

Ⅱ　 業績目録 

2a　論文	

「コミュニケーション力としてのミュージアムリテラシー－創造的な学びの場としての博物館をめざし

て－」『韓国の民俗学・日本の民俗学』韓国　国立民俗博物館，韓国語 pp.52 ～ 65，日本語 pp.124

～ 139，10 月

3a　調査・発掘調査報告書

　「実践研究１：お茶箱プロジェクト」『平成 17-18 年度　文部科学省　科学研究費補助金　基盤研究（B）

　　　研究成果報告書』pp．10～ 15

「実践研究１・1.2.3：お茶箱プロジェクト＠バリ＠フィレンツェ＠越後妻有」『平成 17-18 年度　文部

科学省　科学研究費補助金　基盤研究（B）　研究成果報告書』pp．16～ 21

５　学会・外部研究会発表要旨

　「ワークショップが拓くコミュニケーション－共につくる場としてのミュージアム」人文・社会科学振

　　　興プロジェクト，第５領域横断フォーラム〈ミュージアム〉ミュージアムに未来はあるか	～その可

　　　能性と課題，6月 29日（webpage にて要旨公開）

　“Designing	learning	environments	for	meaningful	creativity：creative	and	playful	table” ,	The	Third	

　　International	Symposium	on	Child	Development，香港，7月 5日（上田信行，宮田義郎と共著）

　「コミュニケーション力としてのミュージアムリテラシー－創造的な学びの場としての博物館をめざし

　　　て－」『韓国の民俗学・日本の民俗学』韓国　国立民俗博物館，10月 24日

７　その他

　「子モノの世界　筆箱の中を覗いてみたら：女の子編」『新製品民俗学』2006 年 9月，p30
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　「子モノの世界　筆箱の中を覗いてみたら：男の子編」『新製品民俗学』2007 年 2月，p82

Ⅲ　研究状況・研究広報

前年と同様に，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。

2006 年度は，昨年度より取り組んできた「文化を語る子どもたち」をテーマとした「お茶箱プロジェクト」

を科学研究費の報告書の一部としてまとめることができた。また，日本学術振興会の人文・社会科学プロジェ

クトとして，越後妻有アートトリエンナーレへの出展と，トヨタ財団の助成による「トラベリング・ミュー

ジアム」プロジェクトでの展覧会において，研究者が自らの成果を展示を通して社会に還元する手法の研究

を開始した。トラベリング・ミュージアムへの助成は次年度にもまたがるため，このプロジェクトの実践を

通して展覧会とそこでのコミュニケーション手法についての研究を継続していく予定である。

本年度より開始した本館共同研究「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」では，展

示場での鑑賞を支援するデジタルメディアについての調査を

実施したが，その成果をふまえ次年度には本館で活用可能なプ

ロトタイプを制作予定である。

博物館教育の実践としては，教員研修会等の講師を務めたほ

か，本館にて開催された企画展について，鑑賞を支援するワー

クシート等の制作に携わった。加えて，実践協力校の教諭らと

本館の展示を活用した単元開発や，リニューアルにむけた子ど

も向け調査などを実施した。これら実践を他校でも応用可能な

プログラムへと発展させること，そこでの研究成果をまとめる

ことが課題である。

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

博物館における電子メディアの活用について，
ソウルに調査へ。国立民俗博物館での意見交換
の様子
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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・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」（研究代表	日高薫）分担者　マドリッドやローマなどで調査を行う。

・文部科学省科学研究費補助金・基盤研究（B）「近世風俗画の絵画史料論的研究」（研究代表	泉万里）分担

　者　小浜市・萬徳寺所蔵「武家邸内図屏風」などの調査を行う。

・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」（研

　究代表	泉紀子）分担者　図書刊行に向けて大英図書館，チェスター・ビーティー・ライブラリー，静嘉堂

　文庫，斎宮歴史博物館，海の見える杜美術館所蔵の伊勢物語絵，諸家分蔵の「梵字経刷白描伊勢物語絵」

　の調査報告を行う。

・展示プロジェクト「［染］と［織］の肖像」（代表	澤田和人）代表者　詳細は展示プロジェクト報告参照

・展示プロジェクト「歴史の中の鉄炮伝来」（代表	宇田川武久）分担者

・展示プロジェクト「新収資料の公開」（代表	常光徹）分担者

二　教育活動

１　教育

　慶應義塾大学特別招聘講師（美術史特殊）

三　博物館活動

１　歴博講演会・歴博探検・くらしの植物苑

　「近世の江戸文化」日本の植物文化を語る，8月 26日，歴博講堂，司会

　「栗の文化・漆の文化」日本の植物文化を語る，10月 28日，歴博講堂，司会

　「梅と桃と桜」くらしの植物苑観察会，3月 24日，くらしの植物苑，報告者

２　歴史系総合誌『歴博』関係

　『歴博』編集委員

四　社会連携

１　館外における各種委員

　文化庁「染織工芸品に関する懇談会」委員

３　マスコミ

　「博物館の先生からのメッセージ」『おもしろ歴史たんてい団』2号，pp.72 ～ 73，ベネッセコーポレー

　　　ション，7月

Ⅱ　業績目録 

2a　論文

　2006.3：｢ 近世の服飾にみる葦手の展開 ｣（『和歌と貴族の世界』pp.239 ～ 253，塙書房）

2b　研究ノート

　2006.7：「中世の模様染　幻の辻が花」（『日経サイエンス』417 号，pp.66 ～ 69，日経サイエンス社）

　2006.9：「衣裳復元製作の問題点」（『韓国の民俗学・日本の民俗学Ⅱ』pp.139 ～ 153，本館）
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しのはら

　2006.11：「文字デザインのきもの」（『装道』163 号，pp.28 ～ 31，装道会）

４　展示図録

　2006.10：「美術史からみた炮術書」（『歴史のなかの鉄炮伝来』，pp.51 ～ 52，本館）

　2007.1：「‘きもの’ のさまざま」（『新収資料の公開』展示解説シート，p.5，本館）

５　学会・外部研究会発表要旨

　2006.10：「墨書銘のある染織品が占める位置」（『日本の民俗学・韓国の民俗学Ⅲ－ 1』，pp.140 ～ 151，

　韓国・国立民俗博物館）

６　歴史系総合誌『歴博』，友の会ニュース

　2006.7：「振袖と少年」（歴史系総合誌『歴博』137 号，pp.2 ～ 5）

７　その他

　「虫で布を染める方法もある？」『毎日小学生新聞』24464 号，p2，毎日新聞社，11月

　「お公家さんは化学がお好き？」『毎日小学生新聞』24471 号，p2，毎日新聞社，11月

　「江戸時代は男も振り袖を着ていた！？」『毎日小学生新聞』24477 号，p2，毎日新聞社，11月

　「ファッションブックが江戸時代にあった？」『毎日小学生新聞』24484 号，p2，毎日新聞社，11月

Ⅲ　研究状況・研究広報

「館蔵染色用型紙データベース」および「館蔵野村正治郎衣裳コレクションデータベース」がひとまず完

成した。

特に前者は，赤外線画像を全てに添付している点が最大の特徴となっている。型紙には肉眼では見えない

諸情報が付随している場合が多々あり，赤外線を通してみることによって，それが明らかとなる。通常の画

像および赤外線画像それぞれ単体で表示できるだけでなく，同時に表示して比較できるように工夫した。型

染めに関する研究のみならず，諸分野の研究にも資する情報が抽出できるものであるため，広く活用される

ことを願っている。なお，このデータベース作成にあったっては，本館の宮田公佳助手と勝田徹技師の多大

な協力を得た。

後者については，知り得る範囲での伝来の情報を付与している点が，やや特異と言えよう。一点の裂ない

し衣服が守り伝えられ，やがて博物館や美術館の「資料」や「作品」となっていく課程－モノの文化財化－

を探索する手掛かりとなることを意図してのことである。これによって，服飾史・染織史以外の研究にも，

このデータベースが利用されることを期待している。

どちらのデータベースもまだコレクションの一部しか収録していないが，今後拡充をはかっていく所存で

ある。

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
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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，

　　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）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。

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，尾瀬賞審査委員，四方財団地球環境研究助成金審査委員

Ⅱ　業績目録

７　その他

　「亜熱帯林と草果」（月刊『みんぱく』30巻 12号，pp20 ～ 21，2006 年 12 月，国立民族学博物館）

　「雲南の棚田」（『水と社会』第 2号，pp26 ～ 27，2007 年 3月，人間文化研究機構）

　「空は鳥，下は子ども」（『食農教育』No.50，pp40 ～ 42，2006 年 9月，農山漁村文化協会）



305

しんたに

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博士課

程史学専攻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（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，日本民族学会（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，今年度の中間的な成果品と

して『	平成 18年度　報告・討論要旨集』を刊行。

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，今年度の中間的な成果品

として文献目録『歴史資料にみる「老・死と儀礼」2』を刊行。

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。

4　	基幹研究「古代における生業と権力とイデオロギー」（平成 17 年度～平成 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。

5　	企画展示「日本の神々と祭り　神社とは何か？」（平成 18 年 3 月～ 5 月）の展示代表者としての作業

及び終了後の借用資料の返却など事後の作業を担当。

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

　成城大学大学院非常勤講師

　早稲田大学エクステンション講座講師「民俗学入門」

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

　2006.6.10：「日本民俗学におけるスピリチュアルケア」「死生観とケア」公開研究会，石川県立看護大学

　2006.10.21：「去来する日本の神々」第 6回出雲神在月シンポジウム『出雲神在月の謎に迫る－なぜ，神々
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　　　は出雲に集うのか－』，島根県古代文化センター

　2007.1.27：「生と死の民俗－伝統社会の死と現代社会の死－」『現代の社会とスピリチュアリティ』〈社

　　　会と臨床〉研究会，大阪大学大学院文学研究科臨床哲学研究室

３　マスコミ

2006.11　日本テレビ「世界一受けたい授業」

Ⅱ　業績目録 

１　著書

2006.10：『都市の暮らしの民俗学①　都市とふるさと』252 頁，吉川弘文館（岩本通弥と共編著）

2006.11：『都市の暮らしの民俗学②　都市の光と闇』244 頁，吉川弘文館（岩本通弥と共編著）

2006.12：『都市の暮らしの民俗学③　都市の生活リズム』254 頁，吉川弘文館（岩本通弥と共編著）

2006.11：『博物館と大学院－「神社とは何か」の研究展示から見えてきたもの－』48 頁，総合研究大

学院大学文化科学研究科日本文学研究専攻

2006.7：『なるほど民俗学』223 頁，PHP研究所

2a　論文

　2006.12：「慰霊と軍神　再考」『国立歴史民俗博物館研究報告』第 133 集，pp.155 ～ 171

　2006.11：「都市と暴力」『都市の暮らしの民俗学②　都市の光と闇』pp.1 ～ 40，吉川弘文館

　2006.12：「儀礼の近代」『都市の暮らしの民俗学③　都市の生活リズム』pp.1 ～ 34，吉川弘文館 .

　2006.10：「中世文学研究と日本民俗学」『中世文学研究は日本文化を解明できるか』pp.378 ～ 384　

　中世文学会編　笠間書院

７　その他

　2006.5：特集「座談会：地域社会の変化とコミュニティ」『コミュニティ：特集　墓とコミュニティ　

　No.163

　2007.1：『和暦と四季の暮らし』監修，207 頁，日本文芸社

　2006.10：エッセイ「人・生死・水」『人と水』第 1号，pp.18 ～ 21，連携研究『人と水』研究連絡誌

朝日新聞連載エッセイ 2006.4：「聖と死の話」①邪馬台国に拍手の習慣　②かつて喪服は白かった　③

初の告別式は中江兆民　④人間祭るのに三タイプ

中国新聞連載エッセイ 2006.7：「神社と日本文化」①拍手　②神社の杜　③出雲大社の創始　④巨大な

三本柱　⑤厳島神社の再建　⑥伊勢神宮の神宝　⑦祇園社と御霊信仰　⑧人を神に祭る神社

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と理解している。

しかし，現実はなかなか困難な状況に包まれているというのが実感である。個人的には平成 18 年度は前年

度に続く企画展示「日本の神々と祭り　神社とは何か？」の開催と事後の資料返却その他に全力を尽くした
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すぎやま

年度であった。また，総合研究大学院大学では文化科学研究科で獲得した「『魅力ある大学院』イニシアティ

ブ」事業（平成 17 ～ 18 年度）の充実に努めた年度であった。また，3 年計画の基幹研究の最終年度に当た

り研究の取りまとめに向かった年度でもあり，さまざまな意味で区切りと再出発の年度であったと位置づけ

ている。

杉山晋作　SUGIYAMA Shinsaku　教授

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 年），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 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助教授（2004 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（2006 年）【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	　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」（研究代表　杉山晋作）代表者

　　第 1回研究会　10月 21～ 23日　場所：滋賀県大津市・福井県若狭地方

　　第 2回研究会　12月 21～ 23日　場所：韓国光州市および周辺

　　第 3回研究会　2月 13～ 15日　場所：福岡県・熊本県

　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）共同研究員

　　第 1回研究会　5月 27日　場所：	歴博

　　第 2回研究会　11月 8～ 10日　場所：京都大学総合研究博物館

　　第 3回研究会　3月 24～ 25日　場所：歴博

　3　	国際研究集会『日韓古墳時代の年代観』

　　11月 25～ 26日　場所・歴博

　4　	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』3 月 3 ～ 4

　　日（於　歴博）

　5	　個人研究

　　ａ　「古墳関連資料」

　　　大阪府内出土資料の調査，5月，大阪府

　　　滋賀県内出土資料の調査，　6月，滋賀県

　　　奈良県内出土埴輪の調査，7月，3月，奈良県

　　　韓国出土土器の調査，7月，韓国釜山市
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　　　滋賀県内出土資料の調査，　8月，滋賀県

　　　京都府・奈良県内出土資料の調査，　8月，京都府・奈良県

　　　大阪府内出土資料の調査，　8月，大阪府

　　　福井県内出土資料の調査，　8月，福井県

　　　大阪府内出土資料の調査，　9月，大阪府

　　　静岡県内出土埴輪の調査，　2月，静岡県

　　　和歌山県内出土資料の調査，　3月，和歌山県

　　　兵庫県内出土資料の調査，　3月，兵庫県

　　ｂ　「埴輪」

　　　東北・関東前方後円墳研究会大会発表，2月 17～ 18日，群馬県（於　群馬大学）

二　教育活動

１　教育

大学院指導

　併任：総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻（日本技術史 I）

　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）

三　博物館活動　

　１　歴博探検

　　「古墳時代の文様」歴博探検，3月 10日，歴博

　４　歴民研修委員，講師

　歴民研修委員会委員

６　その他

　広報委員会委員長

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

２　館外講演・カルチャーセンター・出前授業

　「日本の埴輪から韓国の埴輪を考える」『東アジアの中の古墳時代』（朝日カルチャーセンター新宿），6

　月 3日

　「古墳時代研究の通説を点検する」（早稲田大学）早稲田祭講演会，11月 5日

Ⅱ　業績目録 

１　著書

　『埴輪づくりの実験考古学』（pp.7 ～ 10，201 ～ 252）（共著），学生社，4月
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すずき

　『東国の埴輪と後期古墳時代社会』（170 頁）（単著），六一書房，９月

2b　研究ノート

　「6 世紀に朝鮮半島へ渡った日本列島人たち」（特集　前方後円墳にたどる日韓交流）（編集）『文化遺産の

　世界』21号，pp.2 ～ 3，5月

3a　調査・発掘調査報告書

　『富士見塚古墳群』（監修），129 頁	，国士舘大学文学部考古学研究室，5月

「「辛亥年」鉄剣と稲荷山古墳須恵器の使用年代」『国際研究集会　日韓古墳時代の年代観』（発表・司会），

杉山 1～ 5，杉山追加 1～ 4，国立歴史民俗博物館，11月

　「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　日本とユーラシアの交流に関する総

　合的研究　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報告書」（第 3 部「人やもの

　が移動することと文化の受容・変容」），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」

　研究プロジェクト，pp.74 ～ 76，12月

５　学会・外部研究会発表要旨

「人物埴輪の表現・情景そして効果場面」『シンポジウム　前方後円墳と埴輪』pp.34 ～ 36，場所　群

馬大学，（東北関東前方後円墳研究会），2月

６　歴史系総合誌『歴博』，友の会ニュース

　「古墳への死者送り」歴史系総合誌『歴博』138 号，pp.2 ～ 5，9月

Ⅲ　研究状況・研究広報

古墳時代における韓半島と日本列島の交流を，人の移動から検証するため，韓国出土陶質土器に残る指紋

の調査を行った。日本列島の埴輪に関しては，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

での過程を考察し，課題となる事項を整理して，一書にまとめた。

日韓における古墳の年代観を整理調整するための，国際研究集会を開催できた。日本における古墳時代の

暦年代比定に重要な位置を占める埼玉稲荷山古墳の有銘鉄剣を再考して，この古墳出土須恵器が使用された

時期を想定した。

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，情報知

識学会，日本ソフトウェア科学会【専門】博物館情報システム学，色彩ソフトウェア学【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.		
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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

文部省科学研究費補助金・基盤研究（B）「超精細画像による歴史資料の研究・展示のための高度閲覧方式

の研究」（研究代表：安達文夫）分担者

二　教育活動

２　博物館教育

　第 3 展示室リニューアルプロジェクトに参加し，展示室に設置される情報端末にて提供される情報コ

　　　ンテンツについて，コンテンツ開発ツールの作成およびコンテンツの作成業務に従事

　企画展示「東のみやこ・西のみやこ」展示プロジェクト委員　超拡大コンテンツ（洛中洛外図屏風ほか）

　　　の作成と演示に従事

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　137 号副担当，140 号主担当

３　各種編集委員

　『研究報告』編集委員

４　歴民研修委員，講師

　「資料の保存管理（2）コンピュータの活用」（宮田公佳と共同），「画像情報の作成と活用」（勝田徹と共同）

四　社会連携

１　館外における各種委員

日本色彩学会・理事（庶務担当），日本色彩学会	画像色彩研究会・幹事（庶務会計担当），日本色彩学会		

学会誌編集委員会・編集委員，日本色彩学会	ニューズ・ホームページ委員会・委員長，情報処理学会			

人文科学とコンピュータ研究会・幹事（広報担当），情報処理学会	人文科学とコンピュータシンポジウ

ム「じんもんこん 2006」・プログラム委員

Ⅱ　業績目録 

６　歴史系総合誌『歴博』，友の会ニュース

　「動いてナンボ～博物館情報システム学の楽しみ」，歴史系総合誌『歴博』138 号，pp.26 ～ 27，9月

Ⅲ　研究状況・研究広報	

内外でいろいろな役目を仰せつかり，自分なりに努力をしたつもりですが，一方で研究活動は後手にま

わってしまいました。来年度も第 3 展示室の電子コンテンツ作成業務などがありますが，研究活動も何と

か盛り返していきたいです。
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せきざわ

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，文化人類学会，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 3 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。これまで年度ごとに 1 冊ず

つ刊行してきた関連の未翻刻の第一次資料の『翻刻資料集』3 の編集を行い，刊行した〔2007．3，

117 頁〕。また，第 2 回研究会のシンポジウム記録（テーマ 1「忠魂碑・忠霊塔」，テーマ 2「語りをめ

ぐる問題」の編集を行い，刊行した〔2007．3，143 頁〕。

２．（独）日本学術振興会の助成を得て，国際研究集会「戦争体験の記憶と語り」〔2007．2.15 ～ 16，国

立歴史民俗博物館〕を主催した。これに合わせてレジュメ集の編集を行った（日英両国語版，200 頁）。

３．上記国際研究集会において，「『戦争と死』の記憶と語り－フランスの 2 つの事例から－」について

研究発表を行った。

４．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 3回の研究会を行い，研究を推進した。

５．2005 年度国立歴史民俗博物館国際研究集会報告書『韓国の民俗学・日本の民俗学Ⅱ』〔2006．9，

153 頁〕の編集を行い，刊行した。

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）

　東京女子大学文理学部非常勤講師（民俗学，歴史民俗調査 A）

　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）

　千葉大学看護学部非常勤講師（人間学Ⅱ）

三　博物館活動

１　歴博探検

　「神様の宝物」2006 年４月 8日

４　歴民研修委員，講師

　歴民研修委員
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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

　島根県古代文化センター企画運営委員会委員

２　館外講演・カルチャーセンター

　2006.10.5　「現代の葬儀事情」松戸市民大学（松戸市公民館）

　2006.10.12　「日本人の老いを考えるⅠ」千葉市民文化大学（千葉市民文化センター）

　2006.10.19　「日本人の老いを考えるⅡ」千葉市民文化大学（千葉市民文化センター）

Ⅱ　業績目録 

2a　論文

2006.12：「会社と定年」（新谷尚紀・岩本通弥編『都市の暮らしの民俗学』3，pp.178 ～ 208）

2007.3：「記録と語り－事実をどうつかまえるか－」（『基幹研究戦争体験の記録と語りに関する資料論

的研究第 2回研究会討論・要旨集』pp.105 ～ 110）

2c　書評

2006.7：「小栗栖健治著『宮座祭祀の史的研究』」（『日本歴史』698 号，pp117 ～ 119）

５　学会・外部研究会発表要旨

2006.9：｢ 宮座と両墓制－奈良市大柳生の事例より－ ｣（国立歴史民俗博物館『韓国の民俗学・日本

の民俗学Ⅱ』pp.71 ～ 79）

　2007.2:「「戦争と死」の記憶と語り－フランスの 2 つの事例から－」（JSPS 国立歴史民俗博物館国際研

　究集会『戦争体験の記憶と語り』pp.185 ～ 189）

７　その他

2007.3：「フランスのパルドン祭りの調査から」『まほら』51号，pp.40 ～ 41

2006.4 ～ 2007.3：「おくゆかしきかな人生儀礼」4～ 13，『小児看護』29－ 4～ 30－ 3，へるす出版，

「同い年」（485 頁），「パルドン祭りと新婚女性」（767 頁），「グエヌゥのトロメニと一人前」（907 頁），

「『五月の木』と若者」（1275 頁），「セシルの結婚式」（1383 頁），「聖女アンヌの子ども」（1551 頁），「若

者と祝祭」（2006 頁），「老人から長老へ」（1815 頁），「老いの扉」（85頁），「厄年」（241頁），「ひな祭り」

（377 頁）

Ⅲ　研究状況・研究広報

今年度は，6 月まで，企画展示「日本の神々と祭り」（2006 年 3 月～ 5 月）の関連の作業と終了後の借用

資料の返却などに忙殺された。共同研究の推進，研究成果の展示への反映，そして展示の企画，実現，後片

付けまで一連の作業は，共同研究や資料収集やその成果のとりまとめとはまた別の意味で実に大変な仕事だ

と痛感しているところである。

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』の分析と活用を目的に立ち上げた基幹
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たかはし

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）が最終年度を迎えた今年，（独）

日本学術振興会の助成を受けて国際研究集会「戦争体験の記憶と語り」を開催することができた。日本の事

例と欧米諸国の事例との比較と分析，そして次世代への戦争体験の記憶の継承をめぐる日本と欧米諸国との

比較と分析という 2 つの課題を含みおきながら，イギリス，アメリカ，フランス，イスラエルなど 8 名の

外国人研究者と 2日間にわたる議論を行うことができた。

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．	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）の研究副代表として，

　　研究会および現地・資料調査の立案・推進にあたり，鹿児島県立埋蔵文化財センター，万之瀬川流域遺

　　跡群などで研究会および調査を行った。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，高知県埋蔵文化財センターなどで事前調査・打ち合わせを行った。

2．	本館基盤研究「明治地籍図の集成的研究」（研究代表：青山宏夫）の研究副代表として，資料調査・収

　　集および研究会の立案・推進にあたり，明治初期の地籍図と関連史料の原本調査と撮影を大分県立図書

　　館，和歌山市博物館，新潟県立文書館などで行った。	

3．	本館個別共同研究「水木コレクションの形成過程とその史的意義」（研究代表：高木博志）および科学

　　研究費補助金・基盤研究Ｂ「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－」（研究代表者：久留島浩）の研究副代表・研究分担

　　者として，研究会および資料調査の立案・推進にあたり，本館所蔵水木家資料をはじめ，松山市立子規

　　記念博物館，愛媛県歴史文化博物館などで資料調査および研究会を行った。

4．	本館国際研究集会「中世の土地支配文書に関する日英比較研究」（11月 17日，於国立歴史民俗博物館）

　　を研究代表として開催し，報告「日本中世の荘園支配とその文書－符と下文－」を行った。

5．	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－」

　 	（研究代表：小島道裕）の研究分担者として，研究会の開催・推進にあたり，国際研究集会「資料にあ

　　らわれた武士・騎士のイメージ」（12 月 9・10 日，於国立歴史民俗博物館）において中世武家文書に関

　　する報告を行った。
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6．	科学研究費補助金・基盤研究Ａ「歴史的アーカイヴズの多国間比較に関する研究」（研究代表：渡辺浩一）

　　の研究分担者として，トルコ共和国で開催された国際シンポジウム「オスマン朝と中近世日本における

　　国家文書と社会動態」（9月 19日，於アンカラ大学）において，報告「日本中世における裁判文書の作成・

　　保管－武家文書を中心に－」を行い，あわせて同国サフランボル・イスタンブルでの資料調査に参加した。

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（併任）

三　 博物館活動

１　歴博講演会・歴博探検・くらしの植物苑

　「中世の内海世界」歴博講演会，1月 13日，於国立歴史民俗博物館

２　歴史系総合誌『歴博』関係

　歴史系総合誌『歴博』編集委員

３　各種編集委員

　研究報告編集委員会委員長

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Ⅰ」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

　「中世越後の風景を読む－越後文書宝翰集の魅力－」新潟県立歴史博物館

　企画展講演会，4月 29日，於新潟県立歴史博物館

　「水海と河川のつくる中世の内海世界」新潟日報ふるさと発見歴史ゼミナール，8 月 12 日，於新潟市

　　　民プラザ

　「中世北奥の武家文書とその歴史的性格－遠野（八戸）南部家文書を素材に－」八戸市博物館市民講座　

　　　（総合研究大学院大学日本歴史研究専攻集中講義「地域研究の方法」と共催），8 月 30 日，於八戸市

　　　博物館

　「中世の出土文字資料を読む」総合研究大学院大学日本歴史研究専攻・大学院説明会・講演，10月 7日，

　　　於国立歴史民俗博物館

　「歴史は書きかえられるか？－文理融合と新しい歴史学－」新潟県立新潟南高等学校進路講演会，10月

　　　26日，於新潟県立新潟南高等学校

　「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
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たまい

　｢六条殿長講堂の機能と荘園群編成 ｣（高橋昌明編『院政期の内裏・大内裏と院御所』，pp.242 ～ 270，

　　　文理閣，6月）

3b　自治体史

　『越後文書宝翰集　古文書学入門』（共著，矢田俊文・新潟県立歴史博物館編，57 頁），新潟大学人文学

　　　部地域文化連携センター，3月

５　学会・外部研究会発表要旨

　Confirmation	Charter	and	Letters	of	Judgment：Some	Aspects	of	Japanese	Vassalage，International	　

　　　Medieval	Congress	2006，University	of	Leeds.

６　歴史系総合誌『歴博』，友の会ニュース

　「失われた内海世界を史料にさぐる」（歴史系総合誌『歴博』136 号，pp.2 ～ 5，5月）

Ⅲ　研究状況・研究広報
　

玉井哲雄　TAMAI Tetsuo　教授

1947	年生【学歴】東京大学工学部建築学科	1970 年卒業，東京大学大学院工学系研究科建築学専門課程

博士課程	1977 年単位取得満期退学	【職歴】千葉大学工学部講師（1977），千葉大学工学部助教授（1980），	

国立歴史民俗博物館歴史研究部助教授併任（1986），千葉大学工学部教授（1995），国際日本文化研究セン

ター教授併任（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

系教授（2006），総合研究大学院大学文化科学研究科教授併任（2006）【学位】工学博士（東京大学）1978

年【所属学会】日本建築学会，建築史学会，史学会，歴史学研究会，日本史研究会，比較都市史研究会，都市

史研究会，中世都市研究会，古地図学会，日本庭園学会，北海道・東北史研究会，函館日ロ交流史研究会【専

門】日本建築史・都市史【主な研究テーマ】①東アジア，特に中国大陸・朝鮮半島・日本列島の比較建

築史研究／ A	worldwide	historical	comparative	study	of	cities	and	dwellings	centered	upon	East	Asia，

②日本列島都市空間の中世から近世にかけての転換過程に関する研究／ The	transformation	process	of	

urban	space	in	the	Japanese	archipelago	from	the	mediaeval	to	the	early-modern	period.，③絵画史料・

考古学発掘史料による日本建築史の再構築／ A	re-assessment	of	Japanese	architectural	history	based	on	

archaeological	excavation	and	historic	pictorial	material

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「東アジア比較建築文化史」（研究代表者玉井哲雄）

　　研究代表者として研究会を２回（2006 年 6月 17/18 日，2007 年 3月 13日）行い，国際シンポジウ

ム「日韓比較建築文化史の構築－宮殿・寺廟・住宅－」（2006 年 12 月 12/13 日）を開催した。

２　平成 15-19 年度特定領域研究（2）中世考古学の総合的研究（研究代表者前川要）計画研究 A01-1 班「中
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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」（研究代表者千田嘉博）の研究分担者として韓

国全羅南道都草島・荷衣島の民家調査（2006 年 8 月 23-28 日）を行った。またシンポジウム「原城と

島原の乱の学融合的研究」（2006年10月13/14/15日）に参加。セッションコーディネーターとして「原

城の建築」を担当。討論に参加した。

３　平成 15-19 年度特定領域研究（2）中世考古学の総合的研究（研究代表者前川要）公募研究「中世アジ

アの住居と集落にかんする総合的研究」（研究代表者川本重雄）の研究協力者として，ベトナム建築調査

（2006 年 12 月 22-30 日）に参加。さらにシンポジウム「安土城本丸御殿をめぐる諸問題」（2007 年 1

月 17日）のコーディネーターとして，趣旨説明を行った。

４　平成 15-19 年度特定領域研究（2）中世考古学の総合的研究（研究代表者前川要）計画研究 B01-1 班「中

世考古学のための日本中世・近世初期文献研究（研究代表者矢田俊文）」のシンポジウム「中世の蔵（せ

ん列建物）を考える－文献史学・中世考古学・建築史学－」に出席し，討論に参加した。　

５　平成 17-21 年度文部科学省科学研究費補助金・基盤研究Ｓ「中近世風俗画の高精細デジタル画像化

と絵画史料学的研究」（研究代表者黒田日出男）の研究分担者として研究会に参加し，また建築班の一員

として林原本『洛中洛外図屏風』の分析作業を行った。

６　本館展示平成 18 年度特別企画「日本の建築－床の間・違い棚（だな）・書院の成立－」（2007 年 1 月

10日 -2 月 12 日）の展示を担当，期間中に４回のギャラリートークを行った。

二　教育活動

１　教育

　　千葉大学大学院自然科学研究科大学院生５名のゼミによる指導を歴博で行い，うち 4 名の修士論文

については学外審査員として実質的に主査を務めた。

　　また，広島大学大学院工学系科において，非常勤講師（人間環境デザイン特別講義Ⅱ　5 月 25/26 日

集中）を務めた。

四　社会連携

１　館外における各種委員

東京都中央区文化財保護審議会委員（副委員長），日本庭園学会学術担当理事，青森県史編さん委員会

文化財部会特別専門委員，日本建築学会都市史小委員会委員，建築史学会監事，昭和のくらし博物館運

営委員，岩手県教育委員会柳之御所遺跡調査整備指導委員（遺構部会長），愛媛県鬼北町「旧等妙寺跡 ｣

発掘調査指導委員，　長崎県南島原市文化財専門委員会委員

２　館外講演・カルチャーセンタ・出前授業

　１．「平泉建築文化にみる中央性と地方性」日本建築学会大会パネルディスカッション，９月９日（土），

　　　神奈川大学，主旨説明と司会

　２．「鹿児島の歴史遺産について－世界文化遺産への展望－」鹿児島国際大学生涯学習センター平成 18

　　　年度特別講演会「鹿児島の埋もれた歴史遺産に光を」，2007 年１月 27日，かごしま県民交流セ

　　　ンター　県民ホール，講演

　３．「建築史とナショナリズム」総研大文化科学研究科文科学術フォーラム共通レクチャー，2007 年

　　　２月 24日，京都リサーチパーク，講演

３　マスコミ
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たまい

　NHK 番組「その時歴史が動いた・中国と国交を回復せよ～足利義満の日明外交～」2007 年２月 14 日

　　放映，金閣寺 CG製作指導

Ⅱ　業績目録
　

　2a　論文

2005.4：「建築史料論の新段階」（『考古学と中世史研究 2	モノとココロの資料学	中世史料論の新段階』

pp.133 ～ 155，高志書院）

2006.12：「特集　城郭と復元　建築史学の現場から」（『文化遺産の世界』vol.23	2006/2007，pp.10

～ 13，国際航業株式会社）

3a　調査・発掘調査報告書

　2005.3：「東アジアにおける比較建築史調査」（『中世の城・都市・建築』pp.25 ～ 35，平成 15-19 年

　　度特定領域研究（2）中世考古学の総合的研究	計画研究 A01-1 班	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中間報告）

５　学会・外部研究会発表要旨

　「主旨説明　平泉建築文化にみる中央性と地方性」『2006 年度日本建築学会大会（関東）建築歴史・意匠

　部門パネルディスカッション②平泉建築文化にみる中央性と地方性』，pp.1 ～ 1，神奈川大学，９月

　９日

　「主旨説明　日韓比較建築文化史の意義と展望」『歴博国際シンポジウム 2006	日韓比較建築文化史の構

　築－宮殿・寺廟・住宅－発表要旨集』，pp.5 ～ 5，国立歴史民俗博物館，2006 年 12 月 12日

　「鹿児島の歴史遺産について－世界文化遺産への展望－」『平成 18 年度特別講演会「鹿児島の埋もれた

　歴史遺産に光を」資料集』，pp.30 ～ 36，かごしま県民交流センター県民ホール，2007 年 1月 27

　　日

７　その他

　「世界最古の木造建築は法隆寺？」（2月2日）「東大寺大仏殿は世界最大の木造建築？」（2月9日）「金閣・

　　銀閣は金や銀でできているの？」（2月 23日）「世界遺産って何？」（3月 2日）毎日小学生新聞・歴史

　　の時間

Ⅲ　研究状況・研究広報
　

ここ数年間継続している東アジア比較建築史研究として，昨年度の韓国全羅道青山島の民家調査を受け

て，同じ韓国全羅南道新安郡都草島，荷衣島の民家調査を行った。韓国の北と南に分布している複列型平面

の民家の系譜を追っているが，現存民家が非常に少なくなっていることと，年代決定の方法論が未熟のため

十分な研究成果をあげるにいたっていない。韓国側研究者と交流をさらに深め，調査範囲・調査対象を拡大

するなど新たな試みを模索している。

中・近世都市空間の転換過程に関しては大分豊後府内遺跡で進行しつつある発掘成果を検討し，町割のあ

り方や建築遺構から転換過程の実態をあきらかにしつつある。この時期の京都や江戸，そして博多や堺など
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の先進都市と比較することによって，この時期に進行していた日本列島全体の大きな転換の意味があきらか

にできると考えている。

絵画史料については，文科省科学研究費基盤研究Ｓ「中近世風俗画の高精細デジタル画像化と絵画史料学

的研究」（研究代表者黒田日出男）に研究分担者として参加し，絵画史料に描かれた建物についての考察を進

めている。今まで研究対象とされてきたよく知られた『初期洛中洛外図屏風』以外の重要な絵画史料に描か

れた建物の検討を進める計画である。

考古学発掘については，例えば長崎県島原半島の原城で進行している発掘成果から中世末から近世初頭の

城郭建築についての興味深い事実があきらかになりつつある。城郭建築については，このような新たな発掘

成果を組み込んだ全面的な再検討を考えている。

また，奥州平泉遺跡の柳之御所遺跡では，平泉館とされる建物群の建築としての検討が進んでいるが，建

物としての外観がどのようなものであったのが大きな課題となっている。京都風というよりは在地風ない

し東国風であったと考えられるが，現実にどうであったのかは未だあきらかになっていない。同じ平泉の

毛越寺などの寺院発掘との関係もふくめて考えていく必要がある。なお，この平泉の建築文化については，

2006 年 9 月に日本建築学会大会（神奈川大学）パネルディスカッション「平泉建築文化にみる中央性と地

方性」（主旨説明玉井哲雄）を開催し，建築史・考古学・文献史研究者多数を集めた研究討論を行い，東国建

築文化の実体に踏み込んだ議論による多大な成果を上げることができた。

以上述べた本来の研究テーマとは別に，今年度から国立歴史民俗博物館に勤務することになったことか

ら，博物館における建築展示のあり方について調査研究の必要が生じた。そのために，6 月に九州国立博物

館で，所蔵建築模型の現状確認と，展示計画について聞き取り踏査を行った。また 2007 年 1 月には，歴

博共同研究「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」（研究代表者佐藤優香）のメンバー

に同行して，韓国ソウルの国立民俗博物館，国立中央博物館，三星美術館 Leeum	の調査に参加した。博物

館における建築展示のあり方については，中央博物館の子供向け展示で民家建築を組み立てる積み木が参考

になった。さらに 3月には台湾故宮博物院の調査も行った。

常光　徹　TSUNEMITSU Toru　教授（2006. ９月〜）

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），国立歴史民俗博物館研究部教授（2006），

総合研究大学院大学文化科学研究科教授併任（2006）【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　

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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つねみつ

１．基幹研究「20 世紀に関する総合的研究」20 世紀における戦争Ⅰ（代表　安田常雄）の共同研究員だ

が学会等と重なり十分に活動できなかった。

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研究」（代表　小池淳一）の共同研究

員として調査・研究をおこなった。

３．国際日本文化研究センター共同研究「怪異・妖怪文化の伝統と創造－前近代から近現代まで－」（代

表　小松和彦）の共同研究員として７月８日に研究発表をした。

４．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）の研究分担者として３月 17日に研究発表をした。

５．人間文化研究機構連携研究「唱導文化の比較研究」（代表　林雅彦）の共同研究員として，12月 21日

～ 24日まで台湾で調査見学を行った。

６．新収資料の公開（１月 10 日～２月 12 日）の展示プロジェクトの代表として妖怪のコーナーを担当し

た。

７．研究交流協定を結んでいる韓国国立民俗博物館とのあいだで行っている国際研究集会を代表として推

進し，研究発表をした。（10月 23～ 24日・韓国，12月１日～３日・日本で開催）。

８．総合研究大学院大学「エイジングの今を考える会」（代表　野村雅一）において７月 21 日に発表をし

た。

９．日本昔話学会（８月 27日・豊後大野市）で行われたシンポジウム「東アジアのなかの炭焼長者」で司

会をつとめた。

10．日本民俗学会（10 月 14 日・山形大学）で行われたシンポジウム「語りの文化からみた日本民俗学の

今後」でコメンテーターをつとめた。

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４日～７日）（口承文芸の歴史）

　筑波大学非常勤講師・集中講義（１月 24日～ 26日）（民俗学史）

　総合研究大学院大学日本歴史専攻教授併任

２　博物館教育

　歴民研修講師

三　博物館活動

　１　歴博探検

　　「妖怪は神様？」６月 10日

四　社会連携

２　館外講演

講演「海の怪異と妖怪」稲毛記念館　10月８日

３　マスコミ

　「学校の怪談は現代を映す（談）」『幽』ダ・ヴィンチ８月号増刊
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　「著者に会いたい」朝日新聞　10月 29日

　「ひるどき情報ちば－新収展について－」NHK千葉放送局　１月 19日

Ⅱ　業績目録 

１　	著書　

　『しぐさの民俗学－呪術的世界と心性－』（330 頁），ミネルヴァ書房，7月，単著

２a　論文

　「描かれた神の木－二股と連理の木をめぐって」（『真澄学』第３号，pp.22 ～ 33，東北芸術工科大学東

　北文化研究センター，11月）

　「絶縁の呪力－縁切榎の由来をめぐって」（『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』，pp.115 ～ 122，国際日本文化研究センター，3月）

2b　研究ノート

「柳田國男から渡された俗信カード」（『國學院大學近世文学会会報』13，pp.28 ～ 31，國學院大學近世

文学会，3月）

２c　書評

　書評「一柳廣孝編著『学校の怪談はささやく』」（『日本文学４』pp.80 ～ 81，日本文学協会，４月）

　書評「堤邦彦著『女人蛇体』」（『週間読書人』10月 13日）

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）

４　展示図録

　「河童・川太郎図」ほか９項目，国立科学博物館展示『化け物の文化誌展』図録，独立行政法人国立科

　学博物館，10月

５　学会・外部研究会発表要旨

「後ろ向きと妖怪・幽霊－しぐさの想像力」，国際日本文化研究センター共同研究「怪異・妖怪文化の伝

統と創造－前近代から近現代まで」（代表　小松和彦），日文研，７月８日

「縁切り榎の俗信」，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），日文研，３月 17日

「怪談と子どもの文化」，総合大学院大学「エイジングいまの今を考える会」（代表　野村雅一），７月

21日

「親指と霊柩車－民俗学におけるしぐさの研究」『韓国の民俗学・日本の民俗学Ⅲ－１発表要旨州』（小

嶋道裕ほかと連盟），pp.83 ～ 90，韓国国立民俗博物館，10月 24日

６　歴史系総合誌『歴博』，友の会ニュース

「日常に息づく伝承」歴史系総合誌『歴博』141 号，pp.26 ～ 27，3月

「新収資料の公開」『国立歴史民俗博物館友の会ニュース』129，p.3，（財）歴史民俗博物館振興会，１

月
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ながしま

７　その他

『新・学校の怪談２』（165 頁）講談社，7月

「歴史の時間」『毎日小学生新聞』

　第 70回「河童ってどんな妖怪」8月 11日

　第 71回「妖怪と幽霊はどう違うの」8月 18日

　第 72回「妖怪の正体を見抜く方法は」8月 25日

　第 73回「七不思議って何」9月 1日

「一週間後」『怪談レストラン 43』童心社　9月

「影とり沼」『怪談レストラン 44』童心社　9月

「霊柩車を見たら」北海道新聞　2月 7日

「鶴屋南北の東海道四谷怪談」『怪異百物語 10』ポプラ社　2月

「氷が売れなくなった話」『怪談百物語 10』ポプラ社　2月

Ⅲ　研究状況・研究広報

数年前から進めてきたしぐさに関する民俗学的な研究を『しぐさの民俗学－呪術的世界と心性－』と題し

て出版することができた。しぐさと呪術の関係を考察していくうえで，俗信という分類のもとに集積されて

いる資料群の重要性に改めて気づいた。ただ，諺などと違って俗信については基礎的な資料の集成がなされ

ていないため，現在，俗信データベースを企画して，各種の報告書に分散している資料を収集しまとめる作

業をすすめている。また，今後は東アジアを視野に入れた俗信の比較研究が展開されると考えられるので，

この点を念頭に置きながら調査・研究を行いたい。

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

Ⅰ　研究・教育活動
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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」（代表	西本豊弘）において，

弥生期漆関係資料の調査を進めた。

２．基幹研究「生業・権力と知の体系に関する歴史的研究（B）中・近世における生業と技術・呪術信仰」

（代表	井原今朝男）において，鹿児島県下関係遺跡，遺物の現地調査（8 月 2 ～ 4 日）に参加し，また第

6回研究会（1月 7，8日）では「日本の漆文化 9000 年－その始まりと変遷－」を発表した。

３．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）では，鉄砲，古

墳時代の武器・武具について，X線等による非破壊調査を実施した。

４．基盤研究「紀州徳川家伝来楽器コレクションの研究」（代表	日高	薫）では，各種楽器に対する非破壊

的な調査手法について基本的な検討をおこなった。

５．個別研究「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）では，前年

度に引き続き館蔵資料 ｢ マロ塚古墳出土品 ｣（重要文化財）の X 線的調査を進め，X 線透過検査と素材

の蛍光X線分析を完了した。

６．個別研究「愛媛県上黒岩遺跡の研究」（代表	春成秀爾）では，出土線刻礫の非破壊調査を実施した。

７．赤色顔料資料，漆関係資料，銅印，館蔵資料等については，例年通り日常的な調査を継続実施し，情

報の蓄積をはかった。

８．歴史資料の理化学的調査にかかわる X 線透過検査装置，蛍光 X 線分析装置，走査型電子顕微鏡，デ

ジタル顕微鏡等について日常的な維持管理をはかりつつ，歴史資料の調査に特化させるための機能改善

をおこなった。

９．企画展示「弥生はいつから！？」展示プロジェクト委員

10．第58回歴博フォーラム「縄文時代のはじまり	愛媛県上黒岩遺跡の研究成果」（総合司会），1月20日，

歴博講堂

11．第 59 回歴博フォーラム「漆の文化と日本の歴史」企画並びに研究報告 1｢ 漆から見た縄文・弥生時

代 ｣，3月 24日，東商ホール（東京都千代田区丸の内）

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 ｢ 分析調査論 A｣｢ 工芸技術史 ｣ 担当ならびに博

士論文指導

『総研大文化科学研究 3号』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

　「縄文土器の付着物」千葉市立加曾利博物館土器づくり同好会，12月 3日，加曾利博物館

Ⅱ　業績目録 

１　著書

2006.5『季刊考古学 95 号	特集	縄文・弥生時代の漆』雄山閣の編集に協力し，以下の論文等を発表し
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にしたに

た。「縄文・弥生時代の漆研究の現状」pp.14 ～ 20，「｢ うるし ｣ から見えてくるもの」pp.21 ～ 24，

｢ 漆工技術の発達と特質 ｣pp.25 ～ 32，｢ 青森県是川遺跡 ｣pp.55 ～ 56，｢ 弥生時代の漆塗土器と装

身具 ｣pp.57 ～ 62

3a　辞典項目

　『歴史考古学大辞典』（辞典項目）｢漆 ｣｢ 朱 ｣｢ べんがら ｣，吉川弘文館，2007 年 2月

3c　調査・発掘調査報告書

｢浅間山古墳出土金属製品の非破壊調査について ｣pp.163～ 168，｢浅間山古墳石室内出土漆膜の調査」

pp.174 ～ 175，｢ 浅間山古墳出土のフェルト様素材について ｣pp.176 ～ 177，以上，『千葉県史編

さん資料	印旛郡栄町浅間山古墳発掘調査報告書』（編集）（財）千葉県史料研究財団，（発行）千葉県５

学会・外部研究会発表要旨

2006.6：｢ 縄文時代の編組技術と漆技術－赤色漆塗糸玉を中心に ｣（『日本文化財科学会第 23 回大会』，

6月 17日，東京学芸大学）（小林青樹，村本周三と連名）

2006.6：｢ 土器付着炭化物の微細形態の検討 ｣（『日本文化財科学会第 23 回大会』，6 月 17 日，東京学

芸大学）（村本周三と連名）

６　歴史系総合誌『歴博』

　｢自著紹介	歴史研究の最前線 4	出土文字資料の新展開 ｣（歴史系総合誌『歴博』138 号，p.30）．

７　その他

　｢漆と炭素年代測定 ｣学術創成ニュースレター 6号，12月

Ⅲ　研究状況・研究広報

年度当初に出版された『季刊考古学 95 号』によって，縄文・弥生時代の漆研究の現状や最新の出土品を

紹介できた。このことは，漆資料の研究が，いかに縄文・弥生時代の歴史文化史的な研究に役に立つもので

あるのかを一般の人々さらには考古学を専門とする研究者の方々に理解してもらう上で大変良い機会であっ

たと考えている。年度末には歴博フォーラム ｢漆の文化と日本の歴史 ｣を実施することができ，縄文・弥生

時代に限定することなく，以降現代にまでつながる歴史文化の研究において〝漆〟が重要な意味を持ちうる

ことをあらためて強調することができた。以上は，今年度の研究ならびに研究広報の大きな成果であったと

考える。

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　



324

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）

2．	環境省地球環境研究総合推進費プロジェクト「アジアに地域おける経済発展による環境負荷評価及び

その低減をじ実現する政策研究」（2006 年～ 2008 年，研究代表・渡辺知保）

　　2006 年 5月 13日～ 5月 19日，中国河南省白洋淀において調査

　　2006 年 9月 21日～ 11月 2日，中国雲南省紅河州金平県者米において調査

　　2007 年 2月 21日～ 3月 31日，中国雲南省紅河州金平県者米において調査

3．	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

Ⅱ　業績目録 

2a　論文

　「中国の水田漁撈－黒タイ族のウケ漁－」『国立歴史民俗博物館研究報告』第 133 集，国立歴史民俗博

　物館，2006 年

　「灌漑システムからみた水田稲作の多様性－雲南国境地帯のタイ，アールー，ヤオ族の棚田を事例とし

　て」『国立歴史民俗博物館研究報告』第 136 集，国立歴史民俗博物館，2007 年 3月

　「市の誕生と都市化－生業経済の定期市から市場経済の市へ－」『国立歴史民俗博物館研究報告』第 136	

　集，国立歴史民俗博物館，2007 年 3月

　「定住的水田と移動的水田－生業システムからみた多様な水田稲作の姿－」『弥生時代はどうかわるか』

　（広瀬和雄編）学生社，2007 年 2月

　文部省科学研究補助金成果報告書（研究代表・篠原徹）『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－』（第Ⅱ部　雲南省金平県者米谷を執筆），2007 年 3月

2b　研究ノート

　「中国・雲南省者米谷のタイ族の葬式　魂は眠らない２－激変する者米谷の生活世界」『ＳＯＧＩ』92号，

　表現文化社　

　「中国・雲南省者米谷のタイ族の葬式　魂は眠らない３－精霊と魂の住む谷」『ＳＯＧＩ』93 号，表現

　文化社

６　歴史系総合誌『歴博』

「あの世はバブル？」『歴博』№ 138，国立歴史民俗博物館

「葬儀を楽しむ人々 - 海南島のリー族と雲南のタイ族」『歴博』№ 138，国立歴史民俗博物館
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にしもと

西本豊弘　NISHIMOTO Toyohiro　教授

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	Periods

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

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

四　社会連携

２　館外講演・カルチャーセンター・出前授業

　敬愛大学，中東文化センター，など

Ⅱ　業績目録 

１　著書

　2006.4：『新弥生時代のはじまり第 1巻－弥生時代の新年代－』，雄山閣，東京（監修），（144 頁）

2a　論文

　2006.5：「動物骨格図集（4）」（『動物考古学』第 23号，pp.131 ～ 150）

3a　調査・発掘調査報告書

2006.2：「河崎の柵擬定地出土の動物遺体」（『河崎の柵擬定地発掘調査報告書』pp.319 ～ 326，岩手県

文化振興事業団埋蔵文化財センター）

2006.9：「汐留遺跡の動物遺体」『汐留遺跡Ⅳ・第 7分冊』pp.227 ～ 276（ファーストオーサー・共著）

東京都埋蔵文化財センター刊行

2006.9：「青森県東道ノ上（3）遺跡の炭素 14 年代測定結果について」（『東道ノ上（３）遺跡・第 2 分冊』

pp.32 ～ 33，青森県教育委員会）

2007.3：『弥生農耕の起源と東アジア　平成 17・18年度研究成果報告』209 頁（編著）
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2007.3：「野付通行屋敷遺跡出土の動物遺体について」『野付通行屋敷遺跡Ⅱ』pp.97 ～ 108，北海道

別海町教育委員会

2007.3：「瓜郷遺跡出土のイノシシ頭蓋骨」『瓜郷遺跡（Ⅱ）』巻末 2頁，豊橋市教育委員会

2007.3：「村松白根遺跡の動物遺体（2004 年度）」（浪形早季子と共著／第 1著者は西本豊弘）『村松白根

遺跡 2』pp.607 ～ 617，財団法人・茨城県教育財団

2007.3：「長砂渚遺跡出土の人骨と動物骨」（小林園子と共著／第 1 著者は西本豊弘）『長砂渚遺跡』

pp.53 ～ 58，財団法人・茨城県教育財団

2007.3：「野田貝塚第 17 次調査出土の動物遺体」（小林園子と共著／第 1 著者は西本豊弘）『野田貝塚－

第 17・18次発掘調査－』pp.37 ～ 46，野田市教育委員会，2003 年 3月（実際には 2007 年 3月刊行）

2007.3：「野田貝塚第 23次調査出土の動物遺体」（小林園子・浪形早季子と共著／第 1著者は西本豊弘）

『野田貝塚－第 23次発掘調査－・清水遺跡－第 2次発掘調査－』pp.108 ～ 116，野田市教育委員会

2007.3：「野田貝塚第 20・22 次調査出土の動物遺体」（小林園子・樋泉岳二・浪形早季子と共著／第

1 著者は西本豊弘）『野田貝塚－第 23 次発掘調査－・清水遺跡－第 2 次発掘調査－』pp.117 ～ 137，

野田市教育委員会

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

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
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１．共同研究「律令国家転換期の王権と都市」（代表山中章）の報告書二冊（論考編 134 集・資料編 135 集）

を館内で編集し刊行した。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（元本館 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「長岡京遷都－桓武と激動の時代－」（代

表	仁藤敦史）の展示プロジェクトを継続し，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った。また東北城柵関係資料や初期平安京関係資料などの調査を行った。

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）の関連行事として開催

された人間文化研究機構歴博・国文研共同フォーラム「和歌と貴族の世界」の記録を編集し，論考とし

て「古代王権と文芸」を執筆した。

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 21 日と 3 月 11 日

の研究会で「六・七世紀の地域支配」というタイトルで報告をおこなった。中央における分節的な権力

構造を背景にした地域支配が行われていたことを駿河・伊豆地域の事例から論じた。

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，12 月 21

日に「六世紀前後の倭国と百済の関係」というタイトルで報告をおこなった。

６．「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，続々修第四帙第五巻から同第十四巻までの九巻を撮影し，

前年撮影分である続々修第四帙第二十巻から第五帙第四巻までの六巻を完成させた。

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）

　明治大学大学大学院文学研究科兼任講師（日本史特論）

　慶応大学文学部非常勤講師（日本史特殊 4）

三　博物館活動

　２　歴史系総合誌『歴博』

　編集長

　特集コラム「古代の葬送と飲食」『歴博』138 号

　自著紹介「歴史研究の最前線５　歴史と文学のあいだ」『歴博』138 号

３　各種編集委員

　評価委員会「業務実績報告書」「資料編」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

焼津市史執筆委員「図録・年表」（古代部会長）

２　館外講演・カルチャーセンター・出前授業

「藤原京・平城京の研究動向と最近の発掘調査について」『日本考古学 2006』，明治大学友の会主催第

18回講演会，明治大学リバティータワー 1032 教室，4月 8日

にとう
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「推古朝の権力構造」「推古女帝と大臣馬子」「上宮王家と斑鳩宮」『推古朝と古代国家』全三回千葉市民

大学日本史学科　千葉市ツインタワービル　5月 31日，6月 7日，6月 14日

「推古朝と古代王権－大王推古・大臣馬子・厩戸王子－」シルクロードの会例会報告，渋谷，5 月 18

日

「長屋王の変と壬申の乱」古代を学ぶ会，中野，7月７日

「文献からみた古代の東国」『対談　考古学と文献史学の対話－古代東国史の解明をめざして－』（広瀬

和雄氏と対談），新宿朝日カルチャーセンター，7月 8日

「文献からみた東国の古代（前・後）」『東国の古墳時代Ⅰ』（全 2 回），新宿朝日カルチャーセンター，9

月 9・30日

「聖武即位と元明・元正女帝」『古代女帝を問い直す』，朝日カルチャーセンター横浜，9月 16日

Ⅱ　業績目録 

１　著書

　2007.3a：『国立歴史民俗博物館研究報告』134・135 集（414・377 頁）（編著）

2a　論文

　2006.8：「日本史における女帝の意味」（『東アジアの古代文化』pp.21 ～ 29，大和書房）

　2006.10：「藤原京と官員令別記」（『明日香風』100 号，pp.13 ～ 18，飛鳥保存財団）

　2007.3a：「桓武の皇統意識と氏の再編」（『研究報告』pp.49 ～ 74）

　2007.3b：「古代王権と文芸－古代の漢詩・和歌とその「場」－」（『和歌と貴族の世界－うたのちから－』

　pp.161 ～ 175，塙書房）

２c　書評

　「書評　吉田晶著『日本古代の国家形成』」（『歴史学研究』815 号，pp72 ～ 75，6月）

　「書評　栄原永遠男・仁木宏編『難波宮から大坂へ』」（『ヒストリア』202 号，pp.166 ～ 172，11 月）

　「書評　古尾谷知浩『律令国家と天皇家産機構』」（『日本史研究』532 号，pp.48 ～ 55，12月）

　「回顧と展望	古代（大化前代）」（『史学雑誌』115 編 5号，pp.40 ～ 44，5月）

「コメント　今津勝紀・隈元崇氏報告「天平 6 年の地震と聖武天皇について」（『条里制・古代都市研究』

22，3月）

３　自治体史・史料集　

「駿河郡家の設置」pp.228 ～ 234「郷里制と駿河条里」pp.235 ～ 247「調の貢進と氏族の分布」

pp.248 ～ 263「富士の讃歌と駿河采女」pp.264 ～ 269「式内社と阿気大神」pp.309 ～ 312（『沼津

市史』通史編，原始古代中世，2005 年３月）

５　学会・外部研究会発表要旨

「6，7 世紀の地域支配」歴博基幹共同研究「古代における生産と権力とイデオロギー」歴博，2006 年

6月 4日／ 2007 年 3月 11日

「古代日韓関係史と教科書叙述	」韓国学中央学院「教科書セミナー」，韓国ソウル，7月 24日

「浄御原宮と石舞台について」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」
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（代表今谷明），現地踏査解説，8月 27日

「荒木敏夫著『日本古代王権の研究』書評		第二部　古代王王権の構造」専修大学荒木敏夫ゼミ，専修

大学神田校舎，10月 14日

「コメント２」歴博国際シンポ「日韓比較建築文化史の構築－宮殿・寺院・民家－」歴博大会議室，12

月 13日

「貴族・地方豪族のイエとヤケ」古代官衙・集落研究会「古代豪族居宅の構造と機能」奈良文化財研究

所講堂，12月 15日

「六世紀前後の倭国と百済の関係」（歴博基幹共同研究「6 世紀墓制にみる倭の対外交流と文化受容の比

較研究」韓国，12月 21日	

「古代東国と「譜第」意識	」奈良女子大 COE 研究会報告，奈良女子大大学院棟，2007 年 2月 24日

７　その他

　「藤原氏と摂関政治」『歴史のしおり』2007 年 3月号，帝国書院，p.14，2007 年 3月

　「見えてきた天武天皇の儀式空間」（『毎日新聞』5月 8日夕刊）

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【都城制成立過程の研究】では，［仁藤 2006.10］において藤原京の京域について官員令別記にみえ

る陵墓記載から検討した。【古代王権論研究】では，［仁藤 2006.8］で，日本史上における女帝の位置付け

を近代・中世・古代との比較においておこなった。［仁藤 2007.3a］では，桓武朝前後の系譜意識を詳細に

検討し，氏族の再編と密接な関係があることを論じた。［仁藤 2007.3b］では，漢詩から古今集の和歌にい

たるプロセスを王権の変化から論じた。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・伊豆国の概要を整理し，共同研究での報告により大化前代の地域支配を検討

した。

原山浩介　HARAYAMA Kosuke　助手

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，

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	of	Consumer	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	

はらやま
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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．	基幹研究「20世紀における戦争Ⅰ」（副代表）に参加し，4回にわたり研究会を実施した。近現代史研

　　究は，近年とみに，研究のあり方がそれぞれの専門分野へと断片化する傾向が強く，相互の架橋が大き

　　な課題となっている。また，同時代史としての性格ゆえに，歴史認識を支える社会的背景そのものが変

　　容し，既存の歴史記述の革新が要請される。これらの課題に対応するための作業のひとつとして，戦争

　　をめぐるこれまでの語りの掘り起こしや，言説の生成といった事柄を，社会運動の文脈から再把握する，

　　自己言及的な研究が有効であると考えている。この課題は，次年度から始まる基幹研究「20 世紀にお

　　ける戦争Ⅱ」において，沖縄文化や戦争写真といった，より具体的な共通テーマ設定の下で研究を進め

　　ていくことになる。

2．	人間文化研究機構連携研究「日本とユーラシアの交流に関する総合的研究」の，「移民史の比較研究」

　　班に参加し，調査活動を実施した。この機構連携研究では，国際的な研究交流の実施が要請されている

　　ことから，本年度は研究会実施のほか，共同研究メンバーが分担して，各々が専門とする地域を中心

　に調査と研究交流を行った。このうち，3月のロサンゼルスとソルトレイク・シティでの研究交流・調

　査に加わり，主として日系アメリカ人の移民・戦時の強制収容・80年代の「名誉回復」に至るまでの

　状況把握と資料調査，並びにロサンゼルスの全米日系人博物館（Japanese	American	National	Museum）

　における研究・展示をめぐる協力関係の構築に向けた交渉と議論を行った。

3．	文部科学省科学研究費補助金・若手（スタートアップ）「占領期日本における生活物資の闇取引に関わ

　　る民衆生活と政治過程の相関に関する研究」において，戦後闇市に関する資料収集と聞き取り調査を進

　　めた。本年度は，主にライフヒストリーの収集に努め，闇市や闇取引が当時の庶民の日常性の中でどの

　　ように埋め込まれていたのかを明らかにした。

4．	総合展示リニューアル展示プロジェクト（第 6 室）委員として，第 6 室展示に関わる展示構想案のと

　　りまとめと，これに関連する調査・資料収集を行った。

5．	企画展示「『旅』から『旅行』へ」（仮称，2008 年夏開催予定）の展示プロジェクト委員として，展示

　　に関わる調査を行った。

6．	ドイツ国立歴史博物館で実施されたシンポジウム，“The	Memory	of	Nations?　New	National	

　　Historical	and	Cultural	Museums：Conceptions,	Realizations	and	Expectations” に参加し，プレゼンテー

　　ションの実施と意見交換を行った。

7．	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，共著出版に向けた調整を行った。	
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8．	日仏農産物産消交流研究会（於京都大学）において報告を行った（「日本における「産直」の歴史－今，

　「産直」を通じて何を考えることができるか－」，2006.5.17）。この研究会では，日仏間における「産

　　直」の展開過程の違いが明白になり，消費者ベースでの運動が展開された日本と，農業者ベースでの展

　　開が目立つフランスという違いが見られた。この違いは，ひとまずは「産直」をめぐる相違点として理

　　解できるが，より根深いところで，70 年代以降の農業・環境をめぐる市民運動の性格の違いとして把

　　握することが可能であり，日本の社会運動をとらえる上で新たな視点につながるといえる。

二　教育活動

１　教育

　佛教大学非常勤講師（「くらしと自然」）

　慶應義塾大学非常勤講師（「社会学特殊講義」）

　総合研究大学院大学　文化科学研究科　学生企画事業「戦争／平和博物館と戦跡・基地の比較見学プロ

　　　ジェクト　－沖縄から戦争展示を考える－」への参加（2月 11日～ 12日）

三　博物館活動

１　歴博探検等　

　歴博講演会「戦後日本社会と消費者運動」，9月 9日

四　社会連携

１　館外における各種委員

　同時代史学会理事

　

Ⅱ　業績目録
2c　書評

　「「食」の問題をどう表現するか――金丸弘美著『フードクライシス　食が危ない！』」（『農業と経済』

　　Vol.72-No12，p.113，10 月）

６　歴史系総合誌『歴博』

　「【歴史の証人】「数えることの歴史」（歴史系総合誌『歴博』第 140 号，pp.2 ～ 5，1月）

Ⅲ　研究状況・研究広報

本年度は，昨年までの研究を整理しつつ，今後の研究プロジェクトを練り上げるという，研究の端境期に

当たった。このため，論文等の研究成果をまとめるには至らなかったのは残念であるが，他方で，自分の研

究から距離をとりながら，研究の方向性について，あるいは現代史研究そのものについて考える時間を作る

ことができたのは，幸運だったと考えている。

現代史が，今を生きることに直結する歴史であるという，特有の性格と緊張感を持っていることは，今更

いうまでもないことである。これは，歴史叙述を受容する人々とその書き手が共有する同時代意識と深く関

わっている。そうした点は，とりわけ戦時期を扱う研究において端的に表面化することが多く，例えば基幹

研究「20 世紀における戦争」や機構連携研究「移民史の比較研究」の議論のなかで，あるいは総合研究大

学院大学のプロジェクトで沖縄を回るなかで浮き彫りになった論点の一つであるといえる。

はらやま
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そうしたことを考える上での一つの論点として，戦時期を，あるいは戦争の経験を語り伝えようとする人

びとの，ある種の社会運動のような継続的な取り組みをどう評価するのか，という問題がある。この点につ

いては，次年度以降の共同研究等を通じて取り組むことになるだろうと思われるが，この問題意識の背景に

は，以下のような，現代史というものをめぐる根深い課題がある。

ここでいう，「ある種の社会運動」とは，第一義的には戦争の体験者の記憶を相互に共有し，あるいは継

承しようとするものであり，同時に，平和学習など様々な形で，戦争をめぐる一般的な理解の基盤を提供す

るという一面を持ってきた，経験者や研究者などを中心とする様々な取り組みのことを，ひとまずは想定し

ている。そうしたなかで展開される，戦争をめぐる一連の語り，ないしは言説は，歴史研究において，様々

な意味で今後とも重要な意味を持つだろう。

「語り，あるいは言説」と簡単に書いてしまったが，この両者の間には，そもそも隔たりがあるはずであ

る。しかし同時に，その隔たりは常に歴然としているわけでは，もちろんない。個別性・固有性の高い「語

り」とは，相互の間にあり，共有され得る「言説」のあり方と無縁にあるのではない。「語り」相互の，あ

るいは「語り」と「言説」の相互作用のなかで，戦争をめぐる議論は繰り広げられる。しかも，その相互作

用の背後には，そうした運動に取り組み人々や，それらをまなざす人々が，多少なりとも共有する，あるい

は共有すべきとされている，同時代意識が介在している。

そうした，戦争をめぐる体験が言葉になり，議論の俎上に置かれ，共有され，時として特定の出来事がと

りわけてクローズアップされていくといった，一連のプロセスを把握する試みは，現代史というものの性格

を考えると，当然，必要になる。付言すれば，単なる研究史ではなく，さりとて特定の団体の成立史に終わ

るのでもない取り組みが要求されているといえる。

これは，一面で社会運動研究としての性格を有すると同時に，思想史研究としての要素も持つ。また，わ

れわれは時として，「語り」そのものを手放しで特権化してしまうところがある。戦争経験者を中心とする

諸活動をめぐって，彼／彼女たちの有する生々しさを神聖化することは，一見するところ人間としてのまっ

とうな姿勢であるかに見えながら，被調査者との極めて一方的で，時として権力的な関係性をもたらす。こ

れは，例えば文化人類学の自己批判のなかで論及されることのある，ナマのデータとして当事者たちを保全

しておこうとする変種の暴力性と似た論理構造を持っている。

「戦争」というのは，そうした論点が顕在化しやすいテーマだが，例えば戦後社会をめぐる議論においても，

同様のことは問われ続けているとみるべきであろう。共有すべき同時代意識がますます設定しにくくなって

いくなかで，こうした，いくつもの分野をまたいだ論点群を視野に入れた，現代史の生成過程をめぐる分析

を含み込んだ現代史研究の必要性が強く感じられる。

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
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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

　北海道埋蔵文化財センター，江別市郷土資料館，江別古墳群，キウス遺跡群，トメト川３遺跡の見学，

９月２日～４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

（3）「愛媛県上黒岩遺跡の研究」研究代表者

（4）文部科学省学術創成研究「弥生農耕の起源と東アジア」研究分担者

　弥生時代の青銅器の起源を探る調査，金州市博物館，葫芦島市博物館，錦州市博物館，遼寧省文物考古

研究所，遼寧省文物考古博物館，北京市文物博物館，国家文物博物館，古脊椎動物与古人類研究所，8

月 13～ 18日。

（5）歴博国際シンポジウム「古代アジアの青銅器文化と社会－起源・年代・系譜・流通・儀礼－」代表

【個人研究】

（1）北アメリカ北西海岸先住民の銅板の調査

　イギリス：British	Museum（ロンドン），4月 3日～ 6日。

　ドイツ：Ethnologisches	Museum	Berlin（ベルリン），4月 11日～ 12日。

　アメリカ：Peabody	Museum，Harvard	University（ボストン），3月20～ 21日。American	Museum	of

　Natural	History 	（ニューヨーク），3月22～24日。Brooklyn	Museum	of	Art（ニューヨーク），3月25日。

Smithsonian	Museum	Support	Center（ワシントン），3月 27～ 29日。

（2）弥生土器の絵画の調査

　京都大学総合学術博物館，大阪文化財センター古市分室，兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所　

魚住分室，神戸市文化財センター，茨木市文化財資料館，田原本町唐古鍵ミュージアム，9 月 25 日～

28日

（3）明石動物群の化石の調査

明石市立文化博物館，12月 15日。東北大学理学部自然史標本館，2月 15日。衣川中学校，明石南高校，

明石高校，大阪市立自然史博物館，京都大学総合学術博物館，2月 21～ 24日

【展示】

　企画展示「弥生はいつから！？－年代研究の最前線－」展示プロジェクト委員（開催は平成 19年度）

二　教育活動

１　教育

　総合研究大学院大学

はるなり
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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

Ⅱ　業績目録 

１　著書

　『考古学はどう検証したか－考古学・人類学と社会－』（515 頁），学生社，2006 年 9月

　『儀礼と習俗の考古学』（458 頁）塙書房，2007 年 1月

2a　論文

　「縄文から弥生へ－弥生前期の抜歯と墓地の分析－」（『シンポジウム日本考古学－日本原始古代の変革

　と連続』jdzb	documentation，第 9 巻，pp.113 ～ 124，ベルリン日独センター，2006 年 3 月。　

　同論文の英語訳「From	Jomon	to	Yayoi：An	analysis	Based	on	the	Early	Yayoi	Custom	of	Tooth	　

　Extraction	and	on	Burial	Grounds」を jdzb	documentation，Vol.8，pp.108 ～ 125，2006 年 3月に

　収録）

　「弥生時代の年代問題」（『弥生時代の新年代』新弥生時代のはじまり，第１巻，pp.161 ～ 179，雄山閣，

　2006 年 5 月。同論文の中国語訳「弥生時代的年代問題」を『遼寧省文物考古博物館館刊』第 1 輯，

　pp.37 ～ 61，2006 年 12 月に収録）

　「近畿地方における年代測定の成果」（小林謙一と共著）（『弥生時代の新年代』新弥生時代のはじまり，

　　第 1巻，pp.96 ～ 97，雄山閣，2006 年 5月）

　「弥生時代と鉄器」（『国立歴史民俗博物館研究報告』第 133 集，pp.173 ～ 198，2006 年 12 月）

　「大阪府瓜生堂遺跡出土弥生中期木棺の年代」（坂本稔・小林謙一と共著）（『国立歴史民俗博物館研究報

　告』第 133 集，pp.71 ～ 83，2006 年 12 月）

　「弥生青銅器の成立年代」（『国立歴史民俗博物館研究報告』第 137 集，pp.135 ～ 156，2007 年 3月）

　「大陸文化と弥生時代の実年代」（『弥生時代の始まりと東アジア』pp.20 ～ 50，学生社，2007 年 3月）

2b　研究ノート

　「最古銅鐸の年代」（『弥生農耕の起源と東アジアニューズレター』No.5，p.3，西本豊弘，2006 年 7月）

　「女だけをあらわしたか－上黒岩の石偶－」（『歴博』No.139，pp.2 ～ 3，国立歴史民俗博物館，2006

　　年 11月）

　「節分，方相氏，熊送り」（『歴史書通信』No.170，pp.2 ～ 4，歴史書懇話会，2007 年 3月）

3a　調査・発掘調査報告書

　「唐古・鍵遺跡，清水風遺跡出土試料の 14C 年代測定」（小林謙一・今村峯雄ほかと共著）（『田原本町文

　化財調査年報』14，田原本町教育委員会，pp.123 ～ 138，2006 年 3月）

　「奈良県唐古・鍵遺跡出土大型建物柱根の炭素 14年代測定」（坂本稔・小林謙一ほかと共著）（『田原本町

　　文化財調査年報』14，田原本町教育委員会，pp.139 ～ 146，2006 年 3月）

５　学会・外部研究会発表要旨
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　「弥生時代早期の年代問題」『日本考古学協会第 72回総会研究発表要旨』pp.322 ～ 325，東京学芸大学，

　2006 年 5月 28日

　「縄文時代草創期の炭素 14 年代測定」『日本考古学協会第 72 回総会研究発表要旨』pp.69 ～ 72，東京

　学芸大学，2006 年 5月 28日（小林謙一，今村峯雄ほかと共著）

　「九州の弥生時代早・前期の実年代」『日本考古学協会第 72 回総会研究発表要旨』pp.77 ～ 80，東京

　学芸大学，2006 年 5月 28日（藤尾慎一郎，小林謙一，今村峯雄ほかと共著）

　「銅鐸と農耕儀礼」歴博国際シンポジウム『古代アジアの青銅器文化と社会』pp.147 ～ 152，国立歴

　史民俗博物館講堂，2006 年 12 月 3日

　「遼西式銅戈と関連資料の調査研究」『日本中国考古学会 2006 年大会（第 17回大会・総会）発表資料集』

　pp.49 ～ 54，山口県立萩美術館，2006 年 12 月 16日（小林青樹，宮本一夫，石川岳彦と共著）

　「上黒岩ヴィーナスと世界のヴィーナス」第 58回歴博フォーラム『縄文時代のはじまり』pp.12 ～ 15，

　　国立歴史民俗博物館講堂，2007 年 1月 20日

７　その他

　「通説・定説の再検討を」『毎日新聞』6月 10日（夕刊）主張・提言・討論の広場欄，2006 年

　「鋳物師谷一号墓調査の思い出」『葛原さんを偲ぶ』pp.46 ～ 47，葛原克人氏追悼集刊行会，2006 年　

　11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発展の動

向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

批判に対して，弥生時代の実年代を示す大陸と共通する文物を選び，「弥生時代の年代問題」，「大陸文化と

弥生時代の実年代」，「弥生時代と鉄器」を発表して反論するとともに，新しい視点と仮説を提示した。また，

銅鐸の出現年代についても，「弥生青銅器の成立年代」をまとめ，最新の資料などを使いながら弥生中期初

め説を展開した。さらに，遼寧青銅器文化と朝鮮青銅器文化をつなぐ青銅器として，防牌形銅器の研究をお

こない，論文「防牌形銅飾りの系譜と年代」にまとめた（来年度刊行）。

遼寧地方に分布する「異形銅戈」の調査を遼寧省で宮本一夫，小林青樹，石川岳彦とおこなった。その結果，

遼西地方で独自に生成した銅戈と認め，中国の考古学研究者と相談して，遼西式銅戈と呼ぶことにした。遼

西式銅戈は朝鮮青銅器文化の銅戈の直接的な祖型にあたるので，弥生中期の年代が前 4 世紀までさかのぼ

ることの妥当性を認め，それらの考えをまとめて，日本中国考古学会大会で発表した。

弥生時代の始まりに関しては，縄文系土器と弥生系土器の併存から，200 ～ 250 年くらいの長期におよ

ぶ両集団の併存を考え，エスニシティの問題がかかわっていることを再認識した（来年度刊行）。

（2）銅板の研究

北アメリカ北西海岸先住民の銅板（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。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板を材料にしていることが証明されている。したがっ

はるなり
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て，銅板の出現は北西海岸に 1778 年に J．クック船長が訪れ，ヨーロッパ人と先住民の接触が頻繁になっ

た 18 世紀後半以後のことである。銅板は，ポトラッチの場で富と威信の象徴として扱われたほか，小型品

は頭飾りやエプロンの飾りとして使われた。現存する銅板はおそらく 400 点未満，その大部分はカナダと

アメリカの博物館にあり，ヨーロッパに 30点たらずある。

銅板の編年，地域色を明らかにするには，実測図が必要である。しかし，これまではただ 1 点の実測図

もなかったので，その作業に一昨年度からとりくんできた。本年度は，イギリス：大英博物館，ドイツ：ベ

ルリン民族学博物館，アメリカ：ハーヴァード大学ピーボディ博物館，アメリカ自然史博物館，国立自然史

博物館で実測図を作成した。

これによって，銅板の最古型式の実測図をはじめとして約 130 点の銅板の実測図が揃い，銅板の様式変

遷のおおよそを実測図で示すことができるようになってきた。しかし，エスニック・グループごとの編年を

おこなうには，ベラ・クーラ族の資料やクワキウトル族の古い型式の資料が不足しているので，そこをうめ

る作業と，全体に肉付けするためにさらに多くの実測図を作成するつもりである。

（3）弥生土器絵画の研究

弥生土器に線刻してある絵画の集成をつづけ，大阪府八尾南，東奈良，兵庫県玉津田中，奈良県唐古・鍵

遺跡などの建物や龍の実測図と拓本を得た。そして，それらを体系化する作業をおこない，歴博国際シンポ

ジウムで発表した。

（4）『考古学はどう検証したか』，『儀礼と習俗の考古学』の上梓

前者は，1970 年から 2006 年までの間に取りくんできた学界未解決の問題について述べた新旧 20 編の

小論からなる。Ⅰ北京原人問題，Ⅱ弥生時代の年代問題，Ⅲ考古学の捏造問題，Ⅳ陵墓の比定問題，Ⅴ「明

石原人」問題について述べ，Ⅱに「弥生前期鉄器時代説の生成」の新稿を加え，Ⅰは大幅な改定をおこなった。

後者は，旧石器時代から古墳時代，一部は現代までの儀礼や習俗について述べた新旧 10 編の論文からな

る。「4	足形・手形付きの土版」の新稿を加えたほか，「1	狩猟・採集の祭り」，「2	日本の先史仮面」，「6	弥生・

古墳時代の抜歯」，「8	人骨製装身具」，「9	男茎形の習俗」「10野尻湖ヴィーナス問題」などは改稿した。

（5）明石産脊椎動物化石の産状の研究

明石海岸のアケボノゾウとシカマシフゾウの産地と産状について 1921 年以来の記録と実物標本を調べ，

論文にまとめた。2 枚の火山灰層の直下から集中的に見つかっていること，同地の地層が砂礫層と湖成粘土

層のサイクルをもっていることから，それらの絶滅の原因として火山灰の降下と環境変動を考え，更新世末

期におけるナウマンゾウのオーバーキル説にたいしてあらたな示唆をおこなった（来年度刊行）。

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】博士（文学）大阪大学，2007 年２月【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
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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－」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）展示プロジェクト委員（展示代表者）

　4．	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　歴民研修委員，講師

　　8月 10日　先生のための歴博講座・総合展示解説

　　7月 30日，8月 27日　特別企画「佐倉連隊にみる戦争の時代」ギャラリートーク

　　8月 12日　歴博探検「佐倉連隊の跡を歩く」

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　

　	 5 月 28 日「沼津兵学校は江戸幕府から何を引き継いだのか」沼津史談会総会記念講演（沼津市立図書

　　　館）

　10月 31日「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）

　11月 18日「沼津兵学校から興農学園へ」国際ソロプチミスト駿河講演会（ホテル沼津キャッスル）

　12月		 2 日「徳川の遺臣たち－沼津兵学校　廃藩までの三年半－」船橋市郷土資料館文化講演会（船橋

　　　市郷土資料館）

　	 2 月 11 日「沼津兵学校に流れ込んだ砲術家の系譜」板橋区立郷土資料館・シンポジウム「江戸の砲

　　術－砲術書から見たその歴史－」（板橋区立成増区民センター）

　		3 月 24 日「渡瀬寅次郎と沼津」第４回代戯館まつり記念講演会（沼津信用金庫本店４階ホール）

Ⅱ　業績目録

１　著書

ひぐち
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　2006.9：『幕臣福田重固・高島茂徳兄弟』，福田達（私家版）（108 頁）

2b　研究ノート

　2006.11：「杉田盛の六十年回想記」（『静岡県近代史研究』第 31 号，pp.108 ～ 122，静岡県近代史研

　究会）

　2006.12：「生徒のノートからみた沼津兵学校の教育」（『国立歴史民俗博物館研究報告』第 133 集，

　　pp.359 ～ 396）

　2007.3：「荒川重平回想録－昭和から振り返る旧幕臣の幕末・明治－」（『国立歴史民俗博物館研究報告』

　第 136 集，pp.203 ～ 236）

　2007.3：「荒川重平回想録抜粋－旧幕臣としての交友関係を中心に－」（『国立歴史民俗博物館研究報告』

　第 138 集，pp.175 ～ 208）

　2007.3：「西周の門人録」（『栃木史学』第 21号，pp.64 ～ 78，國學院大学栃木短期大学史学会）

　2007.3：「家計簿からみた静岡藩士の生活－立田彰信の『万遣払簿』－」（『沼津市博物館紀要』31，　

　pp.1 ～ 52，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

　2006.4：「江原素六の演説ぶり」「第九期資業生真坂忍」（『沼津市明治史料館通信』85，pp.1 ～ 3，沼

　津市明治史料館）

　2006.7：「大日本平和協会と江原素六」「剣豪伊庭八郎の親戚伊庭真」（『沼津市明治史料館通信』86，　

　pp.1 ～ 4，沼津市明治史料館）

　2006.8：「佐倉順天堂の入門者相磯敬三」（『静岡県近代史研究会会報』第 335 号，pp.1 ～ 3）

　2006.8：「人の動きからみた静岡藩の求心力」『地方史研究』第 322 号，pp37 ～ 40，地方史研究協議

　会

　2006.10：「江原素六と禁酒運動」「地方官となった沼津兵学校出身者」（『沼津市明治史料館通信』87，

　pp.1 ～ 4，沼津市明治史料館）

　2007.1：「臨時仮名遣調査委員会での江原素六」「東京大学に勤務した池田保光」（『沼津市明治史料館通

　　信』88，pp.1 ～ 3，沼津市明治史料館）

Ⅲ　研究状況・研究広報

共同研究「平田国学の再検討」前研究代表者宮地正人氏の指導にもとづき，科学研究費補助金報告書とし

て館蔵の平田篤胤関係資料目録を作成したほか，あわせて国立歴史民俗博物館資料目録６『平田篤胤関係資

料目録』も刊行した。また，補助業務従事者とともに館蔵の木戸孝允・孝正・幸一関係資料の整理を進めた。

個人研究としては，久須美祐利・中村六三郎・羽山蝝・関戸孝・久松碩・荒川重平・折井正和・大川通久・

箕輪信文ら，沼津兵学校関係人物の子孫宅に伝来した資料の調査・整理を行った。「沼津兵学校の研究」によっ

て博士号の学位を取得した。
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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 年），共立女子大学国際文化学部日本文化研究研究助手（1992 年），国立歴

史民俗博物館情報資料研究部助手（1994 年），国立歴史民俗博物館情報資料研究部助教授（2002 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助教授（2004 年）【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。

・マカオの教会，修道院，博物館が所蔵する西洋の影響を受けたマカオ美術およびインド・ポル

トガル美術の調査，2007 年 3月 10日～ 14日

・スペイン王室関連のコレクションに含まれる日本およびアジア製工芸品の調査（王立武器庫，

デスカルサス・レアレス修道院，エンカルナシオン修道院），日本の影響を受けた中南米の美術

工芸品の調査（アメリカ美術館），「天正・慶長遣欧使節とその時代展」見学および研究交流（ロー

マ日本文化会館），　2007 年 3月 25日～ 31日

　	 2．		基盤研究「紀州徳川家楽器コレクションの研究」（代表　高桑いづみ）の共同研究員・館内事務担当

　　　として，館蔵紀州徳川家楽器コレクションの調査，雅楽器との比較研究のための能楽器に関する情報

　　　収集および調査（滋賀県個人・国立能楽堂），次年度の自然科学的調査のための準備研究・打ち合わ

　　　せをおこなった。

　		3．			人間文化研究機構研究資源共有化事業の一環として，装身具データベースの作成をおこなった。

　	 4．		第 59 回歴博フォーラム『漆の文化と日本の歴史』において「漆から見た日本と西洋」と題する報

　　　告をおこなった（2007 年 3月 24日，東商ホール）。

　		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）共同

　　　研究員

　		6．			企画展示「歴史のなかの鉄炮伝来」展示プロジェクト委員

　		7．			総合展示リニューアル第 3室展示プロジェクト委員

　		8．			企画展示「「染」と「織」の肖像（仮称）」展示プロジェクト委員（進行管理担当）

　		9．			特別企画「新収資料の公開」展示プロジェクト委員

　10．			大阪大学総合学術博物館における企画展示「「見る科学」の歴史－懐徳堂・中井履軒の目－」（2006

　　　年 10 月 31 日～ 12 月 10 日）に協力し，関連資料の調査・キャプション解説執筆・図録解説執筆を

ひだか
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　　　おこなった。

　11．　町田市立博物館における企画展示「工芸の美と技を求めて　赤青会コレクション展」（2006 年 10

　　　月 31 日～ 12 月 10 日）に協力し，関連資料の調査・キャプション解説（亀文蒔絵三組盃・桜樹唐子

　　　遊鶏図蒔絵小箪笥ほか 19点）の執筆をおこなった。

　12．			日本学術振興会科学研究費補助金・基盤研究（B）「近世風俗画の絵画史料論的研究」（研究代表者・

　　　泉万里）の研究分担者として近世絵画の調査をおこなった（九州国立博物館）。

二　教育活動

１　教育

　青山学院大学非常勤講師（芸術文化論）

　鶴見大学博士学位論文審査委員会委員（副査）

三　博物館活動

１　歴博探検・くらしの植物苑

　第 276 回歴博講演会「輸出漆器にみる異国の表象」，2006 年 12 月 9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

　文部科学省研究振興局学術調査官（併任・～ 2006 年 7 月），町田市博物館資料収集委員会委員，千葉

　　市美術品等収集審査委員，漆工史学会幹事

３　マスコミ

　NHKBS-hi,	総合テレビ『夢の美術館　世界の至宝・工芸 100 選』制作協力，2007 年 1月 28日

Ⅱ　業績目録 

2a　論文

2007.3：「『源氏物語』の漆芸意匠－寛永期における蒔絵作品を中心として－」（国立歴史民俗博物館編『和

歌と貴族の世界　うたのちから』pp.223 ～ 237，塙書房

４　展示図録

2006.10：資料解説「青貝印匣」「螺鈿算盤」（大阪大学総合学術博物館編『「見る科学」の歴史－懐徳堂・

中井履軒の目－』，pp.42 ～ 44，大阪大学出版会）

５　学会・外部研究会発表要旨

2006.8.7：「倭漆　漆工芸における中日交流」，第 4 回国際分子病理学シンポジウム文化交流記念講演，

新疆医科大学（中華人民共和国），（“Woqi”：Cultural	Exchange	of	Lacquer	between	China	and	Japan，	

‘The	fourth	International	Symposium	of	Molecular	Pathology’ 予稿集 ,	pp.6 ～ 7），鹿児島大学長賞

受賞

2006.9.9：「倭漆　中国における蒔絵の愛好」，かざり研究会，国立歴史民俗博物館

６　歴史系総合誌『歴博』，友の会ニュース

2006.5.30：「研究者紹介　ものたちが紡ぐ歴史」（『歴博』No.136，pp.26 ～ 27，国立歴史民俗博物館）

７　その他
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2006.4 ～ 12：「日本のデザイン　草木の文様（桜・牡丹・桐・葵・蓮・葡萄・菊・楓・雪と草木）」（『華

道』第 68巻第 4～ 12号，日本華道社）

2006.5.26：「歴史の時間 59　「印籠」の中身は？」（『毎日小学生新聞』）

2006.6.2：「歴史の時間 60　メスのトラはヒョウ柄だった？」（『毎日小学生新聞』）

2006.6.9：「歴史の時間 61　コウモリの模様はどうして流行したの？」（『毎日小学生新聞』）

2006.6.23：「歴史の時間 63　武士はどんな模様がお好き？」（『毎日小学生新聞』）

2006.8：「特集ラリックと日本 1　ラリックにみる日本の美」（『なごみ』No.320，pp.26 ～ 37，淡交社）

2006.8：「日本の工芸意匠と自然観」（『なごみ』No.320，pp.54 ～ 57，淡交社）

2007.1 ～ 3「日本のデザイン　自然風物・草木・花（正月飾り・つばき・たんぽぽ）」（『華道』第 69 巻

第 1～ 3号，日本華道社）

2007.1 ～ 3：連載　海外で愛された日本の美術（「やまと絵扇」・「螺鈿の鞍」「金屏風」）」（『なごみ』

No.325 ～ 327，pp.100 ～ 103，淡交社）

2007.2：「簪」「櫛」「笄」「蒔絵」の項目執筆（『歴史考古学大辞典』（小野正敏・佐藤信・舘野和己・田

辺征夫編），吉川弘文館）

Ⅲ　研究状況・研究広報

（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），特別企画展示（2005 年度）の開催という流れで順調に進行している。今年度より，高

桑いづみ氏を代表として，基盤研究「紀州徳川家楽器コレクションの研究」が 3 か年計画で立ち上がり，

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検討などにとり組んでいる。

　また，2004 年度に公開した DB に新たに英文表記（資料名称）を加え，海外の研究者等の利用にむけて

改善をおこなった（人間文化研究機構研究資源共有化事業）。

（2）南蛮美術工芸に関する研究

　南蛮漆器など近世の工芸品を海域交流史的視点からとらえ直す科研費による共同研究は，昨年に引き続

き進行中である。また，すでに研究をほぼ終了した南蛮屏風のカタログ・レゾネは，来年度の刊行をめざ

して執筆・編集作業が順調に進行している。

（3）装身具データベースの作成

　今年度より新たに館蔵装身具データベースの作成に着手した。歴博は，野村正治郎衣裳コレクション

（H-35）・明治末期華族所用髪飾具（H-37）・髪飾具コレクション（H-38）・星野平次郎袋物コレクション

（H-39）・星野平次郎櫛・笄コレクション（H-655）・牧野コレクション（H-1078-1，2）など ,	江戸時代か

ら明治時代を中心とする髪飾具（櫛・かんざし・笄）・袋物（たばこ入れ・紙入れ・筥迫・守袋）・印籠な

ど装身具を多数所蔵している。これらの半数以上は，2002 年度の企画展示「男も女も装身具　江戸から

明治の技とデザイン」において公開したが，これらのコレクションの情報を広く利用してもらうためデー

タベースの形式で公開するものである。写真撮影済みの資料から順次公開していく予定である。

ひだか
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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，東北・関東前方後円墳研究会【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），基盤研究「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），基盤研究「歴史資料研究

における年代測定の活用法に関する総合的研究」（代表・坂本稔）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デオロギー」は 16 名のメンバー

で 3 回の研究会を開催したが，第 2 年度は古代における支配の特質をめぐって討議を深めた。そのな

かで，6月 4日には「6～ 7世紀の民衆支配－海民の群集墳をめぐって－」，3月 11日には「6～ 7世

紀の民衆支配－後期前方後円墳と群集墳をめぐって」と題しての研究発表を２回おこなった。9 月には

異文化接触もしくは境域の問題を考えるため，北海道式古墳や続縄文文化遺跡や北海道埋蔵文化財セン

ターなどの踏査を実施し，現地でゲストスピーカーをまじえての研究会を実施した。また，「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」では，1月にソウルの韓国国立中央博物館での調査，

「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，10 月に若狭での古墳踏査，「縄文・弥

生集落遺跡の集成的研究」では，3月に河内平野の水田遺跡の踏査にそれぞれ参加した。

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

分担者とともに，この研究の成果発表である企画展示の展示プロジェクト委員会（代表・今村峯雄）委

員として研究会に出席した。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，数度の研究会に出席した。

３　文部科学省科学研究費補助金・特定領域研究「中世考古学の総合的研究」の一環として，数回におよ

ぶ文化財行政研究委員会を実施し，「遺跡をなぜ保護するか」「文化財，調査成果の活用」「文化財と市

民社会」と題して研究発表した（中央大学，東京，1月 6日）。

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

代の地方支配』で，「推古朝前後の東国政治動向」と題した研究発表と討論をおこなった（奈良女子大学，

奈良市，2月 24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。愛知県埋蔵文化財センター講演会で「弥
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生都市とものづくり」（愛知県陶磁資料館，瀬戸市，7 月 23 日），山陰弥生文化シンポジウム『弥生の

神々と祭り－弥生文化に神話の源流を探る』で「古代人の心性を探る」（NHK ホール，大阪市，7 月 29

日）。考古学研究会東海例会『古墳時代における地域と集団Ⅱ－横穴式石室からみた伊勢と三河の交流

－』で「東国の横穴式石室からみた政治動向」（三重大学，津市，8 月 5 日），上越市シンポジウム『釜

蓋遺跡を考える』で「釜蓋遺跡の特質について」（11 月 19 日），愛知県史跡整備市町村協議会設立 15

周年記念史跡天然記念物フォーラムで「史跡公園を見つめなおす－考古学の可能性を求めて－」（文化

フォーラム春日井視聴覚ホール，春日井市，12 月 6 日），古代史フォーラム『ヤマト政権と地域政権』

で「推古朝前後の東国首長層の動向」（羽曳野市市民会館，大阪府羽曳野市，2月 25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専攻教授併任

　奈良女子大学 COE 特任教授併任

　立正大学文学部非常勤講師（考古学特講，通年）

　立正大学大学院非常勤講師（歴史考古学特講，通年）

　千葉大学文学部非常勤講師（地域考古学，後期）

　大阪大学文学部非常勤講師（文化資源活用論，集中講義）

２　博物館教育

　「先生のための歴博講座」（8月 9日）の講師をつとめた。

四　社会連携

１　館外における各種委員

　文化審議会文化財分科会専門委員（文化庁），埋蔵文化財発掘調査等の整備充実に関する調査研究委員

会委員（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），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，能勢町文化財保護審議会委員，加悦町史編纂委員会副委

員長，加悦町史監修，和泉市史編纂委員会専門委員，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，斐太歴史の里調査整備委員会委員（新潟県妙高市），日本文化財保護協会

資格制度諮問委員，『日本考古学』原稿査読委員。

２　館外講演・カルチャーセンター・出前授業

朝日カルチャーセンター東京「古墳時代の渡来文化」，４月１日，４月８日，４月 22日

朝日カルチャーセンター東京「東アジアの中の古墳時代」，４月 22日

朝日カルチャーセンター横浜「装飾古墳の語るもの」，５月 27日，６月 10日，６月 24日

朝日カルチャーセンター東京「対談　考古学と文献史学の対話」，７月８日

朝日カルチャーセンター東京「東国の古墳時代Ⅰ」，８月 26日。

朝日カルチャーセンター横浜「形象埴輪と装飾古墳」10月 14日，11月 11日，12月２日

古代を偲ぶ会「前方後方墳と大和政権」（大阪市）10月 21日，

古代を学ぶ会「前方後方墳の諸問題－東国を中心として－」（東京都）10月 11日。

３　マスコミ

ひろせ
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　　「発掘された日本列島 2006 －新発見考古速報展」の紹介記事が朝日新聞に掲載された（６月 17 日）。

　　山陰弥生文化シンポジウムの記録が山陰中央新報に掲載された（８月 31日）。

　　その他，各新聞社からの取材や依頼に応じ，遺跡発掘調査のコメントを適宜おこなった。

Ⅱ　業績目録 

１　著書

　2007.3：単著『古墳時代政治構造の研究』（471 頁）塙書房

　2006.4：共編（伊庭功）『弥生の大型建物とその展開』（252 頁）サンライズ出版

　2006.12：監修『黄泉之国再見－西山古墳街道』（181 頁）六一書房

　2007.3：編集『弥生時代はどう変わるか－炭素 14年代と新しい古代像を求めて』（210 頁）学生社

2a　論文

　2006.6：「領主居館の成立と展開」（小野正敏・萩原三雄編『鎌倉時代の考古学』，pp.81 ～ 94，高志書院）

　2007.3：「新しい弥生像を求めて」『弥生時代はどう変わるか』pp.5 ～ 18，学生社

　2007.3：「埋蔵文化財報道と考古学」『考古学論究－小笠原好彦先生退任記念論集』pp.1299 ～ 1312）

2b　研究ノート

2007.1：「大山古墳－仁徳陵」（小林達雄編『考古学ハンドブック』，p.250，出版社）

2006.5：「広瀬和雄が歩く歴史創造の旅 NO.1	戦乱の武将をたどる中世山城」（『文化遺産の世界』

Vol.21，pp.20 ～ 21，国際航業株式会社）

2006.8：「広瀬和雄が歩く歴史創造の旅 NO.2	霊魂観の誕生」（『文化遺産の世界』Vol.22，pp.20 ～ 21，

国際航業株式会社）

2006.11：「広瀬和雄が歩く歴史創造の旅NO.3	国家フロンティアを考える」（『文化遺産の世界』Vol.23，

pp.22 ～ 23，国際航業株式会社）

2007.2：「広瀬和雄が歩く歴史創造の旅NO.4	弥生の神々との遭遇」（『文化遺産の世界』Vol.24，pp.20

～ 21，国際航業株式会社）

５　学会・外部研究会発表要旨

2006.12：「史跡公園を見つめなおす－考古学の可能性を求めて」（『史跡天然記念物フォーラム』p.3，

愛知県史跡整備市町村協議会）

2006.8：「古代人の心性を探る」（『弥生の神々と祭り』，pp.4 ～ 5）

2007.2：「推古朝前後の東国政治動向－後期前方後円墳と横穴式石室」（『古代史フォーラム大和政権の

源流』，pp.1 ～ 12，フィールドミュージアムトーク史遊会）

2006.8：「東国の横穴式石室からみた政治動向」（『古墳時代における地域と集団Ⅱ－横穴式石室からみ

た伊勢と三河の交流－』，pp.1 ～ 10，考古学研究会東海例会）

６　歴史系総合誌『歴博』

2006.7：「歴博けんきゅう便第 25回「古代における生産と権力とイデオロギー」」（『歴博』137，pp.24

～ 25，国立歴史民俗博物館）

７　その他
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　2006.9：「史跡公園は考古学研究の試金石」（『考古学ジャーナル』p. １）

Ⅲ　研究状況・研究広報

１．これまで発表してきた前方後円墳などに関する論文をまとめ，単行書として上梓した。その目次は

つぎのとおりである。序章　古墳時代政治構造研究の課題と方法，第 1章　前方後円墳研究の一情況，第 2

章　畿内 5 大古墳群の構造と特質，第 3 章　佐紀古墳群をめぐる諸問題，第 4 章　畿内 5 大古墳群の政治

的配置，第 5章　地方首長墓の動向と政治秩序，第 6章　群集墳研究の課題と方法，第 7章　群集墳論序説，

第 8 章　横口式石槨の編年と系譜，第 9 章　後期古墳の副葬品と農民の武装，終章　前方後円墳と大和政

権－「非文字資料」からの古代王権へのアプローチ－。

ここでは，前方後円墳を〈中央―地方の契機をもって，祭祀と政治を媒介的に表出した墓制〉と概念づけ，

〈画一性と階層性を見せる墳墓〉という特性を指摘した。そして，3 世紀中ごろから 7 世紀初めごろの岩手

県南部から鹿児島県までを領域にし，軍事権と外交権とイデオロギー的共通性をもち，大和政権―大和を中

心にした「畿内」の有力首長層で構成された政治集団―に運営された首長層の利益共同体としての前方後円

墳国家，そのメンバーシップを前方後円墳は表していた，と主張した。そうした視座にもとづき，おもに中

央政権を担った畿内首長層が造営した畿内 5大古墳群などの分析を試みた。

もっとも，中央の意志だけでは前方後円墳は造営されない。各地の前方後円墳には画一的様相に加えて，

地域的な特殊性もみられる事実－近年の地域性・多様性ばやりの考古学研究ではこの側面が強調されすぎて，

どうして各地の前方後円墳は相似形を呈しているのかなど，が等閑に付されている－からすれば，大和政権

と地方首長の二重の政治意志がそこに表出されたことも確実である。したがって古墳時代政治構造への論究

には，前方後円墳を筆頭に大型の円墳や方墳などもふくめた列島各地の首長墓の動向をとおして迫っていく

ことが必須要件となる。

２．上記してきた観点にもとづき，東国の古墳についての調査・研究をつづけて 2 年が経過した。東国

古墳の分析をつうじて，前方後円墳国家の実相を解明していくのが，東国に拠点をかまえた歴博での主たる

研究目的であるが，いまはつぎのような方向性で研究をつづけている。南武蔵（東京都）や相模（神奈川県）

地域を除いた東国各地では 6 世紀，とくにその後半ごろから７世紀初めごろに前方後円墳の築造がピーク

を迎える。それは在地の側の動向というよりも，中央政権が個々の首長－律令制の 1 ～ 2 郷単位ほどの領

域－を直接掌握しようとした政策を表出しているように思える。それも，個々の首長を支配しようとした地

域，在地での伝統的な首長的結合を前提にしながら統治しようとしているところ，さらには在地でのゆるや

かな首長的結合に干渉しながら統治を試みているところ等々，多様な地方支配が試行されているように見え

る。ただ，いずれにしてもそれは首長を対象とした人的支配であって，律令制的支配の国・郡・里といった

地域支配とは異質な原理にもとづくものであった。

３．共同研究「古代における生産と権力とイデオロギー」の「古代の支配」をめぐっての議論では，それ

は一方的な暴力的なものではなく，互酬的性格のつよいものだという見解がでてきた。そしてうまく地域を

限定すれば，群集墳（横穴墓）と部民制などの対応関係にも肉薄できるとの見通しも得られた。さらには前

述したように，350 年もつづいた前方後円墳を媒介とした政治秩序と律令制的なそれとは異質であったこ

とは，これまでの研究に変換を迫るものである。つまり，律令制的な統治方式の原型を古墳時代のなかに探

ひろせ
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るという方法では，3世紀中ごろから 7世紀初頭の政治秩序を明らかにすることはできないということであ

る。こうした論点こそがまさに，考古学・日本古代史・日本中世史・中国古代史・法制史学・民俗学の研究

者で遂行している共同研究のなせる術である。一方が他方にもたれあうのではなく，それぞれの利点と限界

を十分にふまえての討論は，すすめかた次第では大きな成果を生み出していくとの確信が得られたように思

う。

４．考古学研究と不即不離の埋蔵文化財行政だが，永年の成果をどのように活用していくかが，ここ数年

の重要な課題となってきていることは昨年も記した。そのなかの一つに史跡公園の再考があるが，さほど大

幅な進展があったとは言いいがたい。しかし，これは考古学の社会的有効性とも深くかかわるだけに，しば

らくは粘り強く取り組んでいかねばならない。いまひとつ，開発行為にともなう遺跡緊急調査への民間調査

機関の関与を，埋蔵文化財行政とどう関連させていくか，も焦眉の急になってきている。これまでは埋蔵文

化財は「国民の共有財産」だから，その保全には行政があたるべきだ，との考えかたが主流であった。とこ

ろが埋蔵文化財行政が行政システムのなかで一定の地歩を占めてくるとともに，そして文化財行政の多様化

や「小さな行政指向」などの動きがあいまって，緊急調査への民間導入にたいする抵抗感も少なくなりつつ

ある。したがって，遺跡発掘調査の公益性と民間調査機関の利益確保をどう調整していくかが，埋蔵文化財

行政の新たな課題となってきた。それとともに民間調査機関も発掘調査の質の維持をどうするか，その正当

性をどう社会に説明するか，などの課題を抱えるにいたった。いずれにせよこの問題は，当事者だけではな

く，考古学研究の将来にも大きく影響をおよぼすから，研究者全体に課せられた問題であると認識すべきで

はないか。研究機関と社会との相関性は年々，広く深くなってきている。

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】

　愛媛県今治市阿方遺跡出土土器の考古学的調査，5月 17～ 19日，松山市
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　鹿児島県鹿屋市，曽於市上中段遺跡出土土器の年代学的調査，6月 7 ～ 8日，鹿屋市，曽於市

　土器付着炭化物研究会能登研究会，7月 1～ 2日，石川県能登

　弥生農耕の起源と東アジア滋賀現地研究会，7月 7～ 9日，滋賀県安土町

　愛媛県今治市阿方遺跡出土土器の年代測定，7月 19 ～ 21日，松山市，今治市

　佐賀県唐津市中原遺跡出土木材の年代測定，8月 11日，12月 13日 , 唐津市

　愛知県朝日遺跡出土土器の年代測定，9月 28～ 29日，名古屋市

　弥生農耕と東アジア大分市現地研究会，12月 23～ 24日，大分，大分

【論文】〔藤尾・今村 2006.12〕，〔藤尾 2007.3〕

【学会報告】〔藤尾ほか 2006.4〕，〔藤尾ほか 2006.5〕，〔藤尾 2006.11〕

【研究集会】	〔藤尾 2006.12〕

【報告書】	〔藤尾ほか 2006.3a〕，〔藤尾ほか 2006.3b〕，〔藤尾ほか 2006.3c〕，〔藤尾ほか 2006.3d〕，〔藤

　　尾ほか 2007.3a〕

【一般講演】〔藤尾 2006.6 ～ 9〕

２．基幹研究「『三国志』魏書東夷伝の国際環境」（研究代表　東　潮）共同研究員で以下の調査をおこなっ

た。

　　中国東北三省所在，高句麗，濊関連遺跡の調査，10月 24～ 31日．遼寧省，吉林省，黒竜江省．

３．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　広瀬和雄）共同研究員で以下の調査

をおこなった。

　　北海道縄文晩期キウス周堤墓，北海道式古墳の調査，9月 2 ～ 4日，札幌，江別ほか .

４．基盤研究「歴史資料研究における年代測定の活用法に関する総合的研究」（代表　今村峯雄）で以下の

調査をおこなった。

　佐賀県唐津市中原遺跡出土木製品の年代学的調査，12月 7日，唐津市 .　

　福岡県小郡市力武内畑遺跡出土杭と土器の年代学的調査，２月７～８日，小郡市．

５．基盤研究「縄文・弥生集落遺跡の集成的研究」（代表　藤尾）で以下の調査をおこなった

　石川県八日市地方遺跡の調査，9月 24～ 25日，小松市，金沢市

　愛媛県文京遺跡，樽味四反地遺跡の調査，11月 2～ 3日，松山市

　大阪府池島・福万寺遺跡の調査，3月 24～ 25日，八尾市

６．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）で，韓国国立

中央博物館所蔵先史時代の青銅器についての調査をおこなった。8月 20～ 23日，ソウル

７．学振基盤Ａ「中世東アジア技術史」（研究代表小野正敏）共同研究員で，以下の調査をおこなった。

　鹿児島県甑島，南さつま市資料調査，8月 5～ 11日，鹿児島

　長崎県石鍋製作遺跡の調査，10月 19～ 21日，長崎

　広島県福山・尾道・しまなみ海道の調査，２月 24～ 26日，広島

８．特別企画「弥生はいつから！？」（展示代表　今村峯雄）展示プロジェクト委員

　高知県内弥生開始期遺跡，愛媛県大久保遺跡出土鉄器の調査，2007 年 3月 15～ 16日，高知，松山

　展示パネル，図録原稿の執筆をおこなった。

９．個人研究のテーマである鉄生産研究の成果を，〔藤尾 2006.11〕で一般講演をおこなった。

ふじお
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10．個人研究のテーマである農耕開始期研究の成果を，〔藤尾 2006.11〕で発表した。

　11．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，九州北部，四国における弥生開始期

の遺跡の調査をおこなった。

弥生青銅器鉛出土情報の調査，11月 16～ 17日，太宰府，佐賀市

宮崎県内弥生遺跡，及び，福岡市雀居遺跡 12次出土弥生土器の年代学的調査，12月 6～ 8日，宮崎市，

　福岡市

高知県田村遺跡，愛媛県大久保遺跡出土弥生土器，鉄器の年代学的調査，３月 15～ 16日

大分市大道遺跡，福岡市福重稲木遺跡，唐津市菜畑遺跡出土弥生土器の年代学的調査，３月27～30日，

大分市，福岡市，唐津市

　12．館蔵図録「弥生青銅器」実測・写真撮影の継続調査。青銅器のトレースに入り，レイアウトも決定し

　　た。

　13．館長リーダーシップ経費により，韓国国立中央博物館考古部との間で国際学術交流にもとづく研究計

　　画（三国時代青銅製品中の鉛同位体比を利用した産地推定の研究）の打ち合わせをおこない，2007 年

　　度より 2年計画で実施することで同意した。

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　7月 31日集中講義

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

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（2008 年度まで）

　佐賀市東畑瀬遺跡整理指導（12月 12～ 13日），佐賀県教育委員会	富士文化財事務所

２　館外講演・カルチャーセンター・出前授業

　朝日カルチャーセンター立川講師『変わる弥生時代像』６～９月，立川

　広島県立歴史民俗資料館第 27期文化財講座 6『製鉄はいつ始まったのか』11月 11日，三次，広島

Ⅱ　業績目録 

2a　論文

2006.12：「弥生時代中期の実年代」（『国立歴史民俗博物館研究報告』第 133 集，（今村峯雄と連名）

pp.199 ～ 229）

2006.12：「GIS にもとづく佐賀平野における縄文～弥生時代の遺跡分布」（『実験考古学 GIS』

pp.228-295，NTT 出版株式会社）

2007.3：「土器型式を用いたウイグルマッチングの試み」（『国立歴史民俗博物館研究報告』第 137 集，
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pp.157 ～ 185，2007 年 3月）

2b　研究ノート

2006.5：「九州地方における年代測定の結果－とくに縄文晩期について－」（『弥生時代の新年代』新弥

生時代のはじまり第１巻，pp.90 ～ 94，雄山閣出版）

2006.9：「第 19回国際放射性炭素会議参加記」（『考古学研究』53-2，pp.1 ～ 5）

3a　調査・発掘調査報告書

2006.3a：「長崎県深江町権現脇遺跡出土土器に付着した炭化物の炭素 14 年代測定」（『権現脇遺跡』深

江町文化財調査報告書第２集，pp.623 ～ 635，小林謙一と共著）

2006.3b：「長崎県佐世保市門前遺跡出土試料の 14C 年代測定」（『門前遺跡』一般国道 497 号佐々佐世

保道路埋蔵文化財発掘調査報告書，長崎県文化財調査報告書第 290 集，pp313 ～ 318，小林謙一と

共著）

2006.3c：「大分市玉沢条里跡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次発掘調査報告』），稙田市民行政センター建設に伴う発掘調査報告書，pp.129 ～ 140，大分市埋

蔵文化財調査報告書題 66集，小林謙一と共著）

2006.3d：「熊本市八ノ坪遺跡出土弥生土器に付着した炭化物の炭素 14 年代測定」（『八ノ坪遺跡Ⅰ』分

析・考察・図版編，pp.45 ～ 52，熊本市教育委員会，小林謙一と共著）

2007.3a：「佐賀市東畑瀬遺跡出土弥生土器に付着した炭化物の炭素 14 年代測定」（『東畑瀬遺跡１・大

野遺跡１』佐賀県文化財調査報告書第 170 集 , 佐賀県教育委員会，小林謙一と共著）

2007.3：「農耕開始期における石器データ」（宇野隆夫編著『GIS を基盤とする考古・歴史民俗・環境情

　　　報の高度連携研究』－ユーラシア集落・都市の営みと環境の関わりを中心として－ 2006 年度成果報

　　　告書，pp.17 ～ 40，大学共同利用機関法人・人間文化研究機構）

５　学会・外部研究会発表要

2006.4：The	19th	International	C14	Conference	in	Oxford,	U.K.　4 月 3日～ 7日，オックスフォード

大学ケブルカレッジ「弥生土器の付着炭化物を対象とした炭素 14 年代測定による弥生文化の高精度

年代体系」（今村峯雄・坂本稔・尾嵜大真と連名）

2006.5：「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.77 ～ 80，5月 28日，東京学芸大学（春成秀爾・今村峯雄・

小林謙一・坂本稔・尾嵜大真と連名）

2006.12：「日韓青銅器文化の年代」歴博国際シンポジウム「東アジアの青銅器文化と社会－起源・年代・

系譜・流通・儀礼－」，12月 1～ 3日，佐倉

６　歴史系総合誌『歴博』

　「コラム　弥生時代の水田稲作をめぐる諸問題」（歴史系総合誌『歴博』141 号，p.9，2007.3）

７　その他　

「九州における縄文晩期から弥生前期の実年代」（『学術創成News	Letter』№ 4，pp.8 ～ 9，2006.4）

「19th	International	Radio	Carbon	Conference	 報 告 」（『 学 術 創 成 News	Letter』 № 5，pp.8 ～ 9，

2006.9）

「較正年代の求め方－九州北部縄文晩期～弥生前期を中心に－」（『学術創成News	Letter』№ 6，pp.6 ～

ふじお
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9，2006.12）．

Ⅲ　研究状況・研究広報

3 年目にはいった文部科学省・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。とくに今年度は，第３例目となる山の寺・夜臼Ⅰ式の測定，初の板付Ⅱa式や5点まとまっ

た板付Ⅱ b 式の炭素 14 年代を測定するとともに，Jcal をつかって，板付Ⅱ a 式が前 700 年頃に相当する

ことを突き止めたことをあげることができる。

1.　山の寺・夜臼Ⅰ式

日本列島で水田稲作が始まった時期の土器型式である山の寺・夜臼１式土器に付着した炭化物の測定は，

昨年までは菜畑遺跡の 2 例にとどまっていたが，今年度待望の 3 例目となる測定値が出た。福岡市城南区

橋本一丁田遺跡第 2 次調査によって出土した夜臼Ⅰ式に比定された方形浅鉢で，2765 ± 35	14C	BP という

炭素 14年代はこれまででもっとも古い測定値である。

これで山の寺・夜臼Ⅰ式は 2700	14C	BP 台の半ばから前半にかけての測定値を示す可能性が高まったこ

とになる。

先行する黒川式についても新たな展開があった。これまで突帯文土器に伴う粗製深鉢や組織痕文土器を黒

川式新，伴わないものを黒川式古と位置づけてきたが，研究史的に前者は山の寺式や夜臼Ⅰ式として位置づ

けられてきたものである。また 3 年間の測定の結果，粗製深鉢や組織痕文土器が，島原半島や大隅地方で

は板付Ⅰ式併行期まで存在していることが明らかになり，当初の予想をはるかに上回る存続期間を示したこ

とで，研究史との間で乖離が生じてきた。

そこで今年度は黒川式の定義を次のように変更した。すなわち，突帯文土器に伴うものは研究史にした

がって山の寺式や夜臼Ⅰ式と呼ぶことにして，黒川式を突帯文土器以前に限定した。さらに炭素 14 年代が

2800	14C	BP 台のものを黒川式古，2700	14C	BP 台のものを黒川式新に細分した。

これら黒川式の細分結果と山の寺・夜臼Ⅰ式 3例の測定結果をふまえて統計的に処理したところ，山の寺・

夜臼Ⅰ式の開始年代は，前 10世紀中頃という結果を得た。

同様に夜臼Ⅱ a式は前 9世紀後半，板付Ⅰ式は前 8世紀初頭という結果となった。これらの成果は 2007

年 5月に刊行予定の本に掲載予定である。

2.　板付Ⅱ a・Ⅱ b式

九州北部では測定例が絶対的に不足していた両型式について，測定値の増加を得た。いずれも福岡市博多

区雀居遺跡 4 次調査の資料で，板付Ⅱ a 式が１点，Ⅱ b 式が 4 点である。前者は 2400	14C	BP 台，後者が

2300	14C	BP 台であった。いずれも炭素 14 年代の 2400 年問題にかかるため，統計的には較正年代を絞り

込むことができない。

3.　板付Ⅱ a式の実年代

弥生時代には，較正曲線が水平になったり，Ｖ字状になったりする箇所がある。このような箇所では炭

素 14 年代の中心値が較正曲線と複数の箇所で交差するため，較正年代を数百年にわたる広い年代幅でしか

算出できない。弥生前期と弥生中期前葉～後半がまさにこの箇所に相当する。この時期の較正年代を何と

か絞り込むために土器型式を用いたウィグルマッチ法の実験的な適用をおこなった。中期は〔藤尾・今村



351

2006〕，前期は〔藤尾 2007〕に発表した。ここでは後者を使って方法の概要を述べる。

土器型式は変化の方向性とその順番がわかっているので，たとえば 2400 年問題の部分であれば，その直

前にくる夜臼Ⅱ a 式と，その直後にくる城ノ越式で，2400 年問題にかかる土器型式を挟むことができる。

夜臼Ⅱ b・板付Ⅰ式，板付Ⅱ a 式，板付Ⅱ b 式，板付Ⅱ c 式が 2400 年問題の中にはいることになるため，

実年代にすると前 800 年頃から前 400 年頃までの約 400 年間に，４つの土器型式が収まる計算である。統

計的には一つの土器型式が 400 年間存続したとまでしかいえないが，400 年間に 4 つの土器型式が十分に

収まるという考古学的な事実を使えば，一つの土器型式が 400 年も続くことは絶対にあり得ないことがわ

かる。あとは較正曲線上に四つの型式の炭素 14 年代の中心値を配置できれば，各型式間の境界を推定して

実年代を絞り込むことが可能となる。これらの方法を総称して土器型式を用いたウィグルマッチ法と呼んで

いるのである。

そこで中心値を配置していくと，板付Ⅱ a 式だけが配置できないことに気づく。板付Ⅱ a 式の炭素 14 年

代には 2400	14C	BP 台と 2300	14C	BP 台のものがあり，前者については 2400 年問題が始まる頃に該当す

る較正曲線があるが，後者についてはなく，常に 2400 年問題をぬけた前期末付近に落ちてしまうことにな

る。これでは板付Ⅱ a式や瀬戸内最古の遠賀川系土器を配置する場所がなく，西日本における水田稲作の開

始年代を調べることができない。

ところが，東広島市黄幡Ⅰ号遺跡出土の木材などを使って歴博が作成した日本産樹木による較正曲線に

は，前 700 年頃に 2300	14C	BP 台の炭素 14 年代が存在することがわかったのである。IntCal04 と日本版

較正曲線とは平均 30 年ぐらいの範囲で一致しているが，局所的にずれの大きなところがあり，その一つが

前 700 年頃なのである。IntCal04 に比べて，前期中頃は 300 年ぐらい新しくでる傾向のあることがわかる。

板付Ⅱ a 式のだいたいの位置が決まることによって，板付Ⅰ式と板付Ⅱ a 式の境界は前 8 世紀の中頃か

ら後半と予想できる。

次に板付Ⅱ b 式の中心値は，2400 年問題の最後から，水平部分を抜けて落ち始めるところに密に配置で

きることがわかった。板付Ⅱ a 式との境界はまだわからないが，板付Ⅱ c 式との境界は，前 400 年より若

干新しくなると予想している。

松尾恒一　MATSUO Koichi　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 年），國學院大學日本文化研究所助教授（兼担	

1999 年），国立歴史民俗博物館民俗研究部助教授（2002 年），総合研究大学院大学文化科学研究科助教授併

任（2004 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助教授（2004 年）【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

まつお
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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．			個人研究「儀礼と芸能の史的研究」，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，和歌

　をひらく第 4巻『和歌とウタの出会い』〔2006.4〕に発表した。

		2．		個人研究「儀礼と芸能の史的研究」「民間宗教者の神霊観と祭儀の研究」「南都寺社の儀礼研究」，　

　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，堀池信夫・砂川稔編『道教研究の最先端』

　〔2006.8〕に発表した。

		3．		個人研究「民間宗教者の神霊観と祭儀の研究」「職能者の祭儀と呪術」，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」（代表小池淳一）の一環として行った奄美大島の民俗調査に基づ　

　く成果を，歴博と韓国国立民俗博物館との研究交流「日本の民俗学・韓国の民俗学Ⅲ」〔2006.	10a〕

　に発表した。

		4．		個人研究「民間宗教者の神霊観と祭儀の研究」「職能者の祭儀と呪術」，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」（代表小池淳一）の一環として行った高知県，他の民間宗教の民俗

　調査・文献資料調査に基づく成果を，歴博企画展示図録『歴史のなかの鉄炮伝来』〔2006.	10b〕に

　発表した。

		5．		個人研究「民間宗教者の神霊観と祭儀の研究」，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，他の民間宗教の民俗調査・文献資料調査に

　基づく成果を，『日本人の異界観　異界の想像力の根源を探る』〔2006.	10c〕に発表した。

		6．			個人研究「儀礼と芸能の史的研究」，及び「南都寺社の儀礼研究」に基づく成果を，韓国燈学会「燈

　についての国際シンポジウム」〔2006.	10d〕に発表した。

		7．			個人研究「儀礼と芸能の史的研究」，及び「南都寺社の儀礼研究」に基づく成果を，『儀礼を読みと

　く』〔2006.	10e〕に発表した。

		8．		個人研究「儀礼と芸能の史的研究」，及び「南都寺社の儀礼研究」の成果に基づく井原今朝男氏と

　の対談を『儀礼を読みとく』〔2006.	10f〕に発表した。

		9．		個人研究「儀礼と芸能の史的研究」，及び「南都寺社の儀礼研究」の成果に基づく成果を『中世文

　学研究は日本文化を解明できるか』〔2006.	10g〕に発表した。

10．		個人研究「儀礼と芸能の史的研究」，及び「南都寺社の儀礼研究」に基づく成果を『国立歴史民俗

　博物館　友の会ニュース』〔2007.	1〕に発表した。

11．		個人研究「民間宗教者の神霊観と祭儀の研究」「職能者の祭儀と呪術」，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」（代表小池淳一）の一環として行った奄美大島の民俗調査に基づく

　成果を，『儀礼文化』38号〔2007.2〕に発表した。

12．		個人研究「民間宗教者の神霊観と祭儀の研究」「職能者の祭儀と呪術」の成果により，「民間習俗に

　みる誕生・生育」を第 9回「東洋思想と心理療法研究会」〔2007.3，駒澤大学〕において講演した。

13．		個人研究「儀礼と芸能の史的研究」，及び「南都寺社の儀礼研究」に基づく成果を『大法輪』〔2007.5〕
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　に発表した。

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　

　　総合展示，第 4室リニューアル委員

　　企画展示「歴史のなかの鉄炮伝来」展示図録，コラム執筆（2006.10）

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

　「南都寺院の儀礼と芸能」，法隆寺古文書の会，斑鳩会館，〔2006.10〕

Ⅱ　業績目録 

2a　論文

　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）

　2006.8：「民間宗教，比較の視座」（堀池信夫・砂川		稔編『道教研究の最先端』大河書房，pp.217 ～　

　238）

　2006.10a：「伐木の祭儀と山の神，木霊・船霊信仰－奄美大島の大工・船大工の場合－」（『日本の民俗

　学・韓国の民俗学Ⅲ』韓国国立民俗博物館，韓国語	pp.19 ～ 38 ／日本語	pp.92 ～ 114）

　2006.10b：「狩猟と鉄砲の呪法」（図録『歴史のなかの鉄炮伝来』国立歴史民俗博物館，pp.96 ～ 97）

　2006.10c：「物部の葬送習俗といざなぎ流祈禱」（小松和彦編『日本人の異界観　異界の想像力の根源を	

　探る』せりか書房，pp.278 ～ 301）

　2006.10d：「日本の火と燈と燈籠，燈籠作り物－歴史と民俗－」（「燈についての国際シンポジウム」，

　　韓国燈学会，韓国語 pp.35 ～ 44，日本語 pp.62 ～ 63）

　2006.10e：「修正会・修二会を読み解く－王権と民俗－」（松尾恒一編『儀礼を読みとく』国立歴史民俗

　博物館／吉川弘文館，pp.53 ～ 111）

　2006.10f：「対談，儀礼を読み解く－王権，暴力，排除と統合－」（井原今朝男との対談，松尾恒一編『儀

　礼を読みとく』国立歴史民俗博物館／吉川弘文館，pp.119 ～ 133）

　2006.10g：「南都寺院の儀礼・芸能と形成期の猿楽能－世阿弥以前の身体を考える」（中世文学会編『中

　世文学研究は日本文化を解明できるか』，笠間書院，pp.192 ～ 206，232 ～ 234（討論））

　2007.1：「牛玉宝印－正月祈禱札をめぐる儀礼と民間伝承－」（『国立歴史民俗博物館　友の会ニュース』

　2007.1，pp.1 ～ 2）

　2007.2：「資料報告　長田須磨記　奄美大島ノロ関係資料」（澤井真代と共著，『儀礼文化』38号，

　　pp.60 ～ 78）

まつお
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　2007.5：「祭りと行事」（『大法輪』，大法輪閣 pp.106 ～ 113）

3a　調査・発掘調査報告書

　『武水別神社頭人行事　民俗文化財調査　祭事部会　第一年次（平成 17 年度）報告概報』（武水別神社頭

　人行事民俗調査団・祭事部会（部会長松尾恒一）編，長野県千曲市教育委員会，25頁）

５　学会・外部研究会発表要旨

　2007.3：「民間伝承に見る産育の習俗」（第 9回「東洋思想と心理療法」研究会，講演，駒澤大学）

７　その他

　2006.10：「伐木の祭儀と山の神，木霊・船霊信仰－奄美大島の大工・船大工の場合－」，韓国国立民俗

　博物館との研究交流「日本の民俗学・韓国の民俗学Ⅲ」，韓国国立民俗博物館（韓国ソウル）

Ⅲ　研究状況・研究広報

韓国燈学会主催の国際学術会議「燈をめぐる国際シンポジウム」に，日本代表として発表し，韓国・中国

の研究者とともに，仏教儀礼と燈の文化について討議を行うことはできたことは，大きな成果であった。昨

年度よりスタートした，機構連携共同研究「唱導の研究」（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，今年度は台湾における共同調査を行い，道教をはじめとする台湾の民間宗教について考える大

きな機会となった。

個人研究「民間宗教者の神霊観と祭儀の研究」「職能者の祭儀と呪術」，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」（代表小池淳一）の一環として行った奄美大島の民俗調査に基づく成果を，韓国

国立民俗博物館との研究交流において発表し，建築・造船に関わる呪術，信仰の研究に比較の視点を持つこ

との必要性を感じた。

民俗研究映像「南都寺院の祭儀と支える人々」の制作に着手したが，撮影にあわせて調査をも行い，近代

における南都寺院の儀礼伝承についての資料収集をも行うことができた。

私が代表となった館内共同研究「宗教者の身体と社会」は昨年度で終了したが，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，高知県の民間宗教や，奄美大島の職能者の呪術・祭

儀に関する民俗・文献資料調査を継続的に行っている。今後の研究の土台ともなる基礎資料の翻刻紹介等を

順次行いながら，研究論文のみならず展示等による成果の公開を目指したい。

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
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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

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　科学研究費萌芽研究「画像工学的手法に基づいた歴史像イメージングに関する研究」（宮田公佳代表）

において，歴史系博物館が有する様々な資料や調査・研究成果，及びそれら相互の関連性に着目し，「歴

史」を可視化するための手法について検討を行った。本研究では，画像工学におけるイメージング手法

との類似性に基づいて，歴史という被写体を来館者の意識の中に結像させるための手段に関する基礎検

討を行った。異なる情報源から資料情報を抽出するために，テスト用のデータベースを構築し，データ

ベースからの検索結果に基づいてデジタルコンテンツを動的に生成する仕組みの試行運用を開始した。

また，基盤共同研究と連携し，本館ミニ企画展示へ研究成果を応用し，データプロジェクタを用いた歴

史資料情報の提示方法，プロジェクタ光を資料照明として使用し，照明光が変化した際の資料の見えを

表現する手法等を導入した。

２　基盤共同研究「博物館情報資源の機能的活用手法の検討とその応用に関する研究」（宮田公佳代表）

では，画像工学や情報工学等の工学的技術を導入することにより，博物館が有する収蔵品，写真やデジ

タル画像，映像作品，さらには調査・研究の成果に至る多種多様な情報資源を機能的に活用し，既存情

報資源の有効活用と新たな情報資源形成へのサポート，種々の利用目的への対応等を含めた機能的情報

資源活用手法について検討を行った。また，情報資源の機能的活用においては，技術的な研究課題だけ

でなく，著作権や所有権，特許権等の複雑な権利関係の処理が必須となるため，法律的観点からの基本

的検討も併せて行った。これらの研究成果に基づいて，研究成果実証実験の一つとして本館ミニ企画展

に参画した。研究成果である資料情報の取得・解析・共有・伝達に関する手法について，実際の展示を

通してその効果を検証するとともに，新たな研究課題を発掘する場とした。

３　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

法の検討を行い，波長選択性光源とデジタルカメラによるデータ取得を行った。

４　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。

５　基盤研究「視覚文化の中のアイヌ：マンローコレクション研究」（内田順子代表）において，写真，手

紙等から構成されるマンローコレクション資料のデジタル化方法を検討し，実際に資料のデジタル化を

行った。またデジタル画像と資料情報との関連付けを容易に行うため，本共同研究用のデータベースを

構築した。

三　博物館活動

４　歴民研修委員，講師

2006 年度歴民研修委員

2006 年度歴民研修委員及び「資料の保存管理②コンピューターの活用」講師（2006.11.13）

みやた
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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，日本写真学会	画像保存セミナー実行委員，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，The	Second	International	Workshop	on	Image	

　　Media	Quality	and	its	Applications 実行委員

Ⅱ　業績目録 

５　学会・外部研究会発表要旨

　2006.8：Keiichi	Ochiai,	Norimichi	Tsumura,	Toshiya	Nakaguchi,	Kimiyoshi	Miyata,	Yoichi	Miyake,	

Gonio-Specral-Based	Digital	Archiving	and	Reproduction	System	for	an	Electronic	Museum,	ACM	

SIGGRAPH	2006	Poster	presentation,	BOSTON	（No	Printed	Manuscript）

　2006.11：宮田公佳，手段としての文化財アーカイビング，画像 4 学会合同研究会要旨集，pp.27 ～

　30，2006．

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に着目し，その生成方法の検討を継続検討した。

また，基盤共同研究と科学研究費萌芽研究において，それぞれの研究における課題を検討するだけでなく，

研究プロジェクト相互の連携を図り，研究対象領域の拡張を指向した。これらの研究成果を博物館展示に応

用し，その展示から新たな研究課題を発掘する循環型研究方式の形成を試みているところである。本年度は，

共同研究の活動として，本館新収資料展におけるミニ企画展示だけでなく，フィンランド北カレリア博物館

における企画展示にも共同研究の一環として寄与することができた。これらの展示を通して，画像工学的手

法を活用した資料情報の解析方法や展示方法の有用性を確認しただけでなく，これらの展示から新たな検討

課題を得ることができた。

博物館が有する情報資源を機能的に活用するためには，展示のような表現手段だけでなく，デジタル画像

を含む多様なデータを生成する手法や，データ管理の方法も必要となる。既存資料については，デジタル化

を実施する機会が増えると予想されるが，それだけでなく，ドキュメントなどの資料関連情報やデジタルカ

メラによる撮影によって，生成当初からデジタル形式のデータを取り扱う必要性も今後増加すると予想され

る。博物館における情報資源の活用手段の一環として，多種多様なデータの多目的利用を効率的に実現でき

るデータ管理手法の検討も継続する予定である。

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
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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）「中世東アジアにおける技術の交流と移転－モデル，人，技術」（代表小野正敏）で，

福岡・甑島・鹿児島・長崎・鷹島・沖縄・広島・愛媛・香川・伊豆・岩手で調査をおこなった。

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，東北の

信仰遺跡踏査，富士山頂三島ヶ嶽経塚の踏査及び出土遺物の調査等をおこなった。

３　企画展示「長岡京遷都－桓武と激動の時代－」副代表。

４　企画展示「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

武蔵大学非常勤講師（日本考古学）

三　博物館活動

１　歴博講演会

　「中世人の心と祈り」歴博講演会〔2007.2.10〕報告者

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

　考古学と中世史研究会	世話人

２　館外講演

　「東北の経塚」埋蔵文化財講演会〔2007.1.7〕北上市，報告者

Ⅱ　業績目録 

2a　論文

「和鏡」（『鎌倉時代の考古学』pp.431 ～ 440，高志書院，6月）

６　歴史系総合誌『歴博』，友の会ニュース

　「垸飯振舞い」（歴史系総合誌『歴博』138 号，p.21，9月）

　「イノシシとの仁義なき戦い」（『国立歴史民俗博物館友の会ニュース』129 号，p.4，1月）

Ⅲ　研究状況・研究広報

むらき
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中世の，特に信仰遺跡に関心をもっている。これまで経塚を中心に墓地や寺院がどのように展開している

のかを総合的に捉えようと勉強を進めてきた。そうしたなか，五輪塔や宝篋印塔，板碑といった石造物のあ

りかたも，これらに含めていく必要性をつとに感じるようになった。

最近の調査・研究では，石丁場遺跡の具体相も明らかになってきており，宗教勢力と生産の関係にまで踏

み込むことができるのである。例えば，香川県大串半島の石丁場は，白色の凝灰岩を切り出した中世の遺跡

であるが，主として東讃岐～阿波地域に広がる中世前半の石塔に使われている石に似た物が見られる。今後，

製品の分布を綿密に押さえていくことにより，様々な可能性が広がるとともに，他地域を考えていくための

モデルにもなろう。また，このように産地と消費地を押さえたうえで，従来おこなってきている宗教遺跡の

総合的検討に還元すれば，各地域・地域間・列島内のネットワークの解明にも寄与することができると考える。

この 1 年，各地の石丁場遺跡をできる限り見て回るようにしている。必ずしも共通点が見られるわけで

もなく，当然の事ながら石の性質によってその採り方も様々である。場合によっては小田原市の御組長屋遺

跡で見られる未製品のように，河原の転石を利用していることもある。まだまだ見ている資料の少なさを感

じる次第である。

ここ数年，あまりにも各方面に手を出しすぎているきらいがある。それらを総合的にまとめる能力などま

だまだ覚束ないが，今後の勉強の方向性として現況を報告しておきたい。

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）において，５月 29日には今年度の研究打合せ，

８月 31 日には，特別企画展示「佐倉連隊にみる戦争の時代」を見学し，合評会を実施した。また 12

月２日には都内において「ミニシンポジウム」を開催，さらに 2007 年２月 16 日から 18 日には，旭

川において，屯田兵記念館，各種軍事施設などを巡検し，現地研究者との共同研究会を実施した。

２　総合展示リニューアル第６室の「現代展示」（代表　安田常雄）については，今年度は本格的に準備作

業が進められた。一方で館内展示プロジェクトによる定例会議において，「展示構想案」作成を進める

とともに，他方で館外展示プロジェクト・メンバーも加わった「全体会議」を４回開催し，全体的コン
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セプトから細部の資料選択にわたり，検討を続けた。またその間に，10 月 17 日には館長・管理部長

とともに，人間文化研究機構理事に対して，展示構想案の説明をおこない，さらに 11 月７日には，同

じく文部科学省の担当官学術機関課に対して説明を実施した。展示構想案については，10 月 10 日の

臨時教員会議，2007 年１月 23日の教員会議で説明をおこない，「小テーマ」設定の段階までの「構成

案」が了承された。なお「展示設計」については，業者選定がおこなわれ，３月末日までに「中間報告」

が策定された。

３　2007 年７月～９月，特別企画展示「佐倉連隊にみる戦争の時代」に展示プロジェクトのメンバーと

して参加し，佐倉地域と軍隊の関係のパートを担当した。

４　2007 年３月 14日から 16日に，ドイツ歴史博物館（ベルリン）で開催された国際シンポジウム「The	

Memory	of	Nations ？－New	National	Historical	and	Cultural	Museum：Conception,	Realizations	and	

Expectations」において，「Japan	Faces	its	Past：National	History	in	the	Museum」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日本歴史研究専攻では，引き続き専攻長（2005-06）を務め，講義・論文指導な

ど大学院生の研究指導をおこなった。また，総研大「イニシアティブ」事業において開催された「戦争

展示」の意味を考える「学生イニシアティブ」プロジェクトでは，８月４日の総合討論に参加，また

2007 年２月 10 ～ 12 日に沖縄で開催された沖縄戦を再考するプロジェクトでは，「責任教員」として

巡検・研究会などに参加した。

　・中央大学法学部（社会思想史，前後期）

　・明治大学大学院文学研究科（日本史特論Ⅱ，前後期）

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

「戦後大衆文化再考」，日本大学史学会，日本大学，2006 年６月 24日

「マッカーサーへの手紙」，人間文化研究機構第５回公開講演会・シンポジウム「人はどんな手紙を書い

たか－近代日本とコミュニケーション」，学術総合センター，2006 年９月 30日

「創造された歴史－象徴天皇・二宮金次郎・昭和 30 年代ノスタルジー，阿佐ヶ谷市民講座，阿佐ヶ谷

市民センター，2006 年 12 月９日

「戦後経験を生きる」，世田谷市民大学連続講義（全 12回）2006 年９月 22日～ 2007 年１月 12日

「Japan	faces	its	past	－	National	History	in	the	museum」，国際シンポジウム「Memory	of	Nations」，

ドイツ歴史博物館（ベルリン），2007 年３月 15日

Ⅱ　業績目録 

１　著書

2006.7：共著『結社の世界史 1　結衆・結社の日本史』，福田アジオ編，山川出版社

やすだ



360

2006.8：共著『「思想の科学」50 年の回想－地域と経験をつなぐ』，思想の科学研究会編，出版ニュー

ス社

2006.12	：共著『『男性史 2　モダニズムから総力戦へ』，阿部恒久，大日方純夫，天野正子編，日本経

済評論社

2007.3：共編『千葉県史　近現代資料編　社会・教育・文化』，千葉県史料研究財団編

2a　論文

「象徴天皇制における『伝統』の問題」（『歴史評論』№ 673，2006 年５月号，pp.17 ～ 33）

「戦時期の反戦平和運動」（監修・鶴見俊輔，「平和人物大事典」刊行会編『平和人物大事典』，日本図書

センター，2006 年６月 25日，pp.640 ～ 642）

「思想の科学研究会」（福田アジオ編『結社の世界史 1　結衆・結社の日本史』山川出版社，2006 年７

月 15日，pp.292 ～ 302）

「幾度目かの曲り角に立って」（思想の科学研究会編『「思想の科学」50年の回想－地域と経験をつなぐ』

出版ニュース社，2006 年８月 31日，pp.6 ～ 22）

「戦時期メディアに描かれた『男性像』」（阿部恒久，大日方純夫，天野正子編『男性史２　モダニズム

から総力戦へ』日本経済評論社，2006 年 12 月８日，pp.223 ～ 229）

「戦後啓蒙の方法的射程」（社会思想史学会編『社会思想史研究』№ 30，藤原書店，2006 年９月 20日，

pp.7 ～ 16）

「討論・戦後日本における『啓蒙』研究の発想と論理」（長尾伸一・木前利秋と共著）（社会思想史学会編

『社会思想史研究』№ 30，藤原書店，2006 年９月 20日，pp.29 ～ 51）

「マッカーサーへの手紙」（『人間文化』Vol.5 －特集・人間文化研究機構・第 5 回公開講演会・シンポジ

ウム－，大学共同利用法人・人間文化研究機構，2007 年１月 30日，pp.37 ～ 48）

2b　研究ノート等

「山際報告への雑感」（『思想の科学会報』第 163 号，2006 年 12 月５日，pp.14 ～ 15）

Ⅲ　研究状況・研究広報

今年度は，総合展示リニューアル第 6 室「現代展示」の準備作業が本格化し，前述のような経緯で，そ

の「展示構想案」の骨組みをほぼ確定することができた。来年度は引き続き，具体的な展示資料の収集に努

めるとともに，さらに調査を続行し，現代史の文脈を固めていくことが課題である。

また基幹研究「20 世紀に関する総合的研究Ⅰ」は，昨年に引き続き 12 月の「ミニシンポジウム」と

2007 年２月の旭川研究集会において，現地研究者との交流・討論を通して，課題を多角的に深めることが

できた。この二度の研究集会において提出された議論をふまえ，来年度以降第二期の基本的視点を設定する

ことができた。また夏の特別企画展示「佐倉連隊にみる戦争の時代」については，館外展示プロジェクト委

員，館外共同研究員の方々にも見学してもらい，批評会を開催したが，一方での積極的評価と同時に厳しい

批評も提出され，これらは第 6室展示構想に直接関わる重要な論点として，極めて有意義であった。

論文等の執筆活動については，第一に在野研究集団（思想の科学）の記録をまとめたこと，第二に『平和

人物大事典』（日本図書センター）に執筆した「戦時期の反戦平和運動」と「戦時期メディアに描かれた『男
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性像』」は，基幹研究「20世紀における戦争Ⅰ」の「戦争と文化」に直接関わる仕事であり，また同時に総

合展示第 6 室のテーマとも密接に関わるテーマである。またこうした戦前・戦後日本の歴史評価の根底に

ある時代認識に関する思想史的スタンスについては，社会思想史学会の学会誌における報告・討論を通して，

多少とも論点を深めることができた。

なお年度末におこなわれたドイツ歴史博物館（ベルリン）での国際シンポジウムでは，ドイツ・フランス・

カナダ・オーストラリア・ニュージーランド・アムステルダム・ロシア・ポーランドなど国立系歴史博物館

の代表が参加し，活発な討議がおこなわれた。それは各国が抱える状況のなかで，いかなる方法をもって「歴

史」を「展示」として描き出すかの試みと模索の凝集点として，きわめて興味深い会合であったことを付記

しておきたい。

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」（研究代表者）

　		2．基盤研究「民俗研究映像の資料論的研究」（共同研究員）

　		3．個別共同研究「東アジアにける多様な自然利用」（共同研究員）

　		4．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」（共同研究員）

　		5．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」（ゲストスピーカー）

　		6．基幹共同研究「生業・権力と知の体系に関する歴史研究」（ゲストスピーカー）

　		7．総合展示リニューアル展示プロジェクト（第 3室）委員

　		8．総合展示リニューアル展示プロジェクト（第 4室）委員

　		9．歴博国際シンポジウム『地域社会の生産と経済』（司会・コメンテーター）

　10．人間文化研究機構連携研究「人と水」（研究分担者）

　11．総合地球環境学研究所のプロジェクト研究「東アジアにおける新石器化と現代化」共同研究員（コア

　　メンバー）

　12．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」

やすむろ
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　　（共同研究員）

　13．日本民俗学会「民俗の文化資源化に関する特別委員会」（委員）	

　14．日本民俗学会第 58回年会（大会実行委員）

　15．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

総研大文化科学研究科日本歴史専攻（主任指導教官）

同（学位論文予備審査主任）

三　博物館活動

　２　歴史系総合誌『歴博』関係

　　『歴博』141 号（編集担当）

四　社会連携

１　館外における各種委員

日本民俗学会評議員・同理事，日本民具学会理事，生き物文化誌学会理事，長野県文化財保護審議委員

会委員，山口県史編纂専門委員（民俗部会），横須賀市史編纂委員（民俗編），千曲市武水別神社頭人行

事総合調査員

２　館外講演・カルチャーセンター・出前授業

　山形県民俗研究協議会第 23 回総会記念講演「民俗学における生業論－複合生業論の試み－」，山形県

　　　立博物館（山形市），11月 26日

　千曲川流域学会設立記念シンポジウム基調講演「水田の多面的価値－田んぼと人と水の民俗誌－」，長

　　　野大学（上田市），2007 年 3月 4日

　板倉学講座基調講演「低湿地文化と生業－分かちがたい農と漁と猟－」，板倉町中央公民館（板倉町），

　　　2007 年 3月 3日

　近畿大学民俗学研究所講演「水田の環境史序説」，近畿野大学（大阪市），11月 10日

Ⅱ　業績目録

１　著書

　『複合生業論』（科研費研究成果報告書），単著，208 頁，2007 年 3月

2a　論文

　2006.5：「地域おこしと水田漁撈」（『民俗学論叢』21号，pp.1 ～ 26）

　2006.8：「『遊び仕事』と『まごつき仕事』－『小さな生業』にみる自然と人の調和－」（『現代農業』8月

　増刊号，pp.140 ～ 147，農山漁村文化協会）

　2006.10：「田園憧憬と農」（『都市の暮らしの民俗学 1』，pp.155 ～ 183，吉川弘文館）

2b　研究ノート

　2007.4：「水田漁撈とは何か」（『弥生時代はどう変わるか』，pp.111 ～ 115，学生社）
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3a　調査・発掘調査報告書

　2007.3：「千曲市調査報告 12		千曲市域の生業（概観）」（『武水別神社頭人行事民俗文化財調査－第１年

　次調査概報－』，pp.65 ～ 71，千曲市教育委員会）

3c　辞典項目

　『郷土史大辞典』，（辞典項目）「十日夜」「霞網」「鵜飼」「漁業」「養殖」，朝倉書店，6月

５　学会・外部研究会発表要旨

2006.4：「どじょう取りとあぜ豆の文化誌－水田の潜在力をめぐって－」（『田んぼの魅力再発見！農村

の底力』（講演録），PP2-22，千葉県長生農林振興センター基盤整備部）．

2006.6：『非文字資料とはなにか－第 1 回国際シンポジウム－』，pp.126 ～ 131，神奈川大学 21 世紀

COE プログラム，6月

６　歴史系総合誌『歴博』，友の会ニュース

　2006.5：「潟，民俗技術，そしてワイズ・ユース」（歴史系総合誌『歴博』136 号，p.17）

　2007.3：「『水田文化』という問題設定」（歴史系総合誌『歴博』141 号，p.1）

2007.1：「刈敷とミート・ハンマー」（『国立歴史民俗博物館友の会ニュース』129 号，p.5，（財）歴史

民俗博物館振興会）

７　その他

　「水田漁撈」（『定年時代』p.3，10 月）

Ⅲ　研究状況・研究広報

今年度は科学研究費補助金による研究（4 年間）の最終年にあたり，その研究成果報告書として，『複合生

業論』をまとめた。そこでは，人の生を成り立たせるものを生業と捉え，それを歴史学的に究明するための

方法論として複合生業論を提示した。また。それをもとに，とくに前近代日本において重要な生業技術となっ

た水田稲作に注目して，日本列島において多様に展開した水田稲作地における生業複合の様相をまとめた。

こうしたことにより，従来からある「稲作文化」ではなく，「水田文化」という研究の新たな視座を提出した。

水田文化という見方をするとき，そこには今までにはないひとつの効用がある。それは水田を媒介とした人

と自然との相互関係に焦点を当てられることである。このことは，それまで稲作文化論の多くが人間活動に

主眼がおかれ，人が自然をどのように利用するかといった，いわば人からの自然への一方的な働きかけしか

見てこなかったことへの反省となる。自然と人の関係はあくまで双方向的であり，人から自然へそして自然

から人へという働きかけの往復運動の中に形成されてきたことに改めて注意する必要がある。

稲作という人間側からの利用のあり方ではなく，水田という環境に光を当てることで，それまでの米作地

とだけ捉えられてきた空間は人および他の生物の生息環境という側面がより鮮明となる。そうすることで新

たな問題設定も可能となり，人文・社会科学と生物学や生態学など自然科学との接点となる新たな研究領域

が浮かび上がってくる。

水田はあくまでも稲作のための人為空間に過ぎないが，そこには高度に適応した動植物が生み出され，人

の暮らしとさまざまに関わることになる。たとえば，フナやコイ，ドジョウ，タニシといった魚介類（水田

魚類ともいう）やガン・カモ科鳥類，イナゴなどの昆虫は，水田を生息地や繁殖の場としているが，それは

やすむろ
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また同時に水田漁撈や水田狩猟といった生業活動の対象でもあった。

そのようにみてくると，稲作文化論では稲作にのみ注目が集まるが，水田文化とすることで漁撈・狩猟・

畑作・採集といった生業複合の様相として，そこに暮らす人々の生活実態を捉えることができる。かつてな

されたような単純な稲作単一文化論は修正されなくてはならないが，だからといって稲作を他の生業技術と

相対化するという名目のもとに，稲作に高度に特化してきた歴史とその背景を無視してはならない。水田文

化という視座は行き過ぎた稲作単一文化論批判を是正することにもなると考える。

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　本館個別研究「神体と人格をめぐる言説と実践」（研究代表山田慎也）を代表者として立ち上げ，研究

会およびフィールドワークを５回行った。

２　第 1 回歴博映像フォーラム「現代の葬送儀礼」（2007 年 2 月 3 日東京津田ホール）を企画し，2004

年制作の民俗研究映像「現代の葬送儀礼」の上映と企画の趣旨を発表した。

３　本館個別研究「日本における民俗研究の形成と発展に関する基礎研究」（研究代表小池淳一）の共同研

究員として研究会に参加した。

４　本館基盤研究「民俗研究映像の資料論的研究」（研究代表内田順子）の共同研究員として研究会に参加

した。

５　本館民俗文化財映像「津軽の地蔵講」の製作委員として撮影調査を行った。

６　若手研究（B）（2）「近代化過程における遺影の展開と死生観の変容に関する民俗学的調査研究」の第 1

年目として，調査を行うとともに，日本宗教学会において「死者を描き奉納すること－岩手県遠野地方

の絵額奉納から－」（山田 2006.9）を報告した。

７　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）の研究分担者と

して，調査を行った。

８　「葬送儀礼資料」「死絵」の整理を継続し，その成果の一部として，今年度の「新収資料の公開」にお
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いて死絵を展示した。

二　教育活動

１　教育

　　早稲田大学非常勤講師「日本文化の諸相Ⅰ」「日本文化の諸相Ⅱ」

　　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「基礎ゼミナール I」「基礎ゼミナールⅡ」「異文化理解Ⅰ」「異文化理解Ⅳ」

　　北里大学非常勤講師「人間科学総合 A」

三　博物館活動

１　歴博探検	　　

「仏さまと生活」歴博探検，5月 13日

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

３　マスコミ

「テークオフ」「死の世界の多様性，映像で整理」朝日新聞 3月 15日付夕刊

Ⅱ　 業績目録 

2a　論文

2006.11：「日本における葬制研究の展開－近代化による変容を中心に－」（『社会人類学年報』32 集，

pp.165 ～ 182）

3a　調査報告書等

　編著 2007.2：『現代の葬送儀礼』山田慎也編著，国立歴史民俗博物館

　2007.2a：「現代の葬送儀礼の制作目的」（『同上』pp.4 ～ 5）

　2007.2b：「地域社会の変容と葬祭業－長野県飯田下伊那地方」（『同上』pp.6 ～ 7）

　2007.2c：「村落における公共施設での葬儀－長野県下條村宮嶋家」（『同上』pp.8 ～ 9）

　2007.2d：「都市近郊における斎場での葬儀－長野県飯田市佐々木家」（『同上』pp.10 ～ 11）

　2007.2e：「葬儀用品問屋と情報」（『同上』pp.12 ～ 13）

５　学会・外部研究会発表要旨

　2007.3：「死者を描き奉納すること－岩手県遠野地方の絵額奉納から－」（『宗教研究』，pp.438 ～ 440，

　2006 年 9月 16～ 18日，日本宗教学会第 65回学術大会，於：東北大学）

６　歴史系総合誌『歴博』

　「花より団子：佐渡島における葬儀と食べ物」（『歴博』138 号，pp.10 ～ 13，9月）

Ⅲ　研究状況・研究広報

やまだ
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今年度は個別共同研究「身体と人格をめぐる言説と実践」を立ち上げ，従来の民俗学や宗教学における霊

魂観研究と，現代の医療人類学における身体観，人格観について，共通の討論の場を持てたとことは大きな

収穫であった。また夏には青森県の恐山にフィールドワークを行い，そのなかで議論が発展したことも研究

会に寄与したものと考えられる。

また 2月には，2004 年に制作した民俗研究映像「現代の葬送儀礼」を公開する第 1回歴博映像フォーラ

ムを担当し，制作した映像の内 3 本を上映し，関連する報告も行われた。世代を超えて，今の葬儀に関す

る関心の高さが感じられ，参加者も多く，熱心に議論も行われた。また開催前だけでなく，開催後もマスコ

ミや一般の方々からの問い合わせがあり，今後研究を展開していく上でも大変参考になった。

さらに今年度より３年間科研費若手研究（B）（2）「近代化過程における遺影の展開と死生観の変容に関す

る民俗学的調査研究」の助成を受け，岩手県などに調査に行っており，死者儀礼における遺影の重要性をみ

るなかで，近代化過程における死生観について考察を行っている。その一部として調査を継続している遠野

の絵額について，日本宗教学会において発表を行った。前回の科研費「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）に引き続いて，死者表象について調査を行っていきたい。

あわせて，共同研究にも，この科研費研究にも関連するテーマである津軽の地蔵信仰について，歴博の民

俗文化財映像「津軽の地蔵講」の制作担当になり，2007 年度は撮影を行うため，事前調査を行った。こう

してさまざまな方向に研究が展開している。

共同研究「身体と人格をめぐる言説と実践」フィールドワーク 民俗文化財映像「津軽の地蔵講」調査

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），

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／
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Study	of	Japan	traffic	and	travel	in	from18th	to	19th	Centuries，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

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　2008 年度開催の企画「旅から旅行へ」（仮称）の展示プロジェクト代表として展示計画の立案等に従

　　事

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

１　歴博探検・くらしの植物苑

　「近世都市江戸の環境史」（谷川章雄）日本の植物文化を語る　6月 24日	司会

　「花木文化の粋」（箱田直紀）日本の植物文化を語る　12月 16日	司会

５　歴博振興会関係

　「江戸の雑芸」歴博友の会	講演

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

「江戸湾と木更津船」千葉県立上総博物館，4月 29日

「旅から旅行へ」第 32回交通史研究会大会記念講演，目白大学，5月 12日

「近代の観光－旅行案内書を中心に－」郵便史研究会大会記念講演，遁信博物館，10月 1日

「東海道の創造力 1」品川区民大学，品川歴史館，10月 27日

「東海道の創造力 2」品川区民大学，品川歴史館，11月 10日

「成田街道」佐倉市民カレッジ，佐倉市中央公民館，1月 11日

Ⅱ　業績目録 

１　著書

　『街道絵図の成立と展開』pp.392，臨川書店，6月

2a　論文

　「旅から旅行へ－近世・近代とその課題－」『交通史研究』60号，pp.1 ～ 16，8月

７　その他

　「江戸時代の道路事情」『羽衣会だより』65号，pp.11 ～ 12，６月

やまもと
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　「亥歳の話」『羽衣会だより』66号，p.5，１月

Ⅲ　研究状況・研究広報

懸案であった館蔵及び館外諸機関等が所蔵する街道絵図の分析及び系統分類の調査研究をまとめること

ができ，『街道絵図の成立と展開』として出版することができた。主に近世前期の街道絵図とその流れを汲

むものについて系統分類を行い，これを体系化したが，それ以降の絵図や近現代の鉄道路線絵図についても

分析を行い，ある程度の指針を示すことができた。

引き続き交通文化の研究を進めるため，旅日記の利用方法についての検討を行っている。デスクワークに

ついてはある程度満足のいく結果を得られたものの，実地調査をほとんど行うことができなかった。研究時

間の配分について考え直さなければならない。

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」の関連事業として開催した歴博・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）の記録『和歌と貴族の世界　うたのちから』（国

立歴史民俗博物館編，2007 年 3月）を公刊し，「共同研究の可能性　国文学への提言と歴史学の課題」「平

安時代中期の国家儀礼と和歌」を執筆した。

２　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，

国立公文書館内閣文庫所蔵の近世公家日記の焼付写真を収集し調査した。

３　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。

４　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，資料収集および宮内庁書陵部・前田育徳会尊経閣文庫の所蔵典籍を調査した。

５　個人研究「日本古典籍の研究」のため，前田育徳会尊経閣文庫所蔵前田綱紀収集資料の調査を実施し

た。

二　教育活動

１　教育
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　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

　日本歴史学会評議員，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

2a　論文

2007.2a：「尊経閣文庫所蔵『日本霊異記』の書誌」（『尊経閣善本影印集成 40		日本霊異記』pp.3 ～ 9，

八木書店）

７　その他

　「昔の日本でもサッカーをやっていた？」（『毎日小学生新聞』2006 年 6月 16日号）

　「昔の本はどんな形？（その一）」（『毎日小学生新聞』2006 年 9月 8日号）

　「昔の本はどんな形？（その二）」（『毎日小学生新聞』2006 年 9月 15日号）

　「本を印刷する技術はいつから？」（『毎日小学生新聞』2006 年 9月 22日号）

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。基礎的研究とは一種の史料批

判を意味するが，古典籍の叙述内容の批判的検討とは区別されるもので，個別の典籍をモノとして観察し，

そこから得られる各種の情報（典籍の形態，筆跡，識語，文字の改ざんなど，人間が関わっているあらゆる

情報）を収集することである。そこには当然，伝来についての情報も含まれる。ただしそれは個別の典籍の

伝来を示す情報である。しかし典籍の伝来は，個々の典籍が含まれる典籍群全体の伝来として把握し，全体

の中に個を位置付けることが必要であり，個々の典籍の持つ意義についてもそこから新たな問題が見えてく

ることが少なくない。この数年，共同研究や科研による研究で扱っている「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。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し，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。深化しつつある文書研究に学ぶことに

より，典籍群の研究方法に新たな視角を見いだすことが課題である。

よしおか
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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，人と人とのかかわりに関する人類学的研究／ Anthropological	Study	of	Socio-Ecological	

Aspects

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　	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，共同研究員として現地調査等をおこなった。さら

に下記の研究会等に参加し，報告および討論をおこなった。

	【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」全体集会，12月 2日，3日，滋賀県大

津市

　「同上」秋山報告会，2月 23日，24日，25日

2　	個別共同研究「明治期地籍図の集成的研究」（代表		青山宏夫）共同研究員

3　	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）共同研究

員　

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，調査地の衛星データの分析，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）

三　博物館活動

　１　歴博探検

　　第 2期　環境の歴史を学ぶ　「炭焼きとくらし」，7月 8日

四　社会連携

　２　館外講演・カルチャーセンター・出前授業

　　国連大学グローバル・セミナー第 6回金沢セッション，『地球環境と人間社会－国連・国家・市民の役割』
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　　講師，「炭焼きと森林の再生」講演，11月 25日，石川県金沢市

Ⅱ　業績目録 

５　学会・外部研究会発表要旨

　2008.2：「山地の『資源』利用」（総合地球環境学研究所プロジェクト「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」秋山報告会）

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，論文作成の準備をおこなっている。

（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）	昨年度にひきつづき，おもに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」にともなう情報の共有と「環境」の「賢明な利用」をキーワー

ドとして，現地調査の方法論や資料の整理・公開・共有方法，および現地調査とその結果について，討論・

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）全体集会や秋山報告会

におけるに報告・討論等に反映されている。

（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。これに関しては，大学の講義（科目「文化人類学」）にお

いては，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

いて議論を学生とともにつづけている。

よしむら
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［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】

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，コミュニティ発展論，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，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

　日本史研究会 2006 年度大会近現代部会司会，10月 29日，京都大学

　静岡県近代史研究会年次大会記念講演：「軍用地の形成・展開」，11月 18日，静岡市労政会館

　浜松市民アカデミー講演会：「凧揚から凧揚祭へ－浜松祭成立の戦前史」，12月 1日

３　マスコミ

　共著『浜松まつり』紹介，『静岡新聞』，2006 年 4月 9日

Ⅱ　業績目録 
２a　論文

　2006.12：「兵士と教師と生徒」，阿部恒久・大日方純夫・天野正子編『男性史』第１巻，日本経済評論

　社，pp.13 ～ 46

　2006.12：「兵士たちの男性史」，阿部恒久・大日方純夫・天野正子編『男性史』第２巻，日本経済評論



373

　社，pp.114 ～ 141

３b　自治体史・資料集など

　2007.3：国立歴史民俗博物館基幹研究「戦争体験の記録と語りに関する資料論的研究」翻刻資料集 3

　日中戦争派遣兵士の軍事郵便

　2007.3：竜洋町史編さん委員会『竜洋町史　資料編Ⅰ』監修

７　その他

　2006.11：博物館展示批評／国立歴史民俗博物館企画展「佐倉連隊に見る戦争の時代」，『歴博』139 号

Ⅲ　研究状況・研究広報

2006 年度前半は，上記男性史の 2論文に多くの時間を割かれた。編者以外の執筆者は通例 1本だったが，

私の場合，2本を割り当てられたからである。『男性史』という枠組みの中での兵士論という依頼であり，中々

厄介であったが，明治期から昭和期まで通して扱ったことで，『軍隊内務書』や『歩兵操典』の時期的な変化・

軍隊教育思想の変遷を後追いする事ができ，自分流に近代兵士（教育）論の流れがつかめたのは収穫だった。

その後，『沼津市史』近代通史編に関し，日清・日露期，十五年戦争期の政治と社会，軍工廠などの執筆

を行い，秋からは，軍用地論のまとめに入った。その成果は，先ず，今年夏に公表され，さらに，歴博共同

研究の仕事としても執筆する予定である。軍事化を，視覚的に，面積として，或は都市論・地域論的に示し

たいと考えている。

近藤好和　KONDOU Yoshikazu　客員教授　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（神奈川大学経済学部特任教授）

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），早稲田大学第一文学部非常勤講師（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）神奈川大学経済学部特任教授(2006) 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(2006)【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，芸能史研究会，日本古文書学会【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／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

客　こんどう
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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 ｢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

２　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

３　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，歴博フォーラム（4 月 8 日）での報告，ギャラリートーク，展示品の演示（展示替え）･ 撤収 ･ 返

却出張等を行った。

４　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）の研究員として，日仏国際研究集会 ｢ 資料に表れた武士・騎士のイメージ ｣（12 月

9 ･ 10 日）で研究報告を行った。

二　教育活動

１　教育

　駒澤大学文学部非常勤講師（有職故実）

　早稲田大学第一文学部非常勤講師（有職故実Ⅰ･Ⅱ）

　神奈川大学経済学部特任教授（日本史Ⅰ･Ⅱ）

　神奈川大学大学院歴史民俗資料学研究科（中世史料学特論･中世史料学特論演習）

三　博物館活動

１　歴博講演会・歴博探検・くらしの植物苑

　第 54 回歴博フォーラム『日本の神々と祭り－神社とは何か？－』報告，｢ 有識故実からみた神宝 ｣，4

　　　月

２　歴史系総合誌『歴博』関係　

　｢れきはく井戸端会議　展示室Ｑ＆Ａ ｣（『歴博　特集内海世界』136），5月

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

　｢日本の弓箭 ｣（第 80回企画展『射る－弓矢の文化史－』講演会），群馬県立歴史博物館，8月 6日

　｢甲冑･弓箭･刀剣－武具の中世化と武士の成立－ ｣（『新視点日本の歴史（14）－ 11世紀』），朝日カル

　　チャーセンター横浜，1月 20日

Ⅱ　業績目録 

１　著書

　『装束の日本史－平安貴族は何を着ていたのか－』（全 228 頁），単著，平凡社新書，	1 月　

　延慶本注釈の会編『延慶本平家物語全註釈第一末（巻二）』（652 頁），共著，及古書院，6月

　山中裕編『御堂関白記全註釈寛弘四年』（209 頁），共著，思文閣出版，6月

3c　辞典項目　

　小野正敏・佐藤信・舘野和己・田辺征夫編『歴史考古学大辞典』（吉川弘文館，3月）に，大鎧をはじめ



375

　　とする武具関係項目多数

４　展示図録

　群馬県立歴史博物館編『第 80回企画展　射る－弓矢の文化史－』，解説 ｢日本の弓箭 ｣担当，7月

　島根県立古代出雲歴史博物館編『祈りのこころと美のかたち　神々の至宝　開館記念特別展』，論文 ｢

　　　六国史にみえる神宝 ｣担当，3月

Ⅲ　研究状況・研究広報

本年度最初は，昨年度から引き続き，本館企画展示『日本の神々と祭り』関連の公務に追われた。同時に，

今年度より神奈川大学に奉職し，同大学院歴史民俗資料学研究科でゼミを持ち，ゼミ生の指導に当たった。

夏休み期間中に，『装束の日本史－平安貴族は何を着ていたのか－』を脱稿し，1 月に刊行された。また，

刊行は来年度になるが，参加しているふたつの本館基幹研究の成果として，本館研究報告への投稿原稿，「神

宝基礎史料集成（六国史･摂関期古記録編）｣及び論文 ｢装束からみた天皇の人生 ｣を執筆した。

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】東京大学教養学部表象文化研究室非常勤

講師（1993 ～ 96），法政大学国際文化学部非常勤講師（2001 ～ 03），文化庁芸術家海外招聘制度で在外研

究員としてイギリスのロンドンで研修（2002 ～ 03），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】ドキュメンタリー映画の地平をいかに広げるか。／ STUDY	OF	Documentary	filmmaking	

and	criticism

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）ムンバイ国際映画祭（インド）のインターナショナル･コンペティション（ドキュメンタリーと 60 分

　　以内のフィクション）の審査員として参加。この審査会は，アメリカ，イギリス，スウェーデン，インド，

　日本の 5 カ国 5 人の審査員で構成され，長編と短編のドキュメンタリー，短編アニメーション，フィ

　　クション（60 分以内）の 4 部門のそれぞれのグランプリと準グランプリを決定する。（2006 年 1 月 30

　　日～ 2月 9日）	

（2）スペイン･パンプローナで開かれた DE	VISTA	FESTIVAL	INTERNACIONAL	DE	CINE	DOCUMENTAL	

　　DE	NAVARA（ナバラ国際ドキュメンタリー映画祭）に審査員として招かれ，アメリカのマーク・ノーネ

　ス，スペインのMERCEDES	ALVAREZ と 3人で，国際コンペの短編・長編それぞれのグランプリ，準

　グランプリを決定した。また、このナバラ国際ドキュメンタリー映画祭では，日本のドキュメンタリー

客　さとう
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　　の大特集がプログラムされ，亀井文夫，羽仁進，土本典昭，松本俊夫，今村昌平，小川紳介，原一男，

　　河瀬直美，佐藤真のドキュメンタリーが上映され，日本のドキュメンタリーについて講演した。（2006

　　年 2月 19日～ 26日）

（3）	スペイン・バルセロナの CASA	ASIA で，アメリカのマーク・ノーネスとともに，日本のドキュメン

　　タリー全般についての講演と，自作『阿賀の記憶』の上映会を行った。（2月 27日）

（4）映画美学校において，開催される「世界のドキュメンタリー（その 2）」2006 年度は，「知性のツー

　　ルとしての映画」（『アトミック・カフェ』『ジャーマン･イメージ』）2 月 4 日。「中国ドキュメンタリー

　　のひとつの到達」（『鉄西区』）3 月 11 日。「中国インディペンデント	ドキュメンタリーの嚆矢」（『紅湖』）

　　4 月 1 日。「パレスティナ	その亀裂を見つめる旅」（『ルート 181		パレスチナ－イスラエル旅の断章』）

　　4 月 22 日。「パレスティナからフィクションへ」（『ヒア＆ゼア』『石の賛美歌』）5 月 20 日。「ナチス･

　　ドイツの栄光と悲惨」（『意志の勝利』『夜と霧』）6 月 3 日。「哲学者の思索とその肖像」（『デリダ，異境

　　から』『エドワード･サイード	OUT	OF	PLACE』）6 月 24 日。「シオニズムの光と影」（『スペシャリスト

　　／自覚なき殺戮者』『ソビブル，1943 年 10 月 14 日午後 4 時』）7 月 15 日。を行い，作品の上映後に

　　それぞれの作品とそのテーマについて講演した。また，この映画美学校の「世界のドキュメンタリー」

　　のシリーズでは，「世界のドキュメンタリー	2006」として 2006 年秋から 3シリーズ目をむかえた。「黒

　　木和雄－ PR映画のアヴァンギャルド」（『海壁』『恋の羊が海いっぱい』『わが愛北海道』『10ドル旅行』『あ

　るマラソンランナーの記録』『ぼくのいる街』）10 月 21 日。「ダイレクトシネマ	その 1　マイクを持っ

　　た男	フレデリック・ワイズマン」（『聴覚障害』）11月 25日。「沈黙の世界と音」（『音のない世界で』『闇

　　と沈黙の国』）…として引き継がれ、その上映会のたびに講演を行った。

（5）スイスのニヨンで開かれたVISIONS	DU	REEL	festival	international	de	cinema で，2005 年の山形国

　　際ドキュメンタリー映画祭，京都造形芸術大学と引き継がれた「all	about	me」なる「私ドキュメンタリー

　　をめぐる日本とスイスの映画作家の対話」が完結する等3回目をむかえ，日本からは加藤治代，田中アヤ，

　　瀬戸口未来，とともに参加し，スイスのドキュメンタリー映画監督との討論を深めていった。（4 月 24

　　日～ 28日）

（6）監督作品「エドワード・サイード	OUT	OF	PLACE」の初公開を，東京は九段会館で行った。ニューヨー

　クから，マリアム・サイードを招き，映画上映に先立って講演をしてもらった。映画上映後は，大江健

　三郎に，「エドワード・サイードの後期スタイルについて」と題する講演を行ってもらった（4月 29日）。

　　引き続き 5月 1日に京都造形芸術大学春秋座で，映画上映後にマリアム・サイードと鵜飼哲と佐藤真

　の 3人でシンポジウムを行った。なお，5月 16日から 27日まで「エドワード・サイード		OUT		OF

　	PLACE」は，アテネ・フランセ文化センターで上映され，以下 4回の対談を行った。「イスラエルの複

　雑で多面的な顔」港千尋・内田由紀・佐藤真（5月 19日）。「シオニズムの光と影」四方田犬彦・佐藤真（5

　　月 24日）。「〈東洋系〉ユダヤ人とパレスチナ問題」酒井啓子・臼杵陽・佐藤真（5月 20日）。「映画『エ

　ドワード・サイード	OUT	OF	PLACE』からこぼれ落ちたもの」中野真紀子・鵜飼哲・佐藤真（5月 27日）。

　なお，この映画は，日本大学，東京女子大学，慶応大学，弘前大学，和光大学，他で上映され，その度

　に監督である佐藤真が講演をしたり，翻訳家の中野真紀子他のスタッフが講演したりした。12月にポ

　レポレ東中野で，再ロードショー，大阪・梅田カーテンシネマ，京都シネマ，名古屋シネマテーク他で

　全国上映展開を行った。
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（7）アテネ・フランセ文化センター＋映画美学校共催講座「日本ドキュメンタリー作家列伝」第 2回と

　して「松本俊夫一理論と形式のあくなき葛藤」を 6月 17日にアテネ・フランセ文化センターで開催した。

　上映作品は『安保条約』『西陣』『石の詩』『母たち』『つぶれかかった右目のために』『色即是空』『アー

　トマン』『シフト』『エングラム　記憶痕跡』『ディシュミレーション　為替』と，松本俊夫の初期ドキュ

　メンタリーの主要作品と実験映画のほぼ全貌を明らかにする，松本俊夫自選による壮大なプログラムと

　なった。上映後，松本俊夫に佐藤真が聞き手として，そのあくなきアヴァンギャルド精神の行く末の話

　を伺った。

（8）足立正生の 35年振りの新作『幽閉者』の完成を記念し，全国に先駆けて初公開を京都造形芸術大学・

　映像ホールと studio21 で行った（7月 1日～ 2日）。足立正生の処女作品群と最新作を俯瞰するこの企

　画上映は，『椀』『鎖陰』『銀河系』『赤軍 PFLP・世界戦争宣言』を上映する予定でプログラムを組んで

　いた。ところが，上映直前になって，『椀』『鎖陰』を管理する日本大学芸術学部映画学科より，この 2

　　本の映画は，日本大学芸術学部新映画研究会の共同制作によるもので，たとえその旨が作品紹介と明

　　記されていても，チラシの表看板が「足立正生　初期作品群＆最新作特別上映」とされている限り，足

　　立正生監督作品との誤解を与えかねるという理由で，上映許可が下りずに，上映できなかった。なお，

　　上映後のシンポジウムは，足立正生，大久保鷹，大友良英，小野沢稔彦らスタッフを招き，2回にわたっ

　　て対話をした。

（9）韓国・ソウルで開かれた EBS	International	Documentary	Festival（7 月 10日～ 16日）に国際コンペ

　の審査員として招かれ，自作「OUT	OF	PLACE」の上映の他に，Master	Class として “Memory,	Traces

　	and	the	Voice” を行った。このマスタークラスは，自作 5本のクリップを紹介しながら，映画表現の

　もつ記憶と痕跡のあり方を考察したもので，韓国語の同時通訳つきで，会場の観客との質疑応答を行っ

　た。なお，他の国際コンペ審査員は以下の 4人。Dimitni	Eipides（ギリシア），Claine	Aguilar（アメリカ），

　Yoav	Shamir（イスラエル），Lee	Seung	Moo（韓国）。

（10）東京大学教養学部	EALAI テーマ講義「東アジアのドキュメンタリー映画」（担当教員	刈間文俊）の

　最終日「アーカイヴを使った社会批評」（7月18日）に参加し，タイと韓国のアーカイヴドキュメンタリー

　　を中心に，メディアリテラシーについて論じた。

（11）青森県八戸市で催された ICANOF 第 6企画展「TELOMERIC（テロメリック）Vol.3」（7月 19日～ 8

　月 6 日）に招待作家として，参加し，以下の上映会とトークを行った。「阿賀に生きる」「阿賀の記憶」

　　「SELF	AND	OTHERS」「エドワード・サイード	OUT	OF	PLACE」上映とトーク，中野真紀子，鵜飼哲，

　岡村民夫，佐藤真。（7月 21日）

（12）民間放送連盟報道番組中央審査会委員。民放連のテレビ番組審査の報道番組の審査員として民放連

　大賞を審査。（8月 17日）

（13）地方の時代映像祭審査員（8月 21日～ 26日）。テレビ番組，自治体部門，高校生部門の 3つの部

　門における「地方の時代」を掘り下げた作品の審査。

（14）タイ，バンコクで開かれた The	10th	Thai	Short	Film	&	VIdeo	Festival で，日本のドキュメンタリー

　特集（小川紳介，土屋豊，土本典昭，森達也）が開かれ，そのゲストスピーカーとして招かれた。自作

　　「阿賀に生きる」「エドワード・サイード	OUT	OF	PLACE」を上映し，質疑応答をした。また，この映

　画祭期間中に，タイの若手ドキュメンタリー映画監督の作品を上映し，2 日間にわたって，佐藤真が批

客　さとう
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　　評し分析するというワークショップも行われた。

（15）マルグリット・デュラス，ヴィム・ヴェンダース，フィリップ・ガレル，ベドロ・コスタなどの編

　　集者として，また「マルグリット・デュラス，あるがままの彼女」などの映画作家として知られるドミ

　　ニク・オーブレイを映画美学校に招いて，「ドキュメンタリー映画の編集について」，対談を行った。（9

　　月 6日）

（16）ポルトガルのリスボンで開かれた Doc	Lisboa	International	Film	Festival の日本ドキュメンタリー

　　小特集に招かれ，また別にマスタークラスとしてポルトガル語の同時通訳で自作を中心に日本のドキュ

　　メンタリーについて講演をした。（10月 22日～ 27日）

（17）国際シンポジウム「ムービング・イメージと社会－映像社会学の可能性－」（主催		映像社会学研究

　　会＋大阪市立大学	UCRC アーカイブス・プロジェクト）（11月 4日～ 5日）に参加し，オープニング・セッ

　　ションで「越境するドキュメタリー」をテーマに自作のクリップ上映をまじえ，参加者と討論した。

（18）「映像作家・高嶺剛の全貌」を企画・上映し，京都造形芸術大学映像ホールで，「サシングヮー」「オ

　　キナワンドリームショー」「パラダイスビュー」「ウンタマギルー」などの主要作品とともに短編作品も

　　含め 12作品を上映し，高嶺剛監督と対談した。（11月 14日～ 19日）

二　教育活動

１　教育

　京都造形芸術大学映像・舞台芸術学科教授，映画美学校ドキュメンタリーコース主任講師

Ⅱ　業績目録 

７　その他

（1）　著書

　『ドキュメンタリーの修辞学』みすず書房，2006 年 11 月

　『エドワード・サイード	OUT	OF	PLACE』みすず書房，2006 年 4月，中野真紀子と共著

　『ドキュメンタリー　リアルワールドへ踏み込む方法』フィルムアート社，2006 年 12 月，村山匡一

　郎編（「撮ることは生きること」pp.31 ～ 56，「撮ることは考えること」pp.69 ～ 92）で，ドキュメ

　ンタリーをいかに作るかを論じた。

　『ドキュメンタリー映画は語る　作家インタビューの軌跡』未来社，2006 年 10 月，山形国際ドキュ

　メンタリー映画祭東京事務局編	で，インタビュアーとして自作の来歴を語るとともに「ドキュメ

　ンタリーの匠」（pp.388 ～ 392）で，撮影，録音，音楽，プロデューサーといったスタッフについ

　ての論考を展開した。

（2）　映像作品

　日本映画監督協会が製作した『映画監督って何だ！』（伊藤俊也監督）のメイキングを担当し，DVD版

　『映画監督って何だ！』（紀伊国屋書店）の特典映像として収録された。

Ⅲ　研究状況・研究広報
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2007 年から自作の作家・批評活動としては第 2 期に入ったと位置づけ，原点に戻って理論構築の基礎作

業をつづけながら，日本の戦後史を総決算するような歴史に残る作品を作りたいと考えている。

ドキュメンタリー映画の批評活動としては『ドキュメンタリー映画の地平』（凱風社，2001 年）の続編を

構想し，世界の最先端のドキュメンタリーの潮流と，私ドキュメンタリーから社会運動のアクティビストま

での巾をそのまま受けとめる著作の準備に入る。また，その現代的な課題とは別に，事実とは何か，客観的

な事実とははたして存在するのか，などといった原理的な考察を，リュミエールのシネマトグラフの草創期

から説きおこす「ドキュメンタリーの哲学」を構想中である。これは，ドキュメンタリー映画の誕生史を巡

り直すとともに，カントの物自体，フッサールの現象学，ハイデッガーの世界内存在，レヴィ・ストロース

のブリコラージュなどの概念装置を借用してメディアリテラシーの現場に切り込んでいくことになる。

京都造形芸術大学で 2007 年度から，映像・舞台芸術学科に変えて，映画学科が新設される。映画監督，

映画技術，俳優，プロデュースの 4 つのコースが作られる映画学科で私はプロデュースコース長として，

映画評論家の北小路隆志とコンビを組みながら，実作と批評の指導をしていくことになる。この映画学科は，

林海象学科長のもとで，映画美術の巨匠・木村威夫設計による木村スタジオを撮影所として完成させ，高橋

伴明，伊藤高志，山本起也といった現役の映画監督が，映画を指導するという実践教育の場である。この映

画学科の将来的構想の中に，映画上映の常設館としてのシネマテーク構想がある。古今東西の古典的名画，

作家主義を打ち出した様々な映画運動の歴史的再評価などに加え，実験映画，ドキュメンタリー，アニメー

ションなどの様々な映画を上映する場を設けたいと考えている。その中の一つとして，文化人類学，映像人

類学の作品群の特集上映も構想しており，ジャン・ルーシュの直弟子でもある大森康宏や京都大学の文化人

類学の研究者，映像作家たちと，歴史民俗博物館，東北芸工大などの研究者，映像作家との交流も深めてい

きたいと考えている。

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・X線による構造分析，中国東北地域出土武器武具の資料調査，大阪

客　すぎい
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府七観古墳出土武器武具の資料調査，研究報告書作成のための研究会および編集会議を行った。

２　日本学術振興会基盤研究 C「八代海沿岸地域における古墳時代在地墓制の発達過程に関する基礎的研

究」（代表杉井健）で，天草に分布する古墳の実地調査を行った。また，上天草市に所在する千崎古墳群

の発掘調査および桐ノ木尾ばね古墳の実測調査を行った。さらに，約 25 年前の調査によって検出され

たカミノハナ古墳群（熊本県上天草市所在）出土遺物の再整理作業を開始した。

３　日本学術振興会基盤研究 B「弥生・古墳時代における太平洋ルートの文物交流と地域間関係の研究」

（代表清家章）で，高知県に所在する弥生・古墳時代の遺跡を実地に見学し，太平洋ルートに関しての

研究会を行った。

４　個人研究テーマ「古墳時代政治史・社会構造研究」で，熊本県上天草市所在古墳に関する見解を著し

た。同時に，肥後型横穴式石室に関する研究の現状をまとめ，また天草の古墳動向について分析した。

四　社会連携

１　館外における各種委員

　熊本県氷川町大野窟古墳範囲内容確認調査指導委員

　熊本県玉名市文化財保護審議会委員

　熊本県上天草市史編纂委員会委員

　熊本県菊水町史編纂執筆委員

　大分県日田市ガランドヤ古墳発掘調査指導委員

　熊本県植木町山口横穴墓群・鬼迫横穴墓群発掘調査指導委員

Ⅱ　業績目録

3a　調査・発掘調査報告書

　『上天草市史大矢野町編資料集』3（本文 76 頁・図版 16 頁），熊本県上天草市，3 月，三好栄太郎・仙		

　波靖子・南健太郎と共編著

3b　自治体史・史料集など

『上天草いにしえの暮らしと古墳』（総 378 頁）上天草市史大矢野町編 1　原始・古代編，熊本県上天草市，

3月，甲元眞之と共編著

５　学会・外部研究会発表要旨

　「天草の古墳－熊本県上天草市千崎古墳群の調査成果を中心として－」『鹿児島県考古学会秋季大会研究

　発表会発表要旨資料』（三好栄太郎と連名），pp.6 ～ 7，鹿児島県考古学会，10月

７　その他

『九前研通信』第 18号（10頁），編集・編集後記，p.10，九州前方後円墳研究会，7月

『九前研通信』第 19号（10頁），編集・編集後記，p.10，九州前方後円墳研究会，2月

Ⅲ　研究状況・研究広報

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」もいよいよまとめの
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時期を迎えつつあり，鋭意報告書の作成に励んでいる。本年度の仕事の半分はこれに費やされたが，共同研

究メンバーの協力のもと，学史に残る報告書にすべく努力している。

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。本年度からは新た

な科学研究費のもと，地元自治体の方々とともに天草の古墳の調査を開始した。これに関連し，熊本大学が

所蔵しているカミノハナ古墳群出土遺物の再整理作業も開始した。この共同研究をベースに，熊本の古墳研

究を盛り上げていければと思っている。発掘調査では，上天草市千崎古墳群の調査が４年目を迎え，いよい

よ主体部の掘り下げを実施した。2 ヶ月に及ぶ長期の調査となったが，新たに横穴式石室の存在を確認し，

さらに箱式石棺の構築方法を明らかにするなどの成果を得た。

自治体史では，5 年来続けてきた上天草市史大矢野町編を書き上げ，当該地域の古墳について現段階の所

見を示した。また，菊水町史関連では，江田船山古墳出土品のうち，東京国立博物館所蔵の未報告資料につ

いて調査し，その所見を執筆した。

以上のように，本年度は，熊本というフィールドについてのこれまでの見解をまとめた上で，新たな取り

組みを始めた年ということになろう。

高桑いづみ  TAKAKUWA　Izumi 客員教授
　　　　　　（東京文化財研究所無形文化遺産部音声・映像記録研究室長）

1956 年生【学歴】東京芸術大学音楽学部楽理科 1979 年卒業，東京芸術大学大学院音楽研究科修士課程

1982 年修了【職歴】東京国立文化財研究所芸能部音楽舞踊研究室研究員（1992 年 4月より），独立行政法

人文化財研究所東京文化財研究所無形文化遺産部音声・映像記録研究室長（2006 年4 月より），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客員教授併任（2006）【学位】博士（文学）早稲田

大学，2001 年 2月【所属学会】東洋音楽学会，能楽学会，楽劇学会【専門】音楽学，日本芸能史【主な研究テー

マ】中世を中心とする日本音楽史／ Japanese	History	of	Music

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 ｢紀州徳川家伝来楽器コレクションの研究 ｣（研究代表高桑いづみ）において，全体研究

会に出席し，研究対象の全体像と資料的価値，研究手法の確認を行い，調査の分担，また方法を検討した。

２　本務での研究活動として，楽器の調査をおこなっている。本年は瀬戸内市牛窓地区弘法寺遍明院が所

蔵する鼓胴（旧牛窓町指定文化財）の調査を行った。この鼓胴は，雅楽鼓胴から能楽鼓胴へ移行する過

渡期の作例と考えられるが，鼓胴の表面には奉納した年月が刻まれており，鎌倉時代に使用されていた

ことが確認された。筆者は過渡期の鼓胴をかねてより研究してきたが，使用年代を特定できた例は未だ

なく，この鼓胴の存在意義は大きい。

３　本務先での調査として，文化財保護委員会が作成した音声記録の調査研究を行った。文化庁の前身で

ある文化財保護委員会は昭和 25 年度から音声記録を作成したが，そのなかには，今日伝承されていな

客　たかくわ
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い楽曲や後に重要無形文化財（各個認定）保持者として認定される名手たちの演奏が多く含まれている。

そのなかから善竹弥五郎の狂言謡をとりあげて第 1 回無形文化遺産部公開学術講座で紹介し，伝承の

変化について考察した。　

二　教育活動

１　教育

　東京芸術大学非常勤講師（能楽概論）

　早稲田大学演劇博物館 COE 客員研究員

四　社会連携

１　館外における各種委員

　「音楽情報・資料の保存及び活用に関する調査研究」専門委員

２　館外講演・カルチャーセンター・出前授業

　・奏演とシンポジウム「舞う－舞楽と能－」　舞楽と能の芸態比較　コーディネーター　楽劇学会第 14

　　　　回大会　早稲田大学小野記念講堂　2006 年 6月 3日

・講演　能　室町時代の演出と現代　第 27 回文化講座「大和路文化を再発見」　奈良新聞社　国立能

　楽堂　2006 年 7月 23日

・未解読記譜法研究の最前線　シンポジウムパネリスト　日本音楽学会第 57 回全国大会　九州大学大

橋キャンパス　2006 年 10 月 28日

・講演　善竹弥五郎の狂言謡　第１回無形文化遺産部公開学術講座『1950 年代の義太夫節と狂言謡－

　文化財保護委員会作成の音声資料をめぐって』　江戸東京博物館ホール　2006 年 12 月 19日

・学会発表　いま読み解く能	「大鼓から見た能」　能楽学会例会　早稲田大学国際会議場　2007 年 3

　　月 12日

・ＮＨＫ文化センター　青山教室　「能と狂言」　2006 年 4月～ 2007 年 3年

　３　マスコミ

・ラジオ出演　NHK カルチャーアワー「芸能・演劇その魅力　能・狂言の世界」2006 年 4 月～ 2007

　年 3月

・ラジオ出演　能楽鑑賞　NHKFM　2006 年 8月 6，13，20，27日

・テレビ出演　秀吉の見た能　放送大学特別講座　2006 年 4月～

Ⅱ　業績目録 

２a		論文

　2007.3：「過渡期の鼓胴その後」（『無形文化遺産研究報告』1，pp.197 ～ 206，東京文化財研究所）

２b		研究ノート

2006.9：「能の鼓が誕生するまで－静御前の鼓－」（『国立能楽堂上演パンフレット』第 277 号，pp.16

～ 20）

2006.10：「能の鼓が誕生するまで（二）－過渡期の鼓胴－」（『国立能楽堂上演パンフレット』第 278 号，

pp.17 ～ 21）
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５　学会・外部研究会発表要旨

2006.6.3：「奏演と話　舞楽と能の芸態比較」，『楽劇学』第 14号，楽劇学会第 14回大会

2006.7.23：「能　室町時代の演出と現代」奈良新聞．2006.8.23 日号　第 27回文化講座「大和路文化

を再発見」

2006.10.28：「未解読記譜法研究の最前線」『音楽学』第 52卷，日本音楽学会第 57回全国大会

Ⅲ　研究状況・研究広報

・今年度の研究成果として特筆したいのは，鼓胴の発見である。町指定の文化財にはなっていたが，楽器

史では未知の存在であった。今回の調査により，過渡期の鼓胴の使用年代，広範に流通していた様子が明ら

かになった意義は大きい。

・個人的な研究では，1 年間，ラジオのカルチャーアワーで能楽の概論を担当したこと。これまでテレビ

解説の経験はあったが，映像を使用できず，音資料のみで能楽を一般視聴者にわかりやすく伝えることは，

かなり難しい作業であった。結果的に能楽について考察を深める結果となったことはうれしいことである。

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，環境歴史学【主な研究テーマ】生態系史／ 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

　

　・本館客員教授として取り組んできたくらしの植物苑の遺伝子バンクの構築と研究成果の公開方法につい

　てまとめを行っており，2007 年度の第 99 回と第 100 回のくらしの植物苑観察会で報告することにして

　いる。第 99 回は「くらしの植物苑とシーボルト」と題して，種子や生きた植物の収集あるいは交換のも

　つ意義を検討する。第 100 回は，「市民のためのくらしの植物苑」と題して，1995 年の秋に開苑したく

　らしの植物苑の活動を振る返り，その総括を行う予定である。

　・文部科学省科学研究費補助金・基盤研究（B）「日本列島北部の更新世 /完新世移行期における居住形態

客　つ　じ
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　と文化形成に関する研究」（研究代表佐藤宏之）研究分担者。移行期の生態系史の復元を担当。7月と 10

　月に東北北部の津軽地域と秋田県内陸部を調査，移行期の植生変遷を花粉分析および埋没林調査によって

　復元するとともに，高精度放射性炭素年代測定によって詳細な層序・編年を行った。これらの成果は，

　2007 年 4 月 28・29 日に開催される公開シンポジウム「縄文文化の成立－草創期から早期へ－」におい

　て「縄文草創期から早期にかけての古環境変遷」と題して公表する。

　・韓国との考古環境学・歴史環境学の共同研究を推進させるため，2006 年度は忠清南道牙山市の低地遺

　跡である「葛梅里遺跡」の地質層序と植物遺体の調査を高麗大學校考古環境学研究所において行った。ま

　た，滞在中は非常勤講師として学部・大学院の講義を行い，研究方法の普及に努めた。共同研究の成果は

　調査報告書として日本語・韓国語の両国語で刊行された。

　・植物文化史，動物文化史，人と動植物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」は，2006 年度に「環境文化史研究会（KBK）」と名を改め，活動を推し進

　めた。2006 年 4 月～ 2007 年 3 月に第 14 回～第 21 回の計 8 回におよぶ研究会を開催した。ここでは

　高精度年代測定，動植物遺体による環境と生業を主に取り上げた。これらの成果は『環境文化史研究（仮

　称）』として刊行の予定であり，学術雑誌としての内容・体裁を整えていくことにしている。

　・1994 年から遺跡の生態系史研究を継続してきた青森県の縄文時代前期から中期末におよぶ三内丸山遺

　跡での成果を日本植生史学会の学会誌『植生史研究』特別第 2号として 11月に刊行することができた。

　これは 1998 年度～ 2000 年度の三内丸山遺跡特別研究「三内丸山遺跡における人と自然の交渉史」，　

　2001 年度の同研究「三内丸山遺跡の生態系史の解明」，そして 2003 年度の同研究「三内丸山遺跡の生

　態系史研究」を総括した論文集である。この一連の研究の代表者であり，所属機関であった本館の受託研

　究として実施されたため，本館の成果刊行物として公表する予定であったが，諸般の理由で刊行が叶わな

　かったため，学会へ刊行の申請をおこなったものである。

二　教育活動

１　教育

　東京大学文学部考古学専修課程考古学特殊講義Ⅰ・Ⅱ，文化環境学共通講義文化環境学特殊講義Ⅰ・Ⅱ

　東京大学大学院新領域創成科学研究科人類環境学，環境文化史，社会文化環境学概論，環境史セミナー

　韓国高麗大學校考古環境学研究所環境考古学セミナー（非常勤講師）

三　博物館活動

１　歴博講演会・歴博探検・くらしの植物苑

　「春の植物苑を歩く」くらしの植物苑観察会みどりの日スペシャル，4月 29日，くらしの植物苑

　「古代植物文化史－心と体を支える植物たち－」日本の植物文化を語る第 12回，2月 24日，講堂

四　社会連携

１　館外における各種委員

　日本植生史学会評議員，酒史学会常任理事，日本第四紀学会評議員，日本第四紀学会高精度 14C 年代測	

　　定研究委員会委員，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・豊田市教育委員会矢

　　作川河床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



385

　　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

２　館外講演・カルチャーセンター・出前授業

　「縄文文化を育んだ生態系」塩尻市平出遺跡縄文の村オープン記念講演会，6月 11日，平出博物館，

　　講師

　「三内丸山遺跡を科学する」青森県高等学校教育研究会理科部会研究大会，8月 17日，青森県立青森

　　高等学校，講師

　「氷河期の風景と激動する環境」仙台市富沢遺跡保存館開館 10 周年記念特別企画展記念講演会，8 月

　　　19日，仙台市太白区文化センター，講師

　「アカマツ文化史と日本人」アカマツ王国への挑戦シンポジウム，2 月 27 日，久慈グランドホテル，　

　　　講師

　「小又川一万年のくらし－自然環境とのかかわり」第 2 回北秋田市縄文シンポジウム，3 月 10 日，北

　　　秋田市文化会館，パネリスト

　「地下に埋もれた縄文の森」矢作川河床埋没林調査報告会，3 月 18 日，岡崎市岩津市民センター，講

　　　師

　「縄文時代から現代まで－酒と花から見る人と植物の関係史」第 1 回環境学入門講座，10 月 27 日，東

　　　京大学柏キャンパス環境棟，講師

　

Ⅱ　業績目録	

　１　著書　

　　『三内丸山遺跡の生態系史』植生史研究特別第 2号（190 頁），日本植生史学会，11月（編著）

　2a　論文

｢日本の生態系史と人為生態系 ｣『都市緑化技術』第 60号，pp.16 ～ 19，財団法人都市緑化技術開発機構，

7月

　　「古代史の環境」『列島の古代史ひと・もの・こと』第 8巻，pp.301 ～ 337，岩波書店，10月

　　「変転する大地が生み出す新しい文化」『季刊生命誌』第 51号，リサーチ 02，JT 生命誌研究館，11月

　　「三内丸山遺跡の生態系史研究：成果と展望」『植生史研究』特別第 2 号，pp.1 ～ 5，日本植生史学会，

　　11月

　「最終氷期以降の青森平野の環境変遷史」『植生史研究』特別第 2号，pp.7 ～ 17，日本植生史学会，11

　　　月（久保純子・村田泰輔・辻圭子・後藤香奈子と共著）

　「三内丸山遺跡の層序と編年」『植生史研究』特別第 2号，pp.23 ～ 48，日本植生史学会，11月

　「三内丸山遺跡の植生史と人の活動」『植生史研究』特別第 2号，pp.49 ～ 82，日本植生史学会，11月

　　　（吉川昌伸・鈴木茂・後藤香奈子・村田泰輔と共著）

　「青森県三内丸山遺跡の縄文時代前期から中期の種実遺体群と植物利用」『植生史研究』特別第 2 号，　

　　　pp.101 ～ 120，日本植生史学会，11月（辻圭子・南木睦彦と共著）

「変転する大地が生み出す新しい文化」『生命誌年刊号』第 49 ‒ 52 号，pp.106 ～ 113，JT 生命誌研究館，

3月

客　つ　じ
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3a　調査・発掘調査報告書

　「御所野遺跡から出土した炭化植物遺体の調査」『御所野遺跡Ⅲ』一戸町文化財調査報告書第 53 集，　

　　　pp.199 ～ 200，一戸町教育委員会，2006 年 3月（辻圭子・大松しのぶと共著）

　「御所野遺跡出土種子類の 14C 年代測定」『御所野遺跡Ⅲ』一戸町文化財調査報告書第 53集，pp.204 ～

　　　210，一戸町教育委員会，2006 年 3月（小林謙一・坂本稔・新免歳靖・松崎浩之・村本周三共著）

「埋没林は語る－その意味・研究史・調査方法」『矢作川河床埋没林調査報告書』，pp.13 ～ 20，愛知県

豊田市・岡崎市教育委員会，矢作川河床埋没林調査委員会，3月

「矢作川河床埋没林の産出状況」『矢作川河床埋没林調査報告書』，pp.23 ～ 37，愛知県豊田市・岡崎市

教育委員会，矢作川河床埋没林調査委員会，3月（安ソヒョン・國木田大と共著）

「花粉遺体群からみた植生史」『矢作川河床埋没林調査報告書』，pp.61 ～ 70，愛知県豊田市・岡崎市教

育委員会，矢作川河床埋没林調査委員会，3月（安ソヒョンと共著）

「矢作川河床埋没林とは何か－その意義と保存・公開活用」『矢作川河床埋没林調査報告書』，pp.83 ～

88，愛知県

「韓国，忠清南道牙山市の葛梅里遺跡における花粉群と人間活動」『葛梅里遺跡発掘調査報告書』，pp.50

～ 60，高麗大學校考古環境学研究所，3月（安ソヒョンと共著）

　「韓国，忠清南道牙山市の葛梅里遺跡における種実遺体群と植物利用」『葛梅里遺跡発掘調査報告書』，　

　　　pp.61 ～ 75，高麗大學校考古環境学研究所，3月（野中理加と共著）

「菖蒲崎貝塚における層序編年と古環境に関する新知見」『菖蒲崎貝塚平成 18 年度発掘調査概報』，

pp.36 ～ 38，由利本荘市教育委員会，3月

「縄文時代早期土器に付着した種実遺体」『菖蒲崎貝塚平成 18 年度発掘調査概報』，pp.49 ～ 51，由利

本荘市教育委員会，3月（南木睦彦と共著）

　「伊礼原遺跡の植物遺体群」『伊礼原遺跡』，pp.433 ～ 444，沖縄県北谷町教育委員会，3月（大松しのぶ・

　　　辻圭子と共著）

　「伊礼原遺跡の層序と年代，低湿地区」『伊礼原遺跡』，pp.37 ～ 43，沖縄県北谷町教育委員会，3月

　「総括，環境と生業」『伊礼原遺跡』，pp.562 ～ 564，沖縄県北谷町教育委員会，3月

３c		辞典項目

　『歴史考古学大辞典』，「うり瓜」「くり栗」「モモ」，吉川弘文館，2月

５　学会・外部研究会発表要旨

　「日本の植生史と人の活動－到達点・課題・展望」日本植生史学会創設 20周年記念公開シンポジウム「人

　　類時代の植生史研究と考古植物学－旧石器から江戸へ－」『日本植生史学会第 21回大会講演要旨集』，

　　　pp.1 ～ 3，東京大学本郷キャンパス，11月

　「愛知県矢作川河床の埋没林」『日本植生史学会第 21回大会講演要旨集』（安ソヒョンらと連名），pp.45

　　　～ 46，東京大学本郷キャンパス，11月　

「韓国，葛梅里遺跡出土の 3～ 4世紀の種実遺体・花粉群と植物利用」『日本植生史学会第 21回大会講

演要旨集』（野中理加らと連名），pp.57 ～ 58，東京大学本郷キャンパス，11 月　演要旨集』，pp.57

～ 58，東京大学本郷キャンパス，11月

７　その他
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「青森市，三内丸山遺跡第 6鉄塔地区の模式断面とニワトコ属主体種実遺体群」『植生史研究』特別第 2

号，巻頭，日本植生史学会，11月

「青森市，三内丸山遺跡の北の谷地区の模式断面」『植生史研究』特別第 2 号，巻頭，日本植生史学会，

11月

「十和田中掫テフラと生態系」『植生史研究』特別第 2号，p.6，日本植生史学会，11月

「青森平野南部，大矢沢野田（1）遺跡」『植生史研究』特別第 2号，p.18，日本植生史学会，11月

「十和田カルデラから噴出したテフラ層」『植生史研究』特別第 2号，p.150，日本植生史学会，11月

Ⅲ　研究状況・研究広報

3 年度にわたる本館客員教授を無事勤めさせていただき，改めて皆様に感謝いたします。最初の年度は企

画展示「海をわたった華花」の開催に全力投球できました。続く 2 年度はくらしの植物苑の活動をどのよ

うに維持し，あるいはさらなる展開をしていくかを検討してきました。さすがに 3 年ともなると，本務の

方も地に足が着いてきたこともあって，全力投球はできなくなってしまいましたが，講演会や観察会に自身

も出掛けていく楽しさを味わうことができました。企画展示の成果はまだ充分に公表し尽せていないので，

くらしの植物苑での調査研究の成果公表のあり方を検討しながら，少しでも刊行物にできるよう努めていき

たいと考えています。

本郷キャンパスでの 2 年間の仮住まいを 2006 年 3 月に終え，4 月からは柏キャンパスの新しい環境棟

に移り住みました。教育研究の環境を整備しているところです。この 4 月から大学院生 150 人を抱える社

会文化環境学専攻の専攻長になり，学生の環境整備に自ずと引っ張られる毎日ですが，考古学や歴史学の人

文社会系領域と自然環境学の理系領域の学融合の実現に意欲を燃やしているところです。本館でも目指した

学融合がどのようにすれば実現できるのか，それは共通言語を作り出す若手研究者にかかっていると自覚し

つつ，異なる領域の研究者と積極的に会話をするよう，またそのような場つくりに努めているところです。

大学の教育研究ではあまり一般的ではなかった「展示」という方法が成果の公開に効果的であると言われ始

めています。展示研究を見直したいと考えています。

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】東京大学文学部国史学専攻 1984 年卒業，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，幕末維新期の画像史料の研究／ Study	on	the	visual	sources

客　ほうや
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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　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）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，鶴岡出張調査（10月）をおこなった。また，前年度調査（鳥取市）の報告を「東京大学史料編纂所

報」に掲載した。

２　科学研究費補助金基盤研究（A）「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）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）。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，東京大学史料編纂所報を参照

されたい）。

　・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）をおこなった。

　・中国第一歴史档案館長らを招聘し，「日本関係清代档案をめぐる国際研究集会」（史料編纂所主催）を

主宰し，日本関係档案調査のあゆみについて報告した。

　・また，北京市に出張して清朝档案調査（中国第一歴史档案館＝北京市，四月・二月）をおこない，東

京大学史料編纂所付属画像史料解析センターの中国档案史料デジタル化プロジェクト（研究代表者：保

谷）と連携して，中国第一歴史档案館が所蔵する清朝档案中の日本関係档案目録作成およびデジタル撮

影に取り組んだ。今年度は軍機処録副約 2400 点，撮影データ約 5000 点を得た。

　・ロシア科学アカデミー東洋学研究所長（サンクトペテルブルグ支部）・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』（12月，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。東洋学研究所とは日露関係史料の共同研究推進についての合意を得た。

　・「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）の総括研究集会を開催し，総括報告を

おこなった。あわせて同研究の研究成果報告書（約 1200 頁）を編集作成した。

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）・中国档案デジタル化プロジェクト（代表保谷徹）などを主宰した。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をすすめ，現在まで

に収集した撮影データは総計 3511 点となった。2．伊豆韮山江川文庫（幕府代官江川太郎左衛門）の古

写真調査をおこなった。3．5月に日仏会館で「『フランス士官が見た近代日本のあけぼの』をめぐって

－フランス軍事顧問団と五〇〇枚の秘蔵写真－」（日仏会館・日仏図書協議会）を報告した。12月 18日，

駿河台大学で開催された公開シンポジウム「文化遺産としての写真とその教育・研究利用」に参加し，

フランス第2次軍事顧問団員クレットマン・コレクションと古写真研究プロジェクトについて報告した。

中国档案デジタル化プロジェクトについては前述のとおり。

４　本館展示企画『歴史のなかの鉄炮伝来－種子島から戊辰戦争まで－』に展示委員として参加し，銃砲

の調査研究および第 3部の展示企画に参画し，図録の執筆・編集に取り組んだ。

二　教育活動
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１　教育

　東京大学大学院非常勤講師（文化資源学）

　東京大学文学部非常勤講師（日本史学）

三　博物館活動

　１　歴博講演会・歴博探検・くらしの植物苑

　　「幕末の軍事改革と施条砲－米国式ライフルカノンについて－」（10月，歴博フォーラム，商工会館）

　　歴博講演会「幕末の軍制改革と銃砲の発達」（11月，国立歴史民俗博物館））

　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

〔東京大学史料編纂所の所内委員〕東アジアを中心とする前近代日本関係史料収集事業検討小委員会委

員（委員長）／画像史料解析センター運営委員会委員

〔社会連携〕江川文庫調査委員（静岡県）／日野市立新選組のふるさと歴史館史料評価委員（日野市）

〔文化財行政〕西東京市文化財保護審議会委員（会長）

２　館外講演・カルチャーセンター・出前授業

　〔講演〕「史料のあれこれ・史料の謎解き」（4月，西東京市立碧山小学校）

　「攘夷運動と対外戦争の危機」（渋谷区立千駄ヶ谷社会教育館，7月）

　「戊辰戦争の社会史」（渋谷区立千駄ヶ谷社会教育館，7月）

Ⅱ　業績目録

2a　論文

「安政三年三月下曽根信敦による西洋流調練図（四）」（『東京大学史料編纂所付属画像史料解析センター

通信』33号，pp.21 ～ 23，4月）

「免許銃・所持銃・拝借銃ノート－明治初年の銃砲改めと国産『ライフル』－」（松尾正人編『近代日本

の形成と地域社会－多摩の政治と文化』pp.107 ～ 136，岩田書院，5月）

「フランス軍事顧問団と日本」（羽田正編『東洋文化研究所報告・ユーラシアにおける文化の交流と転変』，

pp.163 ～ 177，2007.3 月）

３a　調査・発掘調査報告書

2003 ～ 2006 年度科学研究費補助金基盤研究（A）『前近代東アジアの日本関係史料の研究』研究報告

書（1171 頁），3月

３b　自治体史・史料集など

　〔史料目録〕江川文庫調査目録（目録執筆と武器編解説），3月

４　展示図録

『歴史のなかの鉄炮伝来－種子島から戊辰戦争まで－』，第 3 部解説執筆分担，国立歴史民俗博物館，

客　ほうや
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10 月

Ⅲ　研究状況・研究広報

研究所の本務では，幕末外国関係文書 51巻（文久元年三月前半）の編纂をおこない，在外史料を含む同時

期の史料調査と研究に従事した。また，プロジェクト研究として，ロシア・中国など東アジア諸国に所在す

る日本関係史料の調査研究を行い，2 度にわたる国際研究集会と年度末の総括集会を主宰した。このほか，

古写真研究プロジェクト・中国档案デジタル化プロジェクトを主宰した。これらの詳細は東京大学史料編纂

所報の活動報告を参照されたい。

本館の活動としては，2006 年秋に開催した『歴史のなかの鉄炮伝来－種子島から戊辰戦争まで－』に関

連して，幕末期の銃砲研究に従事した。現物の火器に触れる機会は貴重であった。この間も外国の火器図録

や参考図書を意欲的に収集し，この成果は『日本軍事史』（共著，2006 年 2月刊行）や執筆中の『戊辰戦争』

（2007 年 11 月刊行予定），その他の成果につながっている。

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，民俗建築学会，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，研究会を主催した。また，研究会に参加

した研究者による 3年間の研究の成果報告となる報告書の作成を行った。

2．	受託研究「尾道市指定重要文化財旧橋本家茶室の建造物調査並びに設計監理」（研究代表者）で，当該

の茶室・待合などを調査し，その成果により半解体修理工事を行った。

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 28号から 30号を出版した。
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4．	歴博展示「日本の神々と祭り－神社とは何か ?－」のために製作展示した仁治度厳島神社復元模型を

貸借し，広島大学総合博物館における中心的な展示物として展示公開し，歴博の研究資産の有効活用を

図った。

5．	史跡吉川元春館跡の北広島町立展示施設において，館の復元模型の設計を行った。なお，2007 年 7

月から一般公開予定。

6．	焼失していた中山稲生神社本殿（広島市東区）復元工事において，当該建物の復元設計を行い，2006

年 9月に復元竣工した。

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5名，前期7名の研究指導を行い，	

　　そのうち修士 2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　

１　歴博講演会・歴博探検・くらしの植物苑

　「神社の歴史－建築史学の視点から－」歴博フォーラム，４月４日，津田ホール

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，史跡宇和島城跡整備委員会

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

原爆ドー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

　「名城カウントダウン 2010」『中日新聞社主催名古屋城築城 400 年記念集会』（名古屋城）2006 年 9 月

　　　24日

　「神社本殿の歴史と南宮神社について」『歴史フォーラム「府中の遺跡と文化財」』（府中市教育委員会）

　　　2006 年 9月 30日

　「厳島神社を復元する」『広島大学総合博物館本館オープニング記念公開講演会』（広島大学）2006 年 11

　　　月 3日

　「清盛が造った人工の海に建つ厳島神社」『日本解剖学会中国四国支部学術集会特別講演』（広島大学医

　　　学部），2006 年 11 月 11日

　「近世城郭の見方」『広島大学大学院文学研究科「21 世紀の人文学」公開講座』（広島市中央公民館）　

　　　2006 年 11 月 17日

　「近世城郭の普請と作事」『奈良文化財研究所埋蔵文化財担当者専門研修』（奈良文化財研究所）2006 年

客　みうら
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　　　12月 12日

　「日本の古建築」『TSS 文化大学』（テレビ新広島文化大学）2007 年 2月 13日

　「楽音寺の実相に迫る」『三原市郷土文化研究団体連合会講演会』（三原市郷土文化研究団体連合会）　

　　　2007 年 3月 3日

　「文化・歴史的資産の調査・保存・活用」『三重県歴史的・文化的資産保全活用推進員養成講座』（三重

　　　県生活部文化振興室）2007 年 3月 21日

Ⅱ　業績目録 

１　著書

　2006.11：『よみがえる名古屋城』監修・分担執筆，	学習研究社，全 128 頁

　2006.12：『城造りのすべて』監修・分担執筆，	学習研究社，全 159 頁

3a　調査・発掘調査報告書

　2006.3：「建築史学から見た中泉御殿」（『御殿・二之宮遺跡第 84 次発掘調査報告書』pp.255 ～ 262，

　　　磐田市教育委員会）

７　その他

　2006.4 ～ 6：『よみがえる日本の城』28号～ 30号，監修指導・分担執筆，学習研究社

　2006.5：「再現三英傑の天守」『新歴史群像シリーズ３，信長・秀吉・家康　天下統一と戦国の三英傑』

　　　（pp.1 ～ 8），学習研究社

　2006.7：『江戸三百藩・城と陣屋総覧』東国編・西国編，	監修・分担執筆，学習研究社，各全 159 頁

　2006.11：『栄華を極めた名城』全７巻，DVD解説	，（株）ハピネット

Ⅲ　研究状況・研究広報

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昨年度に引

き続き実施した。その研究成果は，2007年度にまとめて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　

（独立行政法人国立文化財機構  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（2006）【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】歴史学における年輪年代学の研究／ dendrochronological	research	on	historical	science	in	

Japan
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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

四　社会連携

３　マスコミ

　「創建時から倉三つ－正倉院年輪から判明－」朝日新聞（朝刊）2006 年 5月 24日

　「今さら聞けない　年輪年代法－仏像の年代から地震の年まで判定－」朝日新聞（朝刊）2006 年 7月 23

　　　日

　「伐折羅と真達羅は兄弟－素材の年輪パターン一致，奈良・興福寺の国宝彫刻－」朝日新聞（夕刊）

　　　2006 年 12 月 2日

Ⅱ　業績目録

　3a　調査・発掘調査報告書

　「国宝・三佛寺奥院（投入堂）の年輪年代調査」『国宝三佛寺奥院（投入堂）ほか三棟保存修理工事報告書』

　　財団法人	文化財建造物保存技術協会編集，三佛寺発行，p.59，2006 年

５　学会・外部研究会発表要旨

　【国内】

　「年輪年代法と弥生～古墳時代－年輪年代研究からの提言－」日本考古学協会第 72 回総会，東京学芸

　　大学，2006.5

　「年輪年代法による年代特定」『歴史的建造物由来の古材を観る』第 61 回生存圏シンポジウム，京都大

　　学生存圏研究所，2006.12

　【国外】

　Takumi	Mitsutani	et	al.：“Dendro-dating	of	ancient	temples	inscribed	as	World	Heritage	site	in	Nara，	

　Japan”，7th	International	Conference	on	Dendrochronology，Beijing，China，June	2006

［機関研究員］

石川岳彦　ISHIKAWA Takehiko　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

研　いしかわ
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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，東北亜細亜考古学研究会【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	東潮）共同研究員

　2006 年度第 1回研究会，6月 10日･ 11 日，国立歴史民俗博物館

　　研究発表「墓葬に見る漢代遼東郡の地域性～副葬品配置の分析から～」，6月 11日

　2006 年度第 2 回研究会・調査，10 月 24 日～ 31 日，中華人民共和国黒龍江省鳳林土城・中興土城・

　同仁遺跡・滾兎嶺遺跡・佳木斯博物館，吉林省東京城・帽児山墓地・東団山遺跡・龍潭山城，遼寧　

省営城子漢墓・施家墓群・鉄嶺博物館・遼寧省文物考古研究所・遼寧省博物館	等

２　個人研究「中原勢力拡大期における東北アジア」

　A　青銅器時代から初期鉄器時代（西周期から春秋戦国期）

研究発表「春秋戦国期の燕・遼西青銅器文化の諸問題－年代の大幅な見直しと派生する問題－」，日本

中国考古学会関東部会例会，4月 15日，駒澤大学（小林青樹と共同）

研究発表「紀元前 5 世紀の遼西について～遼寧凌源三官甸出土の青銅器の年代を中心に～」，東北亜細

亜考古学研究会例会，7月 22日，青山学院大学

遼寧青銅器文化終末期関連遺物の調査，8 月 13 日～ 19 日，中華人民共和国遼寧省金州博物館・葫蘆

島市博物館 ･錦州市博物館・遼寧省文物考古研究所・遼寧省博物館，北京市中国社会科学院考古研究

所・首都博物館（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）の調査）

研究発表「春秋・戦国時代の燕の青銅器」，歴博国際シンポジウム 2006	「古代アジアの青銅器文化と社

会－起源･年代･系譜･流通･儀礼－」，12月 2日，国立歴史民俗博物館

研究発表「遼西式銅戈と関係資料の調査研究」，日本中国考古学会 2006 年大会（第 17 回大会・総会），

12月 16日，山口県立萩美術館・浦上記念館（春成秀爾・宮本一夫・小林青樹と共同）

遼寧青銅器文化関連遺物の調査，3 月 17 日～ 21 日，中華人民共和国遼寧省博物館・鉄嶺博物館・遼

寧省文物考古研究所・北京市首都博物館

B　秦漢時代から魏晋時代

ポスター発表「牧羊城をめぐる諸問題」，日本中国考古学会 2006 年大会（第 17 回大会・総会），12 月

17日，山口県立萩美術館・浦上記念館（大貫静夫・中村亜希子・古澤義久・鄭仁盛と共同）

中国山東省の漢代を中心とする時期の遺跡・遺物調査，1 月 28 日～ 2 月 4 日，中華人民共和国山東省

帰城遺跡・龍口市博物館・三十里鋪古城･白石村遺址･煙台市博物館・楊家圏遺址・臨淄古城・齊国歴

史博物館・東平陵古城・城子崖遺址・城子崖遺址博物館・山東省文物考古研究所・山東省博物館，北

京市首都博物館・古陶文化博物館（科学研究費補助金による助成研究「遼寧を中心とする東北アジア



395

古代史の再構築」（基礎研究 B	16320106：代表	東京大学	大貫静夫）の調査）

四　社会連携

３　マスコミ

　毎日新聞（2006 年 5月 15日夕刊），弥生年代論争に突破口，取材記事

Ⅱ　業績目録
２a　論文

「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」（『髙梨学術奨励基金年報（平成 17 年

度）』，pp.54 ～ 61，財団法人	髙梨学術奨励基金，11月）

２b　研究ノート

「中国遼東半島漢代墓制の内部空間利用にみる地域性－遼陽･瀋陽地区との比較を含めて－」（『国立歴史

民俗博物館研究報告』第 133 集，pp.277 ～ 288，国立歴史民俗博物館，12月）

　５　学会・外部研究会発表要旨

「春秋・戦国時代の燕の青銅器」『歴博国際シンポジウム 2006	古代アジアの青銅器文化と社会－起源･

年代･系譜･流通･儀礼－	発表要旨集』，pp.83 ～ 88, 国立歴史民俗博物館，12月

「遼西式銅戈と関係資料の調査研究」『日本中国考古学会 2006 年大会（第 17回大会・総会）発表資料集』

（春成秀爾・宮本一夫・小林青樹と連名），pp.49 ～ 54，山口県立萩美術館・浦上記念館，12月

「牧羊城をめぐる諸問題」『日本中国考古学会2006年大会（第17回大会・総会）発表資料集』（大貫静夫・

中村亜希子・古澤義久・鄭仁盛と連名），pp83 ～ 89，山口県立萩美術館・浦上記念館，12月

　７　その他

「遼西の銅戈と弥生年代」『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　

ニューズレター』№ 5，pp.4 ～ 5，学術創成研究「弥生農耕の起源と東アジア」事務局，7月

「中国遼寧省への調査旅行－『朝鮮式銅戈の祖型』を求めて－」『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　ニューズレター』№ 6，pp.14 ～ 15，学術創成研究「弥生農

耕の起源と東アジア」事務局，12月

Ⅲ　研究状況・研究広報

本年度の研究は上記活動にも記したように「中原勢力拡大期における東北アジア」を研究テーマに中国遼

寧省，河北省，山東省の紀元前一千年期後半から紀元後一千年紀前半にわたる時期をおもな対象として行っ

た。その研究の概略を大きく二つの時期にわけて以下に示す。

a　青銅器時代から初期鉄器時代（西周期から春秋戦国期）

秦漢時代以前に関しては春秋後半期から戦国前半期にかけての燕国有銘青銅器の年代を再検討し，夏と冬

に中国遼寧省，北京市で関係遺物の調査等をそれぞれおこなった。さらに，その年代の再検討の結果をもと

にして朝鮮半島・日本の青銅器文化の年代を考えるメルクマールとなる遼寧地域青銅器文化の終末年代と燕

国の東方進出の年代，そしてこの時期の文化内容の分析を進めた。これらの調査・研究においては現地中国

の研究者や研究機関から多大の協力を仰ぐことができ，非常に多くの収穫があった。研究の経過ならびにそ

研　いしかわ
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の成果は各種研究会・学会・シンポジウム（Ⅰ2A及びⅡ 5），歴博ニューズレター（Ⅱ７）などで発表している。

b　秦漢時代から魏晋時代

秦漢時代以降については引き続き東京大学考古学研究室所蔵の中国遼寧省遼陽附近の墳墓から出土した

副葬土器と遼東半島の牧羊城出土土器の整理調査をおこなった。またこれに関連して遼東半島と渤海をはさ

んで向かいあう半島部を中心に山東地域の当該時期の遺跡踏査と遺物の調査を冬に行った。これらの研究成

果のうち，遼陽の墳墓出土遺物の調査結果についてはその一部の紹介を行い（Ⅱ 2a），牧羊城出土土器の整

理調査結果に関しては冬に開催された日本中国考古学会において共同研究者と発表し（Ⅰ 2B 及びⅡ 5），さ

らにその築城年代とも深く関連する戦国時代に遡る遺物の報告は年度末にすでに冊子にまとめるかたちで提

出済みであり，現在刊行を待っている。

加えて紀元後一千年期前半の東北アジアの様相に関連しては本館基幹研究 ｢『三国志』魏書東夷伝の国際

環境 ｣ の海外調査として中国黒龍江省・吉林省・遼寧省の関連遺跡踏査と遺物調査を秋に行った（Ⅰ1）。ま

た同研究の 5 月の研究会にて漢代遼東郡の遼東半島と遼陽・瀋陽地域の墓制の地域性に関する比較研究の

発表を行い，冬にはその成果を研究ノートとしてまとめた（Ⅱ 2b）。

本年度は各研究テーマにおいて大きな成果の得られた年であった。来年度はさらにこれら研究を深化させ

るとともに，まだ成果としてまとめきれていない本年度の研究成果の公開を進める必要があると考えている。

中條（藤井）英樹　CHUJO（FUJII） Hideki　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

１　本館基幹研究 ｢6世紀墓制にみる倭の対外交流と文化受容の比較研究 ｣（共同研究員・研究代表者：杉

山晋作）。日本国内においては滋賀，福井，福岡，熊本の各県において半島系・異系と考えられる石室

の踏査や古墳出土半島系遺物の調査をおこなった。

　　韓国においては忠清南洞光州周辺地域における前方後円墳や倭系と考えられる埋葬施設や遺物の踏

査・調査をおこなった。

２　11 月 25・26 日に開催した国際研究集会『日韓古墳時代の年代観』（国立歴史民俗博物館・韓国釜山

大学校博物館共催）では，事務局および発表要旨集の編集を担当した。
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３　文部科学省科学研究費補助金・若手研究（B）「中国西域およびアジア東辺地域出土馬具の比較研究」（研

究代表：中條（藤井）英樹）により，中国東北地方・韓国・日本（大阪・岡山・福岡・熊本等）にて資料

調査をおこなった。その一部の研究成果を論文として提出した。

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）

　専修大学文学部非常勤講師（考古学実習Ⅰ）

Ⅱ　業績目録
　

　2a　論文

2006.6：「百済馬具再報（1）」（『先史と古代』24号，pp.319 ～ 335，韓国古代学会（韓国語文））（成正

鏞，権度希，諫早直人と連名）

2007.3：｢ 韓国・尚州新興里古墳群出土の鑣轡について－最近の東アジア出土鑣轡の研究動向から－ ｣

（『専修考古学』12号，pp.83 ～ 99，専修大学考古学会）

2007.3：｢ 馬具からみた新疆ウイグル自治区の文化交流－吐魯番盆地出土鑣轡の製作技術的検討を中

心に－ ｣（『中国シルクロードの変遷』アジア地域文化学叢書第７巻，pp.61 ～ 80，雄山閣出版）

　３a　調査・発掘調査報告書

2006.5：『茨城県かすみがうら市　富士見塚古墳群』考古学研究室報告　乙種 15 冊，pp.18 ～ 22，

pp.89 ～ 90，かすみがうら市教育委員会・国士舘大学考古学研究室（杉山晋作・中條英樹・千葉隆司・

前島直人・柴田洋孝）

５　学会・外部研究会発表要旨

2006.6.11：「金属製遺物からみた古墳時代中期における日韓交流－主に馬具を中心として－」『産業考

古学会　鉱山金属部会 2006 年度第 1回例会』

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受容の比較研究」による活動は前述したが，特に九

州・福井若狭地方において編年や半島・列島との交流史研究上重要と考えられる馬具の調査・見学によりそ

れらの構造を把握できたことは重要な成果であった。

　科学研究費補助金・若手研究（B）「中国西域およびアジア東辺地域出土馬具の比較研究（課題番号

18720216）」では，中国東北地方・韓国・日本列島各地にて資料調査をおこなった。中国東北地方の調査では，

日本列島と関連が深いと指摘されている鞍金具や轡鏡板などの各種馬具の構造を把握することができたこと

が大きな成果である。また，韓国においては半島南部の慶尚道一帯においてさらに東西交流史上重要な馬具

資料が増加している事実を確認するとともに，いくつかの未報告資料を観察する機会を得た。詳細は本報告

に譲るが，この未報告資料は日韓の馬具編年上重要な資料と認識している。

　また，中国西域地方および内蒙古や東北地方の馬具集成も適宜進めている。その一部の成果は上記の論文

研　ちゅうじょう
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にて公表した。来年度もさらに集成を進めるとともに，いくつかのテーマに関して論文として成果を公表す

る予定である。

中島丈晴　NAKAJIMA Takeharu　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

府軍事統合システムの研究／ A	Study	of	Military	Integration	of	the	MuromachiBakufu，国人一揆の研究

／ A	Study	of	kokujin-ikki（order	of	local	barons），中世の関東における醍醐寺領の研究／ A	Study	of	the	

Daigo	Temple	Territory	in	the	Kanto	District	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　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）

　①関連史料の蒐集

　　昨年度に引き続き，歴博蔵「田中穣氏旧蔵典籍古文書」より生業・技術・呪術信仰に関わる史料の調

査・蒐集

　②関連文献目録の作成

　　本年度から，本基幹研究，および現地調査地域に関わる文献を蒐集して目録化し，それをホームペー

ジに公開した。なお本目録は今後も随時更新していく予定である。

　③歴博フォーラム事務局

　　本基幹研究では，昨年 11 月 18 日（土）に第 56 回歴博フォーラム「新しい歴史学と生業－なぜ生業

概念が必要か－」を開催し，考古，民俗，歴史学におけるこれまでの生業論のありようと，生業論の持

つ今後の可能性について議論した。そのさい，事務局として，講師陣との調整や，ポスター図案・レジュ

メの取りまとめなどに従事した。

　④歴博フォーラム本事務局

　　昨年度のフォーラムの成果を中間報告として一書にまとめるべく，その事務局として，原稿依頼，出

版社との調整，原稿執筆などに従事した。

　⑤高知県下の巡見下見調査

　　3 月 24 日から 25 日にかけて，来年度夏季調査予定地の高知県において下見調査を行い，室町期守

護代所である田村遺跡，ラグーンの痕跡を残す大湊地名跡地，呪術と狩猟の複合形態が残る物部村など

を訪れ，当該地域の持つ歴史的民俗的重要性を確認した。今回の調査結果については，本基幹研究共同
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研究員間の共通認識とせんがため，後日レポートにまとめる予定である。

四　社会連携

１　館外における各種委員

　武水別神社大頭祭（頭人行事）民俗調査　史料部会調査委員

Ⅱ　業績目録
　

　２b　研究ノート

「中世における関東醍醐寺領の基礎的考察」（『ヒストリア』204，pp.101 ～ 129, 大阪歴史学会，2007

年 3月）

５　学会・外部研究会発表要旨

「信州八幡宮御頭帳と武水別神社八幡宮新嘗祭御頭帳との関係について」，武水別神社史料部会研究会，

歴博，2006 年 12 月

Ⅲ　研究状況・研究広報
　

本年度は，これまで継続してきた関東醍醐寺領の研究を研究ノートとしてまとめることができ，雑誌論文

として掲載された。また，筆者の主たる研究テーマである，室町幕府の軍事的統合システムについても，一

事例として，今川了俊の九州経営を素材に，中世における軍事と訴訟の未分離，幕府の直訴禁止方針，「取申」・

吹挙状の歴史的重要性などを明らかにし，九州経営における今川了俊の軍事的優位性・国人の幕府への求心

性を指摘した。その成果は「今川了俊の軍事動員と所務沙汰訴訟－九州経営における吹挙システム－」と題

して『歴史学研究』への掲載が決定している（ただし掲載は来年度以降）。また，調査委員を委嘱されている「武

水別神社民俗行事調査」においても，昨年 12 月の研究発表において報告した内容を，「信州八幡宮御頭帳

と武水別神社八幡宮新嘗祭御頭帳との書誌学的一考察」と改題して論考にまとめ，本年度の調査報告書に掲

載される（ただし報告書刊は来年度）。また，歴博フォーラム本作成にあたりコラム執筆の機会を与えられ，

現在の〈なりわい＝生業〉とする認識が，近代国語辞書の所産であるとの見解を示すことができた（フォーラ

ム本は来年度内刊行予定）。ことばの歴史，古辞書を歴史史料として活用する方法など，あらたな視点を獲

得できた点で貴重であった。

また，2 月 5 日から 7 日にかけて，山形県酒田市の本間美術館で「市河文書」の調査を行った。当該文

書は南北朝室町期の軍忠状の規範史料として研究上きわめて重要な文書である。その原本調査を通じて，こ

れまでの軍忠状作成手続に関する通説には再検討が必要なのではないかとの考えを得るにいたった。その点

についての精査は今後の研究課題である。

　筆者の主張する軍事と訴訟の一体性が学会誌に認められたことで，それを前提としてこれまで構想準備し

てきた作業を雑誌論文としてまとめていくことを今年度の個人研究課題とする。

研　なかじま
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馬場伸一郎　BABA Shin’ichiro　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，明治大学大学院博士前期課程

文学研究科史学専攻考古学専修 1998 年修了，明治大学大学院博士後期課程文学研究科史学専攻考古学専

修 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】博士（史学），明治大学，2007 年 3 月【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，長野県考古学会，石器使用痕研究会【専門】日本考古学【主な研究テーマ】弥生時代

の石器・石製品研究／ Research	of	lithics	and	articles	of	stone	on	Yayoi	age，弥生時代の手工業生産・流

通論／ Circulation	theory	of	manual	industry	production	of		Yayoi	age，弥生時代地域社会論／ Regional	

society	theory	of	age	of	Yayoi

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「古代における生産と権力とイデオロギー」（代表　広瀬和雄）にて以下の踏査を行った。

　【踏査】長野県小諸市耳取大塚古墳，佐久市三河田大塚古墳・安原大塚古墳，御代田町めがね塚古墳，

長野市大室古墳群，坂城町御厨社古墳，上田市大蔵京古墳，岡谷市唐柩宮古墳，松本市中山古墳群の横

穴式石室の踏査。8 月 27 ～ 29 日。北海道埋蔵文化財センター展示室，江別市郷土資料館，江別市後

藤遺跡，キウス周堤墓遺跡，キウス 5・9遺跡の調査および踏査。9月 2日～ 4日。

２　基盤研究「縄文・弥生集落の集成的研究」（代表　藤尾慎一郎）にて下記の調査・研究報告・論文執筆

を行った。

　【論文】馬場 2006.5，馬場 2007.6 掲載予定，馬場 2007.12 掲載予定。

　【研究報告】「弥生時代における手工業生産・流通と集落」・「集落・墓制・物流にみる中部高地弥生後期

社会」5月 27日，歴博。

　【調査・踏査】石川県小松市八日市地方遺跡の踏査，9 月 23 日。愛媛県松山市市内高地性集落および

弥生集落遺跡の踏査，11月 2日。

３　個人研究「弥生時代の黒曜石石材流通の復元」において，下記調査の実施と論文を執筆した。本研究

は平成 17 年度日本学術振興会科学研究費奨励研究「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」の継続研究である。

　【論文】馬場 2006.7a，馬場 2007.10 掲載予定。

　【調査・踏査】松本市平畑遺跡出土の遺物調査，5 月 19 日・7 月 19 日。松本市平畑遺跡出土の黒曜石

原産地推定分析の実施，11 月～ 12 月（分析は沼津工業高等専門学校の望月明彦氏）。下諏訪町星ケ台

黒曜石原産地遺跡の踏査，10 月 30 日。下諏訪町星ケ塔黒曜石原産地遺跡の踏査，11 月 17 日。長和

町鷹山遺跡群黒曜石採掘坑址の踏査，2007 年 3月 9日。

４　個人研究テーマ「中部高地の玉類と金属器の生産・流通研究」において，下記調査を実施した。

　【調査】上田市立信濃国分寺資料館所蔵　宮原遺跡管玉，上田原遺跡鉄釧・銅鏃，法楽寺遺跡銅鏃，５
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月 20 日。佐久市教育委員会所蔵　五里田遺跡鉄剣・銅釧・管玉，後家山遺跡鉄釧・銅釧・管玉。6 月

22 ～ 23 日。長野市埋蔵文化財センター所蔵　本村東沖遺跡管玉・金属器，塩崎遺跡群管玉，石川条

里遺跡宮之前地点の管玉・金属器，篠ノ井遺跡群聖川堤防地点金属器，7 月 12 日。長野県立歴史館所

蔵　松原遺跡・屋代遺跡群新幹線地点・篠ノ井遺跡群高速道地点の金属器，松原遺跡・榎田遺跡の玉類，

７月 13 日。松本市立考古博物館所蔵，古屋敷遺跡銅鏃，宮淵本村遺跡の銅鐸・鉄鏃，７月 19 日。塩

尻市平出考古博物館所蔵　中挟遺跡管玉，丘中学校遺跡管玉・鉄釧，剣ノ宮遺跡管玉・鉄釧，７月 20日。

上田市立信濃国分寺資料館所蔵　上田原遺跡鉄矛，浦田Ｂ遺跡鉄鑿。７月 25 日。浅間縄文ミュージア

ム所蔵　社宮司遺跡管玉・破鏡，７月 25日。明治大学博物館所蔵，出流原遺跡管玉，南御山遺跡管玉，

８月２日。多古町教育委員会所蔵　志摩城址遺跡管玉，８月３日。柏崎市立博物館所蔵，下谷地遺跡管

玉。８月９日。上越市教育委員会所蔵　吹上遺跡管玉，８月 10 日。石狩市砂丘の風資料館所蔵　紅葉

山 33遺跡の管玉，９月４日。埼玉県埋蔵文化財調査事業団所蔵　上敷免遺跡・北島遺跡・小敷田遺跡・

古宮遺跡・堀東遺跡・正直遺跡の管玉，10 月 20 日。長野県立歴史館所蔵　北平古墳出土の玉類，が

まん淵遺跡・七瀬遺跡鉄器，12月 17日。

５　弥生後期～古墳前期の広域編年を検討するために研究会を主催した。「北陸から中部高地の弥生後期

～古墳前期の広域編年検討会」，12月 16日～ 17日，上越市埋蔵文化財センター・長野県立歴史館。

６　長野県において発掘調査中の弥生集落遺跡を踏査した。長野県埋蔵文化財センター調査佐久市森下遺

跡，５月 20 日。佐久市教育委員会調査北浦遺跡・北一本柳遺跡，長野県埋蔵文化財センター調査西近

津遺跡・周防畑遺跡，10月 5日。

７　調査機関からの依頼により，整理作業中遺物の検討・評価を行った。佐久市北浦遺跡出土の石戈，佐

久市教育委員会，10月 5日。千葉市草刈遺跡出土の弥生石器，千葉県文化財センター中央整理事務所，

11月 15日。

８　これまでの中部高地の弥生時代石器研究と集落研究の成果をまとめ，博士学位請求論文（馬場

2006.7b）を明治大学に提出した。

四　社会連携

２　館外講演・カルチャーセンター・出前授業

　「弥生時代における「交易」について」埼玉県埋蔵文化財調査事業団職員研修用講演，10月 20日

Ⅱ　業績目録 

2a　論文

2006.5：「佐久盆地における栗林式土器編年と弥生中期集落」（『長野県考古学会誌』112 号，pp.33 ～

55）

2006.7a：「弥生時代を中心とした黒曜石産地組成とその推移について」（『長野県考古学会誌』115 号，

pp.1 ～ 26）

2006.7b：『石器群と集落の分析による中部高地弥生中期社会の研究』明治大学博士学位請求論文，9

月受理，11月 24日審査。

5　学会・外部研究会発表要旨

研　ば　ば
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2006.5：「弥生時代における手工業生産・流通と集落」『日本考古学協会第 72回総会研究発表要旨』東

京学芸大学

6　その他

　2006.5：「2005 弥生時代の動向　中部・北陸」（『考古学ジャーナル』544，pp.58 ～ 61，林大智と共著）

Ⅲ　研究状況・研究広報

1．	本年度はこれまでの研究成果を踏まえ，博士学位請求論文を提出した。弥生時代研究のなかで ｢地

域」を取り扱う立場とは，在来文化と新来文化の融合のあり方とその後の歴史的展開が地域単位に多様な

状況を等閑視せずに，積極的にそれを評価していこうとする立場であり，伝統的文化要素の系譜と機能的

変化といった文化的・社会的変容がクローズアップされる。弥生時代文化の教科書的存在ともいえる北部

九州・畿内もまたそうした多様な地域文化の一つである。汎列島的に文化的・社会的変容の問題が取り扱

えればそれに越したことはないが，あまりに材料が膨大である。むしろ一つの地域を対象として子細にか

つて注意深く遺物や遺構にみられる諸パターンを看取していくことが必要と考えている。私は地域を観察

するのに，系譜的側面・経済社会的側面・交流的側面の三つを分析観点とした。水田稲作農耕導入期にお

ける中部高地北部・南部の地域差がこれまで畑・水田という二元論的な生業差に扱われていることを批判

し，根本的には同一の水田稲作を基盤としているとした。そして北部の特に千曲川中流域の地域社会が日

本海沿岸地域との交流の結果，大規模な労働力を結集し投下が可能な社会へと変質し，そこに首長制の萌

芽である ｢開発型首長 ｣の存在を指摘した。ただし，前後する時期との関連性にまで充分に踏み込むこと

ができなかったこと，そして畿内や北部九州という弥生社会を代表する地域との比較研究が課題として

残った。そうした課題を今後一つずつクリアしていきたい。博士学位請求論文の一部は ｢大規模集落と手

工業生産にみる弥生中期後葉の長野盆地南部」（『考古学研究』第 54 巻第 1 号）と ｢ 弥生時代中部高地に

おける黒曜石石材流通の復元 ｣（『日本考古学』第 24号）に公表予定である。

2．	遺物・遺構から文化・社会的変容期の意義を解明する研究として，（1）玉類の生産・流通と副葬のあ

り方，（2）金属器導入期における金属器組成と石器（3）竪穴住居構造，（4）実験石器使用痕分析法による石

器機能の変化過程の調査・研究進めている。（1）の玉類の実見・写真撮影・図化を本年度は積極的に進め，

範囲を北陸から北海道にまで広げることができた。北陸西部と東部を核とする玉類生産体制が長期にわた

り継続する一方で，玉類に対する副葬のあり方の違いを地域間に見出すことができている。（3）は長野盆

地に南部の弥生中期～後期で検討を行い，円形から方形，求心構造から対象構造への変化が明確であり，

竪穴住居構造の方形化・対象構造化が長野盆地南部の地域社会の転換期と重なることを指摘した。それは

「長野盆地南部における縄文晩期後半～弥生時代の遺跡動態と竪穴住居構造」（『地域と文化の考古学』II　

明治大学考古学研究室）にて発表予定である。（4）は目下，当館のキーエンス社デジタルマイクロスコー

プ VHX-500 の高倍率レンズを使用し，実験石器の使用痕観察による観察基準の設定を行い，遺物観察を

進行させている。
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山田岳晴　YAMADA Takeharu　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 2004 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（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 2004 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，住居

史【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	housing	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

　・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）の機関研究員として調査研究

　を行い，研究成果として刊行された文献目録 2冊及び報告討論要旨集の編集実務を担当した。また，年 3

　回の研究会の運営補助を行い，研究を推進した。国立歴史民俗博物館研究報告第 133 集において「厳島

　神社玉殿－内宮と外宮の玉殿－」（審査論文）を公表した。

　・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・若手研究（B）「世界文化遺産厳島神社における防災と維持活動に関する

　史学的調査研究」（研究代表者　山田岳晴）の代表者として，厳島神社史料（厳島神社・大願寺など）及び，

　瀬戸内海の沿岸地（住吉神社などの社寺），中部地方の山間地（諏訪大社などの社寺），東北地方の山岳地（羽

　黒山などの社寺），琵琶湖周辺山沿い（御上神社などの社寺）の類例実地調査を行い，調査対象に対する調

　査研究を推進した。

　・財団法人鈴渓学術財団の研究助成金「世界文化遺産厳島神社における文化財建造物の災害防災・維持活

　動に関する研究」に採用され，厳島神社史料及び類例実地調査を行い，調査対象に対する調査研究を推進

　した。

　・稲生神社（広島市東区中山）本殿再建工事において，当該建築の設計・監理を行った。8月に竣工。

　・尾長天満宮（広島市東区）授与所再建新築工事において，当該建築の設計・監理を行った。8月に竣工。

　・饒津神社（広島市東区）収蔵庫新築工事において，当該建築の基本設計を行った。2007 年度に竣工予定。

　・大山神社（尾道市因島）祈祷参集殿新築工事において，当該建築の設計・監理を行った。2007 年度に竣

　工予定。

　・稲生神社（広島市東区中山）拝殿再建工事において，当該建築の設計・監理を行った。2007 年度に竣工

　予定。

研　やまだ
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　・そのほか，下諏訪倉庫（長野県）の繭蔵の学術実地調査を行った。成果報告は公表予定。

　

二　教育活動

１　教育

　青山学院女子短期大学非常勤講師（住環境論・家政学特論・家政学研究〔卒業論文指導〕）

Ⅱ　業績目録 

2a　論文

　｢ 厳島神社玉殿－内宮と外宮の玉殿－」『国立歴史民俗博物館研究報告』第 133 集，pp.231 ～ 275，　

　　　国立歴史民俗博物館，12月

３a　調査・発掘調査報告書

　「渓泉亭」「臥龍山荘」「旧加藤家住宅」「麟鳳閣」『愛媛県の近代和風建築－近代和風建築総合調査報告

　　書－』，pp.82 ～ 83 ･ 86 ～ 91 ･ 94 ～ 95，愛媛県教育委員会，2006 年 3月

３b　自治体史・史料集など

　「神社建築」『基幹研究「神仏信仰に関する通史的研究Ⅰ」研究動向Ⅰ・文献目録Ⅰ』（667 頁・編集実務），

　　　pp.425 ～ 472，国立歴史民俗博物館，4月

　『基幹研究「神仏信仰に関する通史的研究Ⅰ」文献目録Ⅱ（補遺）』（467 頁・編集実務），国立歴史民俗

　　　博物館，3月

５　学会・外部研究会発表要旨

　「仁治度厳島神社内宮玉殿の復元」『日本建築学会大会学術講演梗概集』，pp.35 ～ 36，神奈川大学，9

　　　月

　「中世神社玉殿における一木造出に関する考察」『史學研究』，広島大学，10月

７　その他

　「社寺建築の年代判定」『蟇股』第 2集，pp.1 ～ 5，三原市歴史的建造物調査研究会，6月

　「討論　神社の成立をめぐる諸問題」「討論　十世紀における変革」「討論　中世諸国一宮制の理解をめ

　　　ぐって」「討論　明治維新期における神仏分離と地域神社」神社建築」『基幹研究「神仏信仰に関する

　　通史的研究Ⅰ」平成 18年度報告・討論要旨集』（103 頁・編集），pp.33 ～ 39 ･ 61 ～ 66 ･ 82 ～

　　87 ･ 98 ～ 102，国立歴史民俗博物館，3月

Ⅲ　研究状況・研究広報

　　平成 18年度（2006 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。

　１　建築学の実地調査と文献史学の史料研究を総合した神社建築の研究

　これまで日本建築史のうち神社建築を特に調査研究し，そのなかでも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。玉殿は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，成立以来，本殿の形式，本殿内での祭祀形態など，神社の最も中心の建築
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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 ｣の機関研究員としては，自身の本殿及び玉殿に関する研究

を進めるとともに，宗教史，国文学，建築史，美術工芸史，植生史など歴史・考古・民俗以外も含めた多

様な専門分野からの学際的な研究者との協業で行われた研究会における，神社と神祇信仰に関する広範な

分野を総合した，初とも言える文献目録（本編・補遺）について，編集作業を山口えり氏とともに担当し，

取りまとめた。また，研究会における学際的な研究報告と議論をまとめ，研究の公開及び研究会の推進を

はかった。また，年3回の研究会の運営補助を行い，研究を推進した。玉殿についての調査研究については，

先に挙げた｢厳島神社玉殿－内宮と外宮の玉殿－｣『国立歴史民俗博物館研究報告』第133集の審査論文や，

「仁治度厳島神社内宮玉殿の復元」日本建築学会大会，「中世神社玉殿における一木造出に関する考察」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　文化財建造物における伝統文化と自然の共存関係の研究の推進

　18 年度は文部科学省科学研究費補助金・若手研究（B）「世界文化遺産厳島神社における防災と維持活動

に関する史学的調査研究」に採用され，また，財団法人鈴渓学術財団の研究助成金にも採用され，文化財

の多くを占める木造建造物に対する防災と維持活動に関する保護機能と災害回避機能について注目し，伝

統文化である文化財建造物と自然に関する総合的な検証を進めた。

　史料調査に関しては，大願寺文書などの調査を行い，未刊行の文書を新たに確認し，撮影した。調査し

た史料により，現在の厳島神社の社殿が海上に建ち自然との調和に成功した一方，海と共存するための社

殿の防災・維持活動が度々必要であったことを確認した。類例調査に関しては，諏訪大社（中部地方）や

羽黒山（東北地方）など全国各地の実地調査を行い，文化財建造物の資料撮影を行った。類例調査におい

ては，一例を挙げると，若松寺（山形県）において複数部材を一木で造り出す一木造出を有していること

を確認し，その有無の差異については，建築物内部の大梁等の構造の違いが反映されていることが明らか

となった。

　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，日本人が育まれてきた生活環境であり，人々が暮らす文化としての建築の理解を

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住環境論，家政学特論の講義を行った。また，卒業論文指導科目である家政学研究

においては，新・旧，日本・西洋を問わず，個々の学生の様々な建築文化への興味・理解を深めるべく指

導を行った。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の成果の公表である報告書の刊行，三原市歴史的建造物調査会での古建築入門講座，

日本の伝統的建築様式・技法に基づいた復元的設計・監理などを行い，日本の文化財・建築文化への理解

の普及に努めた。

　これらの活動は，国民の財産である文化財や建築に対して幅広い理解を進め，日本の誇りとしての認識

を深めるものであり，関連する文化財行政や建築活動においても，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，最先端

研　やまだ
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の社会基盤の追求，また，一般に開かれた広く財産となる研究・教育活動に取り組み，社会の一端を担っ

ていきたいと考えている。


