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［概　要］

　国立歴史民俗博物館では，日常の研究活動およびその成果を広く内外に公開するためにさまざまな催しを

行っている。主要なものとしては研究集会，歴博講演会，歴博フォーラム，歴博シンポジウムが挙げられる。

それに加えて昨年度から新たに歴博映像フォーラムも開催している。また同じ目的で歴史系総合誌『歴博』

の編集刊行も多年にわたって継続している。こうした催しや刊行物を通して歴博の活動に興味と関心とを

持っていただき，博物館型研究統合の発信を行うとともに，さらなる調査研究の進展を期している。

　本年度は，歴博講演会 12回，歴博フォーラム 5回，歴博映像フォーラム 1回をそれぞれ開催したほか，『歴

博』誌も年間 6冊の刊行を行った。また学術創成研究に関わる研究集会，報告会も随時行っており，研究

成果の発信と周知，それに伴う討論や反響を経て，さらなる調査研究の課題を模索している。

広報担当　小 池 淳 一　　

［歴博講演会］　毎月第 2土曜日 13：30～ 15：30　歴博講堂にて

当館教員や館外の研究者が，自らの研究分野の最新情報を一般の聴講者にも分かり易く発表する。毎月第

2土曜日に本館講堂で実施し，2007 年度は 12回開催した。

第 280 回   4 月 14 日（土）「描かれた京と江戸」　　　　　　　　　　　　小 島 道 裕（本館・研究部）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大久保純一（本館・研究部）

第 281 回   5 月 12 日（土）「しぐさの民俗」　　　　　　　　　　　　　　常 光 　 徹（本館・研究部）

第 282 回   6 月   9 日（土）「河川と耕地の景観史」　　　　　　　　　　　青 山 宏 夫（本館・研究部）

第 283 回   7 月 14 日（土）「年代測定法はどこまで進んだか－プレシジョン・デーティングへの挑戦－」  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今 村 峯 雄（本館・研究部）

第 284 回   8 月 11 日（土）「九州～瀬戸内における弥生稲作の開始年代」 　藤尾慎一郎（本館・研究部）

第 285 回   9 月   8 日（土）「葬儀と遺影」　　　　　　　　　　　　　　　山 田 慎 也（本館・研究部）

第286回 10月 13日（土）「長岡京遷都を考える」　　　　　　　　　　　山 中 　 章（三重大学人文学部）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　仁 藤 敦 史（本館・研究部）

第 287 回 11月 10日（土）「桓武の王権を考える」　　　　　　　　　　　山 田 邦 和（同志社女子大学）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　清 水 み き（花園大学）

第 288 回 12月   8 日（土）「海賊と鉄炮」　　　　　　　　　　　　　　　宇田川武久（本館・研究部）

第 289 回   1 月 12 日（土）「日本列島古代の考古学－都城・城柵・碑
いしぶみ

・銙
かたい

帯－」　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　阿 部 義 平（本館・研究部）
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第 290 回   2 月   9 日（土）「歴史研究の中の自然科学，自然研究の中の歴史学」　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今 村 峯 雄（本館・研究部）

第 291 回   3 月   8 日（土）「日本の銅鐸と北米の銅板」　　　　　　　　　春 成 秀 爾（本館・研究部）

［歴博フォーラム・歴博映像フォーラム］

第 60回歴博フォーラム

「総合展示リニューアル（近世）に向けてⅡ『都市の時代』」 2007 年 5月 19日（土）

　主　催　国立歴史民俗博物館

　会　場　国立歴史民俗博物館講堂

　参加者　152 名

１．開催趣旨

　江戸時代は，近代以前の日本の中で，最も都市が発達した「都市の時代」であった。領主が政治・経済の

集中をめざして計画的につくった城下町は，多くが現代日本の都市の母体となっている。2008 年 3月にリ

ニューアルオープンする歴博の総合展示第三展示室では，とくに世界でも有数の人口・規模をほこり，最大

の城下町であった江戸をとりあげ，江戸時代の都市の社会と文化を展示する予定である。今回のフォーラム

では，この展示内容を紹介し，都市社会のしくみと，都市で花開いた文化をさまざまな視角から明らかにし

た。

２．開催内容

　13：00～ 13：05 開会のあいさつ　平川　南（本館・館長）

　13：05～ 13：15 主旨説明　岩淵令治（本館・研究部）

　13：15～ 14：15  基調講演　「近世都市社会の構造－展示案をめぐって－」　吉田伸之（東京大学大学

院）

　14：15～ 16：15 

　コメント 1 「建築史からみた江戸」　　金行信輔（広島大学大学院）

　コメント 2 「考古学からみた江戸」　　谷川章雄（早稲田大学）

　コメント 3 「商人史料からみた江戸」　西坂　靖（専修大学）

　コメント 4 「服飾史からみた江戸」　　澤田和人（本館・研究部）

　16：15～ 16：30 休憩

　16：30～ 17：00 討論　　　　　　　　　　　　　　　　　司会：久留島　浩（本館・研究部）

　パネラー：岩淵，吉田，金行，谷川，西坂，澤田

３．総　括

　昨年度開催の第 57回フォーラム「総合展示リニューアル（近世）に向けて 1「国際社会の中の近世日本」」

に続き，2番目の大テーマにあたる「都市の時代」についての検討を行った。基調講演では，外部の立場か

ら吉田氏が展示の意義や内容に理解を示した上で，①研究内在的な展示叙述の追求，②展示叙述のプライオ
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リティーの明示（文責や先行研究など），③今後の研究の進展を常に反映する「成長する展示叙述」の確立，

④共同研究との有機的な連関，⑤さまざまな媒体・形態による展示の素材とした資料の公開，という問題提

起を行った。つづいて，金行・谷川・西坂・澤田の各氏は，展示立案にかかわったリニューアル委員として，

展示品の選択や展示意図を，画像等も用いながら平易に，かつコンパクトに解説した。

　吉田氏の問題提起のうち，②については展示場が煩雑になるため，別途刊行物を検討しており，③・④に

ついてはミニ企画展示での成果の反映を，⑤については他館所蔵のものは協議が必要であるが，館蔵資料は

刊行物やホームページ上での形で公開を図っていきたい，と担当者である岩淵が回答した。なお①について

は展示準備が進行中で，氏に展示内容の詳細をすべて提示できなかったため，議論が深められなかったのが

残念であった。

　総じて内容はたいへん充実していた。また第 57回フォーラムが時間不足に陥ったことをふまえて，報告

者の人数を絞ったことにより，展示の意図をより明確に伝えることができた。リニューアルに対する関心を

高める効果は十分に得られたと考える。

第 61回歴博フォーラム

「総合展示リニューアル（近世）に向けてⅢ　ひとともののながれ・村からみえる
『近代』」 2007 年 10 月 20日（土）

　主　催　国立歴史民俗博物館

　会　場　国立歴史民俗博物館講堂

　参加者　105 名

１．開催趣旨

　このフォーラムは，2008 年 3月に第 3展示室がリニューアルオープンするのを前に，あらかじめ後半の

展示構成案を公表する場として開催したものである。「ひとともののながれ」では，物の流れについて，江

戸時代に大きく発達した海運を中心に展示する予定である。人の流れについては，町からも村からも人びと

が旅に出かけるようになることをふまえて，その旅の様子を示す。「村からみえる近代」では，18世紀後半

以降，各地で生糸や木綿などの商品生産が進み，村の生産や生活が大きく変化する様子を描く予定である。

　江戸時代は，都市が大きく発達したが，海運を中心に，都市で必要な物資を生産地から輸送するしくみが

全国的に確立したことがその背景にある。18世紀を通して，輸入に頼っていた生糸の自給が進み，各地で

それぞれの条件に合わせた商品生産が展開するにつれ，遠隔地間の商品流通も進んだ。都市から村へ文化が

広がるだけでなく，地域間でも商品の流れと重なるように人や文化の交流が進んでいった。村でも，人びと

が旅に出かけたり，自ら芝居を上演して楽しむようになった。

　このフォーラムでは，後半の二つのテーマに即しながら話をすすめるとともに，参加者には映像も見ても

らいながら，近世社会についてのイメージをより豊かなものにしてもらえるように工夫する。

２．開催内容

　13：00～ 13：05　開会のあいさつ　平川　南（本館・館長）

　13：05～ 13：20　趣旨説明　久留島　浩（本館・研究部）
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　13：20～ 14：10　 基調講演　「近世社会の再発見－新しい展示構成案をめぐって－」　水本邦彦（京都  

府立大学）

　14：10～ 14：20　休憩

　14：20～ 16：00　

　コメント１　「庶民の旅」　山本光正（本館・研究部）

　コメント２　「村絵図からみた村の姿」　白井哲哉（さいたま文学館）

　コメント３　「小豆島農村歌舞伎の映像を制作して」　神田由築（お茶の水女子大学大学院）

　16：00～ 16：05　休憩

　16：05～ 16：30　討論 司会：青山宏夫（本館・研究部）　　　

　パネラー：久留島，水本，山本，白井，神田

３．総　括　

　総合展示第３室は，2008（平成 20）年３月にリニューアルオープンを迎える。この 20年ぶりのオープン

にあたり，あらかじめ展示構想の内容を広く紹介することを目的として，大コーナーごとにフォーラムを計

画した。今回は，最後にあたる 3回目として，「ひとともののながれ・村からみえる「近代」」をとりあげた。

成果として，以下の点があげられる。

　 ①記念講演では，新しい近世社会像が，いくつかの面から示された。とくに（1）高札と勧請縄の比較か

ら公儀権力（領主）と自治権力（町・村）との関係を考えるという視点，（2）江戸時代の「日本」「日本人」

認識への注目（3）新しい近世の身分構造論の提起，など貴重な指摘をえた。議論の中では，「成長する

展示」という考え方が必要であり，展示内容に関する研究の継続を検討すべき（共同研究等），という意

見も得た。この点については，ミニ企画のコーナーの活用を考えていきたい。

　 ②リニューアル委員によるコメントは，報告者数・報告時間を絞り，展示品の選択や展示意図を，画像等

も用いながら平易で，コンパクトなものであった。昨年度の，「国際社会の中の近世日本」のコーナーをテー

マとした第 57回歴博フォーラムでは，報告が研究の最先端を紹介するものと，展示に直接かかわるもの

が混在しており，アンケートでは，主旨がわかりにくい，という意見もみられた。また，報告者数が多かっ

たため，タイムスケジュールに無理があるという指摘を受けた。今回，この点については，大きく改善す

ることができ，展示内容をより明確に伝えることができた。

第 62回歴博フォーラム

「激動の長岡京時代」 2007 年 11 月 18日（日）

　主　催　国立歴史民俗博物館

　会　場　東商ホール

　参加者　408 名

１．開催趣旨

　律令国家の転換点となった 8世紀末から 9世紀初めの桓武朝を前後する時期に焦点をあて，その前後で

律令国家がどのように変化していったかを王権と都市（都城）をテーマとして論じる。公募型共同研究「律
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令国家転換期の王権と都市」（2002 年度から 2004 年度）の研究成果を分かり易く紹介することを目的とす

る。

２．開催内容

　10：00～ 10：05　開会のあいさつ　平川　南（本館・館長）

　10：05～ 10：25　研究報告１「長岡京研究の意義」仁藤敦史（本館・研究部）

　10：25～ 12：00　座談会「私見，桓武天皇」永井路子（作家），

　　　　　　　　　　　　　　「長岡京から平安京へ」朧谷　寿（同志社女子大学），

　　　　　　　　　　　　　　山中　章（三重大学），山田邦和（同志社女子大学）

　12：00～ 12：50　休憩

　12：50～ 13：10　研究報告２「バーチャル長岡京・平安京３Dマップ」河角龍典（立命館大学）

　13：10～ 13：40　研究報告３「平安京から長岡京を見る」網　伸也（財団法人京都市埋蔵文化財研究所）

　13：40～ 14：10　研究報告４ 「長岡京発掘最前線－ここまでわかった長岡京－」中島信親（財団法人  

向日市埋蔵文化財センター）

　14：10～ 14：40　研究報告５「「延暦帝の時代」の列島社会－長岡京の内と外－」三上喜孝（山形大学）

　14：40～ 15：10　研究報告６「馬からみた長岡京時代」吉川真司（京都大学大学院）

　15：10～ 15：40　研究報告７「神仏習合と神仏分離」榎村寛之（斎宮歴史博物館）

　15：45～ 16：55　総合討論：河角，網，中島，三上，吉川，榎村

　　　　　　　　　　 討論司会：清水みき（花園大学），仁藤敦史（本館・研究部）

　　　　　　　　　　 総合司会：村木二郎（本館・研究部）

３．総　括

　・ 今回のフォーラムは，企画展示では十分に伝えられなかった，桓武朝および長岡京の画期性を議論する

場として設定した。長岡京時代が古代史において重要な時期であることは少なくとも理解して頂けたの

ではないか。

　・ 関東地域ではなじみの薄いテーマ設定にもかかわらず多くの聴衆を集めることができたのは成果として

評価できる。

　・ 多くの論点を含むテーマであり多面的に議論することを心がけた。報告者は多かったがタイムスケジュー

ルを理解していただき，いずれも時間内に報告を収めていただくことができた。

　・ 作家の永井路子先生に依頼して，一般にも分かり易い語り口でお話いただいたことは，フォーラムの趣

旨としては成功であった。

　・ ただし残念なのは，多くの参加希望者があったにもかかわらず，当日の欠席者がかなりあり，結果とし

て三割の空席ができてしまったことは今後の課題である。運営，申し込み方法の改善をする余地がある

と考える。
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第 63 回歴博フォーラム

「民俗学の行方」 2007 年 12 月 1日（土）

　主　催　国立歴史民俗博物館

　後　援　文化資源学会

　会　場　東京大学本郷キャンパス（法文 2号館 1番大教室）

　参加者　168 名

１．開催趣旨

　21世紀における民俗学のあるべき姿を模索するために開催した本フォーラムは自閉的な民俗学で事足れ

り，とする一部の風潮に対して，人文社会科学全体に大きく開き，接合する民俗学を目指したものである。

直接的には当館の個別共同研究「日本における民俗研究の形成と発展に関する基礎研究」（2004 ～ 2006 年

度，研究代表 小池淳一）における成果報告であるが，上記の問題意識に基づき，民俗学の回顧ではなく，そ

の史的軌跡から，改めてその未来像を描こうとするものである。

２．開催内容

　10：00～ 10：05　開会のあいさつ　篠原　徹（本館・副館長）

　10：05～ 10：25　問題提起　小池淳一（本館・研究部）

　【第 1部 課題としての柳田国男】

　　10：25～ 10：55　 報告１「未完の「広遠野譚」－ 1910 年前後（明治 40年頃）の柳田國男－」姜　

竣（城西国際大学）

　　10：55～ 11：25　 報告２「敵の敵は味方か？－京大／史学科と柳田／民俗学－」菊地　暁（京都大学）

　　11：25～ 11：55　報告３「郷土研究と実践のリテラシー」重信幸彦（北九州市立大学）

　　11：55～ 13：30　休憩

　【第 2部 「民俗」へのまなざし】

　　13：30～ 14：00　 報告４「フォークロリズム その可能性の周辺－民俗学的概念をめぐって－」川村

清志（札幌大学）

　　14：00～ 14：30　 報告５「「村」のあり方が再構築された 1920-30 年代－農村更生協会機関誌「農

村更正時報」からの考察－」和田　健（千葉大学）

　　14：30～ 15：00　報告６「方法として見る民俗学者の人生」鶴見太郎（早稲田大学）

　　15：00～ 15：20　休憩

　　15：20～ 15：40　コメント　佐藤健二（東京大学大学院），山田慎也（本館・研究部）

　　15：40～ 17：00　討論

３．総　括

　諸般の事情から，文化資源学会の後援を得て，東京大学本郷キャンパスという歴博フォーラムでは異例の

場所での開催となったが，関心は他の施設における開催と大きな差はなく，定数を超える申し込みがあった。

内容面でも，登壇者およびコメンテーターの意欲的な報告，コメントによって，民俗研究の可能性や今後の

方向性を具体的に考えることにある程度，成功したと考えている。今後はこうした性格のフォーラムやその

他の形態の催しを持続的に行うことによって民俗学界内外から歴博に寄せられている期待に応えていくこと
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が必要であると思われる。

４．マスコミの取り上げ

　 毎日新聞夕刊　2007 年 12 月 26 日「民俗学の仕事とは何か－学の構造を考え直し今後のヒントに／現

場で民俗の危機に対し解決策探る／二つのシンポジウムから報告」

　 しんぶん赤旗　2008 年 1月 11日「柳田学の “解体” と構築を模索－民俗学の地平と行方を考える  歴博

フォーラムから」

第 64回歴博フォーラム

「新春ねずみづくし」 2008 年 1月 19日（土）

　主　催　国立歴史民俗博物館

　会　場　津田ホール

　参加者　367 名

１．開催趣旨

　年末年始は十二支に因んだものに触れる機会が多く，各年の干支である動物のイメージが膨らむ季節であ

る。動物は，歴史の中でさまざまな意味を付加され，時代ごとに異なる評価を与えられ，時々でその姿を変

える。各年の干支を取上げ，動物という視点を通じて，歴史上の諸事象を検討し，背後に広がる豊かな世界

を紹介することにする。身近な干支を入り口に，より多くの人に歴史に興味をもってもらうことを目指す。

２．開催内容

　13：00～ 13：05　開会のあいさつ　平川　南（本館・館長）

　13：05～ 13：25　報告 1「ねずみと信仰」山田慎也（本館・研究部）

　13：25～ 13：45　報告 2「ねずみの俗信」常光　徹（本館・研究部）

　13：45～ 14：05　報告 3「ねずみの説話」小池淳一（本館・研究部）

　14：05～ 14：15　休憩

　14：15～ 14：35　報告 4「ねずみの造形」日高　薫（本館・研究部）

　14：35～ 14：55　報告 5「ねずみの図像学」大久保純一（本館・研究部）

　14：55～ 15：15　報告 6「ねずみの近世」岩淵令治（本館・研究部）

　15：15～ 15：25　休憩

　15：25～ 15：45　報告 7「ねずみのチュウ世」高橋一樹（本館・研究部）

　15：45～ 16：05　報告 8「十二支とねずみ」上野祥史（本館・研究部）

３．総　括

　伝承・説話の中のネズミ，造形物・絵画・文書にみえる近世江戸のネズミ，中世のネズミ，十二支の起源

と変遷など，民俗・美術史・歴史・考古という視点から多種多様な報告をおこなった。提供する話題は多岐

にわたり，幅広い聴講者へのアピールができたと考えている。

　身近な「干支」を題材にすることによって，親しみやすさを感じる来場者が多かったようである。また，

都内の会場ということにより，参加を申し込んだ来場者も少なくなかった。
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　三学協業を標榜する歴博の特性を活かした企画であり，先端研究成果の提示とはまた異なった情報発信の

場を提供できたと考える。こうした点で，本フォーラムの大きな目的である，幅広く関心層を開拓すること，

ひいては歴史，歴博への関心を誘発することを，果たしたと考えている。

４．マスコミの取り上げ　

　読売新聞朝刊　　2008 年 1月 11日「福徳をもたらす「ネズミ」」（山田慎也・本館研究部）

　NHKラジオ第一　2008 年 1月  9 日「ラジオあさいちばん」（上野祥史・本館研究部）

歴博映像フォーラム 2

「AINU  Past and Present －映像をめぐる虚と実－」 2007 年 9月 15日（土）

　主　催　国立歴史民俗博物館

　会　場　新宿明治安田生命ホール

　参加者　265 名

１．開催趣旨

　「記録映画」が映す「本当のこと」とは，どのようなものなのだろうか。記録映画の誕生の位置にあるリュ

ミエール作品にも，何をどのように画面に配置し，カメラの前で動いてもらうか，という「演出」があった

ことは，映画史の研究によって明らかにされている。映画はさらに，フィルムを切ってつなぐ「編集」とい

う演出が行われることが当たり前の時代を迎える。ショットとショットは，時も場所も超えて繋がれ，現実

にはあり得ない時間と空間がスクリーン上に展開する。また，映画には，効果音やナレーション，音楽など，

「音」による演出が伴うのがふつうである。無声映画の時代にも，楽団や弁士が，シーンの雰囲気や登場人

物の声を伝えてきた。「記録映画」も映画である以上，このような「演出」を経て再構築されたものであり，

カメラの周辺で起こっていた出来事それ自体とは別のものである。

　したがって，映画を「資料」として活用するためには，その映画がどのようにして作られたのか，映画製

作者が，登場人物などがどのように映っていてほしいと考えたのか，という検証を経る必要があるだろう。

このフォーラムでは，映画による記録の中で，アイヌ民族がどのように「演出」されてきたのか考えること

を通して，記録映画の背景にあるアイヌ民族への眼差しの問題点を検討する。そうした問題意識によって，

映画を見る「ひとつ」の視点を，別の視点へと開いてゆくことを試みる。

２．開催内容

　11：00～ 11：10　開会のあいさつ　平川　南（本館・館長）

　11：10～ 11：50　特別講演　「絵画の中のアイヌの世界」佐々木利和（国立民族学博物館）

　11：50～ 12：00　参考上映：リュミエール映画「日本の光景」から①

　12：00～ 12：40　上映とコメント：萱野志朗（萱野茂・二風谷アイヌ資料館）

　　　　　　　　　 　 「トノトカムイ　酒の神様」（20 分　1992 年　監督・撮影：萱野志朗　編集：片山

龍峯）

　12：40～ 13：40　休憩

　13：40～ 15：40　上映とコメント：内田順子（本館・研究部）
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　　　　　　　　　 　「AINU：Past and Present －マンローのフィルムから見えてくるもの－」

　　　　　　　　　 　 （102 分　2006 年　監督：内田順子・鈴木由紀，制作：内田順子・岡田一男　製作

協力：東京シネマ新社，製作・著作：国立歴史民俗博物館）

　15：40～ 16：00　休憩

　16：00～ 16：30　参考上映：リュミエール作品「日本の光景」から②

　16：30～ 17：00　座談会：「映像をめぐる虚と実」

　　　　　　　　　　　今福龍太（東京外国語大学）

　　　　　　　　　　　貝澤耕一（平取アイヌ文化保存会）

　　　　　　　　　　　司会：内田順子（本館・研究部）

３．総　括

　映画に先行する図像資料である絵画資料についての佐々木利和氏の講演では，絵画資料の資料批判の必要

性の問題や，差別的な視線によって描かれた「負の文化財」という性格をもつ資料を今後どのように活かせ

るのか，という問題提起がなされた。

　萱野志朗氏からは，アイヌ民族自身が映像を使って記録することの必要性とともに，アイヌ民族が制作し

たからといって，完成した作品が「ありのままの現実」というわけではないという，映画にとって本質的な

問題が指摘された。

　「AINU Past and Present」上映後の座談会では，「ドキュメンタリーはフィクションである」という基本

的姿勢に立つ佐藤真氏の出席を欠いたが，氏のこれまでの発言を踏まえて進められた。多くの映像制作で撮

影対象となってきた貝澤耕一氏の具体的経験が語られる一方，それらの話題が今福龍太氏によって，日本内

外の民族誌的な映像作品との関連で普遍的問題としてとらえられていった。座談会の終わりにデリダのアー

カイブ論がとりあげられたが，アンケートに「貸し出しサービスはあるのか」等と質問があるように，歴博

が制作している映像を，アクセス可能な状態にすることが重要であることも再確認された。映像のアーカイ

ブをどのように構築していくのか，また，アイヌ民族とその文化の研究に，歴博としてどのような姿勢で取

り組んでいくことが必要なのか，本フォーラムの成果を踏まえてさらに検討を深めたいと考えている。

４．マスコミの取り上げ

　日経新聞　2007 年 7月   7 日「アイヌ研究深まる」

　日経新聞　2007 年 9月 21日「映像記録を巡る虚と実を議論」

［歴博映画の会］

　国立歴史民俗博物館では，民俗と歴史に関する映像資料の制作および収集をおこなってきた。映像制作に

は 2つの方法がある。ひとつは，「民俗研究映像」と呼ぶものであり，これは歴博の民俗研究系の研究者自

身が研究している対象を研究者の視点で映像化してきたものである。これまでに 20本以上の映像が制作さ

れた。

　今ひとつは文化庁との協力で記録選択すべき各地の民俗を記録映像の専門家に撮影してもらう方法で制作

してきたものである。これもすでに 20本以上の記録映像が制作された。その他，映像民俗学や記録映画と
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して制作された民俗学関係を中心とした映像を収集し，保管してきた。すでに民俗学関係の記録映像は

1000 本以上が収集されている。

　民俗学関係の記録映像は，以前から研究機関や研究会への貸し出し，上映をおこなってきたが，著作権問

題などにより一般公開には至らなかった。しかし，一般公開への要望が強く，かつ上映を通じて民俗と歴史

への知識と理解が深化できることは明らかであるため，著作権問題をクリアした記録映像を 2007 年から

「歴博映画の会」で企画し上映することになった。2007 年度の開催は下記のとおりである。

　第１回「歴博映画の会」

　１．主催：国立歴史民俗博物館，協力：国立歴史民俗博物館友の会

　２．開催日：2007 年 11 月 3日（土）

　３．場所：国立歴史民俗博物館講堂

　４．入場料無料

　５．上映作品テーマ「海と山に生きる」

　　　作品①「有明海の干潟漁」（1988 年制作，上演時間 34分）

　　　企画：国立歴史民俗博物館，協力：文化庁，制作：桜映画社

　　　内容： わが国の漁労文化の中でも，干潟の漁労習俗は，生息する魚介類の種類や漁法，漁具等に特色

があり，中でも有明海における干潟にはムツゴロウをはじめ，ワラスボ，ウミタケ，タイラギ，

メカジャなど特有な魚介類が豊富に生息し，これらに対処する漁法には，独特のものがある。

こうした有明海をとりまく習俗を映像に記録した。

　　　作品②「白山麓の焼畑」（1989 年制作，上映時間 33分）

　　　企画：国立歴史民俗博物館，協力：文化庁，制作：毎日映画社

　　　内容： 日本の山間地帯は昔，焼畑農耕が広く営まれていたが，現在はわずかにその習俗を伝えている

にすぎない。石川県白峰村（現：白山市），小松市小原で今も行われ，再現されている火入れ，

収穫，乾燥，村の儀礼などを克明な民俗記録として伝えた作品。

　第２回「歴博映画の会」

　１．主催：国立歴史民俗博物館，協力：国立歴史民俗博物館友の会

　２．開催日時：2008 年 2月 2日（土）

　３．場所：国立歴史民俗博物館講堂

　４．入場料無料

　５．上映作品テーマ「豪雪地帯の農家副業」

　　　作品①「南部杜氏」（1987 年制作，上演時間 34分）

　　　企画：国立歴史民俗博物館，協力：文化庁，制作：岩波映画製作所

　　　内容： 南部杜氏の伝える酒造りに関する技術の工程を中心に，組織，儀礼ならびに酒をめぐる消費生

活等の様相に留意しながら，岩手県石鳥谷町（現・花巻市）などに伝わる南部杜氏の酒造習俗

の全体像を記録したもの。 

　　　作品②「越後のしな布」（1986 年制作，上映時間 34分）

　　　企画：国立歴史民俗博物館，協力：文化庁，制作：英映画社

　　　内容： しな布は，シナノキの皮からとった繊維を原料として，かつて北陸や東北地方の山間部で広く
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織られており， 日常生活には欠かすことのできないものであった。新潟県岩船郡山北町「雷」

地区では，この希少なしな布紡織習俗が往時の姿をわずかに残している。この作品は，しな布

に関する技術の工程を中心としつつ，さらに製品の利用例や日常生活との関わりを描くことで，

しな布紡織習俗の全体像を把握しようとするものである。

〔プロジェクト委員〕

　篠原　徹（代表），内田順子，原山浩介，青木隆浩


