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講演会・フォーラム等による研究広報 
 

 

［概 要］ 
 

 国立歴史民俗博物館では，日常的な研究の実施状況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。また歴史系総合

誌『歴博』の編集刊行を多年にわたって継続しているのに加え，昨年度からは新たに歴博映像フォーラムを

開催している。こうした催しや刊行物を通じて，一般の方々に歴博の活動に興味と関心を持っていただくこ

とを目的として，博物館型研究統合に基づく研究活動とその成果の発信を行っている。 

 本年度は，歴博講演会 12 回，歴博フォーラム４回，歴博映像フォーラム１回，機構連携シンポジウム１回，

歴博映画の会１回をそれぞれ開催したほか，『歴博』誌６冊の刊行を行った。また科学研究費補助金・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 齋藤 努 

 

 

［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，2008 年度は 12 回開催した。 

 

第292回 ４月12日（土）「里山と民俗学」 安室  知（本館・研究部） 

第293回 ５月10日（土）「1200画面との格闘－第３展示室タッチパネルの秘密－」 

 鈴木 卓治（本館・研究部） 

第294回 ６月14日（土）「旅から旅行へ」 山本 光正（本館・研究部） 

第295回 ７月12日（土）「女たちの伊勢参り」 山本 志乃（旅の文化研究所） 

第296回 ８月９日（土）「『伝統の朝顔』展10年のあゆみ」 仁田坂英二（九州大学大学院） 

 平野  恵 

 （文京区立文京ふるさと歴史館） 

 岩淵 令治（本館・研究部） 

第297回 ９月13日（土）「季語と民俗」 小池 淳一（本館・研究部） 

第298回 10月11日（土）「楽器と装飾 紀州徳川家伝来の楽器コレクションを中心に」 

 日高  薫（本館・研究部） 

第299回 11月８日（土）「染織文化史－日本と韓国－」  澤田 和人（本館・研究部） 

第300回 12月13日（土）「出土鏡からみた古墳時代の東国」 上野 祥史（本館・研究部） 
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第301回 １月10日（土）「日本の民家－東と西－」 玉井 哲雄（本館・研究部） 

第302回 ２月14日（土）「中世考古学が語る町・村・山の職人たち」 小野 正敏（本館・研究部） 

第303回 ３月14日（土）「錦絵の流通」 大久保純一（本館・研究部） 

 

 

［歴博フォーラム・歴博映像フォーラム・機構連携シンポジウム］ 
 

第 65 回歴博フォーラム 

「江戸時代とは何か？ 第３展示室リニューアルオープンの成果と課題」 
 2008 年４月 26 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 309 名 

 

１．開催趣旨 

 歴博では，３月 18 日に総合展示第３展示室（近世）がリニューアルオープンします。「国際社会のなかの

近世日本」，「都市の時代」，「ひとともののながれ」，「村からみえる『近代』」という４つの大テーマを設け，

近世日本がこれまで考えられていた以上に多様であることを，新たな視点を交えて紹介します。展示にあた

っては，体験コーナーやタッチパネルなど，お客様と展示物とを結びつける新しい展示の工夫をとりいれま

す。また，館蔵資料によるミニ企画コーナーを設け，「常にかわる展示」も行います。 

 これまで，それぞれのテーマについて，「総合展示リニューアル（近世）に向けて」と題する３回のフォー

ラムをとおして個別に議論してきました。開室から約１ヶ月後に開催する今回のフォーラムでは，展示を監

修して頂いた館外の研究者と，内部の担当者で，本リニューアル全体をとりあげます。そして，内容を確認

するとともに，その意義についても改めて考えてみたいと思います。 

２．開催内容 

 13：00～13：05  開会のあいさつ 平川 南（本館・館長） 

 13：05～13：20  主旨説明 岩淵令治（本館・研究部） 

 13：20～14：10  講演１ 「江戸幕府の対外政策と天皇・朝廷」 高埜利彦（学習院大学） 

 14：10～15：00  講演２ 「生活文化史からみた江戸時代」 横田冬彦（京都橘大学） 

 15：00～15：10  休憩 

 15：10～15：50  講演３ 「第３展示室リニューアルをふり返って」 久留島浩（本館・研究部） 

 15：50～15：55  休憩 

 15：55～16：30  パネルディスカッション 司会：岩淵 パネラー：高埜，横田，久留島 

３．総 括 

 総合展示第３室は，平成 20 年３月にリニューアルオープンを迎えた。この 20 年ぶりのリニューアルにあ

たり，すでにオープン前に展示構想の内容を広く紹介することを目的として，大コーナーごとに三回のフォ

ーラムを計画した。今回は，その総まとめとしてオープンして約一ケ月後の時期を選び，その成果と課題を
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明らかにした。成果として以下の点があげられる。 

 １ 展示プロジェクト委員会の代表である高埜利彦氏と横田冬彦氏に，展示への評価とともに，貴重なご

意見を得ることができた。通時的な時期区分（時代の画期の明示），幕府権力と天皇・朝廷の関係，民衆

レベルの文字知から江戸時代全体をとらえる視点，は大きな課題である。また「知識を立体化・現代化

する」ための音声ガイドやボランティア，出版物等，の重要性が示された。いずれも「成長する展示」

をかかげた今回のリニューアルにとって，貴重な財産である。今後ミニ企画展示等のテーマや，展示解

説，出版物の中で検討していきたい。 

 ２ 館内委員の代表・副代表の報告によって，展示全体の企画意図を広く伝えることができた。 

 ３ 開始時間を午後に設定し，実際の展示を見た上でフォーラムに参加できるようにした。また，終了時

間も早めに設定し，短時間ではあるが終了後も展示がみられるように工夫した。このため，参加者には

フォーラムの内容が伝わりやすくなったと思われる。 

 

 

第 66 回歴博フォーラム 

「旅－江戸の旅から鉄道旅行へ－」 2008 年７月 19 日（土） 

 主 催 国立歴史民俗博物館 

 会 場 東商ホール 

 参加者 376 名 

 

１．開催趣旨 

 企画展示「旅－江戸の旅から鉄道旅行へ－」においては，江戸時代から昭和に至る旅・旅行を展示します。 

個別的な問題については不充分でしたので，フォーラムにおいて討議し，日本旅行史研究を深化させたいと

考えています。 

２．開催内容 

 13：00～13：05  開会のあいさつ 平川 南（本館・館長） 

 13：05～13：35  基調講演「江戸の旅から鉄道旅行へ」 山本光正（本館・研究部） 

 13：35～14：15  講演１「日本人の旅文化」 神崎宣武（旅の文化研究所） 

 14：15～14：45  講演２「道中日記に民俗を読む－冨士登山を中心として－」 

                   西海賢二（東京家政学院大学） 

 14：45～14：55  休憩 

 14：55～15：25  講演３「鉄道の開通と『旅』と観光地の変容」 老川慶喜（立教大学） 

 15：25～15：55  講演４「近代日本のおみやげと鉄道」 鈴木勇一郎（青山学院大学） 

 15：55～16：10  休憩 

 16：10～16：55  討論 司会：小野寺淳（茨城大学） パネラー：神崎，西海，老川，鈴木，山本 

 16：55～17：00  閉会の挨拶 

３．総 括 

 今回のフォーラムは企画展示「旅－江戸の旅から鉄道旅行へ－」の理解を深めるために実施したものであ
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る。 

 日本人のレジャー的な旅は近世に成立し，近代に至り鉄道の発達と共にその様相を変え多様化するが，そ

の基本的姿勢は近世の旅を引き摺ったものであった。以上の統一見解のもとに次のような発表が行われた。

神崎氏は日本人の旅の特質を，西海氏は信仰・習俗としての富士登山を旅日記をもとに発表。老川氏は日光

への鉄道旅行を取り上げ，日光が観光地として発展していく一方，東京資本の進出にも言及。旅と不可分の

関係にある土産について鈴木氏は，鉄道の発達による名物の土産化及び新しい土産の成立について発表。中

でも関心を集めたのは赤福の発展過程であった。 

 発表に続いて討論に移った。討論においても多くの来場者が退席することなく，活発な質疑応答が行われ

た。研究者による質問のほか，旅ということから一般の出席者からも質問が多くあった。 

 フォーラムを通して近世から近代への旅の変容をより明らかにすることができたこと，さらに今なお近世

の旅の遺伝子が多くの日本人の中に残っていることを，具体的事例をもとに明らかにできたことは大きな成

果であった。 

 

 

第 67 回歴博フォーラム 

「牛と丑－歴史と民俗－」 2009 年１月 17 日（日） 

 主 催 国立歴史民俗博物館 

 会 場 草月ホール 

 参加者 372 名 

 

１．開催趣旨 

 年末年始の期間は十二支にちなんだものにふれる機会が多く，新年に配当されている動物のイメージがふ

くらむ時期である。動物は長い歴史のなかで，さまざまな意味を与えられ，人類と多様なつきあいをしてき

た。今回のフォーラムでは 2009 年の干支である「うし」をとりあげて，そうした動物をめぐる歴史的文化的

な様相を多面的に描いてみたい。十二支の動物を切り口のひとつとして，歴史世界にいざなうことを目的と

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） 

 13：05～13：30  報告１「生活の中の牛」山田慎也（本館・研究部） 

 13：30～13：55  報告２「牛の伝説」小池淳一（本館・研究部） 

 13：55～14：10  資料紹介「描かれた牛」日高薫（本館・研究部） 

 14：10～14：25  休憩 

 14：25～14：50  報告３「江戸の牛持」岩淵令治（本館・研究部） 

 14：50～15：05  資料紹介「浮世絵の中の牛」大久保純一（本館・研究部） 

 15：05～15：20  休憩 

 15：20～15：45  報告４「中世牛紀行」高橋一樹（本館・研究部） 

 15：45～16：10  報告５「古代中国のウシ」上野祥史（本館・研究部） 
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 16：10～16：20  休憩 

 16：20～17：00  質疑応答 

３．総 括 

 本企画は，戌・子に続く丑をテーマとした新春の干支企画である。参加者にも恒例企画として認められつ

つあるようである。アンケートによれば，毎年継続して来場する参加者がいたようであり，今後の継続性を

期待する意見もみえた。 

 本企画は，各研究分野における丑にまつわる話を紹介する場であり，身近なテーマから人々を歴史世界へ

と誘うことを目的とする。さまざまな時代・資料を対象として，多様な牛の姿をコンパクトに紹介した。い

わば「広く浅く」を理念とするが，多様性＝間口の広さに共感する声がある一方で，奥の深さを求める意見

もあった。これは，今後の企画運営の参考としたい。 

 なお，歴博広報の一翼を担うべく，会場を都内に設定して開催した。参加者の半数近くは，都内からの来

場であった。千葉という歴博の地理条件から，歴博までの来館は躊躇するが，こうした都内での開催であれ

ば参加を希望するという声がアンケートにみえた。中には，これを機会として歴博へ来訪したいという声も

あった。継続した開催によって，歴博の広報という役割も果たせつつあると考えている。 

 概ね好評を得たものと実感しており，こうした声に耳を傾けつつ，継続して今後の企画準備に取り組みた

いと考えている。 

 

 

歴博映像フォーラム３ 

「海を渡った仏教 儀礼と芸能」 2008 年 11 月 29 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 293 名 

 

１．開催趣旨と内容 

 平成 19 年度制作の民俗研究映像「薬師寺花会式，堂童子と仏教儀礼」，「興福寺・春日大社，神仏習合の祭

儀と芸能」，各 70 分，の一般公開を目的とする上映を行う。 

 あわせて，現在進行中の本館基盤共同研究「中世における儀礼テクストの綜合的研究」（H20～23）の成果

の中間公開の一環として，研究代表者（阿部泰郎・名古屋大学），研究分担者（尹光鳳・広島大学）とともに，

仏教儀礼と，これを上演の基盤とした芸能について，韓国・中国との比較を視点に入れつつ，東アジアにお

いて果たした仏教の文化的，精神史的意義と，その現代への伝承の特質を考える。 

 ＊映像の内容は，下記の通り。 

 「薬師寺花会式～行法と支える人々～」 

 薬師寺の一年で最大の年中行事“花会式”。３月末～４月の初めに７日間，練行衆により懺悔(ざんげ)を中

心として昼夜に繰り返し行われる，平安時代より続く行法。ほかに授戒，咒師による結界，牛玉加持，香水

授与，神供，鬼追い式，等々，数々の密教的，民俗的な作法の数々が行われる。その行事の全貌を明らかに

するとともに，これらを補佐し，支える堂童子の役割に迫る。 
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 「興福寺・春日大社～神仏習合の祭儀と支える人々～」 

 興福寺と春日大社が一体となって形成され，現在に伝承される神仏習合の祭儀。大陸より伝来した舞楽や，

「咒師(しゅし)走り」といった独特の名で呼ばれる翁舞，巫女の神楽，追儺(ついな)等，古代・中世に展開

した豊かな芸能世界が繰り広げられる世界でもある。これらをときに補佐し，ときに演じ手とも，伝承者と

もなった，堂舎の造営に携わる職人にも注目する。 

２．開催内容 

 13：00～13：05  開会のあいさつ 平川 南（本館・館長） 

 13：05～13：25  フォーラムの趣旨と映像の解説 松尾恒一（本館・研究部） 

 13：25～14：35  映像上映１「薬師寺花会式～行法と支える人々～」 

 14：35～14：45  休憩 

 14：45～15：55  映像上映２「興福寺・春日大社～神仏習合の祭儀と支える人々～」 

 15：55～16：05  休憩 

 16：05～17：10  報告・討論 

          阿部泰郎（名古屋大学） 

          尹光鳳（広島大学） 

          松尾恒一（本館・研究部） 

３．総 括 

 平成 19 年度制作の民俗研究映像「薬師寺花会式～行法と支える人々～」「興福寺・春日大社～神仏習合の

祭儀と支える人々～」（各 70 分），の一般公開を目的とする上映と，映像内容に関して，専門研究者による討

議を行った。 

 両作品は，いずれも大和において，古代に起源を有する仏教儀礼で，現代まで伝承されてきている事例に

ついて，その民俗宗教としての特質を追及したものである。 

 討議は，こうした特質が形成された歴史的な経緯や，その東アジアの仏教における位相を追求しようとし

たもので，本年度開始された本館の基盤共同研究「中世における儀礼テクストの綜合的研究」（H20～23）の

公開討論として行った。松尾の司会進行により，研究代表者である阿部泰郎氏と，研究分担者の一人である

尹光鳳氏が，基調報告を行った。 

 阿部氏は「堂童子」と題して，本映像でも「支える人々」といった主題の一つとしてとりあげられている，

寺院に所属して僧侶に奉仕する職掌の歴史を中心として，その特質について報告を行った。尹氏は「韓日仏

教儀礼と芸能」と題して，古代における韓半島の仏教儀礼と，そこでの芸能の実態・様相と，同時代の日本

の事例の比較，及び現代に伝承される日本の事例とその特質について報告を行った。 

 なお，共同研究「中世における儀礼テクスト…」の研究分担者でもある Brian Ruppert 氏（イリノイ大学）

より，本映像の英語版による欧米の研究者への紹介，研究資料としての，また大学を主とする教育の場での

活用が望まれるとの提言があり，今後，東アジアのみならず，欧米の研究者との共同研究と，その一般への

成果の発信を考えてゆきたい。 
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人間文化研究機構第８回公開講演会・シンポジウム 

「新しい近世史像を求めて」 2008 年６月８日（日） 

 主 催 国立歴史民俗博物館 

 会 場 東商ホール 

 参加者 280 名 

 

１．開催趣旨 

 国立歴史民俗博物館では，３月 18 日に第３展示室（近世）をリニューアルオープンした。開室後 20 数年

を経て，展示構成のうち，近年の近世史研の究果を十分に反映していない部分ができたことが直接のきっか

けではあるが，第５室（近代，1930 年代まで）開室後進めることができなかった第６展示室（2010 年３月開

室予定，現代）の新構築および，第３展示室同様展示内容が研究成果を反映しなくなっている第４室（民俗）

のリニューアル（2012 年３月予定）の，言わば先駆けであり展示方法などの面ではモデルケースの役割をも

担っている。また，開館以来一貫して，共同研究の成果は企画展示に活かしてきたが，博物館本来のあり方

から見ると，常設の総合展示そのものを常に新たにしていくこと，戦争をも含めた 20 世紀を展示で表現する

ことも重要な課題だと考えるようになった。さらに，「展示」という場で表象することで，研究史上での論点

がより明確になったり，新しい研究課題が生まれたりする可能性があることを明確に自覚し始めた。総じて，

「博物館という特別な表象の場を有する大学共同利用機関」という特色を，研究や社会教育のうえでいかに

活用するかということを真剣に検討し始めたのである。 

 第３展示室（近世）では，近年の研究成果のうち，とくに進展したと考えられる対外関係史・都市史・身

分的周縁論・村落史などの研究の成果を具体的に展示に活かそうと試みた。さらに，豊富なコレクションと

それに関する館での研究蓄積をミニ企画展示というかたちで公表することも特色にした。「展示」という空間

のなかではあるが，できるかぎり「新しい近世史像」を提示しようと努めたのである。しかし，物理的に限

られた展示空間では，新しい近世史像そのものを十分に展示できたわけではなく，むしろこれから展示をは

さんで新たな議論を喚起するなかで，展示内容そのものも「成長」させていくことが重要であると考えてい

る。 

 たとえば，今度のリニューアルの柱のひとつは，東アジアのなかの日本をめぐる国際関係をどのように展

示で示すか，ということに置いたが，結果的に日本からの視点が中心になり，本来の意図から欠落した部分

も少なくない。また，いわゆる日本人の海外渡航・帰国を禁じたり，貿易が出島のオランダ商館に限ったり

する過程など，これまで「鎖国令」と言われてきた政策考案・実施過程についての政治史的検討は展示には

反映されていない。民衆生活史をうたい文句としてきたこととも関わるが，200 年近くの「平和」が「徳川

の平和」として創出される過程を権力編成や政治史のなかからどのように描くことができるか。すべてを展

示で表現することは不可能であるにせよ，展示を「成長」させるためには不可欠な要素である。ないものね

だりや「反省」に終わるのではなく，あらためて「表象できなかったこと」の持つ意味自体に注目すること

で，新しい展示の方向性，ひいては新しい近世史像へと常に展示を更新させていくことができるかどうかが

問われている。 

 また，現在，海外の博物館，とくに国立レベルの大きな博物館に目を転じると，現代を展示することの重

視，歴史を展示することそのものの見直し，新しい歴史叙述の模索が始まっている。そのなかで，大英博物
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館では日本ギャラリーを一新した。従来の美術品の展示から，歴史的叙述を強く意識したものに変わり，か

つ常に新しくしていこうとしている。そこには，多くの海外の日本展示に見られた，単一の，類型化された

「日本文化」像はもはや存在しない。 

 そこで，このシンポジウムでは，歴博でリニューアルすることで示した近世史像にはどのような「成長」

が必要か，ということを，大英博物館の新しい日本展示と比較することも含めて自由に議論するなかで，「新

しい近世史像」を表現することの現代的意味についても考えてみたい。 

２．開催内容 

 13：00～13：10  開会の辞 石上英一（人間文化研究機構・理事） 

          あいさつ 金田章裕（人間文化研究機構・機構長） 

               平川 南（本館・館長） 

 13：10～13：40  報告１「国立歴史民俗博物館の新しい近世展示」岩淵令治（本館・研究部） 

 13：40～14：40  講演１「政治史と歴史展示の間－天下人と将軍，参勤交代を素材に－」 

              藤井譲治（京都大学） 

 14：40～15：00  休憩 

 15：00～16：00  講演２「東アジアの国際関係と歴史展示の間」ロナルド・トビ（イリノイ大学） 

 16：00～16：30  報告２「大英博物館の新しい日本展示」ティモシー・クラーク（大英博物館） 

 16：30～17：25  パネルディスカッション 司会：久留島 パネラー：岩淵，藤井，トビ， 

          ティモシー・クラーク 

 17：25～17：30  閉会の辞 石上英一（人間文化研究機構・理事） 

３．総 括 

 歴博では，３月 18 日に第３展示室（近世）をリニューアルオープンしたが，そこでは，近年の研究成果の

うち，とくに進展した対外関係史・都市史・身分的周縁論・村落史などの研究成果を具体的に展示に活かし，

できるかぎり新しい近世史像を提示しようと努めた。 

 その背景には，「展示」という場で表象することで，研究史上の論点がより明確になったり，新しい研究課

題が生まれたりする可能性があり，さらに，展示を囲んで新たな議論を喚起するなかで，展示内容そのもの

も「成長」させていくことが重要であるとの考えがある。 

 一方，現在，海外の博物館，とくに国立レベルの大きな博物館で，歴史展示への見直し，新しい歴史叙述

への見直しが始まっている。そのなかで，大英博物館では日本ギャラリーをリニューアルした。従来の美術

品の展示から，歴史的叙述を強く意識したものに変わり，かつ常に新しくしていこうとしている。 

 シンポジウムでは，このような４人の講師による講演と報告を踏まえて，「新しい近世史像」がどのような

ものだと考えるか，歴博でリニューアルすることで示した近世史像にはどのような「成長」が必要か，とい

うことを，大英博物館の新しい日本展示と比較しつつ自由に議論し，併せて「新しい近世史像」を表現する

ことの現代的意味についても考えることができた。 

 討論の時間は充分にとることができなかったが，史料を読む際の新たな視点などが，展示を観て，あるい

はつくる過程で発見されたことについても言及され，近世史研究にとって有意義な論点を得ることができた。

このように展示と研究とがリンクしつつ展開するという点については，現在進めている第４展示室（民俗）

のリニューアルや第６展示室開室でも期待できる。 
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［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。当館の映像

制作にはおもに２つの方法がある。ひとつは「民俗研究映像」であり，これは当館民俗研究系の研究者が研

究している対象を研究者の視点で映像化するものである。「民俗研究映像」は，これまでに 20 本以上制作さ

れてきている。もう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・編集

してもらい制作した「民俗文化財映像」である。これもすでに 20 本以上が制作されている。 

 その他，当館では民俗研究系が中心となり，映像民俗学や記録映画として制作された民俗学・歴史学関連

の映像を収集し，保管してきた。これらの映像はすでに 1,000 本を超えている。 

 ただし，当館で制作してきた民俗学関係の映像は，以前から研究・教育機関や公共団体をおもな対象とし

て，貸し出しと上映をおこなってきたが，著作権等の制約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されることを期待して，著作権問

題を解決できた記録映像を 2007 年から「歴博映画の会」で上映することにした。本年度の開催は，下記のと

おりである。 

 第３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：2008 年５月３日（土）14 時 30 分～16 時 30 分 

 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「水車と人々」 

  作品①「日本の水車」（1991 年度記録，上映時間 30 分） 

  企画：国立歴史民俗博物館，協力：文化庁，製作：毎日映画社 

  内容：広島県比婆郡西城町とその周辺地域で，現在も利用されている水車に焦点をあて，地域社会と水

の関わりを記録した作品。 

  作品②「薩摩の水車からくり」（2003 年度記録，上映時間 35 分） 

  企画：国立歴史民俗博物館，協力：文化庁，製作：英映画社 

  内容：鹿児島県薩摩半島南部では，夏の「六月燈」という行事でからくり人形が披露されている。この

映画では，動力に水車を用いるからくり人形について，動力となる水車，からくりの構造と製作

過程，伝統行事を継承している保存会の人々に注目しながら，製作から上映までの過程を記録し

ている。 

 ６．コメント：内田順子（本館・研究部） 

 第４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：2008 年 10 月４日（土）14 時 30 分～16 時 30 分 

 ３．場所：国立歴史民俗博物館講堂 

 ４．入場無料 

 ５．上映作品テーマ「鹿嶋様の 20 年」 
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  作品「鹿嶋様の村 秋田県湯沢市岩崎民俗誌」（1990 年制作，上演時間 59 分） 

  制作：国立歴史民俗博物館 岩井宏實・福原敏男，製作協力：毎日映画社 

  内容：秋田県湯沢市岩崎地区では，末広町，緑町，栄町の３集落で村を守る神様である鹿嶋様を今も作

り続けている。歴博の第４展示室に長く展示されてきた鹿嶋様は，このうち末広町の方々によっ

て製作されたものであり，およそ 20 年来多くの来館者から愛されてきた。今回の「歴博映画の会」

では，当時の岩崎地区における鹿嶋様の製作工程を記録映像によって知っていただき，その後に

現在の様子について写真などを交えながら解説を加えた。そして，ここ 20 年間の鹿嶋様をめぐる

様々な変化を紹介した。 

 ６．コメント：青木隆浩（本館・研究部） 

 第５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：2009 年２月７日（土）14 時 30 分～16 時 30 分 

 ３．場所：国立歴史民俗博物館講堂 

 ４．入場無料 

 ５．上映作品テーマ「日本捕鯨業の南氷洋進出」 

  作品①「南氷洋ニ於ケル我捕鯨業」第５巻（1936 年制作，上演時間 13 分） 

  撮影・編集：日産水産研究所 

  内容：「南氷洋ニ於ケル我捕鯨業」全５巻は，昭和９年から母船方式により南氷洋での捕鯨を開始した日

本捕鯨株式会社（のちの日本水産株式会社捕鯨部門）が，昭和 10年９月から 11 年４月にかけて

制作し，同年７月に昭和天皇へ献上した無声の記録映像である。この映像では，母船「図南丸」

（となんまる）と５隻の捕鯨船からなる船団が，大阪港を出港し，南氷洋で捕鯨活動をおこなっ

た様子を記録している。同作品のオリジナル（16 ㎜フィルム，モノクロ）は，昨年 10 月に天皇

陛下から当館へ下賜された。だが，火災による破損が生じているため，当館では日本水産株式会

社の協力を得て，株式会社 IMAGICA ウェストの高度な技術により修復し，DVD に複製した。今回

上映したのは，その中で最も状態のよい第５巻（13 分）であり，おもに南氷洋での母船式捕鯨操

業の様子を記録した場面である。 

  作品②「南氷洋捕鯨船団の記録」（1961 年制作，上映時間 36 分） 

  制作：日本水産株式会社，製作：朝日ムービー社 

  内容：本作品は，日本水産株式会社が産業 PR を目的として制作したもので，南氷洋への航海，捕鯨操業

のほか，鯨の種類，捕鯨船団の構成，母船の構造，捕鯨，解体処理，製品の処理，仲積搬出，夜

間の積み込み，準備作業（包丁整備，ワーヤー結束等），船内行事（赤道祭り，年賀式），日常生

活（入浴，散髪，就寝，郵便受取など）といった細かな点までを幅広く紹介している。鯨油生産

を主とした第２次世界大戦前と異なり，冷凍母船を船団に加えて冷凍鯨肉の生産を主とした捕鯨

活動をおこなった戦後の様子がうかがえる作品である。 

 ６．解説：「『南氷洋ニ於ケル我捕鯨業』の概要とフィルムの保存状態について」，内田順子（本館・研究部） 

「『南氷洋ニ於ケル我捕鯨業』について－日本捕鯨業の南氷洋進出」，鈴木賢一（日本水産株式

会社 元相談役） 
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「捕鯨の歴史的変化と戦後の鯨肉利用について－戦後の日本捕鯨業－」鈴木賢一（日本水産株

式会社 元相談役） 

 ７．コメント：原山浩介（本館・研究部） 

〔プロジェクト委員〕 

 内田順子（代表），原山浩介，青木隆浩 

 

 


