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１ 
 

共同研究 
 

 

［概 要］ 
 「共同研究」は，大学共同利用機関としての歴博が国内外の研究者の参加を得て実施する研究プロジェク

トであり，研究課題は日本の歴史と文化に関する今日的動向をふまえて設定されてきた。共同研究の特徴は，

1981 年に機関設置されて以来，歴史学，考古学，民俗学および関連諸科学の連携による学際的で実証的な研

究に基本をおいてきた点にある。 

 「共同研究」は，「基幹研究」「基盤研究」「開発型共同研究」の３つの柱から成り立っている。「基幹研究」

は人間の営為と歴史に注目した大きな研究課題の下に学際的研究を目指すテーマを設定したものであり，「基

盤研究」は館蔵資料の高度情報化や新しい歴史研究の方法論的基盤を作るための課題を設定したものである。

この２つを「共同研究」の核とすれば，「開発型共同研究」は，任期付き助手への若手研究者育成を目的とす

る共同研究であり，従来の「個別共同研究」を発展的に解消させたものである。今後に発展しうる萌芽的課

題を設定することで，「共同研究」全体を実りあるものとする役割を担っている。 

 本年度の「共同研究」は，「基幹研究」11 課題，「基盤研究」12 課題，「個別共同研究」１課題の計 24 課題

について進めてきた。うち基幹研究４課題，基盤研究５課題が本年度よりスタートした。以下，本年度新た

にスタートした新規課題を中心に説明を行う。 

【基幹研究】 基幹研究の一つである「列島における生活誌の総合的研究」では，2012（平成 24）年度（2013

年３月）の展示リニューアルをめざして，民俗の精神文化の部分を対象とした「兆・応・禁・呪の民俗誌」

と，近代の技術と生業を対象とした「自然と技の生活誌」がすでに開始されているが，本年度からは地域開

発と文化保存の関係を考察する「地域開発における文化の保存と利用」が開始された。さらに「新しい古代

像樹立のための総合的研究」が炭素 14 年代法の成果を基礎として将来的には１室のリニューアルを目指すも

のとして，時代別に三つの課題を開始した。いずれも総合展示の開設およびリニューアルのための学術的基

盤を高めるための共同研究という，歴博がめざす博物館型研究統合の実践例として位置付けられる。 

【基盤研究】 本年度は総合年代研究の枠として「歴史・考古資料研究における高精度年代論」と「建築と

都市のアジア比較文化史」の２本が開始された。さらに，高度歴史情報化研究として，「洛中洛外図屏風歴博

甲本の総合的研究」と，昨年に引き続き大型科研獲得の準備研究として「古代における文字文化の形成過程

の基礎的研究」，および共同研究から企画展示に連続させる「「地理写真」の資料化と活用」の３本が開始さ

れた。 

【開発型共同研究】 「個別共同研究」を発展的に解消した「開発型共同研究」については，本年度採用の

任期付き助教２名を対象とした公募を行い，次年度から開始予定である。 

 以上の研究のうち「洛中洛外図」ではこれまで課題であった共同研究員の公募を行い，３名中２名を採用

した。また共同研究経費の運用においては，選択と集中の観点から共同研究と連動した科研費の採択分を有

効活用して，新たに基幹研究の重点化・海外交流事業の経費・公募研究員旅費の上乗せなどに充当するとと

もに，年度末の再配分も合わせおこない，効率的運用に努めた。 

共同研究担当 仁藤敦史・山田慎也 
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［共同研究活動一覧表］ 

研究課題 研究代表者（所属・氏名) 
年  度 

17 18 19 20 21 22 23

基幹研究 

１ 20 世紀に関する総合的研究Ⅱ 本館・研究部 安田 常雄        

 Ａ．20 世紀における戦争Ⅱ 本館・研究部 安田 常雄        

 Ｂ．高度経済成長と生活変化 本館・研究部 新谷 尚紀        

２ 列島における生活誌の総合的研究 本館・研究部 常光 徹  

 Ａ．兆・応・禁・呪の民俗誌 本館・研究部 常光 徹        

 Ｂ．自然と技の生活誌 神奈川大学経済学部 安室 知        

 Ｃ．地域開発における文化の保存と利用 本館・研究部 青木 隆浩        

３ 交流と文化変容に関する史的研究 本館・研究部 久留島 浩  

 Ａ．移民史の比較研究 法政大学国際文化学部 今泉 裕

美子 

       

 Ｂ．国民国家の比較史的研究 千葉大学文学部 趙 景達        

 Ｃ．唱導文化の比較研究 明治大学法学部 林 雅彦        

４ 新しい古代像樹立のための総合的研究 本館・研究部 藤尾 慎一郎  

 Ａ．旧石器時代の環境変動と人間生活 本館・研究部 西本 豊弘        

 Ｂ．農耕社会の成立と展開 

  －弥生時代像の再構築－ 

本館・研究部 藤尾 慎一郎        

 Ｃ．新しい古代国家像のための基礎的研究 本館・研究部 広瀬 和雄        

基盤研究 

１ 科学的資料分析研究 

 Ａ．歴史資料に対する自然科学的調査法の開発

と適用に関する研究 

本館・研究部 齋藤 努        

 Ｂ．日韓青銅製品の鉛同位体比を利用した産地

推定の研究 

本館・研究部 齋藤 努        

２ 総合的年代研究 

 Ａ．歴史・考古資料研究における高精度年代論 本館・研究部 坂本 稔        

 Ｂ．建築と都市のアジア比較文化史 本館・研究部 玉井 哲雄        

３ 高度歴史情報化研究 

 Ａ．ニュース映画の研究資源化ならびに活用方

法の確立に関する研究 

本館・研究部 原山 浩介        

 Ｂ．民俗研究映像の制作と資料化に関する研究 本館・研究部 青木 隆浩        

 Ｃ．洛中洛外図屏風歴博甲本の総合的研究 本館・研究部 小島 道裕        

 Ｄ．【準備研究】古代における文字文化の形成

過程の基礎的研究－古代中国・朝鮮からの

伝播－ 

本館・館長 平川 南        

 Ｅ．【展示型】中近世における武士と武家の資

料論的研究 

本館・研究部 高橋 一樹        

 Ｆ．【展示型】「地理写真」の資料化と活用 本館・研究部 青山 宏夫        

 Ｇ．【公募型】中世における儀礼テクストの綜

合的研究－館蔵田中旧蔵文書『転法輪鈔』

を中心として－ 

名古屋大学文        

４ 博物館学的研究 

 Ａ．デジタル化された博物館資料に関する情報

記述法の研究 

本館・研究部 安達 文夫        

個別共同研究 

１ 東アジア先史時代の定住化過程の研究 中央大学文学部 小林 謙一        

人間文化研究機構連携研究 

１ 日本とユーラシアの交流に関する総合的研究  

 Ａ．ユーラシアと日本：交流と表象 本館・研究部 久留島 浩        
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［基幹研究］ 
 

(1) 「20 世紀に関する総合的研究Ⅱ」2007～2009 年度 

(総括研究代表者 安田常雄） 

 

１．目 的 

 本研究は，「20 世紀に関する総合的研究Ⅰ」（2004～2006 年度）の研究成果の継承の上で，２つのブランチ

をもって構成する。「20 世紀における戦争Ⅱ」は，「社会」（戦争と兵士），「表象」（戦争と文化），「外地」（戦

争とアジア・南洋）の３つの視点からアプローチした第一期の研究組織の枠組みを，「表象と記憶」「地域モ

ダニズム」「南洋・沖縄」の３つの柱に再編成した。「表象と記憶」は，「社会」（戦争と兵士）班の継続の上

で，特に山梨県甲府出身の兵士によって撮影された写真帳４冊の共同研究を中心に設定する。この写真帳は，

1937 年 11 月から 12 月にわたる日中戦争の も重要な時期に，上海上陸から南京周辺にかけて軍の行動とと

もに記録された貴重な写真である。共同研究では，所属部隊・軍の行動の軌跡と中国の町との関係を明らか

にするとともに，撮影された写真そのものの真偽・技術などの分析を含めて，本写真帳の意義を解明する。

またこの写真撮影者の調査を行い，1920 年代における甲府周辺の「地域モダニズム」との関係を明らかにす

る。第２の「地域モダニズム」については，「表象」（戦争と文化）班の継続の上で，地域の実態に即して，

同時代の「地域モダニズム」の特質と戦争との関わりを解明する。「地域モダニズム」は，たとえば函館・秋

田・新潟・金沢・敦賀・下関，そして阪神間や東京などの地域に展開し，それは同時に 1920 年代の世界史的

文化動向と密接に連動していた。本研究では，先行研究の成果を共有し，具体的な地域を設定した上で，上

記の課題に接近する。また第３の「南洋・沖縄」は，第１期の「外地」（戦争とアジア・南洋）という設定を

「沖縄」を中心に絞込み，同時に戦前だけではなく戦後まで対象を拡大し，沖縄戦・米軍統治・復帰運動の

流れを文化状況と戦争の語りの変化を軸に解明する。研究会は出来るだけ現地研究者との共同研究と調査を

重視し，具体的な素材を共有しつつ行っていく。 

 また第２ブランチの「高度経済成長と生活変化」の特徴は，第１には経済史・民俗学・医療史・植生景観

史などの学際的研究組織によって行うこと，第２に実際の運営にあたっては，館内研究会とともに研究メン

バーによる現地調査を重視し，その成果を集約する形で行われる点にある。特に第１点は，さらに学際研究

の射程を地理学・社会学などにも広げる展望をも含み，学界などでおこなわれる研究とは異なる本研究の独

自性を表現している。 

 本研究の２つのブランチは，いずれも 2010 年３月 16 日にオープンした総合展示「現代」を基礎づける共

同研究であり，本館の新しい理念である「博物館型研究統合」の実践として位置づけられている。 

２．研究成果 

 「20 世紀に関する総合的研究Ⅱ」では，A，B班とも年度の当初計画に従って共同研究をすすめた。「20 世

紀における戦争Ⅱ」（A班）では，総合展示「現代」の構築作業と平行し，必ずしも十分な研究活動を行うこ

とができなかった。しかし全体としては， 終的に第６展示室の展示内容と批評と連動させる形で議論の整

理を実施したため，歴史叙述のあり方をめぐって有意義な議論が行われ，成果集約の見通しがついた。特に，

展示との関わりでいえば，朝鮮半島の現地社会の実態と，戦争をはさんだ近現代の日朝関係史が有機的に連

関されておらず，南洋（沖縄）史では，近代以降の地域社会と日本との構造的関係を加味した叙述が必要な
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ことが提起されたことは貴重な成果であった。また「高度経済成長と生活変化」（Ｂ班）では，４回の研究会

を実施し，「都市と農村」「生産と消費」という軸に沿った報告が行われた。たとえば「集団就職」について

は，昭和 30年代特有の現象であり，昭和 40 年代には雇用の新たな形態に転換していくこと，また高度経済

成長期は，地域間格差，農工間の所得格差の是正政策が機能しにくい時代であったこと，さらに民俗学の視

点からは，とくに山村の変貌が注目された。加えて第６室「現代」展示で実現した福島県の田子倉ダムの水

底に沈んだ村の実態について，聞き取りや資料の収集をおこなった。 

 

Ａ「20 世紀における戦争Ⅱ」2007～2009 年度 

(研究代表者 安田常雄） 

 

１．目 的 

 本研究は，2006 年度までの「20 世紀における戦争Ⅰ」を継承・発展させ，アジア・太平洋戦争をはじめと

する一連の戦争を，20 世紀という時代のダイナミズムのなかで捉え返そうとするものである。本研究では，

地域モダニズム，表象と記憶をめぐり，戦後をも射程に収めている。具体的には，戦後における地域社会形

成や，戦争の記憶・表象とその継承を視野に入れ，いわば「歴史としての現代」という視角から研究を進め

ようとするものである。また，とりわけ南洋（沖縄を含む）をめぐっては，個別の研究テーマを立て，戦場

となったこと，あるいは植民地ないしは内的植民地として統治されたこととの関連に注目しながら研究を行

う。 

 具体的には，以下の３つの研究領域を設定し，相互に関連させながら研究を進めている。 

 １）地域モダニズムと戦争・兵士（「地域モダニズム」） 

   主として 1920 年代に，文化運動が活発に展開した地方都市に注目し，そこでの文化状況を，戦後に至

るまでの地域社会の変容と関わらせながら研究する。なお，ここでは満州や朝鮮半島といった，外地の

地域文化も視野に入れるよう努める。 

 ２）戦争の表象と記憶（「表象と記憶」） 

   地域に残された戦争や戦場に関わる記録（体験記・写真など）を手がかりに，そこでの表象の背景を

なしている戦争・戦場の実態と突き合わせて資料の検証を行うとともに，そうした記録に関わって地域

や家族がどのように戦争を経験し，あるいは記憶を継承してきたのかを研究する。 

 ３）南洋（沖縄を含む）における戦争経験と記憶・表象（「南洋（沖縄を含む）」） 

   上記２点につき，とりわけ南洋（沖縄を含む）という場において，戦争・戦場の実態と関わらせなが

ら研究を進める。また，とりわけ沖縄における，1920 年代から戦時を経て米軍統治に至るまでの文化運

動に関して，資料状況の確認とその分析を試みる。 

 本研究では，以上を通じて，近現代史研究ならびに戦争研究の新たな分析視角を構築するとともに，これ

を実証的な研究課題の遂行によって，ひとつの研究方法として示すことを目的とする。さらに本研究は，同

時進行で進められている国立歴史民俗博物館第６室展示新構築と連動し，研究上で獲得される視点に即した

資料収集を遂行すると同時に，展示表象のあり方についても討議し，新たな戦争・現代史の表象の可能性を

実践的に模索することを目指している。 
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２．今年度の研究目的 

 今年度は，前年度までの研究成果を踏まえ，成果集約に向けたビジョンをそれぞれに打ち出してもらうこ

とをめざし，個別に資料調査等を実施することとした。本共同研究で見出すべき論点は，いわば戦争をめぐ

る歴史叙述を新たに創出することを目的としており，それゆえ，それぞれの研究員に斬新なパースペクティ

ブを提示してもらうことが主眼になる。ここで析出される，戦争をめぐる視点（群）は，戦争展示を再考す

る上でも重要な論点を提示するものと考えられる。したがって，全体では年度末の第６展示室開室後に，集

中的に研究会を実施し，それぞれの研究の現段階を，展示に対する批評と共に提示してもらい，成果集約の

見通しを立てると共に，研究上，あるいは展示に関する，残された課題の整理を行った。 

３．今年度の研究経過 

 第１回研究会 ３月 17 日 国立歴史民俗博物館 

 第２回研究会 ３月 24 日 国立歴史民俗博物館 

 第３回研究会 ３月 28 日 国立歴史民俗博物館 

４．今年度の研究成果 

 全体としては， 終的に第６展示室の展示内容への批評と連動させる形で議論の整理を実施したため，歴

史叙述のあり方をめぐって非常に有意義な議論がまとまると同時に，成果集約の見通しがついた。個別の成

果については今後集約した上で公表していくことになる。なお，とりわけ展示との関わりで言えば，特に日

朝関係をめぐり，依然として朝鮮半島の現地社会に関する分析と，戦争を挟んだ近現代の日朝関係に関わる

歴史叙述が上手く連動しておらず，これが歴史叙述における大きな課題になり得ること，南洋（沖縄を含む）

の歴史叙述をめぐり，近代以降の地域社会と日本政府との関係を加味した叙述が必要であることが表面化し

た。これらを含むいくつかの課題は，歴史叙述に関わる構造的な問題を含むものでもあり，将来的にさらに

追求されるべきものとして残されることになった。 

５．全期間の研究成果 

 第一に「表象と記憶」は，山梨県甲府出身の兵士によって撮影された写真帳４冊に関する共同研究である。

これについては，まずその所蔵先である山梨県立博物館において，写真帳の実物調査と現地調査をおこない，

次にこの写真帳を館内でデジタル化するとともに，甲府連隊の日中戦争期の行動軌跡などをめぐって，共同

研究を行った。特にこの写真帳が 1937 年 11 月から 12 月にわたる日中戦争の も重要な一つの時期に，上海

上陸から南京周辺にかけて軍の行動とともに記録された写真であり，共同研究では，当時の複雑な部隊編成

のなかで，その所属部隊の特定とその部隊の行動の軌跡をほぼ明らかにすることができた。またモダニズム

との関係では，2008 年度には，写真撮影者の周辺の調査を行い，1920 年代における甲府市とその周辺地域に

おける軍隊と「地域モダニズム」の諸相を明らかにするため，山梨平和ミュージアム・笛吹市春日郷土館を

中心とする巡検を実施し，周辺の近代化遺産などの調査を行った。調査は資料の残存状況が良好でないため

もあり，充分解明できなかったが，この写真帳を取り巻く周辺の実態と今後の研究の方向性を捉えることが

できたのは大きな成果であった。また表象としての写真の真偽・技術的側面については，この分野の専門家

がほとんどあらず，今後の課題として残さざるを得なかった。 

 第二の「地域モダニズム」については，地域の実態に即して現地調査と研究会を実施する計画を立てた。

この点については，2008 年度に， 大の懸案であった石川県金沢市において現地調査と研究会を実施するこ

とができた。金沢は第９師団を中心とする軍都であるとともに，モダニズムの街である。軍都であることは，
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広範囲に存在する遺跡や墓地のおびただしさに端的に表現され，また石川県博に所蔵公開されている「第９

師団出征の記録映画」のリアリティはその象徴でもある（この映像は，第６展示室「現代」でも活用する計

画もあった）。金沢モダニズムは，第四高等学校を中心とする教養主義文化と映画や風俗などのなかに大きく

花開いた。こうした両面が深く関連した金沢の街の構造が，商業や文化施設をはじめ，文化運動や社会運動

にも大きな影響を与えていることを確認することができた。そしてこの連関そのものが，1920 年代の世界史

的動向とも密接に結びついていることが重要な特徴である。その意味で，金沢は今回設定した「戦争とモダ

ニズム」という問題意識をかなり典型的に表現する地域であり，この地域を軸にしたアプローチを通して，

「戦争とモダニズム」という新しい主題に対する方法的指針を得ることができた点は大きな収穫であった。

現在，近現代史研究ではこうしたテーマはまだ未開拓の領域であるが，この方法を，たとえば函館・秋田・

新潟・敦賀・下関，そして若干の研究蓄積のある東京や阪神間のモダニズムなどに適用し，それと比較する

ことを通して，1920 年代の世界史的文化動向との密接な連関を解明することが可能になると思われる。その

意味で，その可能性の萌芽を確認することができたといえよう。 

 第三は，「南洋・沖縄」研究である。ここでは戦前だけではなく戦後まで対象を拡大し，沖縄戦・米軍統治・

復帰運動などの流れを，同時代の文化状況と戦争と語りの変化を軸に解明することが課題であった。この点

については，2007 年から，沖縄の博物館における沖縄戦と沖縄現代史の展示表象の特質を調査するため，主

に小規模の博物館を視察し，現地および東京で研究会を開いて，沖縄研究の現状と展示の可能性などについ

て議論を行ったことが大きな成果であった。特に沖縄の地域博物館については，沖縄市にある「ヒストリー

ト」が極めて斬新であり，米軍基地と生活・文化の関連を軸にその記憶が鮮やかに復元されている。また石

川市の博物館における移民資料なども貴重なものであった。総じて「南洋・沖縄」研究については，一方で

現地調査と現地研究会での議論が，第６展示室「現代」の沖縄展示の原イメージに大きな影響を与えたこと

と，他方で「戦争とモダニズム」という視点で，沖縄近現代史を見る必要性を提起されたことが大きな収穫

であった。現段階ではほとんど研究はないが，1920 年代における広範な社会運動の展開と，戦後の「島ぐる

み闘争」や「祖国復帰運動」との関連，こうした社会運動と文化状況との関連，そしてその底流にある「沖

縄戦」の記憶の現在的状況など，今後探究すべき課題をあらためて発見することができた。また 2009 年３月

には，沖縄の離島である石垣島調査を実施し，八重山における戦争がマラリアなど地域固有の条件と密接に

関連していることを確認できた。また離島における慰霊と寺院との密接な関わりを確認できた収穫もあった。 

 2009 年度は，共同研究メンバーの個人的な事情や，総合展示「現代」の準備構築作業と同時進行であった

ためもあり，必ずしも十分な研究活動を行うことはできなかった。しかし全体として，この共同研究で確認・

発見した多くの視点は，第６展示室「現代」のなかに有効に生かされていることが 大の成果ということが

できるだろう。 

６．共同研究員（◎は研究代表者，○は研究副代表者） 

 荒川 章二 静岡大学情報学部           一ノ瀬俊也 埼玉大学教養学部 

 今泉裕美子 法政大学国際文化学部         大岡  聡 日本大学法学部 

 大串 潤児 信州大学人文学部           小野沢あかね 立教大学文学部 

 河西 英通 広島大学大学院文学研究科       高岡 裕之 関西学院大学文学部 

 鳥山  淳 琉球大学法文学部           永島 広紀 佐賀大学文化教育学部 

 中野  聡 一橋大学大学院社会学研究科      原田 敬一 佛教大学文学部 
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 真鍋 昌賢 大阪大学文学研究科          屋嘉比 収 沖縄大学法経学部 

 山本 和重 東海大学文学部            吉田  裕 一橋大学大学院社会学研究科 

○原山 浩介 本館・研究部・助教         ◎安田 常雄 本館・研究部・教授 

 樋口 雄彦 本館・研究部・准教授 

 ［リサーチアシスタント］ 

 佐久間 俊明 総合研究大学院大学・大学院生 

 

Ｂ「高度経済成長と生活変化」2007～2009 年度 

(研究代表者 新谷尚紀） 

 

１．目 的 

 1960，70 年代の高度経済成長とそれにともなう列島規模の生活大変化は，1945 年以降の経済復興から経済

成長へ，経済大国化から国際貢献へ，という戦後日本の歴史的展開の中でも戦後史を画期づける一大現象で

あった。したがって同時代感覚的に民俗学のみならず歴史学，社会学，経済学，地理学など各分野の研究課

題として対象化され，それぞれの分野で研究の深化もみられる。日本の歴史と文化を研究するための広義の

歴史学の開拓をその活動の主眼とする本館にとっても，この研究課題はあらためて重要課題として位置づけ

る必要がある。この高度経済成長をめぐる諸問題は単に経済史上の問題としてだけでなく，日本の社会を大

きく構造変換させた現代史上の大問題であり，いわゆる上からの政策的な企画立案とその推進に関する現場

情報の収集作業と，その政策推進の大波の影響を受ける地域社会でのいわゆる下からの受容対抗を含めた対

応のあり方の現場情報の収集作業とが，両者併行的にあわせ行なわれることが肝要である。そして，とくに

画一的な政策実現への大波に対して各地域社会の伝統的な生活知識や生活技能がどのように対応したのか，

綿密な現場調査によってその力学関係とその展開の構図が多様性を含みながらも追跡再確認される必要があ

る。つまり，地域差，時間差，階層差を視野に入れた視点である。なお，生活革命とも名づけられているこ

の歴史的事象がはたして日本特有の現象なのか，と世界史的に相対化する視点も必要である。アメリカや西

ヨーロッパ諸国の戦後，社会主義諸国の戦後，中南米やアフリカやイスラーム諸国の第二次大戦後の動向な

ど，世界史的視野も将来的には射程におきながらも，まずは日本列島のそれぞれの地域社会の現場情報の収

集と整理の作業をふまえた分析を中心に試みることによって，伝統的生活の変化と継続の関係性をめぐる動

態理論の現場論的構築を本研究の目的としたい。そして，本館の展示リニューアル計画における第６室構想

案の充実へまた改良へと貢献できるように推進することを一つの重要な目的としている。 

２．今年度の研究目的 

 共同研究員各位でそれぞれの研究実績をもとに選定する現地調査を都市や農山漁村の調査地で実施し，高

度経済成長期の生活変化についての具体的なデータをもちより，研究会においてその報告と検討を積み重ね

ていく作業を継続する。また，昨年度に検討した高度経済成長と生活変化に関する３つの課題のうち，今年

度は「団地暮らしの誕生と生活革命」をめぐる問題についてワークショップを行ない，その報告・討論記録

集を刊行する。そして，これらの研究成果は研究報告としてはもちろんのこと，それとあわせて総合展示の

パネルや解説にも活かせるよう考慮する。 
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３．今年度の研究経過 

［研究会］ 今年度は４回の研究会を開催することができた。 

 第１回研究会 ６月６日（土）・７日（日） 本館 

  ワークショップ３「団地暮らしの誕生と生活革命」を開催 

   趣旨説明 岩本 通弥 

         「高度経済成長期の都市の暮らしの変貌－家族モデルとしての団地生活－」 

   発表１ 前田 裕子（神戸大学大学院経済学研究科・教授） 

         「トイレ水洗化の意味するもの」 

   発表２ 宮内 貴久（お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科・准教授） 

         「冷蔵庫の収蔵食品の変化からみた食生活の変貌」 

   発表３ 篠原 聡子（日本女子大学大学院家政学研究科・准教授） 

         「団地という住まい－赤羽台団地－」 

   発表４ 金子 淳（静岡大学生涯学習教育研究センター・准教授） 

         「多摩ニュータウンという暮らしの実験」 

   総合討論（座長：岩本通弥） 

 第２回研究会 10 月 24 日（土）・25日（日） 本館 

   松田 睦彦「高度経済成長という経験－瀬戸内島嶼部の山石屋の事例から－」 

   小椋 純一「高度経済成長期を契機とする日本の植生景観の変化について」 

   湯澤 規子（筑波大学生命環境科学研究科・助教） 

        「在来産業の変化と高度経済成長の影響 

             －結城紬生産地域にみる在来的経済構造とその変化－」 

   中村 政則「美濃部都政と『東京ごみ戦争』」 

 第３回研究会 11 月 14 日（土）・11月 15 日（日） 本館 

  研究発表 

   矢野 敬一（静岡大学教育学部・准教授） 

    「まちづくりに刻印された高度成長期」 

   石川  研（立正大学経済学部・非常勤講師） 

    「成長始動期の放送メディアの展開－生活革新へのインパクト－」 

   永江 雅和「高度経済成長期農家の家計消費－茨城県３町歩農家村松家の事例－」 

 第４回研究会 ２月 20 日（土）・21日（日） 本館 

  研究発表 

   田中 宣一「民俗の変化と高度経済成長」 

   澤畑 利昭「電源立地の村・豊根村－ダム建設と生活変化－」 

   古家 晴美（筑波学院大学情報コミュニケーション学部・准教授） 

        「高度経済成長と食の変化－長野県立科町の事例より－」 

   小島 孝夫「混住化の進展と地域社会の変容 

             －埼玉県東南部一農村における〈高度経済成長〉－」 
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   加藤 秀雄「東京湾沿岸部の大規模開発に伴う生活変化」 

４．今年度の研究成果 

 上記のような今年度の計４回の研究会の開催に関する記述にもあるとおり，経済史学や民俗学に限らず多

様な学問分野の研究動向が紹介され，その知的情報と問題の所在に関する情報を共有することができた。そ

して，このような多様な学問分野における高度経済成長期に関する研究動向の確認により，各分野ともこの

時代の生活変化に焦点をあてた研究は実はまだ必ずしも多くないことがわかってきた。それにより，この時

代の生活変化をとらえるための，共通課題の設定を試みることとして，今年度はワークショップ３「団地暮

らしの誕生と生活革命」を開催し，研究発表の後，（１）「憧れ」の団地族はいつまでか？（２）団地生活が

日本人の暮らしに与えた影響，についての討論を行なった。昭和 30 年（1955），住宅建設十箇年計画の実施

機関として日本住宅公団が設立し，団地の建築が進んだ。初期の団地としては東京都北区の赤羽台団地（昭

和 37 年入居開始）があり，その後，多摩ニュータウンの開発計画（昭和 45 年）にいたるまで，「団地暮らし」

は郊外へひろがっていった。その両者の比較を通して，団地生活の変遷を知ることができた。また団地生活

は，２DK を標準設計とする合理的・機能的な居住空間，水洗トイレや家庭電化製品の普及を特徴としている。

こうして団地生活は現在につながる都市型生活の出発点として位置付けられる，などが議論された。この研

究会記録は報告・討論記録集として簡易製本（197 ページ）のかたちでまとめることができた。 

 なお，３年間の共同研究の成果は，第６室展示（高度経済成長と生活の変貌）へ反映させるとともに，共

同研究員および研究協力者各位による論文執筆を行ない，『研究報告』（特集号）として編集する予定である。 

５．全期間の研究成果 

 初年度（2007 年度）に経済史学や民俗学など各分野における高度経済成長期に関する研究動向の確認を行

なった結果，この時代の生活変化に焦点をあてた本格的な研究はまだ実は多くないことが明らかとなった。

そこで，この時代の生活変化をとらえるための共通課題の設定を試みることとし，2007 年度にワークショッ

プ１「高度経済成長期の都市と農村」，2008 年度にワークショップ２「高度経済成長期の生産と消費」，2009

年度にワークショップ３「団地暮らしの誕生と生活革命」を開催し，毎回，発表と討論とをあわせて３冊の

報告書を刊行した。その一方で，共同研究員各位でそれぞれのフィールドワークを試みて，各年３回の研究

会でその成果を報告した。以下はその研究成果の一部である。 

都市と農村  高度経済成長期の大きな特徴は，農村から都市への大量の労働人口の移動である。1960 年の

国勢調査ではじめて第二次産業の就業者が第一次産業の就業者を上回り，農家の跡取り確保率は 1955 年の

100％から 1967 年には 57％へと低下した。また，就業人口に占める農業人口の割合は，1950 年に 45.2％，

1960 年に 30％，1970 年に 17.9％へと急減し，農村の過疎化が進行した。その一方，1970 年には人口５万人

以上の都市の人口の総人口に対する比率は 72.1％となり，都市人口の過密化が進行した。このような数値デ

ータに対して具体的な個別の事実を確認するために，都市における「金の卵」と呼ばれた中卒者たちの集団

就職の実態についての研究発表が行なわれ，「集団就職」というのは昭和 30 年代に限られた現象であり，高

学歴化によって昭和 40 年代には新たな雇用へと変化していったことが明らかにされた。また，昭和 30 年代

は経済成長がめざましく影の部分が見えにくかった時代，昭和 40 年代はその影の部分が明らかに見え始めた

時代，という時期区分の仮説も提示された。一方，若年層を離農させた農村のその後の変化，農業の機械化

などの問題について各地の農村の実態を，滋賀県大中の湖の干拓地の例，岩手県北上平野の例，新潟平野の

例，広島県や栃木県の中山間地農村の例などへの調査によって追跡を試みた。そして，同じ農業と農村の変
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化でも比較的大消費地に近い平野部と遠い中山間地農村とでは圃場整備の進行や作付けの工夫等々において

大きな地域差があることが判明した。増産から減反へという大きな転換がはかられたのが 1970 年（昭和 45

年）であったが，その 1970 年を画期として日本各地の農村の大変化が加速化していったことも明らかとなっ

た。 

生産と消費  一方，経済史学の面から注目されたのが 1960 年（昭和 35 年）という画期であった。①1960

年という年は，農業と工業，大都市と地方が併行して生産を拡大し経済発展を進めるという均衡的な発展の

道が放棄された，あるいは放棄のやむなきに至った，②太平洋ベルトの経済発展が優先され成長から取り残

された部門や地方に対しては公共事業や補助金による所得再分配が行われ国民の所得面での平等化をできる

だけ図る政策が始まった，③国民皆保険・国民皆年金は 1961 年に実現したがその際に高福祉・高負担型の福

祉国家の道は選択されなかった，という三点である。そして，高度経済成長期は地域間格差，農工間の所得

格差の是正という政策が機能しにくい状態にあったことが指摘された。また民俗学の視点からは 1970 年代以

降，山村における生活が大きく変貌したことが注目され，たとえば山林は薪炭や材木の供給地であったのが

ダム建設によって都市部への水力や電力の供給地へと変貌していった例として福島県南会津郡の只見川上流

に建設された田子倉ダムの水底に沈んだ田子倉集落に注目してその昭和 30 年以前（水没前）の自給自足的な

生活の実態についての聞き取り調査や写真・記録等の資料の収集を行なった。 

成果の公開方法  その他，団地の生活の誕生，都市生活とゴミ問題等々，多くの注目される成果が得られ

たが，それらは，第一に，平成 22 年３月に開室した第６室「現代」の「高度経済成長と生活の変貌」の展示

資料や展示パネル，タッチパネル（小椋純一「里山の植生の変化」，湯川洋司監修「消えた山の仕事」，岩本

通弥「図やグラフでみる生活の変化」など）に反映されている。第二に，平成 21 年６月に第 69 回歴博フォ

ーラム「高度経済成長と生活変化」（基調講演：中村政則，報告：岩本，関澤，コメント：浅井，加瀬和俊（東

京大学社会科学研究所教授），司会：新谷）が開催され，またそのフォーラム記録が平成 22年５月に吉川弘

文館より刊行される予定である。第三に，共同研究員および研究協力者によって 2010 年度に『研究報告』（特

集号）を編集し刊行する予定となっている。この『研究報告』の執筆予定者は 27 名で，この論文集が本館の

第６室展示「高度経済成長と生活の変貌」の基礎資料となることが期待されている。 

６．共同研究員（◎は研究代表者，○は研究副代表者） 

 浅井 良夫 成城大学経済学部           岩本 通弥 東京大学大学院総合文化研究科 

 小椋 純一 京都精華大学人文学部         小島 孝夫 成城大学文芸学部 

 澤畑 利昭 フリー・プロデューサー        新村  拓 北里大学一般教育部 

 田中 宣一 成城大学文芸学部           永江 雅和 専修大学経済学部 

 湯川 洋司 山口大学人文学部           中村 政則 一橋大学名誉教授 

 松田 睦彦 本館・研究部・助教         ○関澤まゆみ 本館・研究部・准教授 

 原山 浩介 本館・研究部・助教         ◎新谷 尚紀 本館・研究部・教授 

 安田 常雄 本館・研究部・教授 

 加藤 秀雄 本館・リサーチアシスタント（成城大学大学院） 
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(2) 「列島における生活誌の総合的研究」 

(総括研究代表者 常光 徹） 

 

１，目 的 

 人びとが生きていく生活の現場を注視するとき，そこに展開している知（知識）と技（技術・技能）に関

する伝承は，人間の営為の根幹に横たわるテーマとして浮上してくる。本研究は，日本列島を舞台に日々の

生活を営む人びとのあいだに培われてきた知と技のあり方を，現代の民俗を基軸に総合的に研究するもので

ある。 

 Ａブランチ「兆・応・禁・呪の民俗誌」は，人の生死にまつわる予兆や禁忌，治病の呪いなど，日々の人

間関係や衣食住・身体などに関する伝承が対象である。災禍を防除する方法・手段としての呪術（呪い）は

生活技術として機能しているが，従来，技術を裏づける基礎としてあるべき知識や心意との関係については

十分な検討がなされてこなかった。ここでは，技術と知識のありかたを多面的な視座から考察することで新

たな知見の獲得を目指したい。 

 人間は手段としての技術を介して自然に働きかけていくが，そこには技術を保有する人びとの自然観や自

然認識が深く関与している場合が少なくない。Ｂブランチ「自然と技の生活誌」では，農業，漁業，狩猟，

採集，都市の生業等を取り上げて，自然と直に向かい合う人びとの身体的技能の特質と，技能を裏づけてい

る自然知や暗黙知の考察をすすめる。さらに，生業の技術をとりまく社会的，歴史的課題に取り組む。生業

の現場における自然と人間が織り成す知と技との関係が主題である。 

 Ａ・Ｂ両ブランチが措定する対象の違いとそこでの多様なありようへの関心は，知と技の関係について総

合的研究を目論む本企画の基本的な枠組みだが，同時に，一見異質に映る両者のあいだに通底している諸課

題についても議論を重ねたい。自然知や暗黙知といわれるものの内実は，兆・応・禁・呪の背後にある感性

や価値観といった心性の問題と深層のレベルで交錯していると予想される。相互の研究状況を共有し幅広い

発想を醸成する機会として，年に１回は合同研究会の開催を計画したい。 

 

Ａ「兆・応・禁・呪の民俗誌」2007～2009 年度 

(研究代表者 常光 徹） 

 

１，目 的 

 本研究は，俗信という用語で総称される「兆」「応」「禁」「呪」に関する知識と技術のあり方を，民俗学を

基軸に考古学，歴史学，文化人類学，宗教学等の知見を総合することで，多面的な視座から明らかにしよう

とするものである。 

 兆（予兆）は「カラス鳴きがわるいと誰か死ぬ」といった伝承で，ある現象を手がかりとして現在から未

来を推測する知識をいい，その対象は自然現象をはじめ身体，動植物など多岐に及ぶ。応は何らかの結果を

確認して，つまり現実に発生した事象から過去に向かって原因を推測する知識である。禁（禁忌）は「何々

をしない」という禁止事項で，違反した際の予想される制裁を伴っている場合が多い。呪（呪術）は主に災

禍を防ぎ除去するための手段・方法だが，禁忌と呪術は共に生活技術として機能しているといってよい。 

 知識・技術としての俗信は，列島における民俗文化の多様な領域に亘って伝承されているだけでなく，史
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資料をはじめ文学作品や絵画資料等のなかに数多く確認することができる。本研究では，俗信の民俗をめぐ

る多彩な研究の可能性を探るとともに，文献資料や絵画資料等にみえる俗信がどのような意味を含み，歴史

的展開や変容の過程をたどったのか，諸資料をもとに現在の伝承を視野に入れながら解明したい。また，俗

信の実態調査を行い，生活の具体的な場面で機能している伝承の拘束性や民俗的な意味について明らかにす

る。従来，「兆」「応」「禁」「呪」は心意現象と深くかかわる伝承として注目されてきた。俗信の深層にある

人びとのものの感じ方や世界観といった心性をめぐるテーマも検討課題である。とくに，本研究の成果を総

合展示に活用する目的から，妖怪や幽霊を対象とした他界観に関する議論を深めたい。 

２，今年度の研究目的 

 ２年間，共同研究者が関心を抱いているテーマを中心に「兆」「応」「禁」「呪」に関する研究発表と民俗調

査を行い，学際的な視座から討議を重ねてきた。21 年度は，引き続き，多領域にまたがる俗信の生活知識お

よび技術としてのはたらきと意味を追求するとともに， 終の年度として共同研究の成果を総括する方向で，

つぎの諸点を念頭に置きながら活動を展開する。 

①「俗信」という用語の使用例を検討し，「俗信」の概念がどのような経緯のなかで形成されてきたのか，研

究史を整理し見通しをつける。 

②総合展示リニューアル（とくに呪い，妖怪・幽霊の分野）を視野に入れた調査・研究を推進する。 

③近世の絵画資料に描かれた俗信や文献に記載された俗信と，現在伝承される俗信との比較を試みて多面的

な視点から議論を深める。 

３，今年度の研究経過 

 第１回研究会 

  ６月 20 日（土） 国立歴史民俗博物館 

  渡邉一弘「日中戦争期における千人針のメディア展開」 

  安室 知「出世する魚－ブリの成長段階名をめぐって」 

  ６月 21 日（日） 国立歴史民俗博物館 

  梅屋 潔「アミン政権下における呪われた大臣の記憶－ウガンダ東部アドラ民族の事例」 

 第２回研究会 

  10 月 24 日（土） 国立歴史民俗博物館 

  柏木善治「南関東の装飾古墳－壁画にみる葬送観念」 

  山田厳子「出産と呪術－『生あるもの』と『生なきもの』の弁別」 

  10 月 25 日（日） 国立歴史民俗博物館 

  山田慎也「葬儀の俗信－枕団子と死者の寿命」 

  小池淳一「兆占禁呪と宗教者」 

 第３回研究会 国立歴史民俗博物館 

  ２月 13 日（土） 気仙沼市リアス・アーク美術館 

  村山絵美「日本兵の『亡霊写真』とメディア－1960 年の『琉球新報』記事を事例として」 

  秋山笑子「水辺の環境と生活の変容－手賀沼のほとりで農に生きた人・増田実日記から」 

  川島秀一「旅人が見た気仙沼」 

  ２月 14 日（日） 
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 宮城県気仙沼市（観音寺・小々汐の尾形家・水山養殖場），岩手県一関市（東山和紙と紙漉き），水沢市（正

法寺）での聞き書きと巡見 

４，今年度の研究成果 

 俗信の知識と技術に関する機能と可能性について，戦争をめぐる民俗，出産・葬送習俗における予兆と呪

術，俗信と宗教者などをテーマに幅広い視座から検討した。第１回研究会では，千人針に関する研究発表を

もとに，千人結から千人針への変遷やその呪的な意味，日中戦争における新聞・雑誌・映画などのメディア

との関わりについて検討した。また，出世魚であるブリの成長段階名に関する発表から，成長段階名の発生

や分化の要因について新たな知見を得ることができた。第２回研究会では，死者に供える枕団子の俗信に関

する研究発表をもとに，生者の側の死の受け止め方について検討した。また，会津と土佐の山間部における

宗教者の活動と兆・占・禁・呪について，研究発表をもとに議論し，宗教者と俗信の新たな接点を見出すこ

とができた。第３回研究会は「自然と技の生活誌」（代表 安室知）と合同で開催し，有益な議論を展開する

ことができた。俗信関係では，1960 年に報道された兵士の亡霊写真をめぐる研究発表をもとに，メディアの

介在と当時の政情が及ぼした影響について検討した。２日目は，俗信と生業に関係する寺院や民家などを訪

ねて聞き書きと巡検を行った。 終年度なので，研究会では俗信の研究史の検討と，成果の民俗展示への活

用を念頭においた議論をすすめた。また，調査報告書として『俗信文献目録』を刊行した。 

５，３年間の研究成果 

 俗信の研究史についてはこれまで十分な検討がなされてこなかったが，３年間の研究活動を通して，「俗信」

の語の意味の変遷と，兆（予兆）・応（後に卜占）・禁（禁忌）・呪（呪術）をさす用語として定着する時期に

ついて確認することができた。1913 に創刊された民俗学の専門月刊誌『郷土研究』では，禁忌や呪術にまつ

わる伝承は，俗伝，禁厭，俚諺俚伝，言い習わしなどの語のもとに紹介されている。俗信という語は 1913

年５月に桜井秀が同誌に報告した「俗信雑記」がもっとも早いが，その内容は，中世の記録や作品を用いた

文献による考証であって，禁忌や呪術に関する記述はみられない。現在「俗信」という用語は，身近な生活

の場に伝承される兆・占・禁・呪で比較的短い言葉で表現される内容のものをさしているが，この意味で広

く使用され定着したのは 1931 年～1933 年頃と考えられる。心意現象を探る方法としての俗信の重要性は早

くから意識されてきたが必ずしも十分な成果が蓄積されているわけではない。その要因のひとつは俗信概念

の曖昧さにあるといってよい。俗信の概念に関する研究成果を系統的に整理し，その可能性と課題について

指摘した。しかし，それを踏まえてのさらなる概念の検討については必ずしも十分だったとはいえない。今

後の課題である。 

 俗信は民俗文化のさまざまな領域にわたって伝承されているだけでなく，文学作品や絵画資料等のなかに

も確認できる。学際的な討議のなかから多領域にまたがる俗信の知と技について，その実態を提示するとと

もに俗信の機能と影響力の一面を明らかにすることができたのは成果である。俗信は，一行知識ともいわれ

るように短い言葉で表現されることが多く，そのため非体系的で断片的な伝承とみなされがちである。しか

し，建築をめぐる呪法や漁における儀礼などの研究発表と検討を通して，その背後には知識と技術に関する

論理的で体系的な世界を有していることを浮き彫りにした。また，動物についての予兆の背景に，農民や漁

民の精緻な自然観察が横たわっていることを解明した点は，俗信研究の新たな可能性を拓くものである。 

 俗信は葬送に関する習俗や説話のなかに色濃く伝承されている場合が多い。勝田至の火車についての研究

発表は，平安時代から現代に至るまでの火車の事例を整理し，火車のもつ意味の歴史的な変遷を明らかにす
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るとともに，文献に記録された俗信と民間伝承との交渉を視野に入れたものである。浮世絵において妖怪や

怪異を描く際の薄墨の技法の特色を解明した大久保純一の研究発表は，今後予定されている民俗展示の妖怪

コーナーの企画を考えるうえでも参照すべき貴重な成果である。小池章太郎の近世文芸にみる俗信の研究発

表は，俗信が庶民生活の実に多様な場面で機能し影響を及ぼしていたことを明らかにし，現在の俗信と比較

研究する手掛かりを提供した。 

 本共同研究会は，「自然と技の生活誌」（代表 安室知）と年に一度の合同研究会を開催し，研究状況を共有

するとともに，共同で聞き書き等を行った。生業における知と技との関係を考察するうえで参考になる有益

な知見を得ることが多かった。また，俗信に関するこれまでの研究の蓄積を確認し，新しい研究を展開して

いくうえで目録の作成が必要と考え『俗信文献目録』を刊行した。 

６，共同研究員（◎は研究代表者，○は研究副代表者） 

 梅野 光興 高知県立歴史民俗資料館         梅屋  潔 神戸大学国際文化学研究科 

 勝田  至 芦屋大学                川島 秀一 気仙沼リアス・アーク美術館 

 川田 牧人 中京大学現代社会学部          川野 和昭 鹿児島歴史資料センター黎明館 

 小島 博巳 ノートルダム清心女子大学文学部     斉藤 研一 武蔵大学 

 篠原  徹 人間文化研究機構            鈴木 正崇 慶應義塾大学文学部 

 崔  錫栄 韓国中央大學校             花部 英雄 國學院大學文学部 

 安室  知 神奈川大学経済学部           横山 泰子 法政大学工学部 

 鯨井千佐登 宮城工業高等専門学校（客員教授）    大久保純一 本館・研究部・教授 

 小池 淳一 本館・研究部・准教授         ◎常光  徹 本館・研究部・教授 

○松尾 恒一 本館・研究部・准教授          村木 二郎 本館・研究部・准教授 

 山田 慎也 本館・研究部・准教授 

 

Ｂ「自然と技の生活誌」2008～2010 年度 

(研究代表者 安室 知） 

 

１．目 的 

 人は「生きていく方法」として，直接的であれ間接的であれ，自然と対峙し，その関係性のなかで生業を

営んできた。この自然と人の間を媒介するのが技術ということになるが，その基盤をなすのは豊に蓄積され

た自然をめぐる民俗知識である。 

 本研究において第一に着目する点は，列島における生業の技術である。生業の技術とは，道具（機械）と

身体的技能および生態的技能の総和であるという観点から，とくに身体的技能と生態的技能に焦点をあわせ

て，民俗知識（自然知・暗黙知）の総体とその構造を明らかにしたい。 

 また，生業として取り上げる対象は農業，漁業，林業，狩猟採集，都市型生業および交通・交易など多岐

におよぶが，生業の技術に支えられる生活を，生業複合という高次の技術段階から列島の生業文化を捉えな

おすことが，第二の着目点となる。 

 一般に人の生活は進化史的な理解をされてきたが，それは技術のうち道具（機械）の発達に注目した観点

であり，実態は道具の進歩と身体的技能および生態的技能は反比例の関係にあるのではないかというのが，
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本研究の基本的なアイディアである。たとえば，近世農書や現在の生業技術からうかがうことのできる近世

の生業は，身体的技能や生態的技能は，工業技術化の進んだ現代農業より高いレベルにあった可能性もある。

したがって，生業技術の変遷として，近世末・昭和初期・現代に時間軸を設定して技術の連続性と非連続性

を明らかにする。これが第三の着目点である。 

 そして「生きていく方法」としての生業活動を突き動かすのは，人の生活を包含する社会性である。従来，

人の生業活動における社会的な側面はあまり重視されてこなかった。生産の場である山や海などの所有関係

には生業活動との関連でとくに注目したい。つまり親族構造や社会関係などを技術の社会知としてとらえ，

それらの運用が技術の効率にどのように関連するか考察することを第四の着目点としたい。 

 以上の研究を通して新たな生活環境史の構築を構想する。そして，それをもって，総合展示第４室（民俗）

リニューアルにおける「生活世界における生業と技術」の展示研究および展示資料収集を推進することを本

研究の主な成果としたい。 

２．今年度の研究目的 

 本年度は，前年度に引き続き，海・山・里・町に展開する生業技術（とくに自然と対峙し自然を資源とす

る環境利用の仕方）について，共同研究メンバーの提示するフィールド・データを中心に検討を進める。ま

た，それとともに，諸生業がどのように選択され組み合わされるかによって「生きるための技術」となりえ

るのか，それについて列島各地の多様な複合のあり方とその時系列に沿った変遷の具体像を探る。また，生

業研究にとって重要な要素となる「開発」や「移動」の概念についても事例に則して検討を進めることとす

る。そのうえで，生活誌が人と自然の関係を探るための方法として有効であるか否かについて検討していく。 

３．今年度の研究経過 

○第１回研究会 

・テーマ：「移動」をめぐって 

・日時：平成 21 年７月 18 日（土） 13 時から 18 時 

・場所：歴博会議室 

・研究発表 

 １「島で生きる技としての人の移動」 松田睦彦（共同研究員） 

 ２「転飼養蜂をめぐる日本的遊動の一形態」 佐治靖（ゲストスピーカー，福島県立博物館） 

 ３「移動」に関する総合討論（共同研究メンバー全員） 

○第２回研究会 

・テーマ：富山・高岡合同巡検調査 

・日時：平成 21 年 12 月 12－13 日（土日） 

・場所：富山市・高岡市 

・研究発表（富山大学） 

 １「クマ狩りの技術と伝承」 森 俊（ゲストスピーカー，富山県立小杉高校） 

 ２「筑波研究学園都市の民俗－開発の中の故郷と異郷－」 山下裕作（共同研究員） 

 ３「ボラ網漁の生活誌」 川島秀一（共同研究員） 

・巡検調査（13 日，高岡市） 

  高岡市歴史民俗資料館→菅笠作り実演参観→鯉の里資料館→菅笠の館資料館 
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○第３回研究会 

・テーマ：気仙沼合同巡見調査 

・日時：22年２月 13－15 日（土－月） 

・場所：宮城県気仙沼市 

・研究発表（２月 13 日，リアス・アーク美術館） 

 １「日本兵の亡霊とメディア報道－1960 年の琉球新報記事を事例として－」 村山絵美（ゲストスピーカ

ー，総研大院生） 

 ２「水辺の環境と生活の変容－手賀沼のほとりで農に生きた人：増田実日記から－」 秋山笑子（ゲスト

スピーカー，千葉県立房総のむら） 

 ３「気仙沼の民俗」 川島秀一（共同研究員） 

・巡見調査（２月 14．15 日） 

 観音寺（気仙沼市）→小々汐の尾形家（気仙沼市）→水山カキ養殖場・唐桑半島（気仙沼市）→昼食→東

山和紙と紙漉き（一関市）→正法寺（水沢市） 

４．今年度の研究成果 

 本年度は，養蜂・クマ猟・カツオ漁・低湿地開発といった具体的な海山里の生業技術を取り上げて，「生き

るための技術」としての生業の複合性と，それを支える「移動」「開発」という行為について，フィールド・

データをもとに学際的に議論した。その結果，水田稲作に象徴される定着的な生業のいとなみとの対比にお

いて，「移動」「開発」という行為が人類史および日本歴史において果たした役割について実証的に明らかに

することができた。併せて，人が「移動」「開発」することによって引き起こされる社会的な葛藤（占有権や

所有権の侵害といったこと）についても検討し，そうした葛藤を回避するための社会知について議論を深め

ることができた。 

 また，本年度は，従来の歴博における研究会に加え，現地に赴いての巡見調査を２回開催することで，学

際的でかつ実態に即した議論を展開することができた。 

 ただし，上記のような研究成果を上げることができたと自己評価する一方で，本年度の中心的課題となっ

た「移動」および「開発」の概念については十分な共通認識を形成することはできなかった。そのため，研

究発表と討論が個別の事例分析的なものになりがちで，学際的に誰もが納得しうる結論には至らなかったと

いう反省もある。本年度の反省をふまえ，来年度はこれまでの議論の中から見いだされた生業をめぐる重要

な研究概念について共通認識を検討し，より有効な議論がおこなえるようにしたいと考える。 

５．共同研究員（◎は研究代表者，○は研究副代表者） 

 池田 哲夫 新潟大学人文学部       川島 秀一 リアス・アーク美術館 

 篠原  徹 人間文化研究機構       高橋 美貴 東京農工大学大学院 

 田口 洋美 東北芸術工科大学芸術学部   中井 精一 富山大学人文学部 

 中西僚太郎 筑波大学大学院        山下 裕作 農村工学研究所 

 山本 志乃 旅の文化研究所        湯川 洋司 山口大学人文学部 

 常光  徹 本館・研究部・教授      西谷  大 本館・研究部・准教授 

 小池 淳一 本館・研究部・准教授     内田 順子 本館・研究部・准教授 

 青木 隆浩 本館・研究部・准教授     松田 睦彦 本館・研究部・助教 
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○吉村 郊子 本館・研究部・助教     ◎安室  知 神奈川大学経済学部 

 ［リサーチアシスタント］ 

 岡田 翔平 神奈川大学大学院歴史民俗資料学研究科・大学院生 

 

Ｃ「地域開発における文化の保存と利用」2009～2011 年度 

(研究代表者 青木 隆浩） 

 

１．目 的 

 本研究は，基幹研究「列島における生活誌の総合的研究」のＣブランチとして，地域開発と文化の保存・

利用・創出の関係を明らかにすることを目的とする。 

 地域開発と文化の保存は，従来相反することであった。経験的にも，地域開発は文化を大きく変容させ，

反対に文化は開発の遅れた地域ほど古くからのものが残存すると考えられてきた。ところが，ホブズボウム

らが「創られた伝統」という概念を用いて，一般に古いと考えられているものが案外新しく創られたもので

あることに注意を促し，さらに彼らの批判が皮肉にもその議論の前提となっていた本質主義の限界を顕在化

させたことにより，両者の関係はますます曖昧に捉えられるようになってきている。実際にも，地域開発を

きっかけとした文化の保存，反対に文化を保存するための地域開発が，とくに経済難の深刻な周辺地域で行

われている。 

 前者はまず，ダムや空港の建設を典型とした大規模開発において，強制的に消滅を迫られる地域独自の文

化をどのような手段で残すかという問題と関わる。これについては，単なる記録保存を目的とするものから，

新たな観光資源の創出に至るまで，様々なパターンが存在する。例えば，ダム開発は地域外からの労働者と

金銭の流入を招き，地域社会を大きく変えてしまうため，水没する集落にとどまらず，しばしばその周辺地

域にまで記録を残すことになる。このような場合に，国や都道府県を巻き込んだ大がかりな文化の保存活動

が実施されやすい。一方，大規模開発から取り残された地域，あるいは開発事業が終わってしまった地域で

は，集落を維持するための数少ない選択肢の中から観光開発への道を選び，そのためにしばしば文化の利用

と創造をおこなってきた。既存研究では，結果として生じた文化の保存と変化に注目することはあっても，

それらを開発との関わりから検討する視点に乏しかった。そこで，本研究会では文化の保存と利用，さらに

はその過程で生じる変化について，開発との関わりからより包括的な調査・研究を試みる。 

 後者も前者と不可分の関係にあるが，より直接的には文化行政の変化と絡んでいる。もともと文化財は面

的ではなく点的な対象のうち，特に貴重なものを現状保存することを目的としていた。ところが，点的な保

存をしたところで，その周辺の開発が進んでしまえば，結果的に景観が阻害され，地域らしさを維持できな

いという事例が多発した。そこで，文化財保護行政は，より広い範囲での文化財指定を可能とするため，重

要伝統的建造物群保存地区から文化的景観，またそれを保存するための景観法へと進んでいった。しかし，

ここで経済的困難に直面しているが故に失われつつある景観を，文化行政の手法で如何に保存するかという

点が大きな問題になった。基本的にこれは不可能なことであるが，現状ではファサードなどの工学的措置に

よって部分的に試行されている。さらには，河川や田園に対しても農業工学的な復元技術が開発されつつあ

る。これらの実態から，文化行政は現状保存から開発による保存へと大きく転換したといってよい。だが，

工学的な景観保全は地域の生産や生活の機能を経済的に解決できず，したがって気休め程度の対策にしかな
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らない。既存研究では，このような文化財行政に対して批判を続けてきたが，それでも文化財保護の対象が

拡大されつつある背景やその結果として起きている文化ないし生活の変化については，検討が不十分である。

そこで，本研究会では，文化の保存を目的とした開発が行われる地域的な背景と，その結果として生じつつ

ある文化ないし生活の変化について現状把握することを第２の目的とする。 

２．今年度の研究目的 

 地域開発をきっかけとした文化の保存・利用，地域開発を目的とした文化の利用・創出といった現象は，

まず世界遺産登録地域と北海道，沖縄で顕著にみられる。また， 近新たに設けられた文化的景観の制度は

広範囲の景観保全を目的としているが，その行き先はいささか不透明である。１年目は，調査対象地域をで

きるだけ広く設定し，問題の所在を明らかにしたい。 

３．今年度の研究経過 

 第１回研究会 

  日 時：2009 年６月 21 日（日）13時 30 分～17 時 00 分 

  場 所：国立歴史民俗博物館第２会議室 

  発 表：青木隆浩「趣旨説明」 

      出席者の自己紹介 

      内田順子「第４展示室リニューアル：Ａゾーンとの関連について」 

      青木隆浩「北九州近代化遺産調査報告」 

 第２回研究会 

  日 時：2009 年９月 21 日（月・祝）13 時 30 分～18 時 00 分 

  場 所：国立歴史民俗博物館第２会議室 

  発 表：柴崎茂光「地域開発における文化の保存と利用－白神山地の事例－」 

      青木隆浩「五箇山・白川郷の調査報告」 

 第３回研究会 

  日 時：2009 年 12 月 19 日（土）13 時 30 分～12 月 20 日（日）12 時 00 分 

  場 所：国立歴史民俗博物館第２会議室 

  発 表：松尾恒一「西表島 祖納／干立の節祭 伝統と現在」 

      久万田晋（沖縄県立芸術大学）「戦後沖縄における民族芸能エイサーの発展」 

      川村清志「民謡の生成と競合－富山県五箇山地方『こきりこ』を中心に」 

 第４回研究会 

  日 時：2010 年２月 19 日（金）11時 30 分～２月 22 日（月）16 時 00 分 

  場 所：徳島大学，四国遍路八十八ヶ所霊場のうち１～３番，28～33 番など， 

      マイントピア別子 

  発 表：高橋晋一「徳島阿波踊りほか研究紹介」 

      浅川泰宏「四国遍路の巡礼路再生運動」 

  巡 検：お遍路ツアー（徳島・高知・愛媛の一部） 

      別子銅山跡見学（マイントピア別子） 

 その他 
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  よさこいソーラン調査，白神山地調査，五箇山・白川郷調査，高野山・熊野古道調査，福岡近代化遺産

調査，長崎近代化遺産・戦跡調査，沖縄戦跡調査，西表島炭坑跡調査など 

４．今年度の研究成果 

 今年度の研究成果は大きく３つに分けられる。１つ目は，観光開発と環境保全のせめぎあいに悩まされて

いる世界遺産登録地域の研究，２つ目は文化財の新たなカテゴリーとして注目されつつある近代化遺産と戦

跡の研究，３つ目が信仰・祭礼のイベント化・観光化に関する研究である。 

 まず，世界遺産登録地域の研究としては，白神山地，五箇山・白川郷，屋久島をおもな対象としているが，

その中で今年度は白神山地の観光化と五箇山・白川郷における山村生活の変化と民謡の生成について捉える

ことに力点を置いて研究した。白神山地では，観光化を推進している青森県側と環境保全を優先させている

秋田県側の間で，観光業と森林資源の現状にどのような違いが出ているのか確認した。 

 また，負の遺産をあえて保存し，観光資源化するのも近年の特徴であるが，その中でかつて劣悪な労働環

境が問題となっていた炭坑の跡と多くの犠牲者を出した戦跡の保存・記憶化と観光業の関係についても調査

をおこなった。それらの背景として，世界遺産の登録ないし登録推進運動や，記憶の保存化がどのように関

係しているか検討した。 

 信仰・祭礼のイベント化・観光化については，よさこいソーランと沖縄のエイサー，四国遍路，西表島の

節祭りをおもな対象として議論を進めた。信仰や祭礼が本来の意味を変化させて，あるものは新たな観光資

源となり，別のものは伝統的な様式を保持しながら新しい観光形態に取り込まれている。それらの現状と社

会変化，経済活動の関係などについて検討した。 

５．共同研究員（◎は研究代表者，○は研究副代表者） 

 浅川 泰宏 埼玉県立大学保健医療福祉学部      金行 信輔 千葉大学工学部 

 川村 清志 札幌大学文化学部            柴崎 茂光 岩手大学農学部 

 高橋 晋一 徳島大学大学院             野本 正博 アイヌ民族博物館 

 安室  知 神奈川大学経済学部           山本 理佳 青山学院女子短期大学 

◎青木 隆浩 本館・研究部・准教授          岩淵 令治 本館・研究部・准教授 

○内田 順子 本館・研究部・准教授          小池 淳一 本館・研究部・准教授 

 松尾 恒一 本館・研究部・准教授          丸山 泰明 本館・研究部・機関研究員 

 山田 慎也 本館・研究部・准教授 

 〔リサーチ・アシスタント〕 

 城石 梨奈 お茶の水女子大学・大学院生 

 〔ゲストスピーカー〕 

 久万田 晋 沖縄県立芸術大学附属研究所 
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(3) 交流と文化変容に関する史的研究 2006～2009 年度 
 

Ａ「移民史の比較研究」2006～2009 年度 

(研究代表者 今泉裕美子） 

 

１．目 的 

 本研究は，日本へのあるいは日本からの移民の往来，定着を第二次世界大戦を軸に比較研究することで，

ユーラシアにおける東アジア地域の形成と変容を移民という「人の交流」から明らかにすることを目的とす

る。 

 従来，日本へのあるいは日本からの移民に関する研究では，移民政策と移民現象の関連づけ，移民の送り

出し・受け入れ地域社会の形成・変容と相互の関係性，移民を通じたモノ，カネ，情報，技術，文化，思想

の往来が地域社会の形成や変容にどのような影響を及ぼしたのかについては，十分に検討されてこなかった。

また，東アジアという地域の形成や変容を，移民を対象とする上述のようなアプローチによる「人の交流」

から特徴づけた研究は行なわれていない。一方，第二次世界大戦を軸に据えた日本人移民の研究については，

総合的な研究が発表されているが（移民研究会編『戦争と日本人移民』東洋書林，1997 年），各地域におけ

る移民政策と移民現象を共時的に関連づけたり，東アジア地域の形成・変容という視点からのアプローチは

なされてこなかった。 

 この研究では，日本からの移民の送り出し・受け入れについて，従来の研究の成果を踏まえつつ，移民の

くらし，送り出されたあるいは定着した地域社会のありようを政治，経済，社会，文化の側面から分析し，

地域社会の制度，階層，階級を形成，変容させる移民を，国家，民族，同郷者，運動体，ジェンダー，家族，

職業，子ども，学校などのさまざまな集団の諸関係から捉える。その際，従来は移民という範疇では必ずし

も十分に対象とされてこなかった在日朝鮮人，アイヌなどについてもとりあげる。 

 また，第二次世界大戦を軸に，日本の植民地支配体制の戦時化，敗戦による日本の植民地・占領地の脱植

民地化，日本の国際社会への「復帰」という過程のなかで，移民の進出，引揚げ，あるいは定着から移民の

送り出し・受け入れ地域社会の変容を通時的に捉えることで，ユーラシアの変動のなかに東アジア地域の変

容を特徴づける。 

２．今年度の研究経過 

2009 年４月 19 日 第１回研究会（於：法政大学市ヶ谷キャンパス） 

 昨年度末に沖縄で実施したシンポジウムの総括を行うと共に，各メンバーの研究報告を実施した。 

2009 年７月 19 日 第２回研究会（於：法政大学市ヶ谷キャンパス） 

 小林英夫他『戦後アジアにおける日本人団体－引揚げから企業進出まで』（ゆまに書房，2008 年）の書評

会を行い，成果集約のための基礎作業とした。また，各メンバーの研究報告を実施した。。 

2009 年８月 27 日～28 日 第３回研究会および浦賀・横須賀引揚げ施設巡検 

 合宿形式で成果集約に向けた研究会を実施し，成果物の全体構成について方針を策定すると共に，個々の

論文内容に関して精査した。また研究会終了後，神奈川県内の巡検を行った。 

2009 年 11 月 29 日 第４回研究会（於：法政大学市ヶ谷キャンパス） 

 国際シンポジウムに関する準備報告を行った。また，成果集約につなげるための研究活動の総括を実施した。 
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2010 年１月 29 日 第５回研究会（於：法政大学市ヶ谷キャンパス） 

 国際シンポジウムに関する準備報告を再度実施すると共に，各メンバーによる研究報告を行った。 

３．今年度の研究成果 

 今年度は，成果集約を視野に入れ，これまでの研究活動の総括に重点を置いて研究を行った。この過程で，

戦後引き揚げを中心とした論文集を作成することを策定すると共に，それぞれの執筆内容について詳細な検

討を行うことができた。また，執筆に際して必要となる資料についての補足も行い，外交史料館所蔵の文書

のデジタル化などを進めた。 

４．３年間の研究成果 

 本共同研究では，研究期間全体を通じて，戦後の引き揚げを軸にした移民史の再整理を行うと共に，国内

および国際間の研究交流を精力的に行った。 

 引き揚げをめぐる研究においては，とりわけ資料の発掘と聞き取り調査を行うと共に，地域間の比較を行

うことで，異なる地域への移民をめぐる相互の特異性，ならびに政策的な通底性の双方を視野に入れること

ができた。これをめぐっては，成果物の出版により，さらなる論点整理と研究成果の公表を実施する計画で

ある。 

 また研究交流においては，連携研究内で方法論の異なる班との合同研究会を実施したほか，連携研究外の

研究プロジェクトとの合同書評会なども行い，「地域」の捉え方や，人の移動に伴う集団・社会，さらには当

事者の意識の形成といった事柄を対象化することができた。また，アーキビストとの交流，地方の自治体史

編纂委員との交流を実施したことで，資料状況を再把握すると共に，それぞれの地域における調査・研究活

動との連動の中に本共同研究の活動を置き直すことができたといえる。また，海外との研究交流を通じて，

移民史をめぐる視角に関する国際間の相違が表面化した。これは，日本における移民研究のあり方を相対化

する契機になったばかりでなく，日本の人文・社会科学分野における問題の立て方に再考を迫る要素をも含

んでおり，将来的な研究課題を明確化できた。 

 このほか，本共同研究と連動して，国立歴史民俗博物館における特集展示「アメリカに渡った日本人と戦

争の時代」が開催されることとなり，研究成果の社会還元を果たすことができた。同時にこの展示準備の過

程における資料調査などを通じて，海外に存在する移民関係資料の現状を把握すると共に，国際間の研究者

の関係性を構築することが可能となった。とりわけ在外資料に関しては，その保存や活用をめぐって，いく

つかの問題があることも明らかになり，今後，日本の学界ないしは博物館が，何らかの形でそれら資料をめ

ぐるプロジェクトを実施する必要と余地があることが明らかになった。 

５．共同研究員（◎は研究代表者，○は研究副代表者） 

 榮野川 敦 沖縄県うるま市教育委員会教育部    木村 健二 下関市立大学経済学部 

       文化課 

 曽  士才 法政大学国際文化学部         竹野  学 札幌医科大学医学部 

 宮本 正明 （財）世界人権問題研究センター    村川 庸子 敬愛大学国際学部 

 柳沢  遊 慶応義塾大学経済学部         山下 靖子 津田塾大学国際関係研究所 

◎今泉裕美子 法政大学国際文化学部（本館客員教授） 原山 浩介 本館・研究部・助教 

○安田 常雄 本館・研究部・教授 
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 ［リサーチアシスタント］ 

 高木 晋一郎 千葉大学大学院・大学院生 

 

Ｂ「国民国家の比較史的研究」2006～2009 年度 

(研究代表者 趙 景達） 

 

１．目 的 

 本研究は，非ヨーロッパ世界で，ヨーロッパとの接触・交流によって，国民国家が形成される歴史的過程

について，19世紀という時間的枠組みを設定して比較研究しようとするものである。国民国家を問題にしな

がらも，国民国家を没個性化するような「国民国家論」とは違い，比較史的観点を導入することによって，

さまざまな国家や地域の個性を明らかにしていくことを目指す。 

 国民国家は軽やかに超えられるかのような議論が一頃あったが，今日は再版国民国家などという現象も出

てきている。本研究の意義は，国民国家の比較を通じてその頑強性の秘密に迫るとともに，その克服の可能

性についても考えることにある。 

 国民国家といえば，ヨーロッパを中心に考えるのが常識化しているが，「国民国家の比較史的研究」班は，

アジアとりわけ東アジアを中軸に据えつつ，ヨーロッパはもとより他のアジア諸国と比較することを主眼と

している。 

２．今年度の研究目的・計画 

 ①シンポジウムの開催 

 ②論文集の刊行 

３．今年度の研究経過 

 ・シンポジウムの開催と『思想』特集刊行に向け，６回にわたる研究会を行った。 

 ・シンポジウム「近代日本のなかの韓国併合－人物と戦争の観点から」 

（11 月 14 日 於：明治大学駿河台校舎リバティータワー） 

   「日露戦争と韓国併合」  （和田 春樹） 

   「吉田松陰と韓国併合」  （須田 努） 

   「伊藤博文と韓国併合」  （小川原宏幸） 

   「宇都宮太郎と韓国併合」 （宮本 正明） 

４．今年度の研究成果 

 ・『思想』（岩波書店・2010.1）特集「「韓国併合」100 年を問う」 

 ・久留島浩・趙景達編『国民国家の比較史的研究』（有志舎・2010.3） 

 ・安田常雄・趙景達編『近代日本のなかの韓国併合』（東京堂出版・2010.3） 

５．全期間の研究成果 

 第一に，国民国家についての比較をおこなうにあたり，その形成過程を，それぞれの国・地域の研究状況

にそくして内在的に明らかにし，参加者全員の共通認識とすることを目指した。そのために，比較する国を

できるだけ多くの共同研究参加メンバーで実際に訪問し，その国の研究者と研究会・シンポジウムを開催し

て研究成果の報告・議論を重ねてきた。 
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 第二に，諸外国を訪問するに際し，国民国家の性格を表象するような場所（行政府の建築物群，国立の博

物館や美術館，大学，広場など）をできるだけ見学するようにした。とくに歴史系博物館の見学では，展示

をめぐる議論の場を設けるようにした。また，アーカイブズについての可能な限りの調査もおこなった。 

 海外で行った国際シンポジウムおよび調査は，以下の通りである。 

 【2005 年度】国際シンポジウム：「韓国における国民国家をめぐる研究状況と課題」（12/11 於：ソウル）

※同名の報告書刊行／調査：韓国国立中央博物館，国立民族学博物館，独立記念館，戦争記念館 

 【2006 年度】国際シンポジウム：「帝国の誕生と民族アイデンティティ」（11/２ 於：オーストリア）※

同名の報告書刊行／調査：ウィーン，アイゼンシュタットおよびオーストリア抵抗史料館／国際シンポ

ジウム：「19世紀中東・バルカンへの新しいアプローチ－オスマン帝国における近代国家の形成」（１/13

～14 於：千葉大学）※同名の報告書刊行 

 【2007 年度】国際研究集会参加（９/４～９ 於：ボアジチ大学）／調査：オスマン文書館，トルコ歴史

協会，国立考古学博物館，アナトリア文明博物館など 

 【2008 年度】国際シンポジウム：「19 世紀後半から 20 世紀初頭におけるベトナム・ナショナリズムと国民

国家構想の形成」（９/10 於：ハノイ国家大学）※報告書『ベトナムにおける国家と民族』刊行 

  また，国内においては，アジア民衆史研究会などと共催で国際シンポジウムを開催し，研究成果の公開

を目指した。 

 【2007 年度】国際シンポジウム：「アジアにおける国民国家構想」（12/８ 於：早稲田大学）※のちに『ア

ジアの国民国家構想』久留島浩・趙景達編（青木書店・2008.3）として刊行／国際シンポジウム：「ユー

ラシアと日本 いまなぜ国民国家か－国民国家の過去・現在・未来」（３/１～２ 於：京都市国際交流

会館）※同名の報告書刊行 

 【2008 年度】国際シンポジウム：「国民国家形成期の民衆運動と政治文化」（11/29 於：明治大学） 

 【2009 年度】国際シンポジウム：「近代日本のなかの韓国併合－人物と戦争の観点から」（11/４ 於：明

治大学）※のちに『近代日本のなかの韓国併合』安田常雄・趙景達編（東京堂出版・2010.3）として刊

行 

 また，これまでの研究活動についての集大成として，『国民国家の比較史的研究』久留島浩・趙景達編（有

志舎・2010.3）を刊行した。 

６．共同研究員（◎は研究代表者，○は研究副代表者） 

 M.W スティール 国際基督教大学教養学部    鶴巻 孝雄 東京成徳大学人文学部 

 高木 博志 京都大学人文科学研究所       羽賀 祥二 名古屋大学文学部 

 若尾 政希 一橋大学大学院社会学研究科     今井 昭夫 東京外語大学外国語学部 

 須田  努 明治大学情報コミュニケーション学部 小川原宏幸 明治大学 

◎趙  景達 千葉大学文学部           愼  蒼宇 都留文科大学 

 石田  憲 千葉大学大学院           山田  賢 千葉大学文学部 

 小沢 弘明 千葉大学普遍教育センター      秋葉  淳 千葉大学文学部 

 朴  花珍 大韓民国釜慶大学校         アン・ウォルソール カリフォルニア大学 

 野林 厚志 国立民族学博物館          川口 幸也 国立民族学博物館 

 渡辺 浩一 国文学研究資料館         ○久留島 浩 本館・研究部・教授 
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 青山 宏夫 本館・研究部・教授          大久保純一 本館・研究部・教授 

 岩淵 令治 本館・研究部・准教授         日高  薫 本館・研究部・准教授 

 小池 純一 本館・研究部・准教授         

 

Ｃ「唱導文化の比較研究」2006～2009 年度 

(研究代表者 林 雅彦） 

 

１． 目 的 

 ユーラシアと日本における人間文化の様相を宗教の側面から解明することが本研究の根幹の目的である。

21 世紀において宗教の問題は政治経済などをめぐるイデオロギーの問題以上に根深く，困難であることが地

球規模で確認されつつある。そうした問題を考え，解決につなげるために多様な学問の学際的な協力が必要

であることはいうまでもない。2005 年に日本で開催された第 19 回国際宗教学宗教史会議世界大会でもそう

した意識のもとに多くのパネルが組まれたことは記憶に新しい。しかし，宗教学や宗教史学以外の学問領域

との接合や越境的な討論の場は未だ充分に設けられていない。本研究はそうした欠を補うべく，東アジア各

地域における宗教の生活文化への展開の様相を民俗学，歴史学，文学といった複眼的な視点で解明していく

ことを目標としている。 

 東アジアにおいては仏教が宗教としては も広くさまざまな地域の文化への浸透，融合を遂げている。ま

た道教やイスラム教も一定の広がりを持ち，儒教や日本の神祇信仰も歴史のなかで大きな役割を果たしてき

た。さらに陰陽道や修験道は日本列島におけるローカルな宗教的知ではあるが，アジアにおける諸宗教の混

淆をよく示すものである。しかし，それらを宗教の多様性と伝播としてとらえただけでは，正確な理解は困

難である。なぜならば，生活世界における仏教の影響は宗教的な領域に限らず，文芸や絵画，彫刻あるいは

習俗などといった多くの面に及んでおり，そうした領域におけるさまざまな展開は単純な宗教の受容をこえ

て，当該の社会における一種の文化的な特徴を形成しているからである。そこで，こうした生活のなかに展

開した宗教文化の姿をとらえる視点として，仏教用語の「唱導」という語を積極的に用いて，宗教文化の比

較研究の基本的かつ斬新な視座を追究することを目的としたのである。 

２． 今年度の研究目的 

 終年度の今年度は，従来継続してきた資料調査の成果を社会還元できるかたちに取りまとめることと，

唱導文化の視点から芸能や祭礼，寺社経営などについての新しい見解を付加していくことも目標としたい。 

 また論文集をめざして４カ年にわたる研究のとりまとめを年間を通して意識し，さらに多様なかたちでの

成果発表を模索していく。 

３． 今年度の研究経過 

 唱導文化研究の総合化を図るべく，従来，検討してきた資料の整理，集成，公刊をめざして調査，研究を

進めた。研究会では積極的に関連学会，研究会との交流をおこない，唱導文化に関連する芸能や寺社の見学

を織り込んだ。また昨年度末に国立歴史民俗博物館を会場として開催した国際シンポジウムの成果報告書の

編集作業，福島県会津地方の里修験の聖教類の目録作成，絵解き映像のデジタル化資料目録の整備等，研究

成果の共有化に留意し，その大部分を刊行もしくは活字化する目途が立った。 

 年度末には機構連携研究として国際シンポジウムにおいて研究報告と本研究全体の総括を行った。 
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(1)研究会 

第１回 

2009 年７月 30 日～８月１日（長野市西光寺，戸隠神社ほか）※国際熊野学会と共催 

小林一郎（長野郷土史研究会，国際熊野学会） 

「善光寺信仰の歴史」 

林雅彦 

「唱導文芸の世界」 

善光寺，戸隠神社の巡見・唱導芸能の見学 

 

第２回 

2010 年１月 20 日（明治大学） 

原知里（ゲストスピーカー，関西学院大学大学院博士課程） 

「中世における＜脱衣婆＞の変遷について」 

 

第３回 

2010 年２月 22 日（明治大学） 

山口政信（ゲストスピーカー，明治大学法学部教授） 

「ことわざと地口行灯」 

 

(2) 福島県只見町の里修験の聖教類に関する調査，検討，さらに関連する民俗調査を実施した。これらの成

果は，次項の４(2)のような刊行物として結実した。 

(3) 唱導芸能関連の映像資料の媒体変換と目録作成および内容分析の作業を進めた。原資料所蔵者である絵

解き研究会の解散計画に伴い，資料の寄贈の希望が本研究を通して寄せられているため，対応すること

となった。 

４． 今年度の研究成果 

(1) 昨年度末に開催した国際シンポジウムの報告書『パフォーマンスと文化－ユーラシアにと日本おける交

流と表象－』を編集刊行した。 

(2) 福島県南会津郡域における修験の聖教類の調査成果として『修験龍蔵院聖教典籍文書類目録』（国立歴史

民俗博物館），『簠簋傳・陰陽雑書抜書』（岩田書院）を編集刊行した。 

５． 全期間の研究成果 

 本研究は，連携研究の一環として，「ユーラシアと日本：交流と表象」という極めて大きなテーマのもと，

生活次元における宗教文化の展開の様相について，具体的に調査，研究を重ねてきた。そのために常に連携

研究の他の班との協業もしくは相互交流，問題意識の共有を念頭におき，それらの成果を多角的に捉え直す

ことを意識してきた。そして毎年度末に開催した国際シンポジウムでは 2008 年度に国立歴史民俗博物館にお

いて「パフォーマンスと文化」として「音楽」「芸能」とともに「絵解き」「唱導」を切り口とした企画を運

営したほか，2006 年度の「境界」，2007 年度の「国民国家」等でもコメント，司会などを務めることを通し

て，宗教にとどまらない文化研究の多元的可能性を模索した。この点からは単立の共同研究では不可能な姿
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勢を堅持したものであったということができよう。 

 唱導文化の比較としてはそうした大きなテーマを意識する一方で，東アジア世界との比較，とりわけ，台

湾と韓国における仏教唱導の様相をとらえ，研究上の視点を設定することを試みた。台湾では，仏教寺院等

における造型を通した比較の可能性，韓国では寺院法会とその構成を通した比較の可能性を探った。その成

果の一端は『霊山会国際会議』（2008 年，韓国語）にまとめられた。 

 また日本国内各地における唱導文化関連の調査，巡見，見学等も積極的に試み，特に芸能を唱導の観点か

ら捉え直し，その史的系譜や特色を探る試みを積極的に展開した。その成果としては，『山岳霊場と絵解き』

（2007 年），『大衆芸能の世界』（2008 年）などがあり，共同研究員の個別の論考にも結実している。 

 さらに，「唱導」という語が仏教において用いられてきたことを意識的に拡大し，日本前近代における多様

な宗教の展開，とりわけ庶民生活との接点に生じるさまざまな文化事象を唱導文化として意識化することに

も留意した。具体的な成果としてまとめることができたのは，東北地方の修験道と陰陽道の近世における展

開を示す資料の整理（目録作成）である。これは『修験龍蔵院聖教典籍文書類目録』（2010 年）として刊行

したほか，新出の陰陽道典籍を影印のかたちで『簠簋傳・陰陽雑書抜書』（2010 年）として紹介した。 

 以上のように国際シンポジウムの開催とその記録，資料目録などを積極的に推進し，成果を公開，社会還

元するようにつとめてきたが，今後は論文集，企画展示などのかたちでも成果の還元を模索したい。既に『国

文学－解釈と鑑賞－』917 号（2008 年 10 月，至文堂）において「特集・唱導文化の展望」として，本共同研

究の視点と方法とを提示している。ここでは共同研究員の多くが寄稿しており，中間報告のかたちではある

が，論文としての成果発表にも一定の見通しが得られている。本研究終了後，１～２年のうちに人間文化叢

書のうちの一冊として論文集を刊行することも予定している。 

６． 共同研究員（◎は研究代表者，○は研究副代表者） 

 浅野 春二 國學院大學             阿諏訪青美 横浜市歴史博物館 

 荒見 泰史 広島大学              伊藤 龍平 台湾・南台科技大学 

 金  時徳 韓国・国立児童博物館        久野 俊彦 栃木県立栃木翔南高等学校 

 洪  潤植 韓国・東国大学校          高達奈緒美 東洋大学 

 笹原 亮二 国立民族学博物館          澤  博勝 福井県立歴史博物館 

 徳田 和夫 学習院女子大学           南  根祐 韓国・韓国学中央研究員 

◎林  雅彦 明治大学              原   聖 女子美術大学 

 ブライアン・ルパード アメリカ・イリノイ大学  丸山  宏 筑波大学 

 尹  光鳳 広島大学              吉原 浩人 早稲田大学 

 渡  浩一 明治大学              山田 厳子 弘前大学 

 常光  徹 本館・研究部・教授         松尾 恒一 本館・研究部・准教授 

 山田 慎也 本館・研究部・准教授       ○小池 淳一 本館・研究部・准教授 
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(4) 「新しい古代像樹立のための総合的研究」2009～2011 年度 

(総括研究代表者 藤尾 慎一郎） 

 

１．目 的 

  歴博がＡＭＳ－炭素 14 年代測定によって得た新しい年代観をもとに日本古代史を再構築して，第１室総

合展示開設のための学問的基盤とする基幹研究で，対象とする時代ごとに三つのブランチがある。 

Ａ 旧石器時代の環境変動と人間生活（３万年前～前 10 世紀）西本豊弘研究代表 

 関東地方における約３万年前の後期旧石器時代から縄文時代にかけての環境変動と旧石器文化の変化につ

いて研究する。 

Ｂ 初期農耕文化の成立と展開－弥生時代像の再構築－（前 10～後３世紀）藤尾慎一郎研究代表 

 水田稲作の起源が 500 年以上遡ったことによって，ほぼ倍増した弥生時代の存続期間。室町から現代に匹

敵する 700 年間にわたって続いた，中の文化（九州・四国・本州）における縄文文化と弥生文化共存の意

味を生業・社会構造・祭祀の分析によって明らかにし，日本古代史を世界の人類史の中に位置づける。 

Ｃ 新しい古代国家像のための基礎的研究（後４～８世紀）広瀬和雄研究代表 

 律令国家の形成過程として位置づけられていた古墳時代を，もう一つの古代国家として認識し，記紀に縛

られない新しい古墳時代像を考古学的に明らかにする。  

 本研究の３つのブランチは，いずれも来るべき総合展示「原始」を目標に設定されており，３年間の共同

研究の成果を国立歴史民俗博物館研究報告書にまとめたものを学問的根拠として展示を行うという，本館の

新しい理念である「博物館型研究統合」の実践例として位置づけられている。 

２．研究成果 

 Ａ班は西本研究代表が採った科学研究費補助金Ａ「霞ヶ浦沿岸花室川流域の旧石器文化の研究」によって

２月に茨城県花前川遺跡の試掘調査をおこなった。この遺跡からは旧石器時代後期のバイソンやナウマン象

などの化石骨が以前より表採されているので，洪積世動物群と後期旧石器との共伴が期待されたが，今年度

の試掘では植物化石のみが見つかった。現在，樹種同定と炭素 14 年代測定がおこなわれている。来年度は地

点を変えて試掘をおこなう予定である。 

 Ｂ班は，５回の共同研究と 100 点あまりの炭素 14 年代測定と同位体分析をおこなった。共同研究会は３回

を歴博でＢ班単独で行い，１回は京都で 2009 年度国際研究集会と合同で，もう１回は歴博でＣ班と合同研究

会を行った。今年度は第１年目なので，共同研究員がこれまでおこなってきた自身の研究の紹介を中心にお

こなったが，日本列島における鉄器の出現時期をめぐって新たな進展があった。2010 年度夏期までで一巡す

るので，秋期以降，本ブランチ独自のテーマを設定の上，研究会を進めていく予定である。 

Ｃ班は，４回の研究会を行い，内１回は仙台で，北限の古墳文化と南限の続縄文文化との混在状況を見学し

て回り，地元の研究者との合同研究会を行った。また３月にはＢ班と合同研究会を行った。Ｃ班もまだ１年

目と言うことで発表が一巡していないので，2010 年度にはいってから本格的に始動する予定である。 
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Ａ「旧石器時代の環境変動と人間生活」2009～2011 年度 

(研究代表者 西本 豊弘） 

 

１．目 的 

 本研究は，平成 21 年度科学研究費補助金・基盤研究「霞ヶ浦沿岸花室川流域の旧石器文化の研究」に連動

して行われている。 

 日本における旧石器文化の研究は，捏造問題の発覚以降，低調であり，若い研究者がほとんど育っていな

い分野である。また，捏造事件発覚以前の日本の旧石器文化の研究は，石器の製作技法や形態分類に終始す

るもので，旧石器時代人の生活を考えたものはほとんど見られない。この点が欧米の旧石器時代研究との大

きな相違であった。 

 この原因は，旧石器時代の動物や植物が石器と伴って出土する遺跡がほとんどないという事情も大きく影

響している。これまで，動物骨と石器が伴った遺跡である可能性があるものとしては，岩手県花泉町金森遺

跡と長野県野尻湖遺跡群が知られているに過ぎない。しかも，両遺跡ともに，ナウマンゾウやオオツノジカ，

バイソンの骨と石器が伴うかどうか，疑問が持たれているのが現状である。 

 近年，茨城県つくば市と土浦市を流れて霞ヶ浦に注ぐ花室川の川床から，ナウマンゾウの化石がよく採集

されるようになった。一方，花室川に面する両岸の段丘上に，旧石器時代の遺跡が多数発見されるようにな

った。そこで，花室川出土の化石を調査したところ，ナウマンゾウのほかに，バイゾン，シカ類，ニホンア

シカ，オットセイが出土していることがわかった。さらに，ニホンアシカの年代は，約 28,000 年前という結

果を得ることができた。そこで，2008 年８月に，花室川の川さらい調査を実施したところ，ナウマンゾウの

歯の破片とともに，動物の解体に使ったと思われる石器を発見した。また，石製有孔装身具も一点採集された。 

 これらの事例から，花室川一帯は，約３万年前の旧石器時代の遺跡群で，ナウマンゾウやバイソンの狩猟・

解体場所であると推定された。この状況で，花室川遺跡群が動物骨を伴うのであれば，この地域の研究は，

日本人の起源に関する研究に大きく貢献するであろう。 

 そこで，本研究では，花室川地域の約３万年前の植物相や動物相，地形などを復元し，当時の旧石器時代

人の狩猟活動を明らかにすることを第一の目標とする。そして，関東地方を中心にして，これまで知られた

旧石器時代遺跡を再検討し，関東地方における約３万年前から縄文時代にかけての環境変動と旧石器文化の

変化について，考察を加えることを第二の目的とする。 

 この研究は，旧石器時代の生活を扱うという意味でも，考古学だけでなく，古生物学，土壌堆積学，年代

測定学，植物学，動物考古学など，さまざまな分野の研究者により，実施される。多様な分野の研究者が協

力するという点に特色があり，研究方法についても，ＡＭＳ年代測定や花粉分析，火山灰学など， 新の自

然科学的方法を用いて行われている。 

２．今年度の研究目的 

 21 年度は，花室川流域の桜川堆積層相当層を発掘し，約４万年前から２万年前の自然環境を推測するため

の手掛かりを得ることと，旧石器遺物の含包層を把握することを目的とした。 

 まず，花室川流域の一カ所を発掘調査するが，発掘調査に先立ち，花室川で出土している動物化石につい

て，再調査と検討会を実施する。 

 発掘調査後は，出土遺物の整理や図面の整理を行い，その内容の検討のための研究会を実施する。 
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 関東地方のヴェルム氷期から後氷期にかけての気候変動と植生を検討する。 

３．今年度の研究経過 

 これまでに，２回の共同研究会を開催した。 

 第一回は，茨城県花室川の動物化石と旧石器の採取地点の現地見学，また，今後の研究の進め方と各自の

役割分担について協議した。 

 ここでは，発掘調査の前に，ボーリング調査などの事前調査を行った方がよいという意見が出た。なお，

今年度は，遺跡周辺の過去の環境変動を明らかにするために，花粉分析や木材の樹種同定と年代測定，動物

骨の年代測定などを積極的に行うことで了解を得た。 

 第二回研究会では，土浦市の花室川沿岸出土の旧石器を見学した。また，日本と東アジアの旧石器文化研

究の現況について，研究発表をいただいた。 

 この２回の研究会のほかに，６月には，花粉分析用の土壌サンプルの採取を行った。 

 また，釜山大学所蔵の旧石器資料の調査を 11 月に行った。 

４．今年度の研究成果 

 ４月以降 11 月までの間，調査チームでは，土・日曜日に，花室川の現地で資料採取を試みた。その結果，

トナカイの角２点を発見した。トナカイの発見は日本では３例目であり，戦後初めてである。戦前の２点は，

地元の農家が発見したものを，研究者が後に鑑定したものであり，出土層が不明であった。現在は，その所

在も不明である。 

 また，今回出土したトナカイの角から，コラーゲンを抽出することにも成功した。コラーゲンの量が少な

いので暫定的ではあるが，約 22,000 年前，または 28,000 年前という炭素 14 年代測定値を得ている。 

 トナカイの年代を得たことは初めてであり，当時の本州の環境を考える重要なデータである。 

 ６月に花室川で花粉分析用の土壌採取をした際，採集した植物遺体の樹種同定と年代測定を行った。その

結果，約２万年前と３万年前の大きく二時期に分かれることが判明した。 

 この資料の年代測定は，今後もさらに続ける予定である。また，2008 年度の川さらい調査で採集したナウ

マンゾウの歯は，測定値で約 35,000 年前であった。このデータは，ナウマンゾウと人間との関係を示す初め

ての年代値である。さらに，以前に採集されていたバイソンの骨の年代は，測定値で約 20,000 年前という結

果を得た。 

 2010 年２月には，桜川堆積層相当層が分布するとされる地点を選び，試掘調査を行ったが，その結果，約

２万年前から３万年前の植物遺体を多量に採集することができた。 

 今後，その樹種同定と年代測定を行い，当時の植生を復元する資料とする予定である。 

 以上，21 年度は，主に花室川周辺のヴェルム氷河期の植生を復元する作業を行い，ほぼ予定通りの資料を

得ることができた。また，年代測定により，バイソンとトナカイが氷河期に関東地方に分布していたことを

確認した。 

５．共同研究員（◎は研究代表者，○は研究副代表者） 

  安藤 寿男 茨城大学理学部        国府田良樹 ミュージアムパーク茨城県自然博物館 

  小畑 弘巳 熊本大学文学部        小林 謙一 中央大学文学部 

  松浦 秀治 お茶の水女子大学人間文化創世科学研究科 

  新美 倫子 名古屋大学博物館       中島  礼 産業技術総合研究所 



34 

  白石 浩之 愛知学院大学文学部      鈴木 三男 東北大学学術資源研究公開センター 

 ○藤尾慎一郎 本館・研究部・教授     ◎西本 豊弘 本館・研究部・教授 

  今村 峯雄 本館・研究部・名誉教授    工藤雄一郎 本館・研究部・助教 

 

Ｂ「農耕社会の成立と展開－弥生時代像の再構築－」2009～2011 年度 

(研究代表者 藤尾 慎一郎） 

 

１．目 的 

  歴博が約 15 年前から推進しているＡＭＳ－炭素 14 年代測定法によって得られた実年代は，弥生時代の通

説・定説に大幅な見直しを求めている。従来よりも 500 年早く，水田稲作が始まっていたことによって，弥

生前期・中期を中心に存続期間が延びた結果，弥生時代はこれまでの約２倍となる約 1200 年つづいたことが

わかった。弥生水田稲作の本州島各地への拡散はきわめてゆっくりとしたものとなり，当初から存在して弥

生社会の急激な発展の原動力とされてきた鉄器は水田稲作が始まってから 600 年ぐらいたたないとなかなか

普及せず，弥生時代の前半は石器時代であったことがわかった。存続期間は延びても見つかっている住居や

お墓の数は変わらないため，一時期における住居やお墓の数は減少することになるため，大規模な人口を要

した巨大な農耕集落が発達するという見方にも影響は必至となる。イネと鉄を象徴として急激な発展を遂げ

ると考えられてきた弥生時代像から，水田と石器に象徴されるゆっくりと進んだ弥生時代像への見直しを目

的とする。 

 共同研究員とテーマとの関係は以下の通りである。 

 １ 従来の弥生時代の年代観に基づいていた韓国無文土器時代の年代的見直しと波及する問題（李亨源）。 

 ２ 水田稲作開始後，600 年たたないと普及しない鉄器。石器時代が 600 年続いたあと，鉄器時代に入る。

鉄の普及を前提とした弥生社会発展図式の見直し（野島永）。 

 ３ 食料の獲得と生産。水田中心史観と畑作との混合史観（安藤広道） 

 ４ 弥生時代の存続幅が倍になっても遺跡の数や遺構の数は変わらないので，一時期あたりの人口が減る

ことになる。人口が減った弥生社会像の再構築（松木武彦）。 

 ５ 前８世紀までさかのぼった弥生青銅器の起源と儀礼・権力（小林青樹・吉田広） 

 ６ 本州・四国・九州など日本列島の中の地域における条痕文土器文化と遠賀川系土器文化の 700 年間に

わたる異文化併存の意味と世界史的位置づけ（設楽博己・小林謙一） 

 ７ 弥生文化の周辺。前４～前１世紀のわずか 400 年しか水田稲作をおこなわなかった東北北部の文化的

位置づけ（高瀬克範） 

 ８ 楽浪郡の設置に伴う中原文化との接触が倭人社会にもたらしたもの（上野祥史） 

 ９ 定型化した前方後円墳の成立年代（岸本直文） 

 10 土壌中の微粒炭素を用いた縄文・弥生時代の植生史（小椋純一） 

 以上の項目を再検討することによって，新しい弥生時代像を再構築する。 

２．今年度の研究目的 

 １年目にあたる今年度は，基本的に共同研究員自身がこれまでおこなってきた研究内容の紹介をおこない，

まだ一巡していない。ただ，野島永，高瀬克範，藤尾慎一郎など数名の発表は新しい弥生時代像に一歩，踏
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み出した研究発表もおこなわれた。 

３．今年度の研究経過 

［研究会］ 今年度は５回の研究会を開催した。 

 第１回研究会 ５月 16 日（土）・17日（日） 本館 

  研究発表 藤尾慎一郎 「新年代による弥生時代像の再構築」 

       小林謙一  「奈良県における弥生後期～古墳移行期の炭素 14 年代測定」 

  調査報告 

   共同研究員各位による調査・研究の近況報告 

 第２回研究会 ７月 25 日（土）・26日（日） 本館 

  研究発表 高瀬克範 「石製収穫具の使用痕分析－日本列島弥生時代と朝鮮半島青銅器時代の比較－」 

       小椋純一 「弥生時代における日本の植生景観再考－草原はどの程度存在したのか－」 

       野島永  「弥生時代初期鉄器の実像とその普及過程」 

 第３回研究会 10 月 24 日（土）25日（日） 同志社大学今出川キャンパス寒梅館（京都） 

 2009 年度国際研究集会「日韓先史時代の集落研究」との合同研究会 

  記念講演 李亨源（韓神大学校博物館）「集落構造からみた韓国中西部地域の青銅器社会」 

       李秀鴻（蔚山文化財研究院）「蔚山地域の青銅器時代集落について」 

       裵眞晟（国立中央博物館）「無文土器時代前期の墓制」 

  趣旨説明 藤尾慎一郎・濵田竜彦 集落論の基礎的な方法論について 

       設楽博己・小澤佳憲  集落の形成要因と統合原理（祭祀・経済）集落構造－平面構成と集

団間序列を含む－ コメント 豆谷和之 

       石黒立人・柴田昌児  集落景観の視覚化 コメント 桑原久男 

       小澤佳憲・若林邦彦  単位集団論 

       津村宏臣       報告書抄録データをもとに した視覚化 

  総合討論 総合司会 石黒立人・若林邦彦 コメンテーター 田崎博之・安藤広道 

 第４回研究会 12 月 26 日（土）・27日（日） 本館 

  研究発表 今村峯雄「ベイズ統計による型式間境界の算出と土器型式を用いたウィグルマッチ法について」 

       「縄文はいつから！？」展見学 小林謙一展示代表者解説 

       石川岳彦「遼寧地域における鉄器の普及時期について」日本・中国考古学会会員 

       小林青樹：石川報告に対するコメント「燕と遼寧地域の初期鉄器問題再考による朝鮮・日本

への影響」 

 第５回研究会 ３月 20 日（土）・21日（日） 本館 Ｃ班との合同研究会 

  統一テーマ 文化のひろがりと境界 

  研究発表 広瀬和雄  「古墳時代の「国境」を考える」 

       仁藤敦史  「７世紀後半における境界認識と支配－一評・大宰総領・京の領域性－」 

       藤尾慎一郎 「弥生文化の境界－多文化列島の前１千年紀－」 

       高瀬克範  「青森県域における生業と地域構成－「弥生文化」の広がりを考えるために－」 
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４．今年度の研究成果 

 炭素 14 年代測定にもとづく新しい年代観のなかでは，水田稲作の開始年代と鉄器が出現する年代の二つが

もっとも大きな論点である。水田稲作の開始年代については歴博の主張する前 10 世紀説と中国考古学からの

立場に立つ前８世紀説があるが，本共同研究員各位においては従来の年代観よりはさかのぼることについて

の共通認識を持つことができた。鉄器が出現する年代については，これまで弥生早・前期の鉄器として報告

されてきた 40 点弱の所属時期は，時期を特定できないものがほとんどであることを野島永が追認した。ほか

の鉄器研究の専門家が態度を明らかにしていない現状で，その一人である野島が態度を鮮明にした影響は大

きい。 

 野島は列島における鉄器の初現を前期末とみるが，その年代は歴博の前４世紀説と，それ以外の前 300 年

説がある。今回，石川は根拠となっていた文献の曖昧さと，前５世紀ぐらいから遼寧地域で鉄器が普及して

いたことを明らかにしたうえで，歴博の前４世紀説を古すぎるとした批判は当たらないことを明らかにした。 

５．共同研究員（◎は研究代表者，○は研究副代表者） 

 李  亨源 韓国・韓神大学校博物館        安藤 広道 慶應義塾大学文学部 

 小林 謙一 中央大学文学部            小林 青樹 國學院大學栃木短期大学日本史学科 

 設楽 博己 駒澤大学文学部            野島  永 広島大学大学院 

 松木 武彦 岡山大学大学院            吉田  広 愛媛大学ミュージアム 

 高瀬 克範 明治大学文学部            岸本 直文 大阪市立大学大学院 

 小椋 純一 京都精華大学人文学部        ○上野 祥史 本館・研究部・准教授 

 坂本  稔 本館・研究部・准教授        ◎藤尾慎一郎 本館・研究部・教授 

 西本 豊弘 本館・研究部・教授          広瀬 和雄 本館・研究部・教授 

 ［リサーチ・アシスタント］ 

 李  昌煕 総合研究大学院大学博士課程学生 

 ［ゲストスピーカー］ 

 今村 峯雄 本館名誉教授             石川 岳彦 日本中国考古学会会員 

 

Ｃ「新しい古代国家像のための基礎的研究」2009～2011 年度 

(研究代表者 広瀬 和雄） 

 

１．目 的 

 国立歴史民俗博物館が進めてきた炭素 14 年代測定法で得られた新しい実年代は，弥生・古墳時代の通説・

定説に大幅な見直しを迫っている。また，環境変化にたいする人間対応の見直しや，国家と民族の再考など，

歴史学研究をとりまく情況は近年大きく変貌している。しかし，そうした情勢に対応した研究が十分になさ

れてきたかというと，そうとも言い難い現状が横たわっている。 

 いっぽう，1970 年代以降の「記録保存」のための発掘調査（緊急調査，行政発掘とよばれてきた）などで，

膨大な考古資料や木簡や漆紙文書などの史料などが滞留しているし，研究者の増加によって個人では把握し

がたいほどの個別論文も発表されている。また昨今，各所ですすめられてきたＣＯＥ研究などでも，つぎつ

ぎと膨大な研究成果が蓄積されだしている。 
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 ところが，それらの多くは分析的な研究が主流を占めていて，多岐におよぶテーマがなかなか総合化され

にくいという研究現状をも生みだしているようにも見える。いま要請されているのは，そうした現況を打破

するための，長期的な視野に立ち，統合というベクトルをもった共同研究－文献史学・考古学・民俗学など

の学際研究－である。 

 上記のような研究情況に鑑み，「新しい古代国家像のための基礎的研究」では，古墳時代から律令国家への

転換期である７世紀を中心にしながら，６～８世紀ごろを対象にして，「古代国家像の再検討」についての共

同研究を実施する。「古代国家といえば律令国家である」が通説だが，それは本当に自明なのか，350 年間に

およんだ前方後円墳の時代は，果たして律令国家の形成過程であったのか，古墳時代の内的な要因で律令国

家は成立したのか，東アジアの動向はどのような契機を占めたのか，北東北や九州や南島の「国境」では何

があったのか等々，既往の通説の問い直しもふくめ，新しい古代像の樹立を目指した共同研究を実施する。

なお，この共同研究は，平成 17～19 年度の基幹研究「古代における生産・権力・イデオロギーの研究」（研

究代表・広瀬和雄）の成果を受けて実施するものである。 

２．研究経過 

 年に３回程度の共同研究を歴博でおこなうとともに，１回は関連遺跡の現地踏査とそこでの研究会を実施

する。さらに「旧石器班」や「弥生班」との合同の研究会を実施し， 終年度には合同の国際シンポジウム

を開催し，その成果を単行本として外部に向けて出版する予定である。平成 21年度は４回の研究会を実施し

た。  

●第１回共同研究会 2009 年６月 27 日（土），28日（日）。 

歴博第１会議室。参加者 16 名。 

自己紹介・趣旨説明 

研究報告１ 広瀬和雄「新しい古墳時代像を求めて」 

研究報告２ 仁藤敦史「倭国における多元的交流の諸相－古墳時代を中心として－」 

研究報告３ 熊谷公男「近年の古代史研究の論点－「『大王から天王へ』文庫版あとがき」を中心として－ 

●第２回共同研究会 2009 年９月５日（土），６日（日），７日（月）参加者 28 名。 

９月５日（土）（東北歴史博物館大会議室 宮城県多賀城市） 

研究報告１ 古川一明（宮城県多賀城跡調査研究所）「墳墓のあり方からみた７世紀の宮城県域」 

研究報告２ 村田晃一（東北歴史博物館）「飛鳥・奈良時代の陸奥北辺－土師器・集落・城柵の検討を中心に

－」 

９月６日（日） 大崎平野の古代遺跡の踏査 案内：高橋誠明・大谷基（大崎市教育委員会），村田晃一（東

北歴史博物館） 

鳴瀬川・江合川流域の大崎平野に点在する古墳・黒曜石産地・城柵・官衙を踏査し，１日目の発表にあった

遺跡の地形や実態を実見した。念南寺古墳（前方後円墳，５世紀後半）→御塚古墳（円墳，５世紀後半）→

色麻古墳群（７世紀の群集墳）→東山官衙・壇の越遺跡（城柵，方形区画，８世紀前半～10世紀前葉）→湯

の倉黒曜石産出地→大塚森（夷森）古墳（大型円墳，４世紀）→城生柵跡→名生館遺跡（城柵・７世紀中葉

～９世紀後半）→南小林遺跡（郡家・７世紀後半～）→杉の下・小寺遺跡（城柵・８世紀前半～10 世紀初頭）

→新田柵推定地（城柵・８世紀前半～９世紀前半）→宮沢遺跡（城柵・８世紀後半～10 世紀）。 

９月７日（月）（東北大学片平キャンパス 多元物質科学研究所材料物性棟大会議室） 
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研究報告 藤沢敦「蝦夷という名付け－境界創出のための他者認識－」 

●第３回共同研究会，2009 年 19 日（土），20 日（日）。 

歴博第１会議室，参加者 13 名。 

研究発表１ 熊谷公男「公民制の成立過程をめぐる諸問題」 

研究発表２ 山中 章「皇祖神の伊勢奉祭と制度化への道」 

研究発表３ 吉川真司「小墾田寺試論」 

●第４回共同研究会（合同研究会），2010 年３月 20 日（土），21日（日）。 

歴博大会議室，参加者 23 名。 

研究発表１ 広瀬和雄「古墳時代の「国境」を考える」 

研究発表２ 仁藤敦史「七世紀後半における境界認識と支配」 

研究発表３ 藤尾慎一郎「弥生文化の枠組み－「中の文化」の枠組み」 

研究発表４ 高瀬克範「青森県域における生業と地域構成－「弥生文化」のひろがりを考えるために－」 

３．研究成果 

 共同研究の進め方としては，まず共同研究のテーマに関連する各共同研究員の研究成果を報告していただ

き，そのなかからいくつかのテーマを抽出する。その後，いくつかのテーマを選定し，それについての研究

を深め，６～８世紀にかけての新しい古代像を樹立することを目標にすることで合意した。 

 その方針にもとづいて，平成 21 年度（第１年目）は 13 本の研究報告があった。それらの報告と議論のな

かから，つぎのようなテーマが浮かび上がってきた。「『日本書紀』史観の見直し」「地方統治の方式」「対外

交渉－外交と戦争」「異文化の共存と交易」「王権の構造」「古代国家と宗教－仏教と神祇」「蝦夷支配の変遷」

「国家と境界」など。こうした方式での各共同研究員の研究報告を２年次のなかばごろまでつづけ，数多く

のテーマを抽出し，そのなかから共同研究にふさわしいテーマを数本選び，２年次の後半から３年次にかけ

て，集中討議をおこなっていく予定である。 

 １年次の現地踏査には，古墳文化と続縄文文化の接触領域や律令国家と「蝦夷」を考えるための舞台，東

北地方を選定し，６～８世紀ごろの古墳や墳墓遺跡，囲郭集落，城柵遺跡などを現地研究者の案内で踏査し

た。そして，東北の研究者に 新の調査ならびに研究の成果を報告していただき，律令国家と「蝦夷」など

についての議論を深めた。 

 また「弥生班」との合同研究会では「文化のひろがりと境界」を統一テーマとして，前 10世紀から８世紀

までを対象に，弥生時代，古墳時代，奈良時代におよぶ考古学研究者と，古代史を専攻する文献史学研究者

らで，テーマに関する議論を深めた。 

４．共同研究員（◎は研究代表者，○は研究副代表者） 

 安里  進 沖縄県立芸術大学          林部  均 橿原考古学研究所 

 藤沢  敦 東北大学              鈴木 一有 浜松市生活文化部 

 太田 博之 本庄市教育委員会          菱田 哲郎 京都府立大学 

 山中  章 三重大学              亀田 修一 岡山理科大学 

 渡辺信一郎 京都府立大学            田中 俊明 滋賀県立大学 

 大平  聡 宮城学院女子大学          熊谷 公男 東北学院大学 

 荒木 敏夫 専修大学              吉川 真司 京都大学 
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◎広瀬 和雄 本館・研究部・教授         藤尾慎一郎 本館・研究部・教授 

 平川  南 本館・館長            ○仁藤 敦史 本館・研究部・教授 

 坂本  稔 本館・研究部・准教授 

 

 

［基盤研究］ 
 

(1)科学的資料分析研究 
 

Ａ「歴史資料に対する自然科学的調査法の開発と適用に関する研究」 

  2007～2009 年度 

(研究代表者 齋藤 努） 

 

１．目 的 

 様々な歴史資料の材質や産地・年代を明らかにする方法として，これまで行われてきた化学分析のほかに

画像分析を加えて多角的に資料の特性を把握するための開発研究を行う。研究の蓄積のある金属技術資料を

中心とし，画像分析による材質判定の開発研究を試行するのに適した関連資料についても対象とし，工芸技

術全般の解明をめざす。化学分析については，組成分析，鉛同位体比法による原料産地推定，金属組織によ

る材質調査，年代測定などを主に行う。画像分析については，光源・撮影状態による材質の判定分析，各部

の形状の自動判断による分類，表面状態の判別，分光反射率や可視蛍光反応などの手法を用いた立体物の評

価について，分析方法の開発とその有効性を検討する。 

２．今年度の研究計画 

 終年度であるので，資料種別や方法をしぼって，異なる調査方法に基づく結果を組み合わせ，それぞれ

の有効性などについて検討を行う。 

【鉄製品・青銅製品】 

 日本の古墳出土資料などでしばしばみられるヒ素含有鉄器の原料産地について，朝鮮半島の鉄鉱山が一つ

の可能性として考えられることがわかったので，国内産資料を対象により詳細な調査を行う。 

【製錬開始時期関連資料】 

 引き続き仏教関連資料のほかに鉱山遺跡出土資料を加え，化学分析・画像分析を実施する。 

【美術工芸品と武器類】 

 錦絵を対象とし，赤外ラマン分光分析，蛍光Ｘ線分析に加え，赤外線サーモグラフィーと測色分析を行っ

て，顔料と染料など，異なる材質の多方面からの識別の方法を総合的に検討する。 

３．今年度の研究経過 

 鉄製品と，美術工芸品や顔料分析を中心に考察を加えた。 

 ８月 28 日 （歴博） 

 ・研究発表 

  「シンクロトロン放射光を用いた XRD/XRF 同時測定とμFTIR イメージング：バーミヤーン壁画の事例か
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ら」（谷口陽子） 

  「刀剣素材を作るための卸金と折り返し鍛錬における温度条件」（齋藤努） 

 11 月 26 日 （歴博） 

 ・研究発表 

  「ヒ素を含む鉄鉱石類の分析結果と今後の調査計画」（高塚秀治） 

  「ヒ素含有鉄器の分析結果」（永嶋正春） 

４．今年度の研究成果 

 絵画顔料に適用されている分析方法の事例とその結果について，外部スピーカーを招いて発表を行っても

らった。 

 日本刀の素材を作る卸金と折り返し鍛錬を対象として，送風量の計測と赤外線サーモグラフィーを利用し

た温度測定が実施され，浸炭・脱炭条件下における送風条件と炎の温度の違い，炭素濃度が異なる鉄素材を

鍛える際の加熱温度の違いと変化状況などについて検討が加えられた。前年度に引き続きヒ素を高濃度で含

む鉄製品について，国内出土鉄製品と達川遺跡出土資料や鉱石類の分析結果について情報交換し，研究の総

括に向けての計画を検討した。 

５．全期間の研究成果 

 自然科学的な分析法は数多く開発されているが，実際に歴史資料の分析に適用され，成果をあげているも

のはそのごく一部に過ぎない。その理由は，歴史資料がもつ特性（形状・大きさの不均一，成分・組織の不

均質，表面の錆化・劣化など）と歴史資料分析における制限（歴史学・考古学的考察に役立つ結果が得られ

るようにする，非破壊を基本とする，試料採取はできるだけ微少量にとどめるなど）に適合する方法が限ら

れているためである。本共同研究の主要な目的は，このような条件に合うような新しい分析・調査手法につ

いて検討し，実資料への適用を試みる基礎的研究を実施することであった。 

 この目的のため，初年度は金属製品，錦絵，染織資料などを中心に，蛍光Ｘ線，Ｘ線回折，ラマン分光，

透過Ｘ線といった化学分析の手法と，可視・近赤外分光反射スペクトル，紫外分光反射スペクトルなどの画

像分析の手法を組み合わせて分析を行い，その特徴や適用の可能な資料種別などを広く総合的に検討した。 

 その結果，特に館蔵の錦絵は，様々な面からみて，本研究の目的を達成するための対象資料として適切で

あることがわかり，美術史的な問題点を意識しながら，測色分光法，ラマンイメージング法などを中心とし

て解析を試みていくことにした。また赤外線サーモグラフィーによる温度測定が伝統技法の解明に有効であ

ることがわかり，刀剣の素材や製作技術の調査に適用を試みることにした。そのほか，以前から問題となっ

ていた，古墳などから出土するヒ素を高濃度で含む鉄製品について，国内の出土資料分析結果と遺跡の検討

から朝鮮半島との関連が浮かび上がり，また韓国の達川遺跡出土資料との比較から，韓国蔚山がその原料産

地である可能性が指摘された。これらの課題を中心として研究を総括していくこととした。 

 得られた成果は下記のとおりである。 

 まず錦絵については，顔料と板木について携帯型ラマン分光分析装置によって材質分析が行われた。この

ような有機質のデリケートな資料を対象として初めてラマン分光データを得ることに成功し，いくつかの顔

料の識別を行うことができた。これは物質の分子構造に基づいた情報を得ることができる方法であり，非破

壊分析法として従来からよく行われてきた蛍光Ｘ線分析法による成分分析と組み合わせることによって多元

的な情報を得ることができると期待される。この結果は『国立歴史民俗博物館研究報告』に掲載され，また
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企画展示「錦絵はいかにつくられたか」においても発表された。 

 赤外線サーモグラフィーによる温度測定については，日本刀製作時の焼き入れ工程における刃文と加熱温

度との関係，焼刃土の保温効果についての検討，卸金における浸炭・脱炭条件下における送風条件と炎の温

度の違いとの対応関係，折り返し鍛錬における炭素濃度が異なる鉄素材を鍛える際の加熱温度の違いと変化

状況などの検討，大鍛冶の再現実験，に適用された。この結果は日本文化財科学会大会で発表され『考古学

と自然科学』誌に掲載されたほか，大学院講演会などで紹介が行われた。 

 ヒ素を高濃度で含む鉄製品については，国内の出土資料分析結果と遺跡の検討から朝鮮半島との関連が浮

かび上がり，また韓国の達川遺跡出土資料との比較から，韓国蔚山がその原料産地である可能性が指摘され

た。蛍光Ｘ線分析や走査型電子顕微鏡分析，放射化分析などにより調査が行われた。この結果は日本文化財

科学会大会で発表された。 

 これらの研究の経緯と結果は，検討を加えたさまざまな分析・調査方法や，成果に結びついたものなどを

総合して，『国立歴史民俗博物館研究報告』特集号に集約する予定である。 

６．共同研究員（◎は研究代表者，○は研究副代表者） 

 亀田 修一 岡山理科大学総合情報学部      高塚 秀治 学識経験者 

 土生田純之 専修大学文学部           原田 一敏 東京国立博物館 

 安達 文夫 本館・研究部・教授         小瀬戸恵美 本館・研究部・助教 

◎齋藤  努 本館・研究部・准教授       ○坂本  稔 本館・研究部・准教授 

 杦山 晋作 本館・研究部・教授         鈴木 卓治 本館・研究部・准教授 

 永嶋 正春 本館・研究部・准教授        藤尾慎一郎 本館・研究部・教授 

 宮田 公佳 本館・研究部・助教         村木 二郎 本館・研究部・准教授 

 

Ｂ「【科研型】日韓青銅製品の鉛同位体比を利用した産地推定の研究」 

  2008～2010 年度 

(研究代表者 齋藤 努） 

 

１．目 的 

 2004～2006 年度に行った科研費基盤研究（Ｂ）（２）「東アジア地域における青銅器文化の移入と変容およ

び流通に関する多角的比較研究」（研究代表者：齋藤努，課題番号：15300296）において，青銅器時代～三国

時代を中心に韓国慶尚道地域（旧加耶諸国および新羅の一部）と日本列島出土の青銅製品を調査し，鉛同位

体比測定を行った結果，これまで中国華南産の鉛と考えられていたグループの中に，慶尚北道大邸近郊の漆

谷鉱山産の鉛が含まれる可能性のあることがわかった。この鉛を含む青銅製品が４世紀ころ出現し増え始め

る事実が，新羅の大邸地方への勢力版図の拡大と一致する傾向が認められた。 

 本研究ではこれと同時代の旧百済地域における状況を調査していく計画である。2007 年度にその端緒とし

て，韓国国立中央博物館と本館との国際学術交流協定にもとづく研究プロジェクトの一環として，リーダー

シップ支援経費により，韓国国立中央博物館（中央博）が所蔵する青銅製品と日本国内出土資料について調

査を行った。 

 2008 年度からは科研型の共同研究として，引き続き韓国中央博とともに，主として三国時代を中心に韓国
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出土資料およびそれと比較できる日本出土資料の調査を行う。当初の申し合わせにより国際学術交流協定に

よる中央博との研究プロジェクトは 2008 年度までを予定しているので，その後は中央博とあらためて協議の

上，場合によっては旧百済地域の資料を所蔵する他機関を含める形で，研究を展開する。 

２．今年度の研究計画 

 韓国青銅器時代に製作された多鈕細文鏡を対象に，韓国出土資料と日本出土資料について三次元計測を行

い，画像の比較を行う。日本出土資料の大部分はすでに鉛同位体比データが報告されているので，韓国出土

資料について分析を検討する。 

 韓国文化遺産研究院の協力のもと，京畿道出土青銅製品について調査を行う。 

 日本出土資料については引き続き，百済系と考えられる東国古墳出土の棺飾金具，冠帽，飾履などを対象

として調査を行う。また銅生産開始時期の問題に関連する福岡県香春岳銅山の鉱石について種別ごとに詳細

な再分析を実施する。 

 これらの結果に基づき，国立歴史民俗博物館研究報告の特集号としてまとめるための計画を立てる。 

３．今年度の研究経過 

 2009 年度より３ヶ年の計画で科研費基盤研究（Ｂ）「古代日韓における青銅器の製作および流通と原料産

地の変遷に関する研究」（研究代表者：齋藤努，課題番号：21300331）が採択された。 

８月５日～８日 

 中央博において科研費での研究を含む今後の研究方針の打ち合わせを行った。2009 年度の計画の一つとし

て日本国内出土の多鈕細文鏡について確認を行うこととなった。慶州市，蔚山市の青銅器時代集落遺跡の調

査を行った。釜山大学校博物館において青銅器の調査と鉛同位体比分析用試料のサンプリングを行った。 

11 月８日～９日 

 新潟県山元遺跡出土青銅器の調査および成分分析・鉛同位体比分析用試料のサンプリングを行った。 

11 月 21 日～24 日 

 中央博と今後の研究計画について打ち合わせを行った。龍舌里遺跡・内三美洞遺跡の調査と，同遺跡から

出土した朝鮮時代・高麗時代の銅匙ほかの鉛同位体比分析用試料のサンプリングを行った。韓国文化遺産研

究院・漢江文化財研究院と共同研究について打ち合わせを行った。檀国大学校博物館・京畿道博物館の資料

調査と今後の研究打ち合わせを行った。 

２月 21 日～24 日 

 京畿文化財研究院において三国時代青銅製品の調査と鉛同位体比分析用試料のサンプリングを行った。 

４．今年度の研究成果 

 韓国文化遺産研究院・漢江文化財研究院・京畿文化財研究院において，百済地域における青銅器時代・三

国時代の青銅資料を中心に調査し，可能なものについて試料採取を行い，また科研費での研究を含む今後の

研究計画を打ち合わせることができた。 

 なお，中央博と計画を進めてきた多鈕細文鏡の調査については，2009 年８月～９月に国内出土資料の所在

確認，リストアップを行い，調査の可否などを所蔵者に問い合わせた。また 2010 年１月または２月に韓国国

立済州博物館および国立光州博所蔵多鈕細文鏡の共同調査が計画され，日程・機材などの確認を行っていた。

しかし，中央博からの申し入れによりいずれも中止となった。 
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５．共同研究員（◎は研究代表者，○は研究副代表者） 

 亀田 修一 岡山理科大学総合情報学部     土生田純之 専修大学文学部 

 宋  義政 韓国・国立中央博物館       金  !f 希 韓国・国立慶州博物館 

 姜  炯台 韓国・国立中央博物館       安  珠暎 韓国・国立中央博物館 

 金  在弘 韓国・国立中央博物館      ◎齋藤  努 本館・研究部・准教授 

○藤尾慎一郎 本館・研究部・教授 

 ［リサーチアシスタント］ 

 李  昌熙 総合研究大学院大学・大学院生 

 

(2) 総合的年代研究 
 

Ａ「歴史・考古資料研究における高精度年代論」2009～2011 年度 

(研究代表者 坂本 稔） 

 

１．目 的 

 炭素 14 年代法に代表される自然科学的な高精度年代測定法は，これまでも歴史・考古資料の研究に応用さ

れ，成果を上げてきた。ところが自然科学的に達成される「測定の確からしさ」と，歴史・考古学的に要請

される「年代の確からしさ」との間には，未だ少なからぬ乖離が認められる。本研究は，両者の間に横たわ

る課題を整理し，年代測定の精度向上を両者の立場から実現することを 終的な目的とする。 

 歴史・考古学における年代論が暦上の事象に帰するのに対し，炭素 14 年代法においては試料の炭素 14濃

度が測定されるにすぎない。すなわち，炭素 14 年代法に基づいた年代研究を展開するためには， 

a．事象と資料との関係（資料選択） 

b．資料と試料との関係（試料調製） 

c．試料と炭素 14 濃度との関係（測定） 

d．炭素 14 濃度と暦上の年代との関係（年代較正） 

を前提とした上で初めて，得られた年代と想定された事象との関連を検討することができる。 

 本研究では，単に年代が事象と合う，合わないといった議論にとどまることなく，合わないとすればどこ

に原因があるかを自然科学的，ならびに歴史・考古学的に明らかにすることで，より精度の高い年代観の獲

得を目指す。 

２．今年度の研究目的 

 分担者が対象とする時期・資料の年代測定を行い，その結果について上記にある観点からの考察を加える。

研究期間を目途に実施するため，高い精度で広範囲の編年を行うことは困難と思われるが，個々の事象に対

する考察は今後の年代研究の推進の上で有用な情報となることが期待される。なかでも弥生から古墳にかけ

ての年代観は慎重に扱う必要があり，後続する古代とならび重点的に取り組む。 

 自然科学からのアプローチとして，測定に対する方法論，ならびに年代較正に対する整備を行う。暦上の

年代のよりどころとなる「較正曲線」は，広く用いられる国際標準（IntCal04）と日本産樹木による結果が

わずかに異なる時期があることが明らかになりつつある。この違いは国際的に未だ注目を集めていないが，
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日本の考古・歴史学においては極めて大きな問題となる。研究期間を目途に，注目される時期について日本

版較正曲線の整備を効率的に行う。 

３．今年度の研究調査 

○研究会 

    第１回：３月 13 日，国立歴史民俗博物館 

    坂本 稔：平成 21 年度進捗状況 

    坂本 稔：「箸墓古墳の炭素 14 年代考」（新納，考古学研究 222）に対するコメント 

    中尾七重：文化財建造物の 14C 年代測定－重文吉村家住宅と地域研究－ 

○資料調査・測定 

 大分市教育委員会のもとで大分市の玉沢条里遺跡の弥生前期の木材を採取した（６月 19 日）。炭素 14 年代

測定を来年度に予定する。 

 桐生市の彦部家住宅で当初材を採取（７月 31 日），北海道の二股遺跡の住居跡から検出された炭化材を受

領（10 月 16 日），前橋市の二宮赤城神社で石造宝塔の塗装を採取（11 月９日），それぞれ炭素 14 年代測定を

実施した。 

○展示 

 企画展示「縄文はいつから－１万５千年前になにがおこったのか－」にて，歴博における年代研究の成果

の一部を公開した（10 月 14 日～１月 24 日）。 

４．今年度の研究成果 

 研究代表者は 2009～2012 年度科学研究費補助金（基盤 A）「日本産樹木年輪による炭素 14 年代の高精度較

正曲線の作成」の採択を受け，本研究との連関を図ることとなった。研究会では，日本列島における高精度

年代研究において，炭素 14 年代を暦年代に修正する独自の「較正曲線」整備の必要性が確認され，試料の選

定と測定方針について議論した。 

 測定された各試料については，古民家の建築年の推定（彦部家住宅），遺構の切り合いとの比較（二股遺跡），

東国で例のない塗装された石塔の年代（二宮赤城神社）などについて，精度の高い年代観が議論された。 

５．共同研究員（◎は研究代表者，○は研究副代表者） 

 大河内隆之 奈良文化財研究所埋蔵文化財センター 小田 寛貴 名古屋大学年代測定総合研究センター 

 小林 謙一 中央大学文学部           中尾 七重 武蔵大学総合研究所 

      （本館・研究部・客員准教授） 

 松崎 浩之 東京大学大学院           井原今朝男 本館・研究部・教授 

◎坂本  稔 本館・研究部・准教授        永嶋 正春 本館・研究部・准教授 

 西本 豊弘 本館・研究部・教授         仁藤 敦史 本館・研究部・教授 

 広瀬 和雄 本館・研究部・教授        ○藤尾慎一郎 本館・研究部・教授 
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Ｂ「建築と都市のアジア比較文化史」2009～2011 年度 

(研究代表者 玉井 哲雄） 

 

１．目 的 

 国立歴史民俗博物館には建築の模型が随所に展示されている。これら模型そのものについて，その歴史的

由来や，構造，意匠上の特色などについて入館者から質問が寄せられることもあり，展示されている建築に

対しての重要性は歴博においては十分認識されているとは思われる。しかし，建築相互の関連や，歴史的背

景との関係など，建築史の観点から建築を考えるという視点は今までほとんどなかったように思われる。そ

のような現状をふまえ，歴博で展示として表現されるべき建築史の体系・全体像をまとめ，提示する必要が

あると考える。歴博展示の目指す内容と，建築史の考え方は密接不可分の関係にあるからである。 

 その場合，日本建築固有の特色をあきらかにすることだけではなく，広くその普遍性に注目する必要があ

る。日本列島内の建築だけではなく，広く東アジアやさらに外の世界の建築との比較考察を行う必要がある

だろう。この様な考え方は，これからの歴博の研究活動の基礎として重要な意味を持つはずであり，このア

ジアへの視点は究極的には歴博の展示全体に反映させることが可能と考える。 

 このような日本建築を広い視野から再構築するという目的を実現するために，平成 18・19・20 年度に共同

研究「東アジア比較建築文化史」を行い，現地調査，そして，日本と韓国，日本と中国，そして日本とアジ

アの比較を主題にしたシンポジウムを開き，研究討議を重ねてきた。このような研究成果を基礎に，地域を

東アジアから外の世界に広げ，なおかつアジア地域の建築をあきらかにするために必要不可欠な都市を視野

に入れた共同研究を目的とする。具体的には東アジアの中心である中国文明圏の周縁部に広がるモンゴルや

チベット，東南アジアとの接点である台湾・インドネシア・ベトナム，さらに南アジアとのつながりのある

インド・ネパールなどの地域の建築と都市を取り上げて比較研究を目指したい。 

２．今年度の研究目的 

 まず「東アジア比較建築文化史」の研究成果を基礎に，広くアジア地域の研究の現状を確認し，今後の研

究課題を共有したい。それぞれの地域の建築・都市の問題を提示することはもちろん，今後の共同研究の基

盤として建築基礎資料としての写真と図面データについての整理・確認を行う。また建築・都市をあつかう

研究では，建築・都市の実際の現場で議論することが必要不可欠であり，初年度としてはインド・ネパール

地域の現地調査を目的とする。 

３．今年度の研究経過 

 2009 年６月７日に歴博において第１回研究会を行った。初年度であるので全体の研究計画と内容の検討，

各自の役割分担確認を行い，今後の日程調整などを行った。 

 主な内容は，趣旨説明 玉井哲雄（研究代表），研究計画説明 上野祥史（副代表），研究報告「漢代考古

学研究から都市へのまなざし」（上野祥史） 

 さらに，2009 年８月７日に歴博において研究打ち合わせを行った。ネパールから Mohan Pant 氏が参加し，

「ネパール・カトマンズ盆地の建築と都市」の報告を行い，今年度の調査計画の内容を具体的に検討した。

インドおよびネパールの建築・都市の研究状況の確認を行い，調査全体の研究計画を検討し，初年度ネパー

ル，２年目インド，そして３年目には東南アジア方面の都市を研究対象とすることとした。当初は初年度に

インドとネパール調査を計画していたが，日程的に困難ということで，調査地域をネパールカトマンズ盆地
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に限定することにした。 

 2009 年 12 月 20 日～28 日にネパールのカトマンズ盆地の都市・建築の調査を行った。中心都市であるカト

マンズ，至近距離にあるパタン，さらにバクタプールという，いずれも王権の拠点であった時期があり，残

されている王宮及び関連の建物の調査を行った。ほかに都市内のヒンズー教，仏教の寺院，僧院，そして一

般の住宅建築の調査も行った。調査方法は観察，写真撮影，部分的な実測を行った。これらの都市以外の集

落および寺院についても必要に応じて調査を行った。 

 年度内の 終的なまとめとして，2010 年２月 17 日にネパール調査報告と研究内容検討のための第２回研

究会を開いた。これまでの研究会および打合せに参加できなかった研究員の研究報告と，今後の展望もふく

めた議論そして検討を行った。 

４．今年度の研究成果 

 ネパールの建築・都市を実際に調査できたことが 大の成果である。東アジア世界の建築・都市は日本か

ら見た場合，かなり異なってはいるものの，建築造形，そして宗教環境などには共通の部分があり，理解で

きる範囲にあるといってよいだろう。ところがネパールの建築・都市は基本的に異文化であり，とくに宗教

施設が持つ意味の大きさについては日本人の理解が及ばない部分がある。 

 また建築造形でみると，屋根を支える組物が東アジアで共通であるのに対して，斜材である方杖状の部材

で屋根をささえるのが一般的であり，彫刻などによる装飾もふくめて外観の違いは大きい。建築の構造につ

いても煉瓦造と木造の混構造であり，かなりの高層建築を実現しているその組み合わせ方は，その意味と技

術としての系譜の重要性をあらためて認識させられた。 

 都市内に比較的高層の建築が実現しているが，住宅としての使い方が，１階が店，仕事場などの公共部分，

２階が居住部分，３階が寝室，そして４階ないし屋上に水回りの台所を設けていることは，日本人的な感覚

からみると不思議としかいいようがない。 

 これらの相違点については，すでに論じられていることであり，今更強調する必要もないかもしれないが，

実際に研究者が確認できたことは研究の出発点として確認しておきたい。 

 これらの実際の建築・都市の調査，そして現場における議論を通じて，今後の研究の方向性を考えた。以

下簡単に要約する。 

 研究対象地域としては共同研究「東アジア比較建築文化史」の東アジアから発展させて，アジア全域を視

野に入れる。特に南アジア，東南アジアに重点を置く。これは日本から見て東アジアのすぐ向こう側なので

あり，東アジアの中心であった中国を相対化してみることのできる地域として考えるということである。 

 全体のテーマとしては「アジア地域で，13 世紀段階に既に存在していた都市」を軸に考える。アジア全体

という広大な地域を想定するので，時代としては限定的に考えて，ヨーロッパの覇権が及ぶ大航海時代以前

であり，さらにモンゴルが登場して世界史の転換が行われる 13 世紀という時期以前に成立していた，古代の

王朝都市または宗教都市などを取り上げ，その後の発展過程を考えるということである。ただモンゴルによ

る世界史的な転換を想定するのは，モンゴルが原因なのではなく，結果としてモンゴルが登場するようにな

る地域の成立ないし地域間のつながりができあがってきたのが 13 世紀という認識である。 

 参加メンバーは得意とする研究対象の中で「アジア地域で，13世紀段階に既に存在していた都市」につい

て考える。実際には専門の分野に合わせて時代・対象・方法など適宜拡大して柔軟に考える。ただ，このよ

うな枠組みにおさまらない研究者はこの上記研究テーマによる調査・研究・議論に刺激を受ける，ないし触
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発された内容をもとにそれぞれの研究対象地域の建築文化，ないし都市について寄与できる研究テーマを考

える。 

５．共同研究員（◎は研究代表者，○は研究副代表者） 

 大田 省一 東京大学生産技術研究所    小泉 和子 昭和のくらし博物館 

 藤井 恵介 東京大学大学院        布野 修司 滋賀県立大学 

 包  慕萍 東京大学生産技術研究所    韓  三建 蔚山大学校 

 黄  蘭翔 台湾大学藝術研究所      佐藤 浩司 国立民族学博物館 

 Mohan Pant カオーパ工科大学       岩淵 令治 本館・研究部・准教授 

○上野 祥史 本館・研究部・助教      大久保純一 本館・研究部・教授 

 高橋 一樹 本館・研究部・准教授    ◎玉井 哲雄 本館・研究部・教授 

 仁藤 敦史 本館・研究部・教授      広瀬 和雄 本館・研究部・教授 

 

(3) 高度歴史情報化研究 
 

Ａ「ニュース映画の研究資源化ならびに活用方法の確立に関する研究」 

  2007～2009 年度 

(研究代表者 原山 浩介） 

 

１．目 的 

 本研究では，主として終戦から 1950 年代半ばまでのニュース映画「日本ニュース」をめぐり，その研究資

源化と，研究資料としての活用手法の確立，ならびに展示資料としての活用方法の模索を行う。 

 本研究で対象となる資料，すなわち占領期以降のニュース映画「日本ニュース」については，そもそもの

権利保有者である制作会社が既に消滅しており，現在は映像所有者が利用料金を徴収する形で流通させてい

るのが実態である。またその取り扱いについては，テレビ局等における利用のための，営利水準の利用枠組

みは存在するものの，研究・教育目的の利用に供する枠組みは確立していない。 

 この研究・教育に関わる枠組みの欠如は，単なる貸出システムの不在という問題にとどまるものではない。

むしろ，歴史研究において，映像資料の研究資源としての重要性，および分析等の方法論に関する議論がほ

とんど蓄積されておらず，研究をベースとした映像利用を構想しようとする際の学的な枠組みの不在という

ところに，根源的な問題性があるといえる。このことは，博物館における映像利用に関わる方針の未確立と

も関係する。まず第一に，現状では，展示場における映像利用は，効果的な素材として現存する映像の中か

ら必要なものを切り取るという形にならざるを得ず，映像そのものに対する資料批判や，映像の持つ意味を

踏まえた利用になりにくいのが実態といえる。また第二に，博物館の収蔵資料として映像をどのように収集・

整理するべきなのかという方針が立たず，対応が不十分であるという問題がある。 

 こうした状況に鑑み，本研究では，占領期のニュース映画を対象とし，これを歴史研究における研究資源

と位置づけながら，研究上における円滑な利用に必要となるデータベース等のあり方を模索するとともに，

映像に対する資料批判や，映像分析の歴史学的手法の構築を目指す。また同時に，2010 年に開室予定の第６

展示室におけるニュース映画の利用をめぐり，そのコンテンツを選定し，当該映像に関わる諸事情を解明す
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ることで，展示内容の充実させるとともに，博物館における映像の扱いについて一定の指針を示したいと考

えている。 

２．今年度の研究目的 

 今年度は共同研究の 終年度に当たる。これまで継続してきた資料調査のなかで，ニュース映画の性格や，

関係資料の所在等が明らかになってきており，それらを踏まえた上での，研究条件の確立をすること，その

作業を成果集約の準備と連動させながら進めていくことを今年度の目標とした。その上で， 終的な研究資

源化へとつなげていく，その 終段階として，今年度を位置付けた。 

 具体的には，研究論文執筆のために必要となるニュース映画のデータベースを完成させることを重点課題

とした。また，ニュース映画という媒体を，歴史研究のなかでいかに活用できるのか，その際にどのような

アプローチがあり得るのかは，という昨年度までの課題を継続し，歴史研究の文脈における研究テーマを複

数抽出し，それぞれの連関について議論を重ね，成果の集約に備えることとした。 

３．今年度の研究経過 

第１回研究会：2009 年４月 11 日 於：国立歴史民俗博物館 

 データベースを作成するための準備として，研究に供するために必要な機能，テキストマイニングの効果

などをめぐって議論を行った。また，今年度の進め方について議論した。 

第２回研究会：2009 年７月 18 日 於：川崎市市民ミュージアム 

 東宝ステラに勤務する山内隆治氏を招聘し，研究報告「「日本映画社」の社史に関わる原資料の共有化につ

いて」を実施した上で，関係者に対する聞き取り調査の可能性や，現在の日本映画社関係の映像の所在等に

ついて情報交換を行った。 

 また，ニュースフィルムの分析を行い，各フィルムに関する論点の整理を行った。 

第３回研究会：2009 年９月５日 於：早稲田大学 29－７号館 

 各自が所有するパソコンに実際にデータベースをインストールし，動作の確認や改善点をめぐる検討を行

った。また同時に，関連資料の状況や成果集約に向けた課題抽出をめぐって議論を行った。 

第４回研究会：2009 年 11 月３日 於：川崎市市民ミュージアム 

 ニュースフィルムの分析を行い，各フィルムに関する論点の整理を行った。 

第５回研究会：2009 年 12 月 20 日 於：国立歴史民族博物館 

 データベースの修正に関する議論を行うと共に，成果集約に向けた課題抽出をめぐって議論を行った。 

第６回研究会：2010 年１月 30 日 於：川崎市市民ミュージアム 

 大学院生として資料調査に関わってきた瀬畑源（一橋大学大学院），木村智哉（千葉大学大学院）両名に，

天皇制の表象，および，短編記録映画の作成過程に関して，研究報告を行ってもらい，ニュース映画をめぐ

って議論すべき論点を再整理した。さらに，ニュースフィルムの分析を行い，各フィルムに関する論点の整

理を行った。 

第７回研究会：2010 年２月 21 日 於：川崎市市民ミュージアム 

 ニュースフィルムの分析を行い，各フィルムに関する論点の整理を行った。また，成果集約の方針をめぐ

って意見交換を行った。 
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４．今年度の研究成果 

 これまでのニュース映画の視聴を継続し，内容に関する論点整理を行った。視聴には長い時間を有するた

め，当初から予期していたとおり，占領期のニュース映画の全てを全員で見終えることはできなかったもの

の，これまでの共同作業の蓄積で，ニュースの編成に関わる傾向や，着眼点などについて一定の共通理解を

形成することができた。またデータベース作成については，各々が研究で用いるためには，パソコンのスペ

ック上の制約から，当座は市販のソフトウェアを用いることとし，その作成にあたった。その際，昨年度作

成した，テキストのデータベースを基本に，今後の内容補足などの手法と併せて方針を策定することができ

た。 

 公開用のデータベースそのものについては，知財に関わる論点の整理と，一般公開にふさわしいソフトウ

ェア選択が課題として残っており，これらについては研究期間終了後に，本館と川崎市市民ミュージアムを

中心に議論を重ねていくことを確認した。 

 なお，本共同研究をベースにしつつ，早稲田大学における共同研究との連携を図ることができた。今後，

占領期の映像研究を充実させていく出発点を，本共同研究を通じて構築できたことは，当初予期していなか

った，大きな成果であったといえる。 

５．３年間の研究成果 

 本共同研究の主たる成果は，データベースの構築，ならびに歴史資料としてのニュース映画の位置付けを

行ったことにある。 

 データベース構築に当たっては，ナレーションのテキスト化という基本的な作業を行うと共に，映像に映

りこんでいるプラカードの文言や人物，そして後に歴史的な事件として名称が与えられたものについてキー

ワードを設定するなど，必要なタグを設定し，歴史研究に資するデータベースとする仕組み作りを行った。 

 また，ニュース映画をめぐる資料批判の論点がこの研究を通じて明確化した。 

 第一に，ニュースの内容に関しては，とりわけ戦後初期については日本映画社の労働組合の影響が非常に

強く，ニュースの内容そのものに労働組合寄りのものが多かった。その後，ニュースの冒頭のクレジットに

おいては，1946 年 10 月１日付のものから，「配給 東宝株式会社」の文字が入るようになるなど，製作・配

給の体制の変容を反映し，ニュースの性格も変化を見せる。こうした傾向は，戦後民主化をめぐる様々な報

道にも影響を与えており，個々のニュースの評価に当たって重要であると同時に，その傾向自体が，戦後の

民主化を求める様々な動きの反映，ないしは連動関係があると見ることもできる。ニュース映画の影響力へ

の評価と併せて，今後の研究の枠組みを作ることができたといえる。 

 第二に，ニュース映画の持つ構造に対する配慮の必要性が明らかになったことがある。今日のテレビのニ

ュースと同様，１回のニュースの中には複数のニュース項目があり，個々のニュースがそのなかでどのよう

な位置を占めていたのか，すなわちどのニュースに重きが置かれていたのかを見定める必要がある。ただ，

占領期の日本ニュースは，それ自体が膨大であり，研究期間内に全てのニュースを検討することができなか

った。ニュースの構成の手法には，時期によって変動があるとみられ，今後，さらなる検証の必要があると

考えられる。 

 なお，本共同研究においては，ニュース映画そのものに関する分析を中心に進めたが，他方で，メンバー

の協力で，資料調査・聞き取り調査を一部実施した。それらは依然として予備調査に留まっており，今後，

別の形での研究プロジェクトの実施を模索している。 
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６．共同研究員（◎は研究代表者，○は研究副代表者） 

 上田  学 早稲田大学坪内博士記念演劇博物館  植野 真澄 しょうけい館 

 大岡  聡 日本大学法学部        加藤 厚子 映画専門大学院大学映画プロデュース研究科 

 高嶋 修一 青山学院大学経済学部     高田 知和 東京国際大学人間社会学部 

 高村 竜平 秋田大学教育文化学部     濱崎 好治 川崎市市民ミュージアム 

 身崎とめこ ジェンダー文化研究所    ○内田 順子 本館・研究部・准教授 

 玉井 哲雄 本館・研究部・教授     ◎原山 浩介 本館・研究部・助教 

 安田 常雄 本館・研究部・教授 

 ［リサーチアシスタント］ 

 木村 智哉 千葉大学・大学院生 

 

Ｂ「民俗研究映像の制作と資料化に関する研究」2007～2009 年度 

(研究代表者 青木 隆浩） 

 

１．目 的 

 歴博では 1988 年より，映像を用いた民俗学の研究手法として民俗研究映像の制作を進めてきたが，制作さ

れた映像を学術的に評価することや，映像を資料として蓄積し，それらを再分析・再活用できる状態にする

ための方法についてはこれまで充分な議論がおこなわれてこなかったとの反省があった。そこで，2004～2006

年度に「民俗研究映像の資料論的研究」を立ち上げ，過去または新規制作の作品について議論を行うととも

に，制作後の作品を保存・活用するにあたって，制作会社との契約についてどのようなものが適切であるか

検討を進めてきた。その結果，契約のあり方についてはおおよその見通しがついてきた。 

 だが，一方で法的な権利関係の処理や過去の作品の劣化，映像素材の保存といった大きな問題が残ってい

る。そこで，本研究会では民俗研究映像の制作を継続してそれに対する討論をおこなうとともに，共同研究

員間で法的な権利関係について処理方法を共有し，かつ既存作品のデジタル化による保存・活用と映像素材

の整理を進めていく。 

２．今年度の研究目的 

映像制作：青木隆浩：「平成の酒造り－酒造家と組合の新たな取り組み－」（仮題） 

 映像制作は青木が担当する。予定している撮影の対象は，おもに栃木県の清酒製造業である。清酒製造業

では近年，出稼ぎ労働者の減少により，従来の親方制度による酒造技術の伝承が困難になってきている。さ

らに，兵庫県と岡山県を中心に栽培されてきた 高級の酒造好適米・山田錦が，農業技術と経営上の困難か

ら生産量を縮小させている。そこで，酒造家は酒造りの担い手を出稼ぎ労働者から通年雇用の地元労働力に

切り替え，彼らの技術向上に尽力している。具体的には，酒造組合が酒造技術の講習を行うことで，酒造労

働力の再生産を目指している。酒造好適米についても，兵庫・岡山からの購入が困難になってきているため，

県独自の品種を開発して地元農家へ栽培を委託するようになっている。本年の映像制作では，以上のような

近年における酒造りの大きな変化を捉えていく。 

 その他，映像論に関する研究会の開催，22 年度民俗研究映像制作の準備，過去の作品のデジタル化，映像
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素材の整理・保存，法的な権利関係の処理をおこなう。 

３．今年度の研究経過 

第７回研究会 

 日 時：2009 年６月 20 日（土）13時 00 分～18 時 00 分 

 場 所：国立歴史民俗博物館 第２会議室・講堂 

 上 映：2008 年度小池淳一制作の民俗研究映像 

   「筆記の近代誌－万年筆をめぐる人びと－〔本篇〕」（カラー，52 分） 

   「筆記の近代誌－万年筆をめぐる人びと－〔列伝篇〕」（カラー，99 分） 

   小池淳一による解説と討論 

     川村清志「大蔵谷獅子舞保存会 2008 年度宮入」（2009 年度制作，カラー，16 分） 

     川村清志による解説と討論 

第８回研究会 

 日 時：2009 年 11 月７日（土）13時 30 分～18 時 00 分 

 場 所：国立歴史民俗博物館 第２会議室 

 上 映：分藤大翼（信州大学全学教育機構，ゲストスピーカー）制作の人類学映像 

    「Wo a bele －もりのなか－」（2005 年，カラー，30分） 

    「Jengi」（2007 年，カラー，20 分） 

     分藤大翼による解説と討論 

第９回研究会 

 日 時：2010 年２月 28 日 13 時 30 分～18 時 00 分 

 場 所：国立歴史民俗博物館 第２会議室・講堂 

 上 映：1992 年度篠原徹・菅豊制作の民俗研究映像 

     「黒島民俗誌－牛と海の賦－」（カラー，60 分） 

     「黒島民俗誌－島譜のなかの神々－」（カラー，60 分） 

      篠原徹による解説と討論 

 研究会：内田順子「平成 22 年度民俗研究映像の制作計画について」 

     質疑応答 

４．今年度の研究成果 

〔映像制作〕 

青木隆浩「平成の酒造り 製造編」（カラー，88 分） 

青木隆浩「平成の酒造り 継承・革新編」（カラー，88 分） 

 今年度は，青木が栃木県を対象として，「平成の酒造り」というタイトルの民俗研究映像を制作した。栃木

県では，越後杜氏と南部杜氏の減少に伴い，酒造りを季節出稼ぎの南部杜氏と通勤の地元労働者が協同で，

あるいは経営者家族と地元労働者のみで担うようになっている。そのため，従来のような泊まり込みでの作

業が困難となり，通勤の勤務形態に合わせて必要な設備を導入し，かつ人員配置と作業工程の順序を変える

などの工夫をしている。その様子を記録したのが，「平成の酒造り 製造編」である。 

 また，栃木県では地元労働者育成のために 2006 年から「下野杜氏」の認証制度を導入し，2009 年までに
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13 人の下野杜氏が誕生している。それに関連して酒造組合の組織や県の技術センターとの関係は密接にな

り，それらで様々な勉強会や交流会が催される中で，酒造りに関する同業者間の情報網は強化されてきてい

る。さらに，地元労働者の増加は，地元の酒造好適米と酵母で酒造りを行う動機となり，結果として地元志

向を強めてきている。その様子を記録したのが「平成の酒造り 継承・革新編」である。 

 なお，今年度は制作者の青木と製作協力の映画会社が撮影した映像素材を混ぜて編集する試みをおこなっ

た。マッキントッシュとウィンドウズの互換性や編集の進め方など，様々な困難を伴ったが，この方法で作

品を完成できたことは，研究会としてよい経験となった。 

〔民俗研究映像の英語版制作〕 

「興福寺 春日大社～神仏習合の祭儀と支える人々～」（2006 年度松尾恒一制作） 

「薬師寺花会式～行法と支える人々」（2006 年度松尾恒一制作） 

「筆記の近代誌－万年筆をめぐる人びと－〔本篇〕」（2008 年度小池淳一制作） 

「筆記の近代誌－万年筆をめぐる人びと－〔列伝篇〕」（2008 年度小池淳一制作） 

〔素材テープのデジタルアーカイブ化〕 

「遠野民俗誌 94/95」（1994 年度川森博司制作） 

「沖縄・糸満の門中行事」（1995 年度比嘉政夫制作） 

「芸北神楽民俗誌」（1996 年度新谷尚紀制作） 

〔研究会〕 

 第７回研究会では，前年度に小池淳一が制作した「筆記の近代誌－万年筆をめぐる人びと－」と川村清志

が個人で研究用に制作した「大蔵谷獅子舞保存会 2008 年度宮入」を上映し，それらの内容について議論をお

こなった。第８回研究会では，これまであまり大きく取り上げてこなかった「音」に着目し，ピグミーを対

象として音にこだわった人類学映像を制作している分藤大翼制作の「Wo a bele －もりのなか－」と「Jengi」

を上映し，議論をおこなった。また，第９回研究会では，篠原徹・菅豊制作の「黒島民俗誌」を上映し，当

時の様子と近年黒島で起こっている変化について議論をした。その後，来年度制作の民俗研究映像について

内田順子から企画案が説明され，議論を経て承認された。 

〔歴博映像フォーラム〕 

「筆記の近代誌－万年筆をめぐる人びと－」 

 日 時：2009 年 12 月５日（土）10時 30 分～17 時 15 分 

 場 所：新宿明治安田生命ホール 

 上 映：「筆記の近代誌－万年筆をめぐる人びと－〔本篇〕」（2008 年度小池淳一制作） 

     「筆記の近代誌－万年筆をめぐる人びと－〔列伝篇〕」（2008 年度小池淳一制作） 

 講 演：古山浩一（画家）「万年筆に魅せられて－職人技を追う－」 

     川村清志「ハイブリッドとしての万年筆」 

     重信幸彦（北九州市立大学）「万年筆をめぐる技と身体」 

〔国際研究集会〕 

「東アジアの宗教儀礼と表象文化」 

 日 時：2009 年 12 月 23 日（水）10時 00 分～18 時 00 分 

 場 所：名古屋大学文系総合館７F カンファレンスホール 
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 上 映：「薬師寺花会式～行法と支える人々～」（2006 年度松尾恒一制作） 

 解 説：松尾恒一 

     「Rethinking the Boundaries Between Religion and Culture in Premodern Japan」 

 日 時：2010 年３月 18 日（木）10時 00 分～17 時 00 分 

 場 所：イリノイ大学（アメリカ） 

 上 映：「Kofukuji and Kasuga Taisha: Rites of Kami-Buddha Amalgamation and the People Who 

      Support Them」（2008 年度松尾恒一制作） 

 解 説：Brian Ruppert（University of Illinois） 

 討 議：Ronald Toby（ University of Illinois），William Londo,（Michigan State University），松尾恒一 

５．全期間の研究成果 

〔映像制作〕 

2007 年度「伝統鴨網猟と人々の関わり－加賀市片野鴨池の坂網猟」（35 分），「加賀市片野鴨池の坂網猟」（５

分），安室知制作 

  ここでは，小さな網で飛来するカモを捕らえる猟法とその背景にある自然環境への民俗知識をテーマに

している。 

2008 年度「筆記の近代誌－万年筆をめぐる人びと－〔本篇〕」（52 分），「筆記の近代誌－万年筆をめぐる人び

と－〔列伝篇〕」（99 分），小池淳一制作 

  これは，万年筆を生み出す人々，流通に携わる人々，さらにそれを購入し，あるいは贈られて様々な場

面で使う人々を広く捉えようとしたものである。 

2009 年度「平成の酒造り 製造編」，「平成の酒造り 継承・革新編」，青木隆浩制作 

  これは，季節出稼ぎの蔵人集団が激減する中，経営者家族や地元の若い従業員が出稼ぎの蔵人集団とと

もに，あるいは彼らだけで酒造りの技術を学び，製造している様子を記録したものである。 

〔英語版制作〕 

2008 年度「興福寺 春日大社～神仏習合の祭儀と支える人々～」，「薬師寺花会式～行法と支える人々」，松

尾恒一制作 

2009 年度「筆記の近代誌－万年筆をめぐる人びと－〔本篇〕」，「筆記の近代誌－万年筆をめぐる人びと－〔列

伝篇〕」，小池淳一制作 

〔素材テープのデジタルアーカイブ化〕 

1994 年度「遠野民俗誌 94/95」，川森博司制作 

1995 年度制作「沖縄・糸満の門中行事」，比嘉政夫制作 

1996 年度制作「芸北神楽民俗誌」，新谷尚紀制作 

〔歴博映像フォーラム〕 

2007 年度「映像をめぐる虚と実 AINU：Past and Present」（新宿明治安田生命ホール，司会進行：内田順

子，参加人数 265 人） 

2008年度「海を渡った仏教 儀礼と芸能」（新宿明治安田生命ホール，司会進行：松尾恒一，参加人数306人） 

2009 年度「筆記の近代誌－万年筆をめぐる人びと－」（新宿明治安田生命ホール，司会進行：小池淳一，参

加人数 171 人） 
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〔その他〕 

 まず，ここ数年間の大きな課題であった制作要領や仕様書の作成，映画会社や出演者との権利関係におい

ては，だいぶ整備された。また，Final Cut Pro（マッキントッシュ）と Premiere Pro（ウィンドウズ）で

編集した素材を１本につないで編集することを経験し，撮影と編集の方法にこれまでよりも幅を持たせるこ

とができるようになった。 

６．共同研究員（◎は研究代表者，○は研究副代表） 

 川村 清志 札幌大学文化学部       敷田 麻実 北海道大学観光学高等研究センター 

 篠原  徹 人間文化研究機構       安室  知 神奈川大学経済学部 

 湯澤 規子 筑波大学大学院生命環境科学研究科 

◎青木 隆浩 本館・研究部・准教授     上野 和男 本館・研究部・教授 

○内田 順子 本館・研究部・准教授     小池 淳一 本館・研究部・准教授 

 佐藤 優香 本館・研究部・助教      新谷 尚紀 本館・研究部・教授 

 関澤まゆみ 本館・研究部・准教授     常光  徹 本館・研究部・教授 

 原山 浩介 本館・研究部・助教      松尾 恒一 本館・研究部・准教授 

 山田 慎也 本館・研究部・准教授 

〔ゲストスピーカー〕 

 分藤大翼  信州大学全学教育機構 

 

Ｃ「洛中洛外図屏風歴博甲本の総合的研究」2009～2011 年度 

(研究代表者 小島 道裕） 

 

１．目 的 

 洛中洛外図屏風歴博甲本（以下「歴博甲本」）は，現存 古の洛中洛外図屏風として著名な，館の代表的資

料のひとつである。しかし，これまでの洛中洛外図屏風研究は上杉本に偏っていたため，歴博甲本独自の研

究は必ずしも盛んでなかった。 

 しかし，昨年度の企画展示「西のみやこ 東のみやこ－描かれた中・近世都市－」を契機とした館内の研究

から，発注者，作者，制作目的，制作時期などの基本的な成立事情について仮説を提示するに至り，描かれ

た人物の特定や事物の解釈も進んできた。 

 洛中洛外図屏風は歴史資料としても大きな価値を持つため，その研究の進展は，美術史のみならず，政治

史，社会史など多くの分野に影響をおよぼし，新たな課題を生み出すことになると思われる。そこで，この

機会に館外からも各分野の研究者の参加を求め，共同研究として研究を進めることで，成果を学界共有のも

のとしたい。 

 また，歴博甲本は，一部に大きな欠失部分があり，全体的にも画面の破損・汚損がかなりあるため，本来

の画像を復元した複製を制作することが以前から館内で検討され，館外でも欠失部分復元の試みがなされて

いた。これについても，図像研究の水準が上がり，また今日のデジタル技術を用いることで，蓋然性の高い

復元を行う条件が整ってきたと言える。 

 復元という共通の目標を掲げて図像研究を行うことは，各分野からの研究を，焦点を合わせて進展させる
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効果が期待でき，また絵画をどのように分析しどのような手続きで復元していくかという作業自体もすぐれ

て研究的な営為である。 

 そして，成果として制作された復元画像は，展示や教育普及活動の素材として活用することが可能であり，

そのための活用方法の研究もまた，これまで当館で行われてきた博物館学的研究を受け継ぐものとして重要

である。 

 このように，本研究は洛中洛外図研究の水準を向上させ共有化すると共に，復元複製についても研究実績

を積み，またその成果を用いて博物館活動の充実化にも資することを目的とする。 

２．今年度の研究計画 

  まず各分野からの報告を行うことで，歴博甲本の研究状況と今後の課題を共有する。画像の復元に関して

は，方法を吟味しながら，復元の基礎となる現状についての画像データを作成し，試行的な出力を行いつつ，

現状に忠実な複製を作成する。また，これまでの復元研究の成果と問題点を確認した上で，部分的な復元作

業に着手し，その手続きを検討する。活用方法については，現状複製の活用について，実践的な機会をとら

えて検討を進める。 

３．今年度の研究経過 

 研究会を３回開催し，また随時関係者が参加する形で作業を行った。 

 ５月の研究会では，各分野の研究の状況を確認・共有し，特に現状複製・復元複製の制作に向けて，これ

までの検討結果と今後の作業方針を協議した。 

 その後，原本のスキャニングによるデジタルデータの作成と，現状複製のための校正を行った上で，９月

の研究においては，参加者全員で原本の閲覧と校正作業を行い，また描かれた内容の地理的分析や，絵画の

技術的な面などについての研究発表を行った。 

 これらを踏まえて，現状複製を完成させ，復元複製制作の過程に移ると共に，３月には研究会を開催して，

作業の検証と方法についての協議を行うと共に，服飾の問題など描かれた事物の分析についても検討を始め

た。 

第１回研究会 2009 年５月 16 日 歴博第２研修室 

 研究課題と研究計画について協議 

  ①描かれた内容と背景に関わる課題 

  ②復元と複製制作に関わる課題 

  ③活用に関わる課題 

 研究発表・討論 

  岩永てるみ「歴博甲本欠失部分（右隻第２扇）の再現について」 

 複製制作の方法について協議 

スキャニング作業 2009 年７月 22～24 日 歴博第１調査室 

 歴博甲本・E本・F本他の高精細デジタル画像データを作成 

第２回研究 2009 年９月 10 日 歴博 第２修復室・第２研修室 

 「歴博甲本」原本熟覧 

  色校正作業の監修を兼ねる 

 研究発表 
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 鋤柄俊夫「都市空間として見た時の上杉本と歴博甲本の比較」 

 作業の報告と検討 

  ①デジタルデータの作成（スキャニング，カラーチャート） 

  ②現状複製の作業（色校正の現状） 

  ③復元複製に向けて 

 ・地色について（金泥の事例） 

 ・顔料分析の方法と必要性（科学分析，分光測定） 

 ・人物データベースの作成（服飾の表記など） 

再現画撮影 2009 年 12 月 11 日 東京芸術大学美術館 

 岩永てるみ氏による「歴博甲本」右隻第２扇再現画の原本欠失部分を撮影。 

第３回研究会 2010 年３月４日 歴博 第２研修室 

作業の報告と検討 

１ 現状複製の検証 

 ①完成した現状複製屏風の閲覧 

 ②高解像度データ「画面閲覧版」について 

２ 復元複製に向けて 

 ①欠損部分の検討（右隻第２扇下部の再現状況と復元案・その他の欠損部分の補筆方法） 

 ②地色について（金泥の問題－部分，素材，分析） 

 ③その他の顔料分析の検討 

 ④人物データベースの作成（改善版の現状） 

 ⑤その他の課題（貼り札の検討など） 

研究発表 

 佐多 芳彦「服装関係データベースの基礎作業と諸問題 ～上杉本を素材として～」 

来年度の計画について協議（復元作業，研究発表，企画展示プロジェクト） 

４．今年の研究成果 

 絵画，文献，地理・考古などの諸分野から報告を得て，研究の現状と課題を把握できた。 

 原本をスキャニングして高精細なデジタルデータを取得し，複製制作と画面での観察用のデータを整備す

ることができた。現状複製についてはすでに完成させ，それを元に復元複製の作業に入ることができた。 

 復元複製の制作に向けて，欠失部分の再現や補筆について作業を進め，方法について方向性を得ることが

できた。 

 原本を用いた作業の機会に観察と協議を行った結果，地色の部分が基本的に金泥であることや，これまで

知られていなかった後世の補修がかなりあることなどの発見があり，復元についての重要な手がかりが得ら

れた。 

 人物データベースの作成も進め，描かれた内容についての理解を深めると共に，画像データとリンクして

の活用などにも展望を持つことができた。 

 活用についても，制作した高精細データを活用する具体的な方法を検討し，また教育用「ミニ屏風」を用

いたワークショップなどを機会があるたびに行い，実績を重ねることができた。 
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５．共同研究員（◎は研究代表者，○は研究副代表者） 

 岩崎 均史 たばこと塩の博物館       岩永てるみ 愛知県立芸術大学美術学部 

 神庭 信幸 東京国立博物館保存修復課    佐多 芳彦 國學院大學栃木短期大学 

 末柄  豊 東京大学史料編纂所       鋤柄 俊夫 同志社大学文化情報学部 

 古川 元也 神奈川県立歴史博物館      安達 文夫 本館・研究部・教授 

 井原今朝男 本館・研究部・教授       大久保純一 本館・研究部・教授 

◎小島 道裕 本館・研究部・教授       小瀬戸恵美 本館・研究部・助教 

 澤田 和人 本館・研究部・助教      ○高橋 一樹 本館・研究部・准教授 

 玉井 哲雄 本館・研究部・教授       松尾 恒一 本館・研究部・准教授 

 宮田 公佳 本館・研究部・助教 

 

※本共同研究は「科研型」であり，計画が認められた後に科研費を取得することができたため，同じ課題で

進めている。経費的には，研究会開催に関する部分を共同研究で，複製制作の作業に関わる部分を基本的に

科研費で扱っている。 

 

Ｄ「【準備研究】古代における文字文化の形成過程の基礎的研究－古代 

  中国・朝鮮からの伝播－」2009 年度 

(研究代表者 平川 南） 

 

１．目 的 

 国立歴史民俗博物館では，木簡・漆紙文書・墨書土器・金石文・銅印・銭貨など，これまで古代資料につ

いての資料単位の調査研究実績を重ねてきた。それらの調査研究実績を踏まえ，その総合化を目指すことが

本研究の目的である。その総合的研究の前提として，東アジア諸国の文字文化の伝播の実態と古代日本にお

ける文字文化の全体像を描くことが必要となる。 

２．今年度の研究目的 

 本年度は，前年度に引き続き，日韓中の出土資料を用いて多角度からの検討を行った。本年は，木簡のほ

かに金石文や正倉院文書など前年度に考察しきれなかった文字資料を主な対象とした。また，韓国・中国に

おける 新の出土文字資料研究の状況を把握するとともに，国語国文の分野からの問題提起を，日本史の分

野の中でも様々な角度からの考察を試みた。 

３．今年度の研究経過 

 第１回研究会  2009 年９月 27 日（日） 国立歴史民俗博物館 

   犬飼  隆  「出土資料と上代特殊仮名遣い」 

   新川登亀男  「死と埋葬－墓誌を中心にして－」 

   平川  南  「正倉院佐波理加盤付属文書の再検討－韓国木簡調査から」 

   質疑・討論 

 第２回研究会  2009 年 12 月 23 日（水） 国立歴史民俗博物館 

   關尾 史郎  「長沙簡牘博物館における調査（2009 年 12 月）概要」 
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   山口 英男  「正倉院文書の機能情報解析」 

   李  成市  「韓国浦項・中城里新羅碑について」 

   質疑・討論 

 第３回研究会  2010 年３月 28 日（日） 国立歴史民俗博物館 

   田中 史生  「入唐僧恵蕚の『白氏文集』書写と石碑の将来」 

   神野志隆光  「文字資料の現在と万葉集研究」 

   質疑・討論 

４．今年度の研究成果 

 本年度は，三回の研究会を開催し，日本史・中国史・古代朝鮮史のほかに国語・国文の分野から犬飼報告・

神野志報告を得た。 

 關尾報告・李報告では，それぞれ中国走馬楼呉簡の 新の整理状況と問題提起，韓国浦項の中城里新羅碑

の公表とその釈読についての紹介が為された。關尾報告では，主に賦税納入簡の作成過程について，実見結

果に基づいて，郷による竹簡の準備と県段階での出納チェック・編綴による保管と集計のあり方が提示され

た。また，李報告では，浦項中城里新羅碑の釈文だけでなく，韓国国内で行われたシンポジウムでの議論も

紹介された。冷水里碑など既出の石碑との類似点なども指摘され，今後検討課題に加えるべき資料であると

の意見で一致した。 

 さらに，平川報告では，韓国木簡の研究成果によって正倉院の佐波理加盤文書の内容再検討が試みられた。

韓国木簡の成果によって既存の日本の資料解釈に新たな方向性が示すことができる一例となった。 

 国語・国文学からの報告としては，犬飼氏による上代特殊仮名遣いについての報告，神野志氏による万葉

集研究についての報告が得られ，古代日本における字音表記の原理についての理解が深められた。 

 日本史の側からは，新川氏による古代日本の墓誌を検討した報告，山口氏による正倉院文書の機能分類を

試みた報告，そして田中氏による『白氏文集』の将来にかかわる報告がなされた。新川報告では，なぜ文字

に記すという形で墓誌が残されたのか，という根源的な問題提起がなされたほか，質疑では中国の墓誌・韓

国の舎利容器との関連が指摘された。また，山口報告では，正倉院文書にみられる書写情報の移動について

言及があった。質疑では，木簡による文字情報の伝達方法などとの比較が議論された。 

 各回とも，研究会には，研究分担者のほか，ゲストスピーカーや各大学の大学院生も加わり，活発な意見

交換がなされた。 

５．全期間の研究成果 

 二年にわたる準備研究を通して，古代における文字文化について，日本・韓国・中国それぞれにおけるあ

り方を検討することができた。前年度が，主に文字の表記方法や書写材料といった表記に関する検討課題が

中心であったのに対し，本年度は，文字を書くことそのものの意義についての根幹的な問題意識が活発に議

論された。それぞれ，日本・韓国・中国三者の類似点とともに相違点も挙げられ，その背景にある社会や思

想なども含めて検討することが今後の課題となるであろう。 

 なお，本準備研究は，本年度申請中の科学研究費基盤研究「古代における文字文化の形成過程の研究」へ

と引き継ぐ予定である。科研の採択がなかった場合には，研究過程およびその成果を研究報告に掲載する。 

６．研究組織（◎は研究代表者，○は研究副代表） 

 安部聡一郎 金沢大学人間社会研究域歴史言語文化学系 
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 市  大樹 大阪大学大学院文学研究科      犬飼  隆 愛知県立大学日本文化学部 

 神野志隆光 東京大学大学院総合文化研究科    關尾 史郎 新潟大学人文学部 

 新川登亀男 早稲田大学文学学術院        田中 史生 関東学院大学経済学部 

 三上 喜孝 山形大学人文学部          森下 章司 大手前大学総合文化学部 

 山口 英男 東京大学史料編纂所         李  成市 早稲田大学文学学術院 

 小池 淳一 本館・研究部・准教授        高橋 一樹 本館・研究部・准教授 

 永嶋 正春 本館・研究部・准教授       ○仁藤 敦史 本館・研究部・教授 

 吉岡 眞之 本館・研究部・教授        ◎平川  南 本館・館長 

［リサーチアシスタント］ 

 武井 紀子 東京大学・大学院生 

 

Ｅ「【展示型】中近世における武士と武家の資料論的研究」 

  2008～2010 年度 

(研究代表者 高橋 一樹） 

 

１．目 的 

 本研究は，日本における通史的武士像構築のための段階的・問題提起的研究として，中世・近世の武家文

書以下の武士資料にもとづいた新しい時代像・歴史像を検討するものである。 

 歴史資料としての武家文書は，これまで，①内容分析による歴史叙述，②様式分類を中心とした古文書学

的研究，それぞれの素材として取り扱われてきた。そこでは，中世と近世という既存の時代区分に依拠して

研究が分断的に進められてきた。また，近世以来の考証史学的手法と近代歴史学に共通する古文書の偏重姿

勢によって，それと一緒に伝来した多様な史資料との関連性が等閑視されてきた。 

 しかし，12 世紀末葉から 19 世紀後半におよぶ武人政権の断続的な出現や「武士」「侍」の存在といった歴

史的事実，あるいは近代以降の武士イメージの再生産や新たな創出といった政治的イデオロギーとの関係に

照らしても，従来型の細切れ的な研究方法がもつ弊害を認めないわけにはいかない。比較史的研究が警鐘を

鳴らしているように，長期間にわたる武人政権の存続と武士の行政官僚化は特殊日本的な現象である。武士

が文書行政の担い手として展開するプロセスをはじめ，武士やその家にもとめられる政治的・社会的要素の

変化が文書以下のモノ資料にいかに反映し，どのような影響を与えたのか，つまり武士を武士たらしめてい

るものは何か，ということも決して自明ではない。 

 文書などの武士資料は，家を媒介として一定の時間軸のもとに連続性をもって伝来・存在している。この

ことに注視しながらも，それを固定的にとらえるのではなく，たとえば文書の内容や性格の移り変わり（中

世の権利証書から近世の儀礼資料へ），文書そのものの移動や偽作，頻繁な書写や情報の改竄・隠蔽，資料群

としての再編成の繰り返しなど，モノとしての動態的な要素を観察することによって，それを行う人間＝武

士の意識や武士（武家）の連続と断絶を明らかにし，それらを取り巻く国家・社会のあり方を読み解き，既

存の時間区分とは異なる新たな枠組みを設定することが可能と考える。 

 本研究は，武家文書の通時代的研究の必要性を訴える近年の研究動向もふまえながら，既存の時代区分の

枠を取り除いて，上記のような観点から文書以下の武家資料群を原本調査に即して分析する。さしあたって
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は，モノとしての文書のライフサイクルはもとより，文書のフォーマットや外的な形態に着目し，公家文書

や寺社文書あるいは地域の民衆世界に残された文書史料とあわせみることによって，武家文書の作成・保存・

機能がもつ社会的影響を考察する。また，モノとしての機能や伝来理由という点については，武士あるいは

武家の表象としての文書（たとえば威信材）という視点を導入し，文書以外の史資料（武器武具・絵画・和

歌資料・茶道具・華道資料など）との関係構造を検討する。その際，これまで研究の蓄積の薄い中近世の漆

紙文書などの考古資料も検討材料として重視する。 

 研究の体制としては，本館が所蔵する中世・近世の武家文書等を中核としつつも，人間文化研究機構内の

研究機関はもとより，国内の歴史博物館との協業により，幅広い資料の集成と検討の体制を作りたい。あわ

せて，本館を含む全国の歴史系博物館・資料館が抱える文書展示の困難性を打開するために，情報工学等と

の連携により，新たな文書展示の方法を開拓することも模索したい。 

２．今年度の研究目的 

 ①全体研究会・資料調査 通年活動の軸となる全体研究会および資料調査については，武士・武家の史資

料（群）に関して，史料学的研究の報告と表象論的研究の報告を中心にした研究会を，企画展示を見据えた

中近世にわたる武家の家伝資料群の原本調査とあわせて年間４回開催する。なお，全体研究会では，文献史

学の武士論・武家資料論，美術史の中近世武家関係資料論などに関して，館外からゲストスピーカーを招く。 

 ②館蔵資料の継続的調査 越前島津家文書・亀井家文書・本多家文書などの資料調査を，近世史関係のワ

ーキンググループ形式で研究報告を交えながら随時，開催する。また，過去に開催された武士・武家資料に

関係する他館の展示図録等について網羅的に情報を収集し，武士展示の手法（現代の研究者による表象の方

法）やその歴史についても検討を進める。 

 ③館外での展示・資料調査 関東圏を中心に歴史系博物館で開催される武士・武家関係資料の展示の見学

を随時行い，資料情報および現場での議論の詳細を全体研究会で報告・検討し，共同研究員で共有する。 

 ④展示準備活動 上記の調査研究活動と並行して，展示構成および展示資料の具体化と選定を推進すると

ともに，年度後半は図録の編集準備を行う。また，おもに文書史料を念頭においたデジタル技術の援用によ

る新しい展示手法の開発を進める。 

３．今年度の研究経過 

 全体研究会 

  第１回 2009 年６月 13 日 国立歴史民俗博物館 

   高久 智広「本多家文書にみる旗本家文書の資料的特質」 

   佐藤 宏之「近世大名の改易・再興とモノ」（ゲスト・スピーカー） 

   コメント 久留島浩・高橋一樹 

  第２回 11 月１日 国立歴史民俗博物館（展示プロジェクト会議と合同） 

   高橋 一樹「企画展示構成案について」 

  第３回 12 月 11・12 日 国立歴史民俗博物館 

   高橋 修「「川中島合戦図屏風」と越後流軍学」（ゲスト・スピーカー） 

   長谷川伸「戦国武士の転身と軍学」（ゲスト・スピーカー） 

   マルクス・リュッターマン「出陣次第について」 

  第４回 2010 年１月９・10 日 国立歴史民俗博物館 
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   高橋 一樹「企画展示構成案について」 

   館蔵資料調査 

   井原今朝男「結城合戦絵詞について」 

  第５回 ２月 20・21 日 国立歴史民俗博物館 

   澤田 和人「女性の小袖意匠にみる公家と武家」（ゲスト・スピーカー） 

   大久保純一「錦絵にみる川中島合戦」 

   富田 正弘「武家文書と料紙」 

 展示・資料調査 

   研究方法上の特色として，本館等での研究会や熟覧的手続きの要する資料調査とは別に，関東圏の博

物館・資料館で開催される武士・武家関係資料の企画展示・特別展を随時見学し，展示資料のみならず

展示手法についても検討する機会をもった。 

  展示調査 

   國學院高等学校日本文化史資料室・埼玉県立歴史と民俗の博物館「雑兵物語」展 

  個別資料調査 

   彦部篤夫家（群馬県桐生市）・新潟県立歴史博物館・京都府立総合資料館 

４．今年度の研究成果 

 全体計画の２年目にあたる本年度は，全体研究会（館蔵資料調査を含む）を５回開催し，近世武家資料の

検討を中心とするワーキンググループ研究会を随時開催した。それらと並行して，群馬県桐生市の彦部家資

料および住宅の個別調査を実施し，2010 年秋に本共同研究の活動のひとつとして開催する企画展示での活用

を含めて検討した。この間の活動を通じて，本共同研究の研究目的にある，中世と近世を通じた武士と武家

に関する資料論的研究と表象論的研究を総括する分析視角として，武士・武家にかかわる多様な資料の機能

とその多次的変容に着目し，それらを各時期の社会的コンテクストのなかに位置づける作業を意識的に進め

ることとした。 

 とくに展示にあたっては，ゆるやかな時間軸にそったテーマの配置を行うなかで，各テーマ毎では中世と

近世を一貫した視点にもとづき，①自己・他者（過去の武士も含む）の表象の具体相，②時台間の連続と断

絶，③武士の固有性の有無，④個人（男）と家（男＋女），⑤国際関係・比較史の視野，以上に留意しながら，

書面・画像資料・モノ資料などを有機的に組み合わせて，絶えず武士を相対的にとらえるように配列するこ

ととした。 

 また，2010 年秋までは企画展示準備のための共同研究という性格づけを重視し，企画展示オープン以後か

ら実際の展示空間・資料を活用した狭義の共同研究をプロジェクト外の研究者も含めて開始することとした。

展示期間から残り半年間に集中的に研究会を開催する計画である。 

 全体の研究活動が年度前半に研究会を１回開催したほかは年度後半に偏ってしまった点は大きな反省点で

あるが，結果として次年度秋の企画展示にむけての準備活動に連続させることができた。また，本共同研究

は展示型共同研究として館内初めてのケースであり，その研究活動の進め方について試行錯誤の要素を多分

に含むが，次年度秋の企画展示開催までを共同研究のなかでの展示準備研究と位置づけ，より狭義の共同研

究を展示開催中からの約半年間と割り切って設定したことで，研究活動の計画性が高まり，かつ目的もより

明確になったと考えられる。 
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５．共同研究員（◎は研究代表者，○は研究副代表者） 

 大友 一雄 国文学研究資料館アーカイブス研究系  久留島典子 東京大学史料編纂所 

 近藤 好和 國學院大學              佐伯 真一 青山学院大学 

 高久 智広 神戸市立博物館            高橋 裕次 東京国立博物館 

 佐藤 宏之 一橋大学               富田 正弘 学識経験者 

 マルクス・リュッターマン 国際日本文化研究センター 

 前嶋  敏 新潟県立歴史博物館          青山 宏夫 本館・研究部・教授 

 安達 文夫 本館・研究部・教授          岩淵 令治 本館・研究部・准教授 

 井原今朝男 本館・研究部・教授          大久保純一 本館・研究部・教授 

 久留島 浩 本館・研究部・教授         ○小島 道裕 本館・研究部・教授 

◎高橋 一樹 本館・研究部・准教授 

 ［リサーチアシスタント］ 

 西山  剛 総合研究大学院大学・大学院生     工藤 航平 総合研究大学院大学・大学院生 

 

Ｆ「【展示型】『地理写真』の資料化と活用」2009～2011 年度 

(研究代表者 青山 宏夫） 

 

１．目 的 

 本館所蔵の「石井實フォトライブラリー」は，小学校・高校・大学の地理教員であった故石井實氏（1926

－2007）が，終戦直後から 2007 年までの 60 年あまりのあいだに，日本各地（一部に外国を含む）で撮影し

た，40 万点を越える「地理写真」を中心とする一大資料群である。本研究は，この「地理写真」を研究利用

に供しうるように資料化するとともに，有効性と限界を見きわめつつ，その活用を図ることを目的とする。

これは，近代以降において多量に残されている写真を，近現代研究に活用する可能性を探る試みでもある。

また， 終年度の平成 23（2011）年秋には，その成果にもとづいて企画展示を開催する。 

 近代以降，写真は多量に撮影されているが，撮影日や撮影場所などの基礎データが整備されたものは一部

にすぎない。また，資料としての写真の利用法や読解法も含めた資料論も，必ずしも充分に確立しているわ

けではない。 

 このようななかにあって，石井實フォトライブラリーの写真は，撮影日ごとに整理され，克明な撮影日誌

も残されている。本研究では，以上の点をふまえて，第一に，同フォトライブラリーの写真について，時間

データ・空間データ・被写体・撮影テーマなどの付与すべき基礎データの検討と，写真資料データベースの

検索法の検討とを試みる（写真の資料化）。第二に，写真に写された景観について，①当該分野の専門的研究

者によるモノグラフ的な視点，②関連する写真以外の資料からの検討，③写真相互の時間的・空間的連続性

への配慮などの諸点から読解する（写真の活用）。とりわけ，自然景観・都市景観・農山村景観などや，生業・

祭礼などの生活文化に注目して読解し，その成果を展示として公開する。これらを通じて，資料化・主題的

研究・展示などを連関させて，写真資料を中心とした博物館型研究統合を実践する。 

 なお，本研究における作業効率の向上，および３年後に開催予定の企画展示とその後の写真資料の公開の

ために，同フォトライブラリーの写真フィルム約 40 万点について，適宜スキャニングしてデジタル化を進め
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る。 

２．今年度の研究目的・計画 

 石井實フォトライブラリーの写真について，時間データ・空間データ・被写体・撮影テーマなどの付与す

べき基礎データを整理するとともに，写真検索のためのキーワードについて議論し，検索法について検討す

る。また，写真以外の資料をも視野に入れながら，共同研究員の分担する課題に応じて，問題点を整理しな

がら写真読解を進める。あわせて，撮影地点の現地調査（東京およびその周辺など）を実施して，撮影地点

の確定や現景観の調査を行う。 

３．今年度の研究経過 

 第１回研究会（７月 20 日 国立歴史民俗博物館） 

  第１回研究会として，本共同研究の研究方針の検討・確認，および石井實フォトライブラリーの熟覧に

より，共同研究員のあいだでの共通理解を得た。 

 東京都奥多摩町調査（９月 19 日～20 日 東京都奥多摩町峰） 

  奥多摩町峰集落で催された三匹獅子舞について，祭礼当日に現地調査を実施し，写真撮影を行った。ま

た，今後の本調査のための事前調査を行った。 

 第２回研究会および現地調査（11 月 21 日～23 日 東京都奥多摩町峰） 

  東京都奥多摩町峰集落において，石井實氏の撮影地点の確認と景観変化に関する現地調査を実施すると

ともに，地理写真の読解法について検討する研究会を開催した。 

 富岡畦草記録写真展の観覧及び聞き取り調査（１月 11 日 鎌倉芸術館） 

  戦後 60 年間の東京を定点撮影した富岡畦草氏の写真展を観覧し，石井フォトライブラリーの写真と比較

するとともに，展示の構成について検討した。また，富岡畦草氏及び同展示企画者の富岡三智子氏から

聞き取り調査を行った。 

４．今年度の研究成果 

 １．石井實氏撮影の「地理写真」を熟覧することにより，当該資料に関して共同研究員にあいだで共通認

識を得ることができた。 

 ２．奥多摩町峰の祭礼をめぐって，現代社会における伝統文化の存続の問題，および写真資料の意義を再

認識できた。 

 ３．奥多摩町峰の三匹獅子舞の撮影を行った。その成果の一部は，『歴博』158 号に掲載されている。 

 ４．既存のフィルムスキャナー等では十全なスキャニングができないことが判明したため，フィルムのス

キャニング法に工夫を加えてスキャニングを実施した。 

 ５．写真の撮影地点と日時の基礎的テータを整理し，エクセルデータとして追加した。 

 ６．石井實氏撮影の写真のなかに建設中の東京タワーがあることから，それとの比較の観点から，現在建

設が進んでいる東京スカイツリーの定点撮影を実施した。 

５．共同研究員（◎は研究代表者，○は研究副代表者） 

 島津 俊之 和歌山大学             磯谷 達宏 国士舘大学 

 中林 一樹 首都大学東京            関戸 明子 群馬大学 

 松尾 容孝 専修大学              椿 真智子 東京学芸大学 

 畠山  豊 町田市立博物館           小方  登 京都大学 
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 福田 珠己 大阪府立大学            安室  知 神奈川大学経済学部 

 安達 文夫 本館・研究部・教授         大久保純一 本館・研究部・教授 

 久留島 浩 本館・研究部・教授         岩淵 令治 本館・研究部・准教授 

 松尾 恒一 本館・研究部・准教授       ○原山 浩介 本館・研究部・助教 

◎青山 宏夫 本館・研究部・教授 

 [リサーチアシスタント] 

 辰巳 唯人 東京芸術大学・大学院生 

 

Ｇ「【公募型】中世における儀礼テクストの綜合的研究－館蔵田中旧蔵 

  文書『転法輪鈔』を中心として－」2008～2010 年度 

(研究代表者 阿部 泰郎） 

 

１．目 的 

 唱導文献は，中世の仏教文化の中核を担うテクストとして，儀礼と結びつき，芸能に展開する基盤となり，

また，歴史状況と密接に関わり，時代をその人間の心意を象る史料としても高い価値を有する資料である。

その研究は，文献学的資料調査と解読分析を基礎として，人文学の諸分野から学際的になされる必要がある。 

 歴博田中旧蔵文書中の『転法輪鈔』は，中世唱導の主流であった安居院唱導の代表的文献の中で 古 善

のテクストであり，金沢文庫蔵安居院唱導文献群に比してはるかに古態をとどめ，それらを位置付ける上で

不可欠な伝本である。安居院唱導文献の研究については，『安居院唱導集上巻』（1975）以降，大きな進展が

みられない。その停滞は，こうした基幹資料が多く未公刊であることが影響している。この状況を打開する

一歩として，歴博本『転法輪鈔』を研究・紹介することは急務であり，その公刊は，歴史・文学および美術

史と建築史等の重要資料として学界の求めに応えるものとなろう。 

 加えて，唱導文献を広く宗教テクストとして認識し，特に儀礼テクストとしての普遍性のもとに把えるこ

とにより，唱導が担う仏教文化の構造と体系が明らかになり，ひいては説経や延年など芸能へと展開する機

能を明らかにできよう。それらは，仏教が王権や国家と結びついた東アジアに共通する現象であり，中国・

韓国の仏教儀礼と芸能の研究者が参加することは，そうした広い地平において唱導文献の位相を捉える格好

の機会となろう。また米国の中世仏教に深い知識と多様な問題意識を有する研究者の参加も，こうした課題

を国際的な視野の許で展開する契機ともなる。 

 すでに研究代表阿部泰郎は，副代表松尾恒一も加わった共同研究として，科研費基盤研究（Ｂ）「中世寺院

の知的体系の研究」で真福寺等において唱導文献を含む仏教資料全般にわたる綜合的研究を深め，また 21

世紀 COE プログラム「統合テクスト科学の構築」の推進担当者として，その宗教テクストとしての普遍的構

造を追究してきた。さらに，新たに採択されたグローバル COE「テクスト布置の解釈学的研究と教育」（2007

～2011 年）では，その成果をより高度化して，自身の科研費研究の主題である中世宗教テクストの綜合的研

究を，国際的な連携を築きつつ展開すべく努めているが，本研究はその重要な基盤ともにり，また，これら

と連動するこしによって，より大きな次元の成果へ発展させることが期待される。 

２．今年度の研究経過 

 昨年度に引きつづき，歴博蔵，田中旧蔵文書を中心とする中世仏教儀礼関係の資料の調査と，共同研究会
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を中心とする研究発表，討議を行った。特記されるのは，日本との比較を目的とした中国の仏教儀礼，唱導

芸能の調査を実施したこと，及び韓国・中国の専門研究者を招き，公開の国際研究集会を開催したことであ

る。これらを含む，５回の共同研究会の発表者，発表題は下記の通り。 

第１回 研究会 ５月８日（金）～９日（土）  歴博 

 ・歴博蔵『転法輪鈔』ほか，中世唱導関係資料調査 

 ・研究発表 ゲストスピーカー三好俊徳氏「田中穣氏旧蔵『転法輪鈔』からみる源頼朝の宗教政策」 

 ・歴博蔵『転法輪鈔』の翻刻と解題作成についての経過報告 

 

第２回 研究会 ７月 14 日～７月 18 日 名古屋 真福寺／京都 八坂神社 

 ・研究発表：ブライアン ルパート「奥書・識語が語るもの－中世真言密教祖師自筆の言説と修法・聖教伝

授の関係に関する一考察－」 

 ・真福寺蔵，唱導関係資料調査 

 ・京都祇園祭調査 

 

第３回研究会 ９月 18 日～22 日 中国，仏教儀礼，唱導関係調査 

 ・天台山国清寺の朝の勤行（朝課）聴聞。及び山内踏査，特に伝教大師関係堂舎・碑等を調査。 

 ・天童寺，禅宗法要（晩課）聴聞・調査。道元禅師関係堂舎・碑の等，踏査。 

 ・鎮江金山寺にて水陸法会の調査。特に内壇の荘厳の調査。現況（施主や催行状況等）と歴史について聞

き取り調査。 

 ・蘇州評弾学校にて，校長・作曲家の教師・演奏の教師より，学校の成立，評弾伝習のための課程等につ

いて聞き取り調査。 

 ・蘇州評弾博物館にて評弾を聴聞。評弾とその奏演の空間・聴衆層等について調査。 

 

第４回 12 月 23 日 名古屋大学 文系総合館カンファレンス・ホール 

  名古屋大学との共催による公開の国際研究集会「東アジアの宗教儀礼と表象文化」 

 ・歴博民俗研究映像「薬師寺花会式～行法と支える人々～」上映と解説：松尾恒一 

 ・基調講演 洪潤植（韓国東国大学名誉教授）「韓国の仏教儀礼と芸能」 

 ・シンポジウム「東アジアの宗教儀礼と表象文化」 

  金應起（韓国東国大学教授）「韓国における「霊山斎」の儀礼と芸能及びその歴史」 

  小島裕子「舎利会における舎利の奉迎について」 

  荒見泰史「敦煌文献に見られる唱導資料」 

  コメント：殷勤（杭州仏学院）・尹光鳳・松尾恒一  総括：阿部泰郎 

 

第５回，共同研究会 ３月９日～10 日 歴博 

 ・研究発表：松尾恒一「古代，延暦寺根本中堂修正会の咒師作法の特質，新資料真福寺蔵『中堂呪師作法』

を中心として」 

  阿部美香「新資料，金沢文庫蔵『上素帖』の唱導資料の特質 
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３．今年度の研究成果 

 上「２．今年度の研究経過」に記した共同研究会により，歴博蔵，田中旧蔵文書を中心とする中世仏教儀

礼関係の資料の調査と，共同研究員を中心とする研究発表，討議を行った。 

 第１回はゲストスピーカー三好俊徳氏が「田中穣氏旧蔵『転法輪鈔』からみる源頼朝の宗教政策」を発表

し，『転法輪鈔』中の２篇の源頼朝主催法会の表白を中心に，儀礼の分析とその歴史的位置づけを検討した。

頼朝の宗教政策について，京洛と鎌倉との関わりを視野に入れて，本表白の分析を試みた。 

 第２回は，ブライアン ルパート共同研究員の「奥書・識語が語るもの－中世真言密教祖師自筆の言説と修

法・聖教伝授の関係に関する一考察－」の発表が行われた。鎌倉中期以降の，日本密教テクストを資料とし

て，特に奥書・識語－テクストの筆者・書写者・伝来・刊記等の記載－に注目して，古代後期，院や朝廷と

結びついた顕密仏教，国家仏教体制下の仏教とは異なる密教のあり方を考究したもので，これらの密教テク

ストの生成は主に，地方において弟子たちの手によってなされ，その由緒の正しさ，正当性＝正統性を，師

匠からの誤りのない伝授によってなされたことを根拠としている点に，注目すべきであるといった内容が発

表された。 

 これ対して，その中世，特に鎌倉期における仏教史上の意味・意義について，阿部代表によるコメントが

なされた。また，修法を内容とする多くのテクストが書写されていることは事実として認め得るが，これら

の密教修法が，どの程度実践されたのか－実際に行われたのはその一部ではないか－といった指摘，また，

これが地方において行われた目的や，これを可能とした経済的基盤は何だったのか，といった問題が松尾恒

一より指摘された。さらに，高橋一樹は，地方の中でも，事例が東国に偏向している点に注目すべきで，こ

れは，東国にもう一つの政権，鎌倉幕府が成立し，朝廷－幕府の往還といった，列島内に生起した新たな政

治的状況の反映と認め得るのではないか，その場合の中央－東国の結びつきは，ストレートなものではなく，

畿内の一地域，あるいは複数地域を介したものだろうといった指摘がなされた。 

 第２回では，あわせて仏教儀礼の伝承調査の一環として，京都八坂神社において牛頭天王の祭祀として行

われる，祇園祭の現行行事の調査と記録を行った。特に，神仏習合的な行事・作法に注目して調査を行い，

南観音山において，楊柳観音を山鉾に安置する作法として行われる「あばれ観音」の行事の調査と記録を行

った。祇園祭は，中世の風流の精神によって造形された山鉾が町を巡行する行事としても知られるが，掛物

や人形等の作り物，山鉾に乗る児等にも注目して，調査と記録を実施した。 

 第３回研究会は，中国における，仏教儀礼，唱導関係の調査を実施した。特に，日本仏教の歴史と民俗的

な展開，また琵琶法師による平曲や説経・講談等，唱導を考究する上で，比較が有効であると考えられる民

俗文化の現況について調査を行った。 

 第一に，古代・中世の日本仏教の祖師らの修行と習得が行われた寺院，及びそれらの寺院における儀礼の

時間・空間と身体所作・音声の調査として 

・天台大師智顗円寂の地，新昌県城大仏寺（元隠岳寺・石城寺，巨大弥勒石仏）の踏査 

・天台山国清寺にて，法会の歴史と現況 

・天台山国清寺の朝の勤行（朝課）聴聞，及び山内踏査，特に伝教大師関係堂舎・碑等 

・天童寺，禅宗法要（晩課）聴聞・調査，道元禅師関係堂舎・碑等，踏査 

・鎮江金山寺にて水陸法会の調査，特に内壇の荘厳について，現況（施主や催行状況等）と歴史についての

聞き取り 
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 さらに，中・近世芸能の伝承・伝習状況の調査として 

・蘇州評弾学校における，校長・作曲家の教師・演奏の教師への，学校の成立，評弾伝習のための課程等に

ついての聞き取り 

・蘇州評弾博物館にて評弾の実態の調査を実施した。 

 第４回は，阿部研究代表の本務である名古屋大学との共催による国際研究集会「東アジアの宗教儀礼と表

象文化」を，韓国・中国の研究者を招聘し，公開にて，共同研究会を開催した。 

 東アジアにおける国や地域による差異はあるものの，古代・中世に仏教の実践として，寺院における儀礼

が大きな役割を果たし，これを基盤として特徴のある文化が生成した。その文化生成は，建築・絵画・歌舞・

音曲・文学…といった多分野におよび，また地域の民間信仰とも結びついて独自の変容を遂げ，その伝承の

いくつかを各国に見ることができる。本研究集会は，仏教儀礼の古代・中世の実相を明らかにしつつ，仏教

を起源，あるいは基盤とする諸文化の生成と定着についての比較を，韓国・中国の専門研究者，及び大学に

所属する専門研究者等とともに考究したが，宗派仏教として成立した日本仏教においては，その後の文化生

成や展開の上で，韓国・中国とは大きく異なるものとなったこと等が浮き彫りとなり，今後，水陸斎（水陸

法会）の比較研究等，個別事例についての比較研究を推進することの必要性が，韓国・中国の研究者ととも

に共通の認識となった。 

 第５回共同研究会では，松尾副代表「古代，延暦寺根本中堂修正会の咒師作法の特質，新資料真福寺蔵「『中

堂呪師作法』を中心として」，阿部美香共同研究員「新資料，金沢文庫蔵『上素帖』の唱導資料の特質」の研

究発表が行われた。いずれも，新資料の紹介・内容分析を中心とする研究発表で，仏教儀礼と密接に結びつ

いた古代・中世の芸能の新たな側面を照射する発表内容で，現行儀礼や中国仏教との相違点等について，活

発な討議が行われた。 

 第２年次となる本年度はまた，研究対象の核となる館蔵『転法輪鈔』の解読と分析を前進させつつ，館蔵

の他の仏教儀礼を中心とする中世の文献資料の調査を実施した。さらに，新出の古代・中世の仏教儀礼・唱

導資料の考察をも行った。 

 東アジアにおける仏教儀礼，及び，これと深く関わった芸能の伝承の実見・調査として，中国における仏

教儀礼，唱導関係の現行の伝承例を中心に調査を実施した。特に，日本仏教の歴史と民俗的な展開，たとえ

ば琵琶法師による平曲や説経・講談等，唱導を考究する上で，比較が有効であると考えられる民俗文化の現

況について調査を行い，東アジア世界における文化比較の上での仏教の重要性，精緻な調査に基づいての比

較の必要性が認識された。 

 共同研究会のうちの１回は，上に述べたように国際研究集会として「東アジアの宗教儀礼と表象文化」を

テーマとして実施したが，韓国・中国の研究者を招聘して討議を行うことにより，その展開・伝承の，日・

中・韓の間の差異を明確にすることができた。なお，本研究集会は公開で行い，約 70 名の外国人を含む大学

教員・大学院生・一般来館者の参加があり，本共同研究の成果と意義を，大学・関係学会をはじめとする研

究者コミュニティに発信することができた。 

４．共同研究員（◎は研究代表者，○は研究副代表者） 

 荒見 泰史 広島大学            近本 謙介 筑波大学 

 牧野 淳司 明治大学            内田 澪子 東京大学史料編纂所 

 筒井 早苗 金城学院大学          阿部 美香 昭和女子大学・非常勤講師 
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 康  保成 中国・中山大学         Brian Ruppert アメリカ・イリノイ大学 

 尹  光鳳 広島大学            小島 裕子 和光大学，他  非常勤講師 

 西岡 芳文 神奈川県立金沢文庫       蓑輪 顕量 愛知学院大学 

 小池 淳一 本館・研究部・准教授      高橋 一樹 本館・研究部・准教授 

◎阿部 泰郎 名古屋大学・本館客員     ○松尾 恒一 本館研究部・准教授 

 

(4) 博物館学的研究 
 

Ａ「デジタル化された博物館資料に関する情報記述法の研究」 

  2007～2009 年度 

(研究代表者 安達 文夫） 

 

１．目 的 

 今後ますます多様化し数も増加すると考えられるデジタル化された資料について，その利用を促進し，デ

ジタル化資料の情報の交換を容易にするため，その本質的な記述法を，情報の発生や利用のモデルに基づい

て明らかにすることを目的とする。 

 実物の資料に関する情報記述法は研究が進んでいるが，デジタル化された資料に対しては明確な情報記述

法がない状況にある。これは，デジタル化された資料では，取得（発生）の過程が多様であり，複合した制

作物が存在することにより，記述に関する考え方が複雑となっていることによる。そして，デジタル化した

資料は複製が容易であることも考慮すべき事項である。 

 本研究は，デジタル化された資料の発生と取得の過程，並びに利用をモデル化することにより，複雑に見

える情報の記述を簡明なものとして，情報記述法の確立を目指すものである。写真やマイクロフィルム，映

像資料はデジタル資料と共通する特性があり，これらに関する記述も視野に入れ研究を進める。 

２．今年度の研究目的 

 デジタル資料について，その制作過程，複合構造，原資料の記述が可能で，従来型の資料とも連続性を有

する記述モデルを確立し，事例を基に記述能力の検証を行うとともに，モデルの公開を図る。 

３．今年度の研究経過 

 デジタル資料記述モデルの具体的な検討を行う分科会を４回（７月１日, ８月 31 日, １月 25 日, ３月 17

日）開催するとともに，公開研究会を含む全体の研究会を以下のように開催し，記述モデルの確立を図った。 

第１回研究会 2009 年７月 31 日 

 デジタル資料の構成，制作過程およびその内容を記述できる基本モデルを提案し，広く意見を収集するこ

とを目的とした公開研究会へ向けてのモデルを構築した。 

第２回研究会（公開研究会） 2009 年 10 月 23 日 

・デジタル資料情報記述の課題           安達文夫（本館） 

・デジタル資料情報記述モデルについて       鈴木卓治（本館） 

・デジタル資料情報記述モデルに関するコメント   村田良二（東京国立博物館） 

・デジタル資料情報記述モデルによるデータ記述について 
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                         山田太造（東京大学史料編纂所） 

・国立民族学博物館のデジタル化資料にもとづくデジタル資料情報記述モデルの検討 

                         山本泰則（国立民族学博物館） 

・報告に対するコメント              大山敬三（国立情報学研究所） 

                         鯨井秀伸（愛知県美術館） 

                         青山宏夫（本館） 

第３回研究会 2010 年２月８日 

 公開研究会で出された意見を整理し，本研究による提案を“何らかを写し取っている資料を管理し利用す

るための記述の概念モデル”と位置づけることとした。併せて，ドキュメントの取りまとめと研究成果の公

開方法について方針を定めた。 

４．全期間の研究成果 

 以下の内容からなるモデルを構成し，「転写資料記述のための概念モデル －アナログ資料とデジタル資料

の連続した管理と利用のために－」と題するドキュメントとしてまとめた。 

・デジタルあるいは従来型の資料であるかを問わず，何らかを写し取っている資料を転写資料と捉える。そ

して，写し取られている元々の資料を原資料，写し取る際に直接の元とした資料を転写元と呼ぶ。 

・転写資料は，それ自身の記述とともに，原資料の情報を記述あるいはリンクにより指し示し，その内容を

明示する。これにより資料を探し出すことを実質的に可能とする。 

・転写元を記述する。これにより，制作過程を記録するとともに，転写資料の構成を明示する。 

・転写された結果の形態を示す表現情報と，記録媒体への格納先を示す格納情報を与える。 

このドキュメントを本館のホームページより公開する。 

５．共同研究員（◎は研究代表者，○は研究副代表者） 

 宇陀 則彦 筑波大学図書館情報メディア研究科    五島 敏芳 京都大学総合博物館 

 後藤  真 花園大学文学部             柴山  守 京都大学東南アジア研究所 

 曽根原 登 国立情報学研究所            田良島 哲 東京国立博物館 

 松村  敦 筑波大学図書館情報メディア研究科    村田 良二 東京国立博物館 

 師  茂樹 花園大学文学部             山田 太造 東京大学史料編纂所 

 横山 伊徳 東京大学史料編纂所           山本 泰則 国立民族学博物館 

◎安達 文夫 本館・研究部・教授           大久保純一 本館・研究部・教授 

○鈴木 卓治 本館・研究部・准教授          仁藤 敦史 本館・研究部・教授 

 高橋 一樹 本館・研究部・准教授          村木 二郎 本館・研究部・准教授 

 内田 順子 本館・研究部・准教授 
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［個別共同研究］ 
 

(1) 「東アジア先史時代の定住化過程の研究」2007～2009 年度 

(研究代表者 小林 謙一） 

 

１．目 的 

 縄文時代の集落研究は，土器編年研究と並び，日本先史考古学の大きな柱となってきたが，その成果は決

して充分とは言えない。高度成長期による大規模開発に伴う広域調査により，集落調査例は膨大なものとな

ったが，その実体については不明な点が多い。例えば， も遺跡数が多く集落も多く発見されている東日本

縄文中期についてみると，同時存在住居の把握や集落の定住性について議論が続いている。目を転じて縄文

時代の始まりである草創期のあり方をみても，岩陰遺跡の利用や竪穴住居の出現など，定住化過程の復元に

関して興味深い様相を持ちながらも，いまだ本格的な定住化の議論が行われるにいたっておらず，十分な分

析が行われているとはいい難い。 

 縄文中期と草創期の居住遺跡（集落と洞窟またはキャンプサイト的セツルメント）は，縄文集落研究さら

には縄文社会論の上で，重要かつ典型的な研究対象となる。集落構造や居住形態について解明を進め，さら

に土器編年や年代測定研究とあわせ検討することで，先史社会研究として大きな成果があげられるものと考

える。将来的な展望としても，縄文時代全般，列島全域・東アジア全体の先史集落に対して，縄文集落遺跡

の集成的研究を行っていくことが必要となることが予想され，その際の先行研究として，共有化し得る研究

資源を準備することになると考える。 

２．今年度の研究目的 

 東日本縄文中期集落，西日本草創期遺跡の代表的な事例を検討する研究会を行う。例えば，これまでに小

林が研究してきた関東地方の中期集落や，2004－2006 年度に共同研究を行い 2009 年度に歴博研究報告に整

理報告書として刊行する上黒岩遺跡についてこれまでの研究を発展させた内容を議論し，2009 年度の特別展

「縄文はいつから!?」展に成果を提示できるようにする。同時に，縄文時代中期についても総合的な見通し

を立てて，地域別のあり方について研究会を通してまとめていき， 終的な成果へと結実させていくこととする。 

３．今年度の研究経過 

 ・研究会の開催と共同調査,資料集成を進めている。主な活動は以下の通り。 

2009 年５月８日-10 日 第１回研究会 熊本研究会 熊本大学ほか 

５月８日 遺跡巡検 

熊本県文化財資料室にて，資料調査。熊本市立熊本博物館見学など。 

白鳥平 B，河陽 F遺跡の縄文草創期土器・石器の調査。 

５月９日 熊本研究会 熊本大学埋蔵文化財調査室 

小林謙一 「炭素 14 年代による縄文中期集落の研究」 

小畑弘己（熊本大学） 「縄文時代への生態的アプローチ」 

池田朋生（熊本県立装飾古墳館） 「熊本県における縄文集落研究」 

５月 10 日 熊本県内の遺跡巡検（御領貝塚，黒橋遺跡など） 

2009 年８月 10 日 第２回現地研究会 神奈川県相模原市大日野原遺跡調査現地 
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 縄文中期集落遺跡の発掘調査現地において，下記のような個別報告の後，調査中の縄文中期住居の覆土埋

没状況や重複関係の検討会および周辺地形観察や石器石材調査を行った。 

小林謙一 「大日野原遺跡の調査状況」 

河本雅人（相模原市博物館） 「相模原市内の遺跡状況」 

橋本真紀夫・矢作健二 「藤野町の自然・地形環境」 

2009 年 11 月 21 日～22 日 第３回研究会 国立歴史民俗博物館 

 縄文草創期に関する展示「縄文はいつから I 」および歴博フォーラムに参加し，その成果を元にした討議

を行った。特に歴博フォーラムでの発表における，「定住化の始まり」小林 謙一,「気候変化と文化変化」工

藤 雄一郎，「地形の変動からみた遺跡立地」橋本 真紀夫は共同研究分担者の発表であり，内容としても本共

同研究成果による内容を持つものであった。また，「東北地方の縄文草創期の様相」酒井 宗孝（花巻市博物

館学芸調査員），「関東南西部の縄文時代草創期の様相」安藤 広道（慶応義塾大学）の発表も，地域ごとの遺

跡分布やあり方からセツルメントシステムに迫る内容を持ち，本共同研究に大きな参考となった。また，２

日目は，福島による弥生古墳時代の時代区分の検討について縄文時代の時代区分と対比しながら議論した後，

今後の研究成果のとりまとめについて討議した。 後に，特別展示室において，ギャラリートークをもとに，

縄文時代草創期の遺物および遺跡やその分布状況について検討を加えた。 

11 月 21 日午後 歴博フォーラム「縄文はいつから I 」 参加 

11 月 22 日研究会 国立歴史民俗博物館 

福島雅儀 「時代区分について」 

小林謙一 「今後の予定・研究報告エントリーについて」 

小畑弘巳（熊本大学）・鈴木三男（東北大学）・酒井宗孝（花巻市博物館） 「縄文はいつから I 」展ギャラ

リートーク参加および特別展示見学 

2010 年３月 13 日 第４回研究会 中央大学文学部 

 研究分担者・協力者による研究報告を行い，南関東地方の縄文時代中期集落研究および北海道・北関東・

中部・東海・瀬戸内地域の個別研究について比較検討した。特に，南関東地方の集落研究は，本共同研究に

おいて も力を入れた部分であるが，特に細かな調査法に基づく集落の一時的景観復元について，内外の研

究者多数による議論を行うことができ，改めて集落研究・調査の問題点や議論において齟齬をきたしている

点が浮き彫りになるなど，本共同研究をまとめるに当たっての大きな契機を得ることができた。 

 小林謙一  「縄文住居調査学史」 

 中山真治 「武蔵野台地における縄文中期集落調査の事例から」 

 黒尾和久 「多摩における縄文中期集落調査の展望」 

 纐纈 茂 「調査例個別報告その１ 東海地方から」 

 村本周三 「調査例個別報告その２ 北海道での調査実践」 

 遠部 慎 「調査例個別報告その３ 犬島貝塚の調査」 

 櫛原功一 「調査例個別報告その４ 山梨県の調査例」 

 大網信良 「調査例個別報告その５ 井出上ノ原遺跡の調査実践」 

 武川夏樹 「調査例個別報告その６ 北関東から」 

 ・研究会以外の活動（本館および分担者各自の調査作業） 
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   中期における定住集落の展開を明らかにする目的で，研究者が分担し各地の集落遺跡集成と，遺跡内

空間分析による住居内外の遺物分布の分析などを通した集落群の空間分析を行い，縄文中期における定

住活動の内容を検討する基礎データを作成した。また，北海道キウス遺跡，井出上ノ原遺跡住居跡など

の縄文集落形成に関わる試料の年代測定を行った。 

   上黒岩遺跡を題材に，縄文草創期における定住化の度合いを検討するため，遺跡の層位や遺物など基

礎データを作成したが，その検討内容を国立歴史民俗博物館研究報告において「愛媛県上黒岩遺跡の研

究」として報告した際に，成果として盛り込んでいる。草創期から早期に関しては，人々の移住などに

よる土器の移動がどのような広がりを持っているのかを検討するために，栃木県域の早期土器や各地の

草創期土器片の蛍光Ｘ線分析を中心に，一部の土器では鉱物組成の分析を含めて，土器の胎土分析を行

った。 

   縄文集落調査のため，千葉県加曽利貝塚博物館（土器製作実験），花巻市博物館（上ノ台１遺跡）など

において，縄文集落出土土器・石器の資料調査を行った。また，中期集落集成担当の分担者打ち合わせ

など，個別の研究打ち合わせを数度行った。 

４．今年度の研究成果 

 縄文中期については，今年度の集落データ集成の成果の一部を用いて，東京都縄文中期集落遺跡集成を，

データベース化し人間文化研究機構資源共有化データーベースにて昨年度に公開したが，今年度の成果に基

づき，その内容を補完し，追加情報や正誤の訂正を行った。 

 縄文草創期については，一昨年度の「愛媛県上黒岩遺跡の研究」の成果を含めてまとめ，その成果を『国

立歴史民俗博物館研究報告』137 集として刊行した。また，草創期の定住化過程については，歴博秋季特別

展「縄文はいつから I 」展において展示し，図録にも盛り込んだ。 

５．全期間の研究成果 

 本共同研究は，縄文時代前半期の居住形態をあきらかにするという目的のもとに，時期的に２つのパーツ

の大きく分かれる。時期ごとに，成果を概略する。 

 定住化の始まりを追求する縄文時代草創期を対象とした研究では，小林のほか，春成，綿貫，兵頭，遠部，

橋本，矢作のメンバーにより，この共同研究の前段階での個別共同研究「愛媛県上黒岩遺跡の研究」（2004

～2006 年度,代表春成秀樹）を発展させ，縄文草創期・早期の洞窟居住について，栗島義明氏などに協力を

得ながら上黒岩遺跡を中心に現地調査・資料調査を重ね，年代測定研究や丑野毅氏らに協力を仰いだ土器の

圧痕研究，神山崇氏，二宮修治氏，河西学氏らに協力を仰いだ土器胎土分析を行い，縄文時代初頭の居住活

動，セツルメントパターン，生業活動，土器分布の動きを共同研究会によって検討した。成果としては，特

に上黒岩遺跡の研究成果では研究報告 154 集「愛媛県上黒岩遺跡の研究」（春成秀爾・小林謙一編）として報

告を刊行したとともに，前述の前共同研究において行っていた第 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 年１月開催）の記録集として『縄文時代のはじまり－愛媛県上黒

岩遺跡の研究成果－』（小林謙一・国立歴史民俗博物館編，2008 年，六一書房）を刊行した。さらに，上黒

岩遺跡以外の成果として，小林・工藤らと小畑弘己氏らとの共同研究により東アジアの中での縄文草創期の

位置づけを測り，西本・橋本らと鈴木三男氏らの研究により自然環境との関わりを検討，酒井宗孝・安藤広

道・宮尾享氏ら日本列島全域にわたる草創期遺跡の資料を集成し，土器・石器の在り方を中心に検討した。

その結果を，2009 年国立歴史民俗博物館特別展「縄文はいつから I －１万５千年前に何がおこったのか」
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（2009 年 10 月 14 日～2010 年１月 24 日）において展示し，図録には遺跡ごとの情報を展示資料集成として

掲載した。さらに，第 72 回歴博フォーラム「縄文はいつから I 」の個別報告の中に研究成果を示した。さ

らに，これらの中に提示し切れていない，石器研究，土器編年研究，胎土分析による土器の移動の研究など

を，研究報告としてまとめていく予定である。以上のように，列島全域に渡る広域的な集成研究と，上黒岩

遺跡を中心としたケーススタディとが行われ，列島における定住化過程の一面があきらかにされつつあるこ

とは大きな成果である。 

 環状集落に代表される定住化の完成された一面を示す縄文中期研究については，小林，黒尾，中山，武川，

纐纈，大内，中村，津村らの他，合田恵美子・宇佐美哲也・村本周三・池田朋生氏らの協力を得ながら，列

島各地の集落遺跡集成と，個別研究を進めた。小林による科学研究費補助金基盤 Cの年代測定研究とあわせ

ながら 2007 年度は福島県井出上野原遺跡，2008・2009 年度は神奈川県大日野原遺跡の縄文中期集落遺跡の

発掘調査を行い，現地研究会を重ねながら，竪穴住居跡に対象を絞ってその実体解明を進めた。その成果は，

『歴博』№143「特集縄文時代を測る」（2007 年７月）ほか，『縄文研究の新地平（続）集落・住居のリサー

チデザイン』（小林謙一編，六一書房，2008 年）などに成果を発表してきた。2010 年３月の中央大学におけ

る公開研究会では，竪穴住居調査方法に関する現状と課題を整理し，今後の研究へとつなげた。また研究課

題の一つであった集落遺跡集成については，東京都内の縄文中期集落遺跡集成としてデータベースを完成さ

せ，人間文化研究機構 NihuONE 研究成果統合データベース「縄文中期集落データベース」「縄文中期集落文献

データベース」として公開した。 

 こうした研究成果は，上述の他の多くの学術論文として，共同研究者の手で発表されており，縄文時代研

究に新たな潮流を示していると評価されるところである（『日本考古学年報』『史学雑誌』などの各年度の学

界展望参照）。本共同研究での成果については，来年度の研究報告にまとめるべく準備中である。 

 以上のように大きな成果を残しているが，課題も残された。東アジアの中での位置付けにまで迫りきれな

かった点である。韓国との共同研究を目指したが，個別的な情報交換に留まった。韓国集落研究会と個別に

意見交換し，小林謙一「日本縄文集落遺跡における竪穴住居跡調査研究史と課題」『集落研究』（2009 年）と

して韓国で刊行した成果があるが，逆に海外の研究者の研究成果を日本で紹介したり，韓国等での共同研究

会の開催等は整えることができなかった。このほか，上述のように草創期の時期では上黒岩遺跡の研究成果，

中期の研究では東京都下にあたる多摩武蔵野地域の研究成果が突出しており，その他の地域の研究も行って

いるものの，本共同研究の範ちゅうでは成果をまとめきれなかった点が反省される。 

６．共同研究員（◎は研究代表者，○は研究副代表者） 

 今福 利恵 山梨県教育庁学術文化財課       大内 千年 千葉県教育振興部 

 遠部  慎 北海道大学埋蔵文化財調査室      郭  鐘喆 （財）ウリ文化財研究所 

 櫛原 功一 山梨文化財研究所           黒尾 和久 国立ハンセン病資料館 

 纐纈  茂 名古屋市見晴台考古資料館      ◎小林 謙一 中央大学文学部 

 武川 夏樹 栃木県教育委員会           津村 宏臣 同志社大学文化情報学部 

 中村 哲也 青森県埋蔵文化財調査センター     中山 真治 府中市文化スポーツ部 

 橋本真紀夫 パリノ・サーヴェイ株式会社      兵頭  勲 愛媛県教育委員会文化財保護課 

 綿貫 俊一 大分県教育庁埋蔵文化財センター    矢作 健二 パリノ・サーヴェイ株式会社 

 西本 豊弘 本館・研究部・教授         ○工藤雄一郎 本館・研究部・助教 
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 春成 秀爾 本館・研究部・名誉教授        藤尾慎一郎 本館・研究部・教授 

 

 

［人間文化研究機構連携研究］ 
 

(1) 日本とユーラシアの交流に関する総合的研究 

Ａ「ユーラシアと日本：交流と表象」2005～2009 年度 

(研究代表者 久留島 浩） 

 

１．目 的 

 ユーラシア大陸の諸国家・諸民族社会と日本とは，歴史上，密接な交流を行って来た。この交流は，もの

の移動という意味での交易だけでなく，ものや文化を伴った人の移動，さらに技術や文化面での相互作用な

ど情報の伝達などを含めて広範な範囲に及ぶ。またこのさまざまなレベルでの交流は，その接触の局面でみ

ると，協調的な関係のみならず衝突・戦争などの対立関係も見られる。こうした相互交流に関する諸問題・

諸局面に注目した研究は少なくないが，「ユーラシアと日本」という関係に限定してみると，文明地帯（中国

や西欧）と非文明地帯（日本を含む周辺地域）という対比的なとらえ方から自由ではなく，海域という交流

の媒介項を入れた新しい地域研究や双方向的・相関的な関係という観点からとらえ直そうという研究潮流は

あるものの，その方法や視点，対象そのものについては，まだ検討する余地を残していると考えられる。ま

た，日本の歴史を見直すためには，ユーラシア大陸にまたがる広大な地域を視野に入れ，ものとひとと情報

の往来に注目した，ユーラシアと日本の相互作用についての総合的な議論と比較研究が必要である。 

 さらに，ユーラシアと日本との関わりにおいて，相互にどのようなイメージで見てきたのか，逆にどう見

なされてきたのかという点の解明は，近年異文化と自文化という対比や，他者表象・自己認識の問題として

注目されているが，そこでも解明されるべき論点は少なくない。他者表象ひとつをとってみても，異集団と

の接触によって「自然に」生み出されるものではなく，そこに支配・被支配関係が介在してはじめて生じる

とも言えよう。日本を含む東アジア世界ではそれが，権力システムや国家システムの一部をなすことも多か

った。たとえば，中国で生まれた周辺諸民族を表す「東夷・西戎・南蛮・北狄」という用語や概念は，中国

の国家像や国家システムと密接に結びついており，日本や朝鮮では，それが「小中華」という二重構造とな

っているだけでなく，その「小中華」同士の歴史的関係性にも留意する必要がある。他者表象と権力システ

ムとの関連を，異集団間の相互作用と独自性に留意しつつ検討することは，ユーラシアと日本とのちがいや

共通点を構造的に明らかにする際に重要なポイントとなるのではないかと考える。 

 そこで，本研究は，おおきくは「交流と表象」という観点から「ユーラシアと日本」の関係史について，

「比較」という研究手法で検討することにしたい。具体的には，「交流」「権力システム」「表象」の３つを共

有テーマとし，それぞれ「ひとやものの移動から文化の受容と変容および文化表象の問題を見直すこと」，「権

力システムだけでなく，ひとの移動をも視野に入れて国民国家形成過程を比較すること」「文化の表象から物

質文化を問い直すこと」と相互に関連づける課題を設定して比較研究を深めたい。 

２．今年度の研究成果 

 この研究プロジェクト全体は，以下の８つの研究ブランチに分かれ，それぞれ３つの共有テーマに関わる
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サブテーマをたてて，自律的に研究を進めている。 

 a「古代東アジアにおける対外交流と文化受容の比較研究」班（代表者：杦山晋作＝歴博） 

 b「日本周辺海域における物資と情報の往来」班（代表者：佐々木史郎＝民博） 

 c「中国南北の国境地域における人の移動と交流，および国家政策」班（代表者：塚田誠之＝民博） 

 d「移民史の比較研究」班（代表者：今泉裕美子＝法政大学 歴博客員教授） 

 e「国民国家の比較史的研究」班（代表者：趙 景達＝千葉大学 歴博客員教授） 

 f「人間の移動から見た国民国家」班（代表者：竹沢尚一郎＝民博） 

 g「ユーラシアにおける音楽・芸能と交流のイメージ」班（代表者：寺田吉孝，笹原亮二＝民博） 

 h「唱導文化の比較研究」班（代表者：林 雅彦＝明治大学 歴博客員教授） 

 このうち４つの班の代表者のうち１名が歴博教員，３名が歴博の客員教授である。 

 なお，この研究全体を統括するのが，総括班会議であり，この総括班会議には，各研究ブランチの代表・

副代表が参加することになっている。まず，この総括班会議の活動概要から説明する。総括班会議は，計４

回開催し，全体の予算の配分および国際シンポジウムなどの研究計画をたてた。また，各研究ブランチの活

動を相互に結びつけるために，ニュースレター「交流と表象」を３回発行した。 

 今年度は，本共同研究の 終年度であり，研究プロジェクト全体として研究を総括し，残された課題をか

たちあるものとして公表することに活動の主眼をおいた。その成果は以下のとおりである。 

 ８研究ブランチ全体での５年間にわたる研究の総括と課題についてまとめるために，2010 年２月 27・28

日，国立民族学博物館で下記のような国際シンポジウムを開催した（予稿集参照。なお，これには５年間の

詳細な活動記録も付した）。研究成果の公開方法としては，「人間文化叢書」として各班の論文集を刊行する

ことに決め，本年度は２冊の刊行（c．e班）を実現した。また，機構連携研究に基づいたはじめての連携展

示をめざして，歴博・民博での巡回展示計画を作成・準備した（2010 年度に歴博・民博をそれぞれ会場とす

る展示「アジアの境界を越えて」という巡回展示に結実した。a・b・c班の連携）。さらに，g班の研究成果

は，民博でリニューアルした展示の一部（「新音楽展示」）に，d班の研究成果は，歴博の現代展示の一部（日

米間の「ひとの移動」をテーマにした特集展示）にそれぞれ反映されている。個別の班が主催する国際シン

ポジウムも２回開催したうえ，その成果をそれぞれ個別の論文集に反映することができた（a，e 班）。この

ほかにも論文集（b班）を刊行した。さらに，本研究ではフィールドワークも重視したが，その成果を目録・

資料集のかたちで刊行した（h 班）。また，新しい研究成果発信方法の一つとして，「映像番組」を制作した

が，これも本研究ならではの研究成果である（g班）。 

以下,主な成果について紹介しておきたい。 

①共同研究全体での総括的な国際シンポジウム 

 ２月 27 日 

  開会挨拶 国立民族学博物館館長 須藤健一 

  総括報告「機構連携研究『ユーラシアと日本：交流と表象』の４年半の軌跡－これからの機構連携研究

への申し送り」  久留島浩 

  「古代東アジアにおける対外交流と文化受容の比較研究」班からの報告 

    「古代東アジアにおける対外交流と文化変容の比較研究－境界という視点」 上野祥史 

  「日本周辺海域における物資と情報の往来」班からの報告 
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    「東アジアの民族的世界－近代以前における多文化的状況と相互認識」 佐々木史郎 

    「南と北の『日本』をめぐって－交易（前近代）班の論点」 加藤雄三 

  「中国南部の国境地帯における人の移動と交流，および国家政策」班からの報告 

    「『中国南北の国境地帯における人の移動と交流，および国家政策』の成果と課題 塚田誠之 

    「『救々文化』から『破壊力』の究明へ－国立民族学博物館刊行物における『中国研究』から今後の

方向を考える」  楊海英 

 ２月 28 日 

  「移民史の比較研究」班からの報告 

    「日本の敗戦による『引揚げ』と地域社会－東アジア，太平洋地域を対象として」 今泉裕美子 

    「第二次世界大戦で生じた沖縄出身者の引揚げ」 榮野川敦 

  「国民国家の比較史的研究」班からの『報告 

    「国民国家比較史研究の成果と課題」 趙景達 

    コメント 須田努・原山浩介 

  「人間の移動から見た国民国家」班からの報告 

    「『移民と国民国家』班の活動内容」 竹沢尚一郎 

    「国際結婚移住者と地域コミュニティ－嫁は地域の人材たり得るか」 李仁子 

    「在日ムスリム家族のトランスナショナルな居場所の構築－パキスタン人と日本人女性の夫婦の事

例から」 工藤正子 

  「ユーラシアにおける音楽・芸能の交流とイメージ」班からの報告 

    「研究の総括と今後の展望」 寺田吉孝 

    「他者を演じる身体の諸相－南九州・奄美における琉球系・ヤマト民俗芸能を巡って」 

      笹原亮二 

  「唱道文化の比較研究」 

    「宗教知識の唱道資源過程－福島県会津地方における修験道と陰陽道」 小池淳一 

    コメント 久野俊彦 

  全体討論 

  総括 塚田誠之 

②各研究グループ主催の国際シンポジウム 

 １）国際シンポジウム「中国辺境民族的遷徙，交流和文化動態」（「中国南北の国境地域における人の移動

と交流，ネットワーク，文化の動態」）：「中国南北の国境地域における人の移動と交流，および国家政策

（交流・近代以降）」（代表：塚田誠之）主催：2008 年９月２日・３日，中国昆明，雲南大学：科研費「中

国南北の国境地域における多民族のネットワーク構築と文化の動態」との合同開催。 

   中国南北の国境地域には多くの少数民族が居住している。多くの場合，国境線をはさんで中国および

中国と隣接する諸国に同一あるいは同系の民族が居住している。このような同じ民族集団が多国間に跨

って居住するものを「跨境民族」と呼ぶ。本研究は，多種多様な「跨境民族」に焦点をあて，中国の国

境地域における諸民族の移動，交流，ネットワーク構築の実態，それら民族の文化の動態を解明するこ

とを目的とした。課題に対して日中の 19 名の研究者がそれぞれの観点から 新の材料を用いて報告や発
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言を行った。課題の国境を越える民族集団の移動・移住現象とその文化・アイデンティティに及ぼす影

響，国境を越える諸集団間の交流の実態，それら諸集団のネットワークの実態， 新の文化の動態に関

して掘り下げた検討が行われ，新たな知見が多く得られるとともに，国境を越える「跨境民族」の研究

の重要性と多方面からの分析の必要性が再認識された。異なる観点から異なる研究を行っている日中の

研究者が一堂に会し，共同で討論をする機会が実現したことは大きな収穫である。このシンポジウムは，

国境を越える民族の今後の一層の研究の進展を得るために重大な意義を持つものである。なお，本シン

ポジウムの成果が論文集として雲南大学出版社から刊行された。 

 ２）国際シンポジウム「19 世紀後半から 20 世紀初頭におけるベトナム・ナショナリズムと国民国家構想

の形成」（「国民国家の比較史的研究（権力システム）」（代表趙景達）主催：2008 年９月 10 日（水）ハ

ノイ国家大学・人文社会科学大学 

   開会の挨拶と趣旨説明（趙景達） 

   ファン・フイ・レー（人文社会科学大学歴史学科教授） 

            「ベトナム史における民族と民族主義の形成」 

   ヴォー・ズオン・ニン（人文社会科学大学歴史学科教授） 

            「近現代のベトナムの国民国家の形成史」 

   グエン・ハイ・ケー（人文社会科学大学歴史学科教授） 

             「19 世紀末・20 世紀初のベトナムの民族問題と民族文化」 

 ３）国際シンポジウム「国民国家形成期の民衆運動と政治文化」（「国民国家の比較史的研究（権力システ

ム）」（趙景達代表）：アジア民衆史研究会と共催：11 月 29 日，明治大学 

    講演 深谷克己 「東アジア法文明圏と政治文化－『百姓成立』論の視界」 

    問題提起 趙景達 

    報告 久留島浩「近世後期地域社会の運営と民衆運動－19 世紀の美作地域を中心に－」 

       秋葉 淳「19 世紀オスマン帝国における改革と抵抗－アナトリアの事例から－」 

       藤谷浩悦「民国初期の政治的統合と地域社会－第二革命前後の湖南省を中心に－」 

       愼 蒼宇「武装せる『無頼之徒』－韓国併合期における抗日蜂起とその政治文化－」 

       割田聖史「異化と統合のはざまで－帝都ベルリンのポーランド人－」 

    コメント 石田憲 

 ※このほかに，ｃ，e 班がそれぞれ，国際シンポジウム「近代日本のなかの韓国併合－人物と戦争の観点

から」（11 月 14 日 明治大），国際シンポジウム「中国南北の国境地域における諸民族の交流と文化の

動態」（12月 12 日，民博）を実施し，前者については当日の報告を中心にした『安田常雄・趙景達編『近

代日本のなかの韓国併合』（2010 東京堂出版）を刊行した。 

 

③海外にある日本資料の調査・収集（新たな研究資源の開拓） 

 【ブランデンシュタイン家所蔵シーボルト関係資料の緊急調査およびミュンヘン民族学博物館収蔵日本漆

器調査】科研「『シーボルトが紹介しようとした日本』の復元的研究」（代表：長崎純心大学宮坂正英，2008

－2011 年）との共催 

 この「交流と表象」研究プロジェクトの当初の目的として，「19 世紀の日本関係海外資料」を総合的に調
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査するとともに，所蔵機関・所蔵者などと協力してデジタル化を進めることが不可欠だと考えてきた。例と

してあげたのは，さしあたりブロンホフ・フィッセル・シーボルト，あるいはモースなどが日本で収集し持

ち帰った資料群である。これらの多くは，すでに何度か日本の研究者あるいは研究グループが調査をしてい

るが，全体像や画像を含むデータ化と研究者への公開は，所蔵機関との関係もあって実現できていない。公

的機関で所蔵されているものには緊急性はないが，個人で所蔵しているものについては，現状を調査したう

えで，保存あるいはデジタルによる記録化を急ぐ必要がある。今年度は，昨年度からの継続で，ドイツのシ

ュルヒテルン郊外に住むブランデンシュタイン家が所蔵するシーボルト関係資料の現状調査と地図類・対外

関係および日本と関わりを持った二人の息子に関する史料のデジタル撮影を進めた。また，ミュンヘン国立

民族学博物館には，シーボルトが持ち帰った漆器を含め日本製の漆器が多数収蔵されており，悉皆的な調査

が行われたことがなかったので，一点別の調査・撮影を実施した（今後も継続する）。 

 【日程】 ９月３～13日 

  ドイツ シュルヒテルン フォン・ブランデンシュタイン家調査 

      ミュンヘン ミュンヘン国立民族学博物館所蔵漆器調査 

      ヴュルツブルグ シーボルト記念館調査 

 

★なお，各研究班が開催した研究会などの活動については，ここでは省略した。歴博の研究者および客員教

授が中心となって運営している各研究班の活動報告は別に掲げる。 

 

④論文集など  ※太字は「人間文化叢書」として刊行したものである 

・塚田誠之・何明編『中国辺境民族的遷徙流動与文化動態』2009 雲南人民出版社，442 頁 

・塚田誠之編『中国国境地域の移動と交流－近現代中国の南と北－』2010 有志舎 

・塚田誠之責任編集「国境の人びと」『民博通信』126 号特集 2009（執筆者：塚田誠之，長谷川清，吉野晃，

楊海英） 

・加藤雄三・大西秀之・佐々木史郎編『東アジア内海世界の交流史－周縁地域における社会制度の形成』 

・久留島浩・趙景達編『国民国家の比較史的研究』2010 有志舎 

・安田常雄・趙景達編『近代日本のなかの韓国併合』2010 東京堂出版 

・『思想』（岩波書店 2010）特集「「韓国併合」100 年を問う」 趙景達他執筆 

⑤文献目録・史料集・報告書など 

 ｈ班が，『修験龍蔵院聖教典籍文書類目録』（2010），『ホキ傳・陰陽雑書』（2010 岩田書院）を刊行した。

ｇ班が，「Double-reed Instruments in Eurasia: History, Context and Representation（同名の国際シン

ポジウムの英文報告書）」を刊行した。 

⑥関連映像番組 

 ｇ班が，以下の映像番組を制作した。「Sbaek Thomm: The Large-shadow Puppet Theater of Cambodia」（英

語版，クメール語版，監修：寺田吉孝・福岡正太），「Sbaek Tauch: The Small-shadow Puppet Theater of 

Cambodia」（英語版，クメール語版，監修：寺田吉孝・福岡正太），「Lkhaon Khaol: A Cambodia Mask Theater」

（英語版，クメール語版，監修：寺田吉孝・福岡正太），『大阪浪速の太鼓集団－怒という名の打ち手たち』

（監修：寺田吉孝），『マリのグリオと音楽』（監修：福岡正太），『フィリピンのゴング音楽』（監修：寺田吉
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孝 マルチメディア番組） 

⑦展示 

 常設展示としては，国立民族学博物館新音楽展示（2010 年３月 25 日オープン）でｇ班の研究成果の一部

が，国立歴史民俗博物館現代展示特集展示（2010 年３月 16 日オープン）で d 班の研究成果の一部が利用さ

れた。 

 企画展示（特別展示）としては，a，b，c班が協力し，機構連携展示「アジアの境界を越えて」を 2010 年

６月 13 日－９月 12 日に歴博で，10月 14 日－12 月７日に民博で，それぞれ開催することになっている。 


