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外部資金による研究 
 

 

［概 要］ 
 

 外部資金の導入による研究資金の確保がもたらす研究の活性化は歴博の課題の一つである。とくに運営費

交付金定額減に対する防衛措置の一つとして，１年ごとにますますその必要性が高まっている。競争的研究

資金である科学研究費補助金については，本年度は文部科学省から講師（吉田正男科学研究費第三係長）を

派遣いただき，説明会を開催し，申請増に努めたほか，不正使用防止のための説明会を開くなど，節度のあ

る研究費使用の啓蒙普及活動も行なった。 

 2009（平成 21）年度科学研究費補助金の採択件数は 12 件で，継続を含めた採択件数では 19 件，総額

69,540,000 円であった（採択課題一覧参照）。なお，科学研究費補助金以外には，委託１件による研究も推

進された。 

 

共同研究担当 仁藤敦史・山田慎也   

 

［採択課題一覧］ 

 種 目 研 究 課 題 研究代表者 

新 
 
 
 
 
規 

基盤研究（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 
研究部 
 坂本 稔 

基盤研究（Ａ） 霞ヶ浦沿岸花室川流域の旧石器文化の研究 
研究部 
 西本 豊広 

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 

研究部 
 齋藤 努 

基盤研究（Ｂ） 
シノワズリの中の日本 17～19 世紀の西洋における日本文
化受容と中国 

研究部 
 日高 薫 

基盤研究（Ｂ） 洛中洛外図屏風歴博甲本の総合的研究 
研究部 
 小島 道裕 

基盤研究（Ｂ） 
民俗信仰と創唱宗教の習合に関する比較民俗学的研究 
 －仏英の五月祭の調査を中心に－ 

研究部 
 新谷 尚紀 

基盤研究（Ｃ） 異業種間の職人における技術の伝承と応用性に関する研究 
研究部 
 青木 隆浩 

基盤研究（Ｃ） 
博物館の展示・研究に資するデジタルコンテンツの簡便な作
成技法に関する研究 

研究部 
 鈴木 卓治 

若手研究（Ｂ） 
国家の開発政策・環境保護政策への地域住民の対応： 
中国海南島における調査研究 

外来研究員 
 蒋 宏偉 

特別研究員奨励
費 

戦後日本における「風流夢譚」事件のジャーナリズム史的研
究－編集者の配置と思想から 

総研大 
 根津 朝彦 
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 種 目 研 究 課 題 研究代表者 

新 
 
 
規 

研究成果公開促
進費（学術図書） 

人の移動の民俗学的研究 
研究部 
 松田 睦彦 

受託研究 文化財等複合材料評価用ラマンイメージング装置の開発 
研究部 
 小瀬戸 恵美

受託研究 人文学分野に関する学術動向の調査・研究 
研究部 
 小野 正敏 

継 
 
 
 
続 

基盤研究（Ａ） 中世東アジアにおける技術の交流と移転－モデル，人，技術 
研究部 
 小野 正敏 

基盤研究（Ｂ） 
亜熱帯地域における多民族の生業経済と定期市－海南島と雲
南省を事例として－ 

研究部 
 西谷 大 

基盤研究（Ｃ） 室町期禁裏・室町殿統合システムの基礎的研究 
研究部 
 井原 今朝男

基盤研究（Ｃ） 
高齢化社会における老年世代の生きがいと技能の継承をめぐ
る民俗学的研究 

研究部 
 関澤 まゆみ

基盤研究（Ｃ） 
情報伝達における歴史像イメージングの構築とその博物館学
的評価 

研究部 
 宮田 公佳 

若手研究（Ｂ） 
14C 年代測定法を用いた先史時代の植物利用に関する年代学
的研究 

研究部 
 工藤 雄一郎

若手研究（Ｂ） 中近世における聖地の形成・展開・消失 
研究部 
 村木 二郎 

挑戦的萌芽研究 
鍛冶職人の伝統技術を数値的に把握する方法の創設へむけた
基礎研究 

研究部 
 齋藤 努 

 

 

［新 規］ 
 

(1) 基盤研究（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」 

   2009～2012 年度 

(研究代表者 坂本 稔） 

 

１．目 的 

 本研究は，高い精度が求められる日本歴史学・考古学の年代研究において必要不可欠な，炭素 14 年代の較

正曲線を日本産樹木に基づいて整備することを目的とする。 

 未知試料の「炭素 14 年代」の暦年代を得るためには，年輪年代法で年代の判明した樹木年輪の炭素 14年

代などと比較する「較正」という操作が必要になる。年代較正には一般的に，欧米産樹木年輪のデータを集

成した較正曲線「IntCal」が用いられている。ところが，平成 16～20 年度科学研究費補助金（学術創成）「弥

生農耕の起源と東アジア－炭素年代測定による高精度編年体系の構築－」による日本産樹木年輪の炭素 14

年代の測定で，弥生から古墳にかけての時期について IntCal と系統的にずれている可能性が明らかになって
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きた。この時期の較正年代の不自然さについては，考古学の立場からの指摘も多かった。 

 炭素 14 年代法は高精度の暦年代を導きうる方法であるが，基準となる較正曲線に不備があれば誤った年代

観が構築される恐れがある。日本歴史学・考古学において，古墳の開始期は極めて大きな関心事であり，日

本産樹木年輪による当該期の較正曲線の整備が早急に求められる。 

２．今年度の研究計画 

 先行した学術創成研究の後を受け，未だ十分な精度を達成していない紀元前２世紀以降の測定を充実させ

る。既に試料として，年輪年代の決定された長野県南信濃村の遠山川河床で出土した木材が途中まで測定さ

れており，残りの時期の測定を行う。また，十分な精度で測定されていなかった試料の再測定を行う。並行

して，当該期試料の捜索と入手を行う。 

３．今年度の研究経過 

 天理市の柳本大塚古墳の木棺の一部とされる桜井市の大神教本院の額から柱状試料を採取（６月 12 日）し，

奈良県立橿原考古学研究所のもとで桜井茶臼山古墳出土の木棺から柱状試料を採取（12 月 22 日）した。前

者は 240 層前後，後者は 大 270 層前後の年輪層を確認できたが，いずれも年輪年代法による年代決定には

至らなかった。 

４．今年度の研究成果 

 研究代表者は 2009～2011 年度国立歴史民俗博物館共同研究（基盤研究：総合的年代研究）「歴史・考古資

料研究における高精度年代論」の研究代表者として，本研究との連関を図ることとなった。 

 柳本大塚古墳木棺の試料は，もっとも内側の年輪５層が 2100±20 14C BP という炭素 14 年代を示した。

IntCal による較正年代は紀元前２世紀末に相当する。 

 今年度入手した試料はいずれも弥生から古墳への移行期をカバーすることが期待されたが，年輪年代を決

定することはできなかった。それでも，炭素 14 年代が示すであろう変動パターンと IntCal とを比較するこ

とで，当該期の較正曲線を作成するのに有用なデータとなることが期待できる。 

５．研究組織 

 光谷 拓実 総合地球環境学研究所    坂本 稔 本館・研究部・准教授 

 

(2) 基盤研究（Ａ） 

  「霞ヶ浦沿岸花室川流域の旧石器文化の研究」2009～2011 年度 

(研究代表者 西本 豊弘） 

 

１．目 的 

 本研究の目的は，茨城県霞ケ浦に注ぐ花室川流域の旧石器文化の実態を明らかにすることである。具体的

には，花室川周辺の低地を発掘調査し，旧石器と動物遺体・植物遺体を同時に発見して，当時の旧石器文化

の実態を明らかにすることである。 

２．今年度の研究計画 

 今年度は，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



84 

て，再調査を行う。発掘調査は，花室川の永田橋周辺で行い，旧石器時代の土壌堆積物から植物遺体や花粉

分析用の土壌を採取する予定。その後，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。 

３．今年度の研究経過 

 研究会は３回実施した。第一回は，2009 年５月に花室川の現地見学を行った。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が了解された。 

 第二回研究会では，2009 年９月に土浦市上高津貝塚資料館で実施した。ここでは花室川沿岸出土の旧石器

資料をすべて見学した。また，日本と東アジアの旧石器文化の研究現況について，研究発表をいただいた。 

 第三回研究会は，2010 年２月に発掘調査現場での見学会として実施した。 

 現地調査は，2009 年６月に永田橋の上流の左岸で花粉分析用の土壌と植物遺体を採集した。その後何度も

花室川の現地踏査を行い，８月中旬にはトナカイの角破片２点を発見した。 

 年代測定は，2008 年に発見したナウマンゾウの歯片とトナカイの角片およびバイソンの橈尺骨の年代を測

定した。また発掘調査などで採取した植物遺体の年代測定と樹種同定を行った。 

４．今年度の研究成果 

 今年度の調査で得られた動物と植物遺体の年代は約 45000 年前から約 20000 年前であった。花室川流域で

は，約 45000 年前のものはヴュルム氷期の中の亜間氷期で温かく，ナラ・ハンノキ・ナナカマドが分布し，

絶滅種のハリゲヤキも生息していた。約 35000 年前から 23000 年前には も寒くなりトウヒ属が主体になる。

その頃の低地では，ヤマザクラやヤナギなども生息していたようである。ナウマンゾウは約 40000 年前に生

息しており，トナカイは約 27000 年前，バイソンは約 23000 年前に分布していたと推測される。花室川沿岸

には約 35000 年前から旧石器時代の遺跡が多数確認されており，トナカイとバイソンは旧石器時代人の狩猟

の対象となっていたと推測された。 

５．研究分担者（◎は研究代表者） 

  安藤 寿男 茨城大学理学部 

  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 

  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 

  工藤雄一郎 本館・研究部・助教 

 ◎西本 豊弘 本館・研究部・教授 
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(3) 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」2009～2011 年度 

(研究代表者 齋藤 努） 

 

１．目 的 

 本研究は，古代の朝鮮半島と日本の青銅器を対象としてとりあげ，鉛同位体比分析と元素組成分析によっ

て原料産地を系統的に調べることで，中国～朝鮮半島～日本における技術とモノの動きや，製錬開始時期に

ついて考察を行うことを目的としている。 

 日本と朝鮮半島の青銅器製作は当初，銅・鉛などの原料を輸入して始まったと考えられる。その際，どの

地域から原料が供給されていたかということは，地域間の交流のあらわれであり，歴史的背景を反映してい

る。その後，それぞれが自前で採掘や製錬を行い青銅器原料の銅や鉛を得るようになっていくが，様々な種

類の青銅器に，大量に，また継続的にその原料が使われるようになるためには，鉱山の開発，大規模な採掘

と製錬そして鋳造に至るまでの一連の工程が高水準で維持されなければならず，あるレベル以上の政治的な

集権化が達成されている必要がある。したがって「製錬開始時期」はその地域における王権などの成立状況

を知る上で，きわめて重要な情報の一つである。 

 本研究は歴博基盤研究【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）として開始され，2009 年度より科研費が採択されたものである。 

２．今年度の研究計画 

 大きくわけて２つの課題に重点をおいて研究を展開する。 

（１）朝鮮半島出土の資料を対象とする研究 

 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などの協力のもと，京畿道出土青銅製品について調査を

行う。 

（２）日本出土の資料を対象とする研究 

 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。 

３．今年度の研究経過 

８月５日～８日 

 中央博において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
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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，中央博からの申し入れにより中止となっ

た。 

５．研究組織 

 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 

◎齋藤  努 本館・研究部・教授       ○藤尾慎一郎 本館・研究部・教授 

 

(4) 基盤研究（Ｂ） 

  「シノワズリの中の日本 17～19 世紀の西洋における日本文化受容と 

   中国」2009～2012 年度 

(研究代表者 日高 薫） 

 

１．目 的 

 19 世紀末に始まるジャポニスムの潮流は，新たな方向性を模索していた西洋美術の革新に貢献するのみな

らず，日本に関する情報の増大と日本文化への理解をうながし，西洋における日本イメージを鮮明にしたこ

とが知られている。しかし，これ以前のいわゆる「鎖国」の時代にも，無視できない量の日本の文物や文化

が海を渡り，西洋文化にさまざまな波紋を投げかけていた。この点に関しては，有田磁器の輸出の例をひき

あいに，従来からしばしば指摘されてはきたものの，受容の実態の詳細な把握や，その文化史的意義につい

ての本格的な考察はいまだなされていない。 

 本研究は，日本が西欧世界と邂逅し文物・文化の交流が活発化した 17 世紀から開国前後の 19 世紀半ばま

での期間に焦点をあて，西洋においては「シノワズリ（中国趣味）」と呼ばれる文化現象の中の一部とみなさ

れてきた日本文化受容のありさまを，分野横断的視点から総合的にとらえることを目的とする。当時の日本

イメージ形成に大きく関与した漆器・陶磁器・染織などの交易品の受容とその模倣・影響の問題を中心とし

つつ，室内装飾や庭園・音楽・演劇・文学・生活様式など西洋文化の広範な領域にみられる日本趣味を検証

する。あわせて，当時の西洋人にとって「幻想の東洋」の代表的存在であった中国の交易品との比較や，中

国をはじめとする実体としてのアジア諸国と日本・西洋の交易や交流も視野に含め，アジアからの視点でシ

ノワズリを把握する一助としたい。 

２．今年度の研究計画 

 今年度は，ドイツ国内の日本漆器・磁器・染織関係コレクションとシノワズリの室内装飾について調査を

おこない，日本および東洋からの文物の受容の実態について検討することを主たる目標とした。 
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３．今年度の研究経過 

 １）2009 年７月４日 第１回研究会（於：学習院大学） 

 報告１ シノワズリの概念について（櫻庭 美咲） 

 報告２ 「日本の間」「中国の間」と漆の小部屋（日高 薫） 

 報告３ 染織における日本・中国・ヨーロッパの交流（吉田 雅子） 

 本研究の趣旨を確認し，今後の研究計画・方法について討議した。 

 ２）2010 年３月 21 日～31 日 ドイツ国内所在のシノワズリの磁器室・漆の間・鏡の間および日本関連資

料の調査 

 ドレスデン国立博物館磁器コレクション館，ザクセン州立・国立・大学図書館（ドレスデン），ハイデック

スブルク城磁器の間（ルードルシュタット），ヴァイカースハイム城磁器室（ヴァイカースハイム），アルン

シュタット城美術館「新宮殿」磁器室・人形の家（アルンシュタット），バイロイト城鏡の間・日本の間・椰

子の間，バイロイト・エルミタージュ城漆の間（バイロイト），バンベルク・新レジデンス漆の間（バンベル

ク），ヴァイセンシュタイン城鏡の間・磁器および漆器コレクション（ポマースフェルデン），ラシュタット

城漆の間，ファボリテ城日本の間（ラシュタット），ニンフェンブルク城パゴーデンブルク・漆の間，ミュン

ヘンレジデンス美術館鏡の間・磁器および漆器コレクション（ミュンヘン），ルードヴィッヒスブルク城漆の

間・鏡の間・木画の間 

 ３）在外の日本漆器および関連資料の情報収集およびデータベース作成 

４．今年度の研究成果 

 ドイツ・バイエルン州およびバーデンビュルテンベルク州を中心に，磁器の間・漆の間・鏡の間などシノ

ワズリ装飾の部屋の調査をおこない，日本製磁器・中国製磁器・ヨーロッパ製磁器・日本製漆器・ジャパニ

ング漆器・日本の染織品・中国製壁紙等が室内装飾においてどのように機能しているかを検証した。 

 ほとんどの調査先は，日本人による本格的な調査が行われておらず，多くの成果を得ることができた。今

後計画的に全体像をとらえる調査を進めることが望まれる。また，シノワズリ装飾は，ロココ美術の一部に

おいて重要な役割を果たしていることが確認できるが，これらの装飾の源泉については，さらに時代を遡る

西洋から「東洋」への眼差しの歴史，あるいは東欧やイスラム・インドから東アジア全域という「東方」の

諸地域全体を視野に入れて考察を加える必要がある。 

５．研究組織 

 荒川 正明 学習院大学文学部          岩崎 均史 たばこと塩の博物館 

 岡  泰正 神戸市立博物館           櫻庭 美咲 京都造形芸術大学 

 丸山 伸彦 武蔵大学人文学部          山崎  剛 金沢美術工芸大学美術工芸学部 

 吉田 雅子 京都市立芸術大学          ヨーゼフ・クライナー 法政大学 

 坂本  満 本館・名誉教授           澤田 和人 本館・研究部・准教授 

◎日高  薫 本館・研究部・准教授 
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(5) 基盤研究（Ｂ） 

  「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

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。 
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 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 

  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 

 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） 
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  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。 

５．研究組織 

 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・准教授 

 澤田 和人 本館・研究部・准教授       高橋 一樹 本館・研究部・准教授 

 玉井 哲雄 本館・研究部・教授        松尾 恒一 本館・研究部・准教授 

 宮田 公佳 本館・研究部・准教授 

 

※共同研究でも，「科研型」として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。 

 

 



91 

(6) 基盤研究（Ｂ） 

  「民俗信仰と創唱宗教の習合に関する比較民俗学的研究 

   －英仏の五月祭の調査を中心に－」2009～2011 年度 

(研究代表者 新谷 尚紀） 

 

１．目 的 

 本研究の目的は，柳田國男が創始した日本民俗学の継承と発展の一環としてその国際化をはかることにあ

る。これまで申請者の科研費助成による調査研究で明らかになったフランスのブルターニュ地方の民俗行事

に関する知見から，同様の民俗がプロヴァンスなど遠隔の地域にも見出され，文献によりかつて広くフラン

ス各地にみられたものであることがわかってきた。そして，イングランドの民俗行事との関連性も注目され

る。地域差の中に時代差を読み取る生活文化の変遷史，広義の歴史学として創立された日本民俗学の視点と

方法による調査と分析を進め，フランスやイングランドの研究者との研究交流を進め日本民俗学の国際化を

推進することを目的とする。 

２．今年度の研究計画 

（１）これまでのブルターニュ地方での調査研究で得られた資料情報と比較するうえで，研究者間で手分け

して，第一にプロヴァンス地方のキュキュロンにおける五月の木と呼ばれる民俗行事の現地における予備調

査，第二にオートザルプ地方のペイルールにおいて行なわれる「豊穣祈願の道行き」と呼ばれる行事の予備

調査，第三にフランスの「五月の木」の行事との比較枠として，イングランド南西部のコーンウォール地方

のパッドストーの‘Obby’’Oss Festival（木馬の祭り）とヘルストンの Helston Furry Dance の予備調査を，

それぞれ行なう。 

（２）A. V. Gennep, Manuel de folklore francais contemporain, Ⅳ（Paris, Picard. 1949）に収録され

ているフランス各地の五月に行なわれる祭礼行事について資料集成の作成を行なう。 

３．今年度の研究経過 

 研究者間で分担し，８月から９月にキュキュロン，ペイルールおよびその周辺地域と，イングランドのコ

ーンウォール地方における現地調査を行なった。また，A. V. Gennep, Manuel de folklore francais 

contemporain, Ⅳ（Paris, Picard. 1949）の五月の行事に関する章の翻訳を行なった。 

４．今年度の研究成果 

 A. V. Gennep, Manuel de folklore francais contemporain, Ⅳ（Paris, Picard. 1949）で記述されてい

るフランス各地の五月の行事について整理，概観し，とくにドーフィネ地方，アルプ・ドゥ・オートプロヴ

ァンス地方，サヴォァ地方における行事の記述に注目し，それらの地域における調査を行ない，来年度以降

の調査地の選定を行なった。 

「五月の木」について（L’arbre de mai） 

南プロヴァンス地方で，五月の木を立てる行事が現在も行なわれているキュキュロン Cucuron（人口 1,500

人）において，行事の過程を知るための予備調査を行なった。これは，もともとあった五月の木を立てる習

慣に，18 世紀に，ペストが流行した時，ペストの終息を祈願した聖女サント・チュールへの信仰が習合した

事例として注目されるところである。 
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ロガシォン（「豊饒祈願の道行き」）について（Prosession des Rogations） 

ドーフィネ地方の Peyroules（人口 150 人）で，名称こそ異なるものの，５月１日（５，６年前までは４月

29 日）のサン・ピエールの祭りの実態が，畑の作物のために良い天気に恵まれることを祈って，村をプロセ

シオン（行進）するというロガシォンの内容と同じであることが確認された。しかし，他の村落においては，

木曜日にミサだけを行なうに留まっているケース（サヴォァ地方のクレヴ）のほか，戦後消滅したことが追

跡確認できたケース（アルプ・ドゥ・オートプロヴァンス地方のル・ヴィラール Le Villard）などの情報収

集にとどまった。 

「５月の女王」について（La reine de Mai） 

サヴォァ地方のクレヴーCrevoux（人口 200 人）で，五月の少女たちの行事の 後の経験者から話をきくこと

ができた。 

 以上，フランスの場合，ジェネップが資料集成を作成した 19 世紀末から 20世紀初頭においては，これら

の地方で盛んに行なわれていた「五月の木」の行事や，「豊饒祈願の道行き」，「５月の女王」の習俗について，

2009 年の調査においてはすでに消滅している事例が多いことが確認された。 

木馬の祭り（‘Obby’’Oss Festival，Helston Furry Dance） 

イングランド，コーンウォール地方の木馬の祭りについて２つの町を中心に予備調査を行ない，その過程に

ついての確認と資料収集が行なわれた。 

 以上より，消滅の過程を歩んでいるフランスの五月祭と観光化し活発に行なわれているイングランドの五

月祭との対照が明らかになってきた。 

５．研究組織 

 新谷 尚紀 本館・研究部・教授          関澤まゆみ 本館・研究部・准教授 

 トム・ギル 明治学院大学・教授 

 

(7) 基盤研究（Ｃ） 

  「異業種間の職人における技術の伝承と応用性に関する研究」 

   2009～2011 年度 

(研究代表者 青木 隆浩） 

 

１．目 的 

 本研究は，伝統産業の技術が近代化・工場化の進展するなかで，位置づけをたえず変化させていく様子を

近現代の長期的な視野から明らかにするものである。なお，変化の原因は，必ずしも自産業の内発的な動機

に限られない。むしろ現実には，直接的な取引関係や技術提携の有無に関わらず，異なる産業が相互に影響

しあって，技術変化の大きなうねりを生み出していることが少なくない。そこで，本研究では研究対象を１

つの業種に限定せず，ある技術が存続・衰退・復活する様子を他業種との関連から明らかにする。 

 具体的な内容としては，研究代表者の青木がこれまで扱ってきた酒造業を事例として，さまざまな雇用の

発生と技術伝承の仕組み，さらには他業種への影響を長期的なスパンで調査する。次に，この研究視角の応

用性を確認するため，酒造業と同様に伝統的な手作りと工場化が共存している業種について，同じ視点から

の分析を試みる。 
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 これらに関連する業種は少なくないが，本研究ではとくに轆轤をめぐる職人のネットワークや技術伝承の

仕組みに力点をおく。その理由は，轆轤が本来正確に円形の製品を形作るための道具であり，その意味で旋

盤を用いた工場化への連続性を有するにも関わらず，今もなお陶磁器や漆器，文房具といったさまざまな分

野の手作りに用いられているからである。以上の比較により，異業種間で相互に影響しあいつつある職人の

技術とその位置づけが，長期的には変化しつつも共存していく様子を明らかにできると思われる。 

 なお，本研究の特徴的な成果としては，①モノを通じて，異業種間における職人の直接的・間接的な相互

関係を明らかにできる，②家族経営や企業経営の原理とは異なった側面から，職人の雇用が発生している要

因と，彼らの技術が変化しつつ伝承されている様子について，共通の原理を見いだすことができる。 

２．今年度の研究計画 

 本研究の目的に対し，研究代表者の青木隆浩が清酒と陶磁器，さらにはそれらに関連した産業，研究分担

者の小池淳一が木工品，文具とそれらに関連した産業について研究をおこなう。研究方法は，フィールド調

査を中心としつつ，文字資料やモノ資料，統計データ，映像，写真の分析・加工を主とする。 

 まず，研究代表者の青木は，清酒製造を事例として，それに関わるさまざまな職人の技術とモノの関係を

明らかにする。酒蔵には，杜氏をはじめとする蔵人集団のほか，桶・樽職人，酒造道具の製造・修復を担う

大工などが出入りする。また，貯蔵や流通に関しては，ビンや陶磁器が酒の品質を左右するほどに重要な役

割を果たしている。これらについて，おもに聞き取り調査や「職工日雇帳」，技術指導書，酒造用品のカタロ

グ等を用いて研究を進める。 

 次に，桶と樽の製造と利用法について調査をおこなう。先述したように，桶はまず清酒製造を目的として

つくられた後，いったん解体されて組み直され，醤油や味噌の醸造，漬物の製造，染料の容器などに再利用

されてきた。ところが，桶はホーローのタンクに，木樽は陶磁器に代替される。すると，清酒製造における

容器の変化が，その他の産業にもおよび，各業種の技術や商品の質にも影響を与える。清酒製造に木桶が復

活してきた現在においても，それまでとは異なった変化がある。さらに，これによって酒造りの方法や酒質

に対する考え方も変わる。このような１つの出来事があらゆる職人の技術や業種に大きな影響を及ぼす実態

を，おもに聞き取り調査によって明らかにする。 

 また，青木は桶・樽と異なる材質の容器である陶磁器についても調査の準備をおこなう。陶磁器業は手轆

轤から蹴轆轤，電動轆轤を用いた職人技から，型による成形を基本とした工場生産へと移行してきた。型に

よる成形は，トイレや碍子，土管の製造などに応用され，陶磁器業を容器からその他のさまざまな分野に導

いた。それにも関わらず，現在でも手轆轤や蹴轆轤が利用されつづけている。一方，型による成形のなかで

も，ノベルティのように職人の卓越した技術が求められる商品もある。そこで，青木は轆轤と型という道具

を軸として，職人の技術の変遷とそれに対する価値観の変化を次年度以降に聞き取り調査とモノ資料を通じ

て明らかにするための事前準備にとりかかる。 

 研究分担者の小池は，木地挽きをおもな事例として，轆轤を利用した職人の技術について研究を進める。

木地挽きの代表的な商品は，椀物とこけしなどの玩具であろう。だが，もともと木地挽きで用いられていた

轆轤も，さまざまな材質を加工する道具として応用されてきた。例えば，硬化ゴムのエボナイトが誕生する

と，轆轤は万年筆などの筆記具の加工に用いられるようになった。加工する材質が異なれば，必要とされる

技術も少しずつ異なってくる。そのような様々な分野で，轆轤の技術が次々と応用され，共通性と違いを生

み出していった過程をおもに聞き取り調査とモノ資料から明らかにする。平成 21 年度は，とくに高度な轆轤
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技術を必要とする万年筆の職人について調査を進める。 

 研究代表者の青木と研究分担者の小池は，ともに国立歴史民俗博物館に所属している。この博物館には，

「金沢地方近代生活資料」や「秋山郷の山村生活用具」といった職人道具のコレクションが所蔵されている。

この職人道具の材質や用途について現地調査をおこなうことにより，聞き取り調査や資史料分析の結果を実

物と交えて分析できると考えている。 

３．今年度の研究経過 

 今年度は，まず青木が栃木県の清酒製造業を事例として，酒造りと酒造道具の関係について研究をおこな

った。酒造りは，これまで南部杜氏や越後杜氏といった蔵人集団が冬の季節出稼ぎとして担ってきたが，近

年急速にその数を減らしている。その原因は，おもに地元における就業機会の増大と清酒製造業の厳しい経

営状況にある。代わりに，清酒製造業では経営者家族や地元の通年雇用者が酒造りを担うように変わってき

ている。 

 この経営者家族と地元の通年雇用者による酒造りは，勤務時間や人員配置，酒造道具・酒造機械の選択に

も大きな影響を及ぼしている。これについて調査を行うため，今年度は酒造り現場のビデオ撮影，写真撮影，

聞き取り調査，酒造道具・酒造機械のカタログ・パンフレットの収集などに力を入れた。その結果，通勤型

の酒造りを実現するため，８時から 17 時までの勤務時間に合わせて酒造工程を組み直し，それに必要な酒造

道具・酒造機械を導入している様子を確認できた。 

 また，青木は陶磁器業の技術変化について調査をおこなった。とくに近代において急激な大量生産化を実

現した美濃焼と瀬戸焼を対象として，道具の製作や絵付けの方法などについて調査をした。それらと比較対

照をするため，常滑焼での聞き取り調査や壺屋焼，益子焼，有田焼の産地見学など幅広く主要な陶磁器産地

の調査をおこなった。来年度以降の準備として，三木と土佐の鍛冶について事前調査をおこなった。これは，

職人・職工道具を作るための鉋やその他の刃物を三木と土佐が多く製造しているためである。 

 一方，小池は大阪，高知，長崎，福岡をおもなフィールドとして，筆記具の製造現場を調査した。そこで

は，職人が作りたい筆記具に合わせて道具を製作し，その道具が必ずしも師弟の間で継承されていかない様

子が注目される結果となった。来年度も，小池の研究は筆記具製造が中心となる予定である。 

４．今年度の研究成果 

 青木 隆浩「故坂口謹一郎氏収集資料とその利用について」，酒史研究第 25 号，2010 年，13-18 頁。 

 青木 隆浩「平成の酒造り 製造編」，民俗研究映像，DVD，カラー，88 分，2010 年３月。 

 青木 隆浩「平成の酒造り 継承・革新編」，民俗研究映像，DVD，カラー，88 分，2010 年３月 

 小池 淳一「筆記の近代誌－万年筆をめぐる人びと－」，歴博映像フォーラム４，2009 年 12 月５日，新宿

明治安田生命ホール 

５．研究組織 

 ◎青木 隆浩 本館・研究部 准教授          小池 淳一 本館・研究部 准教授 
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(8) 基盤研究（Ｃ） 

  「博物館の展示・研究に資するデジタルコンテンツの簡便な作成技法 

   に関する研究」2009～2011 年度 

(研究代表者 鈴木 卓治） 

 

１．目 的 

 本研究は，学芸員（博物館業務に携わる職員）が自らの手で，博物館の展示および研究に資するデジタル

コンテンツを開発しようとするとき，なるべく簡便にコンテンツを開発できるようにするために必要な作成

技法についての方法論を確立し，実際に開発支援ソフトウェアを構築してまとまった単位のデジタルコンテ

ンツを実際に作成し，評価を行うことを目的とする。 

 代表者が大規模情報コンテンツの作成経験によって得た，大量の博物館向け電子コンテンツを作成するた

めの開発支援ソフトウェアに求められる要求要件は，下記のように要約できる。 

１）通常のワープロソフトのように，１つづつのコンテンツを対話的に個別に作成するツールは，大量なコ

ンテンツを作成する場合はかえって作業の効率を悪くするということ。デザインの段階では対話的なツール

は有効であるが，統一されたデザインに従ってコンテンツを作っていく時は，コマンドに従ってデータを処

理するバッチ処理による作業の方が，かえって誤りなく作業をすすめられること。当初，作業者の教育の問

題が懸念されたが，手順が決まれば，対話的なツールよりもバッチ処理の方が効率よく作業してもらえるこ

ともわかった。 

２）コンテンツの構造をいくつかにパターン化することで，デザインのための対話ツールについても，適切

なものが作成できる見通しを得たこと。第３展示室電子コンテンツの作成にあたって業者に作らせたオーサ

リングツールは，盛りだくさんの機能を要求した結果，操作が複雑になり，かえって作業者の教育が困難で

あった。これは，オーサリングツールの設計時点で，作成する電子コンテンツの構造が必ずしも明晰ではな

かったことによる。しかし 終的に出来上がった 80 余の番組は，１）自由に見る，２）ポイントを見る，３）

ストーリーで見る，４）動画を見る，の４パターンに大別することができ，利用者を混乱させない意味でも，

さまざまな構造のコンテンツが混在しているよりも，定型のパターンを導入した方が，内容の理解に集中で

きることが確かめられた。 

３）ハードウェアやソフトウェアの寿命に考慮した設計が必要であること。コンピュータやタッチパネルモ

ニタの寿命は数年であり，またオペレーティングシステムや情報ブラウザのバージョンアップも数年に１度

のペースで行われる。10～15 年使い続けられる展示にあっては，定期的な交換を前提として，装置の交換に

伴うコンテンツの導入処理をいかに自動化するかや，コンピュータ環境の変化に強いソフトウェアの選択な

どを考慮する必要がある。 

 本研究は，研究期間として３年を設定し，下記の目標を達成することをめざす。 

 １．あらためて第３展示室の情報コンテンツの作成経験を振り返り，博物館における情報コンテンツの汎

用的なパターンを見出すこと。 

 ２．バッチ処理によるコンテンツの一括作成のメカニズムを確立すること。インターフェイスとしては

Excel 等の表計算ソフトを利用し，ソフトウェア操作の習熟に費やされるコストを軽減するとともに，

データを書き込んだシートをそのまま印刷すれば，作成したコンテンツの記録文書とすることができ



96 

るようにする。業務の引き継ぎや業者に委託などでは，きちんとした記録の存在が労力の削減に大き

く寄与するからである。 

 ３．実際に開発支援ソフトウェアを開発し，第３展示室の情報コンテンツをそのままテストデータに用い

ることによって，大規模情報コンテンツの作成に耐えうることを実証的に確かめること。 

 ４．開発したソフトウェアをライセンスフリーとし，利用を希望する人に広く提供すること。 

２．今年度の研究計画 

 今年度の前半は目標１「あらためて第３展示室の情報コンテンツの作成経験を振り返り，博物館における

情報コンテンツの汎用的なパターンを見出すこと」を実施する。第３展示室の情報コンテンツの作成に携わ

った歴史研究者（本館教員を中心に）および補助業務者へのヒヤリングを実施し，それぞれのコンテンツに

ついて，作成したときの状況や問題になった点などを調査し，汎用的なコンテンツのパターンについて，精

密な検討を行う。 

 年度の後半は目標２「バッチ処理によるコンテンツの一括作成のメカニズムを確立すること」を実施する。

Excel を用いたバッチ処理は，これまでも部分的に利用し，きわめて有用であることを確かめているが，本

研究で想定する大規模なコンテンツ開発に対しても有用に働くかどうかは検討を要する。また，このような

コンテンツの流通に適した標準フォーマットがすでに研究されていないかについて，丁寧に調査する必要が

ある。 

３．今年度の研究経過 

 （研究成果の欄でまとめて述べる。） 

４．今年度の研究成果 

 ２つの研究目標のうち，目標１について，第３展示室の情報コンテンツの作成に携わった歴史研究者（本

館教員を中心に）および補助業務者へのヒヤリングを実施し，それぞれのコンテンツについて，作成したと

きの状況や問題になった点などを調査した。現在館内で進められている第４展示室リニューアル展示プロジ

ェクトの委員として，この成果を情報コンテンツ設計に生かしていく予定である。 

 目標２については，小規模の実験的な開発にとどまり，本研究で想定する大規模なコンテンツ開発に対し

ても有用に働くかどうかの検討や，情報コンテンツの流通に適した標準フォーマットに関する調査について

は，実施に至らなかった。平成 22 年度に実施したい。 

 平成 21 年度は，平成 22 年３月にリニューアルした本館第６展示室のデジタルコンテンツについて，業者

が作成したデータのチェック作業を担当したが，あらためて，博物館におけるまとまった量のデジタルコン

テンツを限られた時間で作成する際の問題点を認識させられることとなった。すなわち，コンテンツの品質

を一定に保ち，実際にデータを作成する業者と，内容に責任をもちチェック作業を実施する博物館との間の

スムーズな連携作業を行なうために開発支援ソフトウェアが果たす役割の重要性についての認識をあらたに

した。 

 平成 22 年度からは，平成 24 年度末開室予定の第４展示室のデジタルコンテンツの開発に携わることにな

っている。本研究の成果を十分に生かし，品質の高い，かつ博物館側の主体的なメンテナンスに対応できる

デジタルコンテンツつくりを目指したい。 

５．研究組織 

 鈴木 卓治 本館・研究部・准教授 
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(9)若手研究（Ｂ） 

  「国家の開発政策・環境保護政策への地域住民の対応：中国海南島に 

   おける調査研究」2009～2010 年度 

(研究代表者 蒋 宏偉） 

 

１．研究の目的および背景 

 中国農村地域においては，国家がいろいろな側面において政策的介入を行っている。代表的なものは，換

金作物の導入による市場経済化であり，パラゴム・バナナ・リュウガン・コショウなど市場価値の高い作物

が特に中国南部の農村地域でひろく栽培されるようになった。一方，1990 年代に本格化した環境保護政策に

よって農村地域における森林保護が全国的に展開されている。 

 マクロな視点からみれば，地域住民が国家政策の影響を一方的に受ける立場であるのは間違いないにして

も，村落レベルでみれば，住民は政策を解釈し，彼らの社会システムに取り込む努力をするはずで，そのダ

イナミズムに焦点をあてた調査は現代の地域研究におけるフロンティア領域であるといえる。 

 本研究の目的は中国海南島に居住する漢族の３つの村落を主な対象にして，それぞれの村落が換金作物の

導入による農村開発政策，大都市の購買力に依存した有機農耕開発政策，華僑資本の導入による農村開発政

策などに対してどのように「適応」してきたかを具体的に明らかにすることである。 

 1980 年代初めより，中国政府は，「土地生産請負制」・「換金作物栽培」・「華僑資本誘致」などの市場経済

政策を中心とした農村政策を実施した。それと同時に，「退耕還林」（耕地を林にもどす）と自然保護区設立

などをはじめとする環境保護政策も打出した。これらの政策は中国農村社会における人々の生活，自然環境

に大きな変化をもたらした。2000 年以降，急ピッチで経済発展を成し遂げている都市部と，貧困な農村部と

の貧富の格差が深刻化し，政府による農村開発政策は一層強化されている。 

 本研究の調査地域は中国海南島農村地域である。1988 年，海南省の設立と同時に，同省は経済特区に指定

され，それ以来，海南島沿岸部の漢族居住地域においては著しい経済発展が続いている。それと対照的に，

島の山岳部，とくに海南島の先住民リー（黎）族の居住地域では，依然として貧困問題が深刻であり，地域

間及び世帯間の格差は顕著化されつつある。 

 研究代表者は，中国・海南省山岳部の五指山市リー族村落において，2000～2008 年の期間に延べ 16 ヶ月

の住み込み調査をおこない，市場経済化の進む中国農村部における世帯間の経済格差の拡大の要因，人々の

栄養・健康状態との関連性，さらには周辺の森林環境への影響についての研究を行ってきた。 

 これまでに明らかにしたことは，中国農村部における深刻な問題である世帯間の経済格差拡大には，1990

年代に緩和された都市への出稼ぎが大きな影響を及ぼしたことである。簡単に説明すれば，出稼ぎの増加に

よる世帯人口構造の変化は，世帯ごとの生産と消費バランスに影響を及ぼし，結果的に世帯が換金作物に投

資する経済資源の有無に影響していた（Jiang et al. 2006）。一方，研究代表者は，このような市場経済化

にともなう世帯間格差の拡大が，村落周辺の森林環境利用に重大な影響を与えることを示し，危機的状況を

迎えつつある中国の森林荒廃には社会経済的背景が存在することを明らかにした（Jiang et al. 2006）。こ

の分析のために構築した地理情報システム（GIS）のデータベースは， 新の高解像度衛星リモートセンシン

グによる土地利用分析と，研究代表者による地上踏査の成果を経時的に統合したものであり，空間情報科学

を地域研究に応用した先駆的な事例となっている。 
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 これらの成果は，東京大学出版会から刊行された学術書，国際学術雑誌において発表され，学術的に評価

されているにとどまらず，海南省の地方政府とのコミュニケーションを通して，持続的発展を実現するため

の政策立案に貢献をしている。 

 しかし，今までの研究は換金作物開発を中心とした国家政策への「適応」をしてきたリー村落に限られて

おり，多様な中国農村発展問題を捉えるためには，中国の人口の大半を占める漢族の村落における調査研究

が不可欠である。1980 年代に中国において市場経済化が本格化する以前には，ほぼ同様な自然環境・社会環

境にありながら，その後異なるタイプの国家政策を受けたこによって，それぞれ換金作物，有機農業開発及

び華僑資本の活用をの中心としてきた漢族の村落を対象に調査を行う。 

 本研究は，①人間集団が政府の開発及び環境保護政策にどのように対応するかという地域研究にとって重

要な課題と，②生活満足度をたもちながら経済開発と環境保護両立させる農村発展モデルの提示という開発

政策および環境政策研究に寄与するものである。 

 中国の農村部における開発と環境の問題は，該当する人口規模と地理的範囲が桁外れに大きく，地域の問

題というよりは地球レベルの経済・環境問題と捉えるべきである。したがって，本研究は，地球環境問題に

寄与する現実的な側面をもちつつ，農村開発学，環境科学と健康科学の視点を融合する学際的な挑戦である

ともいえる。 

２．今年度の研究成果 

 今年度主に取りかかったテーマは研究対象となる華僑村落の生態史復元であった。それに関わる問題①対

象村落の生業構成および変遷，②対象村落の環境利用の定量的把握，③対象村落世帯ごとの人口変動，④対

象村落に取り巻く政府政策である。 

 研究対象となる華僑村落は海南省文昌市昌洒鎮の村落である。文昌市は中国で著名な「僑郷」（華僑の出身

地）として知られている。対象村落は昌洒鎮の海沿いに位置している。①村落の生業の構成および変遷は大

きく三時期に分ける事が出来る。つまり中国解放以前（1949 年以前），人民公社時代（1949 年～1982 年），

市場経済化時代（1982 年～）。解放以前に，村落住民は半農半漁の生業（稲作と近海漁業）を営んできた。

しかし，村落住民が利用している農地はほとんど砂地であり，栄養分は乏しく，土地生産性はとでも村落の

人口増加を維持出来なかった。そのため，中国の解放以前に（1949 年），村落の青年の多くは漁船をのり，

海外（東南アジア）に出稼ぎに行くことをしていた。その出稼ぎ青年たちの仕送りは村落に残る親族たちの

生活に大きく貢献していた。人民公社時代になると，村落は引き続き稲作の農業と近海漁業を行っていた。

しかし，政府は開放政策を取らなかったため，ほとんど村落住民は東南アジア諸国にいる華僑の親族と連絡

を取れなかった。国家の農業集約化政策によって，村人はある程度生活を維持する事が出来た。1982 年以降

の市場経済化時代に入ると，海外華僑の帰省のみならず，外部から様々な農業開発業者は村に訪ねてきた。

その結果，旧来の「半農半漁」の生業以外に，沿岸栽培漁業，野菜と西瓜の栽培も盛んに行われるようにな

った。そのため，村落周辺の灌木ゾーンほとんどは西瓜などの畑になってしまった。村落間，世帯間に，こ

れらの「あら地」に関する土地紛争も頻繁に起こるようになった。 

 上記②環境利用の定量的把握と③世帯人口変化は，生業の時代変化に基づいて行った。現地政府の許可は

必要とされるため，②に関する作業は，また基礎的な段階にある。主に実施した作業は土地分類である。次

期に，政府の許可をもらった上に，グランドトルースなどの作業を実施し，衛星画像の分析作業を行う。③

は，村落に存在する家譜（家系図）を中心とし，世帯人口にかかわる諸イベント（出生，死亡，移入，移出）
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を明らかにしたうえに，世帯人口の時代変化を解明する。今は，対象村落の家譜（さかのぼる 10 世代）のデ

ータベース化作業を完了した。次期に人口の分析および精密調査を行う予定である。 

 ④について，おもに市場経済化時代に関することを説明する。市場経済化時代に入ると，ほかの中国農村

地域と同様に，世帯請負制は実施された。それと同時に，地元政府は，華僑資本の導入にも積極的に取り込

んできた。近年，海南省政府「国際観光島」建設政策の一環として，地元政府は積極的に観光業者の誘致を

行ってきた。それにともなって，大量な集落の農地は取り上げられた。村落住民は，政府に支給された補償

金をもらえるが，新しい局面に適する生業の再構築をしなければならなくなっている。このような急激に変

化している環境のなかに，村人はどのように対応していくのかは今後の重要な課題である。 

３．研究組織 

  蒋 宏偉 本館・研究部・外来研究員 

４．研究論文の発表状況 

Umezaki M., Jiang H.W.（2009）Changing Adaptive Strategies of Two Li Ethnic Minority Villages in a 

Mountainous Region of Hainan Island, China, Southeast Asian Studies, Vol. 47, No. ３ 

蒋 宏偉，梅崎昌裕 （2009）「市場経済化する中国農村の土地利用変化」水嶋司・柴山守 （編著）『地域

研究のための GIS 入門』，51-65，古今書院。 

 

(10) 受託研究 

   (独立行政法人科学技術振興機構 先端計測分析技術・機器開発事業 

   (プロトタイプ実証・実用化プログラム） 

   「文化財等複合材料評価用ラマンイメージング装置の開発」 

    2009 年度～2011 年度 

（研究代表者 小瀬戸 恵美） 

 

１．目 的 

 我々は科学技術振興機構の革新技術開発研究事業（平成 17－19 年度）の課題名「文化財測定用携帯型ラマ

ンイメージング・顕微赤外分光装置の開発研究」において開発したラマンイメージング装置の分光器部には，

液晶チューナブルフィルター（LCTF）を採用し小型化を図った。しかし，LCTF には①20 分以上の長い測定時

間，②10 ㎝－１程度に制約されたスペクトル分解（能），③高い価格，等課題がある。 

 実際の試料測定体験から，ラマン測定装置としては，「広い波数範囲にわたるスペクトル測定」と「短時間

での測定」の２点がもっとも求められる点であると確信し，実用型ラマンイメージング装置として，２次元

イメージの各部位の広い波数範囲にわたるラマンスペクトルを一度に測定できる方式の装置の開発を計画し

た。今回開発する方式は，「次元圧縮型イメージファイバーを用いた可搬型ラマンイメージング実用装置」で

ある。次元圧縮型と名づけたイメージファイバーは，試料側で２次元に配置された個々のファイバー素線を

分光器側で１列に並べ直したものである。この次元圧縮型ファイバーの利用によって，光分散素子に回折格

子を使用したラマンイメージング装置が可能になる。 

 また，着色剤，和紙，布，膠着剤などの文化財構成材料のスペクトルデータベース,文献などから過去に報

告されている文化財材料の組成，構造，色，修復記録などの知識データベースの充実を図り，文化財構成材
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料の構造同定作業の軽減化を実現する。 

 主な開発達成目標は，イメージ測定エリア：0.1 ㎜～数㎜平方，一回のイメージ測定におけるイメージポ

イント数：512～1024，オートステージ機能の充実：～３センチメートル，スペクトル分解（能）：５㎝－１，

スペクトル測定領域：200～2500 ㎝－１，測定時間（スペクトルとイメージの同時測定）：１秒～５分，コス

ト低減，である。 

 本館では上記のうち，着色剤，和紙，布，膠着剤などの文化財構成材料のスペクトルデータベース,文献な

どから過去に報告されている文化財材料の組成，構造，色，修復記録などの知識データベースの製作を主に

担当する。具体的な内容は以下のとおりである。 

 本館では本課題において，日本の文化財ごとに修復の履歴や色味や着色剤の推定構造などの文献調査を行

い，データベース化していく。これは，少なくとも日本の文化財に対する初めての「知識データベース」と

なる。この知識データベースに構成材料の構造情報，埼玉大学で作成するスペクトルデータベース，本課題

でおこなう実資料の測定結果を加えていくことによって，文化財ごとのより詳細な履歴書が出来上がり，系

統的文化財研究の礎として非常に有効となる。本課題では，この総合的知識データベースの基盤の確立を目

的とする。同時に総合的知識データベースの使用が容易に可能となるデータベース検索ソフトウェアの仕様

作成，製作をおこなう。 

 また，プロトタイプ機及び本開発装置を使用し，当館所蔵の江戸後期の歌川派錦絵版木（国芳，広重，三

代豊国）とそれを用いて製作された浮世絵，同時期の民画である泥絵及び江戸期の屏風絵を対象として実測

定と解析を実施し，プロトタイプ機の使用を通じて判明した問題点や改善要望点のフィードバックにより本

開発装置の総合評価をおこなう。 

２．今年度の研究経過 

 知識データベースの充実及びスペクトルデータのデータベース格納フォーマットの設計，実測定と解析を

引き続きおこなう。実測定の対象資料は歌川派錦絵版木群および関連錦絵を対象とするが，これに加え，屏

風絵模擬試料の測定をおこない，装置の有効性および問題点等を明らかにする。 

３．今年度の研究成果 

 論文および学会発表などは以下のとおりである。 

「第四部錦絵を科学する「ラマンみる錦絵の色」」小瀬戸恵美「錦絵はいかにつくられたか」展示図録 60-69 

「ラマン分光法と文化財測定型ラマンイメージング装置」坂本章・落合周吉『錦絵はいかにつくられたか』

展示図録 85-89 

「文化財の色材分析」落合周吉 「NARTURE」 特定非営利活動法人分析産業人ネット 

「携帯型ラマンイメージング装置の開発と浮世絵とその版木への応用」坂本章・小瀬戸恵美・落合周吉・東

山尚光・増谷浩二・木村純一・田隅三生 『OPTRONICS』 No.８  122-128 

「ラマンイメージング装置による伊勢市版歌川派錦絵および版木の色材分析」小瀬戸恵美・落合周吉・増谷

浩二・東山尚光・坂本章『国立歴史民俗博物館研究報告』第 153 集 １-19 

「携帯型ラマンイメージング装置の製作，浮世絵とその版木への応用，その改良」（口頭発表） 坂本章・落

合周吉・東山尚光・増谷浩二・木村淳一・小瀬戸恵美 日本化学会第 90 春季年会 近畿大学 2010 年３月

26 日～29 日 

また，メディア媒体としては以下で紹介された。 
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NHK テレビジョン 

ハイビジョン特集「幻の色 よみがえる浮世絵」 

2009 年４月 12 日（日）22：00～23：29  ＢＳhi 

2009 年４月 19 日（日）16：30～17：59  ＢＳhi  （再放送） 

2009 年５月 24 日（日）22：00～23：29  ＢＳhi 

2009 年５月 31 日（日）16：30～17：59  ＢＳhi  （再放送） 

ワンダー×ワンダー 

2009 年５月 16 日（土） 22：00～22：48  総合 

2009 年５月 21 日（木） 00：45～01：33  総合  （再放送） 

４．研究組織 

 東山 尚光 (株）エス・ティ・ジャパン  � 落合 周吉 (株）エス・ティ・ジャパン 

 増谷 浩二 (株）エス・ティ・ジャパン  � 坂本  章 埼玉大学大学院理工学研究科サブリーダー 

 小瀬戸恵美 本館・研究部・准教授     大久保純一 本館・研究部・教授 

 

 

［継 続］ 
 

(11) 基盤研究（Ａ） 

   「中世東アジアにおける技術の交流と移転－モデル・人・技術」 

    2006～2009 年度 

（研究代表者 小野 正敏） 

 

１．目 的 

 この研究では，モノがもつモデルとコピーの属性や彼我の生産技術の具体的な解明と比較，技術の模倣と

技術移転，受容に焦点をあてて，考古資料，文献史料，民俗伝承，自然科学分析など，多様な資料と方法に

より，中世技術を実証的に解明し，技術史から中世日本の特質を考えることを目指した。 

 中世に東アジア地域で も広域かつ量的に流通・交流したのが，中国・朝鮮の陶磁器と銅銭をはじめとす

る金属器であった。これらの多くは，小さなモノであり，直接的には政治力や武力を持たないが，広く普遍

的に日常生活レベルで常に必要とされる品々であり，その技術であることが特徴である。日本を含め，アジ

ア各地では，高級文物のみならず，日常商品においてもさまざまなものが，文化的文物，経済商品のあこが

れの上位モデルとして機能し，地元向けに翻案され，コピーされた。そのため実物のモノの流通にとどまら

ず，生産技術が移植され，それを移転する人間集団が動いた。こうしたモノの受容や技術の移転・移植は地

味ではあるが，社会の基盤から地域を大きく変化させる要因となった。したがって，それらが見せる諸相は，

単なる経済流通分野での状況にとどまることなく，政治や文化を包摂した大きな時代の画期とも連動したと

推定される。こうした品々や技術の交流・移転が，受容した社会の基盤から変化をもたらしたという，その

視点から技術をキーワードにして，東アジアの交流や中世の日本の特質を検討した。 
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２．今年度の研究計画と経過 

 研究目的にそって，モノ資料として実物の交易・交流が広く資料として存在し，考古学的な比較，調査や

自然科学的分析を通じて，具体的な生産技術とモデル・コピーの関係や技術系譜について検証が可能なもの

を意識し，具体的には陶磁器，石製品や石垣技術，金属製品などを対象とした。また遺跡については，いわ

ゆる生産遺跡のみならず，消費地である都市遺跡や流通拠点の遺跡，寺院遺跡など，多ジャンルの空間・場

での生産と技術のあり方をみるため，考古学の遺跡・遺物を主体に現地調査を重視した。 

さらに都市や寺院における職人編成と技術集積，外来技術の受容などについて，考古資料を軸にして検証し，

その様相について各技術系譜を超えた時代的特徴や革新の画期として関連づけるため文献史料も併せて考証

することを目指した。 

 終年次となる 2009 年度は，上記のような技術ジャンルや地域から，特に石製品や石垣に関する技術，金

属技術の調査，外来技術に注目した。また，各技術のジャンルを超えて時代的様相や流通・消費などの画期

をキーワードに統合化することを目指し，これまでの成果を報告・議論する研究会の開催を中心に研究計画

を実施した。 

 実施した主たる研究会の内容を中心に紹介する。 

2009 年８月 22 日，小田原市市民会館において，石造技術ブランチの成果を中心にした公開シンポジウム「中

世における石材加工技術－安山岩製石造物の加工と分布」を開催した。報告内容は，以下の通りである。報

告内容は同名の資料集として刊行し，巻末には東駿河・伊豆・西相模紀年銘石塔一覧表ならびにその実測図

集成を付編としてつけた。 

   ・「岩石学的検討による石材供給源の推定－箱根火山の安山岩を例に」 山下浩之（神奈川県立生命の

星・地球博物館） 

   ・「帯磁率による石材産地同定の可能性」 池谷初恵（伊豆の国市教育委員会） 

   ・「円礫加工にみる石材加工技術」 佐々木健策（小田原市教育委員会） 

   ・「房総における安山岩製石造物の分布」 村木二郎（国立歴史民俗博物館） 

   ・「関東地方における中世石造物－石材と石塔，関東形式について」 本間岳人（池上本門寺霊宝殿) 

   ・「北武蔵の安山岩製石塔について－埼玉県の調査事例を中心に」 栗岡真理子（埼玉県立嵐山史跡の

博物館） 

   ・「両毛地域における石製品の加工と分布」 斎藤 弘（栃木県立学悠館高校） 

   ・「駿河遠江における安山岩製石塔の分布と流通」 松井一明（袋井市教育委員会） 

   ・「中世石造物に見る矢穴痕について」 栗木 崇（熱海市教育委員会） 

2009 年 12 月５日，九州大学文学部会議室において，外来技術ブランチのシンポジウムを開催した。報告内

容は，以下の通りである。 

   ・「博多遺跡群にみる外来遺物－瓦・石鍋・経筒」 大庭康時（福岡市教育委員会） 

   ・「長崎における海外技術交流・移転の諸問題－遺跡出土の吹きガラスを中心に」 川口洋平（長崎県

教育委員会） 

   ・「大砲の伝播からみた海外交流と外交－靖国砲は宗麟の『国崩』か？」 神田高士（臼杵市教育委員

会） 

   ・「戦国時代遺跡出土の錠前に関する基礎的研究」 坪根伸也（大分市教育委員会） 
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   ・「豊後府内の六角井戸とその周辺」 坂本嘉弘（大分県教育委員会） 

   ・「16 世紀後半における都鄙の交流－博多・南九州を中心に」 佐伯弘次（九州大学） 

   ・「ヨーロッパと豊後府内の鉛同位体比研究」 平尾良光（別府大学） 

2009 年 12 月 19 日，国立歴史民俗博物館において，本科研プロジェクトの成果報告書にむけた研究報告会を

開催した。報告の内容は次の通りである。 

   ・「相模・伊豆の石塔と矢穴技法について」 栗木 崇（熱海市教育委員会） 

   ・「円礫加工にみる石材加工技術Ⅱ」 佐々木健策（小田原市教育委員会） 

   ・「日引石丁場について－石丁場の状況と帯磁率から」 池谷初恵（伊豆の国市教育委員会） 

   ・「房総の安山岩製石造物の分布」 村木二郎（国立歴史民俗博物館） 

   ・「中国陶磁における技術の移転と工人の移動－景徳鎮白磁青花の創焼をめぐって」 金沢 陽（出光

美術館） 

   ・「安芸と石見の無文銭－無文銭集中地域の一様相」 嶋谷和彦（堺市教育委員会） 

   ・「モデルとコピー－範型選択の背景」 大庭康時（福岡市教育委員会） 

   ・「摂津四天王寺の職人」 大澤研一（大阪歴史博物館） 

   ・「三河瀧山寺縁起にみる造営と職人」 福島金治（愛知学院大学） 

   ・「15 世紀生産革命と銅の流通」 中島圭一（慶應義塾大学） 

   ・「中世東アジアにおける技術交流と技術認識－『朝鮮王朝実録』にみる国家と境界の技術」 関 周

一（つくば国際大学） 

   ・「生産と場－調査遺跡のまとめ」 小野正敏（国立歴史民俗博物館） 

以上のシンポジウム，研究会の成果を中心に本プロジェクトのまとめとして，同名の科研成果報告書（全 188

頁）を刊行した。収録した研究報告は次の通りである。なお，執筆は，研究分担者，ならびに研究協力者に

依頼した。 

   ・「中世の遺跡にみる生産と場」 小野正敏（国立歴史民俗博物館） 

   ・「モデルとコピー－範型の選択意図」 大庭康時（福岡市教育委員会） 

   ・「技法の伝播と工人の移動」 金沢 陽（出光美術館） 

   ・「十五世紀生産革命論序説」 中島圭一（慶應義塾大学） 

   ・「『朝鮮王朝実録』にみる国家と境界の技術交流」 関 周一（つくば国際大学） 

   ・「中世博多の寺社と職人」 佐伯弘次（九州大学） 

   ・「摂津国四天王寺の職人」 大澤研一（大阪歴史博物館） 

   ・「三河瀧山寺縁起にみる造営と職人」 福島金治（愛知学院大学） 

   ・「中世後期の小型石塔に見る加工技術と伝播」 佐々木健策（小田原市教育委員会） 

   ・「中世石造物にみる矢穴痕について」 栗木 崇（熱海市教育委員会） 

   ・「房総の石塔にみる搬入品と在地品」 村木二郎（国立歴史民俗博物館） 

   ・「帯磁率による石材産地同定の可能性」 池谷初恵（伊豆の国市教育委員会） 

   ・「戦国時代遺跡出土の錠前に関する基礎的研究」 坪根伸也（大分市教育委員会） 

   ・「豊後府内の六角井戸とその周辺」 坂本嘉弘（大分県教育委員会） 

   ・「『長崎びいどろ』生産技術確立の背景－長崎における海外技術交流・技術移転」 川口洋平（長崎
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県教育委員会） 

   ・「日本における近世初頭の『火砲』の導入と展開」 神田高士（臼杵市教育委員会） 

   ・「沖縄における円孔無文銭の鋳造技術」 嶋谷和彦（堺市教育委員会） 

   ・「薩摩藩金山技術の考古学的研究－霧島市・山ケ野金山を中心に」 新田栄治（鹿児島大学） 

３．研究組織 

 金沢  陽 出光美術館・学芸員         菊池 誠一 昭和女子大学・人間文化学部 

 佐伯 弘次 九州大学・文学部          中島 圭一 慶應義塾大学・文学部 

 篠原  徹 人間文化研究機構          福島 金治 愛知学院大学・文学部 

 新田 栄治 鹿児島大学・法文学部       ◎小野 正敏 本館・研究部・教授 

 上野 祥史 本館・研究部・准教授        齋藤  努 本館・研究部・教授 

 小瀬戸恵美 本館・研究部・准教授        西谷  大 本館・研究部・准教授 

 藤尾慎一郎 本館・研究部・教授         村木 二郎 本館・研究部・准教授 

 

(12) 基盤研究（Ｂ） 

   「亜熱帯地域における多民族の生業経済と定期市－海南省と雲南省を 

    事例として－」2008～2012 年度 

（研究代表者 西谷 大） 

 

１．目 的 

 水田や焼畑を開くためには，一次植生を一度切り開く必要がある。そして農耕地周辺の生態的な攪乱によ

って生まれる二次的自然と人為との中間的な空間は，食用となる野生植物の生育や，あるいは狩猟対象とな

る野生動物の生育に適しており，人間にとっては周辺的な生業の場を提供することになる。また水田が発達

すると，水田やその周囲の水系に生息するドジョウ，フナ，タウナギなどの水田魚類を捕ることで，漁撈を

水田に内部化し，それが自給的な食料となってきた。さらには水田の畦畔という人為の加わった攪乱環境で

繁殖する水田雑草も副食の野菜として利用されてきた。伝統的な技術でおこなわれてきた農耕は，ある特定

の生業に特化するのではなく，農耕，漁撈，狩猟，採集といった生業を複合的におこなうことに特徴があり，

これが生態的な環境の多様で持続的な利用につながってきた。 

 本研究では，中国・海南省の五指山地域と，雲南省紅河州金平県者米地域，そして怒江上流の丙中洛の３

つの地域をとりあげ，伝統農耕の実践と政府主導による開発，そして自然環境という三者を，動的なシステ

ム（いきすぎた開発と環境の復元力）としてとらえ，その関係性の解明を目的とする。 

 これまで我々が調査してきた海南省五指山地域では，リー族と呼ばれる人々が居住し，水田，焼畑，狩猟

採集という生業を複合的におこなってきた。しかし 1980 年代以降の国家の開放政策にともなう市場経済のグ

ローバル化によって，伝統的な焼畑や山焼き，それに狩猟が禁止され，換金作物を植えることが奨励された。

その結果伝統農耕と自然環境の関係性は劇的に変化している。しかも，リー族社会において伝統農耕と自然

環境との関係性の変化は一様ではない。すなわち（１）保力村では換金作物の導入が進む一方で，森林伐採

による木材の販売と出稼ぎが中心で自然環境は劣化しつつある。（２）大平村では，近郊農村という特徴を生

かし都市部への野菜販売によって現金獲得が盛んでありつつ伝統農耕も維持されている。（３）水満村は国家
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保護地区・観光開発区に位置するため，焼畑と狩猟採集が禁止され，水田雑草を集約的に利用する点に特徴

がある。（４）初保村は，交通の不便さによる市場アクセスの悪さから，環境保全的な伝統農耕が もよく維

持されている。 

 こうした海南省のリー族と比較を試みたいのが，やはり環境保全と市場のグローバル化による開発とがせ

めぎあう雲南省紅河州金平県である。金平県の者米地域では，９つのエスニック・グループがそれぞれに特

徴のある複合的な生業をおこないながら居住している。すなわち（１）海抜 500ｍ前後の河谷平地に住むタ

イ族は水田耕作を中心にし，水田雑草や水田漁撈といった生業を複合的におこなってきた。（２）海抜 800～

1300ｍの山の斜面に居住するアールー族やハニ族は，棚田による水田耕作と焼畑を複合的におこなってきた。

ヤオ族は水田耕作と焼畑，森林内での換金作物の栽培や狩猟採集を生業の中心にしてきた。（３）さらに海

1300ｍ以上の高地では，移動的な焼畑と狩猟採集を複合的におこなってきたクーツォン族が居住していた。 

 各エスニック・グループは高度によって棲み分けをおこない山を垂直に利用してきた。自然環境利用の相

違と生業の違いは，生産物に差異を生み出してきた。タイ族は水田に特化し，コメと綿布を交易品としてき

た。アールー族の棚田は大規模で複雑な灌漑システムをもつが，むしろ畑作に特化し野菜等の生産に重点を

おいてきた。またクーツォン族は狩猟による野生動物を特産品としてきた。そしてヤオ族は中国ではすでに

非常に希少な，トラ，テナガザルなどが棲むベトナム国境近くの原生的な亜熱帯林の辺縁で藍を栽培しそれ

を特産品としてきた。 

 こうした生産物は，河谷平地の町で開かれる６日ごとの定期市を介することで，民族間の交易が日常的に

おこなわれてきた。つまり者米地域に居住するそれぞれのエスニック・グループは，自然環境の差異を生業

戦略に結びつけ特産品を生み出すことで，者米という一つ地域内で生業複合体を形成してきた。そして生業

の差異を定期市に結びつけた内発的な生業経済によって，自然環境と人間の生業との調和を生み出し，その

ことが自然環境の多様で持続的な利用につながってきたことが明らかになってきた。つまり地域の内発的な

生業経済の発展は，世界規模での急激な市場経済のグローバル化に対して，バッファーになってきたと考え

られる。 

 現在，この伝統農耕と地域社会の交易システムが大きく変化している。中国政府の政策によって，かつて

は移動的焼畑と狩猟採集という生業を複合的におこなっていたクーツォン族は，河谷平地近くに移住させら

れ棚田による水田農耕を強制されている。また政府の環境保護政策によって，焼畑や狩猟は禁止され，換金

作物であるパラゴム，バナナ，トウモロコシ，キャッサバ，レモングラスなどを栽培することが奨励されて

いる。原生的な亜熱帯林の辺縁で藍を栽培してきたヤオ族は，藍に変えて彼らの伝統的な技術である草果栽

培（ショウガ科 Zingiberaceae 草果 Amomum tsao-ko（ソウカ）の成熟種子を乾燥したもの。料理の香辛料と

して使用する）をおこない市場で販売するようになった。そのため，各エスニック・グループの伝統農耕が

変化するだけでなく，交易によって成り立っていたエスニック・グループ間の関係性も変化しつつある。さ

らに地域社会の交易の中心だった定期市は，外部の市場経済との接点になりその役割も変化しつつある。し

かしこの地域において中国では非常に希少な原生林を破壊せずに保全することは重要であり，また地域社会

で内発的な生業経済を発展させることが，自然環境と調和的な経済の発展に結びつくだけでなく，急激な市

場経済化に対するバッファーになると考えられる。 

 本研究においては，それぞれの地域および村落において環境破壊と保全の程度を生態学的に調査し，その

背景と原因となってきた要因を抽出しつつ，中国政府の環境保護政策と開発のなかでエスニック・グループ
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がおこなう生業適応戦略を抽出し，自然環境と人間の生業との調和と，自然環境の多様で持続的な利用には

何が必要なのかを明らかにすることを 終的な目標とする。 

 具体的には各地域の生業戦略の歴史的変遷を，生態学的な調査から明らかにしつつ，植生調査を実施しリ

モートセンシング衛星データの分析によって空間的に把握する。対象する３つの地域の現象は「エスノ・サ

イエンスによる伝統農耕と環境保全技術」「共同体意識と環境保全」「地域社会の交易とグローバルな市場経

済の影響」など，アジア地域の環境問題を考える上で重要な視点を含んでいる。 

 中国の急速な経済発展は，さまざまな社会的矛盾を生み出すだけなく，激しい環境破壊をもたらした。2006

年から開始した第 11 次５カ年計画は，中国政府が推進している「小康社会（生活に多少ゆとりのある社会）」

の達成に重要な役割を担うものと位置づけられている。特に経済を持続可能な成長モデルに転換するため循

環型に切り替え，生態系の保護，省エネルギー，資源節約，環境にやさしい社会の建設を加速するといった

環境政策の大変革をおこなおうとしている。国家権力が強固な中央集権的な構造をもつ中国において，国家

の政策が周辺における伝統農耕にもたらす変容とシステムを明らかにすることで，環境保全と地域社会の生

業経済を両立させるモデルを提供できると考えている。 

２．今年度の研究成果 

 伝統的な技術でおこなわれてきた農耕は，ある特定の生業に特化するのではなく，農耕，漁撈，狩猟，採

集といった生業を複合的におこなうことに特徴があり，これが生態的な環境の多様で持続的な利用につなが

ってきた。本研究では，中国・海南省の五指山地域と，雲南省紅河州金平県者米地域，そして怒江上流の丙

中洛の３つの地域をとりあげ，伝統農耕の実践と政府主導による開発，そして自然環境という３者を動的な

システム（いきすぎた開発と環境の復元力）としてとらえ，その関係性の解明を目的としている。 

 今年度は，長期の住み込みによるフィールドワークによって，海南島五指山地域の各村の植物利用（食料，

薬など）の実態を記録しつつ，村の生業の歴史的な変遷との関係性を明らかにした。その結果，村民の植物

に対する多様な知識が記録できただけでなく，彼らの知識は，年齢によって情報量が異なるのではなく，時

代ごとの経済的な画期（70年代の文化大革命，80 年代の市場開放，五指山市に開設した市場など）によって，

変化していることがわかった。 

また日本の岩手県九戸地域や，徳島県木頭地域などの日本の山地利用と中国とを比較することで，各地域の

環境利用の差異と，中国における生業を複合的におこなう上で，背景に存在する自然資源利用の民族的規範

を抽出することを試みた。 

 

(13) 基盤研究（Ｃ） 

   「室町期禁裏・室町殿統合システムの基礎的研究」2008～2011 年度 

（研究代表者 井原 今朝男） 

 

１．目 的 

１ 室町期における禁裏と室町殿の統合システムを解明し，公家と武家共同の官僚機構論を構築する。 

本研究においては，蔵人で弁官をつとめて権中納言になった甘露寺親長の古記録・古文書を中核にして，後

土御門天皇・後花園院の禁裏と室町殿義政と将軍家義尚の幕府とが，どのように合議をして共同意志を決定

し，それを伝奏・蔵人弁官・官務・局務という公家官僚機構と管領・政所・奉行人という武家官僚機構とが
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どのように共同執政を具体的におこなっていたかを解明する。 

２ 室町戦国期の禁裏関係史料の未刊行史料の発掘とそこにおける公家・武家による共同執行事務の実態を

解明する。歴博であらたに入手した船橋清原家史料の調査をすすめ，大宮時元の新出史料を紹介する。 

３ 公家と武家による共同の経済基盤と財政的共同執行の実態を解明する。公事執行における武家からの下

行システムを具体化し，公方御倉と御料所と守護出銭の相互関係を解明する。 

２．2009 年度の研究計画 

（イ）昨年にひきつづいて歴博所蔵高松宮本の『親長卿記』と京都大学総合博物館所蔵勧修寺家文書の書写

本のリストにもとづいて，親長が武家と禁裏の合議に関係した史料群を抽出する。そのうち儀式伝奏記の写

本が所在する宮内庁・尊経閣文庫の史料調査を行う。 

（ロ）船橋清原家所蔵資料の翻刻を昨年にひきつづいて行い，田中本所蔵の即位料下行関係史料との異同を

調査する。 

戦国期即位料下行帳を翻刻をはじめ，歴博所蔵広橋本の関係史料との関係を調査し，比較検討をおこなう。 

（ハ）歴博所蔵高松宮本と田中本にある甘露寺親長関係史料群と京都大学総合博物館所蔵勧修寺家史料との

比較検討を行うとともに，記録にでてくる所在地の現状復元調査をはじめる。そのため，京都や地方の禁裏

御料所についての情報収集調査を行い，基礎データを収集する。 

３．2009 年度の研究経過 

（イ）京都大学総合博物館所蔵勧修寺家文書「遷幸伝奏記」写真本を入手して，儀式伝奏の下で職事弁官と

外記局・弁官局の局務・官務と六位外記史の行動を抽出した。 

（ロ）新出史料の師胤記と中原康貞記と舟橋清原家旧蔵史料の対比検討をおこない，中世禁裏の地下官人の

役割を復元し，『歴博』に「中世禁裏の地下官人史料」として発表した。 

（ハ）禁裏と室町殿との共同国家財政として惣用下行帳が機能しており，禁裏の勘合貿易と甘露寺親長の弟

が活躍し，禁裏と貸借契約を結んでいたことなどを NHK 教育 TV 知る楽「ニッポン借金事情」で公開した。 

（ニ）中世禁裏と神祇官の神祇伯・神祇大副兼伊勢祭主の関係を調査するため，伊勢神宮・中須大隆寺跡・

度会家行関係資料の調査を行った。丹波篠山・但馬城崎温泉寺の荘園遺構調査を実施した。 

（ホ）昨年につづいて船橋清原家旧蔵史料の整理・翻刻・データ入力をすすめた。 

４．今年度の研究成果 

（イ）拙論「中世禁裏の地下官人史料」『歴博』156 号 2009・９ pp20-23 

（ロ）拙論「公家史料にみる外記の宣旨発給と吉良満義の信州発向」『信濃』61-12 2009・12  pp１-18 

（ハ）拙著『NHK 教育 TV 知る楽 歴史は眠らない ニッポン借金事情』2009・10pp５-94 日本放送出版協

会 

（ニ）NHK 教育 TV 知る楽 ニッポン借金事情 第一回 10 月６日放送・第二回 10 月 13 日放送・第三回 10 月

20 日放送・第四回 10月 27 日放送 

（ホ）NHK 教育 TV 知る楽選 再放送１月７日 １月 28 日 

（ヘ）拙論「地域史の研究と市河文書」（『長野県立歴史館研究紀要』16 号 2010・３）pp１-12 にも研究成果

を反映させた。 

（ト）拙論「中世における触穢と精進法をめぐる天皇と民衆知」『国立歴史民俗博物館研究報告』157 集 

2010・３ pp213-247 
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（チ）拙論「日本中世における城と領主権力の二面性－権力の場としての城と民衆－」小島道裕編『武士と

騎士』思文閣出版 2010・３ pp201-224 

５．研究組織（◎は研究代表者） 

◎研究代表 井原今朝男 国立歴史民俗博物館教授 

      中島 丈晴 研究補助員 

 

(14) 基盤研究（Ｃ） 

   「高齢化社会における老年世代の生きがいと技能の継承をめぐる 

    民俗学的研究」2008～2010 年度 

（研究代表者 関澤 まゆみ） 

 

１．目 的 

 本研究によって明らかにしようとしている課題は以下の通りである。第一に，企業や農村・漁村における

現役引退を前にした高齢者から次世代への技術・技能の継承についての具体的な事例分析（会社生活で培っ

た技術・技能，村落生活における漁業や神社祭祀における技術・技能，家庭生活における衣食住に関する技

能など），第二に，社会的定年後の加齢にともなう生活変化とそれに対応する新たな生活の充実への努力や実

践についての具体的な事例分析，第三に，一定程度の介護を必要とする身体的定年後の生活の場の選択に関

する具体的な事例分析である。いずれも聞き取り調査による事例収集とその分析を中心とする。そのうえで

分析枠組の構築と理論化を試みる。なお調査対象として，高度経済成長期に農村から都市に出てきて勤め人

になった人々の場合と農村や漁村で生活している人々の場合とを考えており，それぞれの課題をめぐる地域

差についても明らかにしたいと考えている。 

２．今年度の研究計画 

 本年度は，1980 年代～90 年代前半と 2000 年代以降とにおける生活の変化と高齢者の有する技能の伝承と

生活の充実についての調査を行なう。東北地方（岩手県，福島県），関東地方（栃木県），近畿地方（奈良県，

滋賀県，神戸市）などを調査地とする。 

３．今年度の研究経過 

 奈良県，滋賀県など近畿地方の農村と，神戸市など都市部の調査を実施するとともに，三重県鳥羽市神島，

岩手県北上市和賀町，栃木県大田原市，市貝町などの農村における，高齢者の生活実態についての調査を行

なった。とくに，近畿地方の農村においては，1980 年代から 90 年代中頃までに民俗誌を作成した村落の再

調査を試み，具体的な生活の変化とそれに高齢者がどのように対応しているかについての情報収集を行なった。 

４．今年度の研究成果 

 第一に，1980 年代以降，研究代表者が民俗誌的調査を継続的に行なってきた近畿地方の宮座の存在する村

落における 2000 年以降の実態についてあらためて再調査を行なった。宮座は，村落における長老たちが氏神

の神社をまつる組織であり，長老たちの社会的役割とそれを果たす責任感が長老たちの生きがいとなってい

る点が注目されるが，世代交代をへるなかでこの現在においても 1980 年代のころと変わらず長老組織を維持

している村落が少なくないことが確認された。ただし，儀礼内容や執行日時，また衣裳や道具などに改変や

簡略化がすすめられている事例も少なくない。伝統を維持し継承しようとする高齢者の世代と，それに対す
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る負担感の大きな若者世代と，またその中間世代と，これら３つの世代間の，村落における対立，対話，妥

協，協調という関係性について，伝承の維持と改変や簡略化の動態論的な分析が今後の大きな課題となった。

とくに，大和高原地域の村落においては，時期的には 2006～08 年ころに大きく変化したことが確認されたが，

その背景についても今後，分析を行なう。 

 第二に，神戸市内在住の高齢者女性の場合について，家族構成の変化と本人の加齢とともにその日常生活

や友人との交流がどのように変化してきているか，について聞き取り調査を継続している。加齢にともない，

仕事（夫と子供のための家事労働から夫のための家事労働，夫と死別後は自分と家屋の維持のための家事労

働など）と趣味（70 歳台半ばでそれまでの刺繍や編物や旅行をやめて，読書やラジオ視聴などへ変化，園芸

も規模を縮小など）の両方が変化していくケースが注目された。年齢とともに次々と選択を続けていくその

柔軟な生き方が高齢者の生きがいの見出し方の上で有効であることを示す事例が多い。 

５．研究組織 

 関澤まゆみ 本館・研究部・准教授 

 

(15) 基盤研究（Ｃ） 

   「情報伝達における歴史像のイメージングの構築とその博物館学的 

    評価」2008～2010 年度 

（研究代表者 宮田 公佳） 

 

１．目 的 

 デジタルミュージアムは，このままではブームで終わる可能性が高い。その理由として，デジタルミュー

ジアムは技術偏重の傾向が強く，現実の博物館での活動と隔たりがあること，特に学芸員が情報技術の取り

扱いに不慣れであること，さらに来館者には高齢の方々も非常に多いにもかかわらず，利用者に過剰な技術

理解を強いるという，「利用者側の視線」が欠けていることが挙げられる。結果としてデジタルミュージアム

には，利便性を提供するどころかデジタルデバイドを増長させ，人々の博物館利用にさらなる格差を生む危

険性がある。一方で，将来の現実世界はバーチャル化の方向にあることも認識しなければならない。あらゆ

る資料がデジタル情報に置き換えられ，手書き文書は絶滅の危機にある。博物館はこのようにバーチャル化

しつつある現実社会とどのように向き合い，社会貢献のためにテクノロジをどのように使いこなしていくの

かを早急に見直さなければならない時期に来ている。本研究では，博物館が保有する複雑な情報資源を効果

的に活用し，来館者が楽しみ学ぶための環境を改善するための手法として画像技術に着目し，情報を統一的

に活用するための手法を検討するとともに，現実社会の博物館に広く受け入れられ，利用者にとって真に有

意義となる技術を博物館学及び画像工学の観点から研究する。 

２．今年度の研究計画 

 昨年度で行った基礎的研究に基づいて，本年度では情報伝達媒体としての画像の活用に関する研究を推進

する。具体的には下記の事項について研究を行う。 

（１）多様な資料情報を画像化する手法の検討：情報エンコード手法の検討 

 資料の基本情報に加え，下記情報に関するエンコード手法を検討する。 

・化学的科学的分析結果：化学的あるいは科学的情報を画像化する。例として，化学分析の測定結果を周波
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数解析し，周波数の次元で記述する。資料の基本情報である分光反射率も周波数の次元で記述できるため，

周波数をパラメータとしたエンコード手法を検討する。 

・歴史情報：論文等で記述されている歴史研究成果や，古文書資料に記載されている資料情報を画像情報と

関連づけるための手法を検討する。 

（２）画像化された情報源から所望情報を抽出する手法の検討：情報デコード手法の検討 

 デコードすべき情報と状況を下記のように設定し，情報デコード手法の検討を進める。 

・日本語入力システムを用いないデータベース検索：登録されている情報が日本語で記述されているデータ

ベースに対して，利用者には日本語入力必要としないデータベース検索手法を検討する。 

・異種情報間の対応付け：文字情報から画像情報を抽出する，あるいは画像情報から文字情報を抽出する手

法を検討する。 

・日本語入力環境不要のデータベース駆動方式の検討 

（３）プロトタイプの運用と改善 

 情報活用の手段としてプロトタイプを構築し，実証実験に必要となる環境を整備する。 

・タッチパネルを用いた情報入出力の検討：パーソナルユース，少人数ユースを想定 

・カメラ・プロジェクタ連携システム：展示室での応用のために，比較的大人数で観察できるシステムを構

築する。デジタルカメラで利用者の指先をトラッキングし，画像に触れればテキスト情報を表示し，文字領

域に触れれば画像や他言語解説を表示する等のインタフェイスを検討する。こうしたハード面からの利用デ

ータと，利用者の感想や意見といったユーザー側のデータを総合的に分析し検証する。 

３．今年度の研究経過 

 基盤共同研究「洛中洛外図屏風歴博甲本の総合的研究」と連携を図りつつ研究活動を展開した。本研究で

行っている画像技術に基づいた歴史資料から情報を抽出する手法を応用することについて検討を行った。 

４．今年度の研究成果 

 本年度では，下記に示す事項について研究を行った。 

 １）多様な資料情報を画像化する手法の検討：情報エンコード手法の検討 

 基本情報として下記情報に着目し，基本的情報エンコード手法を検討した。 

 ・資料の物理情報：科学的情報のひとつとして分光情報に着目し，分光的情報は維持しながら人間の目に

は不可視となる成分に資料情報を付与する手法を検討した。 

 ・資料の属性情報：文献等に記されている資料情報を記号化する手法を検討した。汎用的記号としてバー

コードに代表される複数のマーカに着目し，その有用性を検討した。 

 ２）画像化された情報源から所望情報を抽出する手法の検討：情報デコード手法の検討 

 上記１）での検討と平行して，デコードすべき情報と状況を下記のように設定し，基本的情報デコード手

法の検討を行った。 

 ・デコードすべき状況として博物館展示室を想定し，資料はガラスケース内に展示されているが，来館者

はその資料に関する詳細情報を得たいという設定を行った。さらに，資料調査における応用を意図して，

資料熟覧のためのデコードに関する状況も検討対象とした。 

 ・記号化された資料情報を読み取り，復号化する手法の検討を行った。 

 ・カメラとプロジェクタを連動させたデコード情報の提示手法を検討した。 
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 ・カメラで識別されたバーコードあるいは各種マーカを入力源とするデータベース利用方法の検討を行っ

た。 

 ・異種情報の対応付けとして，画像認識プログラムを検討し，画像中から所定の情報を抽出する手段の検

討を行った。 

 ３）プロトタイプの運用と改善 

 昨年度の研究に引き続いてプロトタイプの運用と改善を行い，博物館展示及び資料研究への応用について

研究した。試験的なミニ展示を想定して，カメラとプロジェクタから構成される卓上型の資料閲覧システム

の構築を進展させ，情報提示手法の検討を行った。プロトタイプでは，AR（Augmented Reality）技術を応用

し，博物館来館者が資料に触れているかのようなユーザインタフェイスと，利用者が所望する領域への情報

提示手法の検討を行った。 

 今年度の研究成果として，学術雑誌論文１件，学会発表２件を行った。 

５．研究組織 

  井上 由佳 文教大学国際学部          宮田 公佳 本館・研究部・准教授 

 

(16) 若手研究（Ｂ） 

   「14Ｃ年代測定法を用いた先史時代の植物利用に関する年代学的研 

    究」2008～2009 年度 

（研究代表者 工藤 雄一郎） 

 

１．目 的 

 更新世終末から完新世における日本列島の先史考古学研究は，14C 年代測定の高精度化や，古環境変化の

データの精密化によって，物質文化の研究から一歩進んで，環境と人類活動との相関関係に注目した研究が

注目を集めつつある。環境と人類活動との相関関係に関する考古学的研究を具体的に展開するためには，考

古学的遺構群・遺物群の詳細な時間的位置づけについて，数値年代を用いて厳密に追求し，環境変遷史との

時間的関係を分析することが必要不可欠である。 

 本研究の目的は，第一に，14C 年代測定を用いて環境史と人類活動の変化との時間的対応関係を提示する

ことである。第二の研究目的は，古環境変遷，特に植生変遷との関係が議論可能な，「植物利用」に着目し，

日本列島の先史時代の人類が，周辺環境とどのような関係を築き，どのような資源を選択してきたのかを明

らかにすること，またそれが通時的にいかに変化してきたのかを明らかにするための，基礎的なデータを蓄

積することである。 

２．今年度の研究計画 

 平成 21 年度は，以下の２点を重点に研究を進める。 

 既発掘遺跡，現在調査が進行中の遺跡も含めて，植物利用に関わる重要な有機質の遺物群・遺構群の 14C

年代測定例の再検討および，新たな 14C 年代測定を実施することで，植物利用の時間的な変遷を明らかにす

る。また，土器の底部や胴部内面に炭化物が塊状で残っている試料の炭素・窒素安定同位体分析，C/N 比の

分析から，植物利用について検討する。 
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３．今年度の研究経過および成果 

 縄文時代草創期の資料については，愛知県宮西遺跡の土器付着物および炭化材の年代測定を昨年度から継

続して進めており，遺跡の形成過程について年代学視点から検討をおこなっている。 

 縄文時代中期から後晩期の資料では，東京都東村山市の下宅部遺跡から出土した，土器付着植物遺体およ

びアサやダイズ属，ヒョウタンなどの植物遺体の年代測定，安定同位体分析，Ｃ/Ｎ比分析などを進めた。ま

た，縄文時代後晩期の低湿地貯蔵穴が多数出土している愛知県豊田市寺部遺跡の試料について，年代測定を

実施した。また，基礎的研究としては，植物遺体の一時保存に使用するエタノールが，14C 年代測定に影響

を与えるのか否かについて，比較実験を行った。 

  研究の成果は，以下の論文，紀要，雑誌，学会，研究会発表，図書，講演等の形で行った。 

【論文・雑誌・紀要等】 

１）工藤雄一郎・小林真生子・百原 新・能城修一・中村俊夫・沖津 進・柳澤清一・岡本東三（2009）「千

葉県沖ノ島遺跡から出土した縄文時代早期のアサ果実の 14C 年代」『植生史研究』17，29-33． 

２）工藤雄一郎・山本直人（2009）「大阪府松原市三宅西遺跡から出土した縄文時代後期の土器付着物の 14C

年代測定」大阪府文化財センター編『三宅西遺跡』464-470．大阪府文化財センター． 

３）工藤雄一郎・小林謙一・江原 英・中村俊夫（2009）「栃木県小山市寺野東遺跡から出土した縄文時代後・

晩期の木組遺構の高精度年代測定」『植生史研究』17, 13-25． 

４）工藤雄一郎・佐々木由香（2010）「東京都東村山市下宅部遺跡から出土した縄文土器付着植物遺体の分析」

『国立歴史民俗博物館研究紀要』158, １-26． 

５）工藤雄一郎（2010）「寺野東遺跡から出土した縄文時代後・晩期の木組遺構の年代－特に研究の方法につ

いて－」『研究紀要』第 18 号，栃木県埋蔵文化財センター． 

【学会・研究会発表等】 

＜口頭発表＞ 

１）Kudo, Y. Radiocarbon Chronology of the earliest pottery and Environmental Changes during the Late 

glacial in the Eastern Japan. 20th International Radiocarbon Conference, Keauhou Convention 

Center, Hawaii, AMERICA. 2nd, June, 2009. 

２）工藤雄一郎・小林謙一・江原 英・中村俊夫「栃木県寺野東遺跡から出土した縄文時代後・晩期の木組

遺構の 14C 年代測定」2009 年７月 12 日，日本文化財科学会第 26 回大会，於：名古屋大学 

＜ポスター発表＞ 

３）工藤雄一郎・百原 新・中村俊夫「エタノール溶液で保存した植物遺体の 14C 年代測定－エタノールが年

代測定に与える影響の有無に関する比較実験－」，2009 年 11 月，日本植生史学会第 24 回大会，於：熊

本大学 

【図書等】 

１）小林謙一・坂本稔・工藤雄一郎編（2009）『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』187p，国立歴史民俗博物館． 

２）工藤雄一郎（2010）「旧石器時代研究における年代と古環境論」『講座日本の考古学』青木書店 

４．全期間の研究成果 

 日本列島の先史考古学では，考古学的編年の基礎である土器型式に 14C 年代を与える研究が近年盛んに実
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施されているが，これまで植物遺体について体系的に適用した研究は少なかった。植物遺体のより確かな年

代を得た上で，植物遺体から復元される人類の植物利用の傾向に関する研究と，考古遺物から復元された人

類の適応の手段（道具，構築物等）に関する研究の成果を融合することが，生態系史を復元するうえで必要

不可欠である。本研究では，そのための基礎的な研究として，平成 20～21 年度の２年間で，以下の遺跡の資

料についての分析および研究を行った。 

 ・愛知県宮西遺跡の土器付着物および炭化材（縄文時代草創期） 

 ・千葉県沖ノ島遺跡のアサ果実（縄文時代早期） 

 ・東京都下宅部遺跡の土器付着植物遺体（縄文時代中期～後晩期） 

 ・東京都下宅部遺跡のウルシ木材（縄文時代後期） 

 ・栃木県寺野東遺跡の木組遺構群（縄文時代後晩期） 

 ・大阪府三宅西遺跡の土器付着物（縄文時代後期） 

 ・愛知県寺部遺跡の低湿地貯蔵穴群（縄文時代後晩期） 

 ・石川県中屋サワ遺跡の木材・木製品等（縄文時代晩期） 

 ・千葉県沖ノ島遺跡および国府関遺跡の種実遺体（縄文時代早期，弥生時代末～古墳時代初頭） 

 栃木県寺野東遺跡から出土した縄文時代後期～晩期の木組遺構の 14C 年代測定を実施して，寺野東遺跡の

低地の遺構群の時間的変遷を明らかにし，ウイグルマッチングを実施して も大規模な木組遺構である

SX-048 の年代的位置づけを明確化した。これらを東京都下宅部遺跡の遺構群の年代と対比して，関東平野に

おける低地利用の時間的変遷を体系的に示した。これらの成果は，東日本における縄文時代中期から後晩期

の植物利用を考えるための重要な成果となった。 

 一方，千葉県沖の島遺跡から出土した縄文時代早期のアサ果実の分析では，これが縄文時代早期初頭，地

質学的には完新世初頭に位置づけられることを確かめた。直接年代測定されたものとしては現時点で 古の

アサであり，アサがいつ，どのように日本列島で利用されるようになったのかといった問題を考える上で貴

重なデータを得ることができた。また，コンタミネーションなどが疑われ，年代的位置づけが難しい微小な

種実類を，年代測定によってその位置づけを明らかにすることが極めて重要であることを示す，よい例とな

った。 

 基礎研究として行った，沖ノ島遺跡と国府関遺跡のエタノール溶液保存試料および乾燥試料の年代測定に

よる比較自実験では，エタノール溶液が年代測定には影響を与えないことを示した。重要な植物遺体は，腐

敗・カビ発生防止のため，エタノール溶液中で保存されることも多いが，エタノールに含まれる炭素が測定

に影響を与える可能性も指摘されてきたため，年代測定の対象から外されることも多かった。本研究によっ

て，これらの植物遺体の年代測定が問題ないことを示し，植物遺体の年代測定研究の対象の拡大可能性を提

示したことは，今後の研究を進展させていくうえでの基礎となった。今後は，２年間の研究成果について，

論文等での公表を進め，先史時代における植物利用研究を，年代学的な視点からより一層推進していきたい。 

５．研究組織（研究分担者） 

 工藤 雄一郎 本館・考古研究系・助教 
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(17) 若手研究（Ｂ） 

   「中近世における聖地の形成・展開・消失」2008～2011 年度 

（研究代表者 村木 二郎） 

 

１．目 的 

 中世になると，全国各地に信仰遺跡が急増する。浄土教思想の浸透にともない，莫大な数の経塚がつくら

れることに，その数的要因がある。また，五輪塔や宝篋印塔，板碑などの石塔類がつくられるが，これらは

供養塔として立てられると，それを聖地の標識として周辺に信仰遺跡が展開していく。このようにして中世

前半に各地で簇出する信仰遺跡には，形成のあり方に一定のパターンがあると考えられる。経塚や石塔を，

周辺遺跡と絡めながら調査することにより，そのモデルを描きたい。また，その後の遺跡の展開は，形成要

因と大いに関わると考えるため，継続的に展開する良好な遺跡を抽出し，集中的に調査をおこなうこととす

る。さらに，廃絶した信仰空間については，その消失原因も追究し，聖地の存在意義を明らかにする。この

ような手法により，基層信仰の考古学的研究としての基礎研究を試みる。 

２．今年度の研究計画 

 中世の信仰関連遺跡とその周辺をできるだけ多く現地調査する。信仰遺跡は単発で調査されているケース

が多いが，現地に行けば伝承等を含め，有機的な関連をもちうる遺跡や場所がある。 

 昨年度にモデルとなりうるフィールドに目星をつけたが，まだまだ不十分である。昨年度の調査地と共に，

あらたなフィールドを見つけるのが今年度の目的である。 

３．今年度の研究経過と成果 

 ４・６・７月に平泉での研究会に参加した。その際，周辺遺跡の調査を実施して，平泉との関連を詳細に

検討した。平泉は短期間に繁栄した都市であり，しかも宗教施設もかなり明らかになっている。中世初頭の

宗教遺跡を検討するには欠かせないフィールドであり，さらなる調査が必要である。来年度は研究報告を前

提に，今年度回れなかった地域を調査する。 

 ８月に能登の中世宗教関連遺跡，ならびに生産遺跡を調査した。これは寺社勢力の生産に関する調査チー

ムとの合同調査で，宗教勢力が領主としてどのように遺跡に痕跡を残したかを調べたものである。港湾施設

との関連を含め，多くの知見を得た。 

 ８・10 月に奈良国立博物館で資料調査を実施した。これは，昨年度佐賀県で出土した経筒に関して，類例

を調査したものである。当該資料のほか，赤外カメラを使って青銅製経筒を調査した結果，これまでに報告

のない墨書痕跡を数点認めることができた。 

 11 月に大分県杵築市で経筒の展示会を観覧した。北部九州一円の経塚資料を多数拝見でき，改めて資料調

査の必要を感じた。 

 １月に丹沢の山岳信仰遺跡を踏査した。この地域は多数の宗教関連遺跡が複雑に絡み合っており，近世以

降にも連なる聖地として，さらなる調査を今後も実施していきたい。 

４．研究組織 

 村木二郎 本館・研究部・准教授 
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(18) 挑戦的萌芽研究 

   「鍛冶職人の伝統技術を数値的に把握する方法の創設へむけた基礎研 

    究」2007～2009 年度 

（研究代表者 齋藤 努） 

 

１．目 的 

 前近代からの伝統技術を継承している職人は，その感覚に従って作業を行い，製品を作っている。この際

の諸条件を数値化することによって技術を記録することは，将来へ向けた文化的継承のために有意義である。

本研究では伝統技術を総合的に数値化して評価する試みの初めとして，刀剣鍛冶職人が使用する素材を調製

する精錬工程のうちの「大鍛冶」と「卸金」，また製品（日本刀）を製作するための一連の工程「積み沸かし」

「折り返し鍛錬」「鍛接」「焼き入れ」などの各技術を対象とし，相互に関連のある送風と温度に焦点をあて，

操業中に微妙に変化する送風量と，炉内で時間と場所によって刻々と変化する温度とをリアルタイムで総合

的にとらえる手法を開発し，研究を行う。 

２．今年度の研究計画 

 刀剣鍛冶職人が素材の炭素濃度を調製するために行う「卸金」について，送風量，炉内と炎の温度を測定

する。また日本刀製作工程のうち「積み沸かし」「折り返し鍛錬」「鍛接」について，素材の炭素濃度がわず

かに異なっている時にどのように温度調整しているのかということを中心に，火床の内部と炎の温度，加工

時の素材そのものの温度幅を測定する。 

 送風量は，初年度に製作したブロア付の風量測定装置によって測定する。炉内，炎，素材の温度は，高温

用赤外線サーモグラフィーによって測定する。 

 また素材と中間生成物， 終生成物を，ＥＰＭＡ（電子線マイクロアナライザー），硬度測定装置，燃焼炭

素濃度測定装置，Ｘ線回折装置などを適宜使用して分析し，炭素をはじめとする各元素濃度，非金属介在物

の化学組成と鉱物組成，金属組成を調べる。 

３．今年度の研究経過 

７月 29 日～８月１日 

 卸金の調査を行った。炭素濃度を低める場合と高める場合の両方の条件で操業を行い，炎と炉内の温度・

送風量の変化を測定し，生成物をサンプリングした。 

３月 17 日～19 日 

 炭素濃度の異なる鉄素材を用いて，刀剣製作工程のうちの積み沸かしと折り返し鍛錬を実施し，加熱温度

を測定した。折り返し鍛錬については，原料・中間生成物・ 終生成物の金属組織観察・化学組成分析を行

ったほか，物性試験（引っ張り強度，曲げ強度など）を行い，折り返しを繰り返すことによる物理強度の変

化を調べた。 

４．全期間の研究成果 

 すべての調査は，宮城県大崎市在住の刀匠・九代目法華三郎信房氏とご子息の栄喜氏の全面的な協力のも

とに実施された。法華家は平安時代の奥州藤原氏に仕えていた刀工の系譜と言い伝えられ，江戸時代中期か

ら代が正確にわかっている刀匠の家系であり，古くからの日本刀製作の伝統技術を受け継いでいる。 

 本研究で調査対象とした前近代の鉄精錬・加工技術のうち，「大鍛冶」「卸金（おろしがね）」「焼き入れ」
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「折り返し鍛錬」の成果について述べる。 

 大鍛冶は，炭素濃度３-４％の銑鉄を脱炭して炭素濃度 0.1％以下の軟鉄を作る工程で，現在は失われてし

まった技術である。文献の記述に基づいてこれを再現し，反応機構や温度・送風条件を解明することを目的

に実験を行った。まず予備実験として，江戸時代の建築物の門に使用されていた肘金を原料とし，赤外線高

温サーモグラフィーと送風量測定装置つきのブロアを使用して，炉内や原料各部の温度をリアルタイムでモ

ニターしながら操業を行った。この結果，文献に記載されている予備加熱の意味と，工程中のどこで脱炭反

応が起きているかが明らかとなった。これに基づき，日本美術刀剣保存協会が実施しているたたら吹き製鉄

で作られた銑（ずく）を原料として再現実験を行い，生成物の金属組織をＥＰＭＡで観察した。これにより，

記録にあるものとほぼ同様の軟鉄（庖丁鉄）を作ることに成功した。これら一連の成果は日本文化財科学会

第 24 回大会（2007）・第 26 回大会（2009），『考古学と自然科学』59 号（2009），大学院講演会（2009 年７月）

などにおいて発表された。 

 卸金は，刀匠が刀剣の皮金の原料をつくるために日常的に行っている工程の一つで，銑鉄など高炭素の鉄

を脱炭する場合と軟鉄など低炭素の鉄を浸炭する場合のまったく正反対の技法がある。いずれも同じ炉を使

用し，炎の状態をみながら送風量と温度の調整を行うことによってそれぞれが達成されている。これを数値

化するため，上記と同様の装置を使用し，送風量と炎の温度を測定した。原料として高炭素鉄と低炭素鉄を

使用し，いずれもほぼ同じ炭素濃度の 終生成物が得られた。高炭素鉄の脱炭の際には送風量を少なく比較

的低温で，低炭素鉄の浸炭の際には送風量を多く比較的高温で操業していることがわかった。 

 焼き入れは刀剣製作の 終工程であり，焼刃土を置いて加熱した刀身を水の中に入れて急冷することによ

って刃文をつける作業である。刀匠は加熱温度によって刃文のマルテンサイト結晶粒子が粗い「沸（にえ）」

とそれが細かい「匂（におい）」を作り分けることができる。赤外線サーモグラフィーによって，焼刃土の上

と，それを取り除いた下の鉄部の両方について加熱時の温度分布，場所による冷却速度の違いを調べ，また

生成物の金属組織をＥＰＭＡで観察した。「沸」製作時には 780～800℃，「匂」製作時には 720～740℃と，目

視の感覚によってわずかな温度差をきわめて再現性高く使い分けていることがわかった。この成果は日本文

化財科学会第 25 回大会（2008）において発表された。 

 折り返し鍛錬は，刀剣の皮金素材を作るための基本的工程の一つであり，鉄中に含まれるスラグなどの不

純物や空孔を除き，組成を均一化するために実施される。赤外線サーモグラフィーによって温度測定を行っ

たところ，高炭素の鉄の場合は低温で鍛錬を開始し，折り返し回数が進むにつれて徐々に温度が高くなり，

終的に一定の温度での鍛錬が行われるようになること，低炭素の鉄の場合はこれと逆に高温で鍛錬が始ま

り，折り返し鍛錬が進むにつれて徐々に温度が低くなり，これも 終的には一定温度で鍛錬が行われるよう

になることがわかった。またいずれの場合も，一段回目で何も塗布せずに炉内で加熱して鍛着を行う「仮沸

かし」の時の方が，二段回目で藁炭と粘土汁をかけて加熱し鍛着を確実なものとする「泥沸かし」の時より

も温度が低めであった。物性試験の結果とあわせて，この成果は日本文化財科学会第 27 回大会（2010）にお

いて発表予定である。 
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