
97

２ 外部資金による研究

[概　要]

　外部資金の導入により，研究を活性化させることは歴博が取り組むべき課題の一つである。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（独立行政法人日本学術振興会研究

事業部研究助成第一課課長　吉野明氏）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。

　2011（平成23）年度科学研究費補助金の採択件数は11件で，継続を含めた採択件数では29件，総額

119,240,000円であった（採択課題一覧参照）。

共同研究担当　小倉慈司・柴崎茂光　　

[採択課題一覧]

種　目 研　究　課　題 研究代表者

新
　
　
　
　
　
規

基盤研究（Ｂ） 江戸時代から明治初期にかけての絵画・版画・和本と色材と制
作技術に関する研究

研究部
小瀬戸　恵美

基盤研究（Ｂ） 世界自然遺産の再資源化に向けたアクションリサーチ 研究部
柴崎　茂光

基盤研究（Ｂ） 「中世」を作った技術─生産からみる時代史 研究部
村木　二郎

基盤研究（Ｂ） 日韓古代人骨の分析化学・年代学的研究と三国時代の実年代 研究部
藤尾　慎一郎

基盤研究（Ｂ） 国民儀礼化する通過儀礼・年中行事の資料論的研究 研究部
山田　慎也

基盤研究（Ｂ） 超精細画像による博物館資料の高度比較表示方式の検討 研究部
安達　文夫

若手研究（Ｂ） 伝承技術の歴史・民俗学的研究─採石技術の究明と記録保存─ 研究部
松田　睦彦

特別研究員奨励
費 織豊政権による天下統一過程の政治史的研究 外来研究員

竹井　英文
研究成果公開促
進費（学術図書） 日本中世史債務史の研究 井原　今朝男

研究成果公開促
進費（学術図書）

旧石器・縄文時代の環境文化史─高精度放射性炭素年代測定と
考古学─ 工藤　雄一郎

研究成果公開促
進費（学術図書）

多民族の住む谷間の民族誌─生業と市からみた環境利用と市場
メカニズムの生起─ 西谷　大
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種　目 研　究　課　題 研究代表者

継
　
続

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　豊弘

基盤研究（Ａ） 古代における文字文化形成過程の総合的研究 館長
平川　南

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） 考古学と人類学のコラボレーションによる縄文社会の総合的研
究

研究部
山田　康弘

基盤研究（Ｂ） 消費社会における民俗と歴史の利用 研究部
常光　徹

基盤研究（Ｂ）
海外学術調査

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（Ｂ）
海外学術調査

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
関沢　まゆみ

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） 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

基盤研究（Ｃ） 漢代地域圏の学際的研究 研究部
上野　祥史

若手研究（Ｂ） 造瓦からみた６〜８世紀の日朝交渉 研究部
高田　貫太

若手研究（Ｂ） 奥むめおの婦人運動に関する貫戦史的研究 研究部
原山　浩介

若手研究（Ｂ） 縄文時代の植物利用史に関する年代学的研究 研究部
工藤　雄一郎

特別研究員奨励
費 出土文字資料を用いた古代日本地方支配の実態的研究 外来研究員

武井　紀子

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
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Ⅰ−２　外部資金による研究

（１）科学研究費補助金（基盤Ｂ）
　　  「江戸時代から明治初期にかけての絵画・版画・和本と色材と製作技

術に関する研究」2011〜2013年度
　　 （研究代表者　小瀬戸　恵美）

１．目的

　歴史資料において，その構成材料を明らかにすることは保存や修復のみならず，資料の歴史的・美術史的

位置づけをおこなううえでも非常に重要である。本研究では江戸時代から明治初期の美術工芸品，特に錦絵，

泥絵，屏風，和本を主な対象とし，その製作技術や材質について，自然科学と美術史学の観点から詳細な検

討を行い，年代や製作地による技術の変遷や伝播の過程を解明することをめざす。また画像解析の手法を適

用することによって，製作時の色彩復元や技術解明も行うとともに，画像分析については，歴史資料計測に

適した光源や資料の表面状態を観察するのに適した解析法の検討などを行う。対象資料は国立歴史民俗博物

館（以下，歴博）が所蔵する資料のほか，国内外の関連美術資料，製作法や色材に関する文献記録などを対

象として総合的に調査し，比較検討する。

　対象資料は，日本の江戸時代から明治初期に色材を使って製作された絵画（屏風・画帖・画巻・掛幅・泥

絵など），版画（錦絵），和本（画譜・絵本など）である。具体的には歴博所蔵の泥絵，歌川派版木群と錦絵，

画譜などである。また比較資料として海外の西洋画・壁画などや，国内外の顔料の原料鉱石・染料の原料素

材なども調査対象とする。

　これらの資料の色材について，ラマン分光法と蛍光X線分析法などの非破壊分析を用いて製作時に使用さ

れた顔料・染料の同定を行う。特に，錦絵や屏風等については，版木の彫りや資料の表面状態・色材の使用

状況に伴う凹凸や繊維の微細構造などを画像解析し色材の分析情報と併せることによって，製作時の色彩復

元や技術解明を行う。時期や製作地，製作者（流派）の異なる資料についてこれらのデータを蓄積し，また

文献調査を並行して実施し総合することによって，年代や製作地における技術変遷の解明をめざす。

　微少量の試料採取が可能な資料については，抗体を利用したウェスタンブロット法によるたんぱく質抽出

による膠着材の分析，鉛同位体比法による鉛・銅・ヒ素系顔料の原産地推定も行う。美術工芸品の研究にお

いては大学や研究機関の研究者の他に学識経験者や伝統技術保持者の協力が不可欠であるので，必要に応じ

て協力を仰ぐ。主な対象資料とテーマは以下のとおりである。

１．絵画資料の色材と製作技法

　江戸時代の絵画・版画・和本資料の色材については，美術史研究者の研究（肉眼観察）により，時期によっ

てかなり色感の違いが認められることが指摘されているが，ごく限定された時期・種類のものしか自然科学

的な分析が行われていない。これらについて，時期を追って系統的に調査することで，年代や製作地，製作

者による違いを明らかにしていく。対象資料は歴博所蔵の泥絵，歌川派錦絵版木群，和本ほか，各地の機関

や個人が所蔵する資料を広く対象とする。

２．顔料・染料や膠着材の流通

　「１」と関連し，日本とアジア各地・西洋との間での顔料・染料・膠着材など材料の双交流の解明を目的

として調査を行う。特に江戸後期は，例えば人工顔料であるプルシアンブルーが当初はオランダ船による脇

荷として持ち込まれ，後に中国経由で安価に輸入されるなどという，西洋の人工顔料の日本への輸入やアジ
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ア経由での材料の流入が文献記録として残っているので，化学分析とあわせて流通の解明をめざす。これと

「１」とを総合することによって，日本とアジア各地・西洋との材料の双交流ならびに文化の双交流と意義

を明らかにすることを目的とする。

３．天然顔料の原料となる金属鉱物の産地推定

　伝統的な天然顔料は金属鉱物を原料として製作された。古くは丹羽鉱山が有名ではあるが江戸期には秋田

の太良鉱山などが鉛鉱物を産出し鉛顔料を生産したといわれている。本研究では，これらの鉛顔料のほか，

不純物として鉛を含む銅・ヒ素系顔料について，鉛同位体比分析を適用する。また銅系顔料については，早

川（2009）などによりヒ素や亜鉛など共存元素の異なるいくつかの種類の存在が指摘されているので，元素

組成も分析し，これらの結果を併せて，顔料や原材料の産出地の解明をめざす。

２．今年度の研究経過

　第１回研究会　９月５日　国立歴史民俗博物館

　　発表： 「IKATの染料分析」（古田嶋智子（東京文化財研究所））

　　　　　 「色の研究」（大久保純一）

　３次元計測錦絵版木撮影　10月14日　国立歴史民俗博物館

　　　点検室（撮影），第２点検室（資料出庫・熟覧）

　調査（アメリカ合衆国）　２月29日〜３月11日　ハーバード大学サッカラーギャラリー，ボストン美術館，

スミソニアン研究機構フリーアギャラリー，アメリカ国会図書館，メトロポリタン美術館

３．今年度の研究成果

　平成23年度は「１」における分析方法の確立とデータ蓄積を先行し，「２」「３」については主として文献

による情報収集と次年度以降の試料採取計画の立案を行う。

１．絵画資料の色材と製作技法

　ラマン分光法における分析方法の標準化を行うため，歴博所蔵及び個人蔵の錦絵からいくつかの資料を抽

出し条件を変えて分析データを取得して，最適条件を決定し，この結果に従い，必要に応じてラマン分光装

置の試作機に改良を施した。その結果，従来の機器では測定・同定ができなかった藍の同定が非破壊・非接

触で行うことができた。具体例としては，時代変遷に従う藍 ‐ プルシアンブルー，および，緑色混合色材

の藍 ‐ 石黄混合から，ブルシアンブルー ‐ 石黄混合の変化を結晶構造の確認により同定した。これは従来

の美術史研究では明らかにされていなかった新たな知見である。

　これと並行し，各年度に分析する歴博や外部機関所蔵資料のリストアップと状態確認などを行った。また，

国外の所蔵機関であるハーバード大学サッカラーギャラリー，ボストン美術館，スミソニアン研究機構フリー

アギャラリー，アメリカ国会図書館，メトロポリタン美術館にて，錦絵資料，新版画資の実見，調査を行い，

各機関の自然科学研究者およびキュレーターと研究内容についてのディスカッションをおこなった。

　また，表面状態や混合による化学変化や色彩変化を調べて当初状態を再現画像化するのに適した資料とし

て「源氏雲浮世画合」を中心として３次元計測による表面調査を本格的に行い,彫りの技術の解明にむけて

前進している。
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２．顔料・染料や膠着材の流通

　欧米・東西アジアの顔料・染料・膠着材について，文献や美術史関係資料などをもとに情報収集を行い，

記述を精査する。本研究の課題である「日本の江戸時代〜明治初期における絵画原料と技法」に関連する色

材・膠着材の種類を抽出し，所在確認をおこなった。

３．天然顔料の原料となる金属鉱物の産地推定

　23年度は江戸時代後半に多くの鉛鉱物を産出し，それを加工して鉛丹などを製作した記録のある太良鉱山

などの東北地域の鉱山を中心に調査をと予定していたが，東北地域における調査が困難なため，西日本を中

心として天然顔料の原材料を採取していた鉱山や製作・精製方法などについての記録・文献調査を主に内容

精査をおこなった。

４．研究組織（◎は研究代表者）

　永嶋　正春　本館・研究部・准教授　　　　　　谷口　陽子　筑波大学大学院人文社会科学研究科・助教

　坂本　　稔　本館・研究部・准教授　　　　　　高嶋　美穂　国立西洋美術館・保存科学研究員

　鈴木　卓治　本館・研究部・准教授　　　　　　大久保純一　本館・研究部・教授

　眞鍋　佳嗣　千葉大学大学院融合科学研究科・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

（２）基盤研究（Ｂ）
　　 「世界自然遺産の再資源化に向けたアクションリサーチ」2011〜2013年度
　　  （研究代表者　柴崎　茂光）

１．目的

　世界自然遺産を保全する枠組みは発展途上の段階といえる。屋久島においても遺産登録後に観光客が急増

し，登山道の荒廃や混雑現象などが深刻になっているが，未だに十分な対策がとられていない。本研究では，

屋久島を主な対象として①過剰利用を抜本的に軽減するための必要施策（入山規制・入島税など）を検討す

る。また自然資源に過度に依存した観光形態から脱却するために，②自然遺産に関わりのある歴史・民俗を

再発掘する。③歴史・民俗の観光資源化の可能性を慎重に検討しつつ，また海外の事例も参考しつつ，持続

可能な世界遺産地域の保全のあり方を提案する。

２．今年度の研究計画

　本年度より，屋久島の国有林史やエコツーリズムの動向について豊富な知見を有している枚田邦宏氏に，

新たに研究分担者として加わってもらい，現地調査を含む支援を行ってもらうこととなった。

（１ ）世界自然遺産の価値を維持させる政策の提案：まず，入込地点などで，対面式のアンケート調査を実

施し，島内訪問・宿泊先・観光支出金額，入山規制・入島協力金などの仮想的な過剰利用対策の組み合

わせに対する評価に関するデータを得る。次に，登山道については，侵食状況・違法刈り払いの状況，

GPSの位置情報を計測しながら，登山道を歩く。このほかに，林野庁，環境省，鹿児島県，屋久島町，

屋久島環境文化財団などの公的機関を訪問し，平成22年度の維持管理事業（登山道，トイレ，避難小屋
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など）の事業費に関する情報を収集し，各種団体の相互関係を明らかにする。

（２ ）埋もれている歴史・民俗の再発見：まず，歴史・民俗的資源の観光資源化の現状をフィールド調査か

ら把握する。ヤクスギ伐採・木炭生産目的で営林署が誕生させた集落での生活経験をもつ高齢者に対し

て聞き取り調査を行うとともに，現地を訪問し，集落跡地を記録していく。また当該住民が独自に用い

ていた地名なども記録していく。

※通常の打ち合わせは，インターネットを通じて定期的に行う。夏期には全員が屋久島を訪問し，問題点を

共有する。

３．今年度の研究経過と成果

　本年度は，主として基礎的な調査を行った。具体的には2011年７月に東京で全体会合を開催し，問題点を

整理した。また，2011年８月下旬に屋久島での現地調査を実施し，宮之浦集落周辺にかつて存在した国有林

開発集落跡の生活経験者に同行してもらい，集落跡を訪問し，当時の暮らしについての情報を入手した。こ

のほかにも会合や現地調査でのやり取りを経て，利用者の分析に関しては，単なる利用状況の調査だけでな

く，山岳地域の管理・印象に対する意識をふくめた意向調査を実施する必要性があげられた。

　入込地点での利用者の動向については，2011年11月および2012年２月に宮之浦港・安房港・屋久島空港に

おいて対面式のアンケート調査および郵送方式の意識調査を併用する形でのアンケート調査を実施した。登

山道については，楠川歩道，白谷雲水峡周辺の侵食状況・違法刈り払いの状況，GPSの位置情報を計測した。

このほかに，平成22年度の維持管理事業（登山道，トイレ，避難小屋など）に関するマネジメントシステム

については，公的機関を訪問して情報を把握したが，代表者が1992年度，2002年度に対して過去に実施した

同様な調査と比較して，マネジメントシステムがさらに複雑化していることが明らかになった。

　歴史・民俗的資源の観光資源化の現状については，観光地を訪問したところ，たとえば近代化産業遺産に

指定されているにもかかわらず，そうした状況がほとんど利用者に知らされるような工夫がなされていない

ことが明らかになった。廃村集落については，官公もしくは岳分校跡と呼ばれる宮之浦集落周辺や，千頭山

と呼ばれる安房集落周辺の廃村を現地調査し，一部の遺構については，測量を行った。また生活経験者の聞

き取りも結果も合わせたところ，安房森林軌道などとして登録されている軌道の支線が存在するとともに，

石切り場，炭焼き釜，キンマ道跡など種々の遺構が山岳地域に広範囲に残されていることが判明した。

　次年度以降は，今年度の調査を継続するだけでなく，海外の事例結果も踏まえながら，研究の深化を図る

こととなる。

４．研究組織（◎は研究代表者）

◎柴崎　茂光　本館・研究部・准教授　　　　　愛甲　哲也　北海道大学・農学研究科・准教授

　熊谷　嘉隆　国際教養大学・地域環境研究センター・教授

　才津祐美子　長崎大学・大学院水産環境科学総合研究科・准教授

　西谷　　大　本館・研究部・准教授　　　　　青木　隆浩　本館・研究部・准教授
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（３）基盤研究（Ｂ）
　　 「「中世」を作った技術─生産からみる時代史」2011〜2013年度
　　  （研究代表者　村木　二郎）

１．目的

　列島各地の中世遺跡の発掘では，地域，階層の上下を問わず，日常什器として磁器・陶器の碗皿，陶器の

甕・壺・擂鉢が出土する。保存条件がよければ漆器がこれに伴う。この12世紀に普遍化する，前代とは大き

く異なる「中世的」生活様相の実現（技術・生産流通消費の様相）には，最も基礎的な日常分野であるがゆ

えに，そこに中世の特質をみることができる。一方，例えば織田信長の安土城築城は，自らの権力・権威を

誇示・正当化するモニュメントと位置付けられるが，それを実現した各技術は長く寺院が保持してきた異種

技術（集団）を統合したものであった。時代を動かした権力にとって，技術は，経済的権益のみならず，権

力自体を表象するものでもあり，そのあり方は時代そのものの変化であったといえる。

　こうした視点にもとづき，本研究では，考古的な個別モノ生産の技術変遷に終わらず，中世の特性を技術

の全体像を通じて明らかにすることを目指す。そのため，考古学を主体に中世史，都市史，城郭史，陶磁史

など多様な視点から統合する方法論をたてる。「職人尽絵」などの絵画資料や，現在に継承される伝統技術

なども積極的に比較検討する。また，技術に関する考古資料（遺構，遺物），絵画資料，文献史料のデータ

収集をはかり，情報の共有化と総合化を進める。

２．今年度の研究計画

　国立歴史民俗博物館の展示型共同研究「中世の技術と職人に関する総合的研究」と一体となって活動し，

平成25年度に開催する企画展示に結び付ける。そのため，今年度は重要と思われる遺跡の現地調査をおこな

い，資料収集をおこなう。また，中世の技術に関する個別研究報告を重ねることで，当該研究の現在におけ

る到達点および問題点を共有する。

　具体的には，下記の通り予定している。

　１．平泉・新潟における生産関連遺跡調査

　２．能登の漆器生産に関する調査

　３．中近世の石加工技術の調査

　４．個別研究報告

３．今年度の研究成果

　平泉・新潟および能登の漆器生産に関して現地の遺跡等を見学しながら資料調査をおこなった。これらは

企画展示においていくつかのコーナーを構成する重要な要素であり，資料見学に際しては展示を見据えて資

料選定までできたものもある。

　研究会では，メンバー全員が報告をおこなうことで，現在抱えている問題が明確化され，来年度の視点を

絞ることができた。報告内容は以下の通りである。

　栗木崇「鎌倉大仏の礎石について」／佐々木健策「泡沫的社会状況による技術の移入と展開」／松田睦彦

「近現代の花崗岩採石用具とその技術」／小野正敏「戦国期の膨張する消費を支えた越前焼生産」／川口洋
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平「東南アジア陶磁と黒漆，そして吹きガラス─南蛮貿易をめぐって─」／村木二郎「中世前半における銅

細工─京都七条町・八条院町の検討─」／関周一「中世の技術に関する史料─漆と渡来職人─」／福島金治

「中世前期の寒冷気候と在地での産業拡大」／大澤研一「寺院と技術・職人─展示に向けて─」／齋藤努「金

属の製錬・加工技術について」／鈴木康之「中国地方における中世の鉄生産と流通」／池谷初恵「東国にお

ける中世初頭瓦の様相─文様と製作技術の系譜から─」／藤澤良祐「戦国期の膨張する消費を支えた施釉陶

器生産」／坂井秀弥「中世越後平野における低湿地遺跡─新潟市馬場屋敷遺跡検討会の報告─」／大庭康時

「博多遺跡群出土の生産関係遺物と遺構」／坪根伸也「生産関連遺物と外来技術の導入─豊後府内出土遺物

からの検討─」／仁藤敦史「古代国家における技術者の雇用形態」／井上美奈子「中世を終わらせた化粧文

化─「小町紅」が出来るまで─」／金沢陽「高麗と元の螺鈿技術─国を越える技術の複合─」／日高薫「南

蛮漆器の調査研究─現状と課題─」

４．研究組織（◎は研究代表者）

［研究分担者］

◎村木　二郎　本館・研究部・准教授　　　　　　　齋藤　　努　本館・研究部・教授

　日高　　薫　本館・研究部・教授　　　　　　　　仁藤　敦史　本館・研究部・教授

　松田　睦彦　本館・研究部・助教　　　　　　　　小野　正敏　人間文化研究機構・理事

　坂井　秀弥　奈良大学・文学部・教授　　　　　　金沢　　陽　出光美術館・学芸員

　福島　金治　愛知学院大学・文学部・教授　　　　藤澤　良祐　愛知学院大学・文学部・教授

［連携研究者］

　大澤　研一　大阪歴史博物館・学芸員

［研究協力者］

　池谷　初恵　伊豆の国市・学芸員　　　　　　　　井上美奈子　紅ミュージアム・学芸員

　大庭　康時　福岡市教育委員会・主査　　　　　　川口　洋平　学識経験者

　栗木　　崇　熱海市教育委員会・学芸員　　　　　佐々木健策　小田原市・主査

　鈴木　康之　広島県立歴史博物館・学芸員　　　　関　　周一　つくば国際大学・産業社会学部・講師

　坪根　伸也　大分市教育委員会・主査

（４）基盤研究（Ｂ）
　　  「日韓古代人骨の分析化学・年代学的研究と三国時代の実年代」2011

〜2013年度
　　 （研究代表者　藤尾　慎一郎）

１．目的

　本研究課題の最大の眼目は，併行期でありながら日本と韓国で年代観が食い違っている古墳時代と三国時

代の実年代を，加速器質量分析（ＡＭＳ）─炭素14年代測定法を用いることによって決定することにある。

測定対象としては，韓国慶尚南道礼安里古墳群（３世紀〜６世紀）出土の人骨や土器を中心とする。礼安里

古墳群には武器や武具，陶質土器など日本の同時期の古墳にも副葬されている器物が副葬されているので，
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人骨の年代がわかれば副葬された器物の副葬年代を求めることができる。その結果に基づいて日韓両国で年

代が食い違っている古墳前期，中期の開始年代を初めとした年代観の統一をはかり，この時代の新しい日韓

交流史を考えるための，共通の年代観という研究基盤を造ることを目的とする。

２．今年度の研究計画

　今年度は，礼安里古墳群出土人骨の年代測定を行った。全部で22点のサンプリングを実施。平成23年１月

６日にサンプリングしていた人骨12点と土器付着炭化物１点をあわせて，年内に測定結果を出し，３月24日

（土）に釜山大学校人文大学で行われた第99回釜山考古学研究会の研究発表会で報告した（別紙参照）。

　藤尾は「実年代の求め方」というタイトルで報告した。通常，この時期の較正暦年代は150〜200年という

幅までしか絞りきれないため，考古学的に耐えうる議論ができない。

　そこで年輪年代のわかる木材や，年輪年代がわからない木材でも100年ぐらいの年輪をもつ木材があれば，

土器付着炭化物の年代測定結果と組み合わせることで，較正暦年代を絞り込むことができ，考古学的な議論

に耐えることができることを報告した。この報告によって釜山側の関心が広まり，木材資料の洗いだしが進

むことを期待する。

３．今年度の研究経過

第１回サンプリング調査　2011年８月23〜25日（土）　釜山大学校博物館

第１回研究発表　2012年３月23〜25日　釜山大学校人文大学

４．今年度の研究成果

　安在皓の編年案にそって，時期ごと，古墳番号の若い順に並べた。同一の古墳から複数の試料を採取した

場合は，番号・記号を付けて区別した。78号のCは骨からのコラーゲン回収量が少なかったので，炭素14年

代の測定結果は参考値である。

　較正年代をみると，出土人骨の相対的な年代はほぼ整合的であるとみなされるものの，時代が下るにつれ

て乱れが見られた。この原因としては，考古学的，自然科学的な可能性が考えられる。まず，考古学的には

時期が異なる試料自体の混入が疑われる（57号；指骨と肋骨とで年代が200年近く異なっている）。ただコラー

ゲン回収量が少なく測定結果は参考値であるため，正確なことはいえない。

　36号の人骨は同時代（V）の試料と比べ新しく，54号の人骨は同時代（VII）の試料よりも古い。これら

も混入した試料の可能性が否定できないため，同一古墳から出土した別の試料を測定して再検討する必要が

あるだろう。

　自然科学的な可能性として，試料の汚染，海洋リザーバー効果の影響などが挙げられるが，今回の試料は，

コラーゲンの安定同位体比はそれぞれの範囲の中間に，ほぼまとまって位置していて，海産物を特に多く摂

取していたという傾向は認められない。すなわち，海洋リザーバー効果による影響は少ないと考えられる。

　なお今年度は，胎土分析班，考古学相対編年班もすべて年代測定班に予算を集中した結果，予定していた

国内の同時期の古墳出土の副葬品の相対編年の整備は行えなかった。次年度より，実施する予定である。



106

５．研究組織（◎は研究代表者）

　李　　昌煕　本館・外来研究員　　　　　　　　　　山田　康弘　本館・研究部・准教授

　坂本　　稔　本館・研究部・准教授　　　　　　　　高田　貫太　本館・研究部・准教授

　斎藤　　努　本館・研究部・教授　　　　　　　　◎藤尾慎一郎　本館・研究部・教授

（５）基盤研究（Ｂ）
　　 「国民儀礼化する年中行事・通過儀礼の資料論的研究」2011〜2014年度
　　  （研究代表者　山田　慎也）

１．目的

　本研究では，人々の生活の中に浸透し日常を規律していた通過儀礼や年中行事等の民俗儀礼が，地域のコ

ンテキストから切り離されて，変容し均質化されたものを「国民儀礼」として捉え，その要因となる近代以

降の国民国家形成による政治的，経済的，医療的，社会的な要因の理論的統合化を図り，変容の過程と現在

の民俗の動態を明らかにすることを目的とする。その際，従来あまり重視されなかった国民儀礼化した儀礼

資料について，報告書や動画，画像資料にかたよらず，モノ資料をも含めた総合的な資料論を検討し，現在

の儀礼の動態を示す資料収集の方法と方向性の構築をも目的としている。

本研究では以下の３つの点を明らかにする。

１　民俗儀礼の変容の要因について，以下の４つの観点から分析をする。

　① 政治的要因については，地方改良運動や生活改善運動，新生活運動などの目的と実態を分析し，それが

儀礼に及ぼした影響だけでなく，当時の儀礼観を明らかにする。

　② 医療的要因については，とくに生命に関わる通過儀礼，誕生と葬送における変容の過程と要因を，医療

の進展との関係から検討する。特に妊娠のいつの段階で一個の人格と見なし，生命の終了をいつとする

のか，儀礼と生命観の関係を明らかにする。

　③ 社会的要因については，近代化による核家族化の進展と地域共同体の解体によって，婚姻のあり方と家

族観の変容，葬送儀礼の変容と先祖観，死生観の影響を明らかにし，少子高齢化による葬儀の小規模化

や直葬への変化などの現代的動向にも焦点を当てる。

　④ 経済的要因について，消費文化の浸透と儀礼の商品化として年中行事におけるデパートやスーパーマー

ケット，コンビニエンスストアなどの影響を検討する。さらに葬儀社や結婚式場，儀礼の専門業者の誕

生を分析し，大衆消費社会と民俗儀礼の関係を明らかにする。

２ 　以上の４つの変容の要因について国民国家形成過程における相互の関連，影響を踏まえて理論的統合化

をはかる。

３ 　国民儀礼の資料について，文献や映像資料だけでなくモノ資料も含め，資料の抽出と収集の方向性につ

いて検討し，資料論の構築を図る。

２．今年度の研究計画

　ここでは，政治的動向，とくに近代の風俗改良運動や地方改良運動，生活改善運動，戦後の新生活運動に

関する資料調査を行う。運動に際し配布された冊子などの資料は購入して詳細な検討を加える。医療的要因
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に関しては，関連資料の収集，とくに看護学や家政学における衛生的対処への資料調査，終末期と死亡確認

についての資料調査と葬儀の変容について調査を行う。こうした中でどのような民俗儀礼が対象化され，ま

た法令や行政の指導等によって改良が加えられていくかについても分析する。さらに呪術的な儀礼の変容に

ついて，現地調査に基づいて儀礼観の変遷を照射する。とくに地域的な影響と儀礼の変容について岩手県，

和歌山県，三重県，愛媛県での現地調査を行い，具体的事例とする。

　社会的要因については，家と同族団の関係について，共同体の解体を視野に入れて宮城県の調査を行い，

家族観の変容と結婚式の変遷に対する調査を行う。さらに東京を中心に結婚式の変遷や結婚式場についての

資料収集と調査を行う。また経済的要因に対しては消費文化の浸透を調査するため，東京，京都，名古屋な

どのデパート，スーパーマーケットのカタログ，チラシ等から儀礼に関する調査分析を行う。そのためカタ

ログ，チラシ等の収集と撮影等を行い，調査資料とする。また近代におけるデパート等の資料は詳細に調査

分析が必要なため，積極的に収集する。

　全国的動向と地方との儀礼の差異を一般の人々がどのように捉えているかを把握するため，民俗儀礼の作

法書やマニュアル本などを収集分析し，全国的に取り上げられている儀礼等を整理分析する。

３．今年度の研究経過

　通過儀礼全般に関するマニュアル本の収集・分析

　妊娠出産，結婚，葬儀に関するマニュアル本の収集・分析

　死の医療化の調査と資料収集，分析

　生活改善運動に関する資料の収集と分析

　年中行事のイベント化に関する調査

　　徳島県勝浦町ビッグひなまつり調査

　　山形県酒田市の庄内雛街道調査

　通過儀礼の商品化に関する調査

４．今年度の研究成果

　民俗の変容の諸要因のなかで，政治的要因については，生活改善運動や新生活運動に関する資料の収集を

行った。とくに三月節供などでは，華美になる風潮について，大人中心のものであるとして，こども中心の

儀礼への主張を行っており，年中行事の変質をうかがわせる資料もあった。また医療的要因については，大

正期の病院の死亡診断書の控の調査を進めている。明治期の医制をはじめとする医療法令や墓地取締規則細

目標準などによる届け出の方式の整備などで，医師による死亡確認によって届出をしないと埋火葬ができな

いなど，医療と葬送の手続きの一体化が進んでいくプロセスが把握できる。

　さらに社会的要因に対しては，結婚の作法書の収集を進めている。近世にもさまざまな作法書があったが，

近代になるとさらに刊行された。これは地域の慣習にとらわれない新中間層の成立や婚姻の広域化による儀

礼の標準化とも考えられ，さらなる調査が必要である。また経済的要因に関しては，デパート等の儀礼の介

入であり，節供や七五三，結婚式などは消費の場としてデパートも積極的に展開しており，またその際に新

たな流行を作り出している。また近年は節供行事を観光化に生かす試みが各地でなされ，徳島県勝浦町のビッ

クひなまつりや山形県酒田市の庄内雛街道の調査を行った。
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　雛行事に関しては，勝浦町は全国に先駆けて行ったという点で，さらなる調査を行う必要がある。さらに

結婚式に関しては，社会的要因だけでなく，上記のような経済的要因もみられるし，さらには純血の発想な

ど，医療的な視点もはいっており，様々な変容の要因に留意していく必要があることが明らかになってきた。

　さらに医療化に関しては，「近代化のなかの誕生と死」のフォーラムを開催し，出産の医療化と葬制の商

業化，墓制の法制化について検討した。

５．研究組織（◎は研究代表者）

　青木　隆浩　本館・研究部・准教授　　　　　　　　原山　浩介　本館・研究部・准教授

　小池　淳一　本館・研究部・教授　　　　　　　　　松尾　恒一　本館・研究部・教授

　常光　　徹　本館・研究部・教授　　　　　　　　◎山田　慎也　本館・研究部・准教授

（６）基盤研究 （B）
　　 「超精細画像による博物館資料の高度比較表示方式の研究」
　　 2011〜2013年度
　　  （研究代表者　安達　文夫）

１．目的

　博物館資料の画像をデジタル化し，展示や調査研究に適用することが進められている。その際に，幾つか

の資料を相互に比較できるようにすることは，展示および資料の調査研究において有用な手段となる。本研

究は，非常に高精細な画像を適用した比較表示方式において，これまでの画像閲覧方式を基として，比較表

示する対象を拡大するよう高度化を図り，利用者にとって自然で分かりやすく使いやすい比較表示方式を確

立することを目的とする。

　これまでの適用から明らかとなった課題の解決を目指し，具体的には，屏風のように同一題材を描いた絵

画資料に見られる描かれた対象の位置関係が異なり対応関係が不連続となる資料間の比較，横長資料である

紙背文書の表裏の比較─特に正倉院文書の以前の並びに仮想的に復元する際の表裏の比較─に関する高度な

表示方式を実現する。さらに３点以上の資料の同時比較方法について検討を加える。そして，これまでに実

現してきた表示と併せ，比較表示方式の体系化を図る。

２．研究計画

　上記のうち，次の二つの課題について以下のように研究を進める。

（１ ）対応関係が不連続な資料間の比較表示について，対応する対象を連動して比較表示する具体的な実現

方法を検討する。３点以上の資料の同時比較に関し，基本検討を行う。

（２ ）横長資料である紙背文書の表裏の比較表示について，仮想的再構成を実施する上での前段階となる文

書領域の切り分け手法の確立を図る。

３．研究経過

（１ ）対応関係が不連続な資料間の比較表示に関し，対応する対象を比較表示する方法の具体的実現を図る
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ともに，洛中洛外図屏風歴博甲本と同乙本を具体例として，その適用を図った。また，３点以上の資料

の同時比較の実現法を検討した。

（２ ）横長資料である紙背文書の表裏の比較表示に関し，正倉院文書（複製）を具体的対象として，文書領

域の切り分け手法について検討を進めた。

　（１）は基盤研究Ｂ「洛中洛外図屏風歴博甲本の統合的研究」（研究代表者：小島道裕）と，（２）は機構

連携研究「正倉院文書の高度情報化研究」（研究代表者：仁藤敦司）と連携して研究を進めた。

４．研究成果

（１）対応関係が不連続な資料間の比較表示

　同一題材を描いた絵画資料では，対応する対象の位置関係がことなったり，対応が取れない箇所が存在す

る。そこで対応関係がある領域とない領域に分け，前者では小領域での線形性を仮定した連動表示を行い，

後者では，連動を停止する方法を提案し，実装を図った。これを洛中洛外図屏風歴博甲本と同乙本の比較に

適用し，本館企画展示『洛中洛外図屏風と風俗画』（2012年３月27日〜５月６日）において公開した。

　３点以上の資料の同時比較に関し，資料の組み合わせにより，同一の対応点がとれないという現実的な問

題に対し，対応点を補完し統合する方法を提案した。

（２）横長資料の比較表示

　正倉院文書を仮想的に再構成し，表裏を比較表示する前段階である文書領域の切り分けについて，エッジ

検出とその射影を基本とし，文書の表裏同時に処理する方法を検討し，実用的な精度で半自動処理ができる

見通しを得た。

　（１）および（２）のの成果を，共同研究「デジタル化された歴史研究情報の高度利用に関する研究」（研

究代表者：鈴木卓治）と画像電子学会の研究会と協賛で開催した研究会において発表した。

５．研究組織（◎は研究代表者）

◎安達　文夫　本館・研究部・教授　　　　　　　　　　　鈴木　卓治　本館・研究部・教授

　徳永　幸生　芝浦工業大学・工学部・教授

（７）若手研究（Ｂ）
　　 「伝承技術の歴史・民俗学的研究─採石技術の究明と記録保存─」
　　 2011〜2013年度
　　  （研究代表者　松田　睦彦）

１．目的

　本研究は石材採掘にかかわる伝承技術について，とくに花崗岩の採掘技術を中心に明らかにすると同時に，

記録保存を行なうことを目的とする。石材採掘技術は戦後の機械化により大きく変化したが，「石の目」に従っ

て穴をあけ，矢を打ち込んで石を割るという基本的な技術は中世以来変わらない。したがって，衰退しつつ

もなお辛うじて技術の保たれている現在の段階で，石材採掘技術や石工の民俗を究明・記録しておくことは，

民俗学的に重要であると同時に，歴史学や考古学が対象とする中・近世の技術史の研究の進展に資するもの
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でもある。

２．今年度の研究計画

　第一に，石材採掘業者からの聞き取り調査によって，石材採掘作業の全体的な作業工程を把握する。さら

に，各作業についてその技術や用具の使用法，使い分け等を詳細に記録する。第二に，愛媛県今治市宮窪町

および岡山県笠岡市の採石業者に残されている昭和30年代まで使用されていた採石用具の実測調査を行な

い，同時に使用法についての聞き取り調査も行なう。第三に，花崗岩の採掘技術や石工の文化についての瀬

戸内での調査と並行して，安山岩や凝灰岩，砂岩等についても同様の調査を行ない，採掘技術の比較を行な

う。

３．今年度の研究経過と成果

　８月に神奈川県小田原市真鶴町の採石業者から採石技術についての聞き取り調査を行なった。その結果，

安山岩の採石技術が花崗岩の採石技術と類似することが確認された。また，岡山県笠岡市北木島の元石工の

所有する採石用具，約150点について実測調査を行ない，さらに，その使用方法について聞き取り調査を行なっ

た。採石用具の写真・実測図・使用法等は台帳として整理した。３月には，現役の採石業者および考古学研

究者との協同により，香川県小豆郡小豆島町の大坂城石垣関連石切丁場遺跡において残石の調査を行ない，

近世初頭と近・現代の採石技術や労働体制についての比較検討を行なった。その結果，大坂城石垣普請に際

しての採石は必ずしも高度な職人集団のみによるものではなく，多くの非熟練技術者が動員されたことが石

材の大量生産を可能としたという仮説に達した。

　さらに本研究のテーマに関連する調査は，個人研究費や共同研究費等を用いても行なわれた。４月には岡

山県笠岡市白石島および北木島の元石工から，採石技術や石工の生活，信仰等に関する聞き取り調査を行なっ

た。６月には神奈川県小田原市真鶴町において近世の採石丁場跡の見学を行なった。10月には，香川県丸亀

市広島において，山の神祭の調査を行なった。また，岡山県笠岡市北木島において，元石工から採石用具の

使用方法や採石技術についての聞き取り調査を行なった。さらに，香川県小豆郡の小豆島において，大坂城

石垣関連石切丁場遺跡の見学調査を行なった。

４．研究組織

　松田　睦彦　本館・研究部・助教

（８）特別研究員奨励費
　　 「織豊政権による天下統一過程の政治史的研究」2011〜2013年度
　　  （研究代表者　竹井　英文）

１．目的

　本研究の目的は，織豊政権による天下統一の実態を検討することによって，日本における中世から近世へ

の移行過程を政治史的な面から解明することである。具体的には，東国を中心とした各地域の戦国〜織豊期

の政治史の検討を進めると同時に，それと中央政権たる織豊政権の政策とがどのように連関して，全体とし
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て天下統一へと至ったのかを解明する。その際，文書史料による政治過程の研究のみならず，政治史の舞台

であり織豊政権が大きな影響を与えた城郭という遺跡の研究も同時並行的に進め，具体的な地域史の解明を

も進める。

２．今年度の研究計画

　今年度は，主にこれまで進めてきた戦国・織豊期東国の政治社会史の研究を継続すると同時に，関係史料

の収集および近世初頭東国の政治史，個別城郭の研究を進める。

３．今年度の研究経過と成果

　『茨城県史料』『山口県史』などの自治体史や，『江戸幕府代官頭文書集成』などの史料集を使用して，戦

国〜織豊期の主に東国関係史料，特に研究が遅れている天正18年（1590）の小田原合戦以後の史料を集中的

に収集した。それと同時に，群馬県立文書館，石川県立図書館などで，前田利家書状，山崎家士軍功書など，

未活字史料も含めた史料収集・調査を実施した。特に山崎家士軍功書などのいわゆる「戦功覚書」といわれ

る史料は，これまであまり注目されていないものの，戦国・織豊期政治史研究に大変有用であり，来年度も

積極的に発掘して史料紹介などの形で公表することを考えている。なお，千葉城郭研究会合宿に参加して山

武地域の城跡および関連文化財調査をするなど，東国各地の城郭を中心としたフィールドワークも行った。

　また，これまで進めてきた織豊政権による東国統一過程に関する研究をまとめ，来年度初めに単著として

出版する予定である。著書としてまとめるに当たり，雑誌論文の増補訂正，研究史整理および天正末期下野

国の政治情勢についての新稿の執筆を行った。

　今年度活字化された成果は，以下の通りである。①これまで発表してきた研究をまとめる形で，「織豊政

権の東国統一過程─「惣無事令」論を越えて─」（『日本史研究』585号，2011年５月）を発表し，天正10年

の武田氏滅亡から天正18年の小田原合戦に至るまでの織豊政権による東国統一過程の全体像を描いた。②城

郭を史料として扱う際の基本的な問題として重要な「戦国大名系城郭論」について，「房総の城郭と戦国大

名系城郭論─ 「里見氏系城郭」を中心に─」（『千葉城郭研究』第10号，千葉城郭研究会，2011年10月）を発

表し，「里見氏系城郭」という概念は成り立ちがたいことを指摘しつつ，合わせて天下統一を迎えて房総の

城郭がどのように変化したのかについて検討することの必要性も指摘した。③既発表論文である「戦国前期

東国の城郭に関する一考察─深大寺城を中心に─」が，黒田基樹編『扇谷上杉氏』（関東中世武士の研究第

五巻，戎光祥出版，2012年３月）に再録された。一部語句の訂正等を施したが，ほぼそのままの再録である。

その他，④小田原合戦後の政治史検討の一環として，「小田原合戦後の八王子城─中近世断絶論を越えて─」

（『八王子市史研究』第２号，2012年３月予定）を，⑤上野国の重要拠点城郭である高山城の基礎的研究と

して，「上野国高山城の基礎的研究」（佐藤博信編『中世房総と東国社会』岩田書院，2012年３月予定）を執

筆しており，今年度末から次年度初めにかけて刊行される予定である。

　学会発表・講演活動としては，①日本城郭史学会からの依頼を受けて「戦国城郭の維持・管理・生活」（日

本城郭史学会大会報告，2011年４月）を発表し，維持・管理・生活の視点から戦国期と近世の城郭の比較検

討を行った。②中世を歩く会からの依頼を受けて，「中近世移行期東国の街道と城館─「小田原合戦史観」

を問い直す─」（中世を歩く会講演会，2012年２月）を発表し，小田原合戦以後の東国政治史を街道・城館

の視点を加味して検討した。小田原合戦以後の状況をも踏まえた織豊政権の天下統一過程像構築の試みであ
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り，来年度の研究への大きなステップとなった。

４．研究組織

　竹井　英文（本館・外来研究員）

（９）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

　引き続き，紀元前後の樹木年輪の確保と測定を実施する。昨年度測定された天理市柳本大塚古墳出土木棺

の柱状試料（240層前後）と桜井市茶臼山古墳出土木棺の柱状試料（270層前後）は，両者の年輪幅の同調こ

そ確認されたものの，年輪年代を確定することはできなかった。そこで研究協力者に依頼して，年輪中セル

ロースの酸素安定同位体比（δ18O値）の変動パターンからの年代を確定し，改めてIntCalとの比較を行う。

３．今年度の研究経過

　今年度は年輪年代の確定した樹木年輪試料の確保が困難で，結果的に新たな試料を測定することはできな

かった。それでも，昨年度の柱状試料のうち測定されなかった年輪層の一部を追加測定し，両者の結果に測

定時期による違いがないことを確認することができた。

　名古屋大学大学院の中塚武教授に研究協力を仰ぎ，樹木年輪中のセルロースに含まれる酸素の安定同位体

比から，木棺柱状試料の年代決定を行った。樹木年輪セルロースのδ18O値は生育環境の湿度に応答し，樹

種によらず比較的広い地域間で変動パターンが同調することが明らかになりつつある。まず年輪年代の確定

したヒノキ材（飯田市畑ノ沢地区埋没樹幹）から得たセルロースのδ18O値測定を行い，１年ずつの変動パター
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ンを得た。次いで柳本大塚古墳出土木棺の柱状試料から得たセルロースのδ18O値測定を行い，その変動パ

ターンがヒノキ材と同調することを確認した上で年輪年代を確定させた。桜井茶臼山古墳出土木棺の柱状試

料は年輪幅の変動パターンが柳本大塚古墳出土木棺の試料と同調していたことから，同じく年輪年代を確定

させることができた。

　その結果を踏まえ，各柱状試料をIntCalおよび日本版較正曲線（J-Cal）と比較した。これまでも柳本大塚

古墳出土木棺のウィグルマッチングは両較正曲線に対して有為な違いを見せていなかったが，δ18O値によ

る年輪年代と整合的である。一方，桜井茶臼山古墳出土木棺のウィグルマッチングはIntCalとJ-Calとで違い

が見られていたが，δ18O値による年輪年代に基づいて比較すると，J-Calの方がより整合的であることが示

された。

４．今年度の研究成果

　酸素同位体による新しい年輪年代法は樹種によらないため，従来の年輪幅による年輪年代法よりも適用試

料が増えることが期待される。炭素14年代法とあわせ３種類の年代測定を組み合わせることで，較正曲線の

整備が加速度的に進捗すると思われる。

　一つは，広葉樹に対する適用の可能性である。昨年度日本列島と韓半島南部とで較正曲線の地域差が確認

されたが，これが地域差であるか樹種（コウヤマキ，ノグルミ）の違いであるかを確認する必要がある。今

年度，京都府の北白川追分町遺跡で出土したコナラ節の埋没樹幹の炭素14年代を測定したところ，前６〜７

世紀の較正曲線IntCalと良好な一致を見せた。この時期は広島県や秋田県で出土した年輪年代の確定した針

葉樹のデータがあるが，酸素同位体で広葉樹の年輪年代を確定させることで，地域のみならず樹種の違いに

よる較正曲線の挙動の差を検討する予定である。

　中国側山麓で得られた白頭山火砕流の埋没樹幹（チョウセンマツ）の炭素14年代測定では，想定される

B-Tm噴火年代に基づいて較正曲線と比較した結果，やはりIntCalからの乖離が認められた。その傾向は較

正曲線が平坦ないし右上がりになる，すなわち大気中の炭素14濃度が減少する時期に顕著であり，右下がり，

すなわち大気中の炭素14濃度が増加に転じている時期はIntCalに沿ったものになった。これは日本産樹木や，

厳密には韓半島南部の古村遺跡出土木柱にもみられる傾向である。較正曲線の微細構造を検討するためにも，

酸素同位体による年輪年代法が有用と考えられる。

　なお，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っている。

５．研究組織

　光谷　拓実　総合地球環境研究所・客員教授　　　　　　　坂本　　稔　本館・研究部・准教授
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（10）基盤研究（A）
　　 「霞ケ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

　この研究の目的は，茨城県の霞ケ浦にそそぐ花室川流域が約３万年前の旧石器時代の遺跡群であり，この

地域でナウマンゾウやバイソンなどの狩猟がおこなわれたことを明らかにすることである。そして，縄文時

代へどのように受け継がれていったのか検討することである。

２．今年度の研究計画

　2010年度に発掘したT１地点で採取した砂利を水洗選別し，石器と木材を採集する。また，今年度も花室

川の流域で発掘調査を行う。

３．研究経過

　2010年度に発掘したT１地点で採取した砂利を水洗選別した。その結果，メノウ製石片を１点，ナウマン

ゾウの歯板片１点，その他動物骨を１点と，多量の植物遺体を採集した。また，花室川右岸NG地点で発掘

調査を実施した。

４．研究成果

　T１地点で採集したメノウ製石片は，人口品である可能性が高いことが分かった。また，石片の上下の出

土位置での植物遺体の年代測定の結果，メノウ製石片は約３万年前のものと判明した。NG地点の発掘調査

では，約３万５千年前以降の堆積層であることが明らかとなった。

５．３年間を通じての成果

　旧石器時代の動物骨と旧石器が同時に出土はしなかったが，メノウ製石片が１点出土したことと，ナウマ

ンゾウが約３万年前まで，トナカイが約２万８千年前，バイソンが約２万２千年前頃に，この谷筋で生息し

ていることが明らかになった。更に，低湿地を発掘したことから，ヴィルム氷期の亜間氷期（約３万５千年

前）から最寒冷期（約２万８千年前），後氷期の初め（約２万前），縄文期にかけての，古植生が明らかとなっ

た。このような古植生の同一地点での年代的な変化を捕えた例は，日本では初めてである。

　この研究は前年度で終了したが，花室川流域では旧石器時代人がナウマンゾウやトナカイ，バイソン等の

哺乳類の狩猟活動を行っていたことは間違いない。河川堆積物のため発掘地点が限られるが，石器と動物骨

を伴う地点が必ず存在する。その地点の調査を行えば，旧石器文化の実態が明らかになるだろう。

６．研究分担者（◎は研究代表者）

　安藤　壽男　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　　　　　白石　浩之　愛知学院大学文学部

　中島　　礼　産業技術総合研究所　　　　鈴木　三男　東北大学学術資源研究公開センター
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　工藤雄一郎　本館・研究部・助教　　　◎西本　豊弘　本館・研究部・教授

（11）基盤研究（Ａ）
　　  「古代における文字文化形成過程の総合的研究」2010〜2014年度
　　   （研究代表者　平川　南）

１．目的

　本研究課題の最大の眼目は，古代文字資料についての資料単位の調査実績を踏まえ，東アジア諸国，とく

に中国・韓国そして日本における文字資料の比較検討を経て，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である。

　国立歴史民俗博物館における30年にわたる全国各地からの木簡・漆紙文書・墨書土器・銅印などの出土文

字資料の調査，古代日本の石碑の複製製作展示，古代荘園図の収集・複製・研究，そして現在継続中の歴博

の重点事業である日本古代史研究の重要史料である正倉院文書約800巻の完全複製作業などの実績をふまえ，

近年出土のめざましい韓国古代木簡や石碑資料，さらには走馬楼呉簡などの中国簡牘を視野に入れ，体系的

な東アジアの古代文字文化形成のあり方をさぐる。

　具体的には，中・韓・日における書写材料の検討や，文法・発音など字音表記の国語学的分析による古代

朝鮮の複雑な実態とその影響を受けた古代日本の実態の解明，文字文化が伝播する上で大きな役割を果たし

た仏教・儒教・道教・呪術などの宗教的要素の解明，口頭伝達や木簡・正倉院文書など古代日本の文字文化

の全体的な骨格の解明などを切り口に検討を進める。

２．今年度の研究計画

　本研究では，中国・韓国の文字資料調査が重要となる。そこで，今年度は韓国の文字資料調査を中心に行

い，中国についても調査対象として挙げていた湖南省長沙市走馬楼呉簡についての予備調査を実施する。

　また，国内においては，今年度は文字文化の玄関口である大宰府を中心とした九州北部地方（福岡県）の

文字資料を中心に調査・検討会を進める。このほか，各地の出土文字資料についても，調査検討する機会を

可能な限り設ける。

　さらに，本研究代表者（平川）が集めた30年以上におよぶ全国各地の遺跡出土の文字資料調査に伴う文字

資料の出土直後における貴重かつ膨大な写真資料を，画像データとして整理し公開する。前年度に引き続き

そのための写真整理と画像データ化を進める。

３．今年度の研究経過

第１回調査・研究会 　2011年８月29日（月）〜31日（水）　福岡県久留米市・九州歴史資料館・太宰府市・

大野城市

　大宰府を中心に，古代の官衙遺跡が集中する福岡県において文字資料調査を実施した。まず，久留米市埋

蔵文化財センターにて筑後国府跡・へボノ木遺跡等出土の墨書・刻書土器を実見調査した。さらに，九州歴

史資料館にて七世紀から八世紀初頭にかけての井上薬師堂遺跡出土木簡のほか，大宰府跡出土木簡を調査し

た。また，熊本市二本木遺跡出土銅印の実見調査も行った。大野城市教育委員会では牛頸ハセムシ窯跡群出
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土ヘラ書き刻書土器を，太宰府市文化ふれあい館では，大宰府条坊跡出土の遺物を調査したほか，筑紫野市

出土墨書・刻書土器も実見した。

第２回調査・研究会　 2011年10月12日（水）〜15日（土）　韓国ソウル市

　韓国国立中央博物館での日韓古代文字資料に関する企画展示「文字，それ以後─韓国古代文字展」にあわ

せて，韓国国内の主だった文字資料を調査研究した。また調査期間中の14日（金）には企画展にともなうシ

ンポジウムが開催され，科研メンバーからも報告を行った。報告内容は以下の通り。

　平川　南　「古代韓国と日本の文字文化交流」

　朴　方龍（中央博考古歴史部長）「韓国古代築城金石文の特性」

　李　成市「新羅浦項中城里碑にみる６世紀新羅碑の特質」

　三上喜孝「「龍王」銘木簡と古代東アジア世界─韓日出土木簡研究の新展開」

　 朴　仲煥（韓国金海博物館学芸研究室長）「出土文字資料に表示される人名表記方法─百済資料を中心と

して」

　李　鎔賢（中央博学芸研究士）「佐波理加盤付属文書の検討」

また，調査では実物展示された石碑（大邱戊戌塢作碑・明活山城碑・南山新城碑）について詳しく検討した。

第３回調査　2011年12月23日（金）〜27日（火）中国湖南省長沙市

　本年度から中国長沙走馬楼呉簡の本格的な調査に入った。事前申請した簡牘について,長沙市簡牘博物館

にて実見調査を行ったほか，一部のものは湖南省博物館の展示室にて調査した。

第３回研究会　2012年３月10日（土）国立歴史民俗博物館

　橋本　繁「韓国中央博物館特別展調査成果─新羅碑文の役名・職名を中心に」

　武井紀子「2011年12月長沙走馬楼呉簡の調査報告」

　李　成市「祢軍墓誌研究のために」

　平川　南「扶余・東南里出土「宅教」木簡」

４．今年度の研究成果

　本年度は，国内では福岡県の文字資料を中心に調査を実施した。この調査には科研メンバーだけではなく

九州地方の古代史研究者が多く参加し，調査後の検討会において活発に意見交換が行われた。

　また，韓国・中国双方の文字資料調査を実施したことが本年度の大きな成果の一つである。特に韓国調査

では，大邱戊戌塢作碑の釈文について，従来「寶蔵阿尺干」とされてきた部分が「寶蔵阿尼」（阿尼は尼の

こと）と確認できたこと，明活山城碑釈読により雁鴨池出土明活山城碑の構成が明確になったこと，などの

成果があげられた。中国長沙走馬楼呉簡の調査は，今回が中国簡牘の初調査ということもあり，先方機関へ

の調査目的の説明や簡牘の保存状況，博物館での展示状況の把握，簡牘出土地の踏査などを行った。三世紀

の長沙走馬楼呉簡の実見調査では，その概要を把握することができ，さらに側面の半截状況など公刊されて

いる図録では分からない形状の様子も観察できた。

　また，全国各地の遺跡出土の文字写真資料について，公開を前提とする画像データ化については，今後の

方針を検討するとともに，委託業者を選定し，約1,800枚のデータ化を終了させた。
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５．研究組織（◎は研究代表者）

　李　　成市　早稲田大学文学学術院・教授　　　　　　犬飼　　隆　愛知県立大学日本文化学部・教授

　吉岡　眞之　東京大学史料編纂所・特任教授　　　　　新川登亀男　早稲田大学文学学術院・教授

　關尾　史郎　新潟大学人文社会教育科学系・教授　　　山口　英男　東京大学史料編纂所・教授

　神野志隆光　明治大学大学院・特任教授　　　　　　　三上　喜孝　山形大学文学部・准教授

　市　　大樹　大阪大学大学院文学研究科・准教授　　　安部聡一郎　金沢大学文学部・准教授

　田中　史生　関東学院大学経済学部・教授　　　　　　森下　章司　大手前大学人文科学部・准教授

　中林　隆之　新潟大学人文社会教育科学系・准教授　　寺崎　保広　奈良大学文学部・教授

　高橋　一樹　本館・研究部・准教授　　　　　　　　　小池　淳一　本館・研究部・教授

　永嶋　正春　本館・研究部・准教授　　　　　　　　　高田　貫太　本館・研究部・准教授

　仁藤　敦史　本館・研究部・教授　　　　　　　　　　小倉　慈司　本館・研究部・准教授

◎平川　　南　本館・館長

（12）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・精錬，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

　韓国の釜山大学校博物館，嶺南文化財研究院，東亜細亜文化財研究院が所蔵する青銅器時代・三国時代の

青銅製品を中心として調査を行う。本研究の目的に合わせ，日本の古墳出土資料と対応関係が比較できるも

のや，考古学的な型式の研究から年代的な系統を追うことのできる資料を意識的に選択する。
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３．今年度の研究経過

６月

　京畿文化財研究院所蔵の水清洞墳墓群出土資料の報告書作成

８月23日〜25日

　韓国・釜山大学校博物館において共同研究の打ち合わせと，所蔵資料の調査

10月

　漢江文化財研究院所蔵の雲陽洞遺跡出土資料の報告書作成

11月

　韓国文化遺産研究院所蔵の佳長洞遺跡，内三美洞遺跡，秋渓里遺跡出土資料の報告書作成

１月３日〜５日

　韓国・嶺南文化財研究院と東亜細亜文化財研究院において青銅製品の調査と共同研究の打ち合わせ

４．今年度の研究成果

　韓国の各財団が所蔵する資料について鉛同位体比測定を行い，それぞれの報告書を作成した。いずれから

も，以前に実施した韓国嶺南地域（旧加耶諸国および新羅の南の一部）出土青銅製品の研究で見出されたの

と整合する結果が得られている。

　釜山大学校博物館，嶺南文化財研究院，東亜細亜文化財研究院を訪問して所蔵する青銅資料の調査を行っ

た。その際に，本研究の成果を受けて，青銅資料の分析の他に炭素14法による年代測定を併せ，青銅器時代

〜三国時代における朝鮮半島の状況を総合的に把握する研究を継続的に実施していくことが合意され，今後

の研究計画について打ち合わせを行った。

５．研究組織（◎は研究代表者）

　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

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

（13）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。
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　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，スウェーデン国内の日本漆器・磁器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。また，研究成果

の一般公開や，隣接分野との交流に努め，研究の中間報告のかわりとする。

３．今年度の研究経過

１） 2011年８月20日〜28日　スウェーデン国内所在のシノワズリの漆の間・中国の間および日本関連資料の

調査と，現地研究者との意見・情報交換

　　［ストックホルム］ スコックロスタ城（漆器・磁器などの調査），ストックホルム東洋美術館（漆器・

磁器・染織品の調査），国立歴史博物館（染織品の調査），ドロットニングホルム宮

殿（中国離宮の室内装飾および日本・中国製磁器・その他の工芸品の調査）

　　［ヨーテボリ］ ヨーテボリ市立博物館（漆器・磁器の調査），ヨーテボリ海洋博物館，ルスカ美術工芸

博物館

　　［ウプサラ］リンネ博物館（日本コレクションの調査），ウプサラ大学博物館

２） 2011年11月５日　ジャポニスム学会主催の畠山公開シンポジウム「西洋における中国／日本　─17〜19

世紀のシノワズリーとジャポニスム─」（於：根津美術館）に協力し，坂本満・日高薫・櫻庭美咲の３

名が発表をおこなった。

３） 2012年２月11日　羽田科研（文部科学省日本学術振興　会科学研究費補助金基盤研究（S）（研究代表者：

東京大学羽田正教授「ユーラシアの近代と新しい世界史叙述」）との共催によるワークショップ（「啓蒙」）

を開催し，本研究による成果の一部を公表するとともに，隣接領域の研究者との交流をはかった。

４．今年度の研究成果

　スウェーデンにおいて，シノワズリの建築・室内装飾の調査をおこない，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・中国の染織品・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。また東洋コレクションに含まれる漆器・磁器・染織品の調査をおこない，現

地の研究者との交流をはかった。

　また，本年度は，ジャポニスム学会・羽田科研と共同で，本研究の成果の一部を隣接分野の研究者や一般

に向けて公開することができた。



120

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・教授

（14）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，現存最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，2007年に開催した企画展示「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

のとすることを目指している。

　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。

　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。
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２．今年度の研究計画

　引き続き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し，前進させる。画像

の復元に関しては，現状複製の画像データの加工による図像の修復を進め，さらに色彩の再現も行なう。原

本の調査や，類例に基づいて，妥当な復元案を考案し，試行的な出力を行いつつ，検討を進める。活用方法

については，人物データベースの構築を引き続き進め，現状複製等の活用についても，年度末に予定してい

る企画展示「洛中洛外図屏風と風俗画」の開催に合わせて検討を進める。

３．今年度の研究経過

　今年度は研究会を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。

　研究会では，文献史学からの検討を中心に，描かれた幕府の問題，公家・武家の行動様式の問題，内裏で

の儀式の問題など検討を通じて，画像の意味を考察し，また実際の現地で，描かれたものとの対比を行った。

歴博甲本以外の洛中洛外図屏風についても，分類や工房の問題などについて検討を行なった。

　復元複製の完成に向けては，歴博甲本および関連資料の原本調査も行い，特に復元作業における今年度の

中心的な課題であった色彩の復元については，研究会での検討の他，関係者が随時協議を行った。

第７回研究会

日時：2011年４月20日（水）

場所：国立歴史民俗博物館 第２研修室 他

【復元作業の報告と検討】

　・欠損部分 修復・補筆作業の現況確認

　・彩色復元の検討

【研究発表】

　末柄　豊（東京大学史料編纂所）

　　「大永四・五年における三条御所の上京移転について」

　井原　今朝男（国立歴史民俗博物館）

　　「室町期における公家の参上作法と邸宅の位置」

第８回研究会

日時：2011年９月17日（土）〜９月18日（日）

場所：同志社大学ハリス理化学館 他

９月17日（土）

【復元作業の報告と検討】

　・欠損部分 修復・補筆作業の現況確認

　・彩色復元の検討

【研究発表】

　　「歴博甲本『洛中洛外図屏風』にみえる禁裏正月行事」

　　　　近藤　好和（国立歴史民俗博物館客員）

　　「歴博Ｆ本洛中洛外図類型について」

　　　　大塚　活美（京都府立総合資料館）
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　　「新出の洛中洛外図屏風（北海道伊達市開拓記念館蔵）について」

　　　　小島　道裕（国立歴史民俗博物館）

　　「今出川 復興の記録─西園寺・足利・近衛・後藤そして島津─」

　　　　鋤柄　俊夫（同志社大学文化情報学部）

【現地調査】

　上京の関連故地付近を巡見

　「花の御所」跡，近衛邸跡，光照院，妙顕寺（「柳の御所」跡），宝鏡寺（南の御所）

９月18日（日）

【現地調査】

　　下京〜上京の関連故地を巡見。京都府立文化博物館展示を見学。

　　平等寺（因幡堂），大政所跡，悪王寺社跡，六角堂，曇華院跡，御所八幡，二条邸跡

第９回研究会

日時：2012年３月26日（月）

場所：国立歴史民俗博物館 第２研修室 他

【報告・協議】

　復元・展示等の事業報告，報告書の内容についての協議

【展示場における検討】

　企画展示「洛中洛外図屏風と風俗画」展の現場における資料と解説および活用方法の検討，内覧会参加

４．今年の研究成果

　研究会での発表や，現地での検討，原本の調査等によって，それぞれの分野での検討を進めた。企画展示

の開催については，予定通り実施することができ，研究成果に結びつけることができた。

　画像の復元に関しては，既存部分や類似資料の検討に基づいて，疵の修復や新たな画像を完成させ，色彩

の再現も同様に終えて，出力紙を屏風に仕立て，企画展示での公開を行なった。

　人物データベースの作成も引き続き進め，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

ンクしての活用を実現して，企画展示とホームページで公開した。

　また，企画展示では，復元と現状の比較をタッチパネルで行なうコンテンツも制作した。

　報告書については，研究報告特集号として，①復元複製の制作，②各分野からの研究，の二つの内容によっ

て，2013年の刊行を目指している。

５．研究組織（◎は研究代表者）

　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　立正大学文学部

　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
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　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・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。

（15）基盤研究（Ｂ）
　　  「考古学と人類学のコラボレーションによる縄文社会の総合的研究」
　　  2010〜2012年度
　　　（研究代表者　山田　康弘）

１．目的

　考古学者と人類学者が共同して愛知県保美貝塚の発掘調査を行い，新規の人骨資料を基にして，その考古

学的情報と人類学的情報（形質，mtDNA，歯冠計測法による血縁関係の推定，同位体による食性分析など）

をつき合わせることによって新たな社会像を提示するとともに，考古学・人類学のコラボレーション・モデ

ルを構築することを目的とする。また，このような「研究」という方向性を重要視する一方で，考古学・人

類学による教養教育・社会教育といった観点から教育・普及活動を行い，研究成果を地域に還元することも

射程に入れている。具体的には展示速報展の開催や考古学・人類学者による地元の小中学校への出前授業，

地域の人々を対象とした連続市民講座などを行い，地元教育委員会・小中学校と連携しながら文化的アイデ

ンティティの育成についても具体的な貢献を行う考えでいる。

２．今年度の研究計画

　本研究では，研究分析を行う人骨資料の確保が重要である。これについては昨年度発掘調査を行い，資料

の位置が明らかとされているので，今年度はこの人骨資料の発掘と取り上げ作業が中心となる。また，分担

者および連携研究者による研究会を開催するとともに，地元小学校において出前授業を開催し，地域住民向

けの講演会を行う。

３．今年度の研究経過

第１回出前授業　2011年４月13日（水）　愛知県田原市東部小学校

　山田康弘　「田原市の大昔の人々」

第１回研究会 　2011年７月３日（日）　東京大学理学部

　山田康弘　「2010年度３月における発掘調査の概要」

　長田友也　「保美貝塚における石器について」

　佐々木由香「保美貝塚より検出された植物遺存体について」

　山崎　健　「保美貝塚出土動物遺存体について」

第１回発掘調査　 2011年９月５日（月）〜20日（火）　愛知県田原市・保美貝塚
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　愛知県田原市保美貝塚において，新規に発見した盤状集骨墓の発掘調査を行う。

第１回講演会　2011年10月22日（土）　愛知県田原市・福江市民館

　山田康弘　「保美貝塚調査講演会」

第２回発掘調査　 2012年２月25（土）〜３月７日（水）　愛知県田原市・保美貝塚

　愛知県田原市保美貝塚において，新規に確認された単独・単葬例の発掘調査を行う。

４．今年度の研究成果

　本年度は愛知県保美貝塚における発掘調査を主体として行った。この結果，当初単純な盤状集骨葬例であ

ると考えられた事例が，盤状集積部を二連にもつ規模の大きな集骨例であることが判明した。本例のような

事例が，現在の視点をもった学術調査によって発掘されるのは初めてのことである。また，この盤状集骨葬

例に近接する単独・単葬例人骨を取り上げることに成功した。

　また，研究成果を還元すべく，地元小学校において出前授業，地域祭りにあわせて講演会とミニ展示を行っ

た。

５．研究組織

全体統括：山田康弘（研究代表者：国立歴史民俗博物館・准教授）

考古学班

統括：設楽博己（東京大学・教授）

墓制の分析：山田康弘・設楽博己

土器の分析：設楽博己

石器・呪術具関係の分析：長田友也（研究協力者：南山大学・非常勤講師）

骨角器・装身具の分析：川添和暁（研究協力者：愛知県埋蔵文化財センター）

動物遺存体の分析：山崎　健（奈良文化財研究所・研究員）・樋泉岳二（早稲田大学・非常勤講師）

遺跡立地・集落間構造の分析：増山禎之（研究協力者：田原市教育委員会）

年代測定：坂本　稔（国立歴史民俗博物館・准教授）

植物遺存体の分析：佐々木由香（研究協力者：（株）パレオラボ）

生業形態全般の考察：山本直人（名古屋大学・教授）

人類学班

総括：茂原信生（京都大学・名誉教授）

形質の検討：茂原信生・近藤　修（東京大学・准教授）・水嶋崇一郎（聖マリアンナ医科大学・助教）

妊娠痕からみた縄文人の人口動態の分析：五十嵐由里子（日本大学・講師）

古病理からみた縄文人の生活様相の分析：谷畑美帆（明治大学・兼任講師）

歯冠計測法による出土人骨間の血縁関係の分析：松村博文（札幌医科大学・准教授）

安定同位体比による縄文人の食性の分析：米田　穣（東京大学・教授）

遺伝子による出土人骨間の血縁関係の分析：太田博樹（北里大学・准教授）
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（16）基盤研究（Ｂ）
　　 「消費社会における民俗と歴史の利用」2010〜2012年度
　　  （研究代表者　常光　徹）

１．目的

　近代以降，消費文化は日常の家族生活から通過儀礼，年中行事，祭礼・イベント，エコツアーにまで浸透

し，「民俗」と「歴史」は，伝統的な装いのもとに新たな価値を見出され，需要を喚起する役割を果たして

いる。このような状況に対し，本研究は民俗学を基軸としつつ，歴史学や経済学の視点や分析手法を取り込

んで，「民俗」と「歴史」の大衆消費化の過程とそれを生み出す社会的・経済的背景を解明するものである。

とくに以下の二点を中心に研究を進めていく。

（１） 　百貨店における商品開発の過程で創出される歴史表象を分析し，さらに当時の学問が正統性を与え

るなど，その関与の様相を解明する。さらに，商品の地方への浸透とそれを用いた儀礼や家族生活の

検証により，中央の百貨店から提示された理想的な家族像・地域像を，地方や各家庭がどのように受

容し，新たな民俗を形成していったのか明らかにする。一方，地方での「工芸」や「民芸」，「土産品」

の分析を通して，地方文化の都市受容を考察する。これにより「民俗」と「歴史」の商品化の動向を

都市と地方の双方向について一体的に把握する。

（２） 　文化と自然を観光資源として用いる場合には，従来の経済原理とは異なる，価値観の転換がなされ

る。その転換がどのような経緯で行われ，かつ住民生活にどのような影響を及ぼすのか，現地調査を

中心とした分析を行う。とくに地域開発に伴って文化の保存措置が図られる例や農林水産業や炭鉱業

の衰退に伴う地域経済の停滞から，自然と文化を観光開発に利用する道を選ぶ事例など数多く見られ

る。これらの価値付けには，しばしば文化行政が関与している。そこで本研究では，文化と自然に対

する価値観の変化を，観光に対する地域の意見対立や拮抗といった当事者の視点と，そこを訪れる観

光客，開発資本，文化行政といった外部からの視点を含め総合的に捉える。

２．今年度の研究計画

Ａ班（都市の消費生活）

　Ａ班では年中行事，通過儀礼，家族生活に用いる商品の流行を創出する過程を明らかにするため，まずは

三越百貨店を中心とした大手百貨店のカタログを収集・分析する。これらの資料を撮影・複写して分析に用

いる。また，古書店で販売されている百貨店のカタログや見本帳，広告については，貴重な現物資料である

ため，購入して詳細な分析を行う。

　次に，それらが地方への波及を追跡するため，大手百貨店の通信販売や地方百貨店のカタログ，ポスター，

チラシなどの所在調査を行う。また，流行創出に「民俗」や「歴史」がどのように取り込まれていったのか

を確認するため，学術雑誌や専門書，古写真を探して収集する。実際に家族生活に取り込まれた商品につい

ては，長野県須坂市の田中本家博物館や，他の地域の旧家調査を行う。さらに，近代以降に発行された主要

な婦人向け雑誌を，年中行事や通過儀礼の特集を組んでいるものに重点をおいて収集し，詳細な分析に用い

る。

　工芸品や土産品の開発と地方発信，全国画一化については，東京周辺の各都道府県のアンテナショップや
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全国の主要な物産展，物産市で現地調査を行う。また土産品のカタログ，ガイドを収集し，全国的な商品展

開の動向を考察する。

Ｂ班（地方文化の商品化）

　Ｂ班は，開発による地域への影響と，地域おこしのために開発要求の強い事例として，世界遺産登録地域

と現在登録を目指している地域，さらには積極的な観光開発が進められてきた北海道と沖縄・八重山諸島を

中心に研究を進める。

　まず，開発による景観変化の調査として，世間的な注目度が高いゆえに環境負荷の大きい世界自然遺産登

録地域の白神山地，屋久島と従来から開発圧力の強い北海道，沖縄・八重山諸島に注目をする。そこでは自

然保護の様々な論争があり，自然への価値変化が生じて観光資源となる一方で，それが従来の生活に大きな

影響を及ぼしている。またアイヌ観光やマタギツアーなど，観光開発による生活変化が，これまで伝承され

てきた自然知や自然利用のあり方を観光向けへと転用した例が見られる。そこで民俗学の観光研究で遅れて

いた自然知や自然利用の価値変化と観光利用の問題を取り上げる。

　次に，地域振興の面から観光化への要求が強く，そのために景観を中心とした文化資源の発見と開発保存

の顕著な例として，白川郷・五箇山と北九州の近代化遺産を取り上げる。さらに民話による地域おこしをす

すめる遠野，佐賀の調査も行う。また世界遺産登録地域の日光，熊野古道と登録を目指している四国巡礼を

随時調査する。調査の内容は，まず紙資料や映像資料，観光グッズの発掘・収集と分析をおこない，その歴

史的変化を概観する。次に観光協会やツアーガイドなどへの聞き取り調査を通じて，観光化の動機と地域社

会におけるそれらの位置づけについて明らかにする。

３．今年度の研究経過

Ａ班（都市の消費生活）

　田中本家博物館（長野県須坂市）での研究会　平成24年１月21日（土）〜23日（月）

　　企画展示「大正ライフ展」に展示された雛人形の撮影と計測，討論

　　文書資料のスキャニングと現在の進行状況，今後の調査計画の検討

　田中本家博物館での調査　平成23年５月28日（土）〜30日（月），12月28日（水）・29日（木）

　　文書資料の撮影とスキャニング

　　モノ資料の撮影と計測，文字情報の記録

　その他の調査

　三越関係の文書資料の整理と目録の作成

　百貨店，スーパーマーケットの資料収集と整理

　婦人向け雑誌の収集と誌面分析

　化粧品・トイレタリー用品，ファッション関連の資料収集と整理

　家族生活に関する統計データの収集と分析

　結婚・育児，人生儀礼関連の商品化に関する資料の収集と分析

Ｂ班（地方文化の商品化）

　屋久島調査　平成23年９月22日（木）〜26日（月），平成24年３月14日（水）〜18日（日）

　　旧小杉谷集落跡現地調査，撮影，聞き取り調査
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　福岡県炭鉱業の調査　平成24年３月17日（土）・18日（日）

　　宮若市石炭記念館での貝島炭礦関係資料の閲覧，撮影，スキャニング

　その他の調査

　世界遺産，近代化遺産，四国遍路，アイヌ観光，沖縄・八重山観光関連の資料収集と整理

　炭坑・製鉄業に関する組合誌や社史，政府刊行物などの収集と整理

　沖縄・広島・長崎の戦跡関連資料の収集と整理

４．今年度の研究成果

Ａ班（都市の消費生活）

　Ａ班ではまず，長野県須坂市の田中本家博物館において，昨年度に引き続き三越に関連した文書資料の撮

影とスキャニング，モノ資料の撮影と計測をおこなったうえで，それらの整理，目録の作成をおこない，電

子データとしてメンバー間で情報を共有できるようにした。また，三越関連の資料を補うことと，他の百貨

店やスーパーとの比較分析をおこなうため，各社のＰＲ誌やカタログ，社史，絵葉書の収集をし，分析に取

り入れた。

　三越と並んで，近代日本に西洋文化を積極的に紹介し，新たな消費生活のあり方を提言したのが資生堂で

ある。海外の処方箋に基づく基礎化粧品製造のほか，子供服の輸入販売や洋食の提供など西洋文化導入の担

い手だった同社が，1970年代から和の要素を取り入れていった歴史は，日本の消費文化を考えるうえで重要

である。そこで，今年度は資生堂と同業者であるカネボウ，コーセー，花王，ライオンなどの資料を収集・

整理し，比較分析の材料とした。

　昭和に入ってから消費に占める女性の役割が大きくなるため，その潮流を形成した婦人向け雑誌や化粧品・

トイレタリー用品・ファッション関連の会社社史，社内報などを収集した。来年度には，それらのデータを

整理し，重要な資料について誌面分析をおこなう予定である。

Ｂ班（地方文化の商品化）

　Ｂ班ではまず，屋久島の観光業について継続的に現地調査をおこなった。屋久島については林業の隆盛に

よって形成された集落が廃村に至った経緯と現状の把握に重点をおいた。また，白神山地については，世界

遺産登録以前におけるマタギの狩猟採集活動を調査するとともに，古い写真を手がかりに鉱山や林業で栄え

たかつての景観と現在の観光された姿を比較考察した。

　炭鉱業を中心とした近代化遺産については，景観や生活があまりにも劇的に変化しており，昭和30〜40年

代の状況を復元することさえ困難になっている。なぜなら，閉山後に大規模な再開発がおこなわれ，かつ数

多くの転出者があった中で，地元に残った炭鉱労働者も70〜80歳代に至っているからである。そこで，本研

究会では比較的資料が多く残っている福岡県宮若市の貝島炭礦を中心として，炭鉱があったころの生活との

文化の復元に重点を置いた。

　戦跡関連の資料は昨年度集中的に収集したためか，今年度はあまり良い資料を見つけられなかった。だが，

本土復帰前後の沖縄観光に関する資料は本研究会にとって極めて重要であるため，今後も収集と分析に努め

ていきたい。
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５．研究組織（◎は研究代表者）

　神野　由紀　関東学院大学人間環境学部・教授

　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・教授

　柴崎　茂光　本館・研究部・准教授　　　　　　　　　◎常光　　徹　本館・研究部・教授

　山田　慎也　本館・研究部・准教授

（17）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─」2008〜2012年度
　　 （研究代表者　西谷　大）

１．目的

　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。対象とする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．今年度の研究計画

　本年度の研究実施計画

　１．打合せ会議および研究会：５月中旬に全体会議を開催し，今年度の全体計画を検討する。

　２ ．雲南省紅河州金平県者米地域においては，昨年度から中国政府の正式な調査許可を得られない状態が

続いている。それだけでなく雲南省内において外国人による人類学関係の長期の調査は，ほぼ不可能に

なっている。

　そこで本年度はこれまでの調査で明らかになったデータを使って，中国の雲南省，海南省だけでなく千葉
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県の清澄周辺でも調査をおこない，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，背景に存在する市場との関係性を抽出することを試みた。

３．今年度の研究成果

　環境利用の実践，その環境影響に関する認識が，経時的にどう変化してきたか，調査を実施したが，明ら

かになったことは，生業と市場の関係がより複雑化していることである。

　者米谷の東に那発という町がある。やはり低地ではタイ族が暮らしているのだが，この周辺は者米谷より

さらに変化が激しく水田はまったく残っていない。河谷平野の水田や斜面の畑もすべてバナナかパラゴム林

だ。ところがその北にある金平県の中心で，人口三万人をかかえる金平の町の周辺では，見事な棚田がひろ

がっている。

　「那発」の「那」の発音である「ナー」はタイ語で田を「発」（ファー）は天を意味し，いわゆる天水田

のことをさす。那発に住んでいる85歳のタイ族の老人によると，那発は二〇世紀のはじめごろまでは荒れ地

だった。

　タイ族は，一九七〇年代まで，河川沿いの平地を水田にして二期作をおこない，山の斜面で焼畑をおこなっ

ていた。ところが那発は海抜が低くパラゴムの育成に適しており，一九五〇年代から国営農場が，那発周辺

に建設されパラゴムの栽培がはじまった。そして一九八〇年代以降の生産請負制に伴って，タイ族の各家は

パラゴムを盛んに植えるようになる。また一九九〇年代からは，水田での稲作の転作作物としてバナナを植

えるようになる。彼らは従来の水田稲作や焼畑や河川での漁撈などさまざまな生業の組み合わせを，バナナ

とパラゴムの二種類の換金作物に特化してしまった。

　金平の町の正式名称は金河鎮であるが，一般に金平と呼ばれ金平県の人民政府がおかれる行政の中心だ。

金平の名称が示すように，明代からすでに金と銅が発見され，漢族が鉱山の開発のため雲南省以外から移り

住んだ歴史をもつ。現在の町の人口はおよそ三万人を数える。

　さらに金平の町には，常設の市場が三つもある。いずれも「農貿市場」呼ばれ，肉，野菜，果実などの生

鮮食品を日常的に販売している。ところが，これだけ商店と常設市場がそろっているのに，町の南で六日ご

との定期市が開催される。定期市で野菜を売っているのは，ハニ，ミャオ，ヤオの順に多いがいずれも金平

周辺の農村から自家栽培した野菜を売りにやってきた農民だ。買い手は町住みの住民だ。その種類は，ショ

ウガ，サンショウ，トウガラシ，ドクダミ，野生のコリアンダー，野生のコリアンダーの花，野生のコリア

ンダーの茎，セリ，ネギといった香辛料的に使われる野菜が多い。そしてもう一つの特徴がパパイヤの花，

カボチャの蔓，サトイモ（ミズイモ）の茎，野生のユリ，シダ，ハスイモの茎，サツマイモの葉，シロイモ

の茎，カンコノキ，クワレシダ，ツルムラサキといった，大量生産されないが珍しく嗜好品として好まれる

タイプの野菜類だ。

　一方，常設市場で主として売られているのは，ハクサイ，セロリ，トマト，キャベツ，タマネギ，ダイコ

ンで，しかも金平県とは別の場所で大量生産されたもので価格も安い。しかもこれらの野菜はいずれも肉な

どと一緒に調理するか，そのまま調理しておかずとして食べられる種類だ。つまり金平周辺の村人は，市で

販売する野菜を香辛料・嗜好品タイプに特化している。

　周辺の棚田で生産される，在来品種のコメも人気商品だ。雲南省では，一般的にはハイブリット米（雑種

第一代に現れる雑種強勢を利用して育種した収穫量の多いコメ）が栽培されている。
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　周辺の村民は金平で都市住民に野菜を売ろうとすると，外部から入ってくる安い大量生産のおかずタイプ

の野菜に対抗する必要があり，そのため栽培する野菜の種類を，変わったもの，珍しいものに特化したのだ

ろう。また在来品種米の収量はハイブリットよりも少ないが，お金をもっている町住みの人々は量よりも質

＝味にこだわる。いわゆるブランド化戦略だ。

　金平の定期市では農民同士の売り買いが中心ではなく，売り手は町周辺の農民であるのに対して買い手は

主として町住みの住民だ。これが常設市場や常設店が立ち並ぶ人口およそ三万人の金平で，現在も六日ごと

の市が存続しているだけでなく，町の周辺一体で見事な棚田景観が維持されている理由の一つだと考えられ

る。

４．研究組織

　西谷　　大　本館・研究部・准教授

［連携研究者］

　梅崎　昌裕　東京大学大学院医学系研究科国際保健学専攻・准教授

　農耕民のエスノ・サイエンス調査及びリモートセンシング

（18）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　関沢　まゆみ）

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 ）これまで聞き取り調査等で情報収集を行なってきているプロヴァンスの祭礼行事について，とくにキ

リスト教カトリックの要素と民俗信仰の要素との習合をめぐる問題や，祭礼の伝承力学をめぐる問題の

分析を行なうためにさらに調査を継続する。

（２ ）A.V.Gennep,Manuel de folklore français contemporain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継続し，かつ情報が多いアルザス地方の５月の祭礼行事の現

在における伝承の実態についての調査を行なう。
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３．今年度の研究経過

　現在も「五月の木」の行事を行なっているプロヴァンス地方のヴァハージュ（Varages），コートダジュー

ル地方のサンテチエンヌ・ドゥ・ティネ（Saint-Etienne-de-Tinée）の現地における情報収集のほか，アル

ザス地方のエッシュバッハ（Eschbach），ランジェン（Rangen），ロスフェルド（Rossfeld）などの町や村

における五月の祭りの伝承の実態についての調査を行なった。このほか，A.V.Gennep,Manuel de folklore 

français contemporainの翻訳を継続した。

４．今年度の研究成果

　第一に，昨年，祭りの執行次第等について予備調査を行なったプロヴァンス地方のヴァハージュにおける

「五月の木」を立てる行事の詳細について現地での聞き取り調査と資料収集調査を行なった。６月の最初の

週末に，若者たちが，集落と谷を隔てた山上にある聖人サン・ホタンをまつるシャペルに「五月の木」を担

ぎ上げて立てる行事が行なわれている。このシャペルはかつて子授けを願う若い男女が訪れた場所で，五月

の木の行事の背景にも民俗信仰としての性信仰が存在したことが注目された。また，サンテチエンヌ・ドゥ・

ティネで４月30日と５月１日の間の夜，18歳の徴兵年齢になった若者たちによって町の中央の広場に立てら

れる「五月の木」の行事では，樹皮を剥いてツルツルにした高さ20mのモミの木に次々と若者たちが登って

頂上のロープをとらなければならないことになっており，そこには宗教的な側面はみられず，若者の試練と

しての意味が色濃くみられた。これまでの調査期間に「五月の木」を立てる行事を４カ所で確認することが

できたが，この「五月の木」には，春の季節と若者たちをめぐる性的豊饒祈願だけでなく若者の試練，とい

う意味が付されていることが明らかになった。

　第二に，アルザス地方の調査では，ジェネップの資料集成に1930年頃まで五月の行事が行なわれていたと

記述がある村や町における現在の伝承の確認を行なったが，その結果，伝承が維持されている町には，５月

の行事に彼らの郷土へのアイデンティティを見出していること，また伝統行事が町のアイデンティティとし

て有効であるということを自覚している人物（リーダー）がいること，がその特徴として注目された。

　第三に，昨年度までのイギリス，コーンウォール地方の調査結果をまとめ，フランスの調査事例との比較，

分析を行なった。コーンウォール地方においては現在も盛んに五月の木馬祭が行なわれており，観光化の促

進という聖俗混淆の動態が英仏間で対比的にとらえられた。

５．研究組織

　関沢まゆみ　本館・研究部・教授　　　　　　　　　　新谷　尚紀　國學院大學・教授

　トム・ギル　明治学院大学・教授

（19）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。
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　　　 　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旧蔵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

２．2011年度の研究計画

（イ） 　歴博所蔵の廣橋本・田中本の調査を継続して　職事弁官と局務・官務と六位外記史の行動について

動向を抽出し，禁裏が室町殿と共同で行政執行にあたっていることをあきらかにする。

（ロ） 　船橋清原家旧蔵史料の整理・翻刻・データ入力について，原本校正を行い，翻刻原稿の完成版を作

成する。

（ハ） 　禁裏御料所荘園の現地調査を実施し，その運営実態において室町幕府との奉行人や守護代・守護被

官による禁裏御料所の代官請負や年貢進上体制についてあきらかにする。

（二）　４年間の研究調査の成果と課題をまとめて公開する準備を行う。

３．2011年度の研究経過

（イ） 　田中本の『譲即部類』と，廣橋本の『惣用下行帳』と，船橋本の『即位下行帳』の比較検討をおこ

ない，少納言清原業賢と官務大宮伊治との関係を調査した。

（ロ）　船橋本の翻刻・データと原本校正をおこない，翻刻原稿の完成版を作成する作業をおこなった。

（ハ） 　禁裏御料所梅ヶ畑供御人と右衛門府領との関係，および船橋本にみえる堀川判官祐弘との関係につ

いて史料調査をおこなった。信濃国人高梨氏による禁裏修造用途の調進をしめす高梨家史料の調査を

おこなった。

（ニ）　 原本校正の修正データを船橋清原家旧蔵史料のデータに入力作業をすすめ完成版の作成をすすめた。

４．今年度の研究成果

（イ） 　国人高梨氏と守護大名上杉氏による禁裏修造用途の調進や，禁裏采女料の調進などについて，その

研究成果を『高井地方の中世史』（須坂市立博物館刊行）として九月に公刊することができた。

（ロ） 　禁裏の財政帳簿は，下行帳という支払帳簿の形態をもっており，当事者が儀式用途を請求するため

の請取状を儀式伝奏に提出して伝奏切符をもらい，惣奉行人や幕府の奉行人連署の署判を受けて，公

方御倉から支出してもらうという債務支払システムであったことを『日本中世債務史の研究』（東京

大学出版会刊行）として公刊した。

（ハ） 　中世禁裏と室町殿とが国家儀礼や仏事・神事において共同執行していた事例を整理し，禁裏御料所

のデータを蓄積した。
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（二） 　最終年度であるため，これまでの翻刻史料のデータについて誤字類のチェックを行い，報告書に掲

載する翻刻データと，論考データの対比・功績をおこない，印刷原稿の作成をおこなった。論考とし

て「船橋清原家旧蔵資料に見る中世禁裏財政帳簿について」の論文を作成し報告書に公開する。

５．研究組織（◎は研究代表者）

◎井原今朝男　本館・研究部・教授　　　　　　　　　中島　丈晴　研究補助員

（20）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。

　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

　まず，東日本大震災によって，青木の調査対象である栃木県の清酒製造業が被災した。これにより，設備

や道具の入れ替えが行われ，酒造技術や労働力編成などに影響が出てくる可能性がある。最初に想定されう

るのは，これまで受注生産されることの多かった設備や道具が，少しでも納期の短縮するため，汎用性のあ

るものに交換されることである。すでに清酒製造業では，ジュースの圧搾機や糖尿病の分析器などが試行的

に導入されているが，その動きが加速するかもしれない。また，直接の被害は少ないとはいえ，岩手県の南
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部杜氏が今後も関東地方へ出稼ぎにくるのか不安である。現に，南部杜氏からは自宅を離れるのが心配だと

いう声が聞こえてくるため，清酒製造業の経営者は家族労働力と地元労働力のみで酒造りをおこなう体制を

築くことが急務となってくるかもしれない。そのために，労働力編成の変化とそれに伴う技術変化の様子を

記録していきたい。

　次に，轆轤については，職工によって使い方の説明が異なっていることがわかってきた。例えば，機械化

の進んでいる陶磁器業においてなぜ手轆轤を使うのか，あるいは蹴轆轤を使うのか，機械轆轤と蹴轆轤では

どちらの方が作業効率に優れているかなど，それぞれが相反する理由を説明することが多々ある。各産地の

特徴や職工の目指す方向性などと合わせて，今後も道具の使い方と技術に関する考え方を調査し，比較検討

していきたい。

　文房具の製作道具は，さらに職人個人の志向性や使いやすさを追求したものである。製品の微細な違いで

競っているため，製作道具そのものを自作している職人が少なくなく，そこにどのような目的や利便性を求

めているのか，作業現場で詳しく話しを聞く必要がある。その上で，製作技術が個人の域を超えて伝承され

ていくための感性や過程を追っていきたい。また，文房具が本体やインク，ペン先といった集合体で構成さ

れていることを踏まえ，各種の分業がどのようにして１つの製品を生み出すのかという，いわば技術の橋渡

しについても調査を行う予定である。

３．今年度の研究経過

　震災後の栃木県清酒製造業については，原発の風評被害に悩まされたことが最大の問題となり，本研究課

題の目的から外れてしまったため，わずかな調査にとどめた。少し時間をおいてから調査を再開したい。そ

の代わり，非常時の企業行動として，汎用性のある技術は，従来のやり方にしばられにくい合併企業や後発

企業にこそ受け入れやすいのではないかという推論を立て，それらに関する資料の収集とデータの整理をお

こなった。

　陶磁器業については，轆轤の使い方と製品の代替性という２つの局面から，壺屋焼と波佐見焼をおもな対

象として調査をおこなった。製品を見れば轆轤の回転がわかるという指摘がある一方で，手作りの雰囲気を

出すためにあえて製品に轆轤の回転による筋を入れるという話も聞けた。いずれにしても，轆轤の技術は手

作り感と産地の特徴を出すための重要な要素となっている。製品の代替性については，桶・樽を典型として，

機能やコストの合理性よりも原材料の質と量，規格化，あるいは流行に左右される傾向がみられるため，単

なる技術変化にとどまらない状況を広く考察する必要性を感じた。

　その桶・樽は，醸造などの生産道具として用いられる場合，良質の材と極めて高度な技術によって作られ

るため，製造コストに大きく影響する。このため，大正時代後半から外注と内製のコスト，産地ごとの木材

の材質などが厳しく比較されるようになった。これに関する調査は，おもにヤマサ醤油株式会社でおこなっ

た。

　また，代替品が安く大量に生産される中，伝統的な製品が作られ続けている例として，三条の矢床と喰切

生産の現場を訪ねた。矢床はラジオペンチ，喰切はニッパーと競合しているが，前者は宝石の加工業者に向

けた繊細な動作を可能とするため，後者はこれまでの漁網や針金からアルミサッシや皮革など用途を広げる

ことで需要を確保していた。

　一方，小池は甲府をおもなフィールドとして，筆記具の製造や修理方法について調査した。また，これに
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関する資料を積極的に収集し，分析をおこなった。結果として，３年間で製造現場での観察と聞き取り調査，

文献資料と製造道具の収集と分析といった多様なアプローチで調査をおこなうことができた。

４．今年度の研究成果

小池淳一「地方都市における万年筆の製造・開発・販売─甲府ブラザー万年筆の場合─」，史潮新70，2011年。

小池淳一「国産万年筆研究の課題」，国立歴史民俗博物館研究報告170，2012年。

５．研究組織（◎は研究代表者）

◎青木　隆浩　本館・研究部・准教授　　　　　　　　小池　淳一　本館・研究部・教授

（21）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つず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。しかし最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
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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

　平成23年度は，前年度完了できなかった目標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」の実施を引き続き行い，ついて目標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」を実施する。公開にはインターネットを利用する。あわせて

情報コンテンツに造詣の深い博物館・美術館の学芸員に評価をお願いすることを考えている。

３．今年度の研究成果

　目標３および目標４の実施を鋭意すすめた。企画展示等で使用する電子コンテンツの作成過程に開発中の

システムを適用する形で，システムの開発と改良を逐次的にすすめていった。

　平成23年度は，本館で開催された企画展示のうち「侯爵家のアルバム」（平成23年３月１日〜５月８日），

「風景の記録」（平成23年11月８日〜平成24年１月15日），および「洛中洛外図屏風と風俗画」（平成24年３

月27日〜５月６日）の電子コンテンツの作成に参画した．また他館行事への協力として，カナダ文明博物館

で開催された「JAPAN: Tradition. Innovation.」（平成23年５月20日〜10月10日），ならびに韓国国立中央博

物館で開催された「文字で分かる古代人の暮らし」（平成23年10月５日〜11月27日）に電子コンテンツを出

展した。このほかにも依頼を受けていくつかの研究機関に供与する電子コンテンツの作成に従事した。

　残念ながら配布可能な形にシステムをまとめられていないため，外部の専門家による評価を実施すること

はできていないが，これからの電子コンテンツの作成を支援するシステムの骨格はほぼ整い，今後の業務を

通じてシステムの熟成ならびに汎用化（外部に配布可能なシステムへまとめあげること）に磨きをかけてい

きたい。

　また，本研究活動の間接的な効果として，平成24年度末にリニューアルオープン予定の第４展示室におけ
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る電子コンテンツ提供システムの設計ならびにコンテンツ作成の業務について，本研究の知見を活かしてよ

り質の高い仕事を行うことができたことを特に記したい。

４．研究組織

　鈴木　卓治　本館・研究部・准教授

（22）基盤研究（C）
　　 「漢代地域圏の学際的研究」2010〜2012年度
　　  （研究代表者　上野　祥史）

１．目的

　漢代は古代中国世界の一つの到達点であり，統一を背景とした共通性が強調されることが多い。本研究は，

歴史情報と地理情報に基づいて漢代の地域圏を整理して，考古学・文献史学・自然地理学という視点から地

域圏を評価することで，漢代社会の構造を明らかにしようとするものである。城郭・墓葬・自然境界を分析

の手段として地域圏を析出し，地域圏相互の関係に基づいて，漢という世界の共通性とは何であるのかを問

う。

２．今年度の研究計画

　今年度は，華北地域西部の陝西・寧夏・甘粛等の地域を，本年度の研究対象地域として設定する。この地

域に関連した地理情報と歴史情報を集成することと，それに基づいて地域圏の検討をおこなうことを目標と

した。

【漢代歴史情報地図の作成】

　地理情報　　高精度地図及び衛星写真を基礎資料として情報を集成・整理し，情報を集約した地形利用図

の作成に取り組む。

　歴史情報（考古情報）　発掘報告書及び文物地図集を基礎資料として，遺跡・遺物情報の集成・整理を進

める。

　歴史情報（文献情報）　『漢書』『後漢書』等の文献資料を基礎資料として，対象地域に関連した歴史事

件や対象地域への認識について，情報を集成・整理する。

【地域圏の学際的検討】

　集成した地理情報及び歴史情報に基づいて，考古学・文献史学・自然地理学の視点から地域圏を析出し検

討を加える。

３．今年度の研究成果

　本年度は，華北地域西部の陝西・寧夏・甘粛を中心に漢代地域圏に関する基礎情報の整理を中心に研究を

進めた。地理情報と歴史情報の集成や整理を進めつつ，その過程で深化した各視点からの地域圏の認識を対

照して，「地域圏の析出とその評価」について議論を重ねた。そして，寧夏回族自治区における現地調査を

実施し，城郭と墓葬という視点から漢代北地郡・安定郡の様相を検討した。銀川，固原，彭陽，塩池などに
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現存する城郭・墓葬を踏査し，地理環境を検討することによって，北方地域社会という空間の実態を探った。

北方領域という大局的な視点と，安定郡・北地郡という局地的な視点を交えることによって，辺境の地域の

実態へと踏み込んだことが今年度の大きな成果である。漢代の地域圏を相対化する取り組みを進め，一定の

成果を得ることができた。

４．研究組織（◎は研究代表者）

　阿子島　功　福島大学・人文学類研究系・教授　　　　　杉本　憲司　佛教大学・文学部・名誉教授

◎上野　祥史　本館・研究部・准教授

（23）若手研究（Ｂ）
　　 「造瓦からみた６〜８世紀の日朝交渉」2009〜2011年度
　　  （研究代表者　高田　貫太）

１．目的

　本研究は，瓦を通してみた６〜８世紀代における日朝交渉の動態を考古学的に検討することを目的とする。

特に新羅との関係を重要視する。まず，朝鮮半島，特に新羅の古代寺院の瓦資料を集成し，現地においてで

きる限り実物を観察，分析することで，その地域性を明らかにしたい。次に，これまで確認されている日本

列島の渡来系寺院の軒瓦を網羅的に集成し，その系譜関係や地域性を浮き彫りにすることに努める。それら

の成果に基づいて瓦の系統関係を探り，具体的に朝鮮半島のどの地域と日本列島のどの地域とにつながりを

認められるのかを辿ることで，当時の交渉内容を具体化していく。そして，文献史学における成果との総合

化を目指しつつ，当時の日朝交渉について歴史的な評価を与えていきたい。その際に日本側の視点よりも，

朝鮮半島側から見た交渉の展開過程を浮き彫りにしていきたい。

２．今年度の研究計画

　研究の最終年度にあたり，これまで集成してきた日本列島で確認された，渡来系寺院の軒瓦（創建段階を

中心に）資料，ならびにその系譜を検討する糸口となる朝鮮半島出土軒瓦資料を総合的に検討する。その中

で，７世紀代を中心としつつ，６〜８世紀の日朝交渉の一側面を瓦から浮き彫りにする。

３．今年度の研究経過と成果

　これまで集成を重ねた日朝の軒瓦（創建段階を中心に）資料から，特に直接的な系譜関係を抽出し得る資

料を抽出し，その文様的，製作技法的な棺形成について検討を深めた。前年度より注目していた新羅系資料

の抽出に注意を払う必要があり，今年度も慶州地域の瓦資料を国立慶州博物館や国立慶州文化財研究所にて

資料見学を行った。また，益山王宮里遺跡と飛鳥寺禅院出土軒瓦の関連性を今一度確認するために，資料見

学を行った。

　また，国立歴史民俗博物館に所蔵されている瓦コレクションのうち，紀伊上野廃寺出土軒瓦に注目し，新

羅の瓦製作技法との関わりを検討した。以前より指摘されていたことではあるが，新羅に特有な「包み込み

技法」によって軒平瓦が製作されていることを再確認し，直接的な系譜関係が可能であると判断した。紀伊
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上野廃寺が双塔式の伽藍配置である点も新羅との関係をうかがわせるものである。この点で，本研究におい

て最も主体的にあつかった，同じく双頭式伽藍配置をとる本薬師寺と慶州四天王寺との関係を傍証する資料

として評価できるであろう。

　これまで，瓦製作をはじめとする寺院造営に関わる様々な技術，情報については，飛鳥寺造営の経緯から

百済との関係が強調されてきた側面は否定できない。しかし，今回の研究によって，７世紀に日本（倭）が

新羅からも様々な情報を瓦摂取していた状況が明らかとなった。その背景として，朝鮮三国の抗争の中で，

折を見て倭との提携を模索する新羅の姿を認めることは許されよう。

４．研究組織

　高田　貫太　本館・研究部・准教授

（24）若手研究（Ｂ）
　　 「奥むめおの婦人運動に関する貫戦史的研究」2010〜2012年度
　　  （研究代表者　原山　浩介）

１．目的

　本研究は，戦前に主として婦人運動を，戦後には消費者運動を担った奥むめおに焦点を当て，戦前期の婦

人参政権獲得運動と職業婦人を支援する運動，戦時の戦争協力，そして戦後の消費者運動が，一人の活動家

のなかでどのような一貫性を有したのかを析出することを目的としている。

　さらに，この作業を敷衍する形で，手をさしのべるべき生活者への支援という，ごく素朴な運動への意志

が，体制の変化を経験することで，運動の政治的なポジションが変わり，かつ，運動の形態さえも変わって

しまう，そのメカニズムを解明しようとするものである。

２．今年度の研究計画

　奥むめおが戦時を迎えるなかで，その活動・発言がどのように変容したのかをめぐって分析を行う。その

際，昨年度と同様に『職業婦人』ならびにその後継誌を中心としつつ，周辺資料と併せて分析を進める。

　1930年代から40年代にかけては，日本社会が戦争へ向かう時代であり，その時期に社会的に是とされる運

動のあり方は大きく変わっていく。この変化は，運動に照らしていえば，全てが戦争に収斂していくという

単純な経過をたどるというよりも，むしろそれぞれの現場性の中でなかば必然的に，状況への対応の仕方や

社会問題化のあり方を変えていくというような経過をたどるものと想定される。この一連の流れについて，

資料に即して跡づけるとともに，戦時に向かう中での運動の変容の意味について検討する。

３．今年度の研究経過と成果

　本年度の作業の中で意識したのは，戦争協力の見かけ上の「反転」のなかで，奥をはじめとする婦人活動

家がどのような葛藤を抱えたのか，あるいは逆に「戦争協力」を通じていかなる形で活動家としての自己実

現を遂げたのか，という部分をめぐり，分析に資する形でディテールを汲み取ることを視野に入れての資料

分析であった。この点については，現状でははっきりとした形で成果を示すことができないが，少なくとも，
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「活動家」であることと「戦争協力」が，表層的な意味での「転向」や，きれいに切り取ることのできるよ

うな「反転」ではなく，いわば状況に引き裂かれていくことを示す断片を析出しつつある。

　これらを全体として統合していく上では，戦時という時代をどのように把握するのかが大きな課題になる

のは間違いないが，同時に，人びとを救済しようという時の，対象となる人びとの生活のあり方や，そこか

ら生まれてくる様々な要求が，それぞれの時代におけるフェアネスの水準でどのように整理・統合され，共

有されてきたのかという点も見逃せない。つまり，「生活」という，一面では曖昧模糊としたものを，一定

の正当性が認められる形で社会問題化し，あるいは要求として社会的に訴えていくという，素朴でありなが

らも時代性が強く刻印される営みを，どのように対象化しつつ把握するかが重要となる。

　このいささか抽象性の高い問題は，本研究課題において必ずしも中心的な課題とはなっていないが，戦後

の消費者運動をめぐって本研究と関わらせる形で検討し，その成果の一端を刊行した。したがって，最終的

にはこの戦後の状況とどのように摺り合わせて全体像を構築するのかが，今後の研究の鍵になると考えられ

る。

４．研究組織

　原山　浩介　本館・研究部・准教授

（25）若手研究（Ｂ）
　　 「縄文時代の植物利用史に関する年代学的研究」2010〜2013年度
　　  （研究代表者　工藤　雄一郎）

１．目的

　1980年代以降，低湿地遺跡の発掘調査事例が増加したことから，通常の遺跡では残りにくい植物遺体の検

出例やその研究が蓄積されてきている。その結果，この20年で縄文時代の植物利用に関する研究が著しく進

展し，縄文時代の植物利用の実態が少しずつ解明されてきた。この中には，食料資源として利用したものだ

けではなく，建築・土木用材，塗料，繊維など，様々な形で利用されていた植物が含まれている。

　縄文時代の人々が高度な植物利用技術を有していたことは一般的に理解されつつある。しかしながら，そ

れぞれの種の利用が「いつ」，「どのように」始まったのか，縄文時代以降の「環境変遷史」とどのように関

係していたのか，また，どの程度縄文時代の人々が生態系を改変して「人為的な環境」を作り出していたの

か，これらの諸点については，十分には議論されていない。そのため，年代的位置づけが不明確な重要な植

物遺体の14Ｃ年代測定を重点的に行い，出土資料の帰属年代を明確化し，文化史を復元するだけでなく，環

境史との関係を議論していくことが必要不可欠である。

　したがって，本研究の目的は，縄文時代の人と植物との関係史について，その証拠となる遺跡出土植物遺

体の研究とその14Ｃ年代測定を通じて，生態学的に明らかにすることである。具体的には，現在明らかになっ

ている縄文時代の植物利用に関連する遺跡出土資料を再検討し，人が積極的に働きかけたと思われる種の時

間的・空間的な出土傾向を年代学的に整理する。特に，それぞれの種の利用が，いつ，どのように始まり，

ピークがいつだったのか，またその変遷は環境変遷史とどのように関係していたのかを解明することである。
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２．今年度の研究計画

　平成23年度については，東京都下宅部遺跡から出土したウルシ関連資料や，宮崎県王子山遺跡から出土し

た炭化植物遺体の分析を進める。また，鹿児島県三角山遺跡および王子山遺跡の縄文時代草創期の隆帯文土

器の付着炭化物の分析を進め，草創期の土器で煮炊きされた内容物について検討を行う。また，研究成果の

一 部 に つ い て， ７月 に ス イ ス・ ベ ル ン で 開 催 さ れ るINQUA（International Union for Quaternary 

Research）の国際会議で研究発表を行う。

２．今年度の研究経過および成果

　本年度に試料採取，およびそれらの分析を行ったのはおもに以下の５項目である。

　１）宮崎県王子山遺跡および鹿児島県三角山Ⅰ遺跡から出土した土器内面付着炭化物の分析

　２）宮崎県都城市王子山遺跡の炭化植物遺体の14C年代測定

　３）福井県鳥浜貝塚の縄文時代草創期のウルシ材の14C年代測定

　４）東京都下宅部遺跡ウルシ内果皮および関連試料の14C年代測定

　なお，以上の研究の成果の一部は，以下の論文，紀要，学会発表等の形で行っている。

【学術雑誌・紀要等】

１ ）Kudo, Y. and Kumon, F. 2012. Paleolithic cultures of MIS ３ to MIS １ in relation to climate changes 

in the central Japanese islands. Quaternary International 248, 22-31.

２ ）工藤雄一郎（2012）「日本列島における土器出現期の較正年代について─IntCal04とIntCal09の違いおよ

び「13,000年問題─」」『国立歴史民俗博物館研究報告』172.

【学会・研究会発表等】

＜ポスター発表＞

３ ）Yuichiro Kudo. Emergence of Pottery in the Japanese Archipelago and its Environmental Context. 

XVIII INQUA（International Union for Quaternary Research） Congress 2011 Bern. 21st-23rd, July, 

2011.

４．研究組織

　工藤雄一郎　本館・研究部・助教

（26）特別研究員奨励費
　　 「出土文字資料を用いた古代日本地方支配の実態的研究」
　　 2010〜2012年度
　　  （研究代表者　武井　紀子）

１．目的

　本研究では，古代日本において地方支配がいかに行われていたかについて，法制度のもとで実際に機能し

ていた支配構造，およびその制度的淵源について，日本国内の個々の出土文字資料を用いて明らかにするこ

とを目的とする。具体的には，倉の出納管理や財政管理・穀物の収取体制について，関連する法制度と文字
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資料との検討から，上記の課題を明らかにする。

２．今年度の研究計画

　今年度は，昨年度に引き続き，古代日本の地方支配に関わる出土文字資料および出土遺跡の調査を中心に

実施する。

３．今年度の研究経過

　調査の際は出来るだけ現物資料にあたるとともに，可能な限り出土遺跡も見学し，その立地条件などを把

握するように心がけた。調査は，科学研究費基盤研究（Ａ）「古代文字文化形成過程の総合的研究」（代表：

平川南）における調査および研究会に合わせて実施した。

　国内では長野県屋代遺跡出土木簡，熊本県浄水寺石碑，九州福岡県文字資料（久留米・小郡・太宰府・大

野城），石川県上荒屋遺跡出土木簡，大分県飯塚遺跡出土木簡，兵庫県山垣遺跡・市辺遺跡・柴遺跡・吉田

南遺跡出土木簡の文字資料の調査などを行った。

　また，韓国国立中央博物館特別展示「文字，それ以後─韓国古代文字展」に出陳された石碑をはじめとす

る韓国全土の主だった出土文字資料の調査に加わった。

　今年度は日本・韓国だけではなく，中国湖南省長沙市の走馬楼呉簡を実見調査した。走馬楼呉簡には倉庫

の出納に関する内容の簡牘が多く含まれ，日本における倉庫出納業務との比較をする上で有益な調査となっ

た。

４．今年度の研究成果

　調査した文字資料については国内・韓国ともに，文字情報にくわえて資料自体の特徴をつかむとともに，

立地調査によって資料の作成された背景をさぐる事ができた。また，これらの調査成果の一部は，「倉の出

納と穀物収取─舂米作業を中心として─」と題して早稲田古代史研究会〔2011.12.10実施〕において口頭報

告した。この他，共同研究「古代文字文化形成過程の総合的研究」研究会において中国走馬楼呉簡調査の調

査報告を行った〔2012.3.10実施〕。

５．研究組織

　武井　紀子　本館・外来研究員
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［その他の外部資金］

（27）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，②10cm−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：0.1mm 〜数mm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）：５cm−１，

スペクトル測定領域：200〜2500cm−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
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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

　当館における委託業務としては以下の二点が挙げられる。一つは本課題において，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き，「知識データベース」

を作成すること，もう一点はプロトタイプ機及び本開発装置を使用し，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

ことである。

　当該年度における開発内容は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，実測定と解析を開始することである。実測定の対象資料は主に歌川派錦絵版木群および関連

錦絵とし，今年度の達成目標は以下のとおりである。

・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・・・100％完了

・実測定と解析を開始する・・・100％完了

３．今年度の研究成果

（１） 　知識データベースの充実については４月より補助業務者２名により，既存知識データベースの精査

及び新たなデータの入力を開始した。現時点において「Journal of the American Institute for 

Conservation」「Studies in Conservation」「国立歴史民俗博物館研究報告」「British Museum Studies 

in Ancient Egypt and Sudan」「Bronze Age Review」「The British Museum Technical Research 

Bulletin」の調査が終了し，適宜，必要データの入力を行っている。また，前年度までに入力したデー

タは歴博ホームページ及び人間文化研究機構ホームページよりアクセスできる「データベースれきは

く１」にて「文化財材料知識データベース」の名称で公開を開始した。

（２） 　文化財の実測定と解析（含装置評価）は年度後半に当館に搬入されたのをうけ，調整と基本データ

取得を行った。その後，随時，江戸後期染織資料及び錦絵資料の測定を行い，データを得た。また，

実用化にあたり，装置の操作性についてフィードバックをおこなった。実測定では，江戸後期染織資

料に使用された藍を同定等,一定の結果を得たが，未知試料および顔料塗膜層や箔層の測定により判

別困難なデータもあり，今後の課題となっている。しかし，実用化に向けた装置の操作性，測定・解

析ソフトウェアの問題提起や改善要望のフィードバックに重点をおいたことを合わせて考えると当初

目標は達成したといえる。

論文

Akira Sakamoto, Shukichi Ochiai, Hisamitsu Higashiyama, Koji Masutani, Jun-ichi Kimura, Emi Koseto-

Horyu Mitsuo Tasumi

「Raman studies of Japanese art objects by a portable Raman spectrometer using liquid crystal tunable 
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filters」Journal of Raman Spectroscopy, 2011

４．研究組織

　東山　尚光　㈱エス・ティ・ジャパン　　　落合　周吉　㈱エス・ティ・ジャパン

　増谷　浩二　㈱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


