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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（中塚淳子学術研究助成課課長補佐）

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。 

 2012（平成24）年度科学研究費補助金の採択件数は８件で，継続を含めた採択件数では27件，総額86,440,000

円であった（採択課題一覧参照）。 

 

共同研究担当 柴崎茂光・樋口雄彦   

［採択課題一覧］ 

 種 目 研 究 課 題 研究代表者 

新 
 
 
 
 
規 

基盤研究（Ｂ） 
日韓における青銅器原料の国産開始時期と産地の変遷に関す
る研究 

研究部 
齋藤 努 

基盤研究（Ｂ） 日本古代における官衙機構の成立と展開 
研究部 
林部 均 

基盤研究（Ｃ） 中世禁裏・幕府共同財政帳簿の基礎的研究 
研究部 
井原 今朝男 

基盤研究（Ｃ） 図書寮蔵書形成過程の基礎的研究 
研究部 
小倉 慈司 

基盤研究（Ｃ） 
職人技術における伝統の保持と近代化に関する研究─「手作
り」を視点に─ 

研究部 
小池 淳一 

若手研究（Ｂ） 日本中世漢籍受容の歴史的研究 
研究部 
高田 宗平 

特別研究員奨励
費 

炭素 14年代法による韓半島青銅器時代の編年体系の構築 
研究部 
坂本 稔 

研究成果公開促
進費 学術図書 

現代日本漁業誌 
研究部 
葉山 茂 

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） 古代における文字文化形成過程の研究 
館長 
平川 南 

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 
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 種 目 研 究 課 題 研究代表者 

継 
 
 
 
続 

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） 
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） 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 

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） 
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（Ｃ） 漢代地域圏の学際的研究 
研究部 
上野 祥史 

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 

若手研究（Ｂ） 
残存デンプン粒分析を用いた縄文時代の植物利用に関する分
析学的研究 

研究部 
渋谷 綾子 

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 

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 

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 

 

（１）基盤研究（Ｂ） 

   「日韓における青銅器原料の国産開始時期と産地の変遷に関する研究」 

    2012～2014年度 

     （研究代表者 齋藤 努） 

 

１．目 的 

 古代の朝鮮半島と日本の青銅器を対象とし，鉛同位体比分析や元素組成分析によって原料産地を系統的に
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調べることで，朝鮮半島と日本における原料国産化の開始時期と，その前後における原料産地の変遷および

両地域間の技術とモノの動きを考察することが本研究の目的である。 

 本研究では，2006年〜2008年および2009〜2011年に実施した科研費の成果を踏まえ，以下の研究を実施す

る。 

１）青銅器時代～三国時代における朝鮮半島の北よりの地域（旧百済を中心とし，新羅北部地域のほか高句

麗系資料が多く出土する地域を含む）における状況を調べる。すなわち当該地域出土資料の主要な原料

の産地と年代的変遷，また楽浪郡や高句麗との関連性などについて調査する。 

２）日本における，輸入原料を専ら使用していた時期から国産化の開始が想定される時期にかけての資料を

対象とし，原料供給の変遷を詳細に調べる。これまでに報告された国産原料の可能性がある６世紀後半

～７世紀初の資料はいずれも島根県出土のものなので，同県内の類例をさがすとともに周辺他地域での

事例の有無についても検討する。また，これらにみられる長登銅山タイプ原料と同じ鉛同位体比を示す

鉱石が，福岡県香春岳銅山産鉱石の中から検出された。香春岳は，周辺遺跡の状況から，7世紀代に朝鮮

半島からの渡来系技術者が鉱山開発に関わった可能性が指摘されている。これについても特に朝鮮半島

からの技術やモノの移入状況について考察を行い，青銅器からみた日本と朝鮮半島との関係を明らかに

していく。 

 

２．今年度の研究計画 

 協力機関である大成洞古墳博物館，国立金海博物館，釜山市立博物館，嶺南大学校博物館，嶺南文化財研

究院，蔚山文化財研究院，韓国文化財研究院，漢江文化財研究院，中部考古学研究所，国防文化財研究院，

京畿文化財研究院，東亜細亜文化財研究院などの考古調査財団と連携をとり，それぞれが発掘し所蔵してい

る旧百済・新羅北部地域の遺跡出土青銅製品を対象として調査を行う。なお，本研究の目的に合った資料の

種類として，馬具類・銅鏡・銅匙などのほか，特に，６～８世紀にかけて中国・朝鮮半島・日本で広く製作

され，考古学的な型式の研究から系統を追いかけることが出来る銅碗（日本ではサハリなど）や，百済地域

の文化的特徴を代表するものとして，日本の畿内王権の古墳における漆棺（７世紀頃）などでも共通に見ら

れる棺飾金具や冠帽，飾履などの金銅製品もとりあげ，日本国内で出土した対応資料との比較が行えるよう

にする。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。 

 

３．今年度の研究経過 

11月 

 大成洞古墳博物館と同古墳出土青銅資料を保存処理している国立金海博物館，および釜山市立博物館にお

いて，鉛同位体比分析用試料のサンプリング。 

１月 

 嶺南文化財研究院より朴升圭院長と禹炳喆調査課長を歴博へ招聘し，林堂洞古墳群の調査状況と出土遺物

について研究会を実施。 

２月 

 嶺南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。蔚山文化財研究院にお
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いて達川遺跡出土鉄鉱石の調査。 

３月 

 漢江文化財研究院，中部考古学研究所，国防文化財研究院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。 

 

４．今年度の研究成果 

 韓国の各財団が所蔵する青銅資料について鉛同位体比測定用試料のサンプリングを行った。また，歴博に

おいて，研究会を実施した。それらの際に，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

年代測定や人骨の調査結果を併せ，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 

 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 

 高田 貫太 本館研究部・准教授 

 

（２）基盤研究（Ｂ） 

   「日本古代における官衙機構の成立と展開」2012～2015年度 

    （研究代表者 林部 均） 

 

１．目 的 

 七世紀後半に成立した律令国家は列島社会を支配するため，中央と地方に国家統治機構を整備した。中央

には藤原宮や平城宮・長岡宮・平安宮などの王宮，地方には国府，郡家などの地方官衙をおいて列島社会を

支配した。いっぽう，王宮や地方官衙は，儀式や政務をおこなう中枢だけで機能していたわけではない。そ

の周囲には，その機能を支えた様々な実務的な官衙が配置されていた。また，それらの周辺では，手工業生

産にかかわる遺跡の存在なども明らかとなっている。 

 本研究では，これまでの王宮や地方官衙の中枢を中心とした研究ではなく，とくに，その中枢の周囲に配

置された実務的な官衙に焦点をあて，具体的に発掘調査の成果を集積し，分析することにより，それが，い

かに成立し，展開していくのかを検討する。また，王宮や地方官衙から出土する木簡や墨書土器といった出

土文字史料の分析，文献史料の再検討をおこない，実務的な官衙が，実際にどのように機能していたのかを

分析する。そして，考古学からの遺跡の検討と文献史学からの検討を総合することにより，律令国家の実際

的な機能の形成，展開過程を明らかにする。すなわち「本質としての律令制の導入」の実態を具体的，かつ

総合的に明らかにすることを目的とする。 

 

２．今年度の研究計画 

 王宮の調査では，藤原宮・平城宮を重点的に調査する。発掘調査の成果を集積し，実態としてどのような

官衙遺跡が存在するのかを把握する。また，木簡や墨書土器といった出土文字史料の調査・分析も並行して
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おこなう。 

 地方官衙の調査では，まず，郡家や国府といった地方官衙や地方官衙を支えた様々な遺跡についての情報

を発掘調査報告書などをもとに集積する。 

 また，多賀城跡と大宰府跡，秋田城跡は，それぞれの発掘調査を担当している九州歴史資料館，太宰府市

教育委員会，宮城県多賀城跡調査研究所，秋田市秋田城跡調査事務所の協力を得つつ，発掘調査資料を集積

する。 

 作業の進捗の確認と，成果報告のための研究会を年３回，国立歴史民俗博物館でおこなう。 

 なお，この共同研究は，本館の基幹研究「古代列島世界の再構築」の１ブランチである「古代地域社会の

実像」と一体で運営をおこない，より成果があがるように配慮した。 

 

３．今年度の研究経過 

 今年度は３回の研究会を開催した。 

第１回研究会 ８月11日（土）・12日（日） 

研究報告 坂上康俊「古代西海道の行政上の区分と地域の実相」 

     永山修一「古代の南九州と南島」 

     井上信正「大宰府発掘調査の動向」 

     柴田博子「九州地域における古代出土文字資料の様相」 

     亀田修一「豊前の渡来人」 

第２回研究会 12月23日（日）・24日（月） 

研究報告 吉野 武「近年の多賀城跡の調査」 

     八木光則「蝦夷社会の内的発展と国家の論理の相克」 

     今泉隆雄「古代南奥の地域的性格」 

     藤木 海「考古学からみた宇多郡・行方郡の地域社会」 

第３回研究会 ３月９日（土）・10日（日） 

研究報告 坂井秀弥「古代越後・出羽の環境と地域社会の展開」 

     春日真実「考古資料からみた古代の越後」 

     相澤 央「古代越後国の鮭」 

     伊藤武士「近年の調査成果からみた古代城柵秋田城跡の史的位置づけ」 

     高橋 学「古代出羽北半の地域社会の様相─米代川流域を中心に─」 

 

４．今年度の研究成果 

 共同研究の１年目ではあったが，できるだけ具体的に事例に即して分析を加えることができた。 

 今年度は，大宰府，多賀城，秋田城という，地域支配の拠点となる官衙遺跡を調査することができた。 

 大宰府跡では，政庁の変遷と周辺の条坊の施工などの問題が整理できた。また，太宰府市国分松本遺跡か

ら出土した木簡も分析した。 

 東北地方の支配拠点である多賀城跡について，とくに平成24年に実施された政庁正殿の発掘調査を中心と

して，近年の多賀城跡の発掘調査を整理し，政庁や外郭線の変遷などについて分析した。多賀城政庁につい
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ては，すでに1982年に『多賀城跡』が刊行され，その周囲についても『年報』が毎年刊行されているが，そ

の後の発掘調査での修正点をはじめとした様々な問題点を把握することができた。 

 また，近年の秋田城跡の発掘調査の成果を整理して，最北の城柵として，行政と軍事，外交・交流の重要

な拠点であることを確認した。そして，対蝦夷・対北方交流と交易の拠点として，律令国家の「北の窓口」

として位置づけた。 

 その他，宮崎県西都市日向国府跡，福岡県行橋市福原長者原遺跡，福岡県久留米市筑後国府跡，愛媛県久

米官衙遺跡群などの調査もおこない，定型化する以前の国府の様相の把握に努めた。 

 さらに，群馬県伊勢崎市三軒屋遺跡，群馬県太田市天良七堂遺跡などの郡衙遺跡についても調査をおこな

った。 

 

５．研究組織 

 今泉 隆雄  東北歴史博物館館長 

 佐藤  信  東京大学大学院人文社会系研究科 

 吉川 真司  京都大学大学院文学研究科 

 渡辺 晃宏  独立行政法人国立文化財機構 奈良文化財研究所 

 坂井 秀弥  奈良大学文学部 

 高橋 一樹  武蔵大学人文学部 

 高田 貫太  本館研究部・准教授 

 仁藤 敦史  本館研究部・教授 

◎林部  均  本館研究部・准教授 

 

（３）基盤研究（C） 

   「中世禁裏・幕府共同財政帳簿の基礎的研究」2012～2014年度 

     （研究代表者 井原 今朝男） 

 

１．目 的 

 幕府と朝廷の共同財政帳簿であることが判明した惣用下行帳の具体的な内容分析と，惣用下行帳が幕府の

奉行人と禁裏の官務官人によってどのように運用されていたかの具体的実態を解明することが，本研究の目

的である。 

 惣用下行帳に関する史料群を集積し，帳簿の作成に関与した幕府奉行人と禁裏官務官人の人名データベー

スをつくり，基礎的史料群のデータを掌握することを３年間の研究目標とする。 

（１）７冊の即位下行帳の内容分析を行い，明応・文亀・永正年間の同時代史料である公家日記をはじめ，

歴博所蔵廣橋家旧蔵典籍群から惣用下行帳に関する史料群と照合して，惣用下行帳に関する網羅的な

史料データを集積する。 

（２）当面は公家関係史料群から開始して武家関係史料群と守護・禁裏領の調査を行う。 
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２．今年度の研究計画 

（１）同時代の明応・文亀・永正年間の公刊史料群と照合して，彼らの活動内容と関係の職歴・人的ネット

ワーク・所領群などについて関係史料を集成して，禁裏と幕府の共同財政の官僚組織をあきらかにす

る。共同財政に関与した官人らが関係する禁裏御料・将軍家御料所を抽出し，その実態について現地

調査を実施する。 

（２）７冊の即位下行帳の内容分析と並行して登場人物名のリストアップを行い，同時代史料にみえる史料

リストを作成し，基礎データとしてパソコンにデータ入力していく。 

（３）公家刊行史料および廣橋家旧蔵典籍群にみえる惣用下行に関する史料群を抽出して，武家伝奏・惣用

伝奏・儀式伝奏・職事弁官・官務局務や外記史のデータを集積する。 

（４）禁裏領と将軍御料所が重なる荘園調査を実施する。 

 

３．今年度の研究経過 

（１）７冊の即位下行帳の登場人物名をチエックし，料紙番号と連動する数値番号で登録するリストアップ

をした。基礎データとしてパソコンにデータ入力をはじめた。 

（２）即位下行帳の永正七年から永正十八年（大永元年）の即位伝奏広橋守光の関係史料群を，歴博所蔵広

橋家旧蔵記録文書典籍類H63の中で調査した。あわせて，田中穣氏旧蔵典籍古文書の中に後柏原天皇の

即位式関係の史料群が残存しているか否かの調査をおこなった。 

（３）惣用下行帳に関係する公家・官人の史料群の調査をすすめ，甘露寺親長・元長父子の関係史料群の残

存調査を進めた。関係史料の甘露寺家符案の翻刻をデータとした。 

（４）禁裏御領と諸司寮領・官渡領・殿下渡領との関係，さらに広橋家・甘露寺家・清原家・中原家・大宮

家・中原家・菅原家の家領のリストアップをすすめた。 

（５）広橋守光が天皇への国家意志決定過程にどのように関与していたのか，中世禁裏の行政手続きのシス

テムを解明するための史料群調査をすすめ，文亀二年（一五○二）十一月後花園院三十三回忌法事で

の奏事目録が原本史料として残ることを見出した。 

（６）甘露寺家による綸旨発給・太政官符・伝奏奉書などの文書発給手続きのシステムを解明するため，記

録類と古文書の原本史料群との関係を調査した。その中で，広橋本「綸旨」（H63－415）に寛正三年十

一月十四日綸旨が広橋中納言綱光にあてた家領一括安堵状で甘露寺親長の執筆であることをみいだし

た。 

（７）中世禁裏の財政帳簿の支払システムは，支出担当者が支出分を請求書として儀式伝奏に請取状をもっ

て伝奏切符の発給を要求することが出発点になっている。先に支出した額面の請取状を根拠に中世禁

裏に支払いを請求する方式で，公方御倉から当事者に支出下行された。こうした中世財務システムは，

近代国家財政での費用弁償システムと同一の行政手続きになっている。こうした日本中世禁裏の財政

システムを世界の王室財政システムと比較研究してみると，イギリス王朝に類似のシステムが存在す

ることが判明した。 

   イギリスのプランタジネット王朝の財政帳簿の研究者であるステイーウン・チャーチ「自らに語るー

一一五四年から一二一六年におけるイングランドの国王記録とアンジュウ朝諸王」（鶴島博和・春田直

紀編『日英中世史料論』日本経済評論社 二○○八）によると，イギリスの「パイプロール」とよば
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れる財政帳簿も，王領の州長官が国王に対する負債を集計して巡回する財務府の役人から支出しても

らうシステムであったという。 

   この日本とイギリスとの財政帳簿の原理がおなじであることから，イギリス王朝の王領であった南フ

ランス・ラングドック地方での造幣局・カオール商人遺跡などの調査を十月におこなった。 

（８）禁裏御領の現地調査として丹波国佐伯保・氷所保および，信濃国人高梨氏による禁裏御所修理費調達

の現地調査として高梨氏館跡調査を実施した。 

 

４．今年度の研究成果 

（１）甘露寺親長と即位下行帳の船橋清原家と大宮時元らについての研究成果を拙著『中世の国家と天皇・

儀礼』（校倉書房 2012年12月pp1-418）として刊行した。 

（２）あらたに見付けた広橋守光の奏事目録については，国際日本文化研究センター共同研究「日記の総合

的研究」の2012年度第六回研究会（2013年２月23日）で報告「室町期の奏事目録と綸旨・院宣・宣旨

下知状」を口頭発表した。 

（３）広橋綱光が獲得した寛正三年の広橋家領一括安堵の綸旨については，石川県立図書館史料編纂室『加

能史料会報』24号に論文「加賀と美濃の軽海郷について」として刊行する作業を行った。 

（４）広橋本・田中本・清原船橋本などの調査の中で見出した古文書の原本史料群の中間報告を，歴博の企

画展示プロジェクト「中世の古文書」（小島道裕研究代表）の展示プロ委員会（2013年２月27日）で「公

家官僚機構の中で意志決定から実行までの過程に即した文書」として口頭報告した。 

（５）中世の禁裏財政を支えた中世の経済社会について，飢饉や気候変動による「富裕と貧困」問題につい

て，７月21・22日に共同研究会「中世における富と貧困の淵源」を開催して全国の研究者16名の参加

をえて行った。その研究成果を竹林舎から『富裕と貧困』として刊行する作業を行った。 

（６）中世禁裏の葬送儀礼をささえた泉涌寺とその所領，さらに広橋本・田中本の禁中の物忌令に関する史

料調査の研究成果を拙著『史実 中世仏教Ⅱ』（興山社）として刊行する作業をおこなった。 

 

５．研究組織 

◎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 

 

（４）基盤研究（C） 

   「図書寮蔵書形成過程の基礎的研究」2012～2014年度 

    （研究代表者 小倉 慈司） 

 

１．目 的 

 宮内庁書陵部は1884（明治17）年に宮内省に設置された図書寮をその前身として1949（昭和24）年に設け

られたわが国有数の資料保存機関である。同部には近世の皇室伝来本に由来する資料群（「御所本」と呼ばれ

ている）や伏見宮家等の宮家旧蔵本，九条家・鷹司家・柳原家等の公家旧蔵本など，多数の貴重な典籍・古

文書類が蔵されており，それらは以前から日本史・東洋史や国文学・漢文学等の研究者の関心を呼び，重要
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な研究対象とされてきた。特に近年は研究が深化し，史料学への関心が高まったこともあり，写本研究の重

要性が広く研究者の間で共有されつつある。 

 写本研究にあたっては原本あるいは古写本の捜索が重要であるが，それに劣らず，近世（もしくは近代）

の新写本を精査してより良質な本文を伝えている善写本を探すことも肝要である。そのためには，例えばあ

る写本がどのような経緯を経て書写されたのか，またそれがどのような経緯を経て伝来したのか，という点

について調査把握することが重要な鍵となろう。加えて，そうした書写過程・伝来過程を明らかにすること

は，写本研究のみならず，前近代の知識ネットワークを解明するという観点からも注目される。 

 以上のような研究状況を踏まえて宮内庁書陵部の蔵書群を見わたした場合，その現状には，以下のような

問題点が挙げられる。 

 第一は，書陵部（旧図書寮）に収蔵される以前の伝来（旧蔵者）が必ずしも明確でないという点である。

書陵部の蔵書は宮内庁書陵部編『和漢図書分類目録』や『書陵部紀要』彙報欄によって紹介されており，そ

れらには必要に応じて家別記号が付されていて，旧蔵者の大要を知ることはできる。しかし家別記号が付さ

れていない書籍も多数存在し，それらの中に，実際には，伝来を明らかにすることのできる書籍が多数含ま

れていることを応募者は確認している。また一部分ではあるが，付されている家別記号に誤りがある，ある

いは誤りとは言えないものの，誤解を生じる可能性がある事例も確認される。「御所本」を例にとれば，現在，

一般的には，「御所本」とは近世より皇室に伝来してそのまま図書寮に引き継がれた書籍であると理解されて

いるが，実際には「御所本」とされている中に，明治期に皇室に献上された書籍や，昭和期に新たに収蔵さ

れた書籍ではあるものの伝来をたどれば近世の皇室の所蔵であったと判断されるところから「御所本」と分

類された書籍も含まれているのである。 

 第二には，第一の問題点に加えて，宮内庁書陵部における蔵書の整理が長期間にわたっているため，その

蔵書群の全体像を把握することが難しく，したがって旧蔵者ごとの蔵書の全体像を把握することも困難であ

る点が挙げられる。このことは，例えば公家単位での知の体系を明らかにするために蔵書の復原を行おうと

するときに大きな障害となる。 

 本研究では以上のような問題点を踏まえ，宮内庁書陵部の前身である宮内省図書寮における蔵書形成のあ

り方を明らかにすることを目的とする。 

 ただしその全貌を明らかにすることは容易ではなく長期間にわたる調査研究が必要と考えられるため，本

研究ではその第一段階として，特に明治～大正年間，なかでも図書寮設置当初からその蔵書とされてきた資

料群の調査に重点を置いて研究を進めることにしたい。具体的には以下の二点に力を注ぐ。 

①明治維新以降，図書寮創設期にいたるまでの蔵書の動きの解明 

  維新後，それまで京都御所に収蔵されていた皇室所蔵本の一部が東京に移されるとともに，宮内省内に

おいて新たに書籍が収集され，これが図書寮創設期の蔵書となる。この間の蔵書の動きは，宮内省内にお

いて一括管理がなされていなかったこともあり，不明確な点が多いが，出来る限り宮内庁書陵部所蔵特定

歴史公文書等や皇室図書中の関係資料を捜索し，その動きを明らかにする。 

②図書寮外に移管された宮内省旧蔵書や東山御文庫本との関係性の解明 

  ①に関連して，図書寮が設置される以前に東京書籍館（現国会図書館）等へ移管された資料が存在し，

また設置以後についても重複本として京都帝国大学等の機関へ移管されることがあった。さらに京都御所

より東京に運ばれなかった書籍は御物として東山御文庫に収蔵されることになる（東山御文庫本）のであ
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るが，これらとの関係について丁寧に整理しておくことも，図書寮蔵書の動きを解明する上で重要と考え

られる。 

  本研究の実施により，これまで把握されていた以上の数の近世皇室伝来本が宮内庁書陵部に存在してい

たことを解明し，その一方で，従来，安易に近世皇室伝来本と考えられてきた書籍についても，その実際

の伝来過程を明確にすることができる。 

  本研究は，これまで『和漢図書分類目録』段階にとどまっていた宮内庁書陵部の蔵書研究に新地平を拓

くものになると考える。本研究を進めることにより，宮内庁書陵部の蔵書についての理解が進み，それを

用いた研究も活発化することが期待される。また同部所蔵と密接な関連を持つ国立歴史民俗博物館所蔵高

松宮家伝来禁裏本や東山御文庫御物等の禁裏伝来本の研究にも資するはずである。近年，一つの文庫や史

料群を総体として捉えようとする研究に関心が高まりつつあるが，本研究は，そうした研究を下支えする

ことにもつながる。さらに，近代公文書を用いた前近代の史料学的研究という点からも，本研究は一定の

位置を占めることになろう。 

 

２．今年度の研究計画 

 本研究を達成するために必要な作業を，大きく分類すると，次の三点となる。 

①宮内庁書陵部宮内公文書館所蔵の特定歴史公文書等の調査 

  宮内庁書陵部宮内公文書館にて所蔵公開されている特定歴史公文書等の調査を行い，図書寮設置以前の

宮内省における蔵書の動き，また設置後に図書寮でなされた収書の過程がわかる資料を複写して収集し，

分析を加える。 

②宮内庁書陵部所蔵書籍の原本調査 

  ①における調査結果に基づき，書籍の対応関係が不明瞭な場合に，必要に応じて同部（図書寮文庫）所

蔵書籍の原本調査を行う。 

③関連資料所蔵機関の調査 

  書陵部外に蔵される関連資料には二種類存在する。一つは宮内省における蔵書の動きに関する資料であ

る。もう一つは，図書寮に収蔵された蔵書と元来は一体であった蔵書群で，具体的には国会図書館や国立

公文書館・京都大学附属図書館・京都府立総合資料館・東山御文庫・国立歴史民俗博物館などの機関の蔵

書に含まれている。これらの機関および所蔵資料についても可能な限り，調査を行いたい。 

 このうち，本年度はまず，①に力を注ぎ，特に重要な資料については複写収集を行う。全体量の三分の二

程度の調査・収集をめざすことを目標とする。②については宮内庁書陵部所蔵書籍の原本調査に備えて，作

成済みの書陵部所蔵書籍目録データベースの校正を行い，③については関連資料所蔵機関の予備調査を実施

することを目標とした。 

 

３．今年度の研究経過および成果 

 研究計画のうち，①宮内省書陵部宮内公文書館所蔵の特定歴史公文書等の調査については『図書録』『総務

課重要雑録』など明治期の資料を中心に順調に進めることができた。この中で特に注目される資料は文学御

用掛旧蔵『吹上御文庫書籍目録写』という資料である。分析の結果，同資料は明治８年頃に作成された「吹

上御文庫」の書籍目録で，同文庫には明治７年に京都御所より回送された旧京都御所本が収められていたこ
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とが判明した。これによって明治８年段階における東京に回送された旧京都御所本の姿をかなり明らかにす

ることができる。現在，この『吹上御文庫書籍目録写』に関する翻刻ならびに調査研究を活字化する準備を

進めている。 

 またこの目録に基づいて②宮内庁書陵部図書寮文庫所蔵書籍の原本調査を開始できたことも挙げておきた

い。これはまだ手をつけ始めたばかりであるが，「御所本」と呼ばれている資料のみならず，「御歌所本」や

在来本の中にも旧京都御所本が存在することが明らかになりつつある。 

 第三の課題として，旧京都御所本関連資料を有する機関についての調査を挙げていたが，これについては

その予備的調査を開始したばかりであり『吹上御文庫書籍目録写』と書陵部所蔵特定歴史公文書等の調査に

よって，従来把握していた以上に外部機関に移管された旧京都御所本が多いことが判明した。この中には火

災によって焼失し，現存しない資料も含まれており，すべてを把握することは難しいことが予想されるが，

今後，具体的調査をおこない，できる限り旧京都御所本の把握に努めたい。 

【発表論文等】 

小倉慈司「「高松宮家伝来禁裏本」の形成過程」『国立歴史民俗博物館研究報告』178 2013年 

小倉慈司「行類抄」『内閣文庫所蔵史籍叢刊』古代中世篇４ 汲古書院 2012年 

 

４．研究組織 

◎小倉 慈司 本館研究部・准教授 

 髙田 義人 宮内庁書陵部編修課・主任研究官（研究協力者） 

 髙田 宗平 本館非常勤研究員（研究支援者） 

 

（５）基盤研究（C） 

   「職人技術における伝統の保持と近代化に関する研究 

   ─「手作り」を視点として─」2012年度～2016年度 

    （研究代表者 小池 淳一） 

 

１．目 的 

 本研究は，伝統産業の近代化・工業化と伝統的・個人的技能との関係性を「手作り」という観念の位置づ

けを糸口に分析しようとするものである。一般に工業化の進展に伴い，個人的技能は淘汰され規格化される

と考えられがちであるが，実際はそうではない。伝統産業においても技術の細部においては個人の経験に基

づく卓越した技能が根幹をなし，それらは「手作り」あるいはそれに類する表現で流通・消費の場面でも協

調される。本研究は現代の伝統産業に内包される個人的技能を複数の業種の中から横断的に抽出し，その様

態と相互の関連性を明らかにする。 

 

２．今年度の研究計画 

 十名直喜は『現代産業に生きる技』（勁草書房，2008年）において，個々の職人が保持している技能を普遍

的にとらえる視点として「型」という見方を提示したが，これは静態的な捉え方にとどまる憾みがある。ま

た竹内常善らは，個人の技術や技能が近代化のなかでも大きな意味を持つことを聞き取りや史料から明らか
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にした（竹内常善・阿部武司・沢井実編『近代日本における起業家の諸系譜』（大阪大学出版会，1996年）。

こうした従来の研究成果に対して，本研究では現代における職人の伝統技術をとらえるために画像や動画を

積極的に用いて，動態的で非言語的な資料の分析を現代社会における伝統産業を対象として行う点が方法的

には新しく，特色といえよう。 

 初年度である平成24年度には研究代表者の小池が西日本の木工業の調査を東日本のそれと比較しながら進

める。日本列島の東西で用具とその呼称には差異があることが従来，指摘されており，それを確認しつつ，

実際の用具の使用法，職人の身体所作，技術の評価と継承などに留意しながら調査を進める。 

 分担者の青木はこれまで蓄積してきた酒造業に関する調査成果をもとに醸造業の調査を行う。その際には

日本海岸と太平洋岸との地域性に基づく差異に留意し，そうした差異の様相と個々の職人の伝統技術との関

わりについて調査を行い，データを蓄積する。 

 こうした列島内における伝統技術をめぐる差異を初年度の調査で意識し，具体的な資料を蓄積することで，

職人が保持してきた伝統技術の様相とそれを支え，また必要としてきた地域における評価や特徴を把握する

ことができよう。 

 調査にあたっては職人集団の置かれている地域的な文脈，とりわけ伝統産業の位置づけに注意を払い，地

域性をとらえるとともに，流通や消費圏の拡大によって遠隔地にまで評価が広がり，その結果として，伝統

技術が地域性を喪失したり，遠隔地に飛び火的に伝播する場合があることに留意する。こうした地域性とそ

れを超克する条件を整理することが初年度における留意点である。 

 

３．今年度の研究経過 

 西日本における木工業，とりわけ筆記具の生産に関する聞き取り調査および参与観察調査を行った。また

関連する書籍，とりわけ職人技術の伝統に関する言説分析の素材と手法に関する研究成果を改めて検討し，

従来の職人や小規模の製造業における研究上の視点の死角を抽出するように努めた。 

 また第４展示室（民俗）のリニューアルに従事するなかで得られた知見を当研究にも積極的に取り組むよ

うに努めた。具体的には陶磁器，金物製造，大工，船大工，屋根葺きなどである。これらの職人たちの技術

は必ずしも「手作り」を標榜しないものも含まれているが，実際には伝統的な技術の継承と近現代社会にお

ける応用という面で当研究の問題意識と響き合う面が少なくない。その点からこうした職人たちの記録や製

造物，聞き書き資料に関する調査検討も行ってきた。 

 

４．今年度の研究成果 

・「手作り」意識の可塑性解明の必要性。 

・筆記具を中心とする木工製品の作業過程の把握。 

・陶磁器，桶樽，金工業における作業過程の近代化と再編過程の把握。 

・日本宗教学会（2012年９月，皇學館大学），日本民俗学会（同年，10月）において関連する研究発表を行った。 

 

５．研究組織 

◎小池 淳一 本館研究部・教授 

 青木 隆浩 本館研究部・准教授 
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（６）若手研究（Ｂ） 

   「日本中世漢籍受容の歴史的研究」2012～2015年度 

    （研究代表者 髙田 宗平） 

 

１．目 的 

 日本中世漢籍受容の歴史的研究は，近年，活発な状況とは言い難い。このような状況に鑑み，日本史学，

日本文学，中国哲学，東洋史学，書誌学・文献学の諸分野からの研究成果を有機的に活かし，「漢籍受容史」

の新構築を目指し，日本中世漢籍受容の変遷の概要の把握を目的とする。 

 漢籍受容の変遷を跡づけるには，（ａ）漢籍を受容した人物・階層，（ｂ）受容した漢籍の名称，（ｃ）受容

した漢籍の性格・系統，等を考察し，総合的に研究する必要がある。本研究では，中世の漢籍を対象とし，

以上を解明する。 

 

２．研究計画 

 中世の禁裏・仙洞御所周辺に於ける漢籍受容・漢学講究の研究の一環として，鎌倉時代後期の花園天皇の

漢籍講究・談義の諸相を考察する。『花園天皇宸記』から，花園天皇が講究・談義した漢籍，講究・談義に際

して交流した人物等を抽出し，データ化を図る。 

 中世寺院に於ける漢籍受容・漢学講究の研究の一環として，大阪府河内長野市の天野山金剛寺所蔵漢籍及

び準漢籍，神奈川県立金沢文庫保管の称名寺聖教のうち漢籍の引用文が認められるものについて，できるだ

け原本調査を行い，書誌事項等の基礎データを収集する。 

 

３．今年度の研究経過 

 『花園天皇宸記』から，花園天皇が講究・談義した漢籍，講究・談義に際して交流した人物等を抽出し，

データ化を図っている。 

 金剛寺所蔵漢籍及び準漢籍，神奈川県立金沢文庫保管の称名寺聖教，京都大学総合博物館所蔵勧修寺家文

書，館蔵漢籍及び廣橋家旧蔵記録文書典籍類の調査を実施し，書誌事項等の基礎データを収集した。 

 

４．今年度の研究成果 

 『花園天皇宸記』を基に，花園天皇が講究・談義した漢籍，講究・談義に際して交流した人物等のデータ

化を図っている最中である。 

 金剛寺所蔵漢籍及び準漢籍の書誌概要については基礎的研究として，報告する準備を進めている。 

 また，本研究の成果の一部を活かし，下記の２本を公表した。 

○「曼殊院門跡所蔵『論語総略』影印・翻印」（『国立歴史民俗博物館研究報告』175集，2013年１月） 

○「叡山文庫真如蔵所蔵『台宗三大部外典要勘鈔』諸本書誌解題稿」（『人文科学』18号，2013年３月，大東

文化大学人文科学研究所） 

 

５．研究組織 

髙田宗平 本館・外来研究員 
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（７）特別研究員奨励費 

    「炭素14年代法による韓半島青銅器時代の編年体系の構築」 

    2012〜2013年度 

   （研究代表者 坂本 稔，研究分担者 李 昌煕） 

 

１．目 的 

 炭素14年代法による，韓半島の青銅器時代の実年代と編年体系の新構築を目的とする。韓半島を介在した

文化や技術の伝播により，東アジア各地域での考古学的な併行関係が確認されている。炭素14年代法による

弥生時代の開始年代を青銅器時代と関連づけるため，同一の方法論を併行する青銅器時代に適用する。また，

青銅器時代早期と関わる中国資料の炭素14年代との比較分析を行い，東アジアの中での弥生時代，青銅器時

代の位置づけを図る。これにより韓半島の青銅器時代における，実年代に基づく高精度の編年体系を構築す

る初めての試みになる。また日韓それぞれの国内で議論の続く弥生時代の開始年代，および両国にまたがる

青銅器時代の年代観に合意点を導きだす手がかりとなる。得られた編年体系を基盤として周辺地域の遺物を

比較することで，紀元前一千年紀の日韓交渉史にみえる出来事を遺物や文献と整合させ，より正確な歴史叙

述を進めることができる。 

 以上の一連の作業は考古学者が自然科学的な方法で実年代を獲得するための手引きとなり，炭素14年代法

の活用の進展が期待される。自然科学的な分析法に対する考古学者の認識の変化にも寄与できる 

 

２．今年度の研究計画 

 弥生時代開始期に当たる韓半島青銅器時代中期あるいはより古い早・前期の資料目録を作成し，炭素14年

代および測定用試料を集める。特に最近新しく調査している資料を中心に調査を行い，韓国の埋蔵文化財セ

ンターとの交渉の上で試料をサンプリングする。測定結果に基づいて，弥生時代の実年代と比較しながら考

古学的な分析を加えて，併行関係や編年体系を構築する。この結果に対して青銅器時代の著名な国内外の研

究者を招聘し，考古学的な解釈と自然科学的な結果を融合・議論する研究会を開催して，その成果を，最終

目的を果たす原肥にする 

 

３．今年度の研究経過 

 まず，現時点までAMS-炭素14年代測定法によって測定された韓半島青銅器時代早期の炭素14年代を集成す

ることができた。年代を測った試料が出土したそれぞれの遺跡や遺構の考古学的な物質資料の検討を行ない，

遺構・遺物による型式学的の相対編年および堆積層位などによる相対編年と炭素14年代との整合性を確かめ

た。 

 また，炭素14年代測定用の新しい試料として，韓国の海南郡谷里貝塚遺跡の動物骨をサンプリングするこ

とができた。資料を所蔵している国立木浦大学校博物館で現地調査を行ない，貝塚のⅠ 〜Ⅴ期層から２点ず

つ10点のシカやイノシシの骨をサンプリングした。 

 一方，より新しい時代の試料もサンプリングすることができ，青銅器時代に後続する時期の炭素14年代と

も比較できるようになった。韓国の金海大成洞古墳博物館と釜山大学校博物館で現地調査を行ない，大成洞

と福泉洞古墳から出土した人骨と漆を炭素14年代測定用試料としてサンプリングした。 
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 国内では板付遺跡や吉野ヶ里遺跡および福岡・佐賀に所在する博物館で韓半島の青銅器時代に併行する弥

生時代の土器資料の調査を行った。 

 

４．今年度の研究成果 

 炭素14年代測定を行ない，今年度にサンプリングした試料の炭素14年代測定結果が全部得られた。炭素14

年代測定は科学研究費基盤研究（B）「日韓古代人骨の分析化学・年代学的研究と三国時代の年代」（代表：藤

尾慎一郎）における調査に合わせて実施した。 

 また，炭素14年代を集成した青銅器時代早期の暦年代を推定することができ，青銅器時代の開始年代や前

期との転換時点も把握した。 

 来年度末まで，以上の一連の成果を含め，青銅器時代を中心とした先史時代の編年と暦年代を構築し，本

として出版するため，研究チームをつくり，2013年４月13日〜14日に「韓国先史時代の暦年代」というテー

マに国立歴史民俗博物館で学術発表会を開催した。この発表会によって，韓国の先史時代に対する新しい年

代観を確かめることができ，これから各時代の原稿を備え，来年度末まで出版する計画である。そこに新し

く測定した試料の炭素14年代や弥生時代の新年代も踏み込んで比較検討も行う。 

研究論文としては「放射性炭素年代からみた皇南大塚南墳と須恵器の実年代」（『古文化』第79輯，2012.６刊）

を発表した。 

 

５．研究組織 

 李 昌煕  本館・外来研究員 

 

（８）研究成果公開促進費（学術図書） 

   「現代日本漁業誌」2012年度 

    （研究代表者 葉山 茂） 

 

１．刊行物の概要 

 本書の目的は，戦後70年にわたる日本の漁業の変遷を人びとの生活世界に注目して論じ，現代の産業とし

ての漁業を主な生業とする人びとが現代にどのような生業活動を営んできたのかを人を主語とした資源利用

誌の視点からとらえなすことである。上記の目的を論じるために，本書では漁業のなかで人びとは①どのよ

うに生業活動を営み，②どのように生計を立てるうえで必要な自然資源を選びとり，③自然とどのように関

わってきたのかという３つの問いを立てて検討した。この３つの問いはそれぞれ①地域社会，②漁業者集団，

③個人がどのように自分のまわりの自然と関わってきたのかを検討するものであり，これらを検討すること

を通じて人びとの自然に対する重層的な関わりを論じた。検討にはそれぞれ①青森県の小泊村（現・中泊町

小泊）と佐井村，②長崎県小値賀町，③愛媛県宇和島市における参与観察と聞き取りの調査から得たデータ

を用いた。 

 戦後の70年は産業としての漁業が効率化と増産のために新しい技術や機械などを貪欲に取り入れてきた時

代であるが，その営みはしばしば自然と人の関わりが希薄化する過程として論じられてきた。しかし以上の

検討から産業としての漁業を人びとの生活世界からとらえ直すと，戦後の70年の漁業の展開は人びとが経験
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をもって生業世界を更新し，生業の世界を広げていく過程であったことが明らかになる。そしてこの結論か

ら，日本の漁業の未来を検討する上で，生活世界に再度注目することの重要性を論じた。 

 

２．成 果 

 2013年２月28日に「現代日本漁業誌」に副題「海と共に生きる人々の七十年」を付した上で，『現代日本漁

業誌─海と共に生きる人々の七十年』として株式会社昭和堂より無事，出版に至った。 

 

３．研究組織（研究分担者） 

 葉山 茂  本館研究部・機関研究員 

 

（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 

 名古屋大学大学院の中塚武教授による，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

の比較という新しい年輪年代によって，年代の確定し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）の測定を行い，両者の比較を行う。引き続き，紀元前

後の樹木年輪の確保と測定を実施し，考古学的な事象と比較の上検証を行う。 

 

３．今年度の研究経過 

 ２つの古墳出土木棺から採取した柱状試料の測定を終了した。また，10年前にオランダ・グローニンゲン

大学で測定された長野県宮田村で得られた埋没樹の再測定を行った。当時は10年輪を１単位として炭素14年
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代が測定されたが，その精度・確度が十分でなく，較正曲線の微細な比較が難しかった。今回は５年輪ずつ

を測定に供し，高精度でのAMS-14C測定を実施した。年輪年代の確定した試料として，他に長野県遠山川河床

で得られた埋没樹の測定も行ったが，試料調製に起因すると思われるばらつきがあり，十分な精度・確度が

得られなかった。 

 年輪年代の付されなかった試料として，前年度に測定された試料とは別個体の白頭山埋没樹の測定を実施

した。これは昨年度認識されていた，白頭山周辺における較正曲線からのずれを確認するためのものであっ

たが，やはり試料調製に起因すると思われる測定結果のばらつきが認められ，検討は十分でない。 

 

４．今年度の研究成果 

 ２つの古墳出土木棺試料と宮田村埋没樹の測定から，150BCからAD125，ならびに一部欠損があるものの

AD336からAD640にかけての炭素14年代を，高い測定精度で得ることができた。特に木棺試料には200年程度の

重複があり，その間の炭素14年代はほぼ挙動を同じくしている。ところが重複期間は短いものの，AD100前後

の両者の同調関係は乱れ，箱根・長野の埋没樹との関係も良好でない。２世紀は日本産樹木の炭素14年代が

IntCalから顕著に乖離する時期であるが，同時に日本列島内においても大気中の炭素14濃度が不均一であっ

たことを示唆する。 

 宮田村埋没樹は全体的にやや古い方向にずれる印象はあるものの，特に５世紀から６世紀前半にかけて

IntCalからのずれが確認された。このことは，IntCalによる較正では６世紀前半とされる韓半島の試料が100

年ほど古い年代を与えた例と整合的である。すなわち，当時の大気中の炭素14濃度が日本列島（長野）と韓

半島（南部）で同じ挙動を示していた可能性を示唆する。 

 

５．全体の研究成果 

 本研究は古墳開始期前後の日本版較正曲線の作成を目標としたが，結果的に未達成のまま研究期間を終え

ることとなった。一つには，年輪年代の確定した当該期の試料の確保が困難だったことがある。この点に関

しては，年輪セルロースの酸素同位体比の変動パターンによる新しい年輪年代法が提案され，今後は広葉樹

などを含む対象資料が飛躍的に増加することが期待される。また，得られた試料を「高精度に」測定する点

にも課題を残した。測定された試料のいくつかは，較正曲線IntCalからの乖離を議論するには十分な精度が

得られなかった。多くは測定試料の調製法に問題があったと考えられ，測定には系統的かつ組織的な取り組

みが求められる。 

 高い精度で得られた測定結果からは，大気中の炭素14濃度に関する地域間効果が予想以上に複雑であった

ことが浮き彫りとなった。当初，韓半島南岸の古村里遺跡出土の木柱の測定から，１ 〜２世紀における地域

間効果が日本列島と韓半島とで異なっていたと推察したが，今年度実施した４ 〜５世紀の日本産樹木の測定

結果は韓半島の試料の年代と整合的であり，地域間効果の類似性を示すこととなった。２世紀については古

墳木棺試料，箱根埋没樹，長野埋没樹とも微妙に異なる変動傾向にあり，IntCalが平坦な時期と相まって大

気中炭素14濃度が不均一であった可能性がある。一方，４〜５世紀は日本産樹木に見られる変動が韓半島で

も観測される可能性があるが，当該期の韓国産試料が未測定であり，今後の課題として残されている。 

 樹木年輪に観測される，日本列島周辺の大気中炭素14濃度のIntCalからの乖離は，南半球からの炭素14濃

度の低い大気の進入が要因と予想される。それが東アジア地域のどこまで広がっているかについて，白頭山
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埋没樹の測定結果が参考になると思われる。当該期の日本産樹木の測定が不十分で結論は尚早だが，白頭山

埋没樹に見られる乖離は日本産樹木と同様，IntCal曲線の形状と相関性が見られる。すなわち，北半球の高

緯度地域で炭素14濃度が減少に向かう時期に乖離が大きくなり，増加に向かう時期はIntCalに沿った形とな

る。炭素14濃度が全球的に減少に向かう時期は大気圏上層における炭素14の生成速度が低下する時期，すな

わち太陽活動が強まり銀河宇宙線の影響が小さくなる時期に相当する。太陽活動と東アジアモンスーンの活

動が相関するのであれば，較正曲線IntCalの形状と東アジア地域の大気中炭素14濃度の乖離が調和的である

ことを説明しうる。 

 いずれにしても本研究による日本産樹木の炭素14年代測定は未だ不十分であり，「日本版」較正曲線の作成

には至らなかった。しかしながら，IntCalからの乖離が他の東アジア地域にも可能性があること，その要因

がモンスーンの影響と推定され，その活動が太陽活動，すなわち全球的な気候変動と連関する可能性を示せ

たことは一つの成果であろう。今後対象を東アジア地域に拡げ，樹木年輪の精度の高い炭素14年代測定の蓄

積が必要である。 

 

６．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 

 

（10）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での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・銭貨などの出土

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国

立歴史民俗博物館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

う。特に，本年度は，本研究課題の中間報告として，12月に歴博国際シンポジウム「古代日本と古代朝鮮の
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文字文化交流」の開催をめざし，６世紀代の城山山城木簡と12～13世紀代の高麗沈没船木簡・竹札の実物資

料調査を実施する。 

 また，国内においては，今年度は前年度に引き続き，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の文字資料調査に伴う出土直後

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回研究会 2012年６月２日（土） 国立歴史民俗博物館 

 平川 南 今年度計画について 

 橋本 繁 「高麗沈没船木簡・竹札について」 

 小倉慈司 「藤貞幹の古代朝鮮への関心」 

 武井紀子 「兵庫県 吉田南遺跡出土木簡について」 

第１回調査・第２回研究会  2012年８月５日（日）～９日（水） 韓国・昌原，木浦 

 韓国昌原の韓国国立伽耶文化財研究所において，城山山城木簡の実見調査および検討会を行った。また，

城山山城の現地調査を実施し，木簡出土遺構を確認し，山城の立地と全体像について知見を深めた。 

 さらに，韓国木浦の韓国国立海洋文化財研究所において，高麗沈没船出土木簡・竹札の調査を行った。博

物館の展示で沈没船からの木簡・竹札の出土状況，共伴の高麗青磁などを把握するとともに，木簡・竹札の

実見調査およびその後の検討会で釈文の再検討を行った。 

第３回研究会   2012年10月28日（日）国立歴史民俗博物館 

 武井紀子「城山山城木簡 2012年８月調査について」 

 橋本 繁「高麗沈没船木簡・竹札の調査成果」 

歴博国際シンポジウム 2012年12月15日（土），16日（日）イイノホール 

「古代日本と古代朝鮮の文字文化交流」 

12月15日（土） 司会  田中史生（関東学院大学） 

    開催挨拶・趣旨 平川 南（国立歴史民俗博物館長） 

    基調講演    金 英媛（韓国国立文化財研究所長）「新安海底沈没船の陶磁器」 

    研究報告    林 敬煕（韓国国立海洋文化財研究所）「高麗沈没船貨物票木簡」 

    研究報告    市 大樹（大阪大学大学院）「都の中の文字文化」 

    研究報告    三上喜孝（山形大学）「古代地方社会と文字文化」 

12月16日（日） 司会  小倉慈司（国立歴史民俗博物館） 

    研究報告    梁 淑子（韓国国立扶余文化財研究所）「咸安城山山城の発掘調査と出土木簡」 

    研究報告    李 鎔賢（韓国国立春川博物館）「近年発見された韓国古代文字資料の概要」 

    研究報告    犬飼 隆（愛知県立大学）「古代日朝における言語表記」 

    研究報告    山口英男（東京大学史料編纂所）「正倉院文書に見える文字の世界」 
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    研究報告    李 成市（早稲田大学文学学術院）「古代日朝文化交流」 

    シンポジウム「古代日本と古代朝鮮の文字文化交流」（司会 平川南） 

      宋 義政（韓国国立中央博物館考古歴史部長），林 敬煕，梁 淑子，李 鎔賢，市 大樹， 

      三上 喜孝，犬飼 隆，山口 英男，李 成市，神野志 隆光（明治大学大学院） 

第２回調査 2012年12月19日（水）～21（金） 福岡市文字資料調査 

 太宰府市文化ふれあい館において，本年６月に公表された大宰府国分松本遺跡出土木簡を実見調査し，そ

の後検討会を開いた。本木簡は，七世紀後半の戸籍に関連するものであり，古代日本の籍帳制成立の解明に

非常に重要な資料である。さらに，福岡市埋蔵文化財センターにおいて，元岡桑原遺跡第20次調査出土木簡

と元岡G6号墳出土鉄刀，鴻臚館木簡を実見調査した。 

第４回研究会 2013年2月11日（月） 国立歴史民俗博物館 

  田中史生「12月九州調査の成果報告」 

 

４．今年度の研究成果 

 本年度は，中間報告として，研究者のみならず広く市民を対象とした歴博国際シンポジウム「古代日本と

古代朝鮮の文字文化交流」を開催した。歴博での研究会では，シンポジウムで発表される城山山城木簡と高

麗沈没船木簡を８月に調査するにあたっての予備準備および調査成果の公表を行い，メンバーによる意見交

換を行った。 

 シンポジウムでは，韓国国立中央博物館・韓国国立文化財研究所の協力のもと，韓国の考古学・古代史を

牽引する研究者からの報告を得た。これらの報告およびシンポジウムでは，韓国における古代木簡の最新成

果が公表されたとともに，古代から中世にかけての日韓の文字文化交流の一端を明らかにすることができた。

両日とも多数の参加者（計783名）から意見・質問が出され，古代文字文化に対する関心の深さがうかがわれ

た。 

 さらに，今年度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。調査対象

とした太宰府市国分松本遺跡・福岡市元岡遺跡群は，福岡県北部に位置し，古代朝鮮からの文化の窓口とな

った地域である。これらの遺跡から出土した木簡は７世紀後半代のもので，古代国家の諸制度形成を考える

上で重要な資料であると位置づけられる。前年度の久留米市・小郡市における資料調査に続き，福岡県内の

主要な遺物を網羅的に調査することができた。 

 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1,100枚のデータ化を終了させた。 

 

５．研究組織 

 李  成市 早稲田大学文学学術院・教授      犬飼  隆 愛知県立大学文学部・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 
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 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 武蔵大学人文学部・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 

 

（11）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，肥前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，フランス国内に現存する日本漆器・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。当初予定し

ていたポーランド・ロシアの調査については，所蔵機関との調整をおこない，次年度に実施することとした。 

 

３．今年度の研究経過 

 2013年３月10日～21日フランス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 

［パリ］ヴィクトール・ユゴー記念館（中国風室内装飾の調査）・カルナヴァレ美術館（漆器・磁器・シノワ
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ズリパネル等の調査）・ルーブル美術館（シノワズリの調査）・パリ装飾美術館（磁器の調査）・ジャ

ックマール＝アンドレ美術館（磁器の調査）・ニシム＝ド＝カモンド美術館（磁器および漆器の調査） 

［ディジョン］ディジョン市立美術館（日本製漆器・磁器の調査），マニアン美術館（漆器・磁器の調査） 

［セーヴル］セーヴル国立陶磁美術館（陶磁器の調査） 

［フォンテーヌブロー］フォンテーヌブロー宮殿（中国博物館の調査） 

［ヴェルサイユ］ヴェルサイユ宮殿美術館（日本製漆器および磁器の調査） 

［シャンティイ］シャンティイ城（陶磁器およびシノワズリの調査） 

［その他］ヴォー・ル・ヴィコント城（日本製磁器・漆器の調査） 

 

４．今年度の研究成果 

 フランスにおいて，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。フランスにおいては，現存する磁器室の例は確認できなかったが，18～19世紀のシノワズリ室内

装飾の実例および漆器・磁器コレクションの調査を通じて，多くの新知見を得た。 

 

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 

 

（12）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。具体的には調査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ことを考えている。 
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２．今年度の研究計画 

 新規に入手した埋葬人骨の考古学的属性および人類学的所見を統合して，実際の分析を行うことにする。

このために，現在調査中の保美貝塚出土盤状集骨墓の完掘を行い，人骨の整理をすすめ，形質の記載をおこ

なう。これと並行して，同位体・遺伝子分野の研究も推進する。 

 

３．今年度の研究経過 

考古学協会セッション 2012年５月27日（日） 立正大学３号館３階335教室 

「考古学と人類学のコラボレーションによる遺跡研究の試み─愛知県保美貝塚を事例として─」 

  山田康弘「趣旨説明」 

  増山禎之「保美貝塚における遺跡景観の復元」 

  設楽博己「保美貝塚における「盤状」集骨墓の検出状況」 

  山崎 健「保美貝塚の動物遺存体」 

  米田 穣・太田博樹・日下宗一郎・覚張隆史・小山荘太郎「保美貝塚出土人骨・獣骨の分析」 

第１回発掘調査 2012年７月25日（月）～８月31日（火） 愛知県田原市・保美貝塚 

  愛知県田原市保美貝塚において，盤状集骨墓の発掘調査を行う。 

第１回研究会 2012年12月22日（日） 東京大学法文１号館 

  山田康弘 「2012年度７～８月における発掘調査の概要」 

  米田 穣 「保美貝塚出土人骨における同位体分析」 

  太田博樹 「保美貝塚出土人骨におけるDNA分析」 

  水嶋崇一郎「保美貝塚より新規に出土した個体埋葬人骨の形態学的所見」 

第２回発掘調査 2013年２月27日（水）～３月23日（土） 愛知県田原市・保美貝塚 

  愛知県田原市保美貝塚において，土坑墓周辺の発掘調査を行う。 

 

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。また，土坑墓

の底面からも二連となった盤状集骨が出土した。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。 

 

５．研究組織 

全体統括：山田康弘（研究代表者：本館研究部・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） 
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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（本館研究部・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・准教授） 

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） 

 

（13）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，
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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，家庭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，今年度は正月用品や節句用品にも目を向け，それらと食品産業や家庭生活などの関わりに着目し

た調査をおこう。そのために，近代以降に発行された主要な婦人向け雑誌やスーパーマーケット，食品産業

の社史などを収集し，その変化の過程について分析する。 

 その他，伝統との関わりから化粧品産業やトイレタリー産業について，PR誌や広告，社史等を収集・整理

して，流行の創出による家庭生活の変化について調査を行う。 

Ｂ班（地方文化の商品化） 

 Ｂ班は，課題がまだ数多く残っている炭鉱業や，広島や沖縄の戦跡，沖縄イメージの形成を中心に調査を

進める。炭鉱業については，福岡県宮若市の貝島炭礦をおもな事例として，現在も残っている炭坑跡の調査

と炭鉱があった頃の生活復元を行う。また，その基礎データとして，未収集の炭鉱関係資料を収集し，かつ

昨年度に撮影した貝島炭礦関係資料を整理して分析を行う。 

 広島と沖縄の戦跡については，毎年様々な動きがみられるため，定期的な調査が必要である。また，長崎

についてもマスコミなどにより新たな展開が報道された場合には，現地調査を行う。そして，平和学習との

関係から，基礎資料としてデータの整理を行う。 

 沖縄イメージについては，これまで収集した資料によって伝統的な食や芸能，工芸を幅広く押さえたうえ

で，平均寿命や肥満率，現在の観光メニューなどと比較検討する。そして，残された不明な点について現地

調査を行う。 

 その他，Ｂ班のおもな研究対象地域である五箇山・白川郷や白神山地・屋久島についてもこれまで収集し

てきたデータの整理と分析を進め，必要に応じて現地調査を行う。 

 

３．今年度の研究経過 

Ａ班（都市の消費生活） 

資生堂企業資料館での調査 2012年７月21日（土），７月28日（土） 

 資料の閲覧と撮影 

田中本家博物館（長野県須坂市）での調査 2012年７月23日（月），2013年１月26日（土）・27日（日） 

 文書資料の撮影とスキャニング 
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 モノ資料の撮影と計測，文字情報の記録 

宮崎県綾町での雛行事調査 2013年３月１日（金）・２日（土） 

 綾雛山祭りに関する調査 

高知県香南市での節句行事に関する調査 2013年３月４日（月） 

 節句行事に使用するフラフの調査 

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，ホテル，スーパーマーケット，食品産業の資料収集と整理 

婦人向け雑誌の収集と誌面分析 

おせちや節句に関する資料収集と分析 

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） 

五箇山調査 2012年８月１日（水）・２日（月） 

 旧交通路や廃村の調査 

福岡県炭鉱業の調査 2012年８月４日（水）・５日（木），2013年３月27日（水） 

 貝島炭礦の採炭施設や福利厚生施設に関する聞き取り調査 

宇部炭鉱跡の調査 2013年３月９日（土） 

 日本初の炭礦施設を再利用した資料館（宇部市石炭記念館）の調査 

広島戦跡の調査 2013年３月２日（土） 

 原爆ドーム，広島平和記念公園，観光みやげの調査 

沖縄観光イメージの調査 2013年２月23日（土）・24日（日），2013年３月２日（土）・３日（日） 

 沖縄海洋博や大宜味村，那覇公設市場での調査 

佐賀県佐賀市における佐嘉神社での河童調査 2013年３月８日（金）・９日（土） 

 松原河童社とひゃあらんさん祭り（水難防止）の調査 

金比羅宮の観光資源に関する調査 2013年３月９日（土）・10日（日） 

 金比羅宮での現地調査と琴平町歴史民俗資料館での資料調査 

宮崎市における観光資源の調査 2013年３月16日（土） 

 神話やスピリチュアルスポットの観光化に関する調査 

その他の調査 

 五箇山・白川郷に関するデータ整理 

 炭鉱業に関する組合誌や社史，政府刊行物などの収集・整理と分析 

 炭鉱業と製鉄業に関する統計分析 

 

４．今年度の研究成果 

Ａ班（都市の消費生活） 
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 Ａ班では，今年度も長野県須坂市の田中本家博物館において，引き続き文書資料の撮影とスキャニング，

モノ資料の撮影と計測，目録の作成をおこない，電子データにしてメンバー間で情報を共有化した。さらに，

他の百貨店やスーパーマーケットとの比較分析のため，各社のPR誌やカタログ，社史，絵葉書を収集，分析

した。その結果，三越が学者や文化人を集めて，江戸らしさや伝統的な民俗を商品の中に取り込み，学問的

に権威づけしていった実態を明らかにすることができた。また，同様の手法は，研究の当初から意識してい

た呉服の元禄模様のみならず，子ども服や教育玩具といったジャンルでも採用されていることが確認でき

た。 

 なお，前年度までは呉服や小物類，田中家の消費動向などを中心に調査していたが，今年度は正月用品や

節句用品などにも目を向け，それらと食品産業や家庭生活などの関わりに着目した調査をおこなった。正月

用品の例えばおせちや供え物について調査するには，百貨店やスーパーマーケット，食品産業に関する資料

分析の他に，婦人向け雑誌の誌面分析が有効である。その分析をおこなった結果，明治時代に入って西洋料

理に対する日本料理というカテゴリーが確立されていく中で，プロの料理がおせちのメニューを変え，豪華

にしていったことや，それによって主婦の家事負担が大きくなったこと，さらにはその負担を軽減するため

におせちの既製品化が進んでいったことなどが明らかになった。 

 三越と並んで，新たな消費生活のあり方を提言した企業としては，他に化粧品やトイレタリー，下着など

の大手メーカーがあげられる。そこで，それらの企業に関するPR誌や社内報，社史などを集めて，分析をお

こなった。中でも注目したのは，戦前から西洋風調剤の化粧品製造や子ども服の輸入，洋食の提供など，日

本に西洋文化を積極的に紹介した資生堂である。この資生堂には欧化主義のイメージが強いが，一方で日本

の伝統美を大切にしてきた側面もある。とくにその傾向は1950年代と1970年代に強くみられる。ただし，そ

のような傾向と社会的背景との関わりについては，今後の課題としたい。 

Ｂ班（地方文化の商品化） 

 Ｂ班では，炭鉱業を中心とした近代化遺産，広島や沖縄の戦跡，沖縄イメージの形成，宮崎南国イメージ

の形成などについて調査した。 

 炭鉱業といえば，一般に荒々しい気質の炭鉱夫や貧しい生活がイメージされ，それを払拭するために企業

や行政がこれまであまり記録を残そうとしてこなかった経緯がある。そこで，元炭坑夫への聞き取り調査の

他，社史や労働組合史，労働組合のビラ，労働者による文芸誌などの分析をおこない，小説や映画，写真集

で描かれている炭鉱街の様子と比較検討した。その結果，小説や映画，写真集は刺激的なことを寄せ集めた

結果，背景としている地域や時代が現実からずれていることが判明した。そのような現実と異なるイメージ

への抵抗と，炭礦労働の経験をもつ人々が80代にさしかかっていることが，炭礦の記憶を残す大きな動機に

なっていることも確認できた。 

 広島と沖縄については，記憶と語りに基づいた平和学習の実践から戦跡保存へ移行した背景について調査

をおこなった。基本的に，それは戦争を経験した語り手の高齢化に対応した結果であるが，そのことが地域

における戦跡の位置づけをかえ，広島に至っては土産品等の観光資源にまで影響していることがわかった。 

 さらに，沖縄については戦争の被災地から自然や伝統的な工芸・芸能・食事が豊かなイメージへと移行す

る過程について調査をおこなった。それは沖縄が抱える様々な矛盾と関係しており，例えば伝統食と長寿が

強調される一方で，アメリカンカルチャーの浸透によって高カロリー食が普及し，肥満化が進んでいること

などに反映している。そのような状況に対しては，観光の現場におけるイメージの切り取り方についてさら
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に深く追究していく必要を感じている。 

 

５．研究組織 

 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 

 

（14）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 

   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。 

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

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。 
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（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．今年度の研究計画 

１．美術資料について化学分析を先行し，材質成分の同定やデータ蓄積をおこなう。また材質の状態や混合

による変化を再現画像化するに適した画像分析の手法や条件を検討する。 

２．西洋，東西アジアの顔料・染料・膠着材の収集・採取，および，文献や美術史関係資料などをもとに情

報収集をおこない，記述の調査，精査をおこなう。 

３．天然顔料の原材料を採取していた鉱山など産出地の調査を中心におこなう。 

 

３．今年度の研究経過 

第１回研究会 ３月27日 国立歴史民俗博物館 

 発表：「近世資料の年代測定」（坂本稔） 

    「版木計測による錦絵のデジタル再現」（田屋沙世子 眞鍋佳嗣（千葉大学）） 

    「近赤外線画像による錦絵の天然藍とベロ藍の判別」（鈴木卓治） 

    「錦絵の赤色分析」（鈴木卓治） 

３次元計測錦絵版木撮影 11月14日，３月18日，３月25日 国立歴史民俗博物館 

 

４．今年度の研究成果 

（１）絵画資料の色材と製作技法 

 平成23年度に引き続き，ラマン分光法における分析方法の標準化を行うため，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，データの蓄積を行なった。本年度は前年度の錦絵に加

えて染織資料の測定も実施し，紙以外の支持体を持つ資料においても藍の同定が非破壊・非接触でおこなえ

ることを確認した。加えて，紫外線─可視光─近赤外線領域における分光反射率の測定によって天然藍とプ

ルシアンブルーの判別を可能とするとともに，近赤外線画像の撮影によってプルシアンブルーとその他青色

顔料の判別を可能とした。また赤色顔料については1869年頃に色相が変化することを確認し，同時期にアニ

リン赤が普及したとされる時代背景との一致をみた。また，画像分析による表面状態調査は前年の成果をも

とに最適条件の決定を行ない，撮影時間の短縮を可能とすると同時に錦絵の詞書きを判別可能なレベルにま

で精度を向上させた。 

（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。 
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（３）天然顔料の原料となる金属鉱物の産地推定 

 前年度に引き続き，日本における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。 

 

５．研究組織 

 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 

 

（15）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」 

   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，展示や資料の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ら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―特に正倉院文書の元あった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，昨年度までに実現した方法について，実際の展示に

供し，評価を行う。 

（２）横長資料である紙背文書の表裏の比較表示について，表裏のズレの補正方法を明らかにするとともに，
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仮想的並び替えの際に必要となる文書領域の切り分け手法の高精度化を図る。 

 

３．研究経過 

（１）対応関係が不連続な資料間の比較表示について，昨年度実現した方法を取り入れた閲覧システムを本

館の企画展示「洛中洛外図屏風と風俗画」（2012年３～５月）に適用し，その際に収集した利用記録を分

析し，同方法の評価を行った。 

（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，表裏の

ズレの補正と文書領域の切り分け手法について検討を進めた。本件は，機構連携研究「正倉院文書の高

度情報化研究」（研究代表者：仁藤敦史）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： 

 屏風など同一題材を描いた絵画資料では，描からた対象の位置関係が異なるものがある。この同一の対象

を比較表示するため，昨年度に実現した対応関係が不連続な資料間の比較表示方法を，洛中洛外図屏風歴博

甲本と乙本に適用し，上記の企画展示において公開した。この適用する上での技術的課題を整理し学会の大

会において報告した。また，展示の際に収集した利用記録を分析した。この比較表示は資料の単一の表示に

比べて動作が分かりにくい懸念があったが，同等に使用されていることを明にした。 

（２）横長資料の比較表示： 

 横長の紙背文書として正倉院文書を具体的対象とし，資料のたわみに起因する表裏の画像のズレを補正し

比較するために必要な対応点数を，ズレの誤差との関係として明らかにした。また，正倉院文書を元あった

並びに仮想的に再構成し表裏を比較表示するための前段階として必要な断簡と台紙の領域の切り分けを，色

相に基づいて行う方法が，濃度に基づく方法よりも精度高く実施できることを明らかにした。これらの成果

を，学会の大会において発表した。また，通常の反射光と透過光による画像の重畳比較の実装を行った。 

 

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・准教授 

 徳永 幸生 芝浦工業大学工学部・教授 

 

（16）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，
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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 

（１）世界自然遺産の価値を維持させる政策の提案 

 昨年度に引き続き，入込地点（屋久島空港・宮之浦港・安房港）において，来島者の行動特性（訪問・宿

泊先・観光支出額））を把握する対面式のアンケート調査と，来島者の屋久島に対するイメージ・意識や現状

の管理に対する意向などを質問するアンケート調査を併用し，データを入手する。また，登山道についても，

新植状況や違法刈り払いの状況の状況などを踏まえつつ，情報を収集し，登山エリアの原生状況を把握す

る。 

（２）埋もれている歴史・民俗の再発見 

 廃村での生活経験を持つ高齢者や，第二次世界大戦中に山岳地域に疎開していた高齢者を対象として，ラ

イフヒストリーを記録する。なおそれぞれの調査者は，『生業』，『国有林との関係性』，『自然資源の狩猟・採

取』，などのテーマを設定しながら，情報を収集する。また昨年度に引き続き，宮之浦および安房周辺におけ

る廃村地域の遺構調査も継続して実施する。また昨年度実施できなかった地域においても同様なフィールド

調査を実施する。このほかに，過去のツアー情報誌などで屋久島の観光がどのように把握されて来たかなど

の情報を収集し，現在の屋久島ブームの形成過程を明らかにする。 

（３）事例比較 

 過去において，過剰利用・過剰規制の問題に直面した海外などの事例を訪問し，合意形成をえながら問題

を解決させた過程を把握し，屋久島の事例に適用できるか検討する。 

 

３．今年度の研究経過と成果 

 本年度は，昨年度からの現地調査を継続した。まず，利用者の需要特性については2011年11月，2012年２

月に引き続いて，2012年５月および８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向調査を併用する形でのアンケート調査を実施した。その結果，関東・近畿・中部地方

の来訪者が占める，エコツアー利用率，パッケージツアー利用率がそれぞれ上昇していることがわかり，屋

久島の大衆観光地化がより進んだことが判明した。このほかに，特定の観光地（縄文杉，白谷雲水峡，いな

か浜など）への集中が進み，繁忙期には混雑を実感している観光客が多いことも定量的に明らかになった。 

 歴史・民俗的資源に関する調査は，国有林内にかつて存在していた廃村調査を継続して実施した。その結

果，新たに永田集落周辺，栗生集落上流部の軌道等の遺構を確認した。また宮之浦川にかつて存在していた

森林軌道ならびに集落については，フィールド調査ならびに生活経験者に対する聞き取り調査を重点的に実

施した。その結果，森林軌道の延伸と共に，集落の生産目的が薪炭材からヤクスギ材に移行してきたこと，

労働者の流動性が極めて高いこと，島内への移住に際しては郷里の人的ネットワークが活用されていたこと，

植民地時代に台湾の国有林で働いていた作業員が戦後の引き揚げに際して屋久島の国有林内の集落に移動し

てきたことなどが明らかになった。また，国有林内の炭焼き集落が昭和20年代後半から30年代前半に廃村に
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なると，他の集落（小杉谷や石塚など）に，労働者が移動するなど，屋久島全体の林業システムとして集落

を位置付ける必要性が明らかになった。 

 海外の事例として，アメリカのヨセミテ国立公園や，Golden Gate National Parksでの聞き取り調査を実

施した。この中で，文化的資源を保護地域の中で残すことの難しさや，外郭支援団体であるGGNRA Conservancy

と協働する形でのブランド戦略などが明らかになった。 

 次年度は，現地の研究成果を踏まえつつ，世界遺産地域を含む屋久島全体の持続可能な利用・管理の在り

方を提案する。 

 

４．研究組織 

◎柴崎 茂光 本館研究部・准教授 

 愛甲 哲也 北海道大学大学院農学研究院・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・教授 

 青木 隆浩 本館研究部・准教授 

 

（17）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，今年度はこれまでに欠けていた重要遺跡の調査を
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おこなう。また，個別テーマの調査として，特に石製品製作および石丁場遺跡の調査，南蛮漆器の背景に関

わる調査に重点を置く。 

 具体的には，下記の通り予定している。 

 １．中国山地中世製鉄遺跡の調査 

 ２．中世阿波の生産と流通に関する調査 

 ３．石丁場調査（伊豆相模，小豆島） 

 ４．京都真鍮生産工房遺跡出土の資料調査 

 ５．個別研究報告 

 

３．今年度の研究成果 

 中国山地の製鉄遺跡調査は，近世たたらの技術が中世段階で準備されていたことを明確に印象付けられた。

これは中世の鉄生産技術の変革を捉える上で大変重要な成果である。生産と流通に関する中世阿波の調査で

は，流通拠点としての川西遺跡の出土資料を調査することで，イメージが大きく膨らんだ。流通過程での生

産，加工の様相が，より具体的に分かってきたと言えよう。 

 個別調査としては，石丁場における石割り技術が，特殊な職人技から大量切り出しのための一般的な技術

へと変化しているのではという仮説を立てて矢穴痕跡を調査した。来年度はこの手法でデータを蓄積したい。

南蛮漆器の製作背景については，京都市内の近世初頭の真鍮工房遺跡から，輸入漆を入れたタイやベトナム

の陶器が出土しており，大きなヒントを得た。外来技術，材料，意匠が中世の技術と融合することで製品が

作られていった様子が見えてきた。 

 研究会では，企画展示を踏まえた研究報告をおこなった。報告内容は以下の通りである。 

 松田睦彦・栗木崇「矢穴痕跡の解釈─考古学と民俗学の手法から─」／福島金治「神奈川県津久井市光明

寺所蔵「善宝寺地絵図」と職人」／川口洋平「長崎の町屋と川原慶賀の絵画資料「諸職と道具」について」

／佐々木健策「石臼研究の現状と課題」／鈴木康之「草戸千軒に見る生活の諸相」／齋藤努「日本刀の刀身

製作に使われる技術」／小野正敏「一乗谷コーナー」／大庭康時「博多遺跡群出土資料に見る中世のガラス

技術」／村木二郎「美術工芸と八条院町」／池谷初恵「中世を終わらせた城郭瓦─聚楽第・伏見城の金箔瓦

を中心に─」／川口洋平「外来技術コーナー展示構成案「海を越えた技術・材料・意匠」」／関周一「鉄砲の

製造技術の伝来」／福島金治「「寺社と職人」展示案」／日高薫「南蛮漆器コーナーについて」 

 

４．研究組織 

［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 
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 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 

［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 

 大澤 研一 大阪歴史博物館・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 

 

（18）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」 

   2011～2014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。昨年

度の韓国慶尚南道礼安里古墳群（３世紀～６世紀）につづいて，慶尚北道林堂古墳群出土の人骨や土器付着

炭化物を測定対象とした。林堂古墳群にも武器や武具，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，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，林堂古墳群出土人骨の年代測定を行った。全部で19点のサンプリングを実施。年内に５点の測

定結果を出し，１月５〜６日（土・日）に歴博で開催した齋藤努を研究代表とする基盤研究「日韓における

成洞原料の産地の変遷に関する研究」で報告した。研究会には資料の調査機関である（財）嶺南文化財研究

院の朴升圭院長と禹炳喆調査課長を招へいした。 

 発表タイトルは以下の通りである。 

 朴  升圭 林堂遺跡の発掘調査について 
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 藤尾慎一郎 実年代の求め方 

 李  昌煕 人骨を用いた炭素14年代測定の調査 

 坂本  稔 林堂洞古墳群出土三国時代人骨の年代測定 

 高田 貫太 林堂遺跡の年代測定結果と考古学的年代との関係 

 禹  炳喆 慶山林堂洞古墳群の鉄製武器類を通して見る新羅古墳の年代観 

 山田 康弘 人骨情報による考古学的解釈の可能性 

 齋藤  努 鉛同位体比の最近の調査から 

 

３．今年度の研究経過 

６月５～８日   三韓文化財研究院（蔚珍 竹邊里遺跡新石器時代資料），国立大邱博物館（林堂古墳人骨

サンプリング）。嶺南文化財研究院。釜山市立博物館（蓮山洞古墳人骨など，温泉洞出土

青銅器時代前期木炭サンプリング）。 

８月９日〜12日  東亜細亜文化財研究院（松亭洞，新文里，望徳里出土土器付着炭化物）。校洞7号墳（ウ

リ文化財研究院調査），大成洞古墳。釜山市立博物館（蓮山洞古墳人骨，土器付着炭化物

サンプリング）。 

11月28〜12月１日 釜山市立博物館，大成洞古墳博物館（大成洞古墳鉛同位体比分析用試料サンプリング） 

２月５日〜８日  嶺南大学校博物館（青銅器時代，三国時代の鉛同位体比分析用試料サンプリング）。蔚山

文化財研究院 

第２回研究発表会 2013年１月５～６日 歴博 

レポート「韓国釜山市温泉洞遺跡出土木材の年代学的調査─青銅器時代前期の実年代─」（釜山市博で印刷中） 

 

４．今年度の研究成果 

 追葬が不可能な木槨墓，積石木槨墓からなる林堂古墳Ｇ地区の墳墓から19点を採取して，コラーゲンが抽

出できた６点について年代測定結果を得ることができた。内訳は４世紀中葉１点，５世紀後葉１点，６世紀

前葉４点である。しかし６世紀前葉の４点のうち，３点はコラーゲンが不足していたためか誤差の範囲が大

きかった。 

 コラーゲンの抽出を依頼した東京大学総合博物館の米田譲氏によると，古墳内部は湿潤と乾燥を繰り返す

ため，出土人骨のコラーゲンは劣化したものが多いとのことである。貝塚を備えた礼安里のような特殊な状

況下でないと測定は難しいということであろうか。 

 ４世紀中葉段階に比定された資料の炭素14年代は，1735±30 14C BPで，較正年代は233〜394 cal ADに95.4％

の確率でおさまるので，整合的な値であった。５世紀後葉段階に比定された資料の炭素14年代は1640±20 14C 

BPで，較正年代は485〜532 cal ADに8.7％の確率をもつ。 

 いずれにしても，まだまだ測定数が足りないので，各時期における測定試料の数を増やし，良好な測定値

の蓄積が不可欠である。 

 

５．研究組織 

 李  昌煕 本館・外来研究員 
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 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 

 

（19）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」 

   2011～2014年度 

    （研究代表者 山田 慎也） 

 

１．目 的 

 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は，現在，地域のコンテキ

ストから切り離されて変容し，均質化してきた。これらの要因について，様々な分析がなされてきたが，大

きく以下の四つに整理できよう。まず法令の施行や行政の働きかけ，風俗改良運動や生活改善運動などの影

響などを含む①政治的要因，出産や終末期，医師による死亡確認など生物医療の進展による②医療的要因，

またデパートや葬祭業など，儀礼の商品化による消費文化の進展による③経済的要因，核家族化と地域コミ

ュニティーの変容，地域の過疎化，少子高齢化などによる④社会的要因による変容である。 

 これらの要因は，日本という国民国家形成による動向であり，その作用によって儀礼が均質化している点

で「国民儀礼」ということができる。しかしこれらについては実際には相互に影響を及ぼしあって作用して

いるものの，個別に理解されてきたのであった。そこで，本研究ではその諸要因を分析し，変容の過程を明

らかにしたうえで，相互の関係を総合理論化することを目的とする。民俗学においては，地域性を持つ特有

の儀礼を中心に研究が進められ，地域のコンテキストを離れた儀礼は対象化されにくい状況であった。だが，

現在実践されている民俗を検討するためには，均質化する諸要因を分析検討し総合化することが必要であり，

その動態のなかで，改めて地域の民俗をとらえ直すことによって，現代の儀礼の実態が明らかになる。 

 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。なかでも国民儀礼化した民俗については，地域博物館で体系的，総合的に研究を

し，また資料を収集，展示することは限界がある。そこで本研究は，単にその研究成果を出すだけでなく，

それを資料の体系的収集の指針を構築することとし，多様な成果に発展する点に特色がある。 

 現代の民俗に関する資料は，現代資料同様，過去の歴史史料のようにすでに時間を経て選択されておらず，

すべてを対象化することとなるが，それは不可能であり，そのなかで何を選択するかその指針を得ることは

資料収集のために，きわめて重要であり，同時代研究の資料論にも寄与するものである。 

 

２．今年度の計画 

 本研究を達成するため，以下のようにすすめる。 

Ａ班（政治的要因・医療的要因と儀礼の変容） 
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 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継続して行う。医療

的要因に関しては，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現

地調査を行い，具体的事例とする。 

B班（社会的要因・経済的要因と儀礼の変容） 

 社会的要因については，結婚式の変容に関する資料収集を行い，家族観の変容と結婚式の変遷に対する調

査を引き続き行う。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進める。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引き続き収集分析し，全国的に取り上げられている儀礼等について，整理分析を

進める。 

 

３．今年度の研究経過と成果 

 Ａ班においては，民俗儀礼の変容をもたらす近代の生活改善運動や戦後の新生活運動などに関する資料の

収集分析をはかっていった。例えば生活改善運動については，「生活改善の栞」のなかで，社交に関して結婚

や葬儀，贈答が対象化されていったことがわかった。また特に雛祭りが改善の対象として取り上げられてい

ることなどが把握でき，節供行事の商品化との関係が窺え，さらなる分析が必要であることが明らかになっ

た。また死の医療化についての調査も進んでおり，遺体の清拭が浸透していくにつれ，湯灌が無くなってい

くが，近年，グリーフケア的な側面から，死後処置が見いだされていることを分析した。その際にエンジェ

ルセットと言われる死後処置の器具が重視されていることが判明した。 

 Ｂ班については，神前結婚式の浸透に関して永島婚礼会という移動式神前結婚式を開発した組織の調査を

進めた。ホテルや宴会場等の動向も重要であり，挙式披露宴を連続して行うことで，都市の合理的な儀礼と

して浸透していったことが把握できた。またデパートのさまざまな結婚に関するパンフレットや披露宴を古

くから行っているホテル等の社史を引き続き収集し，分析を行っている。さらに正月料理に関して婦人雑誌

や料理雑誌，また食品メーカーの社史を収拾し，検討を行っている。年中行事の中で観光化した節供行事に

関して，町おこしとして利用されている，大分県日田市の日田天領の雛祭りや宮崎県綾町の雛山行事の調査

を進め，昨年調査を行った徳島県勝浦町のビッグ雛祭りの比較分析を行った。 

 

４．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・教授 

 常光  徹 本館研究部・教授 
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 松尾 恒一 本館研究部・教授 

 原山 浩介 本館研究部・准教授 

◎山田 慎也 本館研究部・准教授 

 

（20）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 

 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 

 昨今の中国の公害問題が意味するように，経済発展が至上目標であるという点はまったく変化がない。中

国において地域社会を維持してきた特徴の一つとして市の存在がある。市を介して地域内で各家庭単位での

参加と「小商い」が可能な市がある程度の自給的な経済活動を維持してきた。そのことが環境保全や地域社



164 

会の生業経済を両立させることに結びついてきたと考えられる。環境保全と生業経済を両立させようとする

ならば，地域社会の生活と経済に深く結びついた市を維持，または復活させる必要があると考えられる。 

 

４．研究組織 

 西谷  大 本館研究部・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 

 

（21）基盤研究（C） 

   「漢代地域圏の学際的研究」2010年度～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 

 第１年次及び第２年次において集積した歴史情報，考古情報，地理情報をとりまとめ，漢代地域圏の実態

を描出することを目指す。いくつかのモデル地域を設定して，華北地域における漢代地域圏の実態を比較す

ることによって，本課題の研究を総括してゆく。こうした研究成果については，研究代表者と研究分担者に

よる国際シンポジウムや外部の研究会発表への出席を通じて，情報発信してゆく予定である。こうした機会

を通じて，本研究の成果についての学術的な評価を問うことにしたい。 

 

３．今年度の研究成果 

 漢代地域圏を評価する上では，マクロな視点とミクロな視点が重要になる。各種情報の蓄積は，本課題3

年間を通じて遂行しえたが，漢代世界は広大な範囲に及び，蓄積された考古情報も膨大な数に及ぶため，本

年度はマクロな視点で漢代の地域社会を検討することに目的を絞り，研究成果の集約に取り組んだ。 

 これまでに集成した地理情報と歴史情報をもとに，主に行政支配拠点である郡県に推定される城郭とその

地理環境を対照した漢代歴史情報地図を作製した。この漢代歴史情報地図をもとに，よりマクロな視点で漢

代の地域社会の実態を検討した。地形利用や領域という視点から地域社会の景観について検討を進め，多様

な自然環境のもとにある個々の地域社会の実像を抽出し，その相互関係に注目して，漢という世界を構成す

る地域圏の様子を検討した。これは，歴史・考古・地理という複合的な視点で，漢代の地域圏を評価するも

のであり，漢代社会を検討する上で議論の基礎となるものといえよう。 
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 この歴史情報地図をもとに，地域圏に対するミクロな視点での検討をおこなった。地域間相互の関係や地

域圏内部の実態，あるいは漢帝国周辺地域との関係などを検討した。個別事例研究の範疇にあるこれらの認

識や視点は，学会発表を通じてその一部を公開した。 

 

４．研究組織 

 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 

 

（22）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

を背景にしているにもかかわらず，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という事態が，ある必然性を伴いながら起こる，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 

 本年は，前年度までの研究の集約を進めると同時に，占領期の主婦連合会の成立背景をめぐり，日本政府

ならびにGHQ／SCAPのインフレと物価抑制を目指す政策意図が，具体的にどのように作用したのかに焦点を当

てた資料調査を実施する。その上で，近現代における市民運動と国家・企業の関係性に関わる分析を重点的

に進め，そのメカニズムを検証する。 

 また，とりわけ1930年代を中心とする婦人運動のうねりのなかで，それぞれの活動家や団体が，国際的な

婦人運動を含む全体構造の中にどのように位置していたのかを，本研究課題のこれまでの研究成果に絡めて

検討する。 

 

３．今年度の研究経過と成果 

 今年度は研究期間の最終年に当たるため，本年度のみならず，本研究課題全体について経過・成果と課題

をまとめておく。 

 本研究では，戦前から戦後にわたって活躍した婦人活動家に関し，とりわけ戦時の「戦争協力」において

「転向」を伴ったものとして把握されがちであることについて，むしろそうした事態を招来する必然性を，

戦時と戦後の政治・社会構造との関連から読み解いた。 
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 大正期から昭和初期にかけて，婦人運動は少なからず，婦人参政権獲得に向けた動きと連動する。奥むめ

おの場合，そこから，より女性の「生活」に即した活動へと進み，女性に対する生活支援や救済に取り組ん

でいく。そのなかには，後に「働く女性の家」と呼ばれることになるセツルメントや託児所の運営，そして

『職業婦人』などの雑誌の出版が含まれる。これは，婦人参政権獲得運動や，共産主義的な運動から離れ，

外形上はより「生活」に即した課題へと関心を深めた結果であった。 

 この，奥が活動の方向性を変えていった1920年代から30年代にかけては，日本国内のみならず，国際的な

婦人運動の連帯が試みられた時期でもあった。例えば，1928年に開催された汎太平洋婦人会議，1930年の同

第二回会議において結成が決められた汎太平洋婦人協会には，日本を含む各国からの代表が参加した。こう

した場において為された議論のなかには，欧米などの白人女性が先導する形での啓蒙・教化という側面と，

先住民などの実情に即した形の方向性の模索と言う，異なるベクトルの交錯があったほか，日本に即して言

えば，中国などの大日本帝国の勢力圏内部の代表団との間の対立・葛藤などを孕んでいた。 

 「婦人」を結節点として国際会議・組織を作ることにより顕在化する，政治と「生活」をめぐる諸矛盾や

連帯の困難さといった，それ自体としてさらなる検討を要する領域の問題と，それら国際運動と日本の間を

つなぐ形になった市川房枝などの婦人活動家，婦人参政権などの政治問題への取り組み，そして「生活」に

根ざそうとするローカルな運動の作り方，という四つのフレームのうち，奥らはひたすら「生活」の場面に

根ざしながらの啓蒙を続けようとした。 

 なお，ここで注意しておかねばならないのは，ここで例に挙げた市川房枝らも，1930年代に東京市の生活

問題に関心を寄せるなど，「生活」の場面に接近しようとする動きを取っており，その限りで言えば，上記三

つのフレームは，明確に活動家や団体の位置を分かつものというよりも，むしろ婦人運動全体の構図を示し

ているに過ぎないということになる。ただそうした構図の中でも，奥が国際的なフレームや，婦人参政権な

ど大文字の政治問題からは距離をとり続けようとしたことは，活動家の動きとしては特徴的なものであった。 

 この地平からの婦人の生活改善を目指す取り組みが伴った婦人に対する呼びかけは，啓蒙的な要素を強く

持つこととなった。その啓蒙性は，市川などの政治問題への関心に根ざすものよりも，さらに人びとの日常

に即した形のものであった。これは，戦時に向かっていくなかで，戦時体制を女性の社会進出と権利獲得の

糸口にしようとする意気込みと，生活者としての女性の要求が行政施策になかなか反映されていかないこと

への批判という，二つのベクトルを持ちながらも，戦時体制と戦争協力を前提とした強い啓蒙へと展開して

いく。 

 その際に，戦時体制そのものへの批判は顕在化しないままとなった。この体制へのラディカルな批判の弱

さと，「女性の要求」を行政に認めさせようとする思考／活動のスタイルは，戦後になってからの消費者運動

に形を変えて持ち越される。そこでは，行政や資本との間に，緊張関係をはらみながらも，決定的な対立や

批判を回避したいささかいびつな「共存」が果たされることになる。そうした構図そのものは，とりわけ高

度経済成長期における，技術革新を前提とした生産性の向上と，その下での「公正な」パイの分配を求める

なかでは，やはり自覚されにくいままとなり，体制や政治との高度な緊張感の欠落は，少なくとも高度経済

成長期を通じて変わらないままとなる。そして，むしろオイルショック以降の社会状況において，消費者運

動が果たすべき，大衆の利害の代弁という役割が見えにくくなるなかで，消費者運動自体が全体社会に対す

る「部分社会」の位置へと移行していくことになる。 

 こうした一連の過程を検証するなかで，「生活」が一見するところ極めて即自的で切実な営みであることと，
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「生活」が不断に多様なポリティクスのさなかに置かれ続けているゆえに作用する「動員」の力との，緊張

関係がそれ自体としては対象化されにくかったことが非常に明瞭になった。しかも，戦時から戦後を通じて，

行政においては，「生活」が政治課題としての比重を増すことで，この対象化がますます困難になった。 

 なお，本研究課題を立案した際には，これらはあくまでも奥らを中心とする婦人運動や消費者運動，ある

いは広めに見ても，日本の婦人活動家に特異な状況であることを想定していた。しかしながら，研究を進め

る過程で，とりわけ戦間期の婦人による国際会議・国際組織を媒介に見直すことで，むしろ日本に特有のも

のというよりも，近代の婦人運動そのものが有していた性格ないし限界である可能性を考えざるを得なくな

ってきた。 

 こうした問題については，フェミニズムに関わる研究のなかで形を変えて議論されているといえ，そうし

た議論を，消費者運動や婦人の救済に関わる生活レベルの運動の構築と関わらせながら，より実証的な歴史

叙述として再構成していく必要が痛感されるに至った。そしてその際，活動家の「主体性」や「思想性」に

帰することをひとまず留保しながら，近現代における私生活領域をめぐる政治の作用として読み解くという

視角が非常に重要となる。 

 本研究では，こうした課題を，少なくとも日本における，「生活」を主題とする婦人運動とそれをとりまく

ポリティクスの連関を捉え，これをとりわけ奥むめおを中心とする活動や思想変遷を通じてまとめなおした。

そしてそこでは，いわゆる「戦争協力」やその後の「転向」を強く方向付ける，「生活」に関わる政治作用を

も明らかにした。ここまでが，本研究の主要な成果ということになる。 

 また同時に，これをさらに国際的な婦人運動の歴史という文脈の中に埋め戻し，フェミニズムに関わる議

論により内在的に連動させる形での更なる研究の必然性を導きだすことにもつながった。この点については，

今後，発展的な研究課題として議論の枠組みを構築しつつ，取り組んでいきたいと考えている。 

 

４．研究組織 

 原山 浩介 本館研究部・准教授 

 

（23）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
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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。 

 

２．今年度の研究計画 

 平成24年度については，宮崎県王子山遺跡から出土した炭化植物遺体と隆帯文土器内面付着炭化物，およ

び鹿児島県三角山Ⅰ遺跡の隆帯文土器の付着炭化物の安定同位体分析を進め，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，2012年８月に中央大学で開催される，第13回

国際花粉学会議（IPC-XIII）・第９回国際古植物学会議（IOPC-IX）合同大会の国際学会や，日本旧石器学会，

日本植生史学会等で研究発表を行う。 

 

３．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２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安定同位体分析 

２）西川津遺跡の弥生時代前期のウルシ材および漆液容器の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）工藤雄一郎．2013．土器出現の年代と古環境─研究史の整理から─．国立歴史民俗博物館研究報告178，

1-55. 

２）工藤雄一郎・坂本稔．2013．西川津遺跡から出土したウルシ材と漆液容器の14C年代測定．「西川津遺跡・

古屋敷Ⅱ遺跡 本文編」335−337，島根県教育委員会． 

【学会・研究会発表等】 

＜口頭発表＞ 

１）工藤雄一郎・佐々木由香・米田恭子・桑畑光博．宮崎県都城市王子山遺跡から出土した縄文時代草創期

の炭化植物遺体．日本旧石器学会第10回大会，2012年６月23日，於：奈良文化財研究所． 

２）Kudo, Y. Utilization of plant foods and the earliest Jomon pottery in the late Glacial Period. 

IPC XIII/IOPC IX 2012, SS29: Use and management of plant resources in prehistoric periods in East 

Asia. Chuo University, 23-30th August, 2012. 

３）工藤雄一郎．隆帯文土器付着炭化物の分析と晩氷期の土器利用．日本植生史学会第27回大会，2012年11

月23・24日，於：アオーレ長岡． 

 

４．研究組織（研究分担者） 

 工藤雄一郎 本館研究部・助教 
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（24）若手研究（Ｂ） 

   「残存デンプン粒分析を用いた縄文時代の植物利用に関する 

   分析学的研究」2011～2013年度 

    （研究代表者 渋谷 綾子） 

 

１．目 的 

 縄文時代の植物利用に関する研究では，対象とする植物の種類によって利用実態の解明度に大きな差が生

じている。遺跡におけるクルミやクリなどの堅果類の出土例に比べて，ワラビやユリなどの鱗茎・根茎類の

出土例は少ない。堅果類のように堅い外皮や殻をもたない鱗茎・根茎類は，どの植物部位も土壌に分解され

やすい性質をもち，しかも花粉を飛ばさない植物であるため，種実や花粉など具体的な証拠として遺跡から

検出されることが非常に少ないのである。そのため，縄文時代の植物利用に関する研究では，検出事例の多

い特定種類の植物に研究対象が偏重する傾向にあり，鱗茎・根茎類の利用の実態についてはほとんど確証が

得られていない。 

 一方，1990年代以降，植物の構造体であるデンプン粒の分析にもとづく新たな研究の試みが，考古学調査

においても開始された。この残存デンプン粒分析は，遺跡土壌や遺物の表面から当時の人々が利用した植物

の痕跡であるデンプン粒を検出し，過去の植生や人間の植物利用を解明する研究手法である。日本の考古学

研究においても，残存デンプン粒分析はこれまでの種実や花粉，珪酸体などの研究や民俗考古学的な研究で

は論及できなかった部分を解明する新しい方法として着目され，近年本格的に取り組まれ始めた。 

 現在，旧石器時代から弥生時代までの遺跡において，石器や土器の付着物，遺跡土壌から残存デンプン粒

の検出が報告されている。これらの調査結果では，種実などの植物遺体では解明できなかった，縄文時代の

鱗茎・根茎類利用を解明するにあたって，残存デンプン粒分析が極めて有効であることが提示されている。 

 しかし，検出された残存デンプン粒から「何の」植物が「どのように」加工されたのか，残存デンプン粒

の由来する植物が石器や土器の機能・用途とどのように関係しているのか，また，縄文時代の人びとが植物

の種類によってどの加工・利用方法を選択していたのか，これらの諸点について十分に議論されているとは

いえない。 

 本研究の目的は，縄文時代の遺跡から出土した石器や土器の付着物に含まれる残存デンプン粒を分析する

ことによって，縄文時代の植物利用の実態を明らかにすることである。具体的には，植物の加工具とされる

石皿や磨石類，植物を煮炊きした痕跡である土器着植物遺体について残存デンプン粒の検出を試み，石器や

土器の加工対象となった植物を検討する。植物の加工具とされる石皿や磨石類，および土器に付着した植物

遺体に対して残存デンプン粒分析を重点的に行うことは，残存デンプン粒の由来する植物の種類を解明する

だけでなく，デンプン粒から特定された植物の種類別に，石器や土器の器種，あるいは付着部位と対比する

ことで，これらを用いた植物の加工・利用方法を復元することが可能となる。 

 

２．今年度の研究計画 

 2011年度に得られた結果をもとにして，2012年度も継続的に残存デンプン粒分析の研究事例の蓄積を目指

す。本年度は特に，東京都下宅部遺跡から出土した石皿・磨石類の分析結果を検討し，他の縄文時代遺跡（大

日野原遺跡と北黄金貝塚）から出土した石皿・磨石類についても比較調査を実施する。現生デンプン粒標本
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の作製も残存デンプン粒の植物同定で必要となるため，同時に進めていき，残存デンプン粒の植物種の検討

を行う。研究成果の一部については，６月の第５回東アジア考古学会（5th World Conference of the Society 

for East Asian Archaeology，九州大学）と８月の第13回国際花粉学会議と第９回国際古植物学会議の合同

大会（IPC/IOPC2012，中央大学）の国際会議，11月の第27回植生史学会大会で報告する。 

 

３．今年度の研究経過および成果 

 本年度において，試料採取ならびに分析・検討を行ったのは主に下記の項目である。 

１）東京都下宅部遺跡から出土した縄文時代中期～後・晩期の石皿と磨石類の分析 

２）１）の分析結果と縄文土器付着植物遺体の分析結果の比較・検討 

３）神奈川県相模原市大日野原遺跡から出土した縄文時代中期～後期の石皿・磨石類の分析 

４）北海道伊達市北黄金貝塚から出土した縄文時前期・中期の擦石や石皿の分析 

５）鱗茎・根茎類の現生デンプン粒標本の作製と観察 

上記の研究成果の一部は，下記の論文，紀要，学会発表等の形で報告している。 

【学術雑誌・紀要等】 

１）渋谷綾子. 2012. 日本における残存デンプン粒分析の現状と課題. 雑穀研究 27: １-９. 

２）渋谷綾子. 2012. 鹿児島県水迫遺跡出土石器の残存デンプン粒と縄文時代草創期・早期における植物利

用. 植生史研究 21 （2） : 55-66. 

【学会・研究会発表等】 

＜口頭発表＞ 

３）渋谷綾子. 2012. 残存デンプン粒で探る稲作以前の植物食─日本考古学における研究の現状. 平成24年

度（財）古代学協会古代学談話会. 同志社女子大学, 2012年４月１日. 

４）Ayako Shibutani. 2012. Plant Food for Early Hunter-gatherers: Starch Residues Found from Grinding 

Stones at the Nishitaragasako and Mizusako Sites, Kagoshima, Japan. The 5th World Conference of 

the Society of East Asian Archaeology in Fukuoka, Japan. June 6-10th, 2012. 

５）Ayako Shibutani. 2012. Reconstruction of consumption of starchy food in prehistoric Japan from 

starch granules. The 13th International Palynological Congress, 9th International Organisation 

of Palaeobotany Conference, 2012, Tokyo, Japan （IPC XIII/IOPC IX 2012）. August 23-30th, 2012 

in Tokyo, Japan. 

６）渋谷綾子. 2012. 現生鱗茎・根茎類のデンプン粒における形態学的特徴─残存デンプン粒の同定をめざ

して. 第27回日本植生史学会大会. アオーレ長岡, 2012年11月24日. 

７）上條信彦・渋谷綾子・山本直人. 2012. 北陸の縄文後・晩期遺跡から出土した石器と土器付着物の残存

デンプン粒. 第27回日本植生史学会大会. アオーレ長岡, 2012年11月24日. 

 

４．研究組織（研究分担者） 

 渋谷 綾子 本館研究部・特任助教 
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（25）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文化を解明・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

である。 

 

２．今年度の研究計画 

 今年度の研究の柱は採石技術に関する映像記録の制作である。愛媛県今治市宮窪町の採石業者の協力を得

て，花崗岩採掘技術の記録と鍛冶技術の記録を行なう。花崗岩採掘技術の記録は，ジェットバーナーや重機，

鑿岩機などを用いた現代的な技術と，ノミとヤを用いた伝統的な技術の双方の撮影を行ない，比較検討を試

みたい。 

 このほか，採石用具の調査や，採石の技術，採石にともなう信仰や生活文化についての聞き取り調査を行

なう。また，同様の調査を花崗岩以外の岩石についても進めることで，岩石の違いによる採石技術の差異に

ついても基礎的な情報を収集したい。 

 

３．今年度の研究経過と成果 

 今年度は花崗岩採掘技術に関する映像記録の制作を第一の目標としていたが，映像制作にかかわる費用に

ついてはその大部分を本館共同研究「民俗研究映像の制作と研究資源化に関する研究」でまかなうことがで

きた。したがって，本科研の研究費については，採石用具の資料調査および採石技術や文化に関する聞き取

り調査に当てることとした。調査の経過と成果については以下のとおりである。 

・11月27～29日 福井県福井市の一乗谷朝倉氏遺跡において笏谷石製遺物の調査を行ない，火鉢や炬燵とい

った石製生活用具をとおして，中世における石材加工および利用の実態を確認した。 

・12月22日 埼玉県小川町において中世の緑泥石変岩の採掘遺跡を見学した。 

・12月27～29日 福島県南会津郡只見町において石材加工に携わった職人が所持していた巻物の所在確認調

査を行った。当該地域の大工や屋根葺きなどの職人には，一人前になると儀礼に用いるための巻物を所持

する慣習が伝えられてきた。職人の数は限られているが，石屋にもその傾向が認められる。本調査では，

既報告の巻物について，その伝承の経緯を確認する予定であったが，所有者の死去にともない，巻物の所

在が不明となっていることが明らかとなった。民間に所蔵される資料の調査を急ぐ必要性を痛感した。 

・２月１～２日 静岡県熱海市において安山岩採掘用具の調査を行なった。静岡県熱海市では戦後も自家用

の石垣用石材の採取などが行なわれており，ノミやヤ，セットウ，ゲンノウ，その他鍛冶用具などが良好
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な状態で保存されている。そこで，採石用具の実測調査およびその使用に関する聞き取り調査を行なった。

その結果，採石用具やその使用法については花崗岩採掘と類似することが明らかとなったが，岩石の性質

を踏まえたさらに詳細な調査が必要であるという結論に至った。 

・２月15～17日 香川県小豆郡小豆島町の国指定史跡「大坂城石垣石切丁場跡」において，残石の実測調査

を行なった。昨年度，現役の石屋の協力を得て行なった小豆島の残石に残された矢穴痕などの調査では，

採石の技術が必ずしも高いものではなかったことが指摘されたが，今回の調査ではそのことを裏づけるべ

く，矢穴の掘られた角度の統一性を中心とする調査を行なった。その結果，残石の中には技術レベルの低

い矢穴が多く残されており，当時のこの丁場では，多くの非熟練労働者が作業にあたっていたのではない

かとの結論にいたった。 

・２月22～24日 愛媛県今治市宮窪町で花崗岩採掘を行なっている現役の採石業者および考古学研究者とと

もに，中世の花崗岩採掘遺跡および花崗岩製石造物の調査を行なった。その結果，中世の石仏などに残さ

れた矢穴が，花崗岩の性質をふまえた巧みな計算のうえであけられたものであることが明らかとなった。

これは，平成23年度および本年度に調査を行なった香川県小豆島の大坂城石垣石切丁場跡で見られる，非

熟練労働者を大量に動員した際に掘られた矢穴とは別の傾向を示すものである。 

 

４．研究組織 

松田 睦彦 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

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。また，三年間の調査研究の総括を行う。 

 

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実見し，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。本年度は，前年度までに調査できなかった資料や
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新出資料を中心に調査を計画・実施した。 

 国内では，奈良県藤原宮跡出土の弘仁年間の木簡を調査した。また，鳥取県岩吉遺跡出土木簡や岩吉市大

御堂廃寺出土木簡などを実見調査した。さらに，福岡県太宰府市の国分松本遺跡で出土した七世紀代の戸籍

関係木簡を熟覧調査する機会を得た。同時に福岡市元岡G6古墳出土の鉄刀，元岡桑原遺跡出土木簡・鴻臚館

跡出土木簡についても調査を行った。また，茨城県嶋名熊の山遺跡出土墨書土器，神奈川県居村B遺跡出土木

簡などの調査にも携わった。 

 国外では，韓国国立伽耶文化財研究所にて城山山城木簡の調査を実施し，城山山城の現地調査も行った。

さらに木浦国立海洋文化財研究所にて高麗沈没船出土の荷札木簡を調査した。 

 

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。特に国分松本遺跡出土木簡は七世紀から八世

紀にかけての籍帳制度に関わる重要な新出資料であり，出土から間もない時点で調査できた成果は大きい。

また，このうち，韓国城山山城木簡調査の成果は，歴博における研究会「古代文字文化形成過程の総合的研

究」第二回共同研究会（2012.10.28実施）において口頭発表し，シンポジウム「古代日本と古代朝鮮の文字

文化交流」（2012.12.15・16実施）における議論に参加することにより，より知見を深めることが出来た。 

 さらに，研究論文としては第57回国際東方学者会議シンポジウムにおけるコメントをもとに「古代日本に

おける贓贖物の特徴」（『東方学』125輯，2013.１刊）を発表した。また，本研究課題の三年間の総括として，

博士論文「日本古代倉庫制度と地方支配構造の研究」を提出した（2013.３於東京大学）。 

 

５．研究組織 

 武井 紀子 本館・外来研究員 

 

（27）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

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 

 今年度も，引き続き戦国・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小
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田原合戦後の東国政治史，個別城郭の研究を進める。 

 

３．今年度の研究経過と成果 

 前年度に引き続き，関連史料調査・収集を行った。『浅野家文書』『新修徳川家康文書の研究』『信濃史料』

『埼玉の中世文書』などの自治体史・史料集を使用して，戦国～織豊期の東国政治史・城郭史関係史料を収

集した。東国だけでなく，『小西行長基礎資料集』『島津家文書』などを使用して，当該期の西国に関する史

料収集も同時並行的に進めた。いずれも重要文書については写真版を確認するようにした。史料調査として

は，静岡県立図書館歴史情報センターで，豊臣秀次・堀尾吉晴・中村一氏・山内一豊・内藤信成の文書など，

小田原合戦前後の重要史料を調査した。これらの中には自治体史などの史料集で未紹介・未翻刻のものも多

いため，早期に活字化し公表することを考えている。また，第50回中世史サマーセミナーに参加し，埼玉県

比企郡や群馬県新田荘周辺地域の城郭を中心とした史跡見学，及び群馬県立歴史博物館・浄蓮寺において所

蔵中世文書の調査見学を行った。その他，適宜東国各地の城郭を中心としたフィールドワークも行い，城郭

についての理解を深めると同時に，研究に関係する城郭の発掘調査報告書や各城郭研究会発行の雑誌を使用

して，各城郭の遺構・遺物・年代観・縄張図などの情報を収集した。以上，前年度および今年度の調査研究

により，関連史料の収集は大きく進んだため，来年度は論文化の作業を進め，学術雑誌への投稿を行う予定

である。 

 今年度活字化された成果は，以下の通りである。①これまでの織豊政権による東国統一過程に関する研究

成果をまとめ，『織豊政権と東国社会─「惣無事令」論を越えて─』（吉川弘文館，2012年４月）として刊行

した。著書としてまとめるにあたり，これまで発表してきた雑誌論文の増補訂正を行うと同時に，２本の新

稿を加えている。１つは，本書序章「織豊政権の全国統一過程に関する研究史整理と課題─東国を中心に─」

である。これは研究史整理の論文であり，天下統一過程に関する研究を戦前から掘り起し，現在までにどの

ような研究が積み重ねられ，いかなる成果と課題があるのかを示したものである。２つ目は，補論「天正末

期下野国の政治情勢と豊臣政権─年未詳七月晦日付け徳川家康書状をめぐって─」である。これまであまり

注目されてこなかった徳川家康書状に注目し，その年代比定を是正したうえで，東国統一過程の中にいかに

位置付く史料なのかを検討したものである。本書により，織豊政権による全国統一過程のうち，東国統一過

程の全体像を一程度描くことに成功したと考えており，本研究における重要な成果となった。今後は，この

成果を踏まえつつ，史料収集を継続的に進めている西国統一過程の研究を進めると同時に，東国統一後の政

治史を考察し，統一後の状況も含めた統一の実態の解明を進めていきたい。②「その後の「杉山城問題」─

諸説に接して─」（『千葉史学』第60号，2012年５月）を発表した。城郭の年代観・築城主体をめぐる議論＝

「杉山城問題」について，ここ10年ほど積み重ねられた議論の論点を改めて整理しつつ，自説である戦国前

期山内上杉氏築城説を改めて主張したものである。検討対象時期は戦国前期となるが，城跡という遺跡の評

価そのもの，城郭研究の方法論そのものに関わる問題であり，本研究とも深く関わる議論である。③「戦国

期城郭の維持・管理・生活─近世城郭との比較から─」（『城郭史研究』第32号，2012年３月）を発表した。

前年度に同学会大会で報告した内容を活字化したものである。④「豊臣政権と武蔵府中─府中御殿の再検討

─」（『府中市郷土の森博物館紀要』第26号，2013年３月）を発表した。小田原合戦前後の秀吉の動向と武蔵

府中周辺の政治情勢を検討し，これまで家康が造営したとされてきた徳川家の府中御殿について，その起源

は秀吉が自ら造営した「御座所」にある可能性が高いことを指摘した。本論文は，今年度積極的に進めてき



175 

た小田原合戦後の政治史研究の一環である。 

 論文以外では，辞典類の執筆も行った。木村茂光監修・歴史科学協議会編『戦後歴史学用語辞典』（東京堂

出版，2012年７月）のなかで，本研究と深く関わる用語である「惣無事」「国分」の執筆を担当した。 

 学会発表としては，「館山市立博物館所蔵「里見吉政戦功覚書」の紹介と検討」，千葉歴史学会中世史部会，

2013年２月23日）を行った。上野国里見郷出身で後に彦根藩重臣となった里見吉政が，彦根藩から浪人した

晩年に息子たちに対して自身の戦歴と教訓を認めた「戦功覚書」について，史料の全文翻刻と若干の検討を

行った。名もなき武士の人生から中近世移行期を語ることができる稀有な史料であると同時に，政治史的な

記述も多く本研究とも深く関わる史料であるため，来年度に史料紹介として活字化する予定である。 

講演活動としては，①調布市郷土博物館からの依頼を受けて「戦国前期の東国と史跡深大寺城跡」（調布市文

化財講演会，2012年10月）を発表した。既発表論文「戦国前期東国の戦争と城郭─深大寺城を中心に─」（黒

田基樹編『扇谷上杉氏』戎光祥出版，2012年）をもとに，その後の知見も踏まえて市民向けに深大寺城の歴

史を解説しつつ，戦国前期の東国政治社会史を講演した。講演要旨が調布市郷土博物館発行の『調布の文化

財』に近々掲載予定である。なお，②調布市西部公民館の依頼を受けて，「城郭研究の可能性─深大寺城を中

心に─」を2012年３月27日に発表した。①とほぼ同内容である。 

 

４．研究組織 

 竹井 英文 本館・外来研究員 


