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１ 
 

講演会・フォーラム等による研究成果の公開

 

［概 要］ 
 

 国立歴史民俗博物館では，日常的な研究の実施状況を広く内外に公開するためにさまざまな催しを行って

いる。主要なものとしては，歴博講演会・くらしの植物苑観察会・歴博フォーラム・歴博映像フォーラム・

歴博映画の会・展示解説と，体験などをともなう各種のファミリー向けプログラムがあげられる。また歴史

系総合誌『歴博』の編集刊行を多年にわたって継続している。こうした催しや刊行物を通じて，一般の方々

に歴博の活動に興味と関心を持っていただくことを目的として，博物館型研究統合に基づく研究活動とその

成果の発信を行っている。 

 本年度は，歴博講演会12回，くらしの植物苑観察会11回，歴博フォーラム６回，歴博映像フォーラム１回，

歴博映像祭，歴博映画の会３回，展示解説，各種のファミリー向けプログラムをそれぞれ開催しており，研

究成果の発信と周知，それに伴う討論や反響を経て，さらなる調査研究の課題を模索している。 

 

博物館活用担当 澤田 和人   

 

 

［講演会・フォーラム等］ 
歴博講演会 毎月第２土曜日13：00～15：00 歴博講堂にて 

 当館教員や館外の研究者が，自らの研究分野の最新情報を一般の聴講者にも分かり易く発表する。毎月第

２土曜日に本館講堂で実施し，2013年度は12回開催した。 

 開催日程・演題・講師については「第二部 事業編 Ⅹ 広報・普及 ３ 歴博講演会」（449～450頁）を

参照。 

 

くらしの植物苑観察会 毎月第４土曜日13：30～15：30 

 くらしの植物苑は，生活文化を支えてきた植物を系統的に植栽し，素材となった植物と博物館の展示資料

との関連づけた理解を深めることを目的として，1995年９月に開設した。観察会は，一般の方を対象に実施

し，四季折々の植物を観察し，人と植物とのかかわりについての理解を深めている。毎月原則第４土曜日に

くらしの植物苑で実施し，2013年度は11回開催した。 

 開催日程・演題・講師については「第二部 事業編 Ⅹ 広報・普及 ６ くらしの植物苑観察会」（451

頁）を参照。 
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歴博フォーラム・歴博映像フォーラム等 

第88回歴博フォーラム 

「築何年？炭素で調べる民家の年代研究最前線」          2013年６月１日（土） 

 主 催 国立歴史民俗博物館 

 会 場 国立歴史民俗博物館講堂 

 参加者 191名 

 

１．開催趣旨 

 庶民の住まいである民家は文字記録が少なく，建築年代の分からない場合が多い。ところが近年，高精度

炭素14年代法による年代調査で古民家の建築年が次々と明らかになり，民家研究が新しい局面を迎えつつあ

る。民家年代研究の最前線を，民家やそのほかの文化財建造物年代調査の具体的な事例を交えて紹介する。 

 

２．開催内容 

13：00～13：05 開会の挨拶 平川 南（本館館長） 

13：05～13：10 趣旨説明 坂本 稔（本館研究部教授） 

13：10～13：40 報告１ 中尾 七重（武蔵大学総合研究所研究員） 

          「古民家の14Ｃ年代研究」 

13：40～14：10 報告２ 坂本 稔 

          「古民家部材のはかり方」 

14：10～14：40 報告３ 藤田 盟児（広島国際大学教授） 

          「民家編年と測定年代─宮島・鞆の浦の町家─」 

14：40～14：50 休 憩 

14：50～15：10 報告４ 宮澤 智士（長岡造形大学名誉教授） 

          「東北最古級の民家─滝沢本陣横山家住宅主屋および座敷の建築年代」 

15：10～15：30 報告５ 渡辺 洋子（芝浦工業大学教授） 

          「柱刻銘は弘安九年（1286）─国宝大善寺本堂」 

15：30～15：50 報告６ 上野 勝久（東京藝術大学教授） 

          「鑁阿寺本堂にみる中世寺院建築の重層性」 

15：50～16：00 休 憩 

16：00～16：20 討論・質疑 司会：坂本 稔 

 

３．総 括 

 本フォーラムは，炭素14年代法を建造物の年代研究に応用した成果を，一般向けに分かりやすく呈示する

ことを目的とした。文字記録の乏しい古民家には炭素14年代法による年代の付与が有効であり，様式とあわ

せ具体的な年代研究に結実している。寺院建築も同様で，とくに今回取り上げた鑁阿寺本堂はフォーラムの

直前に国宝へと答申されるなど，話題にも富んだ。 

 対象となった古民家の所有者および関連する自治体・機関にもフォーラムの案内を送付し，それによる遠
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方からの来場もあった。比較的ニッチと思われる内容にも関わらず191名の参加者があり，一定の評価を得た

と判断している。 

 ６件の報告を行ったが，持ち時間を超過した講演者がいて，結果的に討論・質疑に十分な時間を取れなか

った。また，まとまりのない発表となってしまったものもあり，報告件数の調整や発表の事前打ち合わせな

ど，円滑な進行に努めるべきであった。 

 アンケートでは内容が専門的で難しいとの指摘もあったが，全体的には肯定的な意見を頂戴した。また，

研究方法の紹介や，具体的な調査の要望などもあり，古民家をはじめとした歴史的建造物に対する一定の興

味が感じられた。建築史研究に対する期待をあらわしたものと言えるかもしれない。 

フォーラムの内容は，記録本として出版し，上記のような社会的な要請に応える予定である。 

 

第89回歴博フォーラム 

「モノ作りの中世」                        2013年７月20日（土） 

 主 催 国立歴史民俗博物館 

 会 場 国立歴史民俗博物館講堂 

 参加者 191名 

 

１．開催趣旨 

 開催中の企画展示「時代を作った技─中世の生産革命─」は共同研究の成果を展示している。展示では語

りつくせない踏み込んだ研究部分を，共同研究員がわかりやすく解説し，展示の理解につなげたいと考えて

いる。特に海外との技術交流については時間の半分を割いて，議論を深めたい。 

 

２．開催内容 

13：00～13：05 開会の挨拶 平川 南（本館館長） 

13：05～13：15 フォーラム趣旨 村木 二郎（本館研究部准教授） 

13：15～13：45 報告１ 鈴木 康之（広島県立歴史博物館学芸員） 

          「町の暮らしと技術」 

13：45～14：15 報告２ 福島 金治（愛知学院大学教授） 

          「中世鎌倉の寺院と職人」 

14：15～14：45 報告３ 佐々木 健策（小田原市文化部文化財課史跡整備係主査） 

          「権力と技術」 

14：45～15：00 休 憩 

15：00～15：30 報告４ 関 周一（つくば国際大学非常勤講師） 

          「外来技術の伝来」 

15：30～16：00 報告５ 坪根 伸也（大分市教育委員会文化財課参事補） 

          「外来技術と豊後府内─鍵・錠前の形態と素材からみる外来技術導入─」 

16：00～16：30 報告６ 日高 薫（本館研究部教授） 

          「輸出向け漆器と技術」 
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16：30～16：45 質疑応答・閉会の挨拶 

総合司会 松田 睦彦（本館研究部助教） 

 

３．総 括 

 企画展示「時代を作った技─中世の生産革命─」にあわせて，フォーラムを開催した。展示型共同研究の

成果である企画展示には盛り込めなかった研究面を，少し踏み込んだ形で紹介し，展示をより深く理解して

もらうという趣旨である。 

 プログラムは，前半は展示コーナーに沿って，鈴木報告「町の暮らしと技術」（展示のⅠ章１,２節），福島

報告「中世鎌倉の寺院と職人」（Ⅲ章１節），佐々木報告「権力と技術」（Ⅳ章１節），後半はⅣ章３節の「外

来技術の融合」に絞って，関報告「外来技術の伝来」，坪根報告「外来技術と豊後府内」，日高報告「輸出向

け漆器と技術」があった。いずれも報告時間を厳守したうえ，30分という短い時間にもかかわらず展示を踏

まえてさらに深い議論を展開したものであった。 

 討論時間が用意できなかった分，最後に質疑応答の時間を設けた。その場で聴講者に挙手を促して，報告

者が答える形をとった。予定していた15分間に６名からの質問が出たが，ほぼ報告趣旨に沿った妥当なもの

であった。聴講者が報告を興味深く聞いてくれたことが，アンケートを見ても推察できる。ただし理解の度

合いは疑問なところもある。 

 企画展示の連動フォーラムということで，半日間実施した。これは午前中に展示を見てもらい，午後はフ

ォーラムに参加してもらうという意図からである。惜しむらくは，午前中の客足を見る限り，フォーラムの

みの聴講者が相当数いたと思われることである。後日，企画展示を見学して理解を深めてくれた方がいるこ

とを期待する。 

 

第90回歴博フォーラム 

「現代社会と民俗文化」                      2013年９月21日（土） 

 主 催 国立歴史民俗博物館 

 後 援 日本民俗学会 

 会 場 東京証券会館ホール 

 参加者 171名 

 

１．開催趣旨 

 現代社会における民俗文化の役割や位置づけに留意しながら，新たな民俗展示「列島の民俗文化」の見所

や特徴，展示のとらえかたなどの提示を主題とする。民俗文化の変容や残存，文化財行政との関わりといっ

た視点だけではなく，現代社会の至るところに民俗の生成や再編を見いだすことができることを新しい民俗

展示の内容を紹介しながら，主張していく。 

 映像や画像を多用し，新民俗展示「列島の民俗文化」へのいざない，PRとなるように留意する。 

 

２．開催内容 

10：30～10：40 開会挨拶 大久保純一（本館副館長） 
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10：40～11：00 趣旨説明 小池淳一（本館研究部教授） 

11：00～12：00 基調講演 常光徹（本館研究部教授） 

        「身近な言い伝え─現代の民俗─」 

12：00～13：30 休憩 

13：30～14：00 報告１ 松尾恒一（本館研究部教授） 

        「民俗文化の国際性─東アジアの視点から─」 

14：00～14：30 報告２ 小池淳一 

        「職と技の民俗史─道具を視座に─」 

14：30～15：00 報告３ 松田睦彦（本館研究部助教） 

        「人と自然の関係誌─海・山・里のなりわいと技─」 

15：00～15：15 休憩 

15：15～15：30 コメント１ 八木透（佛教大学教授） 

15：30～15：45 コメント２ 小熊誠（神奈川大学教授） 

15：45～15：55 休憩 

15：55～16：55 総合討論 司会  川村清志（本館研究部准教授） 

16：55～17：00 閉会挨拶 小池淳一 

総合司会 小池淳一 

 

３．総 括 

 今回のフォーラムは新しい民俗展示の“出開帳”としての意味合いを持ち，展示の見どころや背景となる

調査データ，研究成果等の提示を通して展示に興味を持ってもらい，また新たな関心を呼び起こすことを目

標として開催した。基調講演として，最初に常光徹「身近な言い伝え─現代の民俗─」，続いて報告１「民俗

文化の国際性─東アジアの視点から─」（松尾恒一），報告２「職と技の民俗史─道具を視座に─」（小池淳一），

報告３「人と自然の関係誌─海・山・里のなりわいと技─」（松田睦彦）の後，八木透，小熊誠両氏からコメ

ントをいただき，約１時間の総合討論をおこなった。 

 午前中から開始し，時間的に余裕があったことは全体に好影響をもたらしたと思われる。展示へのいざな

い，より深く展示を理解してもらうため，という目的は，ほぼ達成された反面，展示のある場（歴博）でお

こなうべきだという意見も見られた。全体的におおむね好評であった（アンケートによると「どちらかとい

うとよかった」以上が９割を超えている）が，細部では改善の余地も多い。要望のなかには相反するものも

あり，最大公約数の充足を図るのは容易ではないが，引き続き努力すべきであると考えられる。今回，登壇

者は時間を守ることについて，とりわけ留意し，ほぼ定刻通りにフォーラムを進めることができた点は地味

ではあるが大切な達成であると考えている。またレジュメ集の体裁（メモ欄の必要性）や資料提示について

も建設的なアンケートへの回答があり，これらについても前向きにとらえていきたい。 

 

第91回歴博フォーラム 

「中世の古文書─機能と形─」                  2013年10月19日（土） 

 主 催 国立歴史民俗博物館 
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 会 場 国立歴史民俗博物館講堂 

 参加者 271名 

 

１．開催趣旨 

 企画展示「中世の古文書─機能と形─」（10月８日～12月１日）の関連事業として，展示プロジェクトのメ

ンバーが，それぞれの専門分野や展示での分担に即した報告を行う。展示図録に解題を執筆したテーマを基

本に，図録や展示解説では十分表現できなかった点なども含めて，図像を用いながら解説する。 

 

２．開催内容 

13：00～13：05 開会の挨拶 平川 南（本館館長） 

13：05～13：25 趣旨説明と展示概要の紹介 小島 道裕（本館研究部教授） 

13：25～13：55 報告１ 小倉 慈司（本館研究部准教授） 

          「印章から花押へ」 

13：55～14：25 報告２ 高橋 一樹（武蔵大学教授） 

          「文書の機能とかたちの変化」 

14：25～14：40 休憩 

14：40～15：10 報告３ 井原 今朝男（本館研究部教授） 

          「中世公家における家政と文書」 

15：10～15：40 報告４ 久留島 典子（東京大学史料編纂所長） 

          「文書の作成から伝来まで」 

15：40～16：10 報告５ 富田 正弘（富山大学名誉教授） 

          「日本における文書料紙の概観」 

          閉会の挨拶 

 

３．総 括 

 企画展示「中世の古文書─機能と形─」展示プロジェクトの最後の活動として，委員６名全員が登壇し，

代表の小島が概要の紹介を行った後，各委員が担当した分野を中心に，詳しい解説を行った。応募者多数で

事前に申込みを締め切り，当日の出席率も85％と高く，関心の高さがうかがわれたが，聴講者はフォーラム

の最中も大変熱心で，よい雰囲気であった。 

 報告は，展示図録に執筆した解説の内容を中心に話す計画であったが，実際は，図録解説の内容を大幅に

超える，質・量ともに予想以上のものとなった。このため，内容的には大変充実したが，反面やや駆け足気

味となり，また，小倉氏以外はレジュメを作っていなかったため，アンケートではその点についての指摘が

多く見られた。企画展示の解説という趣旨から，図録，解説シート，チラシなどの資料があればよいと判断

して，冊子体の資料は作らず，また報告者にも，当日用の配付資料は作らなくても可，と連絡していたのだ

が，パワーポイントの抜粋など簡単な物でもよいから，何か手元に紙媒体の資料がある方が良かった。 

 質問時間は設けずに終了後の個別対応とし，その代わりに，報告で触れられた資料の確認などのために，

展示をもう一度見る時間を作ったのは良かったが，10月から閉館が16：30となるため，日程的にはやや厳し
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く，結果的に十数分しか確保できなかった。 

 閉館時間の問題については，企画展示のアンケートでも「観覧時間が足りなかった」という感想がかなり

あり，実際，休日には閉館時間まで残っている観客が多く見られた。現在閉館を早めている10月～２月の期

間であっても，企画展示の開催中，特に休日は，閉館を17時にすることを検討すべきと思われる。 

 なお，フォーラム内容の刊行については，図録と重複することもあって単行本化は計画しなかったが，図

録を超える内容も多くあったため，代表者が編集を担当した『歴博』No.184（2014年５月，特集「中世の古

文書」）に，すべての報告者が原稿を書く形で反映した。 

 

第92回歴博フォーラム 

「民俗表象の現在─博物館型研究統合の視座から─」      2013年10月26日（土） 

 主 催 国立歴史民俗博物館 

 会 場 国立歴史民俗博物館講堂 

 参加者 91名 

 

１．開催趣旨 

 基幹研究「民俗表象の総合的研究」の成果報告を軸として，新しい民俗展示「列島の民俗文化」の研究面

の解説を中心とし，民俗研究の新しい段階をめざすものとして発信する。とりわけ，現在の民俗文化の表象，

商品化する民俗文化，行事食の変化，家族の変容といった「『民俗』へのまなざし」の諸コーナーについて，

新たな民俗研究の到達点を示すため，既存研究や現代社会における今回の展示の位置づけを行うとともに，

それらを構成する資料やパネルのバックデータ，コンテンツの制作目的などを素材として報告する。 

 

２．開催内容 

13：30～13：35 開会の挨拶 藤尾 慎一郎（本館副館長） 

13：35～13：40 趣旨説明 小池 淳一（本館研究部教授） 

13：40～14：05 報告１ 内田 順子（本館研究部准教授） 

          「〈現在〉を展示することの意義と課題─『アイヌ民族の伝統と現在』から─」 

14：05～14：30 報告２ 川村 清志（本館研究部准教授） 

          「商品化する民俗文化─『現代の観光とおみやげ』から─」 

14：30～14：45 コメント１ 柴崎 茂光（本館研究部准教授） 

14：45～14：55 休 憩 

14：55～15：20 報告３ 山田 慎也（本館研究部准教授） 

          「現代社会と儀礼の生成─『行事食の変化』から─」 

15：20～15：45 報告４ 青木 隆浩（本館研究部准教授） 

          「衛生観と身体観の変遷─『現代の家族像』から─」 

15：45～16：00 コメント２ 神野 由紀（関東学院大学／本館客員教授） 

16：00～16：05 休憩 

16：05～16：30 総合討論 司会：重信 幸彦（東京理科大学非常勤講師／本館客員教授） 
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          閉会の挨拶 小池 淳一 

 

３．総 括 

 ９月に開催した第90回のフォーラムに続いて第４室民俗展示の展示意図や研究面での背景を広く発信する

ことを目的としたものであった。 

 最初に趣旨説明を小池淳一がおこない，内田順子「〈現在〉を展示することの意義と課題─『アイヌ民族の

伝統と現代』から─」，川村清志「商品化する民俗文化─『現代の観光とおみやげ』から─」の２つの報告に

対して柴崎茂光のコメント，山田慎也「現代社会と儀礼の生成─『行事食の変化』から─」，青木隆浩「衛生

観と身体観の変遷─『現代の家族像』から─」の２つの報告に対して神野由紀のコメントというかたちで進

められ，総合討論を重信幸彦の司会でおこなった。 

 報告４本にコメントが２つ，さらに討論ということで時間的に窮屈ではあったが，フロアからの質問を総

合討論の司会者が整理し，議論を時間内に進めるよう努めた。台風が近づくなかでの開催となり参加者数が

少ないことが懸念されたが，100名近い熱心な参加があった。感想としては，伝統的な民俗学に対するイメー

ジが変わった，覆されたといった意のものが目立ち，新しい４室の民俗展示に対する関心の高さとその背景

について一定の理解が得られたと思われる。フォーラムの表題がかなりかたく，研究者・学生向けと受け取

られかねないものであったこと，午後からの開催にしたために全体的に時間に追われた観があったことは反

省すべき点である。今回の経験と反省をふまえて，総合展示の内容と学術的な背景について展示以外の方法

で発信することの可能性を今後も追求していきたい。 

 

第93回歴博フォーラム 

「初春の馬」                            2014年１月18日（土） 

 主 催 国立歴史民俗博物館 

 会 場 ヤクルトホール 

 参加者 341名 

 

１．開催趣旨 

 年末年始は十二支に因んだものに触れる機会が多く，各年の干支である動物のイメージが膨らむ季節であ

る。動物は，歴史の流れの中で，さまざまな意味を付加され，時代ごとに異なる評価を与えられ，時々でそ

の姿を変える。当年の干支である「馬」を取上げ，動物という視点を通じて，歴史上の諸事象を検討し，背

後に広がる世界を紹介することにする。身近な干支に因んで，ひろく歴史に興味をもっていただくことを目

指したい。 

 

２．開催内容 

13：00～13：15 開会の挨拶 平川 南（本館館長） 

13：15～13：45 報告１「古代東アジアの馬」 上野 祥史（本館研究部考古研究系） 

13：45～14：00 休憩 

14：00～14：30 報告２「馬の造形」 日高 薫（本館研究部情報資料研究系） 
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14：30～15：00 報告３「錦絵に見る幕末・明治の馬の興行」 大久保 純一（本館研究部情報資料研究系） 

15：00～15：15 休憩 

15：15～15：45 報告４「馬の民俗」 山田 慎也（本館研究部民俗研究系） 

15：45～16：15 報告５「ウマの伝承」 小池 淳一（本館研究部民俗研究系） 

16：15～16：40 質疑応答 

16：40～17：00 閉会の挨拶 

 

３．総 括 

 本企画は，身近な干支を題材として，一般に幅広く歴史への関心をもってもらうことを目的に開催した事

業である。 

 アンケート等によれば，今回においても，都内及び神奈川県や埼玉県からの参加が目立った。また，参加

者のうち，歴博への来館経験がない方や，歴博フォーラムへ参加したことのない方が１/３程度であった。本

企画は「干支」を対象とした８回目のフォーラムとなるが，現状でも新たな参加者を得ており，本企画によ

る歴博のPR効果は継続しているものと考える。 

 内容については，歴史，民俗，美術，考古という視点からさまざまな「馬」の姿を知る機会として好意的

な意見が多かった。新春の恒例事業として定着している印象も強く，都内での開催を希望する声が数多くあ

り，その継続を望む声も多かった。 

 また，フォーラムのみならず展示企画も都内での開催を望む声が数多く寄せられている。今後の企画立案

や推進に際しても，有益な意見が得られたのではないかと感じる。こうした，歴博に少し距離を感じる立場

の声を聴く場として，今後も「干支」企画を推進してゆきたいと思う。 

 なお，今回のフォーラムでは，ポスター・チラシによる広報効果が小さくないことを改めて確認した。 

 

歴博映像フォーラム８ 

「石を切る─採石技術の伝統と革新─」              2013年８月３日（土） 

 主 催 国立歴史民俗博物館 

 会 場 新宿明治安田生命ホール 

 参加者 310名 

 

１．開催趣旨 

 本フォーラムで上映する作品は，花崗岩採掘にかかわる新旧の技術と，採石にたずさわる人びとの信仰や

生活などの民俗の記録を目的としている。矢を用いる採石の基本的な技術は，矢が導入された中世以来変わ

らない。したがって，本作品の製作にあたっては，考古学における研究成果も活用した。一方で，本作品に

おける近現代の採石技術の記録は，考古学的研究にも寄与するものである。そこで，本フォーラムでは，作

品や報告を通して採石文化の理解を深めると同時に，民俗学と考古学，文献史学といった多様な研究の連携

の可能性を模索する。 
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２．開催内容 

10：30～10：35 開会挨拶 平川 南（本館館長） 

10：35～10：45 趣旨説明 松田睦彦（本館研究部） 

10：45～12：00 上映Ⅰ民俗研究映像（本編）「石を切る─花崗岩採掘の伝統と革新─」 

12：00～13：00 昼食・休憩 

13：00～13：50 講演Ⅰ「モノをみる，技をみる─民俗学と考古学─」小野正敏（人間文化研究機構） 

13：50～14：40 上映Ⅱ民俗研究映像（技術編）「花崗岩採掘技術の現在」 

14：40～15：00 休憩 

15：00～15：30 講演Ⅱ「近現代の技術から見直す採石遺跡」栗木 崇（熱海市教育委員会） 

15：30～16：00 講演Ⅲ「石垣普請と石切技術の伝播」佐々木健策（小田原市文化部文化財課） 

16：00～16：15 休憩 

16：15～17：00 総合討論 司会／松田睦彦 

 

３．総 括 

 本映像フォーラムは，民俗研究映像「石を切る─花崗岩採掘の伝統と革新─」をとおして，現代の花崗岩

採掘に息づく，古くから伝承されてきた技術と，革新を遂げた現代的な技術の双方についての理解をうなが

すと同時に，採石にたずさわってきた石屋の生活文化などにも触れてもらうことを目的とした。さらに，現

代の採掘道具や技術の観察をとおした民俗学と考古学の連携の可能性を，考古学研究者による講演をとおし

て模索した。 

 プログラムは，民俗研究映像（本編）「石を切る─花崗岩採掘の伝統と革新─」，小野講演「モノをみる，

技をみる─民俗学と考古学─」，民俗研究映像（技術編）「花崗岩採掘技術の現在」，栗木講演「近現代の技術

から見直す採石遺跡」，佐々木講演「石垣普請と石切技術の伝播」，総合討論，であった。 

 アンケートの集計結果を見る限り，映像・講演どちらとも，内容についての評価は高い。ただ，映像につ

いては，本編の内容と技術編の内容の重複に対する不満が見られた。本編が一般向けに要約されたものであ

るのに対して，技術編は採石技術に的を絞った資料性を重視した作品である。企画者としては本編を技術編

への導入としたかったが，必ずしもその意図がうまく伝わらなかったようである。また，講演時間が若干延

び，十分な総合討論が行えなかったことも反省点である。 

 本フォーラムの内容は，現在開催中の企画展示「時代を作った技─中世の生産革命─」との接点を多く持

つ内容であった。都内での開催であったため各講演者が歴博での企画展示の見学をうながしたが，その効果

に期待したい。 

 

歴博映像祭 

「映像民俗学の先駆者たち：渋沢敬三と宮本馨太郎」 

2013年11月17日（日），20日（水）～24日（日） 

 主 催 国立歴史民俗博物館 

 会 場 国立歴史民俗博物館講堂 

 共 催 財団法人 宮本記念財団，神奈川大学日本常民文化研究所，公益財団法人 渋沢栄一記念財団 渋
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沢史料館，渋沢敬三記念事業実行委員会，一般社団法人 日本映像民俗学の会 

 協 力 歴博友の会 

 参加者 延べ733名 

 

１．開催趣旨 

 歴博の映像資料をひろく公開する事業に歴博映像フォーラム・歴博映画の会があるが，その拡大版として

開催する。新４室の民俗学史の展示では，歴博が1980年代に16㎜フィルムコピーで収集した宮本フィルムを

活用し，渋沢・宮本の民俗学映画による成果を紹介している。本映像祭の開催によって，４室の展示のより

深い理解につなげたい。また平成25年は，渋沢敬三の没後50年でもあり，渋沢と宮本の映像を中心に映像に

よる日本民俗学を回顧し，今後の展望を考える。 

 

２．開催内容 

11月17日（日）10：30～16：30 〈映像祭〉開幕講演会 

 10：30 開会にあたって 

 10：35 副館長挨拶 大久保純一（本館副館長） 

 10：45 講演１「渋沢敬三のアチックミューゼアムと宮本馨太郎の仕事」 

     宮本瑞夫（財団法人宮本記念財団） 

 12：00 休憩 

 13：00 講演２「渋沢敬三から見る動く映像」 

     岡田一男（下中記念財団／東京シネマ新社） 

 14：00 講演３「宮本馨太郎 昭和初期における郷土映画の構想」 

     北村皆雄（ヴィジュアルフォークロア） 

 15：00 休憩 

 15：15 講演４「渋沢敬三と宮本馨太郎は，映像をどう理解し，利用しようとしたのか」 

     原田健一（新潟大学） 

 16：15 質疑 

 ＊司会：内田順子（本館研究部） 

11月20日（水）13：00～16：30 特集１：うみ・やま・かわの民俗 

 13：00 ごあいさつ 

 13：05   「八丈島の記録」（宮本：10分，1931年） 

     解説：林 薫（八丈町教育委員会） 

 13：35   「霞ヶ浦のほとり」（宮本：５分，1931年頃か） 

       「霞ヶ浦にて」（宮本：８分，1935年） 

     解説：榎陽介（福島県立博物館） 

 14：05   「昔時の運輸制度 伊那街道の中馬」（渋沢：18分，1931年） 

     解説：櫻井弘人（飯田市美術博物館） 

 14：45   「谷浜桑取谷」（渋沢：19分，1935年） 
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     解説：真野俊和（元筑波大学教授） 

 15：25 休憩 

 15：35   「片品川に沿うて」（宮本：15分，1930年） 

     解説：内田順子（本館研究部） 

 16：05   「奥利根の流れ」（宮本：14分，1930年） 

     解説：内田順子（本館研究部） 

 ＊司会：青木隆浩（本館研究部） 

11月21日（木）13：00～16：10 特集２：くらしと行事 

 13：00 ごあいさつ 

 13：05   「珍しい深田の田植」（宮本：４分，1936年） 

       「白萩村アワラ田植」（渋沢：８分，1936年） 

       「あわらの田植え」（宮本：36分，1962年） 

     解説：西谷大（本館研究部） 

 14：05   「越後竹沢村と三面風景」（宮本：12分，1935年） 

       「古志郡竹沢村牛角突」（渋沢：12分，1935年） 

     解説：山田直巳（成城大学） 

 14：55 休憩 

 15：10   「渡辺小勝氏イタヤ細工」（渋沢：10分，1934年） 

     解説：成田敏（元青森県立郷土館学芸員） 

 15：40   「うちはの出来るまで」（宮本：12分，1930年） 

     解説：内田順子 

 ＊司会：川村清志（本館研究部） 

11月22日（金）13：00～16：00 特集３：パイワン・オロッコ・ギリヤーク 

 13：00 ごあいさつ 

 13：05   「パイワン族の採訪記録」（渋沢：47分，1937年） 

     解説：笠原政治（横浜国立大学名誉教授） 

 14：40 休憩 

 15：00   「オロッコ・ギリヤークの生活」（宮本：19分，1938年） 

     解説：大塚和義（大阪学院大学） 

 ＊司会：内田順子（本館研究部） 

11月23日（土）10：30～16：00 特集４：花祭り 

 10：30 趣旨説明 

 10：40   「花祭（綱町邸）」（渋沢：18分，1930～1937？年） 

       「花祭（三河北設楽郡）」（渋沢：13分，1929～1934年） 

       「花祭りをたづねて」（宮本：12分，1930年） 

     解説：小林光一郎（日本常民文化研究所特別研究員） 

 12：00 休憩 
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 13：00   「下粟代の花祭」（宮本：41分，1962年） 

     解説：宮本瑞夫（宮本記念財団） 

 14：00   「映像から読む花祭り」（北村皆雄編集，30分） 

     解説：北村皆雄（ヴィジュアルフォークロア） 

 14：45 休憩 

 15：00 講演「今，花祭の全記録に挑む─花祭の継承における映像記録の意義─」 

     佐々木重洋（名古屋大学） 

 15：50 質疑 

 ＊司会：内田順子（本館研究部） 

11月24日（日）10：30～16：30 特集５：1930年代の蔚山・多島海の民俗 

 10：30 趣旨説明 

 10：35   「朝鮮（達里にて）」（宮本：14分，1936年） 

     解説：李文雄（ソウル大学名誉教授） 

 11：10   「多島海探訪記」（渋沢：27分，1936年） 

     解説：崔吉城（広島大学名誉教授・東亜大学教授）・高光敏（島嶼文化研究院），進行：北村皆雄 

 12：00 休憩 

 13：00 シンポジウム 

 13：05 講演１「アチックミューゼアムのウルサンでの活動とその現代的意味」李文雄 

 13：45   「多島海残照─1980年代─」（北村皆雄編集：15分） 

     解説：北村皆雄 

 14：05 講演２「多島海の現代」高光敏 

 14：45 休憩 

 15：00 講演３「記録と記憶」崔吉城 

 15：40 総合討論 

 ＊司会：朝倉敏夫（国立民族学博物館） 

 ＊総合司会：内田順子 

 

３．総 括 

 今回の歴博映像祭は，映画を用いた民俗研究の先駆者として，渋沢敬三と宮本馨太郎に焦点をあて，彼ら

の映画制作の時代背景やそれぞれの関係性，また，映画による記録の意義等について考えることを目的とし

て開催したものである。2013年は，渋沢敬三没後50年であり，渋沢敬三記念事業実行委員会によって多くの

機関で関連の企画が開催されており，今回の歴博映画祭もそれに関連する多くの機関との共催のかたちで実

現した。 

 11月17日（日）の開幕講演会では，渋沢・宮本の民俗学の学問形成のプロセスや，海外の科学映画・民族

誌映画等との関わりなど，両者の民俗映画制作の背景が論じられた。個々の映画の前提となる条件を整理す

ることができた。11月20日（水）以降は，テーマ別の上映と解説という構成で実施した。それぞれ，「うみ・

やま・かわの民俗（20日）」「くらしと行事（21日）」「パイワン・オロッコ・ギリヤーク（22日）」「花祭（23
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日）」「1930年代の蔚山・多島海の民俗（24日）」というテーマであり，渋沢・宮本の民俗映画の全体的な傾向

がわかるような構成となるよう配慮した。映画の解説は，撮影されている対象や撮影地の民俗文化の専門家

を中心に依頼した。それによって，写真や文書による記録ではわからなかった「動き」が明らかになったり，

あえて映画に撮られていない対象があることなどが明らかになった。渋沢・宮本の民俗映画は，これまで，

民俗研究の資料としてはあまり活用されてこなかったが，今回の映像祭を通して，写真や文書などとともに

研究資料としての価値がすぐれて高いことが明らかになったのは大きな成果と言えよう。 

 アンケートも概ね好評をいただくことができたほか，来場者数を懸念していた平日もそれなりの入場者数

となった。 開催する研究イベントの内容によっては，平日の開催を検討してもよいのかもしれない。 

 しかし，全体として長丁場のイベントとなったため，広報サービス室の担当職員の負担が大きくなってし

まった。 今後こうしたイベントを企画する場合は，より効率的な実施形態を考えなければならない。 

 

歴博映画の会 

【概要】国立歴史民俗博物館では，日本の民俗と歴史に関する映像資料の制作と収集をおこなってきた。民

俗に関する映像制作にはふたつのカテゴリーがあった。ひとつは「民俗研究映像」で，当館の民俗研究系の

研究者が，各々の研究対象を，専門的な視点から映像化するものである。1988年より制作を開始し，現在も

継続している。もうひとつは歴博と文化庁が協議の上，「記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財」の

中から撮影対象を選び，一般向けにわかりやすい映像を記録する「民俗文化財映像資料」である。1984年よ

り制作が始まり，2008年に至るまでに計25作品が制作された。当館ではこのほか，民俗学・歴史学関連の民

俗誌映画・記録映画を収集・保管している。これらの映像を通じて民俗と歴史への知識と理解がより深めら

れることを期待し，2007年度より，国立歴史民俗博物館友の会の協力を得て，「歴博映画の会」を開催して上

映することとした。当初，「歴博映画の会」のプログラムは，本館研究部の職員が考案していた。しかし，2012

年度からは，年３回のうち１回を研究部職員が友の会の担当者と協議し，歴博が所蔵する映像資料のいくつ

かを視聴しながら，テーマと上映作品について検討してプログラムを作成するように変更した。2013年度の

開催は下記の通りであり，プログラムを友の会と共同で作成したのは第18回である。 

 

【第18回「歴博映画の会」】 

１．開催主体 主催：国立歴史民俗博物館，協力：国立歴史民俗博物館友の会 

２．開催日時 平成25年５月４日（土）13時30分～15時30分 

３．場所 国立歴史民俗博物館講堂 

４．料金等 入場無料，申し込み不要 

５．テーマ 東北のまつり─映像による記憶の過去・現在・未来 

６．上映作品 

    「東北のまつり」（1956年制作，上演時間43分） 

  監督：野田真吉 

  製作：東京シネマ 

  企画：東北電力株式会社 

７．内容 
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   戦前からのキャリアを持つ文化映画・民俗芸能の記録映画の監督として知られる野田真吉（1916～93）

による「東北のまつり」をとりあげ，1950年代の東北のまつり・行事のようすを紹介するとともに，開

催中の特集展示「東日本大震災と気仙沼の生活文化」と関連して本館の研究者たちが撮影・製作した最

新の映像を紹介することをとおして，映像による記録の意味について考える。 

８．解説 内田順子（本館研究部） 

【第19回「歴博映画の会」】 

１．開催主体 国立歴史民俗博物館，協力：国立歴史民俗博物館友の会 

２．開催日時 平成25年９月７日（土）13時30分～15時30分 

３．場所 国立歴史民俗博物館講堂 

４．料金等 入場無料，申し込み不要 

５．テーマ 変わり続ける音と声と暮らし 

６．上映作品 

    「椎葉民俗音楽誌1990」（1991年，上映時間120分） 

  製作：国立歴史民俗博物館 民俗研究部 

  制作：小島美子 

  制作協力：株式会社エーピーシー 

７．内容 

   本映像は，1991年に本館の民俗研究部に所属し，民俗音楽学を専門とする小島美子名誉教授によって

制作された。舞台となる宮崎県椎葉村は，九州山地に抱かれた山深い村であり，焼き畑や狩猟によっ

て生計をたてていた。 

   しかし，撮影当時，近代化，都市化によってかつての生業は過去のもとのなり，彼らが伝承してきた

歌や芸能も著しく変化しつつあった。解説では，この映像は「椎葉の伝統的な生活に根ざした歌ととも

に，変わりゆく民俗音楽の様相を記録したもの」と位置づけられている。撮影から20年以上が経過した

現在，撮影当時の歴史的な位置づけについても注意しながら，この「民俗音楽誌」の意味について考え

る。 

８．解説：川村清志（本館研究部） 

【第20回 歴博映画の会】 

１．開催主体 国立歴史民俗博物館，協力：国立歴史民俗博物館友の会 

２．開催日時 平成26年２月１日（土）13時30分～15時30分 

３．場所 国立歴史民俗博物館講堂 

４．料金等 入場無料，申し込み不要 

５．テーマ 酒造労働の現在─出稼ぎから通勤へ─ 

６．上映作品 

    「平成の酒造り 製造編」（2009年，上映時間88分） 

  制作：青木隆浩 

  製作協力：毎日映画社 

７．内容 
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   栃木県では，越後杜氏と南部杜氏の減少に伴い，季節出稼ぎの蔵人集団と地元の通勤労働者の協同

で，あるいは経営者家族と地元の通勤労働者のみで酒造りを担うようになっている。それに伴い，従

来のような早朝５時からの作業が困難となり，通勤の勤務形態に合わせて１日の作業工程を変えた

り，それに必要な人員配置と新たな設備投資をしたりするようになっている。そこで，今回の「歴博映

画の会」では，栃木県内の４つの蔵元を事例とし，それぞれの酒造りの１日を追っていく。 

８．解説 青木隆浩（本館研究部） 

 

 

［展示解説］ 

総合展示ギャラリートーク 

 一般を対象に，当館教員が総合展示の内容について解説し，理解を深めてもらうことを目的とした企画で，

企画展示，歴博講演会，歴博フォーラム等催事のない土曜日を中心に開催している。2013年度は12回開催さ

れた。 

 開催日程は「第二部 事業編 Ⅹ 広報・普及 ５ 総合展示ギャラリートーク」（450頁）を参照。 

 

企画展示ギャラリートーク 

 一般を対象に，当館教員及び館外研究者が，企画展示内容について解説し，理解を深めてもらうことを目

的とした企画である。2013年度は会期中の土・日曜日を中心に行われた。 

 開催日程は「第一部 研究編 Ⅱ 資料の収集・研究成果の公開 ─博物館資源センター─ ２ 展示 企

画展示」（194頁）のうち各企画展示の関連行事を参照。 

 

 

［ファミリー向けプログラム］ 

れきはくこどもワークシート 

 当館では，小学生・中学生を対象とした「れきはくこどもワークシート」を作成しており，小学校・中学

校団体等の見学や事後学習を効果的に行えるように作成した「歴史と話そう」（2008年度作成）や，展示資料

の観察を主眼とした「さがしてみよう」（小学校１～２年生対象），「じっくりみよう」（小学校３年生以上対

象）がある。「さがしてみよう」「じっくりみよう」は，2013年度現在，第１・２・３展示室に対応しており，

土日・祝日及び夏休み等長期休暇の開館日に配布しており，年間で約4000部配布している。 

 

歴博探検 

 小学生を主に対象とした「歴博探検」は，当館の教員が「隊長」となり，展示室や，普段は見ることので

きない調査室や整理室などを見学したり，総合展示や企画展示の展示資料の新しい見方を提供したりと，各

教員が工夫を凝らした内容が特徴の体験学習型プログラムである。 

 日程等の詳細は「第二部 事業編 Ⅹ 広報・普及 ４ 歴博探検」（450頁）を参照。 
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れきはくをかこうよ 

 「れきはくをかこうよ」は，小学生から中学生を対象とした，当館の展示を使ったスケッチ会として，2001

年度より開催している。このプログラムは総合展示室を会場とし，好きな展示物を選んで写生するもので，

絵を描いたあとに展示物の解説や作品へのコメントを当館の教員から受けることで，より展示物への理解と

興味を高めようという試みである。完成した作品は当館ホームページの「子どもサイト」にて，画像を掲載

している。 

 2013年度は下記のとおり開催された。 

2013年７月21日（日） 10：00～14：30 

会場（担当教員）：第４展示室（常光 川村） 

参加人数：35名（保護者等除く） 

 

歴博をつかった自由研究相談室 

 当館では，夏休みの期間中にエントランスホールにコーナーを設置し，当館の教職員及び学校教諭を相談

員として，小学校・中学校および高等学校の児童・生徒を対象に，夏休みの自由研究課題に関する相談を受

け付け，アドバイスを行っている。当館の展示資料，博物館の見方，博物館の機能等に関わる題材や助言を

提供することにより，課題を自ら調べ，作品をつくりあげるための手助けを目的とした取り組みである。ま

た，前年度の自由研究相談室の参加者から出品を募り，作品の展覧会を行っている。 

 2013年度の開催は下記のとおりである。 

歴博をつかった自由研究相談室 

開催日：2013年７月27日（土），28日（日），８月10日（土），11日（日） 

開催場所：エントランスホール 

参加人数：85名 

歴博をつかった自由研究相談室作品展 

開催期間：７月９日（火）～９月１日（日） 

開催場所：休憩室（第２展示室・第３展示室間） 

出品点数：15点 


