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１ 共同研究

［概　要］

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

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

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

究に基本をおいてきた点にある。

　「共同研究」は，「基幹研究」「基盤研究」「開発型共同研究」および「人間文化研究機構関連共同研究」

の４つの柱から成り立っている。「基幹研究」は人間の営為と歴史に注目した大きな研究課題の下に学際的

研究を目指すテーマを設定したものであり，「基盤研究」は館蔵資料の高度情報化や新しい歴史研究の方法

論的基盤を作るための課題を設定したものである。この２つを「共同研究」の核とすれば，「開発型共同研究」

は，若手研究者（任期付き助教）育成を目的とする共同研究であり，今後に発展しうる萌芽的課題を設定す

ることで，「共同研究」全体を実りあるものとする役割をも担っている。「人間文化研究機構関連共同研究」

は，人間文化研究機構が設定した課題に基づき歴博が主体となって取り組む共同研究である。

　本年度の「共同研究」は，「基幹研究」６課題，「基盤研究」12課題，「開発型共同研究」１課題，「人間文

化研究機構関連共同研究」７課題について進めてきた。以下，本年度新たにスタートした新規課題を中心に

説明を行う。

【基幹研究】　全体課題「古代列島世界の歴史像の再構築」の３ブランチ，全体課題「震災と博物館活動・

歴史叙述に関する総合的研究」の３ブランチが継続して進められた。いずれも総合展示リニューアルや企画

展示のための学術的基盤を高めるための共同研究であり，歴博がめざす博物館型研究統合の実践例である。

前者と，後者のうち１つのブランチが最終年度を迎えた。

【基盤研究】　本年度は多元的フィールド解析研究として「歴史にみる人と自然の関係史」，「古墳時代・三

国時代における日朝関係史の再構築─倭と栄山江流域の関係を中心に─」が，公募型共同研究として「近世

の一枚摺文化の需要と都市社会の研究」が開始された。他に継続で進められた共同研究が９本あった。

【開発型共同研究】　任期付き助教が代表となる開発型共同研究としては，「日本近世における彩色の技法と

材料の受容と変遷に関する研究」が開始された。

【人間文化研究機構関連共同研究】　本年度は計７本の研究が実施され，うち４本が研究の最終年度を迎え

たため，それぞれ成果の取りまとめにとりかかった。その詳細については，この後に続く当該研究のページ

にて詳しく記載されている。

　なお経費の運用においては，選択と集中の観点から共同研究と連動した科研費の採択分を有効活用して，

新たに基幹研究および公募型共同研究の重点化などに充当し，効率的運用に努めた。

共同研究担当　村木　二郎・三上　喜孝　　



6

平成26年度　国立歴史民俗博物館共同研究計画一覧

研
究
種
別

研　　　究　　　課　　　題
年　　度

23 24 25 26 27 28

基
幹
研
究

（１）古代列島世界の歴史像の再構築（歴博・考古研究系　教授　林部　均　他）

Ａ【広領域歴史創成研究】先史時代における社会複雑化・地域多様化の研究（歴博・考古
研究系　准教授　山田　康弘　他18名）

Ｂ【広領域歴史創成研究】東アジアにおける倭世界の実態（歴博・考古研究系　准教授　
上野　祥史　他16名）

Ｃ【広領域歴史創成研究】古代地域社会の実像（歴博・考古研究系　教授　林部　均　他
21名）

（２）震災と博物館活動・歴史叙述に関する総合的研究（歴博・歴史研究系　教授　荒川
　章二　他）

Ａ【広領域歴史創成研究】戦時／災害と生活世界の関わりに関する総合的研究（歴博・歴
史研究系　准教授　原山　浩介　他40名）

Ｂ【多元的フィールド解析研究】東日本大震災被災地域における生活文化研究の復興と博
物館型研究統合（歴博・民俗研究系　准教授　川村　清志　他17名）

Ｃ【歴史資源開発研究】災害の記録と記憶をめぐる資料論的研究（歴博・歴史研究系　教
授　樋口　雄彦　他８名）

基
盤
研
究

◇広領域歴史創成研究

（１）日韓における青銅原料の産地の変遷に関する研究（歴博・情報資料研究系　教授　
齋藤　努　他５名）

◇多元的フィールド解析研究

（１）保護地域制度が周辺地域の生業変化や資源化に及ぼす影響─持続可能な地域発展に
おける規制のあり方─（歴博・民俗研究系　准教授　柴崎　茂光　他18名）

（２）歴史にみる人と自然の関係史（千葉県立中央博物館海の博物館　分館長　原　正利
　他20名）（館内担当　西谷　大教授）

（３）古墳時代・三国時代における日朝関係史の再構築
─倭と栄山江流域の関係を中心に─（歴博・考古研究系　准教授　高田　貫太　他11名）

◇歴史資源開発研究

（１）東アジアの宗教をめぐる交流と変容（歴博・民俗研究系　教授　松尾　恒一　他20名）

（２）高度経済成長と地域社会の変化（歴博・民俗研究系　教授　関沢　まゆみ　他９名）

【展示型】（３）学際的研究による漆文化史の新構築（歴博・情報資料研究系　教授　日高
　薫　他18名）

【展示型】（４）対外関係・交流史を歴史展示で表現するための実践的研究　─19世紀を中
心とする対米および対独との関係・交流を展示で表現する試み─（東京大学史料編纂所　
教授　保谷　徹　他14名）（館内担当　大久保　純一教授）

（５）年代情報に基づく木材の利用・活用に関する横断的研究（歴博・情報資料研究系　
教授　坂本　稔　他11名）

（６）研究資源としての民俗研究映像の制作と活用に関する研究（歴博・民俗研究系　准
教授　内田　順子　他16名）

（７）古代の百科全書『延喜式』の総合書物学研究─多分野協働をめざして─（歴博・歴
史研究系　准教授　小倉　慈司　他13名）

◇公募型共同研究

（１）歴史資料デジタルアーカイブデータを用いた知的構造の創生に関する研究─小袖屏
風を対象として（横浜国立大学大学院工学研究院　教授　濱上　知樹　他８名）（館内担当
　澤田　和人准教授）

（２）近世の一枚摺文化の受容と都市社会の研究（お茶の水女子大学大学院人間文化創成
科学研究科・准教授　神田　由築　他７名）（館内担当　大久保　純一教授）
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開
発
型

共
同
研
究

（１）日本近世における彩色の技法と材料の受容と変遷に関する研究（歴博・情報資料研
究系　助教　島津　美子　他９名）

機
構
関
連
共
同
研
究

（１）連携研究〈大型〉
「人間文化資源」の総
合的研究

Ａ　正倉院文書の高度情報化研究（歴博・歴史研究系　教授　仁
藤　敦史　他17名）

Ｂ　近現代の生活と産業変化に関する資料論的研究（歴博・民俗
研究系　准教授　青木　隆浩　他12名）

Ｃ　歴史研究資料としての映画の保存と活用に関する基盤的研究
（歴博・民俗研究系　准教授　内田　順子　他７名）

（２）連携研究〈小型〉
活動提案

◇カテゴリーⅠ　◇都市風俗と「職人」─日本中近世の絵画資料
を中心に─（代表：国文研・教授　大高　洋司）（歴博・歴史研
究系　教授　小島　道裕）

◇カテゴリーⅢ　大規模災害と広域博物館連携に関する総合的研
究（歴博・民俗研究系　教授　小池　淳一　他16名）

（３）日本関連在外資
料調査研究

Ａ　シーボルト父子関係資料をはじめとする前近代（19世紀）に
日本で収集された資料についての基本的調査研究（代表：歴博・
歴史研究系　教授　日高　薫）

Ｂ　近現代における日本人移民とその環境に関する在外資料の調
査と研究（代表：日文研・教授　劉　建輝）（歴博・歴史研究系
　准教授　原山　浩介）

［基幹研究］

（１）「古代列島世界の歴史像の再構築」2012～2014年度
　　　（総括研究代表者　林部　均）

１．目　的

　本研究では，近年の最新の研究成果をもとに，多角的な観点から古代列島世界像の構築をおこなうことを

目的とする。

　本研究は，大まかには時代枠にもとづく３ブランチで構成される。そして，「社会構造」「対外交渉」「地

域社会」の三つのキーワードを設定し，ブランチを貫く共通テーマとする。本研究では上記のキーワードに

関連する様々な事象について，広く列島世界を対象として，時代を越える観点を含めつつ体系化・総合化し，

新しい古代史像を構築することを目指す。

　Ａ班は，縄文時代（先史時代）を中心に地域多様化と社会複雑化のプロセスに焦点をあて，社会構造と地

域性に重点をおいた新たな歴史像の構築を目指す。

　Ｂ班は古墳時代を中心として「東アジア諸地域」「王権」「地域社会」の相互関係を王権と地域社会という

視点から整理し，対外交渉の視点も加味して，「倭世界」の実態を明らかにする。

　Ｃ班は，飛鳥時代以降の古代を中心として，地域社会がもつ多様性と画一性を多角的・総合的に把握する

ことにより，中央中心の歴史観ではない，地域の視点からみた新しい古代史像を構築する。

　本研究の３ブランチは，いずれも総合展示第１室「原始・古代」のリニューアルに向けて，その学術的な

根拠とすべく実施されるもので，その成果は総合展示に反映される。本館の理念である「博物館型研究統合」

の実践例として位置づけられる。
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２．今年度の研究成果

　Ａ班は，縄文時代の社会がどのように複雑化していったのかについて，生業形態・精神文化からの視点も

加えて考察し，新しい縄文時代像を描くことを目指した。ところが，社会複雑化のプロセスが地域ごとで多

様であり，全国一律に議論することが困難であることが判明した。しかし，このことにより，縄文時代の社

会の多様性・複雑化を様々な視点から分析することにより，「縄文時代」「縄文文化」というこれまでの枠組

みそのものついて，再検討できる可能性が示された。

　Ｂ班は，王権，地域社会の視点からの倭世界の検討を進めた。支配構造や物質文化のパターン，葬制シス

テムをはじめとして，地理景観や空間構造，生活様式の伝播と受容，交易ルートなどといった視点から分析

することにより，倭世界の実態がより明らかとなった。また，ここに地域社会や境界領域，そしてその外側

からの視点を加えることにより，より相対化した倭世界の実態を検討することができた。

　Ｃ班は，前年度までの研究を踏まえて，地域社会に視点をおいたとき，どのような新しい研究ができるの

かを検討した。また，列島の北と南の世界の特徴については，現地調査も含めて，さらに検討を深めた。そ

して，列島の北と南の世界が，王権とのかかわり，地理的環境や自然状況などにおいて，きわめて独自な特

徴をもった地域であり，その地域に軸足をおくことにより，列島の歴史についても相対化して考えることが

できるという共通の研究基盤を形成することができた。

３．基幹研究全体の成果

　この基幹研究では，「社会構造」「対外交渉」「地域社会」という三つのキーワードを設定した。それぞれ

の共同研究が，これらを意識して取り組むことにより，基幹研究全体として，一体性をもったものになるよ

うに意識した。

　Ａ班は，縄文時代の墓の構造や出土品の分析，集落の様相の地域ごと，もしくは地域間での詳細な比較研

究から，「社会構造」の複雑化や「地域社会」の多様化について成果が得られたと考える。ただ，その社会

複雑化のプロセスは地域ごとで，きわめて多様であり，単純に統一した解釈を導くことは困難であることが

判明した。しかし，この事実から，逆に「地域社会」などを考える視点が生まれ，ひいては「縄文時代」「縄

文文化」の枠組みを再検討する手がかりが得られた。

　Ｂ班，九州や東北，そして朝鮮半島の古墳の分析から「対外交渉」「地域社会」，とくに境界領域での「地

域社会」の実態，そして，境界領域をはじめとして列島各地でおこなわれる様々な「対外交渉」のかたちが

明らかとなり，倭王権の相対化して，その実態を考えることが可能となり，あらためて「地域社会」と王権

とのかかわりを検討することができた。

　Ｃ班は，列島の地域社会の実態については，必ずしもすべての地域を網羅的に検討できたわけではないが，

その中で，列島の北と南の世界が，王権とのかかわり，地理的環境や自然状況などにおいて，きわめて独自

な特徴をもった地域であり，その地域に軸足をおくことにより，列島の歴史についても相対化して考えると

いう共通の研究基盤を形成することができた。

　おおむね，共同研究を計画・開始したときに設定した共通課題を解明する共同研究になったと考える。

　しかし，縄文時代，古墳時代，古代と時代が異なり，全体として，まとまった成果がどれだけ得られたの

かということになると，はなはだ心もとない。古墳時代と古代については，倭王権，もしくは律令国家とい

うものを相対化して，社会構造や地域社会を見る視点が生まれ，それぞれの実態が明らかにされた。また，
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縄文時代も含めて列島社会のもつ地域社会の多様性が明らかにできた。ともに，これまでとは異なる視点か

ら研究であり，今後，こういった方向性で研究を蓄積していけば，新しい列島の古代史像の構築も可能とな

ると考える。その基盤形成をしたということで，それぞれの共同研究は大きな成果があった。そして，今後

のさらなる展開が期待される。

　なお，この成果は，それぞれの共同研究で，『研究報告』を刊行するとともに，平成30年度に開室を予定

している総合展示第１室に反映させたいと考える。

Ａ「先史時代における社会複雑化・地域多様化の研究」2012～2014年度
　  （研究代表者　山田康弘）

１．目　的

　日本列島における昨今の先史時代研究を概観してみると，そこで語られる時代像（特に縄文時代像）は，

研究者間で大きく異なっている。このような状況は，従来私たちが縄文時代・縄文文化と一括してきた枠組

みとその内容に対して，時期性・多様性・地域性という観点から再検討を要請していると言ってよいだろう。

　地域多様化および社会複雑化という視座は，現在の縄文時代研究，ひいては人類史的な先史時代研究には

欠くことのできないものはずであるが，社会構造や地域性に関する既存の研究において，両者が列島規模（こ

の領域設定方法に一国史的歴史観が内在されているとしても）で総合的に検討されたことはほとんどない。

今回の共同研究においては，まずこのような大規模な議論の場を形成することを最初の目的とし，各研究分

担者が多様な見解を出し合い議論を交えながら，意見の統合が可能かどうか，可能であればどのような形で

意見を調整・統合し，時代像を再構築できるか見極め，その結果を展示に結びつけることを目的とする。

２．今年度の研究計画

　平成26年度の研究課題は二つある。一つは，先史時代の社会がどのように複雑化していったのか，生業形

態・精神文化からの検討という視点を含めながら考察を加え，新しい先史時代像を提示することである。結

果として先史時代社会の多様化・複雑化のあり方を検討することによって「時代概念」そのものを再考する

ことも視野に入れている。

　もう一つの課題は，地域多様化・社会複雑化というプロセスが，異なる視点（たとえば人類史的観点，一

国史的な歴史観や，旧石器時代や弥生時代など他の時代との比較）から見た場合，どのように進行していっ

たのか，どのように位置付けられるのか，その見通しを得ることである。

　平成26年度は，前期２年間の研究成果をうけて，先史時代における地域性と社会構造のあり方について，

環境史や人類学的知見を含めた総合的見地から考察を加え，研究成果をまとめたい。

３．今年度の研究経過

第１回共同研究会

　2014年７月５日（土）～７月６日（日）　国立歴史民俗博物館　第２会議室

　谷口康浩「環状集落の分析構造と社会組織」

　設楽博己「土製耳飾りと縄文社会」



10

　山田康弘「岩手県二戸市中穴牛遺跡から検出された遠賀川系土器使用の土器棺墓について」

　山田康弘「第１展示室リニューアルにむけての説明」

　その後展示見学・討論会

第２回共同研究会

　2014年12月20日（土）～12月21日（日）　国立歴史民俗博物館　第２会議室

　山田昌久　　「縄文時代の木材利用」（ゲストスピーカー）

　近藤　修　　「人骨から見た縄文時代の地域性」

　山田康弘　　「保美貝塚2014年度の発掘調査」

　総合討議　　「先史社会の複雑化と地域性」

４．今年度の研究成果

　今年度は縄文時代の社会について，縄文文化におけるタテ・ヨコの範囲の検討を踏まえたうえで，集落・

墓地の検討に引き続いて，縄文時代の社会のあり方について議論を行なった。なかでも，先史時代の社会が

どのように複雑化していったのか，生業形態・精神文化からの検討という視点を含めながら考察を加え，共

同研究の参加者がコンセンサスを得ることのできるような新しい先史時代像を描くことに努めた。しかしな

がら，社会複雑化というプロセスが，地域よって多様化していること，また道具立てなどハードの部分に対

する技術などソフトの部分による対応が，やはり地域によって多様化していることなどから，全国一律に議

論することは難しいという結論に達した。一方で，これにより先史社会の複雑化・地域多様化がどのように

進行していったのか，どのように位置付けられるのか，逆説的ではあるが，その見通しを得ることができた。

結果として，先史時代社会の多様化・複雑化のあり方を検討することによって「時代概念」そのものを再考

し，縄文時代＝一つ文化という既成の見方が，その視点の位置によって変わりうるという点では，意見を収

束させることができた。同時並行している第一展示室リニューアルについても，おおよその形をまとめるこ

とができ，大きな成果を得ることができた。

５．３年間の研究成果

　平成24年（2012年）度の研究成果：共同研究初年度の第一の課題は，いわゆる「縄文時代・文化」（以下，

縄文時代とする）における時間的・空間的範囲の検討と，縄文時代各地における先史時代の「集落」が時期

ごとにどのような変遷をし，生業形態（環境史・自然資源利用技術）との関わりの中で，その景観・空間利

用のあり方がどのように変わっていくのかをトレースし，その展開が地域ごとにどのように多様化していっ

たのか把握することであった。これについては工藤雄一郎「土器出現の年代と古環境」，福田正広「サハリ

ンの新石器土器と北辺の縄文土器」，伊藤慎二「沖縄諸島における縄文土器の様相」，また研究代表者が副代

表を務めた展示プロジェクト「弥生ってなに？！」と連動した研究により，縄文時代がいわゆる草創期開始

期（16500年前）からスタートし，その終末は突帯文土器の頃としてもかなり地方によって複雑な様相があ

るということで，コンセンサスを得ることができた。また，縄文文化の空間的範囲は，基本的に日本列島の

範囲と一致し，サハリンまでは主体的な分布をしないこと，沖縄諸島に関しては，前期・後期は九州におけ

る縄文文化（土器）と系譜的に連動するが，それ以外の時期では独自性が強く，「沖縄縄文文化」と呼ぶべ

きものであるといった議論を行うことができた。
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　また，各地の集落の様相についても，長田友也「東海地方における縄文晩期社会」，菅野智則「東北地方

の縄文集落」，山崎真治（ゲストスピーカー）「中琉球・南琉球の先土器─土器出現期について」，山田康弘「愛

知県保美貝塚の発掘調査」などといった研究発表，およびそれに伴う総合討議によって，東海・東北・九州

南部～沖縄地域にかけて，ある程度明確にすることができた。

　さらに，考古学・人類学・古環境の三分野が共同して研究を行うことができる新しい資料の入手をはかる

ために，平成25年２月27日から３月22日にかけて，科学研究費補助金（基盤研究（B））「愛知県保美貝塚出

土資料による考古学・人類学のコラボレーションモデルの構築と展開」と連動しながら愛知県保美貝塚の発

掘調査を行った。これにより，共同研究用の新規の資料を入手することができた。

　平成25年（2013年）度の研究成果：次年度の課題は，前年度に引き続き，各地における集落の様相を明ら

かにするとともに，「集落」と「墓域」の分析双方から析出される集団像について，時期的・地域的な差異

の有無を明らかにし，差異があるとすればそれはどのような内容をもったものであったのかといった諸点に

検討を加え，それが従来の縄文時代像（例えば80年代に構築された時代像）とどのように異なるのか検討を

加えることであった。これについては，阿部芳郎「環状盛土遺構と後晩期の地域社会─印旛沼南岸地域の事

例」，高瀬克範「北海道キウス４遺跡と縄文後晩期集落・墓地研究」，瀬口眞司「琵琶湖周辺における定住生

活の成立と展開」，山田康弘「愛知県保美貝塚における盤状集骨の調査」といった地域的な事例研究とともに，

高橋龍三郎「縄文時代のトーテミズムの可能性を探る」，舟橋京子「抜歯風習からみた縄文社会」，冨井眞「遺

跡群研究の論理」といった全国的に俯瞰する研究によって，各地の集落・墓制のあり方，さらにはその背後

に想定される社会について理解を深めることができた。加えて，人類学的な見地から米田穣が「同位体から

みた縄文時代の食生態」を発表し，その食性の多様性を指摘した。平成25年度の成果の中で，特に重要であ

るのは，縄文時代・文化における内容が，時期・地域によって非常に多様な姿をしており，その差異は個々

の共同研究者の想定を超えるものがあったということである。これにより，各地域における社会および全国

的に俯瞰する観点からの社会という二種類の社会像を描くことができ，来年度に予定している議論の収束に

向けての準備が整った。

　平成26年（2014年）度の研究成果：最終年度の研究課題は二つあった。一つは，先史時代の社会がどのよ

うに複雑化していったのか，生業形態・精神文化からの検討という視点を含めながら考察を加え，新しい先

史時代像を提示することであり，結果として先史時代社会の多様化・複雑化のあり方を検討することによっ

て「時代概念」そのものを再考することも視野に入れていた。もう一つの課題は，地域多様化・社会複雑化

というプロセスが，異なる視点（たとえば人類史的観点，一国史的な歴史観や，旧石器時代や弥生時代など

他の時代との比較）から見た場合，どのように進行していったのか，どのように位置付けられるのか，その

見通しを得ることであった。

　最終年度には，縄文時代の社会について，縄文文化におけるタテ・ヨコの範囲の検討を踏まえたうえで，

集落・墓地の検討に引き続いて，縄文時代の社会のあり方について議論を行なった。集落と墓地，社会構造

の関係については，谷口康浩が「環状集落の分節構造と社会組織」を発表し，縄文社会の複雑性について改

めて問題を提起し，設楽博己も「土製耳飾りと縄文社会」で墓地のあり方と装身具のあり方から社会構造に

接近を試み，一般に普及しているような，単純な平等社会という概念では縄文社会を捉えることができない

ことを示した。また，山田康弘は縄文文化の終末について「岩手県二戸市中穴牛遺跡から検出された遠賀川

系土器使用の土器棺墓について」で，検討し，弥生時代中期併行期にまで，縄文的様相が残存する一方で，
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変容もしていることを示した。さらに形質人類学の立場から近藤修が縄文人の多様性について「人骨からみ

た縄文時代の地域性」として発表し，全国同一形質で捉えられることの多い縄文人には，細かな地域多様性

のあることが示された。

　これらの研究成果と前年度までの研究成果を統合し，先史時代の社会がどのように複雑化していったのか，

生業形態・精神文化からの検討という視点を含めながら考察を加え，共同研究の参加者がコンセンサスを得

ることのできるような新しい先史時代像を描くことに努めた。しかしながら，社会複雑化というプロセスが，

地域よって多様化していること，また道具立てなどハードの部分に対する技術などソフトの部分による対応

が，やはり地域によって多様化していること（山田昌久発表：ゲストスピーカー）などから，全国一律に議

論することは難しいという結論に達した。一方で，これにより先史社会の複雑化・地域多様化がどのように

進行していったのか，どのように位置付けられるのか，逆説的ではあるが，「統一的，かつ単純に把握する

ことは難しい」という見通しを得ることができた。結果として，先史時代社会の多様化・複雑化のあり方を

検討することによって「時代概念」そのものを再考し，縄文時代＝一つ文化という既成の見方が，その視点

の位置によって変わりうるという点では，意見を収束させることができた。また，これらの様々な議論を踏

まえながら，同時並行している第一展示室リニューアルについても，おおよその形をまとめ，細部において

意見の相違は残ったものの，大筋でコンセンサスを得ることができ，大きな成果を得ることができた。

　以上の研究成果については，2015年12月に予定されている歴博フォーラム，今後刊行予定の研究報告特集

号，および第一展示室の新構築において公開・還元していく所存である。

６．研究組織（氏名　所属　役割分担／◎は研究代表者，○は研究副代表者）

　設楽　博己　　　東京大学大学院人文社会系研究科・教授　　関東・中部地方の社会

　高橋龍三郎　　　早稲田大学文学学術院・教授　　　　　　　社会階層化の研究

　阿部　芳郎　　　明治大学文学部・教授　　　　　　　　　　関東地方の社会

　瀬口　眞司　　　（財）滋賀県文化財保護協会・主任　　　　　近畿地方の社会

　佐々木由香　　　（株）パレオ・ラボ・統括部長　　　　　　　植生・環境史からみた社会

　高瀬　克範　　　北海道大学大学院文学研究科・准教授　　　北海道の社会

　松村　博文　　　札幌医科大学医学部・准教授　　　　　　　縄文人の起源

　近藤　　修　　　東京大学大学院理学系研究科・准教授　　　縄文人の形質差

　米田　　穣　　　東京大学総合研究博物館・教授　　　　　　縄文人の食性分析

　舟橋　京子　　　九州大学総合研究博物館・助教　　　　　　抜歯等からみた社会

　長田　友也　　　中部大学人文学部・非常勤講師　　　　　　東海地方の社会

　冨井　　眞　　　京都大学文化財総合研究センター・助教　　中国地方の社会

　小畑　弘己　　　熊本大学文学部・教授　　　　　　　　　　九州・韓半島の社会

　福田　正宏　　　東京大学大学院創成科学研究科・准教授　　北海道・沿海州の社会

　菅野　智則　　　東北大学埋蔵文化財センター・専門職員　　東北地方の社会

　伊藤　慎二　　　西南学院大学国際文化学部・准教授　　　　沖縄・南西諸島の社会

○工藤雄一郎　　　本館研究部・准教授　　　　　　　　　　　環境史的観点からみた社会
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Ⅰ－１　共同研究

◎山田　康弘　　　本館研究部・准教授　　　　　　　　　　　全体統括・墓制からみた社会

Ｂ「東アジアにおける倭世界の実態」2012～2014年度
　  （研究代表者　上野祥史）

１．目　的

　倭という表現は，漢書地理志を初出として，宋書や隋書などの中国史書や，広開土王碑文などにみえてお

り，日本列島に対する古代東アジア世界からの呼称である。東アジアが倭と呼ぶ日本列島の世界は，弥生時

代中期後半から古墳時代終末期に相当する。それは，前方後円墳という存在が象徴するように，日本列島で

広く共有した規範・価値観が確立した時代であり，国家形成の歩みを進める時代でもあった。

　本研究では，倭世界を中央（王権）と地域（地域社会）の関係が規定する世界としてとらえ，日本列島的

な視点と東アジア的な視点─内なる視点と外なる視点─を対照することによって，この倭世界の実態を評価

することを目的とする。

　求心性を志向した王権は，倭世界の周縁（九州等）や外部（朝鮮半島）との接触によって得た情報をもと

に，絶えず新たな規範や価値観を創出し続けた。それは，王権が地域社会を序列化し包摂する動きに他なら

ない。本研究では，その規範や価値観を創出するプロセスや，如何にそれが序列化のシステムとして機能し

たのかに注目することによって，倭王権の実態を整理する。この実態と新羅や百済など朝鮮半島の諸王権と

の比較を通じて，東アジアの視点で倭王権の特質を相対化し，史書や金石文に記す王権の天下観との対照を

通じて，理念と実態の交錯する倭王権の本質を相対化することが可能となる。

　一方，地域社会にとっては，王権との関係は外部世界とのつながりの一つである。地域社会と朝鮮半島の

各地や日本列島の他地域との関係を対照し比較することによって，王権の意図とは必ずしも重ならない地域

社会の独自の動きがみえてくる。本研究では，渡来系集団を受け入れた地域等を対象として，東アジア諸地

域や王権との関係に注目し，倭世界を構成する地域社会の動きを整理する。無意識に従属的な性格が強調さ

れやすい王権との関係を，地域社会の対外交渉という視点から相対化することが可能である。それは，王権

と地域社会との間に想定される「内なる境界」と，東アジア諸地域と王権・地域社会との間に想定される「外

なる境界」を改めて問うことにもなる。

　総じて言えば，「東アジア諸地域」「王権」「地域社会」という３つのカテゴリーの相互関係を，王権と地

域社会という二つの視座で整理し，王権と地域社会の関係によって規定される倭世界の実態を明らかにする

ものである。倭世界を自明のものとしてとらえるのではなく，「対外交渉」という視点そのものを相対化す

ることも目的である。本研究では，東アジア諸地域と王権・地域社会がもっとも密接に関係をもった５世紀

を中心として検討を進めるものとする。

２．今年度の研究目的

　本研究では「王権」と「地域社会」という二つの視座から検討を進めるが，平成26年度は各年度の論点を

総括し，多元的な倭世界の実態を集約することを目指す。「王権」と「地域社会」という視座を通じて得ら

れた論点を各自の分析視点に帰納することによって，倭世界の実態を改めて評価する。

　「東アジア諸地域」「王権」「地域社会」という３つのカテゴリーの相互関係を，王権と地域社会という二
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つの視座で整理し，王権と地域社会の関係によって規定される倭世界の実態を最終的には明らかにしたいと

考えている。倭世界を自明のものとしてとらえるのではなく，「対外交渉」という視点そのものの相対化を

はかる。

　また，最終年度ではあるが，これまでと同じく，遺跡巡見とそれに基づいた研究会を開催する。本年度は，

群馬地域を検討対象とする。古墳時代の東国社会の地域動態，王権との関係，あるいは渡来系文物の受容に

みる東アジア世界とのつながりを，群馬という個別のフィールドから検討する予定である。

３．今年度の研究経過

　今年度は研究会を４回開催した。そのうちの１回は群馬県で開催し，地域首長の経営基盤と地域開発とい

う視点から東国の地域社会を検討し，遺跡・遺物検討を研究会とあわせて遂行した。

【第１回研究会】　　於歴博　　　2014年６月28日・29日

・2014年度の計画説明及び検討

・研究発表

　岸本直文　　「初期王権論─前方後円墳の波及とその意義─」

　仁藤敦史　　「神功紀外交記事の基礎的考察」

　坂　靖　　　「遺跡構造からみたヤマト政権王権─古墳時代後期における奈良盆地の集落と古墳─」

【第２回研究会】　　於歴博　　　2013年９月13日・14日

　吉井秀夫「朝鮮・日本における横穴系墓制受容様相の比較研究」

　山本孝文「墓制の比較による百済王権の動向」

　井上直樹「５世紀後半～６世紀初の百済と倭─文明王から東城王までの王統系譜の再検討を中心に─」

【第３回研究会】　　於かみつけの里博物館　　2013年11月７日・８日

　杉山秀宏　「半島との関連からみた金井東裏遺跡」

　若狭　徹　「上毛野における古墳時代の社会構造」

　高田貫太　「５，６世紀朝鮮半島における「倭系古墳」の造営背景」

※群馬地域の古墳群及び集落遺跡と出土資料の検討をあわせておこなった。

　対象遺跡・遺物：保渡田古墳群，綿貫観音山古墳，中筋遺跡，金井遺跡群，北谷遺跡，三ツ寺Ⅰ遺跡等及

び同出土資料

【第４回研究会】　　於歴博　　　2014年12月19日・20日

　杉井　健　　「熊本県域における集落象徴と古墳動向の関係分析に向けて」

　新納　泉　　「古前方後円墳の３次元計測と設計原理の復元」

　松木武彦　　「古墳の階層的様相とその変化─吉備南部を対象として─」

【第５回研究会】　　　於歴博　　2015年３月７日・８日

　藤沢　敦　　「弥生時代後期から古墳時代の北海道・東北地方における考古学的文化の分布」

　下垣仁志　　「国家形成と器物保有─鏡の保有をめぐる断想─」

　上野祥史　　「器物の価値とその意義」
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４．今年度の研究成果

　第１回研究会では，倭王権を墓制システム，歴史書の編纂過程，地域社会構造という３つの視点から検討

した。岸本直文は，３世紀前半の前方後円墳に注目し，400年間維持された古墳時代の基軸たる前方後円墳

共有システムが始動するプロセスを検討し，倭王権の本質について検討した。仁藤敦史は，日本書紀の神功

記の外交交渉を対象に，日本書紀と百済三書の参照関係を整理し，それぞれの編纂時期や編纂背景を論じ，

史書記述の王権及びその外交関係を相対化すべきことを指摘した。坂靖は，６世紀の古墳時代後期を対象と

して，古墳築造や集落・生産遺跡の相互関係を検討し，大和地域の遺跡構造から，王権の所在する地域社会

の実相を描写した。

　第２回研究会では，主に百済地域を対象としつつ，朝鮮半島の王権の特質や構造を，墳墓築造にみる葬制

や威信財の配布，王統譜という視点から検討した。吉井秀夫は，朝鮮半島や日本列島の各地域が横穴系墓制

を受容するプロセスを，外来要素と在地要素の関係性で評価し，共通性や地域の独自性を抽出し，各地域の

権力構造を素描した。山本孝文は，３世紀から６世紀に至る長期的視点で，百済の墓制の変遷過程を整理し，

王墓と他階層の墳墓との階層関係から，画期を抽出し，その意義を社会構造の変化として評価した。ともに，

墳墓の形態を直接比較した分析ではなく，墳墓を構成する諸要素の相互関係を比較検討したものとして注目

できる。井上直樹は，王統が一時中断し百済王権が振るわない熊津期に注目し，日韓中の史書を対照して，

外交記録を基に，その王系の位置付けを検討した。それは，外交に反映された百済王権の構造をよみとくも

のでもある。

　第３回研究会では，群馬県域での遺跡・遺物検討をあわせておこなった。古墳築造と生産基盤の変遷が対

照でき，首長と地域社会との関係が多視点で評価できる上野の地域社会を検討し，倭王権と地域首長の関係

と，地域首長の権力の根源・由来を対照した検討をおこなった，

　研究会では，５世紀以後に朝鮮半島からの影響を強く受けた東国上野の社会に注目し，東アジアとの関係，

倭王権との関係が地域社会を新たに規定する様子を，内外の視点で評価した。杉山秀宏をゲストスピーカー

に迎え，榛名火砕流に埋もれた金井東浦遺跡の調査情報を基に，集落や生産単位，墳墓などの空間構造を復

元し，甲冑装着した地域首長を取り巻く地域景観を検討した。若狭徹は，具体的な動きが鮮明に追える東国

上野の地域社会の，６世紀以後の動きを日本書紀や碑文などの文字資料と考古学状況を対照して描き出し，

地域経営システムの実態を検討した。高田貫太は，朝鮮半島に倭系古墳を築造する歴史的意義を，在地の地

域集団や在地の墓制の視点から整理した。外来墓制の受容をめぐる比較の視点は，東国上野域に多い渡来系

墳墓の積石塚の相対的評価にもつながる。

　第４回研究会では，地域社会における古墳の築造を，設計原理と階層構造，集落との対比という視点から

検討した。新納和泉は，吉備の大型前方後円墳の３次元計測をもとに，その設計原理及び基本単位を詳細に

復元し，何により前方後円墳の形態が決定するのか論じて，地域社会に古墳を築造する際の規範・基準を推

察した。松木武彦は，吉備地域に注目して，小地域ごとに集落の相互関係から地域集団の階層化・構造化を

検討し，古墳の築造と対比させることによって，古墳時代を通じた地域社会の動きとその画期を論じた。杉

井健は，熊本県域を対象として，小地域ごとに古墳の築造と集落の存続を対比させ，弥生時代後期から古墳

時代前期への動きを整理し，地域社会に有力な古墳（首長墓）が生れる背景を推察した。

　第５回研究会では，倭世界と北方世界の相互作用を藤沢敦が報告し，古墳時代の器物の保有の視点から倭

王権と地域社会・首長の動きを下垣仁志と上野祥史が報告した。藤沢敦は，弥生・古墳文化と続縄文文化と
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の関係を整理し，文化接触の実態と変遷過程を丁寧に整理し，気候変動だけではない交易・生業などふくめ

た環境の変化の視点から評価した。下垣仁志は，地域社会における鏡の取扱いに注目し，古墳時代前期から

中期を射程に，器物保有を通じた集団の編制原理を検討した。それは，国家形成論における器物授受の議論

を「受」の側面で推進する試みである。上野祥史は，倭王権が東アジア由来の外来器物を選択するプロセス

と，地異首長が価値を認識するプロセスに注目し，倭王権が価値を創出する状況を，東アジアと地域首長の

視から検討した。

　共同研究を推進する最終年度にあたり，これまでの議論をふまえつつ，各自が王権・地域社会・東アジア

という視座で改めて古墳時代を論じた次第である。支配構造や物質文化パターン，葬制システムな，地理景

観や空間構造，生活様式の伝播と受容，あるいは交易ルートなど論点は多岐にわたるが，古墳築造文化圏の

外なる東アジアや南島・北方との関係，あるいは地域社会との関係において，前方後円墳の築造とその共有

を指標とした倭王権の特質が改めて示されたといえよう。倭世界を中央（王権）と地域（地域社会）の関係

が規定する世界としてとらえ，日本列島的な視点と東アジア的な視点─内なる視点と外なる視点─を対照す

ることによって，この倭世界の実態を評価する本研究の目的は，充分に果たし得たと考える。

５．３年間の総括

　当共同研究では，「東アジア」「王権」「地域社会」という３つの視点で古墳時代社会を検討することを具

体的な目標として掲げた。３年の研究期間を通じた議論は，「倭王権の実態」「王権の比較」「倭の地域社会」

「倭世界の境界」という４つの視座に集約される。

　【倭王権の実態】　日本列島世界において，社会関係構築の中心的立場であり続けた倭王権の実態につい

ては，前方後円墳の築造と副葬品を中心にした検討を進めた。前方後円墳も器物もともに，倭王権が創出し

地域社会も共有する存在であるが，倭王権が創出するプロセスと地域社会が受容するプロセスを検討対象と

して，構造物や器物が紐帯と序列を表象した古墳時代の権力構造を明らかにした。

　【王権の比較】　王権と地域社会の相互関係から整理した倭王権の実態を，朝鮮半島の王権や王権の理念

といった他の「王権」の視点で比較した。前者では，墳墓が表象する社会の紐帯・区分原理や，墳墓形態の

違いにみる行為や観念の変化を検討し，王権と地域社会の相互関係に基づいて，朝鮮半島の権力構造を明ら

かにした。後者では，倭と百済という特定の王権に限定してはいるが，王権と海外権力との政治交渉の実態，

あるいはそれを通じた王権と地域社会の関係を検討し，王権の実態と志向した王権の理念を対比した。いず

れも，倭王権の実態に対比しうる，「王権」という比較視点を提示している。

　【倭の地域社会】　地域社会では，地域首長を結節点とした，地域集団と首長との「内なる」関係と地域

首長と王権中枢との「外なる」関係に注目した。九州・吉備・近畿・東国の集落の動態を対象に，地域社会

の二つの関係を検討し，生産基盤や交易といった実体経済の視点から，地域首長の権力の源泉について論を

進めた。王権中枢の所在地である近畿も同じ視点で検討することにより，実態としての王権と地域社会の比

較を実践したのである。

　【倭世界の境界】　そして，前方後円墳が代表する倭系古墳を築造しない日本列島の北辺と南辺，そして

倭系古墳を築造する朝鮮半島を対象に，前方後円墳を共有する現象の意義を検討した。隣接地域との関係を

もとに地域動態を整理し，倭系文化の受容や倭王権の政治関与を対比した。いわば，王権間の政治交渉には
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該当しない「もう一つの倭の外の世界」に注目することで，王権と地域社会の関係が実体化する「倭世界」

を相対評価するものであった。

　【横断的議論と比較視点】　これらは，個別に議論が深化しただけではなく，相互に連携して横断的した

議論が展開した。倭王権には，器物システム・儀礼システムの中心にある理念的中心としての倭王権と，大

和の地域社会の動きにみる実態としての倭王権があり，両者を対照することにより，倭王権の実態そのもの

が多元的に描き出された。加えて，文献資料にみる，理念された王権の姿を重ねることにより，倭王権は３

つの側面から相対的に評価することを可能にした。こうした多視点での王権の評価は，朝鮮半島の諸王権，

とくに百済については同じ枠組みでの再構築が可能である。墳墓の築造を通してみる王権の位相と，地域間

関係と連動した対外交渉の推進にみる王権の位相を対比して，百済王権を相対的に評価することも可能にな

のである。

　また，本研究では遺跡及び地理環境・景観の共有が，議論の前提になると考え，東国・吉備という地域社

会，鹿児島大隅と青森八戸という境界領域を対象に現地調査をおこない，それを踏まえた議論を展開した。

また，境界領域や地域社会の検討を通じて，地域社会が王権を介さずに東アジア世界とつながる事例を改め

て評価し，倭の対外関係と倭の内部関係が「王権」を結節点にした別個に議論されるものではないことをも

示した。倭世界についても，王権からの一方的視点ではなく，地域社会からの視点を対照することによって，

倭世界を相対化的視点で描き出せるのである。

　【基幹研究での位置付】　基幹研究では，「列島世界の南と北」「国際関係」「環境」という３つを，共通テー

マとして掲げている。東北北部以北（続縄文文化）や南島（貝塚後期文化）との関係，あるいは朝鮮半島南

部（三国社会）との関係を提示した「倭世界の境界」の議論は，異文化と接する「境界」からその世界の本

質・特質を描いたものである。朝鮮半島の王権や王権の対外交渉を検討した「王権の比較」の議論は，東ア

ジアという「国際的」視点から倭王権を相対化する取組である。また，生産基盤や交易から権力の源泉を検

討した「倭の地域社会」の議論は，地域社会という「環境」の利用という側面も併せ持つ。なお，共通テー

マ以外にも，倭王権あるいは，倭世界の実態は，現象論として描き出すだけでなく，人類学的な国家形成論

や権力生成論とも対照した検討も一部でおこなっており，他の時空間における「王権」あるいは「権力」と

の比較も射程にとらえるものとなった。これは，古代社会を対象とする研究ブランチとの接点にもなりうる

ものである。

　本研究では，多元的な検討を通じて，現状の研究水準を反映した古墳時代社会の実態を詳らかにした。そ

して，文化規範の共有をそれぞれの視点で改めて問い直し，社会の編制原理や紐帯原理を明らかにすること

により，古代国家の前史としての印象が強い古墳時代社会を相対的にとらえたのであり，共同研究の目的は

充分に果たし得たものと考える。

６．共同研究員（◎は研究代表者，○は研究副代表者）

　井上　直樹　京都府立大学文学部　　　　　　　　　◎上野　祥史　本館研究部

　岸本　直文　大阪市立大学大学院文学研究科　　　　　下垣　仁志　立命館大学文学部

　杉井　　健　熊本大学文学部　　　　　　　　　　　　高久　健二　専修大学文学部

○高田　貫太　本館研究部　　　　　　　　　　　　　　新納　　泉　岡山大学大学院社会文化科学研究科



18

　仁藤　敦史　本館研究部　　　　　　　　　　　　　　橋本　達也　鹿児島大学総合研究博物館

　坂　　　靖　奈良県立橿原考古学研究所附属博物館　　広瀬　和雄　本館名誉教授

　藤沢　　敦　東北大学埋蔵文化財調査室　　　　　　　松木　武彦　岡山大学大学院社会文化科学研究科

　山本　孝文　日本大学文理学部　　　　　　　　　　　吉井　秀夫　京都大学大学院文学研究科

　若狭　　徹　高崎市教育委員会文化財保護課　　　　　　　　　　　　　　　　（50音順）

［ゲストスピーカー］

　杉山　秀宏　群馬県埋蔵文化財調査事業団

Ｃ「古代地域社会の実像」2012～2014年度
　  （研究代表者　林部　均）

１．目　的

　本研究では，これまでの中央からの視点が中心であった古代史像に対して，列島の地域社会に視点をおい

て，最新の考古学・古代史，そして関連分野から多角的・総合的に分析を加えることにより，新しい古代史

像を構築することを目的とする。

　奈良時代はじめに成立した古代国家は，中国から律令制を継受し，中央集権体制を推し進め，列島の地域

社会を画一的に支配しようとした。そのため，地域社会に国郡里制を施行し，列島世界を五畿七道に分割し，

山陽道，東海道，東山道など官道を整備した。

　ところで，列島の地域社会は，畿内にあった中央集権的な国家の支配のもと，ほんとうに画一的な社会で

あったのであろうか。もちろん，当時の国家が列島の各地域を画一的に支配しようと意図していたことはま

ちがいない。しかし，王権の所在地である都からの距離も大きく異なり，地形や気候条件といった自然環境

も異なり，さらに王権への服属の歴史的な過程も異なる列島の各地域が，画一的な社会であったとは，とう

てい考えられない。本研究では，このような列島の地域社会がもつ多様性を，多角的な視点から分析を加え，

その特徴を具体的に抽出するとともに，その多様性が，いかに国家とのかかわりのなか，形成されたのかを

検討することにより，地域社会のもつ特徴を明らかにしたい。また，その地域社会が，いかに列島社会の歴

史に影響を与えたのか，列島社会において，いかなる役割を果たしたのかを考えてみたい。

　また，本研究では，こういった列島の地域社会のもつ多様な側面だけに着目するのではなく，列島の各地

域を貫いてみられる画一的な特徴（たとえば官衙のかたちや文書行政などの支配システム）にも着目する。そ

して，このような画一的な特徴についても，列島の各地域によって，顕著にみられる地域もあれば，顕著で

ない地域もみられる。地域社会にみられる画一的な特徴には，古代国家による地域支配が端的に反映されて

いるとみるのが自然であるので，それが顕著な地域では国家による地域支配がより強く貫徹されていたこと

を意味し，国家がその地域の支配をいかに重視していたのかを示す。本研究では，地域社会がもつ画一的な

特徴についても，このような視角から具体的に分析を加え，地域社会のもつ多様な実態に迫りたいと考える。

　そして，このような地域社会がもつ画一性と多様性の両面を多角的，かつ総合的に把握することにより，

地域社会の実態をより具体的に明らかにし，これまでの古代史像を再検討し，地域社会からみた新しい古代

史像の構築を目指したい。
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２．今年度の研究目的

　今年度は，共同研究の最終年度でもあるので，昨年度までの列島の各地域における個別事例の検討を踏ま

えて，どういった新しい視点が見えてきたのかを明確にすること，ならびに昨年度までの研究で，明らかと

なった列島の北の世界（東北地方でも，さらに北の地域）と南の世界（九州南部から奄美群島，薩南諸島）

の特徴をさらに深く検討し，それらの地域が，列島全体の歴史にいかなる役割を果たしたのかを考えること

を目的とした。そして，共同研究の総括的なまとめをおこなう。

３．今年度の研究経過

　今年度は５回の研究会を開催した。

第１回研究会　2014年７月５日（土）・６日（日）　遺跡調査

　共通テーマ「古代の美濃」

遺跡調査　富加町郷土資料館（岐阜県加茂郡富加町），東山浦遺跡（岐阜県加茂郡富加町），関市弥勒寺官衙

遺跡群（岐阜県関市），美濃国分寺跡・資料館（岐阜県大垣市），美濃国府跡（岐阜県不破郡垂井町），不破

関跡・資料館（岐阜県不破郡関ヶ原町）

　案内　田中弘志（関市教育委員会）・島田崇正（富加町教育委員会）・高田康成（大垣市教育委員会）・富

田真一郎（関ヶ原町教育委員会）

第２回研究会　2014年７月26日（土）～27日（日）　国立歴史民俗博物館

　共通テーマ「古代地域社会の実像─研究報告の作成に向けて─①」

　　　報告　林部　均「研究報告の作成に向けての方向性」

　　　　　　仁藤敦史「東国論からみた伊豆国の成立」

　　　　　　小倉慈司「大宰主神司と律令神祇祭祀」

　　　　　　森　公章「讃岐地域を考える」

　　　　　　吉野　武「多賀城創建私考」

　　　　　　林部　均「九州島出土の飛鳥・奈良時代の畿内産土師器」

　　　　　　高田貫太「古代東日本地域における朝鮮半島系遺物」

　　　　　　川尻秋生「古代東国の普遍性と特殊性」

第３回研究会　2014年９月27日（土）～29日　遺跡調査

　共通テーマ「古代の南九州─薩摩・大隅の遺跡から古代国家の南縁を考える─」

遺跡調査　指宿市立考古博物館（鹿児島県指宿市），敷領遺跡（指宿市），成川遺跡（指宿市），枚聞神社（指

宿市），鹿児島県立歴史資料センター黎明館特別展「南からみる中世の世界」（鹿児島市），薩摩川内市立歴

史民俗博物館（薩摩川内市），薩摩国分寺跡（薩摩川内市），薩摩国府跡（薩摩川内市），横岡古墳（薩摩川

内市），城ケ崎遺跡（姶良市），柳ガ迫遺跡（姶良市），宮田ケ岡瓦窯跡（大隅国分寺瓦窯），姶良市歴史民俗

資料館（姶良市），塚崎古墳群（肝属郡肝付町），唐仁古墳群（肝属郡東串良町），横瀬古墳（肝属郡東串良町），

鹿児島県立埋蔵文化財センター（霧島市）

　　案内　永山修一・深野信之（姶良市教育委員会）
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第４回研究会　2014年12月22日（月）　　国立歴史民俗博物館

　共通テーマ「古代地域社会の実像─研究報告の作成に向けて─②」

　　　報告　菱田哲郎「考古学からみた近畿地方北西部の古代地域社会」

　　　　　　永山修一「古代の南九州と隼人支配」

　　　　　　村木二郎「鋳造遺跡からみた古代から中世への転換」

　　　　　　坂上康俊「奈良・平安時代福岡平野の集落景観」

　　　　　　田中俊明「斯盧から新羅へ─５世紀末・６世紀初新羅の慶尚道領有─」

　　　　　　右島和夫「終末期古墳から見た畿内と東国」

第５回研究会　2015年２月７日（土）・８日（日）　国立歴史民俗博物館

　共通テーマ「古代地域社会の実像─研究報告の作成に向けて─③」

　　　　　　平川　南「日本海沿岸地域の出土文字・地勢から交流拠点を探る」

　　　　　　吉野　武「多賀城創建期の瓦窯跡─日の出山窯跡群を中心として─」

　　　　　　吉川真司「古代仏都圏試論」

　　　　　　渡辺晃弘「日本における大極殿の系譜」

　　　　　　林部　均「共同研究のまとめ」

４．今年度の研究成果

　昨年度までは，列島の各地域の実態について，それぞれの地域で調査・研究をおこなっている研究者から

報告をしてもらい，その把握につとめた。今年度は，『研究報告』の作成ということを視野に入れつつ，こ

れまでの研究成果を踏まえて，地域社会に視点をおいたとき，どのような新しい研究ができるのかを，共同

研究員のそれぞれの専門の立場から検討を加えた。また，列島の北と南の世界の特徴については，現地調査

も含めて，さらに検討を深めることができた。

　各共同研究員からの報告は，何らかのかたちで，地域社会というものを意識したもの，とくに，列島の北

と南の世界に絡めたものが多く，昨年度までの研究成果を踏まえたもので，かつ自らの研究に引きつけたも

のとなっており，共同研究としてのまとまりができつつあることを強く感じることができた。各報告は，い

まだ，構想段階のもの，研究途中のものが大半ではあったが，『研究報告』の作成までに，その成果が十分

に期待できるものであることを確認した。また，列島の北と南の世界を直接，対象としないものであっても，

あくまで地域社会というものに視点をおいており，共同研究の目指す方向性に合致していた。この方向で『研

究報告』の作成を進めれば，「古代地域社会の実像」という共同研究のタイトルに沿った成果があがると確

信した。

　ただ，個別の事象を対象とした研究が多く，かつ「地域社会」というキーワードとして強く示し過ぎたか

らであろうか。その実態の分析が中心で，それが，列島の歴史にとって，どのような意味をもつのかという

視点は弱いと感じた。このあたりは，『研究報告』をまとめるまでの課題としたい。

　今年度も，岐阜県と鹿児島県で，地元の教育委員会などの協力のもと，遺跡・遺物の調査などを進めるこ

とができた。岐阜県では，大宝２年御野国加毛郡半布里戸籍の故地である加茂郡富加町東山浦遺跡を調査し

た。正倉院文書に残る古代の戸籍が残る地域の現状を見学することは，古代集落景観を考えるうえでも，き
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わめて重要である。また，不破郡関ヶ原町不破関跡は，古代においては，列島の東西を分ける拠点であり，

その立地などを詳細に検討し，この場所に関が置かれた意味などを検討した。鹿児島県では，薩摩半島・大

隅半島の古墳時代から古代までの遺跡を調査した。薩摩・大隅という九州南部地域の特徴ある自然条件の把

握につとめ，そこで展開した地域社会の実像について，遺跡・遺物に即して検討を加えた。また，古墳時代

以来，前方後円墳などが造営され，畿内にあった王権と何らかのかかわりをもっていた大隅地方と，そういっ

た関係がなかった薩摩地域との比較もおこなった。

　さらに，「南島」と呼ばれた奄美大島や喜界島を調査して，この地域のもつ特徴，とくに古代末から中世

はじめにかけての喜界町城久遺跡群に注目するとともに，列島の境界領域として奄美群島がもつ独特な特徴

についても把握を試みた。

５．共同研究全体の成果

　列島の地域社会の実態については，必ずしもすべての地域を網羅的に検討できたわけではないが，その中

で，列島の北と南の世界が，王権とのかかわりの中においても，そして，地理的環境や自然状況などにおい

ても，きわめて独自な特徴をもった地域であり，その地域に軸足をおくことにより，列島の歴史（いわゆる

日本史）についても相対化して考えることができるという共通の研究基盤が形成されたということが，最大

の成果であろう。

　ところで，列島の北と南の世界のもつ特徴に焦点を合わせた研究は，この共同研究が最初ではない。すで

に列島の北の世界は北方史，あるいは北方交流史として，研究の蓄積がある。また，南の世界についても，

近年，奄美大島・喜界島を中心とした地域における考古学の発掘調査に注目が集まっている。地域設定とし

ての真新しさは，とくにない。しかし，列島の北と南の世界の実態をもとに，列島の歴史が相対化して検討

されているかといえば，その実態についての研究成果の多さに比べて，十分ではないというのが現状であろ

う。また，列島の北と南の世界を具体的に比較して，そこから新しい歴史像を構築しようとする試みも少な

い。本研究でも，そのような問題の検討が十分に深められたかといえば，はなはだ心元ないかぎりではある

が，列島の地域社会を比較検討していくなかで，この二つの地域のもつ列島の歴史に対する独自な位置づけ

に着目して，共同研究の方向が自然と収斂したことは，今後の列島の地域社会の問題を考えていくうえで大

きな意味があると考える。そこで，今後は，これまでの研究とは違った，どのような新しい観点や研究成果

で出すことができるかが，大きな課題となる。

　ところで，ここでいう列島の北の世界は，主に東北地方から北の地域を指す。これまでの研究では，太平

洋側の多賀城を中心とした研究が主流であったが，本研究では，そういった地域にも目配りをしつつ，日本

海側，新潟から山形・秋田の地域に注目した。北海道も含めた日本海を利用した拠点をつないだモノの流れ

や日本海を介した大陸との交流もこの地域の特徴と位置づけた。さらに秋田城の性格などについても検討し

た。そして，北方交流のうえで，秋田とその北の米代川の河口にあたる能代が，きわめて重要な拠点である

ことがわかった。秋田城は日本海側で最も北におかれた城柵であり，また，この地域が古代において，国郡

里制が施行された最北端の地域であることも，この地域の特徴を考えるとき無視しえない。

　いっぽう，南の世界は，日向・薩摩・大隅といった南九州を中心とした九州島，薩南諸島，奄美群島など

を指す。九州島は，古墳時代後期の磐井の反乱にみられるように，最後まで，ヤマトの王権から独立した存

在であり，独特の古墳文化が花開いた地域である。そのため，西海道諸国は，とくに大宰府を設置して，他
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の列島の国々とは異なる支配方式を採用した。また，北部九州（筑・豊・肥）と，南部九州（日向・薩摩・

大隅）とは，かなり異なった環境条件におかれていた。言うまでもなく，後者は隼人とよばれる人々が居住

する地域であった。このような九州島のそれぞれの地域がもつ特徴について検討した。朝鮮半島とのつなが

りが強固な北部九州，そして，南島とよばれる島々とのつながりが無視しえない南部九州を対比して検討し

た。また，南部九州の中でも，ヤマト王権とのかかわりが早く認められる日向・大隅地域と，ほとんどかか

わりのない薩摩地域の特色を整理した。

　また，奄美大島，喜界島が列島の強い影響を受けつつも，かなりの幅で動くことのある境界領域であるこ

と，琉球諸島，奄美群島，薩南諸島をルートとするモノの流れの中では，奄美大島，喜界島が，きわめて重

要な意味をもつ拠点であることなどが，近年の発掘調査の成果から確認できた。

　さらに，列島の北の世界と南の世界を比べると，ともに古代国家の形成期，すなわち飛鳥時代後半から奈

良時代はじめに，ヤマトにあった王権と強いかかわりをもっている。また，古代末期から中世においても，

若干の時期のズレは認められるが，やはり王権とのかかわりが考えられる遺跡がみつかっており，なんらか

のつながりが考えられる。言うならば，王権の動きと列島の北と南の世界が連動していたということである。

ともに列島の外に向けた開かれた世界であり，交流拠点でもあり，強く王権とのかかわりをもった地域であっ

た。ここに列島の北の世界，南の世界から列島の歴史を相対化して，新しい古代史像の構築を考える視点が

生まれる。そして，さらに列島の北と南の世界について，詳細に分析を加えていけば，列島の北と南の世界

から，強い影響のもと，列島の歴史が展開したのか，この地域のもつ役割が明確になるものと考える。まさ

に本研究で目指した地域社会からみた新しい歴史像の構築ができると確信する。本研究では，このように列

島の北と南の世界に視点をおくことにより，新しい古代史像を構築するという，共通基盤の形成をおこなっ

たという意味で，意義のある共同研究であったと考える。

６．共同研究員（◎は研究代表者，○は研究副代表者）

　今泉　隆雄　東北歴史博物館館長（2013年12月に逝去）

　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

　亀田　修一　岡山理科大学総合情報学部　　　　　坂井　秀弥　奈良大学文学部

　森　　公章　東洋大学文学部　　　　　　　　　　高橋　一樹　武蔵大学人文学部

　今津　勝紀　岡山大学大学院社会文化科学研究科　川尻　秋生　早稲田大学文学学術院

　坂上　康俊　九州大学大学院文学研究科　　　　　田中　俊明　滋賀県立大学人間文化学部

　八木　光則　元盛岡市教育委員会（2014年３月～）

　吉野　　武　宮城県多賀城跡調査研究所（2014年３月～）

　永山　修一　ラサール学園（2014年３月～）

　平川　　南　本館・名誉教授　　　　　　　　　　小倉　慈司　本館研究部・准教授

　高田　貫太　本館研究部・准教授　　　　　　　　村木　二郎　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・教授
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（２）「震災と博物館活動・歴史叙述に関する総合的研究」
　　　（総括研究代表者　荒川章二）

　本共同研究は，2011年３月11日の東日本大震災が本館活動に突き付けた課題に対応すべく，2012年度から

４年計画で始まったものであり，以下，個別に報告されているA，B，Cの３つの集団研究から構成される。

その総合的な目的は，①今回の震災は，その被害の広域性，被害の多様性，これらに起因する避難や復興の

複雑性など経験したことのない広領域の問題群を含んでいるが，それに対する認識はなお個別的，断片的で

ある。こうした断片化している知の状況を，いかに総合化し，歴史叙述や博物館展示に生かしていくかとい

う，東日本大震災に対する認識そのものに関わる問題の解明，②以上の問題にあわせて，震災による破壊と

再生の問題を人びとの生活・文化空間からどのように捉え，生活世界の連続性の意義をとらえかえすこと，

③この巨大な震災を経験して，歴史的な震災経験，さらに自然災害を越えて戦争などを含む非常時にも目を

拡大しつつ，異常事態という歴史経験に対する歴史の語りをどのように問いなおすのか，の３点に据えてい

る。

　本年度は，共同研究Ａが，要塞（砲台群）および朝鮮戦争前後の地元新聞に関する対馬調査と国頭郡大宜

味村の戦時・占領期を中心とする沖縄調査，1933年の台湾中部地震に関する研究への着手などを通じて，戦

前日本帝国の境界領域，あるいは帝国支配の前線＝植民地から帝国支配の特質（非常時としての災害対応を

含む特徴）と境界地域の戦時体制をさぐる形で，あらたな歴史像の総合化と展示への活用の展望を展望した

（課題①）。境界地帯への注目という点では，「生活世界」をどこからすくいあげるのか，という視角という

面では，②の課題に関連するアプローチでもある。

　共同研究Ｂでも，尾形家資料を所蔵する旧月立中学校への注目から，資料を収集する場やそこにおいて「資

料」化される過程がみつめなおされ，②の課題である「生活・文化空間」とは何か，とりわけ「文化」性と

は何か，そのような生活・文化の継続性に寄与し得る展示のあり方がどうさぐることができるのか，など①

や③の課題へも架橋する議論が積み重ねられた。

　本年が最終年度となる共同研究Ｃでは，主として災害に関する記録と記憶の再検討という面で，通史的・

学際的なこの共同研究のメリットが発揮された。特に注目されるのは，災害（主として水害）と集落移転（あ

るいは元の居住地への回帰）の関係であり，自然科学と考古学・民俗学・歴史学の個別成果をつきあわせつ

つ，生活世界の維持・運営と災害の記憶（あるいは人びとの災害観）との関係性が多面的に検討された。こ

の議論は，②の課題である生活世界と災害との関係性への接近であるとともに，災害史研究の総合化のあり

方に及ぶ射程をもち（①の課題），かつ，災害という歴史経験への歴史の語りの領域（③の課題）への問題

提起でもある。

Ａ「戦時／災害と生活世界の関わりに関する総合的研究」2012～2015年度
　  （研究代表者　原山　浩介）

１．目　的

　本共同研究は，近現代史における歴史叙述のなかでも，とりわけ震災や戦争といった「異常時」が人びと

にどのように経験されたのかをめぐり，歴史叙述を再構築することを目的としている。
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　歴史叙述は，展示であれ文字であれ，その受け手の有するバックボーンとの関わりのなかで考えられる必

要がある。例えば戦争をめぐっては，戦争の時代を生きた者，あるいは戦争の歴史と関わって生起する社会

問題と深く関わりながら生きている者が生存しているなかで，戦争の記憶や残像が生々しく残っていること

を前提として歴史叙述が成立してきた。本共同研究に先立つ基盤研究「近現代展示における歴史叙述の検証

と再構築」においては，そうしたひとつの前提が解体していくなかで，戦争をめぐる歴史叙述をどのように

再構築するのかが眼目のひとつとなっていた。

　他方で，同じく先行する上記の基盤研究においては，関東大震災時における「朝鮮人虐殺」をめぐり，日

朝関係史や在日朝鮮人史が十分に議論されないなかで，虐殺という突出した出来事に収斂させる形で差別を

描き出そうとする歴史叙述の手法の妥当性を問おうとしていた。そこでは，差別や虐殺をめぐって，植民地

主義や朝鮮史など新たな歴史的なコンテクストを挿入することで問題をよりクリアに叙述することを目指し

ていた。

　しかしながら，2011年３月11日に発生した東北地方太平洋沖地震と，それによって引き起こされた震災な

らびに原子力災害の長期化の下で，むしろ次のことが新たな課題として浮上している。

　この一連の災害においては，長期化する「異常時」が経験され続けており，そのなかで過去の震災や戦争

において起こった諸現象のパラフレーズとなる事柄に連続的に直面させられることとなった。例えば，「大

本営発表」を含む諸情報の受容，異常時における日常感覚の喪失／根強さの両義性，渦中における異常事態

の忘却，非理性的な状況への判断と解釈，状況に固有の用語の流通といった，一面で社会学的な分析を要す

る現象に，今日的状況との相似性を見出すことができる。また震災そのものについていえば，これまでは今

日の社会との関連を一般に見出し難かった災害史をめぐって，感受性が高まったこと，また，震災に伴って

起こる社会の変化を経験しつつあるという今日的なリアリティ，ならびに今後の風化の可能性を踏まえつつ，

分析視角と叙述のあり方を見直してみる必要がある。

　以上のことから，過去の震災や戦争をめぐっては，こうした極めて今日的な事態や経験を前提としつつ，

「異常時」であることにより内在的な叙述のあり方を模索する必要が生じてきていると考えられる。その際

に留意しなければならないのは，個別の状況のなかでの人びとの判断や行動をめぐり，主体性や自発性と，

さまざまな権力作用の下での強制性という，二つのベクトルの狭間に置かれたものとして理解しようとする

視角である。つまり状況の全体像を十分に把握できないなかでの人びとの行動をめぐり，具体的にどのよう

な理解が可能かを，今次の震災に関わって見られる諸現象を踏まえつつ，検討していく必要がある。さらに，

震災がどのような社会変化に結びついていくのかという論点をめぐっては，それぞれの時代状況の相違を踏

まえつつも，より広範な視野から検討していく必要がある。

　これらを踏まえ，本研究では，「災害史」「朝鮮史」「モダニズムと震災・戦争」を分担課題としつつ，博

物館における歴史表象を念頭に置きながら研究を進める。その際，当座は以下の点を切り口にとする。

①戦争をめぐる今日的な理解と，戦後歴史学における戦争叙述の断層を意識しながら，戦争そのものの効果

的な提示の仕方を検討する。その際，アジア太平洋戦争後に，日本社会が構造的に組み込まれてきた冷戦体

制下の戦争に目配りし，断層が生じた要因に対する考察も行う。（先行する共同研究からの継承）【主にモダ

ニズムと震災・戦争】

②日朝関係史・在日朝鮮人史というコンテクストを挿入し，関東大震災における朝鮮人虐殺，恒常的な差別，

戦時における朝鮮人・朝鮮半島をめぐる意識形成を再評価する。（先行する共同研究からの継承）【朝鮮史】
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③大正デモクラシー期の諸運動が，関東大震災を契機とする社会の再編や東京圏からの人の流動を経て，東

京と地方の近代にどう作用したかを，山梨等の地域モダニズムを視野に入れながら検討する。【モダニズム

と震災・戦争】

④「異常時」において，強制性と主体性の狭間で人びとの判断や行動がどのように作られたのか，そしてそ

れらが，「異常時」であることによってどのようなドライブがかけられるのか，といった事柄を，日記や証

言のなかから読み取るとともに，その要因を為すプロパガンダや報道のなかに見出す。その際，東日本大震

災等，今日的な「異常」への考察と突き合わせながら議論を深めることで，日常感覚との連動性を析出する

ことに留意する。【全グループ】

⑤主として近代以降の震災に着目しつつ，現代における前近代の震災に対する認識とその変容を視野に入れ，

多角的に災害史を検討し，今日的な状況において求められる叙述のあり方を検討する。【主に災害史】

⑥上記の点を考慮しつつ，展示表現としてどのような形で厚みを作ることができるのか，またどのような手

法が望ましいのかを検討し，今後の第５・第６展示室の改善等の土台を作る。【全グループ】

２．今年度の計画

　今年度は，本共同研究と関わりの深い企画展示「歴史にみる震災」を，昨年度末から５月初旬にかけて継

続実施している。本共同研究における災害史への取り組みは，この展示を以て概ね終了とする。その上で，

第５展示室・第６展示室のリニューアルを視野に入れ，近現代史展示の今後のあり方を模索するべく，必要

に応じてリニューアル委員会と合同で，調査・研究を実施する。その際，対馬，沖縄，釜山，台湾に注目し，

植民地支配ならびに境界領域の性格をめぐり，資料調査と議論を行う。

３．今年度の経過

９月19日～22日　　　台湾調査（台湾中央研究院，国立台湾歴史博物館）

１月31日～２月２日　対馬調査

２月11日～４日　　　沖縄調査

４．今年度の成果

　企画展示「歴史にみる震災」を終えたことで，災害史に関わる取り組みには一応の区切りがついた。この

企画展示については，他館での国内外における継続企画を検討しており，それらについては別途プロジェク

トを立ち上げるなどの展開を検討している。これらは第一義的には展示プロジェクトマターではあるが，今

後の第５・第６展示室のリニューアルを視野に入れたとき，共同研究としても可能な限り成果を共有する必

要があると考えられる。

　境界領域に関わる調査としては，対馬における要塞等の軍事遺跡の調査，ならびに地域の定期刊行物に関

する調査を行ったほか，沖縄における近代史資料の調査を実施した。これらについては，最終年度において

も継続し，研究と常設展示リニューアルの基礎データとしたいと考えている。

　このほか，第５・第６展示室リニューアル委員会と合同で，台湾における研究交流・調査を実施した。こ

れは，現在の常設展示において手薄になっている台湾に関わる展示内容を検討すると共に，研究上の論点を

析出するための作業でもあった。これについては，今後の台湾側の機関との共同事業や，次年度以降の他の
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境界地域に関わる調査と併せて，展開を考えていくことになる。

　なお，今年度は，諸般の事情から韓国における調査は中止とした。これについては，次年度以降，展開を

検討したいと考えている。

５．共同研究員（◎は研究代表者，○は研究副代表者）

板垣　竜太　同志社大学　　　　　　　　　植村　善博　佛教大学　平成25年度から

内田　青蔵　神奈川大学　平成25年度から　　卯花　政孝　学識経験者

蝦名　裕一　東北大学災害科学国際研究所　平成25年度から

大岡　　聡　日本大学　　　　　　　　　　大串　潤児　信州大学

小川原宏幸　同志社大学　　　　　　　　　菅野　正道　仙台市博物館

北原　糸子　本館客員教員　　　　　　　　崎山　政毅　立命館大学

宍倉　正展　産業技術総合研究所　　　　　慎　蒼　宇　法政大学

宋　　連玉　青山学院大学　　　　　　　　高岡　裕之　関西学院大学　平成25年度から

高野　宏康　小樽商科大学　　　　　　　　高村　竜平　秋田大学

田並　尚恵　川崎医療福祉大学　平成25年度から

谷口　仁士　立命館大学グローバルイノベーション研究機構　平成25年度から

趙　景　達　千葉大学　　　　　　　　　　津久井　進　関西学院大学　平成25年度から

土田　宏成　神田外国語大学　　　　　　　寺嵜　弘康　神奈川県立歴史博物館　平成25年度から

冨山　一郎　同志社大学　　　　　　　　　鳥山　　淳　沖縄国際大学

中野　　聡　一橋大学　　　　　　　　　　林　　能成　関西大学

原田　敬一　佛教大学　　　　　　　　　　平川　　新　東北大学災害科学国際研究所

水野　直樹　京都大学人文科学研究所　　　宮本　正明　立教大学立教学院史資料センター

諸井　孝文　（株）小堀鐸二研究所　平成25年度から

矢口　祐人　東京大学大学院　　　　　　　安田　常雄　神奈川大学

山本　和重　東海大学　　　　　　　　　　吉田　　裕　一橋大学

荒川　章二　本館研究部・教授　　　　　○久留島　浩　本館研究部・教授

仁藤　敦史　本館研究部・教授　　　　　　林部　　均　本館研究部・教授

◎原山　浩介　本館研究部・准教授　　　　根津　朝彦　本館研究部・機関研究員

Ｂ「東日本大震災被災地域における生活文化研究の復興と博物館型研究統合」
　  2012～2015年度
　  （研究代表者　川村清志）

１．本研究会の研究目的

　東日本大震災（以下，震災）は，日本社会全体に大きな被害を与えたが，特に歴史・文化研究の中核であ

る地域社会が被った被害は甚大である。歴博では2011年４月以降，気仙沼市をはじめとする三陸地域で被災

文化財のレスキューを中心とする救援事業を展開してきた。本研究はそうした事業と並行して，被災地域の
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調査研究システムの復興と地域における被災文化財を素材とした研究発信の可能性を探ることを目的とす

る。

　本研究は大きく，以下の３つの目的を達成するために構想された。まず，第１には，震災で大きな被害を

受けた三陸沿岸域における文化財を救出と再資源化に関するシステムを実地で検証，整理し，今後起こりう

る大規模災害に対する文化財保護の側面からの備えを構築することである。これまで地域における文化財の

調査研究は地域の博物館，資料館が主要な役割を果たしてきた。しかし，震災によって施設はもちろん，人

材，情報システム，ネットワークが大きく損なわれたことは周知の事実である。本研究はそうした状況を克

服し，地域における生活文化研究を再起動するための方策を構築する。具体的には三陸沿岸域における文化

財の保全活動を地域間，学問間，制度間の連携によって効果的に進行させるための組織構想と研究課題の検

討を行いたい。

　第２に，被災地域における無形文化財の保護に関する方法論の構築である。震災以降，有形文化財に関す

る調査，保全，復興などの救援活動は大きな成果を挙げてきたが，無形の文化財に関する救援活動について

は必要性こそ意識されてはいるものの，着手に至るには多くの克服すべき課題があり，極めて手薄な状態で

ある。本研究は地域の調査研究に長年従事してきた研究者の参加によって，地域における無形文化財の復興

と継承に関する具体的な対象を設定し，そこから無形文化財の担い手や支援をめぐる問題を分析，検討する

ことを通じて，被災地域における有形・無形両面にわたる文化財の研究を構築し，発信したい。

　第３に，こうした被災地における多様な文化財の復興，継承に関する問題を多角的に検討することで，生

活文化のレベルからの地域社会の再検討が可能になる。今回の被災地域は津波による被害が深刻であったが，

長い眼でみれば，豊かな漁業資源をはじめとする海の恵みを利用してきた地域でもある。三陸沿岸という海

の正負の両面と向き合ってきた地域文化を，行政という区分を超える枠組みで再検討し，広域にまたがる生

活文化の形成と展開に関する研究の可能性を地域における博物館，資料館と連携しながら提示していく。

２．今年度の研究目的

　今年度は，研究会の発足から３年目にあたる年度であった。２年間の研究会を通じて，各共同研究員と問

題意識，対応のありかたなどについてコンセンサスの共有化を図ってきた。震災から４年が経過し，被災地

でも経年によって様々な変化がみられるが，本研究会ではそこで生起している問題点についても適宜検討を

行い，「災害」や「被災資料」や「文化財レスキュー」そのものを展示する意義や方法について考察してきた。

　これまでの研究会では，議論における多様な観点を保持するために，「災害」「被災資料」「連携のありかた」

「文化財レスキュー」「被災モニュメント」等のトピックについて様々な側面から論じてきたが，開始より

３年目である今年度は折り返しにあたる年度ということで，研究会の成果報告の作成を念頭に置き，これま

で交わしてきた議論の内容を整理し，収斂させるような方向性で研究会を運営した。具体的には最終年度を

見据えて，報告書の分担や各研究員のテーマについての確認も行なってきた。また，災害に関する情報の整

理や，使用する際に問題が生じやすい概念を捉えなおす機会を積極的に設け，成果報告をまとめるにあたっ

て，その作成に寄与する内容の討議を積極的に行った。

３．今年度の研究経過

○第１回研究会　４月26日（土），27日（日）　開催地：国立歴史民俗博物館
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川村清志（国立歴史民俗博物館）

　「被災物の行方からみるモノのソーシャルライフ─旧月立中学校という場所から」

小山　由（国立歴史民俗博物館）

　「人文社会科学系学問における災害研究の研究動向と展望」

○第２回研究会　７月19日（土），20日（日）　開催地：気仙沼市（リアスアーク美術館，旧月立中学校）

山内宏泰氏（リアス・アーク美術館）

　「東日本大震災の記録と津波の災害史の常設展示での試み」

幡野寛治氏（気仙沼市教育委員会）

　「気仙沼における文化財レスキューと今後の活用について」

○第３回研究会　11月８日（土），９日（日）　開催地：国立歴史民俗博物館

川村清志（国立歴史民俗博物館）

　「文化財レスキューと文化概念の更新」

兼城糸絵氏（鹿児島大学）

　「被災した民俗文化財調査事業経過と今後について─補助調査者の視点から振り返る」

○第４回研究会　２月１日（日），２日（月）　開催地：国立歴史民俗博物館

※「機構連携研究『大規模災害と広域博物館連携に関する総合的研究』」との合同研究会

加藤秀雄（国立歴史民俗博物館）

　「大規模災害時における博物館連携のために」

　　全体討論

４．今年度の研究成果

　今年度は４回の研究会が開催された。

　第１回研究会は，国立歴史民俗博物館で行われた。まず，研究代表である川村清志が「被災物の行方から

みるモノのソーシャルライフ─旧月立中学校という場所から」と題した発表を行った。川村は，被災資料で

ある尾形家の資料が所蔵されている旧月立中学校という場に注目し，被災資料や資料を収集することや，資

料を収集する場というものの問いなおしを行った。

　続いて，リサーチ・アシスタントの小山由が，「人文社会科学系学問における災害研究の研究動向と展望」

と題した発表を行った。小山は，これまでの研究会で挙がった見解を踏まえつつ，日本国内における一部の

人文社会科学（民俗学・文化人類学・歴史学・考古学・社会学等）の災害に関する先行研究の整理を行い，

災害研究の意義や目的，位置づけについて確認を行った。

　また，この研究会では，歴博で開催されていた企画展示「歴史にみる震災」を観覧し，その後に展示内容

についての討議を行った。

　第２回研究会は，宮城県気仙沼市リアス・アーク美術館で開催された。まず，リアス・アーク美術館の常

設展示「東日本大震災の記録と津波の災害史」を皆で観覧した。その後，リアス・アーク美術館学芸員であ

り，本研究会の共同研究員である山内宏泰氏に「東日本大震災の記録と津波の災害史の常設展示での試み」

という題の発表を行ってもらった。リアス・アーク美術館では，被災した資料をできるだけ被災時のままに

保存し展示するなどの，特殊かつ野心的な常設展示が開かれているが，山内氏からは，そのような形態の展



29

Ⅰ－１　共同研究

示を構築したいきさつ，問題意識，ねらい等を詳しく話していただいた。

　続いて，気仙沼市教育委員会の幡野寛治氏に「気仙沼における文化財レスキューと今後の活用について」

という題の発表を行ってもらった。幡野氏は，気仙沼市の被災状況，被災資料の震災直後の状況，それらの

震災以後の経過について詳細な報告を話してくださり，教育委員会という立場から，被災資料・文化遺産の

活用についての取り組みについて報告してくださった。

　また，この研究会では，尾形家の被災資料を保存している旧月立中学校にも赴き，幡野氏に被災資料が収

蔵されるようになった経緯や経過などを解説していただきながら，皆で観覧した後，地元の人々に還元でき

るような当該資料群を活用した展示のありかたについて意見交換を行った。

　第３回研究会は国立歴史民俗博物館で開催された。まず，川村清志が「文化財レスキューと文化概念の更

新」と題した発表を行った。この発表では，本質主義的に使用されやすい「文化」という概念の歴史的過程

や特性を整理しなおすことで，従来の「『文化』財」概念が抱える問題点を指摘し，それを乗り越える方法

について考察を行った。

　続いて，今年度に共同研究員に加入された鹿児島大学の兼城糸絵氏が「被災した民俗文化財調査事業経過

と今後について─補助調査者の視点から振り返る」と題した発表を行った。兼城氏は，東北大学で実施され

た調査事業に参加し，仙台市や石巻市の複数地域の無形民俗文化財の調査に従事した自身の経験から得られ

たデータを活用して，比較によって得られた各調査地域の特性，震災による影響，その後の経過等の報告し

てくださった。

　また，この研究会では，次年度が最終年度となる本研究会の成果報告の作成にむけて，共同研究員各々の

成果報告作成の計画の概要を発表してもらった。

　第４回研究会は，国立歴史民俗博物館で開催され，機構連携研究「大規模災害と広域博物館連携に関する

総合的研究」との合同で行われた。機構連携研究と本研究会の共同研究員である本館期間研究員の加藤秀雄

が「大規模災害時における博物館連携のために」と題した発表を行った。この発表は，今年度が最終年度と

なる機構連携研究の研究会ということで，これまで交わされてきた議論の内容の整理を行い，災害時におけ

る博物館連携という目的を達成するための方法について総合的・概括的に論じたものであった。

　本研究会では初年度より，東日本大震災で被災した気仙沼小々汐地区の昭和初期の民俗文化の一端がうか

がえる尾形栄一氏の日記資料をデータベース化するという作業を継続して行ってきている。少人数での作業

であるため，いまだ完成には至っていないが，漸進的ではあるが着実に進展している。

５．共同研究員（◎は研究代表者，○は研究副代表者）

　会田　理人　北海道開拓記念館・学芸員　　　　　　内山　大介　福島県立博物館・主任学芸員

　榎　　陽介　有識者，元福島県立博物館学芸員　　　兼城　糸絵　鹿児島大学・准教授

　川島　秀一　東北大学災害科学国際研究所・教授　　日髙　真吾　国立民族学博物館・准教授

　前川さおり　遠野文化研究センター・調査研究課長　山内　泰宏　リアス・アーク美術館・主任学芸員

◎川村　清志　本館研究部・准教授　　　　　　　　○小池　淳一　本館研究部・教授

　青木　隆浩　本館研究部・准教授　　　　　　　　　内田　順子　本館研究部・准教授

　久留島　浩　本館研究部・教授　　　　　　　　　　柴崎　茂光　本館研究部・准教授

　松田　睦彦　本館研究部・准教授　　　　　　　　　山田　慎也　本館研究部・准教授
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　山田　康弘　本館研究部・准教授　　　　　　　　　葉山　　茂　本館研究部・特任助教

　加藤　秀雄　本館研究部・機関研究員　　　　　　　小山　　由　本館・リサーチアシスタント

　計：20名

C「災害の記録と記憶をめぐる資料論的研究」2012～2014年度
　 （研究代表者　樋口雄彦）

１．目　的

　2011年３月11日の東日本大震災を受け，少なからぬ研究者が反省をこめて学会誌上で指摘したように，戦

後日本の歴史学は，わずかな例外を除き，災害史研究に真正面から取り組んだことがなかったといってよい。

また，現在，歴史研究者に何ができるのか，何をしなければならないのかについて，現代的課題が鋭くつき

つけられてもいる（『歴史学研究』第884号，2011など）。そのような認識を前提としつつ，本研究では，限

られた範囲ではあるが軸足を定めて一定の課題に取り組みたい。

　まず本研究の目的の第一は，災害に関する歴史資料について，考古学・民俗学・文献史学の立場から通史

的におさえることである。あらゆる歴史研究が資料にもとづくものであるように，災害研究も特定の資料に

依拠して実現される。何を資料とするか，何が資料となるのか，またその資料にはどのような特徴があるの

かについて，時代や地域，分野を横断して学際的な視点で考える。

　目的の第二は，災害に関する記録と記憶との関係について，文献，遺物，伝承などを素材としながら考え

ることである。

〔文献資料〕　とくに古代以降に起きた災害は，まず公的文書に記録されたあと，多様な素材に様々な目的

で遺されていく。その際，素材によって記録される内容が少しずつずれていったり，故意に改竄されたりす

ることもある。本研究ではそうした媒体によって異なる記録内容を資料の属性と規定し，その歴史的背景を

さぐることにある。

〔遺物資料〕　日本の先史時代においては人為的に記録が残される場合は皆無で，古代以降と同じレベルの

資料論は難しい。そのため，洪水の痕や噴砂の痕のように，大地に直接刻まれた災害の痕跡以外にも，洪水

を引き起こすきっかけとなった多雨多湿現象を，分子レベルで解析し，炭素14年代測定とあわせて，高分解

能に環境復元することを目的とする。

〔民俗資料〕　災害の事実は記録や遺物とともに語りや儀礼などの民俗伝承としても共有される。それらに

ついての日本各地の具体的な事例情報の収集と比較分析を行なうことを目的とする。

　目的の第三は，災害と復興の関係性を，社会的，経済的な側面からとらえ直すことである。とくに歴史的

なその反復の関係に注目して，被災と復興のメカニズムについての分析を試みる。

　以上，三点の目的を設定して災害史研究の基礎をなす資料についての学際的な総合的研究を試みることと

する。

２．今年度の研究計画

　各自が個別テーマについて調査・研究を進めるとともに，『研究報告』に執筆・掲載する予定の研究内容

について発表し，メンバーとの間で質疑応答を行う。その際，研究の素材として利用した資料について，他
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分野との比較を通じてその特質や意味について再考することに留意する。

３．今年度の研究経過

〔研究会〕

第１回　日時：2014年６月７日（土）～８日（日）　場所：阪神・淡路大震災記念人と防災未来センター（神

戸市），稲むらの火の館（和歌山県有田郡広川町）

　上記の二つの施設を視察するとともに，前所では資料専門員深井美貴氏，後所ではボランティアガイド白

岩昌和氏および同館館長からの説明を受け，質問にも答えていただいた。

第２回　日時：2014年９月23日（火）　場所：大東文化会館（東京都板橋区）

　若林邦彦「水害にかかわる環境と初期農耕社会集落動態」

　宮瀧交二「日本における災害情報継承方法の変遷について」

　関沢まゆみ「災害論の一視点─危険と豊饒：伝承事実が語る逆利用の論理」

　上記発表を行い，『研究報告』に執筆予定の論文構想について概要説明を受け，メンバー間での質疑応答

を行った。

第３回　日時：2014年12月７日（日）　場所：京都テルサ

　中塚武「高分解能古気候データを用いた新しい気候災害史研究の課題」

　小椋純一「原発情報はどのように伝えられてきたのか─福島第一原子力発電所事故に至る道，またその後

─」

　上記発表を行い，『研究報告』に執筆予定の論文構想について概要説明を受け，メンバー間での質疑応答

を行った。

第４回　日時：2015年３月15日（日）　場所：国立歴史民俗博物館

　藤尾慎一郎「登呂遺跡と洪水」

　大久保純一「幕末出版ジャーナリズムと災害表象」

　上記発表を行い，『研究報告』に執筆予定の論文構想について概要説明を受け，メンバー間での質疑応答

を行った。

〔個別調査〕

樋口：静岡県立中央図書館歴史文化情報センター（４月16日），掛川市立大須賀図書館（10月11日）などに

赴き，明治初年の治水関係文書および文献の調査を実施し，前年度からの資料・情報の蓄積を継続した。ま

た，治水技術関連として幕末明治期に刊行された土木測量関係書籍といった実物資料を収集した。関沢：和

歌山県吉野町（１月22日～24日）に調査・出張し，『奈良県風俗志資料』に記載されている河原にあったと

される国栖村南大野の墓地の現状確認とその移転の経緯について聞き取り調査を行った。フィールドワーク

を行い，その現状を確認した。大久保：目で見る近世・近代の災害資料として浅間山噴火・安政大地震・磐

梯山噴火や各地の火災・水害関係の摺物類を収集した。

４．今年度の研究成果

　４回開催した研究会のうち，１回は神戸市・和歌山県有田郡広川町においてフィールドワークを実施し，

災害史の資料や遺跡をめぐる保存・公開，地域での災害の記憶の継承のされ方に関して知見を広げることが
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できた。他の３回の研究会では，メンバー７名が『研究報告』に執筆する予定の論考について構想を発表し

た。

　主な成果は以下の点である。

　第１は，地球研の中塚氏が推進し，蓄積している酸素同位体比分析による前1300年以降現代までの１年ご

との温湿度のデータと考古学及び歴史学の報告事例との照合を行ったことである。それにより，若林氏の発

表から，淀川流域の弥生集落では大きな水害被害をたびたび受けていたにも関わらず，集落移転がなされず，

人々が戻ってくることを繰り返していたが，古墳前期から中期（紀元後４世紀～５世紀）になると段丘上面

に集落がつくられるようになったことについて，気候変動のデータを合わせると，気候変動があまりない時

期に段丘上面への移転が行なわれたことが指摘され，その理由を環境決定論と社会統合の進展という社会決

定論との両面から検討することとが重要であることがメンバー間での共通理解となった。

　また，藤尾氏による「登呂遺跡と洪水」の発表では，弥生後期に出現した登呂遺跡は約300年にわたって

何度も洪水にあいながら水田稲作を続けてきたことが知られていた。Ⅰ期からⅣ期（紀元後１世紀～４世紀）

のうち，Ⅱ期（後２世紀前葉）に起きたとされる洪水が，出土した矢板の年輪年代と，酸素同位体比分析の

結果をつきあわせた結果，雨量が最も多いことが知られていた127年と結びつく可能性が指摘された。今後，

登呂遺跡から出土した木製品を対象に酸素同位体比分析を行って，後１～４世紀という時期幅で温湿度の変

化を検証する必要性が出てきた。なおこの研究は平成27年４月に次のステップへ向けて動き始めている。

　第２に，民俗学では，関沢の発表により，野田三郎という和歌山県の民俗学研究者がかつて「流葬をとも

なう両墓制」として1970年代に学会誌等で発表していた日高川や紀ノ川の岸辺や中洲に埋葬墓地を設ける事

例群に再着目することによって，大水によって流失することをあらかじめ予想したうえで営まれているその

種の墓地について，生活上の必然である汚穢の蓄積を洪水と氾濫という自然災害が掃除し浄化して新たにリ

セットするという逆利用の発想の存在が指摘され，防災ではなく「対災」という語で呼ぶべき営みが注目さ

れた。この「対災」という用語の検討から，洪水の事例では弥生集落のリセットや，熊野大社の例にみるよ

うな大河原の中の斎地など，時代ごとにその概念によって解読できる事例が存在することが指摘された。ま

た，歴史学では，樋口の発表により，近世においては洪水や高潮被害などの罹災にあっても，村民の自由意

思による移転が認められていなかったため為政者の意図による移転や，村民による故郷意識によって一度移

転した後，数年後に元の場所に戻ってくる事例（駿河国富士郡松岡村）もみられることが指摘された。

　第３に，資料論という観点からの成果としては，従来の美術史研究からは省みられなかった一枚摺りをは

じめとする幕末以降に出版されたさまざまな災害図について，災害の事実とその表象という視点から見直す

試みが始められていることがあげられる。

５．全期間の研究成果

　2011年３月11日の東日本大震災を契機に，歴史学・考古学・民俗学など各学界では専門誌において災害関

連の特集を組むなど真摯な取り組みが続けられているほか，研究書や概説書・事典などでも関連する出版が

相次いでおり，災害史研究は大きな進展を見せたといえよう。そのような状況の下，本館の基幹研究「震災

と博物館活動・歴史叙述に関する総合的研究」の１ブランチである本研究は，通史的，学際的研究を特色と

するものであった。主な成果は以下の５点である。

（１）高分解能古気候データと水害の記録の照合
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　共同研究員各位の多様な専門分野の研究に学際性をもたせたのは，地球研が行なっている高分解能古気候

データの活用であった。一般には，気候変動が大きい時期に社会不安が増大し，政治的変動も起こるとされ

ているが，大阪平野の弥生集落の発掘事例では，気候が安定している時期に段丘上面への集落移転が行なわ

れていた。気候変動の研究成果の活用は魅力的ではあるが，いわゆる環境決定論と社会決定論との両方の視

点のもとでのさらなる検討が必要であることが共通認識となった。また，災害研究は自然科学と人文系をあ

わせた研究課題として大きな可能性があることもあらためて認識された。

（２）水害と集落移転の通史的研究

　洪水で流されてもまた元の場所に集落や神社や墓地を作る事例が，考古学，歴史学，民俗学の各分野から

紹介され，人々の水害への対応と意識を通史的に考察するためには有効なテーマであることが明らかになっ

た。水害にあっても再び元の土地に集落などをつくる事例が，古代の弥生集落においても，また近代の明治

以降の三陸津波，さらに2011年の東日本大震災後の東北地方の海岸部の集落においても共通している点など

が通史的視点から注目された。弥生集落の事例においてはその理由の一つとして肥沃な土地が求められたと

考えられるが，三陸津波の場合も漁業に便利な浜が有利という経済的理由が存在していることが観察されて

いる。また，近世においては駿河国，遠江国の事例により，罹災によって居住地が移転した場合でも，貢租

負担者である村民の自由な移動はできなかったという例が確認されたが，その場合は村請制という政治的理

由によるという仮説も可能であろう。このほか，埋葬墓地の河原への設営の報告，中世の芦田川流域に展開

した草戸千軒町や，熊野川の中洲に位置していた熊野大社の事例など，氾濫で流されてもまた同地に作られ

るさまざまな事例から，経済的理由，政治的理由のほかに，汚穢を流すなど観念的理由など多様な理由をそ

の背景として想定する必要があることが明らかになった。

（３）災害の表象という視点からの資料の評価

　災害の記録には，遺物資料，文献資料，金石文資料（記念碑の建立）等々があるが，幕末において注目さ

れるものに「災害図」とでも総称すべき刷物や冊子本の出版がある。前述したように美術史的には評価がさ

れにくかったものであるが，安政大地震などを描いた刷物をあらためて災害の表象という視点から読み解く

試みがなされた。その内容は，火事が起こったところを詳細に記録し，安否を知らせる目的を有する速報性

を重視するものから，震災でもうけた職業を鯰絵にコラージュした戯画風のものまで多様である。またその

形状も一枚摺りが先で，後に冊子で出されており，それらは大災害を記憶するためという意味でも明治以降

の震災絵葉書やグラフ誌の災害特集号の類につながっていく可能性が指摘された。

（４）近世・近代移行期の防災行政に関する資料集成とその検討

　江戸幕府の後身である明治初年の静岡藩が治水行政を担当すべく設置した水利路程掛という役職につい

て，幕府時代の普請役や明治政府の担当官庁（大蔵省土木寮・内務省土木局など）との人的系譜や機能の変

遷，技術レベルの差異などについて検討を行い，行政分野での担い手の変化から防災・復興における近代化

の特徴を探ろうとした。あわせて静岡藩領内の村々が水利路程掛に提出した工事関係書類（目論見帳・出来

形帳など）をできる限り収集し，わずか３年ほどの対象期間であっても作成された資料の膨大さとその背景

にある治水への不断の要求を確認することができた。

（５）現地研究会の成果

　第１年目に広島県宮島の厳島神社を見学し，三浦氏の案内により，神社本殿の立地がいかに大潮や大風，

台風の影響を計算したうえでのものであるかについての現地確認を行なった。第２年目には東日本大震災の
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被災地である福島県いわき市を訪れ，プロジェクト「傳」を主催している山崎祐子氏による津波被害の現状

の案内と，体験者の体験談を聞くことができた。第３年目には前述のように神戸市の阪神・淡路大震災記念

人と防災未来センターおよび1854年の安政南海地震津波から村人を守った浜口梧陵を記念する稲むらの火の

館を見学した。文化財レスキューや展示，史跡保存，モニュメント建設なども現代における災害の資料化の

営みであり，その中核的かつ継続的な担い手である文化財担当部署・博物館・防災センターなどの施設やそ

の職員（学芸員ら）は災害史資料の収集・保存・活用の拠点・キーマンであることなどが再認識された。ま

た，この研究期間の2015年１月17日は阪神淡路大震災から20年目に当たり，その記念追悼行事が行なわれた

が，災害は，過去のものではなく現代社会の問題であり，被災と復興，記憶の継承と記念への努力，そして

防災対策など，多面的に考察を進める必要があることへの認識を深めることができた。

　各人の具体的な成果については，当館の『研究報告』特集号に盛り込み，2016年度に刊行する予定である。

論考タイトルはあくまで仮題であるが，下記の通りである。

　中塚　　武「高分解能古気候データを用いた新しい気候災害史研究の課題」

　藤尾慎一郎「登呂遺跡の洪水」

　若林　邦彦「水害にかかわる環境と初期農耕社会集落動態」

　宮瀧交二・中塚武「古気候学からみた〃平将門の乱〃の再検討」

　三浦　正幸「社寺・城郭の古資料による自然災害の詳細検討の可能性」

　大久保純一「幕末出版ジャーナリズムと災害表象」

　樋口　雄彦「近世・近代移行期の治水行政と土木官僚─静岡藩水利路程掛とその周辺─」

　関沢まゆみ「災害論の一視点─危険と豊饒：伝承事実が語る逆利用の論理」

　小椋　純一「原発情報はどのように伝えられてきたのか」

　宮瀧　交二「日本における災害の記録化とその継承方法の変遷について─博物館学の立場から─」

６．研究組織（◎は研究代表者，○は研究副代表者）

　中塚　　武　総合地球環境学研究所・教授　　　　若林　邦彦　同志社大学歴史資料館・教授

　宮瀧　交二　大東文化大学文学部・教授　　　　　小椋　純一　京都精華大学人文学部・教授

　三浦　正幸　広島大学大学院文学研究科・教授　　藤尾慎一郎　本館・研究部・教授

　大久保純一　本館・研究部・教授　　　　　　　○関沢まゆみ　本館・研究部・教授

◎樋口　雄彦　本館・研究部・教授
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［基盤研究］

◇広領域歴史創成研究

（１）「【科研型】日韓における青銅原料の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

　2004～2006年度に行った科研費基盤研究「東アジア地域における青銅器文化の移入と変容および流通に関

する多角的比較研究」において，青銅器時代～三国時代を中心に韓国慶尚道地域（旧加耶諸国および新羅の

一部）と日本列島出土の青銅製品の鉛同位体比分析を行った結果，４世紀頃を境として，中国北方産から朝

鮮半島産の可能性がある青銅原料へと大きな変化のあったことが明らかになった。

　その後，同時代の旧百済地域における状況を調査するために，2007年度に館長リーダーシップ支援経費，

また平成2008～2010年度には科研型の共同研究として，韓国国立中央博物館が所蔵する青銅製品と日本国内

出土資料について調査を行っていたが，2009年度に先方より共同研究を中止したい旨の連絡があったため，

韓国出土資料の調査は不十分なままとなってしまった。そこで，2010年度は，韓国の考古調査財団などと連

絡をとって，調査の継続をはかってきた。

　本研究では，あらためてそれらの考古調査財団を研究協力者として，旧百済地域において，朝鮮半島産原

料の使用開始時期について，青銅製品の鉛同位体比分析を実施することによって，その可能性を調べていく

こととする。韓国では製錬遺跡や鉱山遺跡の発掘調査があまり進んでおらず，朝鮮半島産原料の開始時期が

よくわかっていない状況にあるため，自然科学的な視点からそれを探り，考古学的な裏付けの有無について

もあらためて検討することが本研究の目的の一つである。

　これまでの研究により，日本産原料の開始時期について，考古学と自然科学の両面からほぼ確実と考えら

れているのが７世紀中葉頃，自然科学的な分析から可能性の指摘されているのが６世紀後半～７世紀初とさ

れている。また，国産原料開始以前の輸入原料の産地について，従来の鉛同位体比研究では中国との関係を

中心に論じられてきたが，上述の一連の共同研究によって，朝鮮半島産と判断されるものが少なからず検出

されている。そこで，古墳時代～古代の資料の調査を重点的に行うことによって，国産原料の開始時期をよ

り明確化するとともに，その前後の産地の変遷について，地域による差異などを含めて検討していくことが，

本研究のもう一つの目的である。

２．今年度の研究計画

　韓国内で，鉛鉱山の系統的な同位体比分析結果が発表されたので，日本国内の鉛鉱山のデータとの比較を

行う。これまでの研究の成果から，中国産原料とされてきた領域の中に，朝鮮半島産の可能性のあるものが

含まれている可能性があるという指摘を行っているので，その妥当性を検証する。また，過去の共同研究で

得られた朝鮮半島製青銅器の原料産地についても，あらためて見直しをはかり，これまで指摘してきたもの

以外に，朝鮮半島産原料のものが存在しているのかどうかについても，再検討を行う。
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　韓国の資料については，引き続き，京畿文化財研究院，東亜細亜文化財研究院，嶺南文化財研究院などの

考古調査財団や，市立博物館，大学博物館などを研究協力機関として，連携をとって調査を進める。本研究

でテーマの一つとなっている日本産原料の開始時期について，自然科学的な分析から可能性が指摘されてい

るのは６世紀後半～７世紀初であるが，国内ではまだ７点しか確認されていない。これまでに検出されてい

る資料の出土地域（島根県・岡山県）やその周辺の銅鋺・銅鈴・耳環などを中心に，調査を進める計画であ

る。

３．今年度の研究経過

　今年度，より高精度で迅速に測定が可能な鉛同位体比分析用の新規装置が導入されたので，夏期からはそ

れを使用してデータの取得を開始した。これによって，大量の試料を短時間で分析することが可能になった。

　取得している科学研究費補助金（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」）とあわせて，日韓の出土資料を対象とし，またゲストスピーカーを招いて下記の研究会を行っ

た。

８月20日

１．これまでの経緯に関する報告

２．「日本・韓国出土資料と鉛同位体比分析結果」（齋藤努）

３．「調査対象資料がもつ考古学的意義」（高田貫太）

４．研究報告特集号の刊行にむけたスケジュールについて

10月26日

１．これまでの経緯に関する報告

２．「上毛野における古墳時代青銅器の歴史的考察（予察）」（土生田純之）

３．「中四国地方で出土した銅鋺からみた銅鉛原材料の産出地」（澤田秀実：くらしき作陽大学）

４．研究報告特集号の刊行について

　韓国の嶺南文化財研究院からの招聘で，2015年１月24日に齋藤が第61回考古学研究公開講座『自然科学と

考古学の展望と課題』で，「鉛同位体比に基づく産地推定分析」という講演を行った。

　2015年２月１日～14日に韓国の国立文化財研究所から金素珍氏が来館し，鉛同位体比分析を実施した。

　７月16～18日に飯田市上郷考古博物館で資料調査と分析用試料採取を行ったほか，富山大学資料等の試料

分析を開始した。

　分析調査結果を報告したものとして，国内では，新潟県胎内市の城の山古墳出土資料，千葉県名木不光寺

遺跡出土資料，長崎県立小野堀遺跡出土資料，鹿児島県加治木銭鋳銭場跡出土資料，鹿児島県川尻遺跡出土

資料等が，また国外では，韓国の嶺南文化財研究院所蔵資料，国防文化財研究院所蔵資料，東亜細亜文化財

研究院所蔵資料，アメリカ・フィールド自然史博物館と西オーストラリア博物館が所蔵するジャバ沈没船引

き上げ資料等がある。
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４．今年度の研究成果

　韓国の各財団および日本国内の教育委員会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

リングと，それらの分析を行った。また，これまでに得られたデータをまとめ，それぞれの資料がもつ考古

学的な意義とあわせて総合的な考察を加えた。研究会の中から出てきた課題に基づき，朝鮮半島で作られた

細形銅剣の型式と鉛同位体比の変遷を集積した。また次の共同研究へつなげていくための一段階として，本

共同研究の課題と同様の問題意識をもつ澤田秀実氏を研究会に招聘し，中四国地方の銅鋺を中心として，原

料の産地に関するこれまでの研究成果を話していただき，議論を加えた。

５．全期間の研究成果

　本共同研究では，これまで系統的な分析事例が必ずしも十分とはいえない韓国の資料について，文化財研

究院が所蔵するものを中心に調査を行い，日本出土資料の分析結果とあわせて考察を加えることを目的とし

た。

　韓国出土資料の調査結果からは，多くの資料で，前回の共同研究でも得られた，中国の華北産原料や華中

～華南産原料（あるいは朝鮮半島産の可能性がある原料）を使用しているものが検出された。特に紀元前１

世紀頃の林堂洞遺跡出土資料では，弥生時代後期に日本へもたらされた中国の青銅鏡などでみられる中国華

北産のいわゆる「規格化された原料」（領域ａ）を含めて，データの集中度のきわめて高い３つのグループ

があり，それぞれ異なる産地の原料が使用されていたことがうかがえた。前回の共同研究では，楽浪土城出

土資料44点のうち，28点が領域ａの周辺に分布していたが，林堂洞出土資料から得られる３つのデータ集中

域はそれと重なっている。したがって，これらは共通した産地から原料の供給を受けていた可能性がある。

日本出土の青銅製品の中でも，新潟県山元遺跡出土の筒形銅器と考えられる資料や，栃木県田間遺跡，東京

都高田馬場三丁目遺跡，神奈川県本郷遺跡，静岡県閑峯遺跡，石川県藤江Ｂ遺跡，大分県多武尾遺跡，福岡

県今宿五郎江遺跡出土の小銅鐸がこれらと重なりあう分布を示しており，関連性があると考えられる。

　このほか，これまでは日本の弥生時代の青銅資料にみられた，いわゆる「朝鮮半島系遺物」ラインである

領域Ｄに位置することが多かった細形銅剣で，中国遼寧省の数値ラインである領域Ｌに分布するものが見出

された。また，それよりもずっとあとの時期である三国時代（紀元４～５世紀）の資料でも領域Ｄに分布す

るものがあった。

　韓国の基礎科学研究所・公州大学校・国立文化財研究所等の研究者を研究会に招聘し，最近発表された韓

国内の鉛鉱山の鉛同位体比について報告を行ってもらった。あくまでも現在の時点で所在が知られている鉱

山を対象としていることから，過去の歴史資料に当てはめていく際には注意を払う必要があるが，一部で日

本や中国の鉱山の数値範囲と重なるものもあり，データの有用性は非常に高い。

　日本で国産の青銅原料が使用され始めるのは，考古学的な研究結果からは７世紀中葉とされている。本共

同研究における日本出土資料の鉛同位体比分析結果では，島根県中村１号墳（６世紀末～７世紀初め）出土

馬具類で日本産原料を使用していると判断される資料４点が見出された。これによって，まだ自然科学的な

状況証拠の段階ではあるが，島根県上塩冶築山古墳出土の銅鈴，島根県高広Ⅳ区３号横穴墓出土の耳環とあ

わせ，６点の資料で６世紀後半～７世紀初めまでさかのぼる可能性が得られたことになる。

　なお，くらしき作陽大学の澤田秀実氏による中四国地方出土の銅鋺の調査によれば，鉛同位体比と成分分

析の結果から，７世紀中頃と考えられる，形態が平底の無台の銅鋺（横大道８号墳と荒神西古墳の出土資料）
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に国産の原料が使われたと推定しており，考古学的研究と自然科学的研究の両者から，少なくともこの時期

まではさかのぼることの裏付けが得られたことになる。

６．研究組織（◎は研究代表者，○は研究副代表者）

　亀田　修一　岡山理科大学総合情報学部　　　　土生田純之　専修大学文学部

◎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　　　　　　　島津　美子　本館研究部・助教

◇多元的フィールド解析研究

（１）「保護地域制度が周辺地域の生業変化や資源化に及ぼす影響
　　  ─持続可能な地域発展における規制のあり方─」2013～2015年度
　　　（研究代表者　柴崎茂光）

１．目的

　本研究で述べる保護地域とは，『自然・文化的資源を保全・保護するために，法律・法令・省令・自主ルー

ルなどの手段により，管理される地域』を指す。とりわけ近年は，世界文化遺産・自然遺産制度など，保護

地域の指定に対する世論の関心が高まっている。しかし，保護地域の指定とは新たな規制が課せられること

にほかならず，これまで地域社会が継承してきた多様な価値が切り捨てられ，その周辺部との関係性を分断

するといったコンフリクトを生じさせる可能性がある。その一方で，保護地域の指定をきっかけに，地域内

の文化的資源の新たな価値づけや，さらに進んだ場合には観光資源化や，保護地域に関連するブランド商品

の開発という動きが起きる可能性がある。しかしながら，上述した事象に関しては，さらなる研究蓄積が不

可欠な状況といえる。

　本研究では，日本国内の農山漁村を主な対象として，民俗学・考古学・歴史学・経済学・社会学などの視

点を学際的に用いながら，保護地域制度が周辺地域の生業変化や資源化に及ぼす影響について多面的に捉え

ることを目的とする。

２．今年度の研究計画

　研究会を年３回程度実施するが，そのうちの１回は合同でのフィールド調査を実施し，共同研究員との共

通認識を深めていく。具体的には，保護地域制度（法律・法令上の規制）や，地域社会との軋轢となる可能

性の高い項目について概略を説明し，情報を共有する。また，自然的資源を対象とした保護地域がもたらし

た地域の生業や暮らしとの軋轢に関する具体的な事例について研究会などで議論を深めていく。このほかに

現地調査としては，自然資源を対象とした保護地域を訪れ，実態を把握する（鹿児島県屋久島）。なお本共

同研究

３．今年度の研究経過

☆第１回　2014年５月10日～11日　（国立歴史民俗博物館ほか）
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　金澤悠介（岩手県立大学）「国立公園をもつ自治体の特徴　─公的統計からの検討─」

　柴崎茂光（国立歴史民俗博物館）「保護地域の利用と保全を巡る政策の現状

　　　　　　　　　　　　　　　　─保護地域制度の比較分析─」

　松田睦彦（国立歴史民俗博物館）「瀬戸内海国立公園と採石業」

　渡部鮎美（日本学術振興会PD）   「保護地域の認定と開発をめぐる地域の選択

　　　　　　　　　　　　　　　　─新潟県十日町市の棚田百選認定地域を事例に─」

　このほかに今年度の研究会の方針について議論した。

☆第２回　2014年９月13日～15日（鹿児島県屋久島町）

　斎藤　暖生氏（東京大学演習林富士癒しの森研究所）「富士山のブランド化と山麓の生業

　　　　　　　　　　　　　　　　　─富士山北麓地域の概観から─」

　柴崎　茂光（国立歴史民俗博物館）「守られる自然と壊される歴史・文化

　　　　　　　　　　　　　　　　　─保護地域「屋久島」の保全のあり方─」

　現地調査では，宮之浦川上流域にかつて上屋久営林署（当時）が斫伐事業所として開設した官行集落を視

察し，林内に残る住居跡の遺構を視察するとともに，そうした林業遺構の保存状況があやうい状況を把握し

た。このほかに，荒川登山口から縄文杉を往復しながら，自然資源の観光資源化の現状を把握するとともに，

管理上の問題点を明らかにした。

☆第３回　2015年１月10日～11日（国立歴史民俗博物館）

　奥山洋一郎（愛媛大学）「別子山における保護と利用」

　伊藤　幸男（岩手大学）「宮城県大崎市鬼首地区の開発と慣行的組織による管理資源の展開」

　上机美穂氏（札幌大学）「保護地域における利益対立の法的考察」

　このほかに，次年度の研究計画についても検討を行った。具体的には，都内で開催される研究会では，フィー

ルドツアーを含めて実施することなどが提案された。

４．今年度の研究成果

　今年度は，昨年度から引き続いて保護地域の保全をめぐる諸事例を報告することに加えて，本研究会とし

ての研究対象について再確認を行った。

　まず本研究会として，保護地域について再度議論を行い，国際乗客・法律・条例等で規定された公的な制

度のみならず，地元団体・業界などが指定・登録・ルール化した種々の取り決めの対象となった場所も含む

ものとして合意した。

　事例報告から得られた知見として，まず景観保護を中心とした規制型の保護地域政策が進められる一方で，

市町村などが独自に選定する保護地域制度を活用して，地域おこしを行っている事例が存在していた。さら

に近年は，ジオパークやユネスコエコパークなど，国際的な機関による認定をうけた場合に，補助金を活用

できるような制度設計が進んでいることも明らかになった。このほかに，土地の管理利用組織へと変容して

きた契約講が，牧野・リゾート開発の影響を受けて，その利用・管理形態が変化している事例も紹介された。
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　屋久島では，研究報告を行うとともに，林業遺構（集落跡や軌道跡）や観光客の多く訪れる場所（縄文杉

など）を現地調査した。その結果，保護地域の指定によりシンボル化されるものは過度に注目され，ときに

過剰利用問題が発生する陰で，シンボル化されない多様な価値はむしろ軽視され，時に消失させられること

がわかった。今後もこうした事例を蓄積していくことに加えて，定量的な分析や法的な枠組みから，これま

での知見を多角的に検討できるようにしたい。

　また研究会で発表を行い，活発に議論を行う中で，宮城県大崎市鬼首地区で現在も実施されている野焼き

や，富士山地域における山野利用の現状，そして都市部における景観訴訟の対象となった地域を把握したい

という意見が出された。そして，これらの現地調査を行えるよう最大限努力しながら，共同研究会を実施す

るということでまとまった。

５．共同研究員（◎は研究代表者，◯は研究副代表者）

　伊藤　幸男　岩手大学農学部・准教授

　奥　　敬一　富山大学芸術文化学部・准教授

　奥山洋一郎　鹿児島大学農学部・特任准教授

　金澤　悠介　岩手県立大学総合政策学部・講師

　上机　美穂　札幌大学法学部法学科・准教授

　齋藤　暖生　東京大学大学院農学生命科学研究科附属演習林・助教

　茅野　恒秀　信州大学人文学部・准教授

　原田　一宏　名古屋大学大学院生命農学研究科・教授

　深町加津枝　京都大学大学院地球環境学堂・准教授

　八巻　一成　森林総合研究所北海道支所・グループ長

　渡部　鮎美　神奈川大学歴史民俗資料学研究科・日本学術振興会PD

　町田　　哲　鳴門教育大学人文社会系教育部・准教授

◎柴崎　茂光　本館研究部・准教授　　　　　○川村　清志　本館研究部・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

　内田　順子　本館研究部・准教授　　　　　　松田　睦彦　本館研究部・助教

　葉山　　茂　本館研究部・特任助教

（２）「歴史にみる人と自然の関係史」2014～2016年度
　　　（研究代表者　原　正利）

１．目的

　本共同研究の目的は，フィールド調査と文献資料調査によって近世から現代における村の歴史を，自然環

境・自然資源利用の歴史，それに生業の歴史との関係性を含めて明らかにしつつ，人間側の歴史と生物側の

歴史とを統一する方法をあみ出し，農村景観の背後に存在する歴史的な特質とその変遷を，実証的，具体的

に明らかにすることである。

　また本共同研究は，平成23～25年度に行った「日本の中山間地域における人と自然の文化誌」の成果を，
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継承し発展させることを目的としている。前回の共同研究では，千葉県君津市小櫃川沿いに現在も利用され

ているトンネル状の灌漑用水路（二五穴）を中心に，灌漑と水田の歴史，それに山林利用の実態と，それを

維持していくためのシステムや資金の流れを明らかにしていった。

　その結果，二五穴という灌漑用水路と水田の開削，さらにはその維持には，専門の工人集団の存在だけで

なく，多額のしかも地元の資金が動き，しかも村内でも工賃としてお金が村人にいき渡っていることがわかっ

た。なぜ江戸時代の終わりに，このような大規模で精密な土木工事が可能になったのか，その要因を探るに

は技術面だけでなく，工事そのものを可能した原資を一体どこから得たのかということと，灌漑用水路を維

持するシステムについて，資金面も含めてさらに深く研究を行う必要がある。

　また地域における人びとの自然利用の歴史にみる二五穴や川回しによる河川改修，それに村周辺の山を焼

き払うことで広大な草地を作る姿は，「自然との共生」という安易な枠組みを当てはめても理解できず，む

しろ人間側に有利になるよう「自然をいかにして飼い慣らすか」という行為を，繰り返し試行してきた歴史

ではなかったかと推測するとともに，この予測が他の地域でも当てはまるのか検証する必要がある。

　今後の３年間の共同研究では，これまで調査してきた千葉県君津市の蔵玉・折木沢の人びとの里と，おそ

らく彼らの資金源となっていた山林利用の関係を継続して調査しつつ，３年間で培った研究方法を使って，

千葉県内の生態的な環境や生業が異なる地域（候補地，大山千枚田周辺─地すべり地帯，富里・牧士─牧場，

勝浦周辺─漁業）に調査範囲を広げる。

　そして，人びとが利用していた空間について人間側と生物の側の歴史とを統一する方法をあみ出し，地域

の人びとと自然の関係史を動態的に解明しつつ，なぜこれほどまでに人びとが水田に固執してきたのかを明

らかにする。

２．研究経過

・蔵玉区有文書及び，君津市所蔵の用水関係文書の整理および解読をおこなった。

・山林利用に関する東大演習林の森林生態調査，演習林の帳簿整理と炭焼窯跡の分布調査をおこった。

・大山千枚田周辺の棚田における灌漑システムの調査をおこなった。

・ 木更津における，人口動態調査および，のり養殖の歴史的変遷と，養殖における山利用の関係性について

調査をおこなった

・鴨川市天津小湊において，さば節の生産工程と山林利用の関係性についての調査をおこなった。

３．今年度の成果

　今年度は，これまで調査してきた千葉県君津市の蔵玉・折木沢の人びとの里と，おそらく彼らの資金源と

なっていた山林利用の関係を明らかにするため，文献の整理作業をおこなった。とくに灌漑システムを維持

するために，村のなかでどのようなシステムが構築されていたのか明らかになりつつある。

　また，千葉県内の生態的な環境や生業が異なる地域として，今年度はとくに海の生業と山との関係性を明

らかにするための候補地とし，木更津市と鴨川市天津小湊でフィールド調査をおこなった。

　いずれも，海岸まで山がせまる地域でしかも山にはマテバシイを明治のはじめから植林し，その景観が現

在も保たれている。

　従来マテバシイは，さば節などを生産するために，植林されてきた。その実態を具体的に明らかにするた
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め，鴨川市天津小湊のさば節生産の調査をおこなった。明らかになってきたのは，東大演習林内のマテバシ

イ利用の実態である。

　またこれまで知られていなかったのだが，のり養殖においても，マテバシイ林がさまざまな用途で利用さ

れてきたことが明らかになった。

　いずれの生業も，大都市東京という大市場の存在がかかせない。さば節は，保存技術が発達していない時

代に，大量にサバが水揚げされた時期（春先）にサバをいかにして付加価値をつけるかということから盛ん

になった。現在でも都内の蕎麦つゆのだしには，千葉県のさば節が用いられている。

　今後は，１つの生業の歴史を明らかにするのではなく，様々な生業が，山と海を利用しながら大消費地江

戸，東京とどのような歴史的な関係性と変遷をたどってきたのかを明らかにしたい。

４．共同研究員（◎は研究代表者，○は研究副代表者）

　島立　理子　千葉県立中央博物館・上席研究員

　加藤　久佳　千葉県立中央博物館・上席研究員

　小田島高之　千葉県立中央博物館・上席研究員

　八木　令子　千葉県立中央博物館・上席研究員

　梅崎　昌裕　東京大学大学院医学系研究科国際保健学専攻人類生態学教室・准教授

　大久保　悟　国立研究開発法人農業環境技術研究所・主任研究員

　管根　幸裕　千葉経済大学経済学部・教授

　岩淵　令治　学習院女子大学・教授

　後藤　雅知　立教大学文学部史学科・教授

　江口　誠一　日本大学文理学部・准教授

　奥山洋一郎　愛媛大学農学部・助教（特定教員）

　富田　瑞樹　東京情報大学 総合情報学部・講師

　村木　二郎　本館研究部・准教授

　柴崎　茂光　本館研究部・准教授

　工藤雄一郎　本館研究部・准教授

　青木　隆浩　本館研究部・准教授

　松田　睦彦　本館研究部・准教授

○西谷　　大　本館研究部・教授

◎原　　正利　千葉県立中央博物館・上席研究員

（３）「古墳時代・三国時代における日朝関係史の再構築
　　  ─倭と栄山江流域の関係を中心に─」2014～2016年度
　　　（研究代表者　高田貫太）

１．目　的

　本共同研究の目的は，古墳時代（朝鮮半島の三国時代）における日朝関係史像を，朝鮮半島西南部の栄山
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江流域と倭という観点から再構築することにある。

　古墳時代は，日本列島の倭人社会が朝鮮半島から先進文化を盛んに受容した時期である。これまでの日本

側の研究においては，古墳時代における朝鮮半島からの先進文化の受容の契機として，倭王権の軍事的活動

を重視してきた。多くの場合，日本列島各地で出土する朝鮮半島系の遺構，遺物の導入過程は「倭王権によ

る朝鮮出兵→獲得した品物や技術者の独占→地方への配布」という枠組みで（ある時は，朝鮮出兵を軍事的

提携と置き換えて）説明されてきた。しかし，近年の調査，研究の進展によって，軍事的契機のみならず，

より恒常的かつ多元的な交渉の様態が想定できるようになり，朝鮮半島諸勢力の側にも明確な交渉意図が

あったことも想定されている。このような研究動向を踏まえ，本共同研究ではこれまで付随的，補完的に解

釈されてきた朝鮮半島西南部，栄山江流域と日本列島の交渉の実態を再構築することを目的とする。栄山江

流域をフィールドとして選択した理由，ならびに具体的な研究目的は大きく２つある。

　１つは　近年，栄山江流域で確認されている前方後円墳の性格を明らかにすることが，日朝交渉の動向を

考えるうえで不可避的な研究課題である点である。この課題に迫るためには，その前方後円墳のみに焦点を

定めるだけでは不十分であり，その地を根拠地とした政治勢力（時に馬韓とも称される社会）の社会統合の

度合いを検討する必要がある。近年の発掘調査，研究の成果によって，その検討を具体的に推し進めること

が可能となっている。そして，調査，研究を推し進める機関（大韓文化財研究院）と連携することで，本共

同研究において，前方後円墳を受容した栄山江流域の社会構造や倭との交渉の様態を再構成していきたい。

２つめは，栄山江流域社会という，特定の地域社会の側から当時の対倭交渉の目的や様態を明らかにしてい

くことが可能である点である。当時の朝鮮半島においては，様々な政治的な緊張関係が生じており，栄山江

流域社会も百済の社会統合の動きへの対応を迫られていたことは確かである。よって，栄山江流域の側がど

のような意図で倭との交渉に臨んだのかという観点を踏まえ，当時の交渉様態を明らかにしていくことは，

栄山江流域社会の構造を考えるうえでも重要である。この点に焦点を定めて，単なる交流史にとどまらない

地域社会論を展開したい。これは，これまでとかく倭王権の政治経済的立場でのみ解釈されてきた日朝関係

史像を再構築していくことにつながると考える。

２．今年度の研究計画

　栄山江流域の墓制や生活遺跡の検討に基づき，当該地域の社会論を深めることに重点を置く。

①共同調査：大韓文化財研究院の発掘調査に日本側のメンバー（参加が可能な者）が参加し，調査内容や出

土遺物について討論を行う。

②研究会の開催：上記の目的に沿った全体参加の共同研究会を２回行う。研究会に際しては，関係する栄山

江流域と日本列島の遺跡の踏査を行い，それぞれの社会構造についての知見を深める。

③資料集成と自然科学的分析：資料集成はメンバー個々の成果報告の基礎となる。栄山江流域出土の外来系

文物の集成を行い，①や②の共同調査，研究会に反映させる。また，大韓文化財研究院が所蔵，保管する関

連遺跡出土資料について放射性炭素年代測定を行い，測定値の蓄積をめざす。

３．今年度の研究経過

☆事前研究会　2014年３月19日～20日（大韓文化財研究院）

３月19日　現地踏査
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　栄山江流域の諸地域に点在する高塚古墳を踏査し，その出土遺物を調査した。

３月20日　研究会

　高田貫太・李暎澈「共同研究の目的と役割分担について」

　高田貫太「５・６世紀朝鮮半島西南部における倭系古墳の築造背景」

　研究会の目的と役割分担について協議した。

☆第１回共同研究会　８月１日～８月２日（群馬県埋蔵文化財調査事業団）

８月１日　現地踏査

群馬県渋川市金井東裏遺跡の発掘調査現場，高崎市長瀞西遺跡の現地や出土遺物調査など，群馬県地域の朝

鮮半島系文化が色濃い遺跡を踏査した。

８月２日　研究会

杉山秀宏（群馬県埋蔵文化財調査事業団）「金井東裏遺跡の発掘調査成果」

李暎澈（大韓文化財研究院）「羅州東水洞温水遺跡の発掘調査成果」

李暎澈（大韓文化財研究院）「栄山江流域における古代集落の変動過程と背景」

　集落遺跡という観点から地域社会を復元していく方法，また地域社会における渡来人もしくは外来系文化

の影響をどのように考えるか，という点について議論を行った。

☆国際シンポジウムの共催　11月28日

　栄山江流域と倭の交流史をテーマとした大韓文化財研究会主催，歴博共催の国際シンポジウムを大韓文化

財研究院で行った。日本側の共同研究員から，高田と中久保が発表を行った。

☆第２回共同研究会　2015年３月14日～15日（大韓文化財研究院）

３月14日　現地踏査

　６世紀前半における栄山江流域と倭の関係を特徴づける前方後円墳の踏査を行った。

３月15日　現地踏査・研究会

　午前に大韓文化財研究院が発掘調査を行っている霊岩チャラボン古墳の踏査を行い，午後に研究会を行っ

た。ならびに，次年度の研究会の進め方についても協議を行った。

李正鎬「ベノリ古墳の築造背景」

山本孝文「横穴式石室の築造技法からみた百済と湖南地方─熊津期百済と高敞地域を中心に─」

４．今年度の研究成果

　2013年度の年度の目標であった，「栄山江流域の墓制や生活遺跡の検討に基づき，当該地域の社会論を深

める」という研究課題は十分に達成されたと考えている。

　第１回目の李暎澈の発表によって，墓制や集落遺跡の双方から栄山江流域社会の構造復元案が提示され，

それに対する議論がかなりの深まりをみせた。集落研究が専門である李暎澈院長の発表の中で，古墳のみな

らず集落から地域社会を検討していく必要性について，相互に通ずる点があること，比較しえる材料が豊富

であることが確認された。これは，李院長による栄山江流域社会の復元研究そのものと同時に日韓の集落研
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究の比較検討という点からも非常に重要な成果であったと考える。東日本地域の良好な集落遺跡たる金井東

裏遺跡・金井下新田遺跡の発掘調査現場を実際に踏査し，そこに認められる朝鮮半島系渡来人の活動の痕跡

から，域社会における渡来人もしくは外来系文化の影響をどのように考えるかという点についても，研究会

の中で議論を行うことができた。

　また，年度当初には計画はなかったが，急きょ11月に国際シンポジウムを共催することが決定し，その準

備のため，研究員の中久保氏が韓国の日本列島系土器の調査を行い，相互の編年についての理解を深めるこ

とができた。シンポジウムでは，中久保氏と高田が発表を行い，この共同研究について韓国側も深い関心を

寄せていることがうかがえた。

　第２回の共同研究会では，栄山江流域に分布する前方後円墳を実際に踏査し，その立地について検討した。

その結果，従来孤立的とされてきたが，実は在地の古墳との連動するような形で築かれている側面もあるこ

とを認識することができた。さらに，墳丘形態や埋葬施設，副葬品には倭のみならず，百済などとの関わり

も認められること，それが在地の古墳にも認められることが明らかとなった。

　このような墓制にみられる外部からの影響についての解釈は，百済中央の強い政治的な影響力とみるのか，

それとも栄山江流域社会の自律性を評価するのかなど，研究員の間でも議論が多様である。その中で，第２

回研究会において山本氏が横穴式石室からみた場合，百済と栄山江流域の関係はより地域間の錯綜した交流

であった可能性が高いと指摘している点は重要である。

　また，李正鎬氏の発表によって栄山江流域を含めた朝鮮半島西南部と倭の交渉が５世紀初頭から考古学的

にも認められることが明らかとなり，継続的な交流関係を背景として，６世紀前半頃に栄山江流域に前方後

円墳が築かれる状況が浮き彫りとなった。

　今後も資料即して交流関係の実態についての議論を続けていく必要がある。

５．共同研究員（◎は研究代表者，○は研究副代表者）

【日本側】

　中久保辰夫　大阪大学文学部　　　　　　　　　　山本　孝文　日本大学文学部

　諫早　直人　奈良文化財研究所都城発掘調査部　　右島　和夫　学識経験者（2015年１月～）

　仁藤　敦史　本館研究部・教授　　　　　　　　○上野　祥史　本館研究部・准教授

◎高田　貫太　本館研究部・准教授

【韓国側】

　李　暎　澈　大韓文化財研究院　　　　　　　　　金　永　煕　大韓文化財研究院

　林　智　娜　大韓文化財研究院　　　　　　　　　権　五　栄　ソウル大学校国史学科

　李　正　鎬　東新大学校 公演展示企画学科　　　　李　昌　煕　東国大学校  考古美術史学科
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◇歴史資源開発研究

（１）「東アジアの宗教をめぐる交流と変容」2012～2014年度
　　　（研究代表者　松尾恒一）

１．目　的

　古代以来の長期にわたっての漢字の使用，仏教・儒教の大きな影響を受けた精神文化といった点で大きな

共通性を有する東アジアの宗教・信仰をテーマとして，文献のみならず，埋蔵資料・伝承資料に基づいて，

その歴史と，民衆文化として変容・定着をして現在に続く様相を考究する。日本のみならず，東アジアを専

門とする研究者や，欧米からの国際的な関心にも注目した共同研究を行う。

　欧米における，日本仏教は現在なお，“禅”に代表されるような，東洋の神秘思想としての側面のイメー

ジが強く，研究においても思想（史）研究が主流となっている。一方，日本においては，この20年ほどの寺

院史研究の成果はめざましく，権門寺院についての，朝廷や貴族，幕府と結びついた政治・経済的側面を，

鎮護国家の祈願のための儀礼といった実践や，仏教行政や寺僧の組織との関係性にも注目しつつ，多くの実

態が解明され，その意義が討議されてきた。また，こうした研究とともに，仏教の実践としての儀礼や，儀

礼と深くかかわりをもって展開，形成された音楽・舞踊，絵画，口承等の諸文化や，あるいは修験道・陰陽

道・神道等，仏教と深くかかわった日本宗教についての研究も大きな進展を見ている。

　仏教とかかわった日本の民衆文化研究の大きな潮流としては，戦前からの民俗学による漂泊の芸能者によ

る唱導の研究や，その流れをも汲む，日本文学における，中世の語りの起源を寺院における儀礼に探ろうと

する研究等があるが，美術史における仏教絵画研究や，建築史学からの儀礼空間としての特質を追及する仏

堂研究をも統合して新たな「唱導」概念を打ち立てたり，あるいは「法会文芸」なる枠組みを設定しようと

したりする動向が存する。

　また，変容を遂げつつも，時代を超えて現在に継続する宗教的な諸現象を「宗教遺産」として認め，現代

における価値や意義を見出そうとする文化研究も立ち現われている。

　こうした，民俗的な宗教についての新たな研究動向とも連携しつつ，国際的な日本，及び東アジアの伝統

宗教や信仰への関心にも応え得る共同研究を推進することを目標とする。

　欧米や東アジアの研究者との，それぞれの視点からの共同研究を推進しつつ，宗教を含む精神文化や，そ

の表象が，国や地域を超えて伝播，錯綜する，現代における信仰や神仏の問題を考える基盤の構築にもつな

げてゆきたい。

２．今年度の計画

①共同研究会

　国際研究集会として２回の共同研究会を開催する。うち１回は，王暁葵共同研究員の勤務大学華東師範大

学（上海）と歴博との共催による国際シンポジウム「記憶の場としての東アジア」として開催することが決

まっている。

　もう一回も，共同研究員の科研等と協力しつつ，公開の国際研究集会として共同研究会を開催する。

②民俗宗教・民間信仰の調査と記録として，中国の共同研究員とともに，中国起源の日本列島内の民俗，文
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献資料の調査と収集を行う。特に，現代の中国の民俗とも繋がりが強い可能性の高い，明清代の日本列島へ

の文化伝播を中心とする民俗と歴史文献の調査を行う予定である。

３．今年度の研究経過

　共同研究会として以下の，共同研究員の所属機関や科研との共催による国際シンポジウム等を実施した。

◇華東師範大学との共催の国際シンポジウム「記憶の場としての東アジア」８月30日・31日　於  中国華東

師範大学（上海）

・８月30日

趣旨説明：王暁葵（中国側主催代表）・松尾恒一（日本側主催代表）

〔基調講演〕

小熊诚「日本と中国の“間”にある琉球・沖縄の民俗文化─比較研究の可能性─」（中日之“间”的琉球•冲

绳文化─比较研究的可能性）

高丙中「中国民俗学的新时代：開創公民日常生活研究的文化科学」（中国民俗学の新時代：公民の日常生活

を研究する文化科学へ）

李向平「“香頭”類型与当代中国民間信仰」（「香頭」の類型と現代中国の民間信仰）

〔発表〕

Ａ会場：世界遺産時代の民俗学（一）

孙敏「対抗的話語権力──本尼迪克特和柳田国男的日本文化論」（対抗する言説──ベネディクトと柳田国

男の日本文化論）

岳永逸「教育，文化与福利：従廟産興学到興老」（教育，文化及び福祉：“廟産興学”から“興老”へ）

Everett Brown「日本の匠文化─日本における文化芸術立国戦略に関連して─」（日本的巧匠文化─从日本

的文化艺术立国政策谈起）

户暁輝「非遗时代中国民俗学的実践転向」（中国民俗学の実践的学問への転換─無形文化財保護を事例とし

て─）

王杰文「遺産即政治──关于“文化遺産”的表演性与表演“文化遺産”」（文化遺産の政治性について─「文

化遺産」の表現性と「文化遺産」を表現すること─）

金賢貞「負の歴史遺産とダークツーリズム─韓国群山市の日本植民地期建築物の保存と資源化を事例に─」

（负面遗产与黑色观光─以群山（Gunsan）市日本殖民地时期建筑物的保存与资源化为例）

王立陽「传统的合法性构成──非物质文化遗产保护中的话语分析」（伝統の“合法性”構成─無形文化財保

護における言説分析）

Ｂ会場：東アジアにおける民俗，人，物，知識及び文化の交流と変容

陳華文「论中国祭祀是一种独特的信仰」（中国祭祀は独特な信仰である）

上島享「日本の宗教文化の特質を考える」（日本宗教文化的特质）

唐忠毛「佛教中国化的民间与民俗化向度」（仏教の中国化における民間及び民俗化の傾向について）

科研「フォークロア（民俗／民俗学）パラドックスを止揚する」パネル発表（日本文部省科研项目《关于民

俗学反论（Folklore Paradox）的扬弃》专题研讨会）

松尾恒一　主旨説明
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中西裕二「災いの解釈における死と生─新潟県佐渡島の憑きもの信仰の事例から」（灾难解释之中的死与生

─从日本新泻县佐渡岛附身之物（憑き物／ tsukimono）信仰的事例出发）

白川琢磨「多配列クラスとしての「鬼」─修正鬼会から神楽まで─」（多序列的“鬼”─从修正鬼会到神乐）

佐藤弘夫「先祖は山に棲むか？─日本人と山・再考」（先祖居于山乎─日本人与山的关系再考）

鈴木一馨「「民間陰陽道」はあったのか？」（“民间阴阳道”存在吗？）

C会場：異国空間の文化研究─“外国人”の生活と信仰

畢雪飛「七夕伝説の記憶─日本七夕祭文の伝承形態」（七夕传说的“记忆”──日本七夕祭文的传承形态）

松尾恒一「日本華僑の共同墓地と后土・土地神」（在日华人华侨公墓与后土，土地神信仰）

徐贛麗「海外华人对春节的记忆与文化认同──以印尼雅加达为例」（海外華人の春節の記憶と文化アイデン

ティティ─インドネシア・ジャカルタを例に─）

游红霞「边缘化与涵化：华人赴美生子群体的文化调适与认同」（周辺化と涵化：華人渡米出産者の文化の適

応について）

劉琪「多族群空间下的节日，仪式与社会记忆──以云南省德钦县为例」（多民族空間の祭日，儀式及び社会

記憶─雲南省徳欽県を事例として─）

中村貴「地方话语中的人物传说─江南地区春申君传说研究」（地方話語中の人物伝説─江南地区における春

申君伝説の研究─）

鄭雅尹「日本竹枝词中的知识结构与异文化体验：从黄遵宪到清末留日知识人」（日本竹枝詞における知識構

造と異文化体験：黄遵宪をはじめとする清末来日知識人を対象として）

・８月31日

Ａ会場：世界遺産時代の民俗学（二）

郭海紅「日本城市化与乡愁能动性考察──兼顾城市观与故乡观」（日本の都市化と郷愁能動性についての一

考察─都市観と故郷観を兼ねて）

劉暁春「从“村落”，“城中村”到“城市社区”：生活空间的变迁与日常生活──广州市猎德村的例子」（“村落”，

“城内村”から“都市コミュニティへ”：生活空間の変遷と日常生活─広州市猟德村を事例として）

张士闪「礼俗互动：华北村落的记忆建构与叙事表达」（礼俗の相互作用─華北村落の記憶の構築及び叙事表現）

苏长鸿・王蕾「生态抗争中的权力话语与社会记忆──基于X县“反坝事件”的思考」（生態抗争における権

力言説と社会記憶─X県の“反坝事件”をめぐって）

黄景春・李琦「走进道观的毛泽东─以浦东圣堂道院毛泽东祭拜仪式为例」（道教寺院のなかの毛沢東─浦東

聖堂道院における毛沢東生誕祭を事例として─）

林海聪「信仰的母题与异文──论湖南韶山毛主席崇拜的宗教性」（信仰の母題と異文─湖南省韶山における

毛主席崇拝の宗教性について─）

劉慧「神格化的人：台湾蒋公信仰特征探究」（神格化された人物：台湾における蒋介石信仰の特徴について）

Ｂ会場：東アジアにおける民俗，人，物，知識及び文化の交流と変容（二）

Hank Glassman「大陸からの石大工と日本の墓，石仏：伊派，大蔵の場合"」（来自大陆的刻石和日本的墓，

石佛：从伊派，大藏谈起）

松田睦彦「中国伝来の採石─中世から現代への展開」（从中国传来的采石─从中世到现代的变迁）

吴旭「植物采集与朝山文化：以武当山为例」（植物採集と朝山文化：武当山を事例として）
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小池淳一「日用書・暦書と民俗事象の形成に関する比較研究の可能性」（关于日用书，历书与民俗事象形成

的比较研究的可能性）

田兆元「明清妈祖图像文献的东海海岛意象」（明清期の媽祖図像文献における東シナ海島のイメージについて）

鄭土有「农民画与中国社会记忆」（農民絵と中国社会記憶）

仲富蘭「城市集体记忆与文化认同建构─关于非遗传承与社会环境优化的思考」（都市集団記憶と文化的アイ

デンティティの構築─非物質文化遺産の伝承及び社会的環境の改善について─）

C会場：東アジアにおける民俗，人，物，知識及び文化の交流と変容（三）

周星「“祖灵”与“英灵”：周期性唤起“记忆”的清明墓祭」（「祖霊」と「英霊」：周期的に「記憶」を喚起

する清明節の墓参り）

王暁葵「从记忆中发现生活」（記憶の中から生活を発見する）

王霄冰「作为“记忆之场”的族谱及其在东亚的传播」（“記憶の場”としての族譜，及びその東アジアにおけ

る伝播）

胡艳紅「太湖渔民集体烧香习俗的变化与延续」（太湖における漁民の「焼香」習俗の持続と変貌）

彭牧「里与外：神堂上的家与世界」（内と外：神堂にある家と世界）

高海珑「河南东部，北部火神神话的重构机制」（中国河南省東部・北部の火神神話の再創造メカニズムにつ

いて）

程鵬「传说，记忆与民间信仰的复兴──以鲁中安仙村安期生信仰为例」（伝説・記憶と民間信仰の復興─山

東中部安仙村の安期生信仰を事例として）

総括：王暁葵，松尾恒一

９月１日　民俗の観光活用の実践例の調査として，浙江省烏鎮の巡見を行った。

◇アメリカ・中国の研究者を招聘し，国際研究集会「東アジアの宗教儀礼─信仰と宗教の往還─」を，共同

研究員の所属機関，名古屋大学文学研究科附属人類文化遺産テクスト学研究センター，及び広島大学・敦煌

学プロジェクト研究センターとともに，12月13日～14日に名古屋大学を会場として開催した。

Ⅰ東アジアの宗教と信仰─ジェンダーの視点から─（“东亚的宗教与信仰──从男女社会性差异之视角谈开

去”／ East Asian Religion and Faith, from the Perspective of Gender）

趣旨説明：阿部泰郎

〔基調講演〕荒見泰史（広島大学）「敦煌文献より見た唐五代の女性を取り巻く社会環境」（從敦煌文獻來探

討唐五代女性所處的社會環境／ The Social Environment of the Women of the Tang and Five Dynasties, 

as Seen in Written Sources at Dunhuang）

〔研究発表〕

小林奈央子「霊山と女性─ジェンダー宗教学からの再検討─」（灵山与女性──从男女社会性差异宗教学的

再论／ A Reexamination from the Standpoint of Gender and Religious Studies）

澤井真代「琉球列島の女性祭司における神と人」（琉球列岛女性祭司中的神与人／ Divinities and Human 

Beings among the Women Ritualists of the Ryūkyū Islands）

Ⅱ尼と尼寺をめぐる円卓会議（“尼与尼寺”圆桌会议／ A Roundtable Discussion on Nuns and Buddhist 

Convents）
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趣旨説明：阿部泰郎

江口啓子「新蔵人』絵巻に見る女性と信仰─善妙寺と光明真言について」（从〈新藏人〉画卷看女性与信仰

─关于善妙寺以及光明真言／ Women and Faith as Seen in the The New Chamberlain（Shinkurōdo）: On 

Zenmyōji and Kōmyō Shingon（the Mantra of Light））

恋田知子「尼と物語草子」（尼姑与物语草子（故事画本）／ Nuns and Narrative Tales（Monogatari 

zōshi））

Ⅲ場と身体の再生と循環する時間─“民俗の力”を問い直す─（“处所及身体的重生与时间的轮回──重问

民 俗 之 力 ”／ The Rebirth of Topos and Corpus and the Revolving Temporal Realm: Reassessing the 

‘Power of the Folklore’）

趣旨説明：松尾恒一

〔基調講演〕ハルオ シラネ「二次的な自然と護符的な力─都と里山」（从属地位的自然与护身符式的力量─

─都市与山林／ Secondary Nature and Talismanic Power: City and Mountain Village）

小池淳一「日本民俗の時間観─陰陽道の民俗的展開を中心として」（日本民俗的时间观──以阴阳道的民俗

式展开为中心／ The View of Time in Japanese Folklore, Focusing Principally on the Folk Development of 

Yinyang Thought）

黄洁「記憶された伝統：桂北侗寨の送火儀礼と災難をめぐる語り」（被记忆的传统：桂北侗寨的送火仪式与灾

难叙事／A Remembered Tradition: The Fire Rite of Guibeitongzhai and Narratives on Disaster Prevention）

松山由布子「奥三河花太夫所蔵文献に見る牛頭天王信仰と儀礼」（奥三河花太夫所藏文献中所见牛头天王信

仰及仪式／Matsuyama Yūko （Nagoya University） Ritual and Faith in Gozu Tennō as Seen in the Written 

Sources from the Hana Dayū Collection in Oku-Mikawa）

４．今年度の研究成果

　歴博と華東師範大学（中国　上海）との国際シンポジウムとして開催した「記憶の場としての東アジア」

においては，以下の三つの分野をテーマとして，基調講演，研究発表と討議を行った。

Ⅰ．世界遺産時代の民俗学　Ⅱ．東アジアにおける民俗，人，物，知識及び文化の交流と変容，Ⅲ．異国空

間の文化研究─“外国人”の生活と信仰

　日本側は，歴博のほか，神奈川大学常民文化研究所，日本女子大学科研，京都大学をはじめとする諸大学

の研究者10名以上，中国画は共催機関の華東師範大学のほか，北京大学・中山大学非物質文化遺産研究セン

ターの歴博共同研究員・上海大学等から出席者20名以上，日中のほか，韓国・アメリカの発表者も加わる計

40名以上の研究発表からなる，規模の大きな研究集会となった。地域文化の文化財化・文化遺産化・世界遺

産化の問題や，東アジアの精神基盤として大きな役割を果たした仏教・儒教や五行思想と民間信仰，職（番

匠や石に関わる職人等）を中心とする生業の日中の交流史，日本・東南アジア・アメリカの華僑華人と故郷

（僑郷＝原籍地）と移住先での生活や信仰といった“人の移動”の問題，等が主題となったが，歴史学・文

化人類学・社会学の研究者も多く参加し，学際的な国際シンポジウムであったことが特筆される。

　共同研究員の所属機関，名古屋大学文学研究科附属人類文化遺産テクスト学研究センター，及び広島大学・

敦煌学プロジェクト研究センターとともに，名古屋大学を会場として開催した国際研究集会「東アジアの宗

教儀礼─信仰と宗教の往還─」は，Ⅰ東アジアの宗教と信仰─ジェンダーの視点から─，Ⅱ尼と尼寺をめぐ
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る円卓会議，Ⅲ場と身体の再生と循環する時間─“民俗の力”を問い直す─，の３部から構成された。特に

第Ⅲ部は，アメリカ・中国の研究者とともに，日本・中国の自然環境に依拠した生業，生活と信仰の問題，

信仰に与えた仏教や道教・陰陽五行思想の影響について，各発表者の専門の分野からの発表と討議を行った。

議論は，広域災害と，災害からの地域の復興・再生における信仰の役割といった現代的な問題にも及び，日

本・中国両国の事例が紹介され，信仰と結びついた時間循環の観念の，東アジア世界における伝承と，現代

における重要性が認識されたことなどが，大きな成果である。

　また，中国の共同研究員とともに，明清代に伝播した文化の，日本列島における民俗や文献記録の調査と

して，京都萬福寺の先祖祭祀の年中行事等の調査を行った。民俗学からの，中国起源の文化伝承の研究は，

これまで日本における古代・中世に伝来した仏教に焦点が絞られ，明代後期～清代の道教，中国の民間信仰

の文化伝播やその伝承については関心が向けられてこなかった。こうした問題意識からの調査として，近世，

鎖国時代，長崎において清代の習俗について記録された『清俗紀聞』に注目した。日本における京都・長崎

の黄檗宗寺院が，近代においては華僑が関わって行事が伝承，また創始されてきたことなどが明らかになり

はじめ，今後，その伝承について，中国の民俗との比較研究により，現代を含む歴史的意義や特質が解明さ

れることが期待される。

５．３年間の研究成果

　本共同研究は，日本と日本の民間信仰に大きな影響を与えた仏教，道教，陰陽五行思想等の影響，その定

着，変容の結果がもたらした地域性等について，民俗学・歴史学・考古学の協業による学際的な考究をする

ことを目的とするものであるが，欧米，中国の研究者とともに国際的な共同研究を開催し，考察を深めるこ

とができた。国内のみならず，共同研究員の所属するアメリカ・中国における国際シンポジウム・研究集会

も積極的に開催したが，各開催国の共同研究員以外の数多くの研究者や学会との交流を実現することができ

た。

　欧米の研究者の参加者は，歴史学，宗教・思想史，日本文学を専門とする研究者が共同研究員となったが，

日本における伝承資料，映像，音声資料の研究資料としての有用性，重要性が認知され，また，経筒・経塚

等の埋蔵資料による信仰・宗教研究は，特に高く評価された。

　中国研究者による，儒教の実践についての，中国・韓国・日本についての調査に基づく比較研究，琉球群

島における龍船行事，孔子信仰や祭祀への注目等，日本への中国起源の思想・信仰の影響は，日本の民俗，

特に民間信仰や民俗宗教の特質を東アジア世界のなかで考究してゆく上で重要であり，さらなる共同調査や

研究の展開が期待される。

　近世資料を中心とする歴史文献を活用しての，現代に伝承される民俗事象の，前近代における実態や，近

代～現代の変遷について，吉田神道との関わりや近世における道教的な呪術，明治期の神仏分離政策による

転換等，歴史的展開についても新知見を得，考察を深めることができたが，年を追って浮上してきたのは，

現代社会における民俗の役割や有用性についてであった。

　その背景にあるのは，一つには，特に中国・韓国において顕著な，世界遺産登録を目指す無形文化（中国

における非物質文化）の文化財化，公共財化，換言すれば，地域≒伝承者の思惑を超えた公共遺産としての

活用についての問題であり，もう一つは，日本における東日本大震災からの地域の復興・再生における民俗

の役割についての，被災地域のみならず，一般社会からの注目である。四川大地震と国家による救済や復興
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のための関わりや，被災からの地域復興・再生の上での民俗儀礼の役割の解明を進める中国の研究者のみな

らず，アメリカの比較文化研究者からも，災害≒危機と民俗との関わりやその歴史の重要性についての認識

を共有することができ，こうした問題や文化の公共財化に起因する問題ついての学際的，国際的な研究も今

後さらに深めてゆきたい。

　なお，最終年2014年度には，本共同研究の成果の一部をも活用した第４室特集展示「中国・四国地方の荒

神信仰─いざなぎ流・比婆荒神神楽─」を開催し，本会期中に高知歴史民俗資料館や伝承地域である物部町

と連携して活動する“いざなぎ流と物部川流域の文化を考える会”と共同の企画による「荒神信仰といざな

ぎ流」の一般向けの研究集会を開催するなど，研究の公開，成果の社会還元にも努めた。

　歴博には，中国貴州省の少数民族トン族（侗族）の追儺面・装束等の民俗資料が収蔵されているが，追儺

（儺儀，儺礼，鬼追い）は，東アジア全域に伝承されており，災い・疫病等の表象としての鬼の問題や，先

祖・祖霊祭祀の問題等，国内外の研究者とともに国際的，学際的な研究を進めるとともに，成果の公開，社

会への還元として展示等を積極的に進めてゆきたい。

６．共同研究員（◎は研究代表者，○は研究副代表者）

　Ronald Toby イリノイ大学東アジア言語文化学部・教授

　Alexander Mayer イリノイ大学東アジア言語文化学部・准教授

　Brian Ruppert イリノイ大学東アジア言語文化学部・教授

　Elizabeth Oyler イリノイ大学東アジア言語文化学部・教授

　Hank Glassman ハアヴァフォード大学東アジア研究学部・准教授

　Lucia Dolce ロンドン大学人文学部　SOAS日本宗教文化研究所・所長／准教授

　田兆元 中国華東師範大学民俗学研究所・所長／教授

　王暁葵 中国華東師範大学民俗学研究所　教授

　康保成 中国中山大学中国語学科・教授／中国非物質文化遺産研究センター・主任

　王宵氷 中国中山大学中国語学科・教授／中国非物質文化遺産研究センター

　阿部泰郎 名古屋大学大学院文学研究科・教授

　近本謙介 筑波大学大学院人文社会科学研究科・准教授

　荒見泰史 広島大学大学院総合科学研究科（敦煌学研究センター長）・教授

　上島享 京都大学文学部・准教授

　大東敬明 國學院大學研究開発推進機構・助教

　久野俊彦 東洋大学文学部・非常勤講師

　Michael E.Jamentz 京都大学文学部・非常勤講師

　村木二郎 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
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（２）「高度経済成長と地域社会の変化」2013～2015年度
　　　（研究代表者　関沢まゆみ）

１．目　的

　本共同研究の目的は，1950年代半ばから70年代初めにかけての高度経済成長の時代を経て，人々の生活が

どのように変化したかについて，従来の，農村，山村，漁村，町場，そして都市という場によって分析を行

なう発想から，それに加えてそれぞれの場において生活スタイルがどのように「都市型化」していったか，

という発想をもって，その生活実態の変化について調査，分析を行ない，資料情報を集積し研究貢献をする

ことである。

　高度経済成長期は，膨大なエネルギーを消費する新しい都市型生活のスタート地点として位置づけられる

が，これの象徴が大都市近郊の団地の生活であった。しかし，都市部以外の場においても工場誘致などによ

り，人々の主な経済基盤は第一次産業から製造業を中心とする第二次産業へと転換していった。そして，テ

レビ，洗濯機，冷蔵庫などの家庭電化製品や自動車などが普及し，日常生活においても「都市型化」が進行

していったといえる。

　具体的な研究目的として，以下の３点を考えている。第一に，そのような地域社会の変化を，経済伝承，

社会伝承，信仰・儀礼伝承などに留意しながら個別具体的な事例分析を蓄積するかたちで研究を行なう。第

二に，一人ひとりにとって身近な，生活における衣食住の変化についての資料情報を収集するために，たと

えばどのようなａ：調査項目が有効であるかを実践例を示しながら検討を行ない一つの調査モデルを作成し，

ｂ：列島各地からの調査情報の収集を行なうことを試みる。第三に，高度経済成長期における「都市型化」

への変化を追跡しながら，一方，変わりにくいものについても留意しながら，「変わるもの」と「変わりに

くいもの」とは何か，およびその関係性を明らかにし，生活文化伝承の特徴についての考察を行なう。

２．今年度の目標

　昭和30年代以降の地域社会の変化について，各位によるフィールドワークと資料収集を行ない，研究会で

発表を行なう。今年度は，これまでの民俗調査の積み重ねの中で比較的詳細な民俗誌が存在する地域を対象

とする再調査を行ない，生活変化の実態の調査と分析を試みるほか，昭和30年代以降の植生景観の変化，団

地の生活，食の変化なども継続課題とする。

３．今年度の研究経過

〔研究会〕今年度は５回の研究会を開催することができた。

第１回研究会　５月10日（土）　場所：東京ガーデンパレス

　阿南　透　「結婚改善と公民館結婚式（２）」

　宮内貴久　「弥永団地開発の生活誌」

　鈴木通大　「 団地の民俗をとらえるための「調査項目」作成にむけて─神奈川県大和市域における地域社

会の変化［Ⅱ］─」

　小椋純一　「西中国山地における高度経済成長期とその前後の植生景観変化について」

　新谷尚紀　「高度経済成長と食の安全と危険」
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　関沢まゆみ「高度経済成長と食の変化に関する調査項目案」

第２回研究会　９月４日（木）場所：三重県鳥羽市神島

　藤原喜代造「昭和30年代以降の神島の生活について」

昭和30年代から民俗誌的記録が継続的に残されている三重県鳥羽市神島での研究会では，八代神社や桂光院，

墓地をはじめ島の景観等を直接確認するほか，港の護岸工事の前後や公民館建設の前後の島の生活の変化な

どについて現地の方の話しを聞くなどした。

第３回研究会　11月１日（土）　場所：東京ガーデンパレス

　中村　治（大阪府立大学人間社会学部・教授）　「京都洛北の暮らしの変化」

　宮内貴久　「高度経済成長期における弥永団地の生活誌」

　関沢まゆみ　「神島の暮らしとその変化」

第４回研究会　12月21日（日）　場所：お茶の水女子大学

　 村瀬敬子（佛教大学社会学部・准教授）「高度成長期の食生活の表象─〈郷土料理〉と〈世界の料理〉を

めぐって─」

　宮内貴久「昭和47年の『ある一日』─福岡市弥永小学校区を中心にして─」

　小椋純一「高度経済成長期前後における秋吉台とその周辺地域の植生景観の変遷」

　石垣悟「稲作の機械化について─高度経済成長期の筑後川クリーク地帯の農業とその後─」

　鈴木通大「町内会の形成とその実態について─大和市域における自治会活動を中心に─」

第５回研究会　３月２日（月）　場所：國學院大學

　高橋奈津子「『奈良県風俗志』における動物飼養の実態」

『研究報告』目次案の検討

〔調査〕

　共同研究員各位によるフィールドワークにより，昭和30年代以降の地域社会の変化についての資料情報が

蓄積されてきている。

〔資料翻刻〕

　昨年度翻刻した日常の食とあわせて行事食を把握するために『奈良県風俗志』資料の第22類年中行事の項

目の翻刻を行なっている。

４．今年度の研究成果

　2014年度は共同研究の第２年目であり，共同研究員および研究協力者による高度経済成長と地域社会の変

化に関する調査からの発表を行ない，情報共有と意見交換を行なった。また，本共同研究の研究史的位置づ

けを明確にするために，住宅と団地をめぐる研究史や民俗学の食生活の研究などの研究史の丁寧な整理を行

なうこととなった。主に地域社会の変化と食生活の変化について注目されてきている点の一部をあげれば以

下のとおりである。

地域社会の変化について　　研究協力者の中村治氏から，京都洛北に位置する岩倉が，農村から都市近郊住

宅地へと変化していく過程を，直接体験するなかで撮影し収集してきた写真資料をもとに，農作業や家事労

働の機械化が共同作業を消滅させていった様子についての報告があった。また，関沢の「神島の暮らしの変

化」は，まだ中間報告ではあるが，生活変化のとらえ方として，一つには日本列島全体の変化の趨勢（たと
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えば土葬から火葬への変化など）と，もう一つ神島などそれぞれの地域社会に特徴的な変化（島嶼部でいえ

ば水の供給の変化など），とに分けられることが示されて，その両方の視点と分析方法についての議論の必

要性と有効性とが論じられた。

食生活の変化について　　食生活の変化について，昨年度一つのサンプルとして，高度経済成長期を画期と

する大規模な流通が活発になる以前の村落の食生活の実態を知るために，明治末から大正初めにかけて調査

が行なわれた『奈良県風俗志』資料の第三類「飲食並関連事項」の翻刻を行ない，これの追跡調査を数例ほ

ど試みてみた。それにより，伝承者の世代交代の現実を前に具体的な個別事例の変化の追跡はかなり困難で

あることがわかってきたが，追跡の必要性とそこからの新たな知見の確保への可能性は残された。その一方，

昭和の戦後期の比較的詳細な民俗誌が刊行されている広島県山県郡旧加計町（現安芸太田市）の食の変化に

ついて追跡調査を行なったところ，たとえば温井ダム建設による集落移転後，山の食の伝承が途絶えたもの

の，再度子供たちへの料理の伝承が活動として行なわれてきていることや，家庭においては「あるもので食

べよう」という言い方がよくなされていて，毎食献立を変えるようになったのは町場にスーパーができてか

らであるとか，塩分を控える配慮などは行政の指導による，などの変化とその背景についての把握ができて

きている。従来の民俗誌的調査情報とその追跡と比較による研究活用について，1920年代の前者の奈良県下

の事例と1950年代の後者の広島県下の事例との相違に留意しつつ，それらを含めた追跡調査の取り組みとそ

の可能性についての検討を進めているところである。

５．共同研究員（◎は研究代表者，○は研究副代表者）

　阿南　　透　江戸川大学社会学部・教授

　石垣　　悟　文化庁文化財部伝統文化課民俗文化財部門・文化財調査官

　小椋　純一　京都精華大学人文学部・教授　　　新谷　尚紀　國學院大学大学院・教授

　鈴木　通大　実践女子大学・非常勤講師　　　　武井　基晃　筑波大学人文社会系・助教

　竹内由紀子　愛国学園短期大学・講師

　宮内　貴久　お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科・教授

　小池　淳一　本館研究部・教授　　　　　　　○原山　浩介　本館研究部・准教授

◎関沢まゆみ　本館研究部・教授

（３）【展示型】「学際的研究による漆文化史の新構築」2013～2015年度
　　　（研究代表者　日高　薫）

１．目　的

　漆の木が生育する東アジアおよび東南アジアの諸地域では，それぞれ特色ある漆工技術が発達し，ユニー

クな文化をかたち作ってきた。漆文化圏とも呼びうるこれらの地域にみられる漆の文化は，多くの共通点を

もち相互に影響を与え合う反面，実際には，利用される漆の木の種類の相違や，気候風土・民族などによっ

て，それぞれの個性を強調する方向で発展している。

　本研究は，このようなアジアの漆文化の総体を視野に含めつつ，縄文時代から現代にわたる日本の漆文化

を，多視点的なアプローチにより，総合的にとらえることを目的とする。



56

　多様な様相と展開を示す漆文化の全体像は，出土資料・伝世資料・文献資料・伝承資料・伝統技術等をあ

わせて検討することによってはじめて理解されるが，従来の研究では各学問分野で個別に論じられ，一部の

領域では大きな成果をあげながらも，これらが統合されることはなかった。本研究においては，研究手法を

異にするさまざまな分野のトピックを，展示の主要な構成要素と位置づけ，具体的な展示資料を通じて可視

化し，これらを総合することによって，植物としてのウルシの特性とそれを利用する漆文化の全体像を浮き

彫りにすることを目指す。このような過程で明らかとなった課題をもとに，新しい漆文化史の構築をはかり

たい。

　本研究の研究期間においては，各時代・地域の漆文化の多面的展開を網羅することは困難であるため，近

年成果が著しく，注目されるテーマを中心に，研究成果の整理・再検討をおこない，あわせて今後展開可能

な研究課題の発見の機会とする。本研究においては，以下の３つの点にとくに重点を置く。

（１） 国内外における漆および漆器の流通と技術交流　植物学・考古学・文献史学・美術史学等に共通する

テーマとして交流の問題に注目する。

（２） 自然科学的分析手法の開発による漆文化の解明　自然科学との協業により，何が明らかにされるかを

紹介し，また，開発された分析手法の応用として，館蔵漆器資料の剥落片，出土漆器等の分析を行う。

（３） 漆の特性と多様な漆文化　漆のもつ特異な性格が，漆文化を特徴づけてきたことを，現代的な視点を

交えて考察する。

２．今年度の研究目的

　本研究では，最終的な研究成果発表形態としての企画展示の各コーナーを想定しながら，諸分野における

漆文化研究の現状に関する報告をおこない，分野間の研究状況を確認し総合化して共通の認識を形づくると

ともに，新たな課題発見の場とすることを目標とする。一方，資料の調査・分析等に関しては，テーマごと

に，関係する人文系と自然科学系の研究者による打ち合わせに基づいた調査・分析をすすめることにより，

実質的な成果をあげていけるような方法をとることとした。今年度は，展示の基本構想について意見交換を

しつつ，分析科学および美術史学等の研究状況についての理解を深めた。

３．今年度の研究経過

　１）研究会の開催

　　2014年６月１日（日）於：明治大学　お茶の水キャンパス

　　　・宮腰　哲雄「熱分解─GC ／ MS分析による漆分析について」

　　　・吉田　邦夫「Sr同位体比分析による漆分析について」

　　　・永嶋　正春・工藤雄一郎「遺跡出土漆（縄文時代）の年代測定結果報告」

　　2014年12月25日（木）於：明治大学　お茶の水キャンパス

　　　・竹内奈美子「東北地方に伝わる蒔絵絵馬に関して」

　　　・日高　　薫「南蛮漆器に類似する漆器に関して」

　　　・工藤雄一郎・四柳　嘉章「石川県三引遺跡および福井県鳥浜貝塚出土漆塗櫛の年代測定」

　　2015年２月25日（水）～27日（金）　於：金沢

　　　・近世近代漆工芸関係資料の調査（金沢市立中村記念美術館）
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　　　・伝統工芸の漆工房の見学（西村家）

　　　・公開研究会（２月26日・於金沢美術工芸大学）

　　　　　発表１：竹内奈美子「五十嵐道補様式の秋草蒔絵」

　　　　　発表２：田島　充子「19世紀における清水九兵衛の活動と作品」

　　　　　発表３：山崎　　剛「漆工芸の近代と現代」

　　　　　発表４：南　ゆりこ「1950年代の日本における工芸団体の歩み

　　　　　　　　　　　　　　─漆芸家・髙橋節郎の活動を中心に─」

　　　　　調査１：金沢美大が所蔵する五十嵐道甫様式の作品，近代・現代の作品

　　　　　調査２：金沢美大が収集中の「平成の百工比照」（漆工分野）

　　　・現代アートの領域における漆造形作家のアトリエ見学（田中信行氏）

　　　・金沢美術工芸大学卒業制作展（金沢21世紀美術館）

　　　・今日における漆の材料・道具・製品の見学（高野うるし店・能作・輪島キリモト）

　　2015年３月21日（土）於：明治大学　お茶の水キャンパス

　　　・宮里　正子　　「琉球漆芸の基準構築の試み」

　　　・多比羅菜美子　「日本に伝世した彫漆器について」

　　　・小池　淳一　　「うるしの俗信と昔話をめぐって」

　２）輸出漆器（歴博所蔵）の剥落片の分析（宮腰・岡田・吉田）

　３）出土漆器の年代測定（工藤・永嶋）

　４）漆製品出土遺跡一覧の作成（都築）

　５）館蔵の漆関係資料のリストアップと調査

４．今年度の研究成果

　１） 漆の化学分析の方法の現状について共通認識を得ることができ，人文科学の研究者との協業により，

具体的にどのような成果が想定されるかについて議論を深めることができた。Sr同位体比分析法は大

陸と列島の漆の区別を可能とする方法として注目されるが，国内の漆の地域差をも同定できる可能性

があることがわかったため，今後は，こうした観点での古代出土資料の分析も試みる予定である。

　２） 明治大学有機合成化学研究室が推進しているプロジェクトと連携を図りながら，日本・中国の輸出漆

器の漆塗膜分析を進行中である。

　３）近世の蒔絵資料を調査し，その技法に関する検討をおこなった。

　４）漆製品出土遺跡一覧はリスト化を完了し，より利用しやすいかたちに作成中である。

５．共同研究員（◎は研究代表者，○は研究副代表者）

　岩淵　令治　学習院女子大学国際文化交流学部（本館客員教授）

　岡田　文男　京都造形芸術大学歴史遺産学科　　　北野　信彦　東京文化財研究所・保存修復科学センター

　鈴木　三男　東北大学・名誉教授　　　　　　　　竹内奈美子　東京国立博物館

　多比羅菜美子　根津美術館　　　　　　　　　　　中里　壽克　学識経験者

　永嶋　正春　学識経験者　　　　　　　　　　　　能城　修一　森林総合研究所
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　宮腰　哲雄　明治大学理工学部　　　　　　　　　宮里　正子　浦添市美術館

　山崎　　剛　金沢美術工芸大学美術工芸学部　　　吉田　邦夫　東京大学総合博物館

　四柳　嘉章　石川県輪島市漆芸美術館　　　　　　工藤雄一郎　本館研究部・准教授

　小池　淳一　本館研究部・教授　　　　　　　　　齋藤　　努　本館研究部・教授

○林部　　均　本館研究部・教授　　　　　　　　◎日高　　薫　本館研究部・教授

（４）【展示型】「対外関係・交流史を歴史展示で表現するための実践的研究
　　　─19世紀を中心とする対米および対独との関係・交流を
　　　　展示で表現する試み─」2013～2015年度
　　　（研究代表者　保谷　徹）

１．目　的

　この研究目的は，対外関係・交流史という視点で，テーマと時間を絞ることによって歴史展示を構築し，

それで何が伝わるのかという点の実践的な研究・展示を試みることである。とくに，本館第三展示室・第五

展示室の展示を通観すると，問題点となる部分をどう射程するかを検討する。それらは，まず①幕末・維新

期の対外関係についての展示が五室を含めても，ペリー来航と日本からの漂流民と遣欧使節しか取り上げら

れていない。そもそも，今なお「ペリーと開国」というテーマで構成されている歴史叙述も多いし，展示で

も「ペリーの来航によって…」という紋切り型の表現が多い。もちろん，ペリーの来航自体が日本に与えた

影響は少なくなかったのだが，このあとの展開は実は単純ではない。このこと自体が，くわしい歴史年表的

な説明を展示や教科書叙述に強いることになっているし，それも明治以降の展開はほとんどない。②第六展

示室では，海外移民をテーマの一つとする，あるいは沖縄問題を含む戦後のアメリカによる占領問題など，

この点での対外関係・交流史の水準を示した展示にはなっているが，たとえばアジア・太平洋戦争に至る経

緯との関係など，アメリカ一つとっても，なぜ戦争に至るのか，についての説明は必ずしも十分ではない。

西欧諸国ではアメリカ以外，アジアでは中国，朝鮮以外の国との関わりがほとんど見られないようにも思わ

れる。たとえば，せっかくドイツの南洋の植民地を委任統治することの意味についても，そのあとのドイツ

との思い出したくない関係も含めてほとんどない。

　そこで，本研究では，大きく二つのチームに分けて研究を進め，まずドイツとの関係・交流史に関わる展

示を実現させ，続いてアメリカとの関係・交流史を展示したい。少なくとも，展示プランのうえで，その両

者が比較できるようにすることを目標とする。

　まず，第一のチームは，アメリカとの関係についての研究・展示チームである。現在では，さまざまな意

味でもっとも深い関係を持っている国だが，少なくとも開国以降戦前までの関係はそう単純ではない。たと

えば，ペリー・阿部正弘の修好条約からハリス・堀田正睦の通商条約交渉へという展開は，アメリカが日本

以前に結んだタイ（シャム）との条約などと比較することで，この二つの条約の歴史的性格を再検討するこ

とも大きな課題となろう。同時に，一九世紀末までを対象とするならば，フィリピン植民地化という問題も

視野に入れておかなければならない。アメリカに限定されるわけではないが，条約批准および改正のための

使節に関わる史料の調査・分析と展示への有効利用を試みたい。たとえば，参加者の一人である黒沢貞備が

残した資料群の本格的な分析も課題となる。第六展示室でも課題とされたように，開戦にいたる日米交渉を，
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その前史から考えてみることも重要であり，たとえば日系移民の比重が高いハワイから，日米関係を考える

ことも重要なテーマとなりうるであろう。こうした点について検討し，せめて戦前までの日米関係・交流史

を展示で表現することにしたい。

　第二のチームは，このアメリカとの関係と比較できるように，プロイセン，ドイツ帝国との関係に注目し

たい。少し論点は異なるが，プロイセンと同時期にあいついで通商条約の締結交渉に入ったスイス・ベルギー

あたりも含めて考えることも有効である。史料的には調査・研究が必要であるが，後述するようにこれまで

の成果に依拠することができそうである。ここでは，それぞれの国との通商条約交渉とその内容，その後の

関係をベースに，とくに，ドイツにある日本関連資料の調査の成果を活かすことができるので，ある程度展

示プランの構想をつくったうえで，それをたたき台としながら，新たな調査・研究テーマを決めることも可

能である。本館は第一次世界大戦で日本軍捕虜となったドイツ人の貴重な資料群を所蔵しており，こうした

資料の研究・展示活用も重要な課題の一つとなる。

２．今年度の研究課題

　アメリカチーム，ドイツチームで合同研究会を行うとともに，日独関係チームは企画展示「ドイツと日本

を結ぶもの─日独修好150年の歴史─」（以下「ドイツ展」）のための最終展示案の作成をおこなうとともに，

展示候補資料の確定と出品交渉等，具体的な作業にも着手する。日米関係チームは年度中におこなうミニシ

ンポジウムの内容を固める。日独，日米それぞれの研究活動を重視し，両展示の全体構想の比較および両チー

ムの連携のありかた（成果のまとめかた）についても協議する。

３．今年度の研究経過

第六回研究会

2014年　６月28日（土）　会場　国立歴史民俗博物館

・日独展示の準備状況報告

・田嶋信雄「日独展示第２室（第１次大戦～現代）構想についての報告」と討論

・日独展示リストの最終提案と討論

第七回研究会

2014年８月１日（金）　会場　国立歴史民俗博物館

・日独展の準備状況報告

・ スヴェン・サーラ「展示資料に関する提案：第一次世界大戦から第二次世界大戦，戦後処理まで」報告と

討論

第八回研究会

2015年２月７日（土）　会場　国立歴史民俗博物館

・日独展示の準備状況の報告

・国際研究集会「戦争をめぐるパブリックメモリーの創出」と合同開催

・アルヌルフ・スクリバ「今日のドイツにおいて第一次世界大戦を展示すること」報告と討論
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・ リス・ブルーム「論争的なテーマの展示，論争的な反応の喚起─「トラーとドイツ人─国家と犯罪」展を

事例に─」

第九回研究会

2015年３月８日（日）　会場　東京大学・角川本郷ビル５階大会議室

・日独展示の準備状況の報告

・ ロバート・ヘリヤー（ゲスト・スピーカー）「明治時代から昭和初期までのアメリカ人による日本緑茶消費」

報告と討論

４．今年度の研究成果

　ドイツチームにおいては，企画展示「ドイツ展」の展示内容に向けての研究会や資料調査をおこなうこと

で，展示構成と展示資料の選定を固めることができ，また，合同開催の国際研究集会「戦争をめぐるパブリッ

クメモリーの創出」の討議内容も，近現代歴史の叙述に関する世界的な流れを理解し，企画展の当該部分の

展示方針を固めることに役立った。資料調査については，ドイツ国内においてはフォン・ブランデンシュタ

イン家（シュルヒテルン市郊外），日本国内では外交史料館，星薬科大学資料館，広島原爆資料館等の調査

を実施した。また，ドイツ国内で出版された日本関係の書籍や雑誌などの購入をはかり，戦前のドイツにお

ける日本研究と表象の豊富さを再確認するとともに，展示候補資料を充実させることができた。

　アメリカチームは，ロバート・ヘリヤー氏の報告「明治時代から昭和初期までのアメリカ人による日本緑

茶消費」とそれにもとづく討論により，生糸と並び幕末維新期の日本の主要輸出産品とされながら，輸出先

での状況についてはほとんど知られることがなかった日本茶が，アメリカにおいてどのように消費されてい

たのかについての詳細な情報を得ることができ，将来のアメリカ展の展示内容の可能性を充実させることが

できた。

５．研究組織（◎は研究代表者　○は研究副代表者　所属は2014年度）

　岩淵　令治　学習院女子大学・教授　　　　　　横山　伊徳　東京大学史料編纂所・教授

　箱石　　大　東京大学史料編纂所・准教授　　　三谷　　博　東京大学大学院・教授

　宮坂　正英　長崎純心大学・教授　　　　　　　麓　　慎一　新潟大学・教授

　森田　朋子　中部大学・教授　　　　　　　　　ロドニー・アームストロング　学識経験者

　ハンス・トムセン　スイス・チューリッヒ大学・教授

　内田　順子　本館研究部・准教授　　　　　　　久留島　浩　本館館長

　原山　浩介　本館研究部・准教授　　　　　　　福岡万里子　本館研究部・准教授

○大久保純一　本館研究部・教授　　　　　　　◎保谷　　徹　本館研究部・客員教員

　秋山かおり　本館研究部・リサーチアシスタント

　〔ゲストスピーカー〕

　ロバート・ヘリヤー　米国・ウェイクフォレスト大学・准教授
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（５）「年代情報に基づく木材の利用・活用に関する横断的研究」
　　  2013～2015年度
　　　（研究代表者　坂本　稔）

１．目　的

　先史時代から現代に至るまで，木材は様々な形で利用・活用されてきた。森林資源に富む日本では木材が

比較的入手しやすい。また，木材は比重が小さく容易に加工できる一方，耐久性に優れ，埋没や再利用など

によっても後世まで残存する。さらに，樹木に形成される年輪には，生育時の環境が時間情報とともに記録

されている。年輪の幅は年輪年代法に生かされ，年輪自体は炭素14年代測定の代表的な試料である。両者の

組み合わせは，炭素14年代を実年代に修正する較正曲線の整備に役立てられる。年輪の安定同位体分析によ

る古環境・古気候の復元はさまざまに試みられてきたが，近年その過程で年輪セルロースの酸素同位体によ

る年代法が提案され，効率的かつ精密な時間情報の獲得への道が拓かれつつある。

　本課題では埋没樹，建築部材，木製品をはじめとする木材資料を素材とし，年輪年代法，炭素14年代法，

酸素同位体法などによる高精度年代情報に基づき，考古時代・歴史時代の人と木材の関わりについて横断的

な研究の実施を目指す。

２．今年度の研究計画

　炭素14年代を実年代に修正するのに用いられる較正曲線が，日本列島周辺で特徴的な傾向を示すことが明

らかになりつつある。従来からの年輪年代法に加え，酸素同位体比法による実年代の付された樹木年輪の炭

素14年代測定を実施し，特に課題と思われる時期（弥生末～古墳開始期，10世紀，16世紀）について日本版

較正曲線の充実を図る。

　文化財建造物の年代調査，遺跡出土木材の年代調査などの木材に関わる調査を継続的に行う。

３．今年度の研究経過

フィールド調査：平成26年７月26～28日，屋久島，屋久杉自然館

第３回研究会：平成26年12月23日，ふくやま草戸千軒ミュージアム（広島県立歴史博物館）

坂本稔：炭素14年代法の原理と応用

中尾七重：古建築14Ｃ年代調査の方法

三浦正幸（広島大学）：鞆の浦の町家の建築年代について

藤田盟児（広島国際大学）：中世から近世にかけての鞆の浦の街区の形成過程

４．今年度の研究成果

　屋久島では，縄文杉までの実踏調査や屋久杉自然館の見学から，一千年以上の年輪を刻み，本来ウロを作

らないスギがヤクスギとなる生育環境の認識や，歴史時代における屋久杉の利用について知見を得た。当地

の木材業者の協力を得て屋久杉の木片を入手し，物性や化学分析，微生物調査など木材科学的な分析を予定

する。なお本調査は，当初予定して総研大日本歴史研究専攻の集中講義Ｂへの同行ではなく別に実施した。

　広島県立歴史博物館における研究会は，前年度開催された第88回歴博フォーラム「築何年？炭素で調べる
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民家の年代研究最前線」における鞆の浦に関する発表をきっかけとし，その成果の地元への還元と，ゲスト

スピーカーの発表による研究の深化を目的として開催された。三浦教授からは鞆における具体的な調査例と

部材の風化を基にした建築年代推定，藤田教授からは時代による測地尺の変遷を利用した編年について紹介

があった。

　文化財建造物については那珂市会澤家住宅（国営ひたち海浜公園），砺波市江向家住宅（川崎市立日本民

家園），宇都宮市岡本家住宅，檜原村小林家住宅，伊勢原市日向薬師宝城坊（奈良文化財研究所と共同）の

建築部材の調査を行い，炭素14-ウィグルマッチ法による数値年代と建築史学的な見地からの検討を行った。

　遺跡出土木材については，福岡市比恵131次調査で出土した大量の木材のうち４点の炭素14年代測定を実

施し，ほぼ紀元前後という結果を得た。また奈良文化財研究所と共同で，厳島神社の反橋修理工事の際に出

土した加工痕の残る木製遺物の調査を行い，11世紀中頃という結果を得た。これらの木製遺物の用途につい

ては，慎重な検討が必要である。

　館蔵の生田コレクションの鼓胴について，透過X線による撮影と並行しながら，光学スキャナで木口面を

撮影し用材の調査を行った。多くは散孔材が用いられ，精査が必要なもののサクラ材の可能性が高い。今後，

年輪幅や辺材の有無による木取りの傾向や，素材の特性などの調査を予定し，年代情報との連関も検討する。

　科学研究費補助金（基盤Ｂ）「東アジア産樹木年輪による過去千年間の大気中炭素14濃度の復原」（研究代

表者：坂本稔）と連関し，また総合地球環境学研究所プロジェクト「高分解能古気候学と歴史・考古学の連

携による気候変動に強い社会システムの探索」（研究代表者：中塚武）による成果を利用して，14世紀から

20世紀に至る日本産樹木年輪の炭素14年代測定が進められた。近世については，日本列島の大気中炭素14濃

度が予想以上に変動していたことが明らかとなった。次年度は11世紀から13世紀に至る日本産樹木年輪の測

定を予定し，中・近世の日本版較正曲線の整備を目指す。

５．研究組織（◎は研究代表者　○は研究副代表者）

　木村　勝彦　福島大学・教授　　　　　　　　　　　中塚　　武　総合地球環境学研究所・教授

　中尾　七重　武蔵大学総合研究所・研究員　　　　　横山　　操　京都大学大学院農学研究科・研究員

　尾嵜　大真　東京大学総合研究博物館・特任研究員　小林　謙一　中央大学文学部・教授

　齋藤　　努　本館研究部・教授　　　　　　　　　　大久保純一　本館研究部・教授

◎坂本　　稔　本館研究部・教授　　　　　　　　　　鈴木　卓治　本館研究部・准教授

　小瀬戸恵美　本館研究部・准教授　　　　　　　　○工藤雄一郎　本館研究部・准教授

（６）「研究資源としての民俗研究映像の制作と活用に関する研究」
　　  2013～2015年
　　　（研究代表者　内田順子）

１．目　的

　第１期の共同研究「民俗研究映像の資料論的研究」（2004～2006年，代表：内田順子）では，制作から活

用にいたるプロセスを検討し，権利処理等，活用に支障のないかたちで映像を資料として残すためのワーク

フローを構築した。続く第２期「民俗研究映像の制作と資料化に関する研究」（2007～2009年，代表：青木
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隆浩）では，それを実践することによって映像制作を行った。その結果，2006年度以降，歴博映像フォーラ

ムを開催して作品をひろく一般公開するほか，2007年度からは，研究資料としてDVDで館外への貸し出し

を実施するなど，成果の公開を促進することができた。また第２期以降，過去の作品の撮影素材のコピーを

作成するなど，映像の保存対策も講じてきた。第３期では，制作・公開・保存のサイクルを継続して遂行す

るとともに，撮影素材のデータベースを試験的につくるところまでおこなった。また，民俗研究の観点から

重要とみられる映画フィルムの保存と活用にも着手した。

　以上の成果を踏まえ，2013年度からの第４期では，以下を目的として実施する。

①映像人類学の分野において高い研究業績を有している研究者とともに，具体的な映像を素材として映像制

作論をみがき，新規に製作する研究映像の質を高める。

②民俗研究映像の撮影素材のデータ変換を継続し，試験的なデータベースから実用的なデータベースへの移

行を試みる。

③民俗研究にとって重要とみなされる各地域の映画フィルムの保存・活用を進める

④歴博独自の研究映像のありかたについて議論を重ね，第５期以降の制作・活用計画を検討する。

２．今年度の研究目的

①「屋久島の森林軌道をめぐる記録（仮題）」（担当：柴崎茂光）

鹿児島県屋久島において，森林軌道の利用をめぐる映像記録を作成し，トロッコの運転手を中心に，当時の

集落や運材の様子，トロッコの運転技術について調査し，記録を作成する。

②これまでの民俗研究映像（素材を含む），映像人類学やドキュメンタリー映画から適切な作品・場面をと

りあげ，ナレーション・テロップの方法論を検討する。

③平成25年度制作の研究映像「盆行事とその地域差」の上映・討論を行い，英語版を制作する。

④過去の民俗研究映像の撮影素材の保存を行う。

⑤平成27年度制作の研究映像について，制作計画を検討するほか，予備調査・撮影を行う。⑤平成28年度以

降の研究映像の制作について検討する。

３．今年度の研究経過

第３回研究会

日時：2014年６月21日（土）　10時30分～19時00分

場所：新宿明治安田生命ホール

内容：歴博映像フォーラム９「日本各地の盆行事と葬送墓制の最近の変化」への参加

第４回研究会

日時：2014年12月14日（日）　13時30分～18時00分

場所：歴博　第２会議室

内容：分藤大翼「『フィールド映像術』（古今書院）の内容を中心に」

内田順子「今後の計画と民俗研究映像の方針について」

第５回研究会

日時：2015年３月１日（日）　10：30～18：00
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場所：歴博　第２会議室

内容：川村清志「2015年度の制作計画について」

内田順子「民俗研究映像の今後の制作計画について」

４．今年度の研究成果

【新規の民俗研究映像制作】「屋久島の森林軌道をめぐる記録（仮題）」（担当：柴崎茂光）を完成する予定

であったが，天候や出演者等の事情により，2014年は撮影までを完了させ，編集・完成は2015年度とするこ

とに変更した。

【英語版制作】2013年度制作の「盆行事とその地域差」（制作担当：関沢まゆみ）の英語版を作成した。

【2015年度制作準備】2015年度制作民俗研究映像（制作担当：川村清志）の製作準備として，調査・撮影を

開始した。

【データベースの試行】過去に制作された民俗研究映像の撮影素材データベース試行として，第３期に制作

したデータベースプログラムへの映像の登録を続行した（「黒島民俗誌」「大柳生民俗誌」「沖縄の焼物」「金

物の町・三条民俗誌」について作業を実施した）。

【研究成果の公開】歴博映像フォーラム９「日本各地の盆行事と葬送墓制の最近の変化」（2014年６月21日

（土），新宿明治安田生命ホール）を実施した。

【研究会】共同研究会を３回（第３～５回）開催した。第３回は，歴博映像フォーラム９「日本各地の盆行

事と葬送墓制の最近の変化」と兼ねて開催した。第４回では，共同研究員の分藤大翼氏による「『フィール

ド映像術』（古今書院）の内容を中心に」で，フィールドワークに基づく研究における映像利用の現状やそ

の理論について，最新の動向が報告された。また，内田順子の「今後の計画と民俗研究映像の方針について」

に基づき，民俗研究映像の今後の制作方針について討論した。第５回では，川村清志氏から，2015年度制作

の研究映像の計画が披露され，それについて討論をおこなった。また内田順子から，今後の民俗研究映像の

制作計画原案が示され，これに基づき，共同研究者は2015年度のはじめの２回の共同研究会に制作計画を持

ち寄り，内容を審議して制作計画を決定することとなった。

５．共同研究員（◎は研究代表者，○は研究副代表）

　岩谷　洋史　立命館大学・非常勤講師　　　　川瀬　　慈　国立民族学博物館

　分藤　大翼　信州大学全学教育機構　　　　　坂田　裕輔　近畿大学

　新谷　尚紀　國學院大學

○青木　隆浩　本館研究部・准教授　　　　　　川村　清志　本館研究部・准教授

　小池　淳一　本館研究部・教授　　　　　　　齋藤　　努　本館研究部・教授

　柴崎　茂光　本館研究部・准教授　　　　　　関沢まゆみ　本館研究部・教授

　西谷　　大　本館研究部・教授　　　　　　　葉山　　茂　本館研究部・特任助教

　松尾　恒一　本館研究部・教授　　　　　　　山田　慎也　本館研究部・准教授

　松田　睦彦　本館研究部・助教　　　　　　◎内田　順子　本館研究部・准教授



65

Ⅰ－１　共同研究

（７）「古代の百科全書『延喜式』の総合書物学研究
　　  ─多分野協働をめざして─」2014～2017年度
　　　（研究代表者　小倉慈司）

１．目　的

　本研究は，2014年度より開始された国文学研究資料館「日本語の歴史的典籍の国際共同研究ネットワーク

構築計画」プロジェクトの内の人間文化研究機構　機構内協働研究の一つとして2014年10月より実施するも

のである。

　本共同研究の研究対象である『延喜式』は，延長５（927）年に完成し，康保４（967）年に施行された，

全50巻，条文数約3500条におよぶ古代の法制書である。三度にわたって編纂された式のうち，『延喜式』は

古代の基本資料として知られているが，その規定の中には，神社や祭祀，儀礼における調度品や食料など，

さまざまな物品が登場し，さながら「古代の百科全書」ともいえる内容を持つものでもある。それゆえ，古

代史のみならず文化史，科学史といった他の研究分野からも注目されるべき資料と言える。だがその内容は

難解なものが多く，『延喜式』の持つ豊かな情報が多くの研究者によって共有されているとは言い難い状況

にある。

　本館が所蔵する田中穣氏旧蔵典籍古文書には『延喜式』が含まれている（その他，鎌倉時代写の三条西家

旧蔵『延喜式』巻50も蔵する）が，これは土御門家旧蔵で，江戸時代初期に書写された写本である。近世の

書写ではあるものの，全巻揃った善写本として価値が高く，現在刊行中の『訳注日本史料　延喜式』（集英社）

でも底本として使用されている。

　そこで本研究では，同写本を主たる研究対象として総合書物学の観点から研究を進めることとしたい。具

体的には，他に蔵される諸写本や版本等の調査を踏まえつつ本文の検討，また『延喜式』の受容史・研究史

等にまで及んだ検討をおこない，さらに現代語訳や英訳など，『延喜式』を日本古代史にとどまらない諸分

野で活用できるような方法を模索する。将来的にはネットでの情報発信をめざす。なお，言うまでもないこ

とではあるが，単なる過去の研究の公開ではなく，最新の研究成果を踏まえ，かつこれからの研究の発展の

礎を築くことが目標となる。具体的には以下の達成を目指す。

１．田中本『延喜式』のカラーデジタル撮影。

２．『延喜式』諸写本（書入れを有する版本も含む）のデータ収集・調査研究。

３．田中本『延喜式』を底本とした校訂本文の検討。全50巻中の二分の一程度の完成を目標とする。

４．『延喜式』現代語訳の試行（巻17内匠式，巻24・25主計式上下）最低１巻分は完成させ公開する。

５． ４を踏まえた英訳の試行。なお，これらの作業は将来的なデータベース作成公開を念頭においたもので

ある。

２．今年度の研究計画

　今年度は来年度より本格的な研究を開始するための準備期間として，上記研究計画のうち，まず今後の研

究の基礎となる１．田中本『延喜式』のカラーデジタル撮影をおこなう。また２．『延喜式』諸写本のデー

タ収集をおこない，うち１点程度の画像収集を進める。今後の研究を進める上での方針策定や問題抽出のた

めの共同研究会を２回程度開催する。
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３．今年度の研究経過

第１回研究会　2014年11月30日（日）　国立歴史民俗博物館

　小倉慈司「研究の発足にあたって─研究の概要と課題」

　倉本一宏「古記録の現代語訳をめぐって」

　小倉慈司「陽明文庫所蔵『勘例　御薬・朝賀・小朝拝』所引弘仁宮内式逸文」

第２回研究会　2015年３月15日（日）　国立歴史民俗博物館

　今年度の活動と来年度の計画について

　荒井秀規「延喜式の土器と考古学の土器呼称」

　榎　英一「運脚について」

　清武雄二「田中本延喜式の翻刻作業─目的・手順と概況」

資料調査

2015年２月９日（月）　東京大学総合図書館

　東京大学総合図書館所蔵『延喜式』巻13の調査

2015年３月９日（月）～12日（木）　京都国立博物館

　京都国立博物館所蔵『延喜式』の調査

４．今年度の研究成果

　今年度は準備研究として，まず本館所蔵田中穣氏旧蔵典籍古文書の『延喜式』のデジタル撮影と京都国立

博物館所蔵『延喜式』のデジタル撮影および調査をおこなった。田中本『延喜式』は江戸時代初期の書写で

あるが前巻揃った善写本として高い評価を得ている写本であり，本研究の基礎となる資料でもある。また京

都国立博物館本は近年，その存在が知られた写本で，これまでの刊本の校訂には用いられていないが，おそ

らくは田中本と並ぶ善写本であり，これからの『延喜式』研究上欠かせない写本となると考えられる。何段

階かにわたる校合書入れがあり，今後の精査を要するが，他の写本に見られない平安期の本奥書や「弘」「貞」

「延」等の標目などが存在し，優れた写本であることが確認された。

　研究会は２回開催した。第１回は共同研究の発足にあたり，その経緯と研究計画の概要を研究代表が説明

した後，討議をおこなった。また倉本報告では，報告者がこれまでおこなってきた古記録現代語訳における

問題点や課題について紹介され，情報の共有を図った。小倉報告では新出史料に基づく「弘仁式」逸文の紹

介がおこなわれた。

　第２回研究会ではそれまでの研究活動の報告と来年度の計画について報告，議論をおこない，ついで３本

の報告がなされた。荒井報告では，土器名称の特定について考古学と文献史学での方法論的な違いについて

整理が行われ，延喜主計式の土器名称は『弘仁式』の内容を有すること，平城京出土土器との比較がなされ

るべきことが提言された。加えて，原本と諸写本との時代的な相違，出土文字資料上の土器名称，和語呼称

と漢字の字義，韓国における出土文字の事例等が議論された。榎報告では，中央へ税物を運ぶ運脚規定につ

いての日唐の比較，および延喜民部式上の規定について検討がなされた。唐令については北宋「天聖令」に

よって条文構成上の分析が試みられ，次いで日本令および延喜式制の運脚規定への展開とその意義について，

脚直の負担や具体的な労働力編成のあり方，国司の関与といった点から問題が提起された。清武報告では，

田中本延喜式の翻刻における研究上の目的および具体的な手順についての説明と現況の作業報告がなされ
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た。

　なお，研究会は公開とし，共同研究メンバー以外の研究者や大学院生の参加もあった。

　この他，研究に資するための『延喜式』現行流布テキスト入力作業を開始した。

５．研究組織（◎は研究代表者，○は研究副代表者）

　相曽　貴志　宮内庁書陵部図書課・首席研究官　　荒井　秀規　藤沢市生涯学習部郷土歴史課・主査

　稲田奈津子　東京大学史料編纂所・助教　　　　　小口　雅史　法政大学文学部・教授

　倉本　一宏　国際日本文化研究センター・教授　　中村　光一　上武大学ビジネス情報学部・教授

　早川　万年　岐阜大学教育学部・教授　　　　　　堀部　　猛　土浦市立博物館・学芸員

　仁藤　敦史　本館研究部・教授　　　　　　　　　林部　　均　本館研究部・教授

　村木　二郎　本館研究部・准教授　　　　　　　　清武　雄二　本館研究部・特任助教

○三上　喜孝　本館研究部・准教授　　　　　　　◎小倉　慈司　本館研究部・准教授

◇公募型共同研究

（１）「歴史資料デジタルアーカイブデータを用いた知的構造の
　　　創生に関する研究　─小袖屛風を対象として」2013～2015年度
　　　（研究代表者　濱上知樹）

１．目　的

　歴史資料デジタルアーカイブの蓄積が進む中，その莫大なデータの利活用の方法が重要となっている。電

子的に保存されたデータベースとしての静的な存在ではなく，非構造化されたデータから意味や新たな構造

を抽出する自律性を付与することで，歴史資料の新たな利活用とこれを用いた研究の発展が期待できる。本

研究は，歴史資料デジタルアーカイブをBig dataとみなし，様々な分野で活用されている画像処理・解析を

初めとする特徴抽出と，これらの解析技術で培われた機械学習，セマンティックデータ処理を用いて，莫大

なデジタルアーカイブからの知識発見をはかるシステムをつくることで，この期待に応えることをめざす。

　この研究の嚆矢として，まず野村コレクション小袖屛風のデジタルアーカイブデータについて検討を開始

する。小袖屛風画像は，既にデジタル化がなされており，画像の様々なレベルにおける特徴量の抽出とその

構造化を進め，さらに他の史資料についても検討を拡大する。最終的には歴史資料デジタルアーカイブデー

タを用いた知的構造の創生をはかり，歴史研究の新たな展開と，得られた成果の効果的な展示技術に結びつ

けることを目的と定める。

２．今年度の研究計画

　画像データベースの高機能ビューワーシステムの完成と，分析手法の高度化を進めるとともに，屏風内部

構造のTHzイメージング測定を行う。また，実寸大全景の高リアリティ画像描画システムを試行する。具体

的には，下記のテーマを遂行する。これらの成果について，順に成果を公開し始める。また，近年の世界的

デジタルアーカイブの動向について，技術的な調査を進める
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１． セマンティクス分析手法にディープラーニングによる一般物体認識手法を用いた小袖屏風中の文様の意

味抽出（濱上ら知能化班）

２．背景画像の削除と，モチーフの自動セグメンテーションアルゴリズムの開発（内田・中島ら画像処理班）

３．高精細画像データベースビューワの開発（富井らデータベース班）

４．THzイメージング撮像（福永らアーカイブ展示班）

３．今年度の研究経過

１．2014/07/24　THzイメージング予備測定実験（国立歴史民俗博物館）

２． 2014/09/01　電気学会　電子・情報・システム部門誌解説記事「デジタルアーカイブからの知的構造の

抽出─インテリジェントシステムによる人文・歴史研究支援」濱上知樹，澤田和人

３．2014/09/05　第３回研究会（島根大学）兼電気学会企画セッション

　　「歴史資料デジタルアーカイブデータの新展開～高精細画像処理と知的検索による研究・展示支援

　　OS12-1　「バーチャルではない文化財の「リアル」に触れるデジタルミュージアム」

　　　　　　　福永香（情報通信研究機構），高妻洋成（奈良文化財研究所），建石徹（文化庁）

　　OS12-2　「方向別共起ヒストグラムを用いた小袖屏風の模様検出」中島慶人（電力中央研究所）

　　OS12-3　「小袖屏風画像を用いたテクスチャ合成に関する検討」

　　　　　　　白川真一，井田有香，杉山美乃，大原剛三（青山学院大学）

　　OS12-4　「 固定視点下における多方向光源画像群を用いた小袖屏風画像のインタラクティブ展示のた

めの光源推定」小澤耕太郎，濱上知樹（横浜国立大学）

　　OS12-5　「小袖屏風画像における画像特徴抽出と類似性の評価」

　　　　　　　田村誠悟，濱上知樹（横浜国立大学）

　　OS12-6　「多様なコンテンツの横断検索が可能な小袖屏風データベースの設計と構築」

　　　　　　　富井尚志，萩生田明徳，藤村雄基，木島彩梨沙（横浜国立大学）

　　OS12-7　「大量の歴史資料画像の提示法」安達文夫，鈴木卓治（国立歴史民俗博物館）

４．2014/11　情報処理学会，研究報告データベースシステム（DBS）

　　　　　　「歴史資料に関する利用者の興味喚起を目的とした小袖屏風DBシステムの設計と構築」

　　　　　　　藤村雄基，萩生田明徳，木島彩梨沙，富井尚志

５．2014/12　高精細画像ビューワーシステムとデータベースシステムプロトタイプ版配布

６．2014/12/18　映像情報メディア学会2014年冬季大会講演

　　　　　　「衣桁にかけた小袖画像を用いたバーチャル着装の試み」

　　　　　　　横田知美，鈴木卓治，矢田紀子，眞鍋佳嗣

７．2015/01/26，27　THzイメージング本実験

８．2015/03/11　電気学会システム研究会

　　　　　　「ディープラーニングによる物体認識軸を用いた抽象画像の類似性評価」濱上知樹

９．2015/03/23　第４回研究会（国立歴史民俗博物館）

　　１．富井研究室研究発表（萩生田氏，藤村氏）

　　　　「歴史資料に関する利用者の興味喚起を目的とした小袖屏風DBシステムの設計と構築」
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　　２．白川研究室研究発表

　　　　「小袖屏風画像を用いたテクスチャ合成に関する検討」

　　３．濱上研究室研究発表

　　　　「小袖屏風画像からの知的構造の抽出，高リアリティ鑑賞システムの研究」

　　４．内田誠一

　　　　話題提供：「近年の知的画像画像処理に関する話題提供」

　　５．濱上知樹

　　　　報告：  「「デジタル文化資源の情報基盤を目指して：Europeanaと国立国会図書館サーチ」および「歴

史的典籍画像の30万点Ｗｅｂ公開と国際共同研究」の報告」

　　　　報告：「THzイメージング撮像実験報告」

４．今年度の研究成果

　新規の成果として，小袖屏風の表面および内部構造のデータベースを作成するために，THzイメージング

撮像実験を行い，１隻分データの取得に成功した。開発展開として，高精細画像データベースのビューワー

システムが完成し配布に至った。セマンティクス分析にディープラーニングを取り入れた手法が提案され，

一般物体認識との技術転用がはかられた。また，自由拡大縮小可能な画像ビューワーの開発および図録コン

テンツの電子化が完了し，既存データからなる画像データベースの実装が完了した。学術的成果展開として，

実スケールでの高リアリティ映像の再現方法について，一定の実現性能を得た電気学会C部門誌において，

解説論文　濱上，澤田「デジタルアーカイブからの知的構造の抽出：インテリジェントシステムによる人文・

歴史研究支援」電気学会論文誌Ｃ，Vol.134, No.9, pp.1282－1286の掲載や，電気学会電子情報システム部門

において，オーガナイズドセッションOS12歴史資料デジタルアーカイブデータの新展開～高精細画像処理

と知的検索による研究・展示支援～　を企画開催した。その結果，関係者はもちろん，本分野に興味を持つ

多くの聴衆と有益なディスカッションがなされ，本共同研究の成果の関連分野への波及効果がみられた。

５．研究組織（氏名　所属　役割分担／◎は研究代表者，○は研究副代表者）

　内田　誠一　九州大学大学院システム情報科学研究院・教授　　　　　　　　高精細画像処理

　富井　尚志　横浜国立大学大学院環境情報研究院・准教授　　　　　　　　　セマンティックDB

　福永　　香　（独）情報通信研究機構電磁波計測研究センター主任研究員　　　高度展示

　白川　真一　筑波大学大学院システム情報工学研究科　　　　　　　　　　　進化的画像処理

　矢田　紀子　千葉大学大学院融合科学研究科・助教　　　　　　　　　　　　視覚的画像処理

　中島　慶人　電力中央研究所・システム技術研究所・上席研究員　　　　　　画像分析

　澁谷　長史　筑波大学大学院システム情報工学研究科・助教　　　　　　　　特徴機械学習

　安達　文夫　本館研究部・教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大規模資料画像提示技術

○澤田　和人　本館研究部・准教授　　　　　　　　　美術・美術史としての立場からの助言・要望の抽出

◎濱上　知樹　本館研究部・客員教授／横浜国立大学大学院工学研究院・教授　総括
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（２）「近世の一枚摺文化の受容と都市社会の研究」
　　  2014～2016年度
　　　（研究代表者　神田由築）

１．目　的

　日本近世では製版印刷が発達し，瓦版や番付など一枚摺が社会情勢や文化状況を敏感に映し出してきた。

迅速に制作される一枚摺は，民衆の生活に密着した資料であるが，それ故に良好な状態で残存しにくい傾向

があり，まとまった形で残されている『懐溜諸屑』は貴重なコレクションである。そこで本研究では貴館蔵

『懐溜諸屑』を素材として，その特質──①約3,400点にのぼる本格的な一枚摺のコレクションである，②

入船扇蔵が収集した個人コレクションである，③商売，世相，災害，芸能など多岐にわたる内容のなかには，

現代的課題にもつながるテーマが少なくない──をふまえて以下の三点を目的とする。

　第一に，『懐溜諸屑』所収の一枚摺を用いて，近世後期の民衆生活や都市の社会・文化について複合的な

視点から共同研究を深めるとともに，一枚摺の史料的可能性を追求する。具体的には，多岐にわたる内容に

対応するために，社会史，都市史，芸能史，美術史などの研究者による共同研究のスタイルを取るが，従来

のように，個々の研究にとっての断片的な史料として一枚摺を利用するのではなく，発想を転換して，むし

ろ一枚摺そのものからどれだけの情報が得られるか，一枚摺の可能性を主眼に据え，これまでの各自の研究

蓄積と照合しながら近世後期の社会・文化の新たな歴史像の構築をはかる。

　第二に，『懐溜諸屑』が近世の落語家によって収集されたコレクションであるということ自体の意味を問

い直すことを目的とする。同コレクションは，その豊富な内容から研究的価値が高いことは言うまでもない

が，その成立の経緯にこそ最大の特徴がある。これらの一枚摺が，どのように収集されたのか。その成立の

意味を説き明かすために，落語研究の第一線で活躍する研究者との共同研究を試みる。その過程で，文化受

容の問題について一定のモデルを示すことを目指す。

　第三に，『懐溜諸屑』の膨大な情報を現代社会における知的財産として位置づけなおし市民に発信してゆ

くことも，研究目的の延長線上にある。経済活動を裏づける商標や，祭礼や芝居などの娯楽に関する資料，

そして地震や火災，疫病などの災害資料など，一枚摺にうかがえる近世後期の世相は，多種多様な実態と課

題とを抱える現代の都市社会にも通じるものがある。これら情報を整理し有効に発信するために，博物館学

芸員（および経験者）をメンバーに組み込み，現場からの提言も行ってもらうことを考えている。

　以上，本研究は三つの観点から『懐溜諸屑』の史料的可能性を共同研究のなかで総体的にとらえ，近世都

市の社会・文化研究の再構築を試みようとするものである。

２．今年度の研究課題

　研究課題の共有のため，研究代表者・研究分担者からなる研究会を年に３～４回開催する。具体的には①

芸能史，②社会史，③美術史，④都市史の四つのテーマを基軸に『懐溜諸屑』所収の一枚摺の分析を進め，

相互に意見交換する。また，国立歴史民俗博物館の「江戸商人・職人データベース」に新たな情報を加える

作業も並行して行う。総括には研究代表者があたる。研究分担の内訳は以下の通りである。

　芸能史：今岡謙太郎，中川桂　　社会史：髙橋修，西田亜未，久留島浩　　美術史：大久保純一

　都市史：髙山慶子，岩淵令治，神田由築　　データベース整理：岩淵令治
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３．今年度の研究経過

第一回研究会

2014年　６月29日（日）　会場　国立歴史民俗博物館

・館蔵『懐溜諸屑』の実見とその資料的な意義に関する議論

・今後の共同研究の進め方に関する討議

第二回研究会

2015年２月21日（日）　会場　お茶の水女子大学文教育学部１号館

・今岡謙太郎「資料類と系図類からみる落語家と同時代意識」報告と，それにもとづく質疑応答。

・中川　桂「六代目までの桂文治代々─『本朝話者系図』と『懐溜諸屑』を素材に─」報告と討論

・次年度の共同研究の進め方に関する討議。

４．今年度の研究成果

　年度第一回目の研究会において，研究対象の柱である館蔵の一枚摺資料集成である『懐溜諸屑』を全員で

実見し，資料のアウトラインに対する認識を共有した。第二回の研究会においては，おもに近世の話芸に焦

点を当て，江戸と上方それぞれの噺家の系譜に関する報告を受け，あらためて『懐溜諸屑』の成立に関する

手がかりを得た。個々の共同研究員の調査活動としては，洛東遺宝館，大阪大学付属図書館，大阪府立中之

島図書館等，目黒区めぐろ歴史資料館，成田山新勝寺などでの近世資料の調査がおこなわれ，関連資料の発

掘などに成果を得た。また，『懐溜諸屑』に関連する書肆，料理茶屋，武家屋敷等に関する錦絵などの近世

資料を購入したが，その中には地本問屋の営業実態の画証資料ともいえる未紹介のものも含まれており，次

年度以後の詳細な分析が期待される。

５．研究組織（◎は研究代表者　○は研究副代表者　所属は2014年度）

　今岡謙太郎　武蔵野美術大学・教授　　　　　岩淵　令治　学習院女子大学・教授

　髙橋　　修　東京女子大学・准教授　　　　　髙山　慶子　宇都宮大学・准教授

　中川　　桂　二松学舎大学・准教授　　　　　西田　亜未　たばこと塩の博物館・学芸員

○大久保純一　本館研究部・教授　　　　　　◎神田　由築　お茶の水女子大学大学院・准教授

〔研究協力者〕

　久留島浩・本館館長
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［開発型共同研究］

（１）「日本近世における彩色の技法と材料の受容と変遷に関する研究」
　　  2014～2016年度
　　　（研究代表者　島津美子）

１．目　的

　本研究の目的は，日本近世の絵画と彫刻に用いられた彩色材料やその技法を調査し，従来からあった日本

の彩色技術と表現が，国外文化の影響を受けてどのように変化していったかを探ることである。

　これまでのところ，美術史学的に以下のような変遷があったととらえられている。中国大陸や朝鮮半島か

らの影響は，鎖国下の江戸時代においても大きな位置を占めており，例えば江戸時代前期に日本に入ってき

た黄檗派では，絵画表現や彫刻の形態が従来のそれらと融合していったとされている。それ以前には，1549

年のフランシスコ・ザビエル来航を契機とした西洋文化の影響がうかがえ，南蛮屏風や初期洋風画が成立し

ている。南蛮屏風が日本の絵画技法によって描かれているのに対し，初期洋風画は，近世初期にキリスト教

の布教活動に伴って流入した西洋絵画技法によって描かれた。当時の西洋絵画は，銅板や麻布に油彩や卵テ

ンペラによって描かれることが主流であったので，日本での絵画製作でも同様の技法や材料が用いられてい

たと考えられる。初期洋風画にみられる技法および表現は，禁教によっていったん衰退するが，江戸時代中

期になると，日蘭貿易などを通じた西洋の科学技術の積極的な受容とともに，絵画の図像表現にも再びその

影響が現れ，秋田蘭画の成立や油彩画の製作につながっていく。

　これらの変遷に伴って，当然，彩色材料や技法も変化していったものと推察されるが，現状では美術史学

的な範疇での研究にとどまっており，自然科学的な手法を併用した体系的な調査は行われていない。そこで

本研究では，それらの変化を明らかにするために，おもに近世初期および中期の絵画および彫刻を対象資料

とし，材料の種類や入手経路，技法や色彩表現といった調査項目について，材質分析や産地推定分析，色彩

計測などの自然科学的な手法を取り入れた研究を行う。調査の中では，日本独自の技法であるか国外からの

影響が認められるかという点に着目し，（１）塗り重ねや混色といった彩色の技法と色彩表現，（２）顔料や

膠着材などの彩色材料，（３）画題や構図に現れる中国大陸・朝鮮半島および西洋由来の絵画表現，につい

ての調査を行う。

　以上から，図像や形態の表現とその変遷，彩色技法および材料の使用傾向とその変遷という，従来個別に

議論されがちであった２つの視点から，近世の彩色技術と表現を総合的にとらえることを目指す。

２．今年度の研究計画

　共同研究者による先行研究成果の共有と調査方法の検討を行い，日本絵画，西洋絵画の影響を受けた絵画，

彫刻のそれぞれの分野において，本研究で明らかにする具体的な課題を見出す。研究会は３回開催し，日蘭

貿易等，国外文化の受容に関連する資料調査１回を予定する。各分野の調査対象資料を選定するとともに，

自然科学的な技法材料分析を実施する。さらに絵画技法および材料の流通経路に関する調査および美術史学

的な背景の調査を行う。
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３．今年度の研究経過

第１回研究会　６月16日（国立歴史民俗博物館）

研究発表：【色材研究の魅力と課題】（荒井経），近代日本画成立の過程で利用された合成色材について。輸

入顔料が用いられた日本画と新岩絵具の成立。先行研究からプルシアンブルーの使用状況。輸入材料の受容

と近代日本画について。【近世絵画の表現技法の広がりについて】（江村知子），近世日本絵画に用いられた

さまざまな技法による表現（盛り上げなど）と使用された顔料の関係について（おもに白色顔料）。【近世の

洋風画について】（武田恵理）初期洋風画の研究史，描かれた時代背景，絵画の構造について。

本館所蔵資料の熟覧：泥絵コレクション，江戸景観図

第２回研究会　10月17～18日（東北芸術工科大学）

研究発表：【江戸時代末期の錦絵の流通】（大久保純一），錦絵の定義，流通，色材の調査をするうえで気を

付けるべき事項など。【錦絵の色】（鈴木卓治），プルシアンブルー，赤色，オレンジの各色の特徴と年代と

の関連性について。【幕末から明治期に制作された錦絵の色材】（大和あすか），錦絵の各色の分光計測結果

と蛍光X線分析，X線回折分析からの色材の同定結果。

資料調査：広重美術館（天童市）および個人蔵の錦絵の熟覧および分光計測，寒河江八幡宮の随神像二体の

彩色調査（熟覧および蛍光X線分析），仁王像二体（熟覧）。

第３回研究会　2015年３月16日（月）（東京文化財研究所）

研究発表：【錦絵の分析結果報告】（島津美子），歴博所蔵錦絵の色材分析結果の報告。【日本絵画に関連す

る技法書および事例紹介】（江村知子）

今年度の成果共有と次年度計画

４．今年度の研究成果

　３回にわたる研究会の開催および共同研究者間の情報共有により，本研究の焦点となりうる色材をある程

度絞り込むことができた。江戸時代中期以降に日本に入り，後期から汎用性が高くなることが知られている

合成青色顔料ベロ藍や，江戸時代末期に顕著な色調の変化が認められる錦絵の赤色色材などがこれにあたる。

　とくに幕末期の錦絵の色材調査では，分析調査の実施，新たな共同研究者の参画により，大きな進展があっ

た。これまでのところ，赤色の色調が大きく変化するのは，1850年代，合成の赤色染料：アニリン染料の使

用によるといわれてきた。この「アニリン染料」とは，ひとつの色材ではなく，広く合成染料を指し示めす。

また，合成の赤色染料は，1850年代後半にヨーロッパで作られるようになるため，日本の錦絵に用いられる

には若干時期が早すぎるように考えられる。以上から，1850年ごろの赤色の色調変化は，それまで錦絵には

用いられなかった従来の日本絵画の材料であった可能性が高い。他方，デジタル撮影による赤色の色調変化

の調査によれば，色調が変化するのは，1869年であることが示されている。この赤色色材は，紫色を帯びた

強い赤色を示し，この色材についても分析調査を進めている。

　近世前期の日本絵画では，白色顔料として用いられる貝殻胡粉の使用事例から，表現技法との関連性や材

料の生産・流通経路についての調査を実施した。当時の絵画技法書や絵画の中に散見される白色顔料につい

ての情報を収集し，まとめた。
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　油彩画：近世の洋風画は，初期と幕末に大別され，従来これらの２つに関連性はないとされてきたが，こ

れらの２つを結び付けるような絵画や絵具の調製法がみつかった。一部，初期洋風画の試料分析を開始した。

　彫刻：黄檗宗の彫刻にみられる漆箔赤色下地は，金色の発色をよくするため，絵画では西洋，中国のいず

れにおいても常套的な手法として，古くから多くの事例が知られている。

　次年度は，各対象資料の色材・技法調査を進めながら，色材の種類や技法において，江戸前期の日本絵画，

初期洋風画，錦絵，彫刻彩色の４者間に関連性があるかといった相互関係についても着目していく予定であ

る。

５．研究組織（◎は研究代表者）

荒井　　経　東京芸術大学大学院美術研究科文化財保存学専攻保存修復日本画研究室　准教授

江村　知子　東京文化財研究所文化遺産国際協力センター主任研究員

岡田　　靖　東北芸術工科大学　文化財保存修復センター講師研究員

武田　恵理　文化財保存修復スタジオ　代表

中右恵理子　東洋美術学校　非常勤講師

大和あすか　静岡市東海道広重美術館　学芸員（2015年３月～）

坂本　　満　国立歴史民俗博物館　名誉教授

齋藤　　努　本館研究部・教授　　　　　　　　　　大久保純一　本館研究部・教授

鈴木　卓冶　本館研究部・准教授　　　　　　　　◎島津　美子　本館研究部・助教

［人間文化研究機構連携研究］

（１）「人間文化資源」の総合的研究
Ａ「正倉院文書の高度情報化研究」2010～2014年度
　  （研究代表者　仁藤敦史）

１．目　的

　歴博が創設以来，遂行してきた正倉院文書レプリカを基礎に，デジタル化したうえで表裏の接続状況を容

易に観察できるシステムを整備する。そのうえで木簡・漆紙文書などとの比較により古代における帳簿・文

書論の深化を目指し，さらには中世や近世文書との機能論的比較を行う。

　約一万点に及ぶ正倉院文書は日本古代史研究の基本資料であり，文献史学だけなく多様な学問全般にわた

る貴重な歴史情報資源の宝庫といえる。これまで豊富な内容を有する正倉院文書の情報は，保存の問題から

十分には公開されてこなかった。これを原本保管機関である宮内庁正倉院事務所の協力を得て，デジタル情

報として利用できる基盤を整備することは大きな意義を有する。

　古代日本の歴史資源開発は，新たな古代史像を描くことを可能とし，まさに国立歴史民俗博物館が目指す

「博物館型研究統合」（博物館という形態をもつ大学共同利用機関としての特徴を最大限に活かし，資料の

収集・共同研究・展示を有機的に連鎖した研究）にふさわしい研究事業であるといえる。
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　正倉院文書に対する研究者の閲覧は極めて限られており，モノクロマイクロフィルムの焼き付けを使用す

ることによって研究を進めるのが一般的である。そのため，朱やシミ色の相違などを区別することができず，

写経所文書の多くを占める帳簿の復元的な分析を行う場合に大きな障害となってきた。デジタル化によりそ

の障害を克服し，正倉院文書の分析を飛躍的に容易化しようとする試みである。

　資料目録を継続的に出版し，奈良時代フルテキストデータベースを作成している東京大学史料編纂所およ

び原本保管機関である宮内庁正倉院事務所との連携が可能である。さらに正倉院文書研究の中心の一つであ

る大阪市立大学の栄原永遠男研究室が中心となった科研データベースとのコラボレーションも可能である。

２．今年度の研究計画

　五年間の研究計画はおおよそ以下のように予定しているが，重点的年次進行を示すもので内容は重複して

いく。

　第一年目　レプリカ撮影およびデジタル的接続　三年目まで継続

　第二年目　自在閲覧方式の改良（表示位置反転・微細連動表示・画面切り替えなど）

　第三年目　写経所帳簿群の分析，下総・美濃国戸籍等の現地調査，中間総括シンポ

　第四年目　中世・近世文書との比較検討，韓国文字史料との比較

　第五年目　復元複製の作成，従来の釈文訂正，総括国際シンポ

　最終年度の計画としては，自在閲覧方式の改良（透過光写真・往来軸写真などの詳細部分表示・エリア解

説枠の表示ボタン・単一左右表示でのエリア解説スクロール・比較用画面表紙など）を中心に，公文情報を

これに入れ込み，高度情報化のツールとしての機能を検証する。ひきつづき文献目録の充実と，個別断簡ご

との文書情報整理を編年的におこなう。総括を兼ねた国際シンポジウムを開催する。

３．研究経過

第14回研究会

【日程】2014年７月31日

【場所】国立歴史民俗博物館第２会議室

【報告・主な討論内容】

佐藤雄基氏報告「中世文書様式成立史再考　試案」

　報告は，中世古文書学の前提とされてきた「公式様文書から武家文書へ」という捉え方に疑問を呈し，古

代における非公式様文書について検討し中世文書（特に下文・奉書）へのつながりを見通すものであった。

討論では，「公式様文書」の定義が一定でない，中世文書論の側から見た古代が必ずしも古代史研究者の認

識と一致していない，等の点について課題が提示された。

正倉院文書画像閲覧システムについての意見交換

　複数の巻を同時に比較できる画面表示，透過光画像や軸の画像の表示方法の説明がなされた。透過光画像・

軸の画像の場所を示す枠を表示せずに探すことができると良いとの要望があり，現状では枠を一度表示させ

なければならないが，必要ならば断簡情報に付加することも可能であるとの回答があった。

野尻忠氏「写経遺品からみる宝亀初年の一切経書写と正倉院文書」

　報告は，薬師寺に伝来した『大般若波羅蜜多経』（魚養経）の巻末紙背に残った校正記の多くが正倉院文
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書の手実から分かる先一部一切経における『大般若経』の書写・校正担当者と一致することから，魚養経の

多くは先一部一切経で書写されたものが薬師寺に納められ伝来したものであることを明らかにした。討論で

は，書写した経巻の一部を編入した背景について議論がなされたほか，魚養経そのもの（紙の材質・品質や

大きさ，現在の状態など）についての質疑があった。

展示用パワーポイントについての意見交換

　写経事業の流れを描いたイラストについて，紙や文書に関する描写を中心に改善すべき点が指摘された。

また，パワーポイントを印刷したものも準備してはどうかという提案がなされた。

正倉院文書画像閲覧システムについての意見交換

　複数の巻を同時に比較できる画面表示，透過光画像や軸の画像の表示方法の説明がなされた。透過光画像・

軸の画像の場所を示す枠を表示せずに探すことができると良いとの要望があり，現状では枠を一度表示させ

なければならないが，必要ならば断簡情報に付加することも可能であるとの回答があった。

第15回研究会（国際シンポジウム）

【日時】2014年11月２日

【場所】国立歴史民俗博物館大会議室

【シンポジウム報告・質疑】

金在弘氏「新羅統一期梵鐘銘文の様式と変化相：上院寺梵鐘の銘文を中心に」

権仁瀚氏「月城垓字149号木簡を通じて見た新羅の写経所について」

三上喜孝氏「帳簿文書をめぐる古代日本と古代朝鮮」

質疑では，史料中の文字の解釈や技術を通じた文字の交流について，報告者同士での意見交換が行われた。

また，参加者より，149号木簡の読み方や遺跡の性格付け，新羅における写経所の存在に関する質問がなされ，

日本の史料や他の仏教関連史料も見た上で捉えていく必要があるとの回答があった。

４．研究成果

　本年度は，大幅な資金削減により研究会の開催に支障を生じたが，研究会および国際シンポを各一回を開

催した。研究会においては，現存する写経経典と正倉院文書の深い関連性，および新羅における写経所の存

在についての議論を深化することができた。最終年度における研究成果としては，『国立歴史民俗博物館研

究報告』特集号を刊行することができ，さらに高度情報化研究の最大の成果として正倉院文書断簡DB公文

編の即日閲覧公開を開始することができた。試行的には正倉院事務所の協力により続々修のデジタル写真を

基礎として，往来軸や透過光の写真を組み合わせた閲覧システムを構築し，今後の展開の基礎とした。正倉

院文書にかかわる断簡ごとの編年的データベース作成を進めるとともに，間写経ごとの文書ファイル化や写

経段階ごとの文書分類を行った。歴博国際企画展示「文字がつなぐ」において本研究の成果を広く公開した

ことも特筆される。

５．全期間の研究成果

成果報告書

『国立歴史民俗博物館研究報告書』192集，2014年12月，全232頁
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仁藤敦史編　人間文化研究機構連携研究「正倉院文書の高度情報化研究」特集号

※2013年１月26日に開催されたシンポジウムの報告内容をまとめた予稿集及び，韓国中央博企画展示で正倉

院文書が展示されることに連動して開催された講演会（共同研究のメンバーが連携予算により渡航）の要旨

集『正倉院文書の世界』（韓国中央博発行・ハングル語，2011）を基盤としている。

目次

仁藤敦史　　研究の概要

栄原永遠男　正倉院文書研究の現状と課題

山下有美　　写経所文書研究の展開と課題

富田正弘　　古代文書様式の中世への展開①

〔研究ノート〕

山下有美　　正倉院文書の性格とその特質

飯田剛彦　　三つの山辺諸公手実をめぐって

今津勝紀　　古代家族の復原シミュレーションに関する覚書

高田智和　　ヲコト点の座標表現

倉本一宏　　摂関期古記録データベースをめぐって

後藤真　　　正倉院文書のデジタル化の意義と課題

安達文夫・鈴木卓治・仁藤敦史　超高精細画像自在閲覧方式を適用した正倉院文書の調査研究支援閲覧シス

テム

〔調査研究活動報告〕

栄原永遠男　大阪市立大学栄原ゼミにおける写経所文書研究

山口英男　　史料編纂所と正倉院文書調査

佐々田悠　　正倉院事務所における古文書調査のあゆみ

仁藤敦史　　正倉院文書研究と歴博複製事業の役割

小倉慈司　　『正倉院文書拾遺』後の庫外正倉院文書

稲葉蓉子・林友里江　正倉院文書データベースの概要と課題

展示公開

国際企画展示「文字がつなぐ」

　正倉院文書の世界─公文編・写経所文書編：パワーポイントによる展示

　正倉院文書断簡DB公文編の展示

即日閲覧公開

正倉院文書断簡DB公文編の即日閲覧公開

　正倉院文書自在閲覧システムに，正倉院文書断簡DB（公文編）を組み込んだもの

　歴博即日閲覧室において，2015年３月から来館者向に公開

国際シンポジウム予稿集

2014年11月２日に開催された国際シンポジウムの報告内容をまとめたもの
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データベース作成

・正倉院文書断簡データベース

　　各断簡の所在情報，『正倉院古文書影印集成』（八木書店）・『正倉院文書目録』（東京大学史料編纂所）・

『大日本古文書』（同）・『正倉院古文書目録』（文献出版）における文書名などの情報，閲覧システム上での

位置情報（画像データがあるもののみ）を約3000件入力し，データベース化した。正倉院文書自在閲覧シス

テムと連動し，システム上で選択した断簡の情報が表示されるようになっている。

・正倉院文書編年データベース

　　現在までに発表された「正倉院文書写経機関関係文書編年目録」（『東京大学日本史学研究室紀要』）の

情報を検索可能にするため，文書名・年月日・所在などの情報を約5000件入力し，データベース化した。

・正倉院文書関係論文データベース

正倉院文書に関する研究は戦前より膨大な蓄積があるが，本作業では約2500件にのぼる関連論文を目録化し

た。この文献目録では，論文を執筆者ごとに列記し，戸籍・写経・正税帳というようにその種別を記した。

また関連する寺院や荘園の文献も集めた。

６．研究組織（◎は研究代表者，○は研究副代表者）

　栄原永遠男　大阪市立大学大学院・名誉教授　　飯田　剛彦　宮内庁正倉院事務所・調査室長

　佐々田　悠　宮内庁正倉院事務所・整理室員　　後藤　　真　花園大学文学部・専任講師

　山下　有美　学識経験者　　　　　　　　　　　高田　智和　国立国語研究所・准教授

　富田　正弘　富山大学名誉教授　　　　　　　　高橋　一樹　武蔵大学人文学部・教授

　今津　勝紀　岡山大学大学院社会文化科学研究科・教授

　遠藤　慶太　皇學館大学研究開発推進センター史料編纂所・准教授（歴博外来研究員）

　倉本　一宏　国際日本文化研究センター・教授　山口　英男　東京大学史料編纂所・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

　安達　文夫　本館研究部・教授　　　　　　　　鈴木　卓治　本館研究部・准教授

　三上　喜孝　本館研究部・准教授

［リサーチ・アシスタント］

　林　友里江　東京大学大学院博士課程

Ｂ「近現代の生活と産業変化に関する資料論的研究」2010～2014年度
　  （研究代表者　青木隆浩）

１．目　的

　近年，伝統産業の衰退や大量生産・大量廃棄の進行，材料・素材の変化などにより，明治時代から高度経

済成長期にかけての生活資料が急速に失われつつある。それに伴い，モノを生産してきた技術や道具の使い

方なども，徐々に忘れさられてきている。博物館は本来，そのような生活資料を収集し，それに関する技術

や知識を記録保存する使命を担っているが，例えば渋沢敬三のアチック・ミュージアムが工業製品を民具と

見なさず，収集の対象から除外したことを典型として，民俗学や歴史学の博物館が近代化・工業化以降の生
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活資料を積極的に収集したとは言い難い状況にある。

　また，近現代の生活資料はガラスや金属，樹脂など長期的な保存に向かないものが多く，全国の博物館で

その扱いに苦慮している。だからといって，それらを記録・保存していかなければ，近現代の生活活動に関

する博物館展示の手法が制限されてしまう。とくに歴博では第６室の現代展示と第４室の民俗展示がオープ

ンしたこともあり，モノの状態や民俗学，近現代史学の研究蓄積に合わせた，生活資料の収集方針，整理・

保存の方法をあらためて検討する必要に迫られている。

２．研究の意義

　近現代の生活資料の収集・整理，保存は，まだ全国的にノウハウが蓄積されていない。それは主に素材の

面から修復，保存が困難なためであるが，近現代の研究・展示を進展させていくためには，その可能性と限

界をどこかで示す必要がある。そこで本研究は，近現代資料の状態調査を通じて，それらの収集から保存に

至るまでの１つの提案を示していきたい。

　その際，本研究ではモノ資料を，産業史との関わりに重点をおくことに特徴をもつ。近代化・工場化，大

量生産の進展といった産業の歴史は，新商品の開発や素材・材料，部品の転換など，いわばモノの歴史でも

ある。大量生産・大量流通された近現代のモノ資料には，時代を遡るほど産地や製造年の不明なものが多い

が，産業史と関連させることで，それを使用した地域や時代的背景を合わせて調査することができる。また，

商品開発や素材・材料・部品の歴史が整理されれば，地域の生活史をモノの面からより具体的に復元し，か

つそれらの情報をモノ資料の収集方針や保存計画にも有効活用できると思われる。

３．研究計画

　まず，種類や材質が多様な館蔵の「金沢地方近代生活資料」（H-686）や「石川県白山麓山村生活用具」

（F-12），「飛騨路の民具」（大塚集古資料館旧蔵コレクション，F-169），「青森県の衣生活用具」（F-7）など

を対象として，生活資料の分類・整理の方法を検討しつつ，素材分析を行い，資料保存のための適切な調査

票と調査マニュアルを作成する。そのためには，分類・整理や素材分析の補助，様々な素材・形態の資料に

対応した状態調査をおこなえる手法を確立する必要がある。

　次に，分類・整理した生活資料を商品開発の歴史や素材の変化などと照らし合わせ，産業史・技術史の中

に位置づけるため，商品カタログや取扱説明書，社史などを収集し，それらを用いてカタログのデータベー

スを作成する。

　商品カタログや取扱説明書，社史で明らかにできなかった主要な生活資料については，該当する業界団体

や個別の企業への訪問によって情報をいただく。

　以上の研究成果は，歴博の他，民博や元興寺文化財研究所での研究会で報告し，情報を共有化する。

〔今年度の研究計画〕

研究会２回（そのうち１回は現地での資料調査を含む）

館蔵資料「金沢地方近代生活資料」の文字情報調査

館蔵資料「金沢地方近代生活資料」の蛍光Ｘ線分析

戦後の家庭生活に関連した商品・部品目録の作成
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４．今年度の研究経過

研究会

第12回研究会　2014年７月12日（土）　於：国立歴史民俗博物館

報告：天野武（ゲストスピーカー，帝京大学元教授）「白山麓西谷地方における儀礼調査と資料収集について」

　　　金山正子「『石川県白山麓山村生活用具』の状態調査結果について」

上映：民俗文化財映像「白山麓の焼畑」，国立歴史民俗博物館制作，1989年，32分

第13回研究会　2015年３月21日（土）・22日（日）　於：加賀市中央公園，北陸大学山中セミナーハウス，

加賀市東谷地区，橋立町，北前船の里資料館

報告：山口隆治（学識経験者）「白山麓の出作り」

　　　小林忠雄「石川県の背負い道具について」

　　　青木隆浩「特集展示『山の流行服』の概要」

調査： 加賀市有形民俗文化財収蔵庫の「白山麓の山村生活用具及び民家」と「白山麓の積雪期用具」（とも

に国指定重要文化財）

　　　 加賀市荒谷町・今立町・大土町・橋立町の集落景観（重要伝統的建造物群保存地区），北前船の里資

料館

モノ資料の文字情報調査

　来歴のわからない館蔵の「金沢地方近代生活資料」から，会社名や商品名，住所，ラベル，メモ書きといっ

た文字情報を収集し，商店や工場，商品カタログのデータベース，電話帳などと突き合わせて，コレクショ

ンの製造地や製作年など構成を把握する。

戦後の家庭生活に関連した商品・部品目録の作成

　生活資料の収集や整理・保存に役立てるため，ナショナルやキャノン，ソニー，コロンビア，サンヨー，

三菱電機，東芝，日立，花王，サトウパーツなどの商品カタログを収集し，それらを素材として製作年代や

商品名，部位名称などを調べることのできる商品・部品目録を作成している。

蛍光Ｘ線分析

　近現代，とくに第二次世界大戦中になると，金属素材が複雑化する。それは，モノの形態や保存性にも大

きく関わるので，資料の種類や時代ごとの傾向がみられるように据置型蛍光Ｘ線分析計とハンドヘルド型蛍

光Ｘ線分析計を併用して分析をおこなう。

５．今年度の研究成果

１）研究成果の概要

　国立歴史民俗博物館所蔵の「石川県白山麓山村生活用具」は，もともと石川県加賀市に在住していた自称・

民具収集家の故・伊藤常次郎氏が収集していた個人コレクションを加賀市の「白山麓の山村生活用具及び民

家」と「白山麓の積雪期用具」，小松市の「白山麓西谷の人生儀礼用具及び民家」と分割収蔵したものであ

ることが昨年度にわかった。そこで，本研究会では，昨年度から伊藤氏のコレクションの全体像を把握する

ため，それらの関係について調査をしてきた。昨年度の段階では，歴博所蔵資料の内訳と資料カードの内容

について調査したうえで，加賀市と小松市の資料と比較考察した。

　今年度は，さらに調査を進めるため，まず分割収蔵と加賀市，小松市の資料の文化財指定に関わった文化
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庁元職員の天野武氏より，当時の様子をうかがい，さらなる資料調査をおこなったうえで，その成果を2015

年３月10日（火）～９月６日（日）の特集展示「山の流行服」で公開した。また，３館の中で最も点数の多

い加賀市の資料を再度調査し，資料収集先の一部である山中温泉東谷地区での現地調査をおこなった。

　文字情報調査については，「金沢地方近代生活資料」のうちモノ資料2,053件を対象としたが，昨年に引き

続き年間約1,000点の調査をし，計画を無事に遂行し終えた。

　蛍光Ｘ線分析をおこない，モノ資料から直接得られる素材の情報を収集して分析に用いた。

　さらに，戦後の家庭生活に関連した商品・部品目録については，家電とその部品，家具，文具，台所用具，

玩具等の商品カタログのデータ入力をし，リストを作成した。

　金属分析については，2012年度から歴博でハンドヘルド型蛍光Ｘ線分析計を導入したことによって，それ

までの据置型蛍光Ｘ線分析計では測定できなかった大型の資料を分析できるようになった。「金沢地方近代

生活資料」を対象とした，この分析計による調査点数は，2014年２月末までで375点にすぎなかったが，今

年度は調査に慣れたこともあり，809点もの分析ができた。これに加えて，据置型蛍光Ｘ線分析機でも297点

の分析をおこない，計1,106点もの調査をすることができた。

２）著作物名

青木隆浩「特集展示　山の流行服」，国立歴史民俗博物館『友の会ニュース』177，p.3，2015年２月

青木隆浩「山の流行服」，歴史系総合誌『歴博』189，p.31，2015年３月

金山正子「来歴を活かす資料保存を考える─国立歴史民俗博物館におけるコンディション調査より─」，『元

興寺文化財研究所研究報告2014』，pp.35－50，2015年３月

３）展示

特集展示「山の流行服」，国立歴史民俗博物館第４展示室副室，2015年３月10日（火）～９月６日（日）

６．５年間の成果

　本研究班は，もともと国立歴史民俗博物館の館蔵資料「金沢地方近代生活資料」を対象として，来歴のよ

くわからない資料群を整理し，モノ自体から得られる情報をもとに調査・研究することを目的として組織し

た。これは，全国の博物館・資料館の多くが，未整理のモノ資料，とくに民俗資料の扱いに苦慮しているこ

とをふまえ，１つのモデルケースとして活用・保存のあり方を検討することを意識している。

　そこで，本研究会では，追跡できる限りの来歴調査を聞き取りによっておこなったうえで，モノ資料自体

に記載されている文字情報や素材の科学的な分析からデータを得て，調査研究をおこなった。文字情報から

は，しばしば屋号や製造所，使用地，使用者などを知ることができるので，商工業者の名簿などと比較すれ

ば，一部ではあるがさらなる情報を得ることができる。一方，素材の蛍光X線分析からは，時代ごとに素材

の変化を追うことができる。

　また，それらのデータを分析するのに有用な商品カタログやチラシ類を収集し，目録を作成した。それら

はあまり市場に出回っていないが，５年間で728件もの資料を収集することができた。年代の異なる商品カ

タログやチラシ類を幅広く収集すれば，工業製品にほぼ限られるが，モノ資料の製作年代や製作地，使用方

法，部位名称などについて情報を得ることができる。まとまった数の商品カタログやチラシ類を収蔵してい

る博物館は少ないので，今後はこれらを国立歴史民俗博物館の館蔵資料として登録し，全国の研究者に活用

していただきたいと考えている。さらに，2016年度秋には，この商品カタログやチラシ類の一部を用いて，
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「身体をめぐる商品史」という企画展示を開催する計画である。

７．研究組織（◎は研究代表者）

　松村　　敏　神奈川大学経済学部　　　　　　　　　小林　忠雄　北陸大学未来創造学部

　本康　宏史　金沢星稜大学経済学部　　　　　　　　金山　正子　元興寺文化財研究所

　角南聡一郎　元興寺文化財研究所　　　　　　　　　笹原　亮二　国立民族学博物館

　日高　真吾　国立民族学博物館　　　　　　　　　◎青木　隆浩　本館研究部・准教授

　齋藤　　努　本館研究部・教授　　　　　　　　　　永嶋　正春　本館研究部・客員教授

　小池　淳一　本館研究部・教授　　　　　　　　　　山田　慎也　本館研究部・准教授

　原山　浩介　本館研究部・准教授

C「歴史研究資料としての映画の保存と活用に関する基盤的研究」
　 2010～2014年
　 （研究代表者　内田順子）

１．目　的

　映画のオリジナルフィルムには，撮影，編集，現像など，その作品の制作に関わる情報が豊かに備わって

いる。そのため，映画を歴史研究の資料として活かしていくためには，写っている内容についてだけではな

く，フィルムという形ある物それ自体についての資料批判的な研究を同時に行うことが必要不可欠である。

本研究では，歴博がコピーを所蔵している昭和初期の記録映画（ニール・ゴードン・マンローによるアイヌ

の記録映画および宮本馨太郎による民俗学的な記録映画。以下「マンローフィルム」「宮本フィルム」とする）

を対象に，オリジナルフィルムを所蔵する機関と連携してオリジナルフィルムの資料批判的研究と内容調査

を実施し，得られたプロファイル情報を映像と連動させることを通して，映画を歴史・民俗などの文化研究

の資料として保存・活用するために必要な手続きを構築する。

２．今年度の研究目的

① マンロー関係映像インタラクティブショットリストの修正点を検討し，研究共有版を一部の映像について

作成する。

②宮本馨太郎関係映像に関するこれまでの研究情報をまとめ，研究者間でデータを共有できるようにする。

３．今年度の研究経過

　上記①については，歴博所蔵フィルムの５巻について，ショットリストの修正版を作成した。②について

は，本研究によってHDテレシネしたパーフォレーションを含む映像をDVDに収録し，関係機関で共有でき

るかたちを目標とした。
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４．今年度の研究成果

【研究成果の概要】

　英国王立人類学協会において，マンロー関係資料のデータベース化と公開方法についての最終確認をおこ

なった。また，歴博所蔵フィルムの５巻について，ショットリストの修正版を作成した。マンローフィルム

についての研究成果は，文書・写真を中心とするマンロー関係資料データベースと関連付けるかたちで，国

立歴史民俗博物館の「データベースれきはく」から2015年度より順次公開予定である。

【研究会・シンポジウム等】

内田順子「映画情報の取得と保存活用─日本の初期民俗誌映画を事例として」（日本学術会議［言語・文化

委員会］科学と日本語分科会，2015年３月28日，専修大学神田キャンパス）

【その他】

・ 宮本フィルムについての研究成果の一部を「第22回歴博映画の会」（2014年10月４日，国立歴史民俗博物館）

にて公開した。

・ 特集展示「山の流行服」（2015年３月10日～９月６日，国立歴史民俗博物館）において宮本フィルム研究

の成果の一部を公開中。

５．全期間の研究成果

【2010年度】

宮本フィルムについて観察を行い，フィルムの長さ，種類，製造メーカー，劣化等のフィルムの状態などの

データを取得した。そのうち，民俗学的な内容を含み，テレシネ作業に耐えられる状態のフィルム48本につ

いて，フィルムそのものや編集についての情報をできるだけ多く取得するためにパーフォレーションを含む

範囲，でHDテレシネ収録を実施する方針をたて，まず，アチックフィルムと関係の深い14本について実施

した．また，映像のデータベース化の準備として，ショットリストの作成をすすめた。

【2011年度】

・ 企画展示「マンロー先生と二風谷」（2011年10月４日～30日，主催：マンロー先生を偲ぶ会，共催：平取

町教育委員会）において，マンローフィルムに関する成果を公開した。

・シンポジウム「映像資料の保存と継承」2012年２月27日，於国立歴史民俗博物館

　講演１：板倉史明（東京国立近代美術館フィルムセンター）

　　　　　「フィルム保存と活用の実践例──東京国立近代美術館フィルムセンターの場合」

　講演２：山口孝子（東京都写真美術館）

　　　　　「東京都写真美術館における写真と映像資料の保存と活用について」

　講演３：福井健策（骨董通り法律事務所）

　　　　　「映像・画像のアーカイヴィングと著作権」

【2012年度】

・ 内田順子，2013，「民俗誌映画のアーカイブ化──マテリアルとしての映画情報の取得と保存活用」『日本

民俗学』273，254－256．

【2013年度】

　・宮本フィルムについての研究成果を「歴博映像祭」（11月17日，20日～24日）にて公開した。
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【2014年度】

・宮本フィルムについての研究成果を「第22回歴博映画の会」（10月４日）にて公開した。

・特集展示「山の流行服」（歴博，2015年３月10日～９月６日）にて公開中。

・ 内田順子「映画情報の取得と保存活用─日本の初期民俗誌映画を事例として」（日本学術会議［言語・文

化委員会］科学と日本語分科会，2015年３月28日，専修大学神田キャンパス）

６．共同研究員（◎は研究代表者，○は研究副代表）

　板倉　史明　神戸大学　　　　　　　　　　　加藤　　克　北海道大学・植物園・博物館

　原田　健一　新潟大学　　　　　　　　　　　丸山　泰明　元本館研究部・機関研究員

　宮本　瑞夫　宮本記念財団

　小瀬戸恵美　本館研究部・准教授　　　　　　鈴木　卓治　本館研究部・准教授

◎内田　順子　本館研究部・准教授

（２）活動提案

◇カテゴリーⅠ

「都市風俗と『職人』─日本中近世の絵画資料を中心に─」2013～2015年度
（研究代表者　大高洋司（国文学研究資料館），国立歴史民俗博物館担当者　小島道裕）

１．目的

　「職人（尽）絵」（狭義の「職人」だけではなく広く「諸職」を描いた絵画資料）は，日本中世～近世の

都市風俗画にとって，景観図（名所絵）と共に，都市の繁栄を際立たせる重要な題材で，時の権力者の栄光

を象徴するものとしても描かれ，現在，歴史学・美術史・文学史・民俗学・文化人類学など，様々な分野に

とって有用な研究素材となっている。しかし従来，「職人絵」の研究がそれぞれの分野を超えて交流し合う

ことは少なく，「職人絵」を含む「職人」研究自体も，歴史・文学研究者が共同で取り組んだ『七十一番職

人歌合』の校注作業（新日本古典文学体系61，1993年）以降，異分野を裨益するような成果を挙げていると

は言えない。本研究は，こうした現状を踏まえて，「職人絵」を中心に，室町期～江戸時代全体にかけての

都市風俗を多角的に検討し，その成果を広く発信・共有することを目的とする。

　具体的な課題としては，歴博では「洛中洛外図屏風」歴博乙本に描かれた人物画像，国文研では，歴博・

国文研所蔵資料を中心に，「職人画像」（仮題）のデータベースを作成する。これにより，職種とその変遷，

「職人」の描き方の継承・変化等の具体的な識別・分類が可能になる。

　また，近世の職人に関する絵画資料として重要な，東博所蔵の絵巻「近世職人尽絵詞」は，従来の翻刻に

は不備が多く，注釈は全くなされていないため，全巻の図像解読と詞書の新たな翻刻・注釈作業を行い，出

版を目指す。
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２．今年度の研究計画

１． 歴博では「洛中洛外図屏風」歴博乙本人物画像データベース」（仮題）のキーワード入力，国文研では「国

文研・歴博所蔵資料を中心とする日本中世近世職人画像データベース」（仮題）の項目作成及びキーワー

ド入力作業の継続。

２． 「職人」・「都市風俗画」をテーマとする共同研究会の開催（代表者・研究分担者の専門に即した報告と

東京国立博物館所蔵「近世職人尽絵詞」の解読・注釈作業の継続）。

３．今年度の研究経過

　研究計画１．においては，歴博は「歴博乙本」のデータ入力作業をほぼ終了し，計約1200の人物画像デー

タを作成した。国文研は，集積した約4000点の画像に対応する解説項目・キーワードの作成を主に行ない，

７割程度を終了した。

　研究計画２．においては，共同研究会を９回開催し，研究報告の他，「近世職人尽絵詞」注釈作業を進め，

上巻分を終了した。（下巻は25年度に終了。中巻は27年度中に終了の予定。）

＜研究会記録＞

第１回：2014年４月23日（水）13：30～　国立歴史民俗博物館　第２研修室

１．今年度の研究計画について

２．作業報告：森下佳菜他「洛中洛外図屏風歴博乙本の人物画像情報について」

３．研究報告：小島道裕「洛中洛外図屏風に見るうどん屋および後妻打などの暴力的場面について」

４．「近世職人尽絵詞」上巻会読

第２回：2014年５月21日（水）13：30～　国文学研究資料館展示室・第３講義室

１．「近世小説と作者たち」展見学（解説：大高洋司教授）

２．25年度「都市風俗画研究会」の総括と今後の相談

３．「近世職人尽絵詞」上巻会読

第３回：2014年７月５日（土）13：30～　日本女子大学目白校舎百年館低層棟「演21」教室

１．研究報告：石澤一志「海北友雪筆「東北院職人歌合絵巻」とその周辺」

２．「近世職人尽絵詞」上巻会読

第４回：2014年８月６日（水）13：30～　国立歴史民俗博物館第１会議室

１．特集展示「江戸図屏風と行列」展見学（解説：久留島浩館長）

２．「近世職人尽絵詞」上巻会読

第５回：2014年９月３日（水）13：30～　国文学研究資料館第３講義室

１．研究報告：木村裕樹「青柳琴僊画「しんのんさま」の掛軸について」

２．「近世職人尽絵詞」上巻会読

第６回：2014年11月８日（土）13：30～　日本女子大学目白校舎百年館低層棟「演21」教室

１．研究報告：雨野弥生「院政期の都市表象における一問題─五条橋は「石橋」だったか─」

２．「近世職人尽絵詞」上巻会読

第７回：12月12日（金）14：00～　国立歴史民俗博物館第一会議室

１．企画展示「文字がつなぐ─古代の日本列島と朝鮮半島─」（自由見学）
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２．研究報告：水野僚子「安徳天皇縁起絵巻における景観表現の意味と機能」

３．研究報告：真島望「『江戸鹿子』系諸本の異同について」

４．「近世職人尽絵詞」上・下巻  注釈補訂

第８回：２月13日（金）13：30～　国文学研究資料館第二会議室

１．通常展示「書物で見る日本古典文学史」の見学（説明：恋田知子助教）

２．研究報告：木村裕樹「青柳琴僊画「しんのんさま」の掛軸について（続）」

３．研究報告：小島道裕「うどん屋の看板について（続）」

４．「近世職人尽絵詞」会読─下巻の注釈補訂

第９回：2015年３月18日（水）13：30～　日本女子大学目白校舎百年館低層棟「演21」教室

１．研究報告：横山百合子「新吉原町の鳶─寛政七年「新吉原遊女町議定証文」を素材として─」

２．「近世職人尽絵詞」下巻「吉原」の注釈補訂及び中巻会読

４．研究組織（◎は研究代表者　○は国立歴史民俗博物館担当者）

　工藤　航平　東京都公文書館・専門員　　　　水野　僚子　日本女子大学人間社会学部・准教授

　藤川　玲満　ノートルダム清心女子大学文学部・准教授

　稲葉　有祐　立教大学文学部・非常勤講師　　木村　裕樹　龍谷大学社会学部・非常勤講師

　真島　　望　成城大学民俗学研究所・研究員

　雨野　弥生　（株）三省堂辞書出版部

　新江　京子　國學院大學・文学部・非常勤講師

◎大髙　洋司　国文学研究資料館・教授　　　　渡辺　浩一　国文学研究資料館・教授

　恋田　知子　国文学研究資料館・助教　　　　石澤　一志　国文学研究資料館・特定研究員

　大久保純一　本館研究部・教授　　　　　　　久留島　浩　本館研究部・館長

○小島　道裕　本館研究部・教授　　　　　　　横山百合子　本館研究部・教授

◇カテゴリーⅢ

「大規模災害と広域博物館連携に関する総合的研究」2012～2014年度
（研究代表者　小池淳一）

１．目　的

　本研究は，東日本大震災における東北地方の博物館を通して，大規模かつ広域の災害に際して地域の博物

館をはじめとする人間文化に関する施設がどのような機能と連携関係を有するべきかを総合的かつ多角的に

調査，研究しようとするものである。本研究は人間文化研究機構および国立歴史民俗博物館が，東日本大震

災発生以後，繰り広げてきた文化財レスキュー活動を基盤とし，それを研究面において高度化し，さらに展

示体制を模索することを目的としている。
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２．研究計画

　国立歴史民俗博物館が，東日本大震災の発生直後に開始した被災地における文化財レスキュー活動を継続

的に実施する。瓦礫の中から救出された歴史資料，生活用具・民具は，損傷が激しく劣化も進んでおり，そ

の保全，整理には専門的な知識の蓄積と方法論の深化とが求められる。本連携研究の研究員を現地に派遣し，

被災した資料の保全・整理活動をおこないながら，その記録化と課題の検証をすすめ，今後，予測される大

規模災害発生時における効果的な文化財レスキュー活動の展開に資するような調査，研究活動を実施する。

　また，東北地方と新潟県の県立博物館に所属する学芸員と機構内の専門家による情報の共有，および広域

の博物館連携をめぐる議論の進展を目的とした研究会を定期的に開催する。各県毎に実施された文化財レス

キュー活動が有効に機能するためには，平時における学芸員，研究者間のネットワークの存在が不可欠な要

素であったことが徐々に明らかとなっている。それぞれに異なる立場，状況で活躍した各地の専門家の経験

に即して情報の共有をおこない，反省点も踏まえて，博物館相互の連携を念頭に置いた体制作りに関する議

論をおこなっていく。

　これと関連して，過去に大規模災害の被害を被った地域の調査，研究も実施する。特に地域住民，行政の

取り組みについて，災害の記録，記憶という観点から博物館，資料館の展示などを対象に調査し，文化財の

保護，減災をめぐる情報発信の場としての博物館のありかたを模索していく。特に本年度は以下の点に留意

した。

・ 被災地で救出された文化財の保全状況と，その活用をめぐる調査，研究を継続して実施する。（平成25年

４月～平成26年３月）

・ 被災地における文化財レスキュー活動の成果と課題に関する研究会を継続して開催する。国立歴史民俗博

物館，新潟県立博物館，山形県立博物館などで研究会をおこなう。（平成25年４月～平成26年３月）

・ 文化財レスキュー活動に関連するシンポジウム，研究会等への参加による情報収集と発信をおこなう。（平

成25年４月～平成26年３月）

・過去に大規模災害の被害を被った地域の調査，研究を実施する。（平成25年４月～平成26年３月）

３．今年度の研究経過

○文化財レスキュー活動

2014年４月～2015年３月まで継続して実施した。（宮城県気仙沼市など）

○研究会の開催

第１回研究会（2014年８月10日～11日　於：福島県文化財センター白河館，福島県立博物館）

第２回研究会（2014年12月８日～７日　於：八戸市博物館）

第３回研究会（2015年２月１日～２日　於：国立歴史民俗博物館）

第４回研究会（2015年３月22日　於：国立歴史民俗博物館）

○研究の進捗状況

・ 文化財レスキュー活動を継続して実施することにより，被災資料の収集，保全に関する議論を深化させる

ことができ，併せて整理作業も進展した。また安定化処理が終了した資料の詳細なデータと目録のデータ

ベースの作成に向けた作業を進めた。
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・ 福島と青森における東日本大震災発生時から今日に至る文化財レスキュー活動や資料保存活動に関する経

緯と成果について，研究会で議論をおこなった。

・ 福島県の原発事故による警戒区域の文化財の保全と処理，保管と活用に関して，実際の施設の運用や配置，

人員や組織などについて関係者からの報告をふまえて議論を進めた。また青森県八戸市の沿岸部の巡見を

通して，災害の記録と記憶が，地域社会の中でどのように資源化され活用されてきたのか，という問題に

関する資料の確認をおこなった。

４．今年度の研究成果

１）研究成果の概要

　宮城県気仙沼市における被災資料の写真データ作成とリストの作成作業が進んでおり，文化財レスキュー

活動の概念かた高度化にいたるさまざまな問題を議論してきた。最終年度はこれまでの議論をふり返り，３

年間の研究活動をまとめ，原稿の作成をおこなった。それらを印刷し，次の段階に進めることが今後は必要

である。

２）著作物名

木部暢子編2015『災害に学ぶ─文化資源の保全と再生─』勉誠出版

３）論文名（※上記２）の所収論文を除く）

葉山茂2015「被災地域における生活文化保存活動の意義とその展望」（『国立歴史民俗博物館研究報告』193集，

所収）

３）研究会・シンポジウム等

　第１回研究会（2014年８月10日～11日　於：福島県文化財センター白河館，福島県立博物館）

　　発表：本間宏（ゲストスピーカー）「ふくしま史料ネットの経緯と課題」

　　　　　内山大介「ふくしまの被災文化財と県立博物館のとりくみ」

第２回研究会（2014年12月８日～７日　於：八戸市博物館）

　　発表：古川実「東日本大震災への青森県内博物館等の対応について」

　　　　　小林力（ゲストスピーカー）「八戸市博物館の震災後の資料保存について」

　　巡見：八戸市沿岸地域

第３回研究会（2015年２月１日～２日　於：国立歴史民俗博物館）

　　発表：加藤秀雄「大規模災害時における博物館連携のために」

　　総合討論

第４回研究会（2015年３月22日　於：国立歴史民俗博物館）

　　研究成果とりまとめに向けての打ち合わせ

５．研究組織（◎は研究代表者）

　赤沼　英男　岩手県立博物館学芸第二課・課長　内山　大介　福島県立博物館学芸課・副主任学芸員
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　梅津　一史　秋田県立博物館・学芸主事　　　　川島　秀一　東北大学災害科学国際研究所・教授

　古川　　実　青森県立郷土館学芸課・課長　　　笹原　亮二　国立民族学博物館・教授

　佐藤　憲幸　東北歴史博物館・主任研究員　　　田邉　　幹　新潟県立歴史博物館学芸課・主任研究員

　西村慎太郎　国文学研究資料館・准教授　　　　日髙　真吾　国立民族学博物館・准教授

　山口　博之　山形県立博物館学芸課・学芸専門員

　加藤　秀雄　本館研究部・機関研究員　　　　　川村　清志　本館研究部・准教授

◎小池　淳一　本館研究部・教授　　　　　　　　齋藤　　努　本館研究部・教授

　柴崎　茂光　本館研究部・准教授　　　　　　　葉山　　茂　本館研究部・特任助教

（３）日本関連在外資料調査研究　2010～2015年度

１．【研究目的】

　欧米における日本文化研究の比重が低下するなか，欧米・アジア諸国に現存する日本関連人間文化研究資

料に関しては，専門研究者の不在・不足や個人所蔵であるなどの理由から，資料所在情報が把握できていな

いところも多く，また詳細調査が実施されていないためその全体像や資料的価値が確定していないものも多

数存在する。これらについて，文化人類学，民俗学，歴史学，国文学，美術史学など人間文化研究の諸分野

の専門的研究者の派遣・招請を行うことによって，国際共同研究に基づく調査・研究を実施し，放置・劣化・

散逸から資料群をまもって資料の保存・活用に道を開くととともに，資料の詳細な情報をはじめとする調査

成果・研究成果に関わる情報を広く提供することで，国内外の日本文化研究の発展・深化に貢献することを

目的とする。

２．【研究対象】

　日本関連在外資料は，世界各所に点在しているが，資料が作成された時代背景や海外に持ち出された事情

等も様々であるため，本事業では，比較的所在のはっきりしている次の資料群を調査研究対象とする。

１）シーボルト父子関係資料をはじめとする前近代（19世紀）に日本で収集された在外資料（Ａ）

２）近現代における日本人移民とその環境に関する在外資料（Ｂ）

３．【研究方法】

　人間文化研究機構（以下「機構」という）に帰属する大学共同利用機関及び大学附置研究所などで個別に

行われてきた在外資料に関する情報蒐集・調査・研究について，機構として計画的・組織的に研究体制を構

築し，21世紀にふさわしい新たな国際共同研究を実施する。

　さらに国際的な研究連携を密にした長期展望のもとで，さまざまな学術分野の国内外日本研究者による「在

外資料」の総合的な共同研究を展開し，広義の日本文化研究と高度な教育に資する文化資源学的研究領域の

創生を試み，海外における日本資料を体系的に文化資源化することでその情報を公開・発信し，国内外の研

究者等が有効活用できるようにする。

　また，海外の貴重な在外資料等の整理・保管等が充分になされていない問題を解消するため，派遣・招聘

を含めた国際研究ネットワークの構築を図り在外資料の保存についても検討する。
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４．【研究成果の公開】

　日本関連在外資料調査研究の研究活動の結果として，以下のような全体的成果のとりまとめを行い展示も

含んでさまざまな形で研究成果を公開する。

１．目録及びデータベースを作成しホームページ等での公開

２．国際シンポジウムによる調査研究成果の公開

３．書籍，論文集等の刊行による公開

４．巡回展示（海外での展示を含む）による公開

５．【研究組織・研究計画】

　日本関連在外資料調査研究は，機構が設置する日本関連在外資料調査研究委員会が，企画・調整等を行い

事業の総合的推進を図る。

　調査研究は，Ａ・Ｂ２つの研究対象について総括機関（国立歴史民俗博物館及び国際日本文化研究センター）

を中心として，実施機関及び連携実施機関が協力して次の調査研究を実施する。

　なお，２つの研究対象について各々専門部会（各研究課題の代表者で組織する）Ａ及びＢを設け個別具体

的な調査研究の実施計画等を審議する。また，２つの専門部会の調整組織として，各研究課題の総括責任者

を中心として総括部会を設置し，日本関連在外資料調査研究の全体調整を図る。

　本館では，Ａの研究総括および５つのチームを，Ｂではチームの一つを担当する。

A「シーボルト父子関係資料をはじめとする前近代（19世紀）に
　 日本で収集された資料についての基本的調査研究」2010～2015年度
　  （研究代表者　日高　薫）

１．研究概要

　本調査研究は，19世紀に収集されたことが確実な日本関連資料のうち，まとまりがあり同時代の日本文化

や歴史を表象することのできるコレクションを，可能な限り総合的に調査研究する。その際，少なくとも資

料に関する詳細なデータを，できる限り多く共有することで，同時期の「規準」となる「もの資料」を明確

にする。19世紀のコレクションのうち，下記に示すようにいくつかのモデルケースを設定し，国内外の研究

者コミュニティが，詳細な「記録」というかたちであれ，「実物」のままであれ，未来にわたって「共有」

するために，長期にわたって継続でき，かつ成果を広く共有しうる調査方法と実現できる調査計画と公開方

法を立案，実行する。同時に，すでに目録が整備されているもののうち，相互利用に関する合意ができる場

合は，協定など利用規程を定めたうえで「共用」化を進める。さらに，資料群の現状（状態）を把握するこ

とで，今後の長期的保存・修復計画を策定することも目指したい。

　具体的な調査研究は，以下のとおり。

（ａ）シーボルト（父子）関係資料の復元的調査研究（詳細調査）

　　１）ブロムホフ・フィッセル・シーボルト（父の一回目の来日時のもの）コレクションの総合的調査研究

　　　　＝19世紀前半の日本関連在外資料の「規準」資料たりうる

　　２） シーボルト（父）の二回目の来日時の収集資料および，子どもたち（アレクサンダー・ハインリッ
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ヒ）に関わるコレクションの総合的調査研究（詳細調査）

　　　　＝19世紀後半の日本関連在外資料の「規準」資料たりうる

（ｂ） 海外に所在する（シーボルト父子関係史料以外の）日本関連資料の「共有資源」化に関する調査研究

（概要調査が中心だが，一部拠点を決めて詳細調査を行う）

　　１） ライデンを中心とする，具体的な資料（書籍・地図・絵画など）にそくした詳細調査・目録化とそ

れをふまえた研究

　　２） 北米・ヨーロッパにおける日本関連資料の概要調査とその目録化（いくつかの拠点を設定して詳細

調査を実施し，その目録も作成する）

　調査研究は以下の７つのジャンルで，８チームに分かれて実施する。各チームの成果のとりまとめおよび

毎年の具体的な調査計画の策定については，以下のとおり総括チームを設ける。この総括チームから，代表

と副代表が機構の「日本関連在外資料調査研究委員会」のもとに置かれる「専門会議」に出席する。

【総括チーム】　日高　薫（2013年度まで久留島　浩）と各チームの代表９名および事務局

以上の研究を実施するために，次のような研究チームをたてることにした。

（ａ）①【ブロンホフ・フィッセルチーム】　代表：松井洋子（東京大学史料編纂所教授）

　　　　 シーボルト父子コレクションの復元のための前提作業として，ブロムホフ・フィッセルのコレクショ

ンについての詳細目録（日本語版，できれば英語版も）を作成する（ライデン国立民族学博物館な

どと機構との間で協定を結ぶ必要がある）。【平成22～24年度】

　　　②【ミュンヘンチーム】　代表：日高　薫（国立歴史民俗博物館教授）

　　　　 ミュンヘン国立民族学博物館（2014年９月，五大陸博物館に改称）と共同で画像つき詳細目録を作

成することを課題とする。この目録を作成するとともに，シーボルトの最後の「日本展示」を復元

することで，あらためてシーボルト・コレクションの性格およびそれが表現しようとした「日本」

とはどのようなものだったのかについて，できれば「復元展示」（シーボルトが構想した日本展示）

を実施したうえで，議論する機会を持ちたい（同館と機構との間で協定を結ぶ必要がある）。【調査

目録作成は平成22～26年度，展示は終了後を予定】

　　　③【アレクサンダー・ハインリッヒチーム】　代表：宮坂正英（長崎純心大学教授）

　　　　 ドイツ・シュルヒテルンのブランデンシュタイン家に収蔵されているシーボルトファミリーアーカ

イヴズについて，とくにアレクサンダーおよびハインリッヒ関係資料のうち未撮影のものについて

デジタル撮影し，詳細目録を作成する。そのうえで，シーボルト（父）関係の未撮影資料があれば

撮影する（協定が必要である）。なお，ボーフム大学にもシーボルト関係資料が収蔵されており，

ブランデンシュタイン家文書と関連づけることができれば，両者の資料的価値も高まり，研究資源

の共有化が進むことになる。この点では，この資料をデジタル撮影した宮崎克則氏および同大学と

の協力も不可欠である。（所蔵者・所蔵機関との十分な協議が不可欠である）【ブランデンシュタイ

ン家の調査は平成22～25年度，ボーフム大学は平成24，25年度】

（ｂ）④【ロシア・北欧チーム】　代表：近藤雅樹→佐々木史郎（国立民族学博物館名誉教授）

　　　⑤【ライデンＡ（書籍）チーム】　代表：鈴木　淳（国文学研究資料館教授）
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　　　　【ライデンＢ（地図・絵画など）チーム】　代表：青山宏夫（国立歴史民俗博物館教授）

　　　　 ライデン大学・ライデン国立民族学博物館などオランダにおける日本コレクションのうちのまと

まった資料群について，画像つきの詳細な目録を作成する（日本関連書籍，地図，死絵などが具体

的な候補としてあがっている（上記①のような協定を結ぶ必要がある）【平成22～25年度】。

　　　⑥【イェールチーム】　代表：近藤成一（東京大学史料編纂所教授）

　　　⑦【海外所在調査（概要調査）チーム】　代表：大久保純一（国立歴史民俗博物館教授）

　　　　 現地の研究者・学芸員の助力を得ることができ，所蔵機関の了解が得られること（協定を結ぶこと）

が前提ではあるが，北米・イギリス・フランス・スイス・ドイツにおける日本コレクションの基礎

的所在情報を収集したうえで，何か所かの概要調査を実施し，概要目録を作成する。これについて

は，２年目に獲得目標を厳選する。

　　　　※ 北米では，モース・コレクションの現状調査を平成22～24年度に行い，今後の計画をたてるほか，

アメリカではオークランド博物館【～平成27年度】，カナダでは文明博・ロイヤルオンタリオ博【～

平成24年度】，イギリスではウエールズ国立博物館【～平成25年度】で博物館調査をおこなう。

　　　⑧【異文化交流・情報共有化推進チーム】　代表：安達文夫（国立歴史民俗博物館教授）

　　　　 調査地をとくに限定しないが，異文化間の交流という観点から在外日本関連資料の持つ意味を検討

すること，および今回の研究の目玉でもある「情報共有方法」について検討することも不可欠なの

で，別途，チームを設ける。予算は，情報共有化のためのものを計上するが，メンバーが調査地を

選択してそれぞれのチームの調査に参加するときの旅費は，それぞれのチームが負担することを原

則とする。

　　　　※ロシア・北欧チーム，ライデンＡ（書籍）チーム，イェールチームについての記述は省略する

２．６年間の研究目的

（ａ）シーボルト（父子）関係資料の復元的調査研究

　　１）ブロンホフ・フィッセル・シーボルト（父の一回目の来日時のもの）コレクションの総合的調査研究

　　　① 現在の所在が分散しているブロンホフ・フィッセル・シーボルト（父の一回目の来日時のもの）コ

レクションに関する「総合的な目録」を作成すること。

　　　② シーボルト・コレクションの自然史関係資料群と人文文化関係史料群との相互活用を進めること（調

査・研究・公開のうえで，自然史系研究者と人文系研究者とが相互交流，共同すること）。

　　２） シーボルト（父）の二回目の来日時の収集資料および，子どもたち（アレクサンダー・ハインリッ

ヒ）に関わるコレクションの総合的調査研究

　　　① シーボルト（父）が二度目の来日（1859～1862）で収集したと考えられるコレクションの総合目録

を作成すること

　　　② シーボルトの二人の息子（アレクサンダーとハインリッヒ）自身が収集した日本関連資料，彼らが

残した書簡・記録類，および彼らが収集に関わった日本関連コレクションについての所在とその概

要を把握すること

（ｂ）海外に所在する（シーボルト父子関係史料以外の）日本関連資料の「共有資源」化に関する調査研究

　　　 この６年間は，おそらく「概要調査」にとどまるものと思われるが，第一に，いくつかの資料所蔵機
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関（博物館・大学）で，まとまった「もの資料」を中心に，いくつかのデジタル画像つき詳細目録を

作成することで，「もの」資料にそくした具体的な研究を進めるとともに，今後の調査研究上の課題

を明確にしたい。具体的には，ライデンに伝来するブロンホフ・フィッセル・シーボルト収集の書籍

や地図などを中心にしながら，少なくとも，海外の収蔵機関でどのような調査を行い，どのように記

録し，目録化するかについてのモデルをつくることにしたい。同時に，資料収蔵機関・収蔵者および

海外の日本研究者にとっても「共用」できるようにしたい。

３．今年度の研究目的（課題）（本館チーム以外の研究テーマは省略した）

【総括チームおよび事務局（本館に設置）】

・国際シンポジウムの開催

・国際協定の締結

・海外調査実現のための調整，新規海外調査事業実現のための準備

【国立歴史民俗博物館が統括する各チーム】

・ミュンヘン国立民族学博物館，ベルリン図書館等，シーボルト関連資料の海外調査実施

・シーボルト・コレクションおよびそれに関連する各種史料の翻刻・翻訳・刊行化

・近代に収集されたその他の日本関連在外資料（シーボルト以外のコレクション）の調査

・日本関連在外資料の研究成果公開のためのDBおよびホームページの作成

４．今年度の研究経過（ロシア・北欧チーム，ライデンＡ（書籍）チーム，イェールチームの活動は省略）

【総括チームおよび事務局】

・海外資料調査関係

　①国際的連携・協力の推進状況

　　 　「成果の共有および公開」を可能とするために，総括班では海外の日本コレクション所蔵機関・所蔵

者と機構の間の調査・研究協力協定（覚書）の締結を進めている。すでにドイツ・ミュンヘン国立民族

学博物館・ロシア・ピョートル大帝人類学民族学博物館（クンストカメラ，国立民族学博物館との間で

調印），ドイツ・ブランデンシュタイン家，ボーフム大学，イギリス・ウエールズ国立博物館，バチカ

ン図書館が機構と間で協定を締結したほか，国立歴史民俗博物館は，ベルリンのドイツ歴史博物館との

間で研究協力協定を締結済みである。さらに今年度は，オランダ・ライデン国立民族学博物館と機構と

間で覚え書きを交わした。

・国内外の研究者の育成状況

　①国内外の次代を担う研究者の育成

　　西南大学と共同で，ボーフム大学で第５回「古文書解読講座」を2014年６月26日に開催した。

・国際シンポジウム

　① 2014年６月９日，イングランド北部のダラム大学東洋美術館と機構の共催で，ダラム周辺および英国内

の日本コレクションを所蔵する博物館・美術館，城郭管理の担当者を集めて，日本資料の調査，資料情

報の共有化，日本展示や解説について考える合同セミナーを開催した（講師：大久保・日高・三木）。

　② 2014年10月22日～24日に第８回シーボルト国際会議をフランクフルト，センケンベルク博物館および
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ヴュルツブルグ，シーボルト博物館において共催し，２名が本事業の成果を報告した。

　　 宮坂正英／ウド・バイライス「歴博を中心とした日本関連在外資料調査研究事業におけるシーボルト文

書研究の成果と今後の展望」

　　マティ・フォラー「ミュンヘンのシーボルト・コレクションに関する新発見の手稿について」

　③ 2015年３月５日・６日に，アメリカ，イェール大学において，同大学・東京大学史料編纂所と共催で，国

際会議“Treasures from Japan: An International Conference on Pre-Modern Books and Manuscripts 

in the Yale University Library”を開催した。

・成果物発信事業

　① 2013年度ボーフム大学開催国際シンポジウム「シーボルトが紹介したかった日本─欧米における日本関

連コレクションを使った日本研究・日本展示を進めるために─」の口頭発表の講演録を日本語・英語の

バイリンガルで刊行した（論文38本を収録）。

　　 書名『シーボルトが紹介したかった日本─欧米における日本関連コレクションを使った日本研究・日本

展示を進めるために─』（人間文化研究機構発行，国立歴史民俗博物館編，2015年３月31日刊行，全386

ページ）

　　掲載論文一覧（日本語・英語）

　　「ボーフム・ルール大学所蔵のシーボルト・コレクション」マティアス・レギーネ

　　「シーボルトと19世紀の日本神話研究」山田仁史

　　「シーボルト第一次滞在時蒐集書籍」鈴木　淳

　　「シーボルトの朝鮮研究─朝鮮語関係資料と著作に注目して」オースタカンプ・スヱン

　　「イェール大学の日本関連コレクション」近藤成一

　　「北欧における日本関連アジア資料の研究」加藤幸

　　「モース・コレクション：もう一つの在外19世紀日本コレクション」小林淳一

　　「イギリスの日本コレクション」三木美裕

　　「スイスの日本関係美術コレクション」トムセン・ビャーネ・ハンス

　　「欧州に於ける博物館等保管の日本仏教美術資料の悉皆調査」その実施と結果」シュタイネック智恵

　　「シーボルト・コレクションにおける川原慶賀の動植物画と風俗画」　野藤　妙

　　「シーボルトの地図編纂とブランデンシュタイン家所蔵資料」青山宏夫

　　「トラウツ・コレクションからみたシーボルトとその日本研究」湯川史郎

　　「シーボルトの勘定帳：出島における経済活動を探る」松井洋子

　　「ミュンヘン国立民族学博物館所蔵シーボルト・コレクションの陶磁器」櫻庭美咲

　　「ミュンヘン国立民族学博物館所蔵シーボルト・コレクションの染織品」澤田和人

　　「シーボルト・コレクションの漆器について」日高　薫

　　「 モーリッツ・ヴァーグナー，フィリップ・フランツ・フォン・シーボルトおよび ミュンヘンにおけ

る民族学の制度化」リヒツフェルト・J.・ブルーノ

　　「シンポジウムの成果と課題」久留島　浩

　② 本プロジェクトの活動内容を詳細に掲載した和文HP（昨年度より公開）を翻訳し，英文HPとして完成・
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公開するとともに，和文HPに26年度までの全データを掲載した。

　③ ミュンヘン国立民族学博物館での調査研究成果の一部が『長崎新聞』2015年２月16日版に「黄檗宗の『三

幅対』発見」と題する記事として掲載された（執筆：原田博二）。

　④ シーボルト関係文献資料（一部「もの」資料を含む）の画像つき横断的データベース作成（ボーフム大

学所蔵資料とブランデンシュタイン氏所蔵資料とのデジタル目録上での接合）のための基礎的作業を進

めた。

　⑤ ミュンヘン国立民族学博物館蔵シーボルト関係資料のデータベースの完成をめざし，1700件のデータに

よるデモ版を完成させ，動作確認等をおこなった。

　⑥ ライデン国立民族学博物館と覚え書きを交わし，同館所蔵の資料に関する調査協力と，撮影およびその

著作権，成果物の刊行等に関して合意した。

　⑦「ブロンホフ収集資料目録」（2015年度臨川書店から刊行予定）の原稿を概ね完成した。

　⑧ 「死絵」についての統合図録（ライデン民族博所蔵分と歴博所蔵分とを統合した目録，2015年刊行予定）

刊行の準備のため，補完調査と撮影を完了した。

　⑨ピーボディー・エセックス博物館所蔵のモース・コレクションのデジタル目録を作成した。

　⑩ 人間文化研究機構・国文学研究資料館編『シーボルト日本書籍コレクション　現存書目録と研究』（勉

誠出版，2014年12月）を編纂，刊行した。本書は，目録篇と論考篇から成るが，目録篇は，ライデン大

学をはじめ，５カ国６機関に及ぶ計792点（但し，重複タイトルを含む）の詳細目録で，書名・著編者

の索引を付す。論考篇は「総論　シーボルト日本書籍コレクション考」（鈴木）をはじめ13本を収録。フォ

ン・シーボルトの第一次日本滞在時の日本書籍コレクションに関する総体的研究を完成させた。

　⑪本プロジェクトの成果を生かした３つの国際巡回展示の準備を進めた。

　　１「ドイツと日本をむすぶもの─日独修好150年の歴史─」

　　　2015年７月～９月　歴博ほか国内４館を巡回するドイツにある日本関連資料の里帰り展を開催。

　　２「シーボルトの見せたかった日本─シーボルト最後の『日本博物館』─」（仮称）

　　　 2016年度，歴博で開催予定のほか，民博・東京都江戸東京博物館ほか２館でも開催交渉中。本プロジェ

クトの主要成果の展示としての発信をおこなう。

　　３　イギリス・ウエールズ国立博物館における日本展示

　　　 2016年度ウエールズ国立博物館との協定に基づき，同館で開催。展示協力するほか，本プロジェクト

で確認した英国内の日本関連コレクションを紹介する。

　　　→ 以上の展示のうち，１・２は「機構連携展示」を模索するほか，国際巡回展示をもめざすことで，

機構にとっての新しい成果公開方法となる。３も機構と同博物館との協定に基づく事業である。

・次期中期計画に向けた海外日本関連資料の概要調査

　現在進行中のものは基本的には今期の中間計画内で成果をあげて終了する予定であるが，今後も継続する

ことが望ましいもの（展示を控えているもの，あるいはスイスなどのように現地の研究教育機関との間で協

力関係が進んでおり，お互いの資金を準備して調査を進める計画のもの，シーボルト関連ではあるがその子

どもたちのコレクションを調査・公開することで，父シーボルトのコレクションと比較できるなど，新たな

研究の可能性を有するもの）については，今年度内に準備研究を実施した（②以外は，「法人第３期中期目標・
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中期計画期間における問題解決指向型基幹研究プロジェクト形成に係る準備調査経費」を使用）。

　① ウィーン世界博物館・オーストリア応用美術博物館所蔵のハインリッヒ・フォン・シーボルト・コレク

ションおよびリンデン博物館（ドイツ，シュトゥットガルト）所蔵の関連資料の予備調査および調査打

ち合わせ（一部外部経費による）

　②ウエールズ国立博物館における日本展示に関する打ち合わせ・関係諸機関への働きかけ

　③ポルトガル所在の日本関係資料の展示・活用に関する調査

　④イギリスおよびスコットランドにおける日本関連資料の収蔵および活用状況の調査

　⑤スイスの博物館が所蔵する日本関連資料の実態調査および展示計画に関する情報収集

・国際的連携・協力の推進状況について

　① 「成果の共有および公開」を可能とするために，総括班では海外の日本コレクション所蔵機関・所蔵者

と機構の間の調査・研究協力協定（覚書）の締結を進めている。すでにドイツ・ミュンヘン国立民族学

博物館・ロシア・ピョートル大帝人類学民族学博物館（クンストカメラ，国立民族学博物館との間で調

印），ドイツ・ブランデンシュタイン家，ボーフム大学，イギリス・ウエールズ国立博物館との間で協

定を結んだが，2013年度は12月にバチカン図書館と機構と間で協定を締結したほか，国立歴史民俗博物

館は，ベルリンのドイツ歴史博物館との間で研究協力協定を結んだ（調印2013年12月９日）。2014年度

はライデン国立民族学博物館と覚え書きを交わした（調印2015年３月31日）。さらに，アメリカ・ピー

ボディ＝エセックス博物館と機構と間で協定を結ぶ準備は進行中で，2015年度中に締結予定である。

　② 国内外の次代を担う研究者の育成については，西南大学と共同によりボーフム大学で大学院生を対象と

した講座，第５回ルール大学ボーフム古文書解読ワークショップ「シーボルトたちが見た江戸のニッポ

ンⅠ」を2014年６月26日に開催した。

【ブロンホフ・フィッセルチーム】

・資料調査

　① ブロンホフ目録の出版のため所蔵者であるライデン国立民族学博物館との覚え書きを交わし（総括班），

同館との連携・協力関係，目録の出版に関する写真撮影およびその著作権等について確認した。

　② 2014年11月12日～21日に翻刻・翻訳点検のための資料調査を行ない，ライデン国立民族学博物館収蔵庫

にあるものについては概ね点検することができた。ただし繊維製品等一部は同館外に別置されており，

実見することができなかった。（松井）

　③2015年２月に目録掲載予定写真を撮影した。（山田・勝田）

　④ 2014年８月29日～９月４日ブランデンシュタイン城所蔵の関連資料の調査および撮影をおこなった

（フォラー，松井，宮坂，日高，福岡，勝田）。

・成果発信事業

　① ブロンホフ目録の刊行をめざし，翻刻及び翻訳の大部分を終えた。未見の資料があること，全体の調整

と用語の検討・統一等の作業が必要であることなど，若干の作業が残っており，解題の完成とともに次

年度の課題である。

　② シーボルト関連アムステルダム産業振興協会展覧会目録の蘭和翻訳（第２次）の翻訳を完了した（ファ
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ン・ダーレン）。

・国際シンポジウム

　2014年８月から９月にかけての調査において発見したシーボルト自身による手稿について，10月23日，24

日にヴュルツブルグ・シーボルト博物館で開催された第８回シーボルト国際会議において報告した。

　マティ・フォラー「ミュンヘンのシーボルト・コレクションに関する新発見の手稿について」

【ミュンヘンチーム】

・海外資料調査

　① ミュンヘン国立民族学博物館シーボルト・コレクション詳細調査を2014年７月18～25日（日高，原田，

佐々木，福岡，櫻庭，平田，勝田），および2015年２月14～19日（日高・澤田・山田・櫻庭・勝田）に行っ

た。未調査分野（金工・書籍・民具残り）の調査を完了し，コレクション全体（約７千点）の調査・撮

影を完了させた。

　②非現存資料については，所在確認を継続し所在情報を確定した。

・国内研究会

　 本プロジェクトの成果として2016年に開催予定の企画展示の展示プロジェクト会議において，調査資料の

内容を検討するため話し合いを行った（歴博の経費による）。

・成果発信事業

　① ミュンヘン民博での調査研究成果の一部が長崎新聞2015年２月16日版に「黄檗宗の『三幅対』発見」と

題する記事として掲載された（執筆：原田博二）。

　② 調査が終了した資料データを整理し，データベースに入力するための作業を継続し，調査した全データ

の入力を完了した。また撮影画像の処理および整理を進行した。

　③ 2014年４月より，企画展示「シーボルトが見せたかった日本─シーボルト最後の『日本博物館』─（仮

題）」（2016年開催予定）の展示プロジェクト委員会を発足し，３回の展示プロジェクト会議を歴博の経

費で開催した。国内の巡回展示（民博・東京都江戸東京博物館など）およびミュンヘン国立民族学博物

館での展示を含め，機構連携展示・国際巡回展示として位置づけることを目指している。

・国内外の研究者の育成

　2015年３月26～27日に東洋・日本の美術史を学ぶチューリッヒ大学大学院生の研修調査を実施した（櫻庭）。

【アレクサンダー・ハインリッヒチーム】

・海外資料調査

　 2014年８月29日～９月４日ブランデンシュタイン家資料の調査・撮影をおこない（マティ・フォラー，松

井，宮坂，日高，福岡，勝田），展示ケース内資料について撮影完了した。また，未調査のキャビネット

内の資料調査および主要資料の撮影をした。

・成果発信事業（データベース，その他）

　①ブランデン家資料の撮影画像の紙焼き版を作成した（19冊）

　② シーボルト記念館のマイクロフィルムの画像連結作業を概ね完了し，さらに，マンゴス・リストの訂正

作業もほぼ完了した。この作業は2015年２月21日～３月５日に長崎および歴博に招聘したドイツ・シー
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ボルト協会会長のウド・バイライス氏の助力を得ながら行った。

　③ 本プロジェクトで撮影したベルリン国立図書館所蔵のシーボルト関係資料の撮影画像の画像処理および

整理を完了した。

・国際シンポジウム

　10月23日・24日にヴュルツブルグ・シーボルト博物館において開催された第８回シーボルト国際会議で以

下の成果を報告した。

　１　 宮坂正英／ウド・バイライス「歴博を中心とした日本関連在外資料調査研究事業におけるシーボルト

文書研究の成果と今後の展望」

【ライデンＢ（絵図・絵画など）チーム】

・海外資料調査

　① ライデン大学図書館所蔵のシーボルト関係地図資料については，シーボルト著（ホフマン解説）『フィリッ

プ フランツ フォン シーボルト蒐集並ニヘーグ王立博物館所蔵日本書籍及手稿目録』に掲載された地図

資料の原本調査を中心に実施し（2015年２月10日～16日，青山・三河），これまでの調査とあわせて，

全点の調査を完了した。調査の過程で，日本で知られていない『都寺社全図』を確認することができた

ほか，これまでにシーボルト関係資料として未確認であった「北条氏康時代武州江戸絵図」と『采草閑

筆』を，それぞれライデン大学東アジア図書館とライデン国立民族学博物館において発見するなどの成

果があった。

　② ライデン民博所蔵絵画〈＝死絵〉は2015年２月11～15日（山田・加藤・勝田）に補足調査を行い，未調

査の死絵および追善発句をあつめた追善草紙２冊本を確認，死絵約80点についてデジタル写真撮影を完

了した。

・成果発信事業（データベース，その他）

　① 同館から提供された「死絵」資料に今年度撮影予定のデジタル画像を貼り付け，歴博所蔵のものと合わ

せたデジタル目録を作成した。書籍形態での刊行は2015年度を計画している。

　② 2015年３月31日にライデン国立民族学博物館と覚え書きを交わし，同館所蔵の資料に関する調査協力と，

撮影およびその著作権，成果物の刊行等に関する条件は整備済である。

【海外所在調査（概要調査）チーム】

・海外資料調査

　①モース・コレクションの調査

　　 2014年６月12日～19日に，米国ピーボディー・エセックス博物館，ボストン・フィデリティ財団におけ

る調査をおこない（小林），モース自身が収集した日本コレクションの写真撮影と調査を継続，データベー

ス化を推進した。

　②イギリス・ウエールズ内の調査

　　 2014年６月１日～５日ウエールズ国立博物館にて，2016年夏開催の日本特別展に協力するため，一連の

調査と準備会議を開催した（大久保・三木・日高）。これまでウエールズ・ナショナル・トラストと協

同で実施した日本資料調査の成果をもとに，展示予定資料の調査を，ナショナル・トラスト，ウエール
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ズ国立博物館の学芸員とともに行ない，また，居城所在の日本資料とウエールズ国立図書館の記録文書

の照合，各所蔵先が求める資料情報を確認した上で，データ作成，各館のスタッフ向けのレクチャーや，

解説のためのスタッフ・トレーニングも継続した。

　③ウエールズおよびイングランド北部における日本資料の調査

　　 2014年６月１～６月13日に，ウエールズ国立博物館，チャーク城，ポイス城，テンプル・ニューザム，

ニュービーホール，ノステル・プライオリー，ヴィクトリア＆アルバート美術館を訪問，日本資料を調

査した（大久保・三木・日高・櫻庭）。

　④次期のプロジェクトに向けての打ち合わせ・交渉

　　 12月６日～20日にウエールズ国立博物館，ナショナル・トラスト財団，国際交流基金，在英日本大使館

等において，調査および研究打合せを行った（三木）。

・成果発信事業（データベース，その他）

　①モース・コレクションは，モース展出品分320点のカラー画像付きデータベースを完成した。

　② 在外日本資料調査の成果をもとに，2016年（７月─10月）にウエールズ国立博物館で開催予定の日本特

別展の準備を継続して行った。ウエールズ国立博物館の学芸員に協力して，展示のストーリーラインの

作成，日本からの借用資料のリスト化を行った。

　③ 日本特別展の開催に各機関の協力を得るため，在英日本大使館宮島全権公使の協力を得て，公使邸でセ

ミナーを開催した。参加したウエールズ国立博物館，在英日本商工会議所，ジャパン・ソサエティ，助

成財団のスタッフと協議を行った。複数の助成財団から協力を取りつけ，現在具体的な協力内容を詰め

ている。

　④ 2014年６月９日，イングランド北部のダラム大学東洋美術館と機構の共催で，ダラム周辺の日本コレク

ションを所蔵する博物館・美術館，城郭管理の担当者を集めて，日本資料の調査，資料情報の共有化，

日本展示や解説方法について考える合同セミナーを開催した（三木・大久保・日高が講師として参加）。

ダラム大学とは，今後，所蔵日本資料の調査，資料情報の提供，常設の日本展示とその解説や教育普及

プログラムの共同開発を長期にわたり行うことで合意した。総括班の2014年度事業計画の「ｃ」次期中

期計画に向けた海外日本関連資料の概要調査」に組み込む予定である。同様の事業をスコットランド国

立博物館と協議中である。

　⑤ウエールズ所在の日本資料に関するデジタル目録のためのフォーマットを作成し，データを蓄積した。

【異文化交流・情報共有化推進チーム】

・成果発信事業

　① 総括班が制作した本プロジェクトの活動報告用HPデータ管理のために生じるデータ更新作業等の技術

的支援をした。

　② シーボルト・コレクション調査用データベースについて，未解決となった画像の付与方法の問題を解決

した。

　③ミュンヘン民族学博物館所蔵シーボルト・コレクション調査データベースのデータ入力を継続した。
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５．共同研究員（◎は代表者，○は各研究チーム代表）

◎日高　　薫　本館研究部・教授　　　　　　　　　○久留島　浩　本館・館長

○青山　宏夫　本館研究部・教授　　　　　　　　　○大久保純一　本館研究部・教授

○安達　文夫　本館研究部・教授　　　　　　　　　○松井　洋子　東京大学史料編纂所・教授

○宮坂　正英　長崎純心大学人文学部・教授　　　　○鈴木　　淳　国文学研究資料館・名誉教授★

○近藤　成一　東京大学史料編纂所・教授★　　　　○佐々木史郎　国立民族学博物館・教授★

　齋藤　　努　本館研究部・教授　　　　　　　　　　澤田　和人　本館研究部・准教授

　青木　隆浩　本館研究部・准教授　　　　　　　　　山田　慎也　本館研究部・准教授

　保谷　　徹　東京大学史料編纂所・教授　　　　　　笹原　亮二　国立民族学博物館・教授

　宮崎　克則　西南学院大学国際文化学部・教授　　　鳴海　邦匡　甲南大学・教授

　大場　秀章　東京大学総合研究博物館・名誉教授　　田賀井篤平　東京大学総合研究博物館・名誉教授

　山田　仁史　東北大学文学研究科・准教授　　　　　角南聡一郎　元興寺文化財研究所・主任研究員

　小林　淳一　江戸東京博物館・副館長　　　　　　　小山　周子　江戸東京博物館・学芸員

　原田　博二　長崎純心大学・非常勤講師　　　　　　海江田義弘　長崎県庁・係長

　原田　　泰　公立はこだて未来大学・教授　　　　　加藤　征治　早稲田大学・非常勤講師

　三河　雅弘　國学院大学・兼任講師　　　　　　　　平田　由紀　学術経験者

　三木　美裕　本館研究部・客員教授　　　　　　　　勝田　　徹　本館管理部・専門員

　櫻庭　美咲　本館研究部・機関研究員　　　　　　　ヨーゼフ・クライナー　ボン大学・名誉教授

　ハンス・トムセン　チューリッヒ大学・教授　　　　ティモシー・クラーク　大英博物館・学芸員

　レジーネ・マティアス　ボーフム大学・教授　　　　スヴェン・オスターカンプ　ボーフム大学・教授

　フレデリックス・クレインス　国際日本文化研究センター・教授

　ブルーノ・リヒツフェルト　　ミュンヘン国立民族学博物館・学芸員

　マティ・フォラー　　　　　　ライデン国立民族学博物館・学芸員
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Ｂ　近現代における日本人移民とその環境に関する在外資料の調査と研究
　　2010～2015年度
　 　（研究代表者　劉　建輝）
　　「南北アメリカの移民関係資料ならびに移民社会に関する研究」
　　2010～2015年度
　　 （研究代表者　原山浩介）

１．　目　的

　本研究では，北米・ハワイ，ならびにスペイン語圏のラテンアメリカに存在する日系移民関係資料をめぐ

り，資料状況ならびに資料を保有する諸機関・コミュニティ・個人の現状を調査する。その際，単なる資料
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調査に終わらず，資料を支えている日系人コミュニティの現状等にも焦点を当て，地域調査との連動を図る

ものとする。

　本調査は，資料調査と地域調査を連動させて実施することに特徴がある。これは，次の二つの理由による。

第一に，一般に近現代史資料の保存は，それらが映し出す歴史に対する人びとの関心に支えられる形で成立

しており，関心の希薄化は資料の廃棄や散逸につながる。日系移民関係資料についても同様で，とりわけ移

民第一世代の高齢化は，資料保存の危機を招来する。本研究では，資料状況とともに，資料の保存を支える

バックグラウンドの調査を並行して実施する。

　第二に，移民関係資料に関わるバックデータは，もちろん博物館等で整理されているケースもあるが，多

くの場合，資料を維持する個人や地域社会，日系人団体などで共有されている口頭伝承に依拠せざるを得な

い。したがって，資料調査と地域調査を連動させることで，資料の持つ意味を十全に把握する必要があると

考えられる。

　以上の点から，本調査を，資料─地域の双方を視野に収める形で進めていき，資料とそれを取り巻く周辺

状況をトータルに把握することを目指すこととする。

２．今年度の研究目的・計画

　今年度は，旅費を使った調査・調整等を行うことができる最後の年であるため，事業の成果とりまとめに

むけた作業を実施する。本事業で形として残すことのできる成果物は，データベースと出版物になるため，

これらのとりまとめを行う。

　データベースについては，データのデジタル化のための作業を進めるとともに，ビショップ・ミュージア

ムとの間で作業過程の覚書を取り交わす。またデータ公開のための覚書については，それぞれの機関との間

で調整を進める。

　出版については，国立国語研究所の朝日班と合同での出版を目指し，本事業ならびにこれとの関連で得た

資料等を活用し，とりまとめを進める。その際，デジタル化した画像等はデータベースによるとりまとめを

実施するため，そこには収録されないものについての研究成果をまとめる方向で調整し，データベースとの

棲み分けを図る。

３．今年度の研究経過

　今年度は，予算上，作業という意味では実質的な最終年度となるため，成果とりまとめのために残された

現地での作業を行った。

　今年度は，ハワイのビショップ・ミュージアムとの間で，デジタル化作業を円滑に進めるための覚書を取

り交わした。また，アメリカ本土において，シアトルならびにサンフランシスコの資資料のデジタル化を行っ

た。

　なお，メキシコの調査先については，資料所蔵者の事情に鑑み，作業をペンディングせざるを得なかった。

　その一方で，出版による成果とりまとめのための作業を，国立国語研究所の朝日班と合同で進めた。

　このほか，来年度のデータベース構築に向けて，データ整理を行った。
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４．今年度の研究成果

　本年度は，音声資料チームとの研究成果物『アメリカ・ハワイ日系社会の歴史と言語文化』（東京堂出版）

の刊行にこぎ着けた。次年度予算が逼迫することが想定されたため，スケジュール的にはいささかタイトで

あったものの，調査のプロセスで浮上した課題をまとめることができたと考えている。

　また，今年度は，調査を行ってきた写真資料のデジタル化作業を可能な限り実施するとともに，各々の写

真資料に関わる情報整理・入力を行い，次年度のデータベース構築に備えることが出来た。データベースを

構築するためのサーバレベルの作業は，単年度発注となるため次年度に送らざるを得なかったが，対象デー

タの整理と併せて，かなり先が見える形になった。

　具体的には，データベースにおいては，北米（シアトル，カリフォルニア）・ハワイの所蔵先の資料に絞

ることとし，日本人移民の歴史において，メインストリームからこぼれ落ちている，単独渡航者や，他のエ

スニックグループとの交流，文化活動が中心となるデータベースの構築を進めている。

　なお，これは期間全体を通じていえることなのかもしれないのだが，チーム間の連携対象が音声資料チー

ムに限られたことは，対象地域等の関係から致し方ないとしても，本チームの調査内容・研究内容について，

実は十分に認識されておらず，これが次期中期計画と関わる説明の中で，相当な誤解をはらんだ形で投げ返

されたのは極めて遺憾であった。可能であれば，最終年度において，チーム相互で調査成果を共有するチャ

ンスが欲しいと考えるところである
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　秋山　かおり　　　　　　　　　　　　　　　　崎山　政毅　立命館大学

　中田　英樹　学識経験者

◎原山　浩介　本館研究部・准教授　　　　　　　三木　美裕　本館研究部・客員教授

　山田　慎也　本館研究部・准教授




