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３ 出版

［概　要］

　歴博では調査・研究活動の成果を広く公開すべく，多様な出版物を編集・刊行している。それらは，大学

共同利用機関法人として内外の研究者たちが協同しておこなってきた調査・研究や，博物館における地域と

の連携などさまざまな活動の成果を，専門家のみならず広く市民に伝える役割を担っている。

　2014年度は，研究報告８冊，展示図録３冊，資料図録１冊，歴史系総合誌『歴博』６冊を刊行した。さら

に，国際交流や機構連携研究のプロジェクトの成果として，研究集会やシンポジウムなどの内容をまとめた

報告書などを適宜，作成した。また，過去に開催された歴博フォーラムの成果をより広く知ってもらうため

に，その一部は館内外の共同研究者たちを編著者として論集にまとめなおし，書店から刊行している（2014

年度は３冊）。

広報担当　川村清志・吉村郊子　　

［国立歴史民俗博物館研究報告］

第187集（2014.7）
［共同研究］
縄文時代の人と植物の関係史

共同研究の経緯と概要 工藤雄一郎

【第１部】縄文時代の人と植物の関係史：研究動

向と最新の成果

【論文】

遺跡出土植物遺体からみた縄文時代の森林資源利

用 能城修一・佐々木由香

【論文】

縄文時代のウルシとその起源

鈴木三男・能城修一・田中孝尚・小林和貴・王勇・

劉建全・鄭雲飛

【論文】

縄文時代草創期土器の煮炊きの内容物と植物利

用 工藤雄一郎

【論文】

雑草からみた縄文時代晩期から弥生時代移行期に

おけるイネと雑穀の栽培形態 那須浩郎

【論文】

韓国櫛文土器文化の土器圧痕と初期農耕

 小畑弘己・真邉彩

【第２部】下宅部遺跡の植物利用と古環境に関す

る新たな研究成果

【論文】

下宅部遺跡の花粉と年代からみた縄文時代中期か

ら晩期の植生史と植物利用

 吉川昌伸・工藤雄一郎

【論文】

現生のウルシの成長解析からみた下宅部遺跡にお

けるウルシとクリの資源管理

 能城修一・佐々木由香

【調査研究活動報告】

下宅部遺跡から出土したウルシ属とヌルデ属果

実 吉川純子・小林和貴・工藤雄一郎

【論文】

下宅部遺跡から見た縄文時代の漆工技術
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 千葉敏朗

【調査研究活動報告】

下宅部遺跡出土縄文時代赤色顔料関係資料の蛍光

Ｘ線分析結果 永嶋正春

【論文】

圧痕レプリカ法からみた下宅部遺跡の種実利用 小

畑弘己・真邉　彩・百原　新・那須浩郎・佐々木

由香

【論文】

下宅部遺跡における縄文土器の敷物圧痕分析

 眞邉　彩

【論文】

下宅部遺跡の編組製品および素材束の素材からみ

た縄文時代の植物利用

 佐々木由香・小林和貴・鈴木三男・能城修一

【論文】

植物珪酸体分析による下宅部遺跡出土編組製品と

素材束の素材同定 米田恭子・佐々木由香

【研究ノート】

縄文土器付着植物遺体と石器の残存デンプン粒分

析からみた東京都下宅部遺跡の植物利用

 渋谷綾子

【調査研究活動報告】

縄文時代の植物利用の復元画製作

 工藤雄一郎・千葉敏朗・佐々木由香・

 能城修一・小畑弘己・鈴木三男

【第３部】縄文時代の植物利用に関する基礎的研

究

【論文】

アサ利用の民俗学的研究 篠﨑茂雄

【調査研究活動報告】

縄文時代のアサ出土例集成 工藤雄一郎・一木絵里

【論文】

アサ花粉の同定とその散布

 吉川昌伸・工藤雄一郎

【論文】

出土編組製品素材の同定方法

 小林和貴・鈴木三男

【調査研究活動報告】

ウルシ花粉の散布調査

 吉川昌伸・工藤雄一郎・能城修一・

 吉川純子・佐々木由香・千葉敏朗

【調査研究活動報告】

石器によるウルシ樹液採取実験

 千葉敏朗・工藤雄一郎・佐々木由香・能城修一

【調査研究活動報告】

遺跡出土大型植物遺体データベースの意義

 百原　新・工藤雄一郎・小林弘和・

 石田糸絵・沖津　進

第189集（2015.1）
［共同研究］
デジタル化された歴史研究情報の高度利用に関
する研究

共同研究の経緯と成果 鈴木卓治

博物館資料情報の検索のための発見的検索手法

 山田　篤・安達文夫・小町祐史

時間と場所の情報を有する大量の写真資料の提示

法 安達文夫・青山宏夫・田中紀之・徳永幸生

タッチ操作向け画像資料の電子付箋基盤のデザイ

ンとその実装 津田光弘

企画展示「楽器は語る」におけるマルチメディア

コンテンツについて 鈴木卓治

分光情報に基づいた文化財展示システムの開発

 田中法博・望月宏祐・宮下朋也・

 村田良二・鈴木卓治

第190集（2015.1）

ふたたび鉄砲伝来論 宇田川武久

魚住泊の位置と年代

 春成秀爾・工藤雄一郎・稲原昭嘉

広橋兼秀の有職研究 渡辺　滋

【資料紹介】
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Ⅲ－３　出　版

国立歴史民俗博物館蔵後奈良天皇宸翰『詞花和歌

集』 酒井茂幸

『国立歴史民俗博物館研究報告』（第171集～第

190集）総目次

第191集（2015.2）
［共同研究］
高度経済成長期とその前後における葬送墓制の
習俗の変化に関する調査研究─『死・葬送・墓
制資料集成』の分析と追跡を中心に─

共同研究の概要 関沢まゆみ

葬送習俗の民俗変化１ 新谷尚紀

葬送習俗の民俗変化２ 新谷尚紀

火葬化とその意味 関沢まゆみ

魂祭の歴史と民俗 大本敬久

山形県置賜地方における葬送墓制習俗の変化

 小田島建己

高度経済成長期前後の葬儀変遷 倉石あつ子

「儀礼」から「お別れ会」へ 福澤昭司

若狹における葬送墓制の変転 金田久璋

葬送儀礼への第三者の関与 西村　明

葬送の変化と祖先祭祀行事の自動車社会化

 武井基晃

墓に用いられるモノと記憶 越智郁乃

【研究ノート】

北海道帯広市域における葬送習俗の変容

 高橋史弥

葬送業者の利用と料金の実態 武井基晃

葬送習俗の変容にみる地域性 松田香代子

神奈川県域における葬送儀礼の変化と持続につい

て 鈴木通大

葬送儀礼の変化 蒲池勢至

高知県日高村大和田の葬儀とその変化 梅野光興

日本復帰前の沖縄における墓の新設をめぐって

 井口　学

【資料紹介】

坪井洋文氏撮影葬儀写真資料 新谷尚紀

沖縄県中頭郡中城村での昭和34年・平成19年の葬

送・墓制「調査票」 武井基晃

第192集（2014.12）
［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

研究の概要 仁藤敦史

正倉院文書研究の現状と課題 栄原永遠男

写経所文書研究の展開と課題 山下有美

古代文書様式の中世への展開① 富田正弘

【研究ノート】

正倉院文書の性格とその特質 山下有美

三つの山辺諸公手実をめぐって 飯田剛彦

古代家族の復原シミュレーションに関する覚書

 今津勝紀

ヲコト点の座標表現 高田智和

摂関期古記録データベースをめぐって 倉本一宏

正倉院文書のデジタル化の意義と課題 後藤　真

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

 安達文夫・鈴木卓治・仁藤敦史

【調査研究活動報告】

大阪市立大学栄原ゼミにおける写経所文書研究

 栄原永遠男

史料編纂所と正倉院文書調査 山口英男

正倉院事務所における古文書調査のあゆみ

 佐々田　悠

正倉院文書研究と歴博複製事業の役割 仁藤敦史

『正倉院文書拾遺』後の庫外正倉院文書

 小倉慈司

正倉院文書データベースの概要と課題

 稲葉蓉子・林　友里江

第193集（2015.2）
［共同研究］
地域開発における文化の保存と利用

共同研究の概要と経過 青木隆浩

庄川流域における大規模開発と観光化による地域
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変化 青木隆浩

屋久島におけるエコツーリズム業の経済分析

 柴崎茂光

アイヌ文化の伝承のありかたと観光 内田順子

地域おこしとしての雛祭り 山田慎也

民俗文化の「保存」と「活用」の動態 川村清志

被災地域における生活文化保存活動の意義とその

展望 葉山　茂

西関東地方における穀物栽培の開始

 設楽博己・高瀬克範

近世後期における雅楽の伝播と楽器師 岩淵令治

大和ミュージアム設立を契機とする呉市周辺の観

光変化 山本理佳

【研究ノート】

阿波踊りの観光化と「企業連」の誕生 髙橋晋一

「＜民話＞のふるさと」の構造 小池淳一

【調査研究活動報告】

戦前期筑豊における炭鉱の検炭規定 長廣利崇

第194号（2015.3）
［共同研究］
古代における文字文化形成過程の総合的研究

共同研究の経過と概要 小倉慈司

【研究ノート】韓国城山山城木簡と中国居延漢簡

の比較研究 安部聡一郎

【研究ノート】戊戌塢作碑釈文の再検討 橋本繁

城山山城出土新羅木簡の性格 三上喜孝

近江における文字文化の受容と渡来人 大橋信弥

黎明期の日本古代木簡 市　大樹

古代における倉庫出納業務の実態 武井紀子

正倉院文書の機能情報解析 山口英男

日本古代の「知」の編成と仏典・漢籍 中林隆之

【研究ノート】

九～一〇世紀の仮名の書体 小倉慈司

【研究ノート】漢代の説話画 森下章司

【研究ノート】平壌楽浪地区出土『論語』竹簡の

歴史的性格 李　成市

【研究ノート】魏普簡牘のすがた 關尾史郎

【調査研究活動報告】漢字が来た道 犬飼　隆

『日本書紀』編纂史料としての百済三書

 仁藤敦史

法隆寺金堂釈迦三尊像光背銘の成り立ち

 新川登亀男

日本古代官印と隋唐官印 田中史生

【資料紹介】慶州・雁鴨池出土銘文土器の調査報

告 武井紀子

第195号（2015.3）

韓半島南部地域青銅器～三韓時代における環濠遺

跡の変化と性格 李　秀鴻

【研究ノート】

戦時下の清沢洌 佐久間俊明

残存デンプン粒分析におけるコンタミネーション

の検討 渋谷綾子・青野友哉・永谷幸人

【資料紹介】

東山御文庫本『字書目録』（勅封一六四一七四）

 小倉慈司

森山泰太郎『民俗学研究所留学日誌』 小池淳一

【調査研究活動報告】

国立歴史民俗博物館総合展示第１室（原始・古代）

の新構築事業 渋谷綾子・大塚宜明

［展示図録］

『弥生ってなに?!』 （2014.7）

『文字がつなぐ─古代の日本列島と朝鮮半島─』

 （2014.10）

『大ニセモノ博覧会─贋造と模倣の文化史─』

 （2015.3）

［資料図録］

国立歴史民俗博物館資料図録11

『亀ヶ岡遺跡・是川遺跡縄文時代遺物』（2015.3）
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Ⅲ－３　出　版

［歴史系総合誌『歴博』］

第184号

特集解説

［特集］中世の古文書

　「物」としての古文書

 小島道裕

　印章から花押へ

　　─古代の文書と中世の文書─ 小倉慈司

　中世文書の機能とかたちの変化 高橋一樹

　中世文書の作成から伝来まで 久留島典子

　中世文書の料紙形態の歴史的変遷を考える

 富田正弘

［コラム］正倉院文書にみえる手紙 仁藤敦史

［コラム］保存用の制札─

「木に書かれた文書」の意味 小島道裕

歴史の証人　写真による収蔵品紹介

　「中世公家の文書」 井原今朝男

歴史への招待状　企画展示

　「弥生ってなに？！」 藤尾慎一郎

研究者紹介71

　「軍隊と地域社会」を「関係史」として描く

 荒川章二

博物館展示のいま36

　横浜みなと博物館

　歴史と暮らしのなかの博物館 志澤政勝

［書評］

藤尾慎一郎 著『弥生文化像の新構築』 野島永

れきはく井戸端会議〔展示室Ｑ＆Ａ〕

歴博かわら版

第185号

特集解説

［特集］正倉院文書の過去・現在・未来

　「正倉院文書の過去・現在・未来」 鈴木卓治

　正倉院文書研究と歴博複製事業の役割

 仁藤敦史

　史料編纂所と正倉院文書 山口英男

　正倉院事務所における古文書調査のあゆみ

 佐々田悠

　正倉院文書の情報化とその意義・未来

 後藤真

［コラム１］正倉院の外に存在する正倉院文書

 小倉慈司

［コラム２］正倉院文書の調査研究支援閲覧

　システムの開発 安達文夫

歴史の証人　写真による収蔵品紹介

　歴博所蔵の庫外正倉院文書 小倉慈司

歴史けんきゅう便　第50回

　古代文字研究 平川南

研究者紹介72

　技法材料からみる十九世紀の油彩画

　アジアの壁画，そして日本の彩色資料

 島津美子

博物館展示のいま37

　奈良文化財研究所　平城宮跡資料館

　出土品をアートとして眺め・楽しむ試み

 中川あや

〔書評〕

工藤雄一郎・国立歴史民俗博物館編

『歴博フォーラム　ここまでわかった！

　縄文人の植物利用』 山本直人

〔特集展示〕「江戸図屏風」と行列 久留島浩

歴博かわら版

第186号

特集解説

［特集］先史・古代を対象に交流史をたどる

 高田貫太

　旧石器・縄文時代における文化交流 山田康弘

　本格化した交流─前一〇～前三世紀
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 藤尾慎一郎

　高句麗からみた倭─古代東アジア世界に

　おける日朝交流─ 井上直樹

　日本都城の形成過程と新羅都城 林部均

［コラム］野幕古墳と五世紀の日本列島 権宅章

歴史の証人　写真による収蔵品紹介

　東アジアの黄金の輝き 上野祥史

歴史への招待状　企画展示「文字がつなぐ─古代

の日本列島と朝鮮半島」 小倉慈司

研究者紹介73

　「東アジア」と「地域社会」の歴史を，

　行ったり来たり 三上喜孝

博物館展示のいま38

　松戸市立博物館

　地域の拠点・開かれた博物館をめざして

 小林孝秀

［展示批評］

企画展示『歴史にみる震災』を拝見して

 友澤悠季

〔特集展示〕「荒神信仰

　─いざなぎ流・比婆荒神楽─」 松尾恒一

歴博かわら版

第187号

特集解説

［特集］土器の凹みとお焦げ

─縄文時の食料と生活を考える─ 工藤雄一郎

土器圧痕とコクゾウムシが語る

縄文時代の食と暮らし 小畑弘己

縄文時代の栽培ダイズと品種改良 中山誠二

土器のお焦げから見える縄文人の食卓 吉田邦夫

土器の発明と縄文クッキーを探る 國木田大

［コラム１］土器の底部から縄文人の生活を探る

 真邉彩

［コラム２］縄文人も煮豆を食べた？

─下宅部遺跡の炭化マメ付着土器─ 工藤雄一郎

歴史の証人　写真による収蔵品紹介

　柳田國男が集めた石器と土器 設楽博己

歴博けんきゅう便 第51回

第八八回歴史フォーラム「築何年？炭素で調べる

民家の年代研究最前線」 坂本稔

研究者紹介74

　古墳をのぞく四つの目 松木武彦

博物館展示のいま39

　八戸市埋蔵文化財センター 是川縄文館

　縄文の美と謎を探る 小久保拓也

［書評］

高田貫太著「古墳時代の日朝関係─新羅・百済・

大加那と倭の交渉史」 諫早直人

〔特集展示〕

　新収資料の公開─江戸の小袖─ 澤田和人

歴博かわら版

第188号

特集解説

［特集］漫画・マンガ・MANNGA 川村清志

　歴史の中に漫画をひらく

　─赤本漫画のある風景から─ 宮本大人

　マンガの／と近代 伊藤剛

　「地域」からのマンガ研究 表智之

　「マンガの国際性」という概念 小田切博

［コラム］マンガと聖地巡礼─『かんなぎ』の

　聖地，宮城県七ヶ浜町から 川村清志

［コラム］マンガ家とフィールドワーク

都留泰作

歴史の証人　写真による収蔵品紹介

　歴博所蔵の漫画資料 原山浩介

歴博への招待状　企画展示

　「大ニセモノ博覧会─贋造と模倣の文化史─」

 西谷大

研究者紹介75

　中世武士団とのあゆみ 田中大喜
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Ⅲ－３　出　版

博物館展示のいま40

　京都国際マンガミュージアム

　ポピュラー文化ミュージアムの困難と可能性

 伊藤遊

［展示批評］

企画展示『弥生ってなに？！』

　通説に再考を迫る 塚本浩司

〔歴博映像フォーラム〕歴博映像祭

　「映像民俗学の先駆者たち

　　渋沢敬三と宮本馨太郎」 内田順子

歴博かわら版

第189号

特集解説

［特集］軍事郵便と戦争・兵士

　歴史資料としての軍事郵便の可能性 荒川章二

　埋もれたままになっている軍事郵便に光を

 新井勝紘

　日清・日露戦争と軍事郵便 原田敬一

　軍事郵便から読み解く総力戦 中野良

　戦争を描く，軍事郵便を描く 後藤康行

［コラム］戦地と郷土をつなぐ─郷土通信

　『諏訪村便り』 山本和重

［コラム］軍事郵便から見える

　戦地における一下士官の読書 小薗崇明

歴史の証人　写真による収蔵品紹介

　「帝国日本」時代の地球儀 荒川章二

歴博けんきゅう便　第52回

　歴博映像フォーラム「日本各地の盆行事と葬送

墓制の最近の変化」 関沢まゆみ

研究者紹介76

　史料を探してエンヤコラ 福岡万里子

博物館展示のいま41

　満蒙開拓平和祈念館

　満蒙開拓の史実を伝える全国唯一の記念館

 寺沢秀文

［展示批評］

　企画展示「文字がつなぐ

　─古代日本と朝鮮半島─」見学記 川尻秋生

〔特集展示〕

　山の流行服 青木隆浩

歴博かわら版

れきはく井戸端会議〔展示室Ｑ＆Ａ〕

歴博かわら版

［その他］

［研究集会・シンポジウム］

歴博国際シンポジウム

『変容する死の文化─現代東アジアの葬送と墓制』

国立歴史民俗博物館・山田慎也・鈴木岩弓編　大

修館書店（2014.11）

［歴博フォーラム］

『築何年？炭素で調べる古建築の年代研究』

国立歴史民俗博物館・坂本稔・中尾七重編　吉川

弘文館（2015.3）

民俗展示の新構築『現代社会と民俗文化』

国立歴史民俗博物館・小池淳一編　岩田書院

（2015.3）

民俗展示の新構築『民俗表象の現在─博物館型研

究統合の視座から─』

国立歴史民俗博物館・重信幸彦・小池淳一編　岩

田書院（2015.3）

越境する「日本史」─欧米にある日本関係資料
の研究─
（歴史研究の最前線　Vol.17）

本書の刊行にあたって

総合研究大学院大学　文化科学研究科

日本歴史研究専攻について 小池淳一

●特集１（夏季説明会講演１）

ヨーロッパのアイヌ関係資料
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─イギリス・フランスの事例から─ 内田順子

●特集２（夏季説明会講演２）

ハワイの移民社会を見直す

─ステレオタイプの克服を目指して─ 原山浩介

●【大学院の魅力を語る】

歴博，朝顔，園芸文化

 平野恵

講演者・執筆者の紹介

総合研究大学院大学日本歴史研究専攻について

総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究

専攻　平成26年度授業科目

学位取得者一覧

内田順子・原山浩介・平野恵　編

総研大日本歴史研究専攻・国立歴史民俗博物館

（2015.3）




