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［概　要］

　2015（平成27）年度科学研究費助成事業の新規採択件数は５件で，継続を含めた採択件数では26件，総額
49,619,000円であった（採択課題一覧参照）。このほかに委託研究が１件あった。
　運営費交付金が削減されてゆく中，外部資金の導入により研究を活性化させることは歴博が取り組むべき最優先
課題の一つである。とくに競争的研究資金である科学研究費の重要性はますます高まっているといえよう。歴博で
は科学研究費の獲得に向けて，2015年度より全館的な取り組みを一層強化することにし，いくつかの新たな取り組
みをおこなった。
　第一に，９月11日（金）に，東京大学史料編纂所の保谷徹教授を講師にお招きし，科学研究費助成事業採択に向
けての勉強会を実施した。実践例をふまえた申請書の書き方についてご講演いただき，意見交換をおこなった。ま
た９月14日（月）には日本学術振興会研究助成第一課課長代理の中川原秀樹氏を講師にお招きし，科学研究費助成
事業説明会を実施した。これらを通じて，科学研究費申請への意識を高め，申請書作成に関する具体的なノウハウ
を共有することができた。
　第二に，「科研費アドバイザー制度」を試行した。次年度に科研費申請をおこなう必要のない教員（すなわち，
科研費が採択されている教員）６名に，新規申請の書類の添削やアドバイスを依頼し，科研費申請書の質を高める
取り組みをおこなった。
　第三に，過去に採択された申請書を支障のない範囲で配布し，新規申請書を作成する際の参考として役立てても
らうようにした。
　この結果，2015年度の科研費の申請件数は29件（文科省の新学術領域を含む）となり，前年度の18件から大幅に
増加した。今後も引き続き，同様の取り組みをおこなっていく必要がある。

共同研究担当　三上　喜孝・福岡万里子

［採択課題一覧］

種　目 研　究　課　題 研究代表者

新
　
　
規

基盤研究（C） 旧石器・縄文時代の人類活動と古環境との時間的対応関係に関する研究 研究部
工藤　雄一郎

挑戦的萌芽研究 伝統的知識の利用と研究倫理に関する博物館資料論的研究 研究部
内田　順子

挑戦的萌芽研究 無縁化する社会の葬送墓制と公的支援に関する基礎的研究 研究部
山田　慎也

若手研究（Ｂ） 幕末維新期日本をめぐる国際関係史の再構築に向けて─東アジア比較・
世界史の視点から─

研究部
福岡　万里子

若手研究（Ｂ） 近世・近代移行期に関わる大名家臣（士族）家文書の基礎的調査と研究 研究部
藤方　博之

継
　
　
続

基盤研究（Ｂ） 日本古代における官衙機構の成立と展開 研究部
林部　均

基盤研究（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 研究部
坂本　稔

基盤研究（Ｂ） 東西貿易と東洋趣味コレクション─17～19世紀の日本美術コレクション
が担った役割

研究部
日高　薫

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

研究部
山田　康弘

基盤研究（Ｂ） 武装具の集積現象と古墳時代中期社会の特質 研究部
上野　祥史

基盤研究（Ｂ） 高度経済成長と生活革命についての民俗誌的追跡研究 研究部
関沢　まゆみ

基盤研究（Ｂ） 琉球帝国と東アジア海域の動態研究─集落・流通・技術─ 研究部
村木　二郎

２ 外部資金による研究
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継
　
　
続

基盤研究（Ｃ） 軍都としての帝都東京─明治・大正期を中心に─ 研究部
荒川　章二

基盤研究（Ｃ） 近世遊郭の構造とその社会的基盤 研究部
横山　百合子

基盤研究（Ｃ） 東アジア古代・中世における境界意識と仏教信仰の研究 研究部
三上　喜孝

挑戦的萌芽研究 歴史にみる自然資源利用の「身の丈に合った技術と知恵」 研究部
西谷　大

挑戦的萌芽研究 保護地域の規制やプランディングが地域社会に及ぼす影響 研究部
柴崎　茂光

挑戦的萌芽研究 被災地域のネットワーク化と持続的な文化的支援の可能性 研究部
川村　清志

若手研究（Ｂ） 北日本縄文時代の植物食文化に関する分析学的研究 研究部
渋谷　綾子

若手研究（Ｂ） 安山岩採掘に関する歴史・民俗学的研究 研究部
松田　睦彦

若手研究（Ｂ） 奈良時代知識TopicMaps辞書構築による正倉院文書研究方法論の記述の
試み

研究部
後藤　真

若手研究（Ｂ） 中世～近世初期の対馬宗氏領国に関する基礎的研究 研究部
荒木　和憲

若手研究（Ｂ） 日本産資料の高精度暦年較正に向けた北太平洋３地域産現生木の放射性
炭素濃度測定

研究部
箱崎　真隆

特別研究員奨励費 近世後期の大名家臣団における「家」結合の具体相とその変容 研究部
藤方　博之

特別研究員奨励費 日本アニメーション産業確立期に関する基礎的資料の調査と研究 研究部
木村　智哉

特別研究員奨励費 自然と天文の変異からみた日本古代王権の研究─祈雨儀礼と災害認識を中
心に─

研究部
山口　えり

（１）基盤研究（C）
　　「旧石器・縄文時代の人類活動と古環境との時間的対応関係に関する研究」
　　 2015～2018年度
　　（研究代表者　工藤雄一郎）

１．目　的

　考古学における14C年代測定の普及とその高精度化により，旧石器時代から縄文時代の考古遺跡の年代を極めて
明瞭に捉えられるようになった。古環境復元のための資料も同様に精度の高い年代が与えられ，人類史と環境史と
の厳密な時間的対比が可能となりつつある。一方で，高精度化が実現される以前に測定された遺跡・古環境資料も
多い。それらは極めて重要な考古学的遺跡，あるいは古環境資料にも関わらず，現在の研究レベルでは年代学的比
較研究に耐えない。そこで本研究では，旧石器時代から縄文時代における考古遺跡と古環境の双方が調査された既
発掘遺跡出土資料を中心に新たに高精度な14C年代測定を行う。これにより，遺跡と当時の古環境情報とを対応させ，
人類活動の変遷とその背景となる古環境との関係を解明する。

２．今年度の研究計画

　初年度にあたる平成27年度には，再測定可能な既存資料の探索を行うとともに，３～４遺跡，20点程度の新たな
14C年代測定を実施する。
　過去の発掘調査資料の年代測定において問題となるのが，多くの低湿地遺跡で出土した木材化石はすでに廃棄さ
れているか，薬物による保存処理が行われており，その薬剤が年代に影響を与えるため，14C年代の再測定ができ
ないことである。木材の保存処理はPEGや高級アルコールが使用されるが，これらの薬品で保存処理された木材化
石の再測定は不可能だが，ホウ酸硼砂で一時保存された木材については問題なく測定可能であることを，筆者らは
すでに確認している（鈴木ほか2012）。これに対し，多くの種実化石はサンプル瓶にエタノール漬けで保存されて
いる場合が多く，これらの種実化石の再測定が可能である。また筆者らはすでにエタノール溶液で長期間保存され
た試料の14C年代測定に関する比較実験を行い，エタノールは14C年代測定に全く影響を与えないことを実証済みで
ある（工藤ほか2011）。そこで27年度にはまず，過去に遺跡出土試料で大型植物遺体の分析を行い，重要遺跡の植
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物遺体の保存状況を徹底的に調査する。また，平成28年度以降の測定対象となる資料の調査を併せて行う。

３．今年度の研究経過

　今年度は，福井県鳥浜貝塚および埼玉県南鴻沼遺跡の資料調査を中心に分析を行った。福井県鳥浜貝塚では縄文
時代前半期の植物利用を明らかにするための研究も同時に行われているが，今年度資料として扱ったのは，縄文時
代前期の羽島下層Ⅱ式に関連する堆積物である。羽島下層Ⅱ式は鳥浜貝塚の縄文時代前期の人の活動の最初期に位
置づけられるが，その明確な暦年代が不明瞭であったこと，また羽島下層Ⅱ式に先行する可能性がある押引刺突文
土器についてはその位置づけが不明瞭であった。そこで，これらの資料が含まれる1980年の80R調査区の資料から，
土器付着炭化物と乾燥保存していたオニグルミの試料を採取し，年代測定を実施することにした。
　一方，南鴻沼遺跡では最近の発掘で低湿地から縄文時代中期から後期の豊富な資料が出土しているが，1982年に
報告された採集資料には縄文時代前期の興津式土器およびマガキなどの貝類が含まれていた。これについて，南鴻
沼遺跡における縄文時代前期の人の活動を明らかにすることを目的として，興津式土器付着炭化物とマガキについ
て放射性炭素年代測定を実施した。

４．今年度の研究成果

　鳥浜貝塚では，80R２区出土のオニグルミおよび土器付着炭化物の合計14点について放射性炭素年代測定を実施
した。オニグルミの試料については層序と年代がよく一致したが，土器付着炭化物についてはばらつきもみられた。
来年度，土器付着炭化物の炭素・窒素安定同位体比分析を実施し，これについて検証を進める予定である。
　南鴻沼遺跡では，興津式の土器付着炭化物１点とマガキ１点の測定を行い，いずれも縄文時代前期に相当する年
代を得た。特にマガキが縄文時代前期に位置づけられたことは重要であり，来年度はその厳密な年代的位置づけに
ついて検討を行う予定である。

５．研究組織

　工藤雄一郎（研究代表者）

（２）挑戦的萌芽研究
　　「伝統的知識の利用と研究倫理に関する博物館資料論的研究」
　　 2015～2016年度
　　（研究代表者　内田順子）

１．目　的

　本研究では，民俗文化を対象としておこなわれる調査研究および研究成果の公開の諸過程において，いかなる根
拠と手続きで伝統的知識およびフォークロアを保護すべきか，国際的な議論の動向，日本国内の事例にもとづき検
討する。そして，伝統的知識の実践者の人権と，研究者の表現の自由の権利の双方に配慮した調査・研究成果の公
開のモデルを，民俗文化に関連する資料を所蔵する博物館の事例に準拠して構築する。

２．今年度の研究計画

①伝統的知識をめぐる国際会議における議論の整理
　世界知的所有権機構における伝統的知識及びフォークロアの保護に係る規定案策定についての議論をおもに文献
によって収集する。
②博物館における伝統的知識の公開をめぐる実務の調査・整理
　オーストラリアの先住民に関する博物館資料について，国立オーストラリア博物館との協力によって展示を開催
する大英博物館において調査を実施する。

３．今年度の研究経過

　世界知的所有権機構の議論を受けて行われている文化審議会著作権分科会国際小委員会における伝統的知識に関
する議論について，文化庁および公益社団法人著作権情報センターがweb上で公開している審議内容から情報を収
集した。
　また，国立オーストラリア博物館で開催されたオーストラリア先住民関係の大英博物館所蔵資料の里帰り展示
「Encounters」を中心に，展示の巡見とともに，展示を担当した研究者へのインタビューをおこなった。
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４．今年度の研究成果

　オーストラリアでの調査に先立ち，オーストラリア国内の博物館とアボリジニおよびトレス海峡諸島民の文化遺
産に関する指針を確認したほか，オーストラリア先住民関係の大英博物館所蔵資料の里帰り展示「Encounters」（国
立オーストラリア博物館にて開催）における，博物館スタッフと先住民コミュニティーとの協業について，展示の
担当者へのインタビューから具体的な話を聞くことができた。オーストラリアでの展示に先立って大英博物館で行
われた展示では，各展示資料の故郷の地域の人びととの協業による展示，ということはあえて行わず，オーストラ
リアにおける展示の際に，先住民コミュニティーとの協業の成果が示された。各先住民のコミュニティーを，博物
館の複数のスタッフが複数回にわたって訪ねるなどして相互理解を築き，その上で，過去と現在をつなぐメディア
としての役割を資料が果たしていることが展示で示されていた。調査やインタビューに用いられた膨大な映像も，
テキスト化による整理がすすめられ，展示にも活かされていたほか，展示終了後には，膨大な映像がweb上にアッ
プされる予定だという。調査・研究とその成果の公開のプロセを，調査される側が理解し，了承していなければで
きないことであり，博物館展示の実務処理の観点からも，学ぶべきところが多いにある展示であった。

５．研究組織

内田　順子（研究代表者）

（３）挑戦的萌芽研究
　　「無縁化する社会の葬送墓制と公的支援に関する基礎的研究
　　　2015～2018年度
　　（研究代表者　山田慎也）

１．目　的

　本研究では，個人化が進む現代社会において，葬送の担い手となる近親者をもたない人々が死を迎えた際，行政
を始め関連機関がどのように対処し，また埋葬しているかについて地域の実態を把握するとともに，行政による葬
儀の公的支援の状況を把握し，現代社会における死の社会的位置づけを分析することを目的とする。この成果によっ
て全国の実態を把握する調査手法を見いだすとともに，さらにこのような死への具体的対処の指針を示し，人々が
尊厳を持って葬送され，安心して老後を送るための福祉政策への基本となる資料をも創出するものである。

２．今年度の研究計画

①近親者のいない人の公的対応とその支援の実態の傾向の調査について調査項目の検討を行う。そこでは，政令指
定都市等における「墓地，埋葬等に関する法律」第13条に基づく死亡者数，担当部署，警察等との連関，対応の具
体的内容（火葬の方式，葬祭業者の関与の方式），慰霊祭の有無や墳墓の形式などに留意する。
②行政の提供する葬儀サービスの調査，実際の葬儀サービスの制度設立の理念，展開，実際の活動について聞き取
り調査と参与観察を行う。可能な範囲において葬儀の参与観察を行うことで，喪家への行政職員による具体的な支
援状況の把握が可能となる。
③困窮者等の葬送についての法制や行政の歴史の調査を行う。法律および関連の規則，政令などの制定の背景や施
行の状況について関連資料の収集分析を行うとともに，戦前期の困窮者に葬送や埋葬を目的とした社会福祉法人助
葬会についての文献を収集する。

３．今年度の研究経過

　近親者をもたない人の公的対応の傾向を把握するため，今年度は官報における行旅死亡人の広報をデータ化した。
火葬の方式や対応した部署，遺骨の安置場所等，各地方公共団体によって扱いが異なるため，その広がりを把握し，
調査項目の検討の前提とする。
　さらに行政の提供する葬儀サービスとして，長野県松本市の市営葬祭センターの調査を行った。松本市では1926
年から松本市営葬祭センターが設立されその利用が浸透しており，現在，指定管理者制度に移行してもサービスを
提供しているが，近年その利用は減少している。
　また困窮者等の葬送について，東京で貧困者の葬送を行っていた社会福祉法人の助葬会の調査に着手し，また資
料も収集した。
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４．今年度の研究成果

　官報における行旅死亡人の広報のデータ化により，市町村によって対応がかなり異なることが判明した。行政が
自ら納骨場所を持っている地域や，寺院等に依頼する地域，また担当課も多様である。火葬に関しては東京などの
民営の火葬場では自社努力によって，火葬費用の減額が行われていることはわかった。これは民生といわれる生活
保護受給者の葬儀でも同様であった。こうした多様性をふまえ来年度の項目を整理した。
　また松本市の葬祭センターでは，かつては市民のほとんどが利用していたことが明らかになった。特に市職員が
納棺等のサービスまで行っていた点は特筆に値する。しかし全国で斎場の利用が進むなかで，次第に斎場利用を目
的として葬祭センターの利用が行われなくなっていった。また葬祭センターのサービスは，葬儀を積極的に対応し
ている神宮寺においては，困窮者のために利用しており，今後のあり方を考える時期に来ている。
　困窮者等の葬送について，東京で貧困者の葬送を行っていた社会福祉法人の助葬会では，大正期設立当初から困
窮者のための納骨堂の設置を計画しており，皇室からの下賜金により納骨堂を設置した。それが現在の納骨堂の基
礎となっており，葬儀と埋葬の一体的対応がなされてきたことが判明した。

５．研究組織

山田慎也（本館研究部・准教授）　　　小谷みどり（身延山大学仏教学部・客員教授）

（４）若手研究（B）
「幕末維新期日本をめぐる国際関係史の再構築に向けて─東アジア比
較・世界史の視点から─」

　　 2015～2018年度
　　（研究代表者　福岡万里子）

１．目　的

・明治維新期日本の外交史を，多言語史料に基づき，多極的な国際関係の中で展開した日本外交の軌跡を考察する
という原点に立ち帰って再構築する。その際，幕末日本の政体の対外政策を同時代の近隣東アジア諸国の事例と比
較対照する視点，及び幕末日本をめぐる国際関係史を世界史的文脈の中に埋め込んで考察し直す視点を取り入れる。
・具体的な分析対象としては，プロイセン東アジア遠征団の日本・中国・シャムとの条約交渉，幕末日本の外交政
策論，及びアメリカ初代駐日代表ハリスの対日外交などを取り上げる。
・方法的には日独米蘭等の外交関係史料を用いるマルチ・アーカイヴァル・アプローチをとる。

２．今年度の研究計画

①プロイセン東アジア遠征団が日本との条約締結後に行った清朝中国及びチャクリー朝シャムとの条約交渉（1861
－62）に関する最重要の史料（特命全権公使の報告書翰類）は，手書き未公刊史料の形でドイツの文書館に所蔵さ
れている。このうち中独条約交渉の史料については既にベルリンのプロイセン枢密文書館で所在を特定し，複写史
料を収集済みであるが，シャム独条約交渉の史料についてはいまだ所蔵文書館を特定できていない。これを含め，
関係史料をドイツの文書館や図書館などで探訪収集する。また本年度，中独条約交渉史料の解読調査を行う。
②プロイセン東アジア遠征団が訪中した時期はアロー戦争期に当たり，この時期の中国外交史及び列強の東アジア
政策については関係文献が少なくない。それらの調査を併せて進める。
③『幕末外国関係文書』や「外務省引継書類」などの幕末外交史料から，ペリー来航前後から維新期にかけての主
要な幕府外務官僚ら（筒井正憲・川路聖謨・岩瀬忠震・水野忠徳・小栗忠順ほか）の対外政策論を取り上げて検討
し，時期的な変遷や各論者の議論の特徴を考察する。西洋諸国への対応をめぐる議論の他，朝鮮や中国との関係を
めぐる議論にも注意を払いたい。

３．今年度の研究経過

　今年度は歴博にて企画展示「日本とドイツを結ぶもの─日独修好150年の歴史」が夏期に実施され，その準備及
び関連行事（講演・シンポジウム含め）の業務が多忙を極め，本研究に割きうるエフォート率は遺憾ながら通年平
均で実質15～20%ほどとなった。そのため，上記計画①に予定した渡独調査は次年度に見送る一方，本年度は上記
計画①・②に関し，中独条約交渉史料の解読調査を開始しつつ，近世近代転換期の中国外交史に関する文献調査を
進めるとともに，以下（１）（２）の執筆を行った。また上記計画③に関連して（３）の執筆を行った。
　　 （１）岡本隆司・箱田恵子・青山治世編『出使日記の時代─清末の中国と外交』（名古屋大学出版会，2014年）
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に関する書評原稿の執筆
　　 （２）論文「近世近代転換期の日中外交比較へ向けて─プロイセン東アジア遠征団の対日・対中条約交渉（一

八六〇～六一）から」の執筆
　　（３）後藤敦史著『開国期徳川幕府の政治と外交』の書評の執筆
　（１）の書籍は，近代中国外交史研究を牽引する三人の著者が，清末中国から欧米諸国に派遣された駐外公使ら
の日記（出使日記）を共同研究した成果である。これに対する書評の執筆の依頼を受け，筆者は副題を「近代日本
における「出使日記」現象の不在に関して」とする論考をまとめた（2016年，『洛北史学』に掲載─下記参照─）。
内容的には，当該書籍の簡潔な紹介・意義付けをした上で，幕末外交史・日本近代史研究の観点から，近世近代転
換期の日中の対外姿勢を比較しつつ，「出使日記」的なテクストの日中における現れ方の違いを考察したものである。
　（２）は，プロイセン東アジア遠征に際する日独・中独条約交渉について，筆者自身のこれまでの実証研究の成
果及びその後調査した刊行史料・文献に基づき，それぞれの概要をまとめた上で，両者を比較する際に重要になる
と思われる論点を洗い出した論考である。塩出浩之編『東アジア近代における「公論」と「交際」』（三谷博教授退
任記念論集─下記参照─）に収録予定。
　（３）の書籍は，弘化二（1845）年～安政五（1858）年に徳川政権が対外問題の諮問機関として設置していた海
防掛の対外政策論に焦点を当てた研究であり，同書についての書評を執筆した（2016年，『歴史学研究』に掲載予
定─下記参照─）。
　なお本年度，本研究と密接に関わる歴博基盤研究「近世近代転換期東アジア国際関係史の再検討─日本・中国・
シャムの相互比較から」（研究代表者：福岡）を申請し，次年度からの採択が決定した。タイ史，清代中国史，日
本対外関係史，東アジア民俗学の研究者計８名による共同研究である。次年度より三年間，本研究と連携して進め
る予定である。

４．今年度の研究成果

・ 福岡万里子「『出使日記の時代─清末の中国と外交』書評─近代日本における「出使日記」現象の不在に関して」
（『洛北史学』第18号（2016年６月）pp.120－127）

・ 福岡万里子「近世近代転換期の日中外交比較の試み─プロイセン東アジア遠征団の対日・対中条約交渉（一八六
〇～六一）から」（塩出浩之編『東アジア近代における「公論」と「交際」』東京大学出版会，2016年刊行予定）

・福岡万里子「書評　後藤敦史『開国期徳川幕府の政治と外交』」（『歴史学研究』掲載予定）

５．研究組織

◎福岡万里子　本館研究部・准教授

（５）若手研究（Ｂ）
「近世・近代移行期に関わる大名家臣（士族）家文書の基礎的調査と研究」

　　 2015～2017年度
　　（研究代表者　藤方博之）

１．目　的

　本研究の目的は，佐倉藩堀田氏家臣の４家を対象とし，史料整理を行ったうえで，（１）生活の実態，（２）「家」
観念，（３）周辺地域との関係といった切り口から，各家が近世・近代移行期をどのように経験したかを分析し，
当該期の「家」の実像を追究することである。
　近世から近代にかけて，「家」はいかなる変容を遂げたのか。従来，近代「家」制度は，近世武士の「家」を範
型に再編したもの，という指摘がある。この適否を検討するためには，従来から研究蓄積のある制度史のみではな
く，個別の「家」に焦点を当て，各家の史料から実証的に近世・近代移行期における実像を究明することが必要で
ある。限られた事例からではあるが，本研究を通じて，「家」の変容を明らかにするための素材と論点を提起する
ことを目指す。

２．今年度の研究計画

　今年度は，史料整理作業に集中し，研究協力者や大学院生の参加を得つつ，調査対象史料の目録作成に注力する
計画であった。
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Ⅰ－２　外部資金による研究

３．今年度の研究経過

　分析対象とする佐倉藩士４家のうち比較的数量の少ない３家については整理作業を終え，目録を完成させること
ができた。
　また，もう１家の熊谷家については，2014年度までに整理作業・目録作成を終えていた。今年度は，熊谷家文書
目録の刊行に向けた作業として，目録の精度を上げるための原本校合作業を繰り返し実施した。
　以上の作業とともに，補足的な調査として，佐倉藩飛地領であった，旧・出羽国村山郡内にて伝存している名主
家文書（遠藤家文書）の目録作成・史料撮影を行った。筆者を中心として2015年度中に３回にわたって整理作業を
実施した。作業にあたっては，東北芸術工科大学大学院生・卒業生らの協力を得た。

４．今年度の研究成果

　今年度の中心的課題であった，近世近代移行期における武士（士族）の「家」内部の実態解明については，昨年
度の段階で，注目すべき史料の分析を計画に沿って進めていた。今年度は，原本校合によって作成した目録の精度
を上げ，史料翻刻・解説をも含めて一書とし，『佐倉市飯野町　熊谷家文書目録・調査報告』として刊行すること
ができた。同書中の解説では，明治期の熊谷家における生活の実態について論じた。

５．研究組織

　藤方　博之　本館・外来研究員

（６）基盤研究（Ｂ）
　　「日本古代における官衙機構の成立と展開」
　　 2012～2015年度
　　（研究代表者　林部　均）

１．目　的

　七世紀後半に成立した古代国家は列島社会を支配するため，中央と地方に統治機構を整備した。中央には藤原宮
や平城宮・長岡宮・平安宮などの王宮，地方には国府，郡家などの地方官衙を置いて列島社会を支配した。いっぽ
う，王宮や地方官衙は，儀式や政務をおこなう中枢だけで機能していたわけではない。その周囲には，その機能を
支えた様々な実務的な官衙が配置されていた。また，それらの周辺では，手工業生産にかかわる遺跡の存在なども
明らかとなっている。
　本研究では，これまでの王宮や地方官衙の中枢を中心とした研究ではなく，とくに，その中枢の周囲に配置され
た実務的な官衙や手工業生産にかかわる遺跡に焦点をあて，具体的に発掘調査の成果を集積し，分析することによ
り，それが，いかに成立し，展開していくのかを検討する。また，王宮や地方官衙から出土する木簡や墨書土器と
いった出土文字史料の分析，文献史料の再検討をおこない，実務的な官衙が，実際にどのように機能していたのか
を分析する。そして，考古学からの遺跡の検討と文献史学からの検討を総合することにより，古代国家の実際的な
機能の形成，展開過程を明らかにする。すなわち「本質としての律令制の導入」の実態を具体的，かつ総合的に明
らかにすることを目的とする。

２．今年度の研究計画

　今年度は，研究の最終年度であるので，基本的には収集したデータ類の整理，研究成果のとりまとめ，あらたな
問題を抽出する作業を実施する。
　王宮の調査では，飛鳥宮・藤原宮・平城宮を中心として，王宮変遷の中で，どのように実務を担う官衙が整備さ
れていったのかを整理する。地方官衙では，大宰府，多賀城，秋田城などを中心に，政庁の成立・展開過程にあわ
せて，周辺の官衙がどのように整備されていくのかを検討する。その他の国府，郡家などについても，その成立と
展開，そして実務官衙の成立について分析する。今年度は，とくに福岡県久留米市筑後国府跡，福岡県行橋市福原
長者原遺跡，宮崎県西都市日向国府跡，愛媛県松山市久米官衙遺跡群，群馬県前橋市上野国府跡，群馬県伊勢崎市
三軒屋遺跡，群馬県太田市天良七堂遺跡，埼玉県深谷市幡羅遺跡，熊野・中宿遺跡などに，とくに焦点をあて，官
衙の整備について検討を加える。また，これまでの調査で飛鳥・奈良時代の畿内産土師器には，役所の成立・展開
過程が強く反映されることがわかったので，そのような視点から，九州での出土状況について検討する。
　日本での王宮での官衙機構の成立・展開と比較するため，新羅王宮の調査をおこなう。
　なお，この共同研究は，本館の準備研究「北と南からみた古代の列島社会」と合同で運営をおこない，より成果
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があがるように配慮した。

３．今年度の研究経過

　今年度は研究会を１回開催したほか，古代宮都・地方官衙についての補足調査を実施した。
　研究会は，古代における生産と流通を考えるため，2015年12月18日～20日にかけて鹿児島県奄美市奄美博物館に
おいて実施した。高梨修氏から解説をうけつつ奄美市小湊フワガネク遺跡のヤコウガイ製品や未成品について資料
調査した。また，奄美市歴史民俗資料館では，同じくヤコウガイ集積遺跡である土盛マツノト遺跡を見学し，赤木
名城跡の踏査をおこなった。
　王宮の調査では，2015年７月15日に平城宮において，王宮中枢の周辺に配置された官衙の調査をおこなった。ま
た，９月16日には，飛鳥宮の内郭西北で検出された建物について検討した。さらに10月11日には，三重県明和町に
位置する斎宮跡を調査した。
　新羅王宮の調査では，2015年６月10日～13日，11月２日～７日に王宮である月城を中心として，月城垓子や東宮
月池など，王宮周辺の整備過程を調査した。また，月城，新羅王京関連資料の収集をおこなった。
　地方官衙では，2015年６月25日・８月６日・９月20日に大宰府政庁跡周辺官衙不丁地区から出土した漆付着土器
の調査をおこない，政庁周辺の実務官衙の実態を検討した。また，11月26日には大宰府の背後に位置する四王寺山
を信仰という観点から大宰府とのかかわりを考えた。2016年２月18日には大宰府政庁の東に位置する蔵司地区で見
つかっている大型建物とその下層で検出されている建物を調査し，その成立年代と性格について検討した。2015年
６月26日・10月８日・2016年２月19日には筑前国糟屋郡の郡家と推定される福岡県粕屋町阿恵遺跡で検出されてい
る政庁と倉庫群について踏査した。2015年７月９日・11月30日・2016年２月14日・２月20日には上野国佐位郡家と
推定されている群馬県伊勢崎市三軒屋遺跡を調査した。三軒屋遺跡は，正倉のみが検出されていて政庁は不明であ
る。しかし，そういったなかで，正倉がどのように整備されていくのかを検討した。2015年７月23日には福岡県行
橋市福原長者原遺跡の遺構・遺物調査をおこなった。大宰府が成立する以前の大規模な官衙遺跡であり，その成立
年代や遺跡の性格，他の官衙遺跡との比較検討をおこなった。2015年11月18日～20日には城柵官衙遺跡である岩手
県盛岡市志波城跡・矢巾町徳丹城跡の調査，ならびに栃木県那珂川町那須官衙遺跡群，ならびに那須国造碑の調査
をおこなった。2016年１月22日～23日は宮崎県西都市日向国府跡を調査するとともに，鹿児島県大隅市等で古代国
家の南辺地域の支配の状況を調査した。日向国府跡はきわめて特異な変遷をする官衙遺跡なので，それを整理しつ
つ，その変遷を検討した。2016年２月13日～14日で，岩手県奥州市の胆沢城跡の政庁とその周辺の官衙の変遷の状
況を調べた。2016年２月15日は上野国多胡郡家，ならびに，その建郡碑である多胡碑を調査した。2016年３月11日
～13日は宮崎県都城市の大島畠田遺跡，鹿児島県指宿市橋牟礼川遺跡の調査をおこない，大島畠田遺跡では，古代
末期における地域支配の実態について検討した。

４．今年度の研究成果

　昨年度に引き続き，王宮や地方官衙について，中枢部だけではなく，周辺の官衙や手工業生産にかかわる遺跡に
ついての調査を継続した。とくに王宮や地方官衙の中枢を中心として，周辺の官衙も含めて官衙遺跡群としてとら
えるよう注意した。
　今年度は，大宰府政庁跡周辺官衙不丁地区から出土した漆付着土器を分析し，漆を扱う実務を担う官衙の実態に
ついて検討した。そして，これまで，漆の生産地からの運搬容器と考えられることが多かった須恵器壺や平瓶など
が，『延喜式』などの文献史料と合わせて検討することにより，大宰府の中での役所ごとで小分けにしたときの容
器であることを明らかにした。ただ，そうした場合，生産地から大宰府にどのようなかたちで持ち込まれたのかと
いう課題が新たに生まれた。おそらく，この大宰府での漆付着土器の使用実態は，王宮・王都などにおいても普遍
化できる可能性があると考えてよい。。
　福原長者原遺跡では，その政庁の周辺に存在する空閑地の存在に着目して，藤原宮をモデルしていることを証明
した。また，同じ空閑地は，宮城県仙台市郡山遺跡においても認められることから，７世紀末から８世紀はじめに
列島の北と南において，地域支配のための大規模な官衙が出現することを明らかにし，このことに，古代国家の地
域支配，官衙機構の成立過程を反映していると考えた。また，その造営尺を詳細に検討して，大宝令後で和銅６年
（713）までの造営であることを検証し，大宰府政庁Ⅱ期成立以前に，大宰府に匹敵するか，あるいは凌駕するよ
うな大規模な官衙遺跡が豊前地域に存在したことを明らかにした。これは，これまでの大宰府中心史観ともいえる
古代史に再検討をせまる成果である。
　宮崎県西都市日向国府跡，福岡県粕屋町阿恵遺跡群，群馬県前橋市上野国府跡，群馬県伊勢崎市三軒屋遺跡，な
どにおいて，遺構・遺物の検討をおこなった。国府や郡家は，きわめて多様であり，それぞれの地域の長い歴史の
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中に位置づけてはじめて理解できることを確認した。とくに，これまでは，考古学は，その方法論的な特徴から，
建物配置などをパターン化して，それぞれの性格を考えるということが多かったが，ある程度までは，この方法が
有効であるが，官衙遺跡の建物配置や規模，その変遷はきわめて多様であり，その限界は明らかである。そして，
その多様なところにこそ，古代国家のもつ実態としての地域支配が反映されていて，それを読み取る必要があるこ
とを痛感した。
　また，今年度も昨年度に続き，南部九州での地域支配の実態を考えるため，日向・薩摩・大隅地域の調査をおこ
なった。また，奄美市の小湊フワガネク遺跡を調査して，ヤコウガイ大量出土遺跡の年代，性格について検討した。
このような「南島」と呼ばれている地域での動向が，どのように列島社会に影響するのかという新しい課題が見つ
かった。
　飛鳥・奈良時代の畿内産土師器の調査は，九州を中心として，いつ頃から搬入がはじまり，いつピークをむかえ
るのかを具体的に検討した。７世紀中ごろをピークに壱岐・対馬を中心とした畿内産土師器の搬入が，７世紀後半
から末に，大宰府や博多遺跡群といった九州北部地域へと変化することを明らかにした。このことには，古代国家
が，どの地域を重視して地域支配をおこなおうと意図していたかが反映されていると思われる。また，大宰府が成
立してくる過程も畿内産土師器の搬入の様相と対応している。ただ，大宰府，博多遺跡群への搬入が増加するとは
いえ，九州の他の地域でも７世紀後半以降も，畿内産土師器は出土している。西海道諸国（九州）はたてまえとし
ては，大宰府を通した支配のはずであるが，この様相は，そういったことに再検討をせまるものである。いずれに
しても，畿内産土師器の分布には，古代国家による地域支配の実態が反映されていていることを明らかにした。

５．研究組織

　今泉　隆雄　東北歴史博物館館長（平成25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
　坂井　秀弥　奈良大学文学部　　　　　　　　　　高橋　一樹　武蔵大学人文学部
　高田　貫太　本館研究部・准教授　　　　　　　　仁藤　敦史　本館研究部・教授
◎林部　　均　本館研究部・教授

（７）基盤研究（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」
　　　2014～2016年度
　　　（研究代表者　坂本　稔）

１．目　的

　日本列島を含む東アジア地域における，過去千年間の較正曲線の整備を目的とする。日本産樹木において確認さ
れている，国際標準曲線IntCalからの乖離が東アジア地域内でどれほど再現されるかを検証し，東アジア版較正曲
線の整備に導く。

２．今年度の研究計画

　平等院鳳凰堂の建築遺構材を入手し，総合的な調査の一環として中世の樹木年輪の炭素14年代の測定を行う。あ
わせて，比較対象として古建築部材の測定を蓄積し，炭素14-ウィグルマッチ法の結果が日本産樹木年輪の示す挙
動と合致するかを検討する。可能な限り，過去千年間の較正曲線の提案に近づく。

３．今年度の研究経過

　前年度炭素14年代を測定した兵庫県姫路市円教寺桔木枕（ケヤキ）と新潟県新発田市白壁兵舎部材（マツ）の，
酸素同位体比法による年輪年代測定を中塚が実施した。その結果，前者の年代はAD1410～1520であったが，後者
は炭素14年代から予想されたAD1700前後ではなくAD1785～1870であることが判明した。
　以上の成果と，前年度結果を得た伊勢神宮倒木スギの測定結果を，セネガルで開催された第22回国際放射性炭素
会議で坂本が報告した。ここでは，IntCalのウィグルから外れる近世日本の文化財建造物部材の炭素14年代が伊勢
神宮スギの挙動と合致し，南半球の大気の影響と考えられてきた当該期の炭素14年代の挙動は日本産樹木年輪に特
徴的かつ共通することを示した。しかしながら，19世紀以降の日本産樹木年輪である白壁兵舎部材の挙動とは必ず
しも合致せず，今後の検討が必要であることも併せて示した。
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　平等院鳳凰堂の建築遺構材のうち，ヒノキ材は奈良文化財研究所の光谷氏によりAD1020～1180との年輪年代を
得たが，コウヤマキ材は年輪年代法が不調だったため，酸素同位体比法による測定を中塚が実施し，AD952～1037
という結果を得た。坂本がそれぞれの炭素14年代測定を実施した結果，前者はほぼIntCalに沿うものであった。と
ころが，後者はIntCalからの乖離が認められる上に重なる時期の前者とも合致せず，再測定を実施している。

４．今年度の研究成果

　10世紀後半から12世紀の日本産樹木年輪の炭素14年代測定を実施した。加えて，代表者・分担者が実施する別の
研究プロジェクト（総合地球環境学研究所：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）により，16世紀から19世紀の日本産樹木年輪の炭素14年代を実施した。
　前者は平安時代後期から鎌倉時代初頭に相当し，特に中世の文化財建造物の年代測定などに有用である。研究経
過に記した通り基本的にはIntCalに沿った結果が得られていて，当時の炭素14年代の較正にIntCalを用いることは
妥当であると考えられる。ただし一部の年輪試料はIntCalから乖離し，測定の不具合や試料汚染といった総合的な
検討が必要な状況にある。
　一方，16世紀から19世紀の測定は評価が難しい。昨年度測定された伊勢神宮倒木スギの炭素14年代に対し，16世
紀台の試料である甲州市棲雲寺部材はIntCalに対し顕著にはずれていないものの，変動パターン自体は伊勢神宮倒
木スギと類似している。また，17世紀後半から18世紀前半の試料である石巻市天雄寺部材は伊勢神宮倒木スギの示
す17世紀後半の挙動とほぼ合致したが，AD1700前後は必ずしも合致しない。さらに，19世紀台の試料であるさい
たま市青葉神社部材は年輪幅の解析から木曽ヒノキと推定されたが，炭素14年代の挙動は伊勢神宮倒木スギとも，
新発田市白壁兵舎部材とも合致しない。19世紀以降は産業革命などの影響で大気中の14C濃度が不均一になってい
る可能性もあるが，同じく測定の不具合や試料汚染といった総合的な検討も必要である。

５．研究期間内の成果

　本研究は過去1000年間に注力し，炭素14年代法で高精度の数値年代を獲得するために必要な較正曲線を，東アジ
ア地域について整備することを目的とした。結果として研究期間内に東アジア産樹木年輪の入手は叶わなかったが，
日本産樹木についてはほぼ当該期を網羅する試料を入手できた。酸素同位体比法による年輪年代測定が実用化され，
樹種を問わず年輪年代が得られるようになったことも研究を加速させた。しかしながら本研究の測定経費は十分で
なく，国立歴史民俗博物館共同研究「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）および総合地球環境学研究所研究プロジェクト「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」（2014～2018年度，研究代表者：中塚武）などと連関させて炭素14年代
測定を実施した。最終的には，13世紀から14世紀を除く時期の樹木年輪の炭素14年代を得ることができた。未測定
の時期も試料は確保済みであり，測定の早急な実現にこぎつけたい。
　日本版較正曲線の作成は，建築史学の立場からの要請が強い。特に年輪年代法が適用できない樹種が多く，年輪
数も十分でない部材が用いられる古民家建築は，炭素14-ウィグルマッチ法による較正年代の絞り込みが必要であ
る。伊勢神宮倒木スギなどで認められた日本産樹木年輪の示す炭素14年代の変動は，これまで蓄積してきた近世建
築部材と合致することも明らかになった。すなわち，近世の日本産樹木年輪の示す炭素14年代の変動は当時の大気
中炭素14濃度を反映したもので，統計的な処理を施された較正曲線はむしろ実際の変動を反映していない可能性が
ある。
　このような日本産樹木年輪に見られる炭素14年代の「微細構造」を明らかにするには，今後同時期の複数の樹木
年輪測定を進めなければならないが，前提として試料の採取および前処理の際の汚染，測定における不具合を回避
する必要がある。酸素同位体比法による年輪年代測定のための処理法として開発されたセルロースの板状抽出は効
率的な方法であるが，汚染の可能性については検証が必要であろう。また測定に際しては，複数の測定機関の間の
クロスチェックが欠かせない。これらの課題を見据えた上で今後の展開を図る必要がある。

６．研究組織

　中塚　武　　総合地球環境学研究所・教授　　　◎坂本　稔　　本館研究部・教授
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（８）基盤研究（Ｂ）
　　「東西貿易と東洋趣味コレクション─17～19世紀の
　　 日本美術コレクションが担った役割」2013～2016年度
　　（研究代表者　日高　薫）

１．目　的

　16世紀に始まる西洋との交流を通じて，17世紀から19世紀にかけてのいわゆる「鎖国」の時代に海を渡った日本
の美術工芸品は，当時の西洋を席捲した「China Mode（独）」，「Le goût chinois（仏）」と呼ばれる東洋趣味の一
環として収集され，受容された。本研究では，当時の日本イメージ形成にも大きく関与した漆器・陶磁器・染織品・
屏風などの交易品の輸出の実態と，中国・日本製品を中心とした東洋趣味のコレクションの形成および受容のあり
さまを，文献資料と伝世する美術資料をもとに検討し，西洋における東洋趣味の文化において日本の美術工芸が担っ
た役割や，収集の担い手になった王侯貴族を中心とする西洋人の意識などを明らかにするものである。

２．今年度の研究計画

　今年度は，ロシア，スペインおよびメキシコに現存する日本漆器・磁器・染織品のコレクションと，シノワズリ
の工芸品について調査をおこない，日本および東洋からの文物の交易と受容の実態について検討することを主たる
目標とした。

３．今年度の研究経過

（１）ロシアにおける調査　2015年８月25日～９月２日
　平成27年度の主要な成果は，ロシア国内に現存する日本製磁器および漆器の調査，またシノワズリ建築・室内装
飾の調査と，それを構成する日本・中国・西洋製などの美術工芸品の調査をおこなったことである。調査方法は，
昨年度同様，磁器班，漆器班を中心におこなった。各機関において，現地研究者との意見交換をおこない，国立民
族学博物館の調査チームとも合流して，情報交換につとめた。
　主な調査先：エルミタージュ美術館，ツァールスコエ・セロー，ペテルゴフ宮殿，オラニエンバウム宮殿，メン
シコフ宮殿，ストロガノフ宮殿，クンストカメラ

（２）スペインにおける調査　2016年２月６日～13日
　スペインにおける日本製漆器およびメキシコ製工芸品の調査をおこない，現地研究者との研究交流および打ち合
わせをおこなった。
　主な調査先：ナバーラ美術館，サラゴサ美術館

（３）メキシコにおける調査　2016年３月８日～３月18日
　メキシコにおける工芸および宮殿・協会の建築装飾等の調査，とりわけ日本の影響を受けたメキシコ螺鈿や屏風，
東洋と西洋の影響を受けた陶磁器等の調査をおこない，現地研究者との研究交流もおこなった。
　主な調査先：メキシコ国立自治大学，国立人類学博物館，チャプルテペック城，フランツ・メイヤー博物館，テ
ンプロ・マヨール博物館，国立宮殿，メトロポリタン大聖堂，民芸品博物館，ソウマヤ博物館，カルメン博物館（以
上メキシコシティ），テルセラ・オルデン教会（以上メキシコシティ郊外クエルナバカ）

（４）肥前磁器の調査　2016年３月７日～12日
　窯跡と出土遺物を中心に，肥前磁器等の遺品調査をおこない，現地の研究者と意見交換をおこなった。
　主な調査先：大分県立歴史博物館（宇佐市），長安寺（豊後高田市），きつき城下町資料館（杵築市），伊万里市
大川内鍋島藩窯跡，有田赤絵町見学，有田町歴史民俗資料館，今右衛門美術館で作品の調査，隆太窯（唐津），伊
都国歴史博物館

（５）国際会議への出席　11月21日～23日
ハイデルベルク大学において開催された国際会議「Japanese Art Histories and their Global Contexts: New 
Directions（日本美術研究の現在─グローバルな視点から）」に参加し，グローバル・アートヒストリーの方法論
による日本美術史研究に関する知見を深めた。また，22日に日高が口頭発表「Lacquerware as a global 
commodity」をおこなった。
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４．今年度の研究成果

　サンクトペテルブルクに伝世する日本製の漆器・磁器・染織品の調査を通じて，日本では知られていないロシア
宮廷における日本工芸の高度な受容例が存在することを確認しえた点が成果となった。
　また，16世紀から17世紀初頭の状況については，スペインおよびメキシコにおける調査により，近年研究が急速
に進展しているスペインの交易ルートによる美術交流に関する最新情報を把握することができた。とくに，海外の
研究者との意見交換・情報交換により，資料の所在情報・伝来等に関する情報のみならず，研究に関する方法論的
な示唆を多く得られたことは大きな成果であった。

５．研究組織

　荒川　正明　学習院大学・文学部　　　　岩崎　均史　たばこと塩の博物館
　岡　　泰正　神戸市立博物館　　　　　　山崎　　剛　金沢美術工芸大学・美術工芸学部
　吉田　雅子　京都市立芸術大学　　　　　坂本　　満　本館・名誉教授
　櫻庭　美咲　本館研究部・機関研究員　　澤田　和人　本館研究部・准教授
◎日高　　薫　本館研究部・教授

（９）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」2013～2015年度
　　（研究代表者　山田康弘）

１．目　的

　考古学者と人類学者が共同して愛知県保美貝塚出土資料の調査を行い，昨年度までに新規に入手した人骨資料を
基にして，その考古学的情報と人類学的情報（形質，DNA，歯冠計測法による血縁関係の推定，同位体による食
性分析および移動の有無など）をつき合わせることによって新たな社会像を提示するとともに，考古学・人類学の
コラボレーション・モデルを構築し，それを今後の研究モデルのスタンダードとして展開させることを目的とする。

２．今年度の研究計画

　昨年度までの発掘調査の出土資料のデータ化をおこなうとともに，考古資料と出土人骨の分析を行い，考古学的
な所見と人類学的な所見を突き合わせ，集団構造・生業形態・居住形態・精神文化の分析を行い，これを検討する。
　以上の作業は研究分担者各自によって進められるが，その進捗状況の確認，成果の共有をはかるため，組織内部
研究会を２～３回程度開催する。さらにはブログを利用してweb上において，調査研究成果を発信するとともに，
調査結果の一部を日本人類学会などの学会において研究発表を行う。

３．今年度の研究成果

　これまでの発掘調査において出土した土器・石器・人骨については，実質的な分析作業へと進んだ。その結果，
盤状集骨葬における最小個体数が，頭蓋では12～13体前後であること，年齢としては３歳くらいの幼児から老年期
段階まで事例が含まれること，男女比はほぼ半々であること，概して体格のがっしりした人物が多く，また加齢に
よる骨病変がほとんど見られないなどの様々な点が判明した。また，保美貝塚出土人骨の年代測定を行ない，その
年代的位置づけを明確にした。さらには，mtDNAの解析，炭素・窒素同位体分析など遺跡資料の分析に関わるデー
タを着実に積み上げている。また，比較対照のためのデータとして周辺遺跡における出土資料の分析も行った。
　これらの成果の一部については，2015年10月９～11日に開催された第69回日本人類学会にて，以下の形で三つの
研究発表を行った。なお記載した発表者は，スペースの都合で当該科研関係者に限定した。
１ 「渥美半島における縄文時代人骨の古代DNA分析」覚張隆史（北里大・医）・太田博樹（北里大・医）・茂原信

生（奈文研）・近藤修（東大・院理）・米田穣（東大・総合博）・増山禎之（田原市）・設楽博己（東大・人文）・
山田康弘（歴博）

２ 「稲荷山貝塚より出土した縄文時代人骨の放射性炭素年代測定」日下宗一郎（ふじのくに地球環境史ミュージア
ム）・米田穣（東大・総合博）・山田康弘（歴博）

３ 「渥美半島，保美縄文貝塚出土の大腿骨にみられた外傷とカットマーク」近藤修（東京大・院理）・水嶋崇一郎（聖
マリアンナ医大）・茂原信生（奈文研）・山田康弘（歴博）

　また，この他にHP（ブログ）において研究の進捗状況を適宜発信している。



79

Ⅰ－２　外部資金による研究

４．研究組織（◎は研究代表者）
　設楽　博己　東京大学大学院　人文社会系研究科・教授
　山本　直人　名古屋大学大学院　文学研究科・教授
　山崎　　健　国立文化財研究機構奈良文化財研究所　埋蔵文化財センター・研究員
　佐々木由香　明治大学　研究知財戦略機構・研究員
　茂原　信生　国立文化財機構奈良文化財研究所　埋蔵文化財センター・客員研究員
　近藤　　修　東京大学大学院理学系研究科　准教授
　谷畑　美帆　明治大学　研究知財戦略機構・研究員
　五十嵐由里子　日本大学　歯学部・講師
　松村　博文　札幌医科大学　医学部・准教授
　太田　博樹　北里大学　医学部・准教授
　米田　　穣　東京大学　総合研究博物館・教授
　水嶋崇一郎　聖マリアンナ医科大学　医学部・助教
　坂本　　稔　本館研究部・教授　　　　　　　　　　　◎山田　康弘　本館研究部・教授

（10）基盤研究（Ｂ）
　　「武装具の集積現象と古墳時代中期社会の特質」2013～2016年度
　　（研究代表者　上野祥史）

１．目　的

　古墳時代は，象徴的な器物の授受を通じて，王権中枢が地域社会との関係を構築した時代である。５世紀の古墳
時代中期には，武器と武具とを組み合わせた武装具が，王権から地域社会（首長）へと配布される象徴的器物であっ
た。本研究では，武装具が古墳に集積する現象に注目し，古墳時代中期社会の特質を描き出すことを目的とする。
奈良県円照寺墓山１号墳出土資料を事例として取り上げ，武装具が集積することの意味を「王権」「地域」「東アジ
ア」という３つの視座から検討する。

２．今年度の研究計画

　円照寺墓山１号墳出土資料について，実測図の作成を中心とした作業を進める。資料を所蔵する東京国立博物館
にて，１回４日程度の検討会を年度に４回開催し高精度の実測図の作成に専心する。対象資料は数量が膨大であり，
かつ特殊な資料を多分に含んでいるため，研究分担者と連携研究者に専門的見識をもつ研究協力者を加えて取り組
むことにする。なお，円照寺墓山１号墳出土資料に即した東京国立博物館での研究活動の他に，各自が分担する研
究課題への取り組みや分担資料の整理を進める上で必要になる，関連資料の調査を独自に進めることにする。一方，
対象資料に対する理化学的分析を併行して進めるとともに，古墳時代中期の暦年代体系の構築や技術系譜の検討を
見据えて，同時期の関連資料に対しても，精力的に理化学的分析を進め，情報を蓄積してゆくことにする。
　そして，東京国立博物館で開催する検討会では，それぞれが分担する研究課題に対して論点を整理し，それを共
有することで，「武装具の集積現象」の検討に向けた準備を進めることにしたい。

３．今年度の研究経過

　本年度も，７度にわたる調査検討会を通して，円照寺墓山１号墳出土資料の基礎情報を整理した。調査検討会で
は，整理された基礎資料情報に基づいて，武装具の集積現象を検討する視点での研究報告をおこない，昨年に継続
して計４本の研究発表と討議をおこなった。報告題は以下のとおりである。
　　松崎　友理　「篠状鉄札と小型鉄札についての報告」
　　坂本　　稔　「神領10号墳出土土器付着炭化物の炭素14年代測定」
　　金　宇　大　「折り曲げ鉄器に関する研究現況と分析の予察」
　　清水　和明　「円照寺墓山１号墳の出土小札の特徴」
　　西嶋　剛広　「帯金鋲留式短甲製作の変遷─横矧板鋲留短甲の検討─」
　　坂本　　稔　「山ノ花遺跡出土土器付着炭化物の炭素14年代測定と安定同位体分析」
　円照寺墓山１号墳出土資料の整理から得た知見を共有し，またそれを起点とした武装具の様式論，製作論，保有
論，表象論，そして奈良盆地東部勢力の歴史的評価について検討を進め，議論を蓄積した。また，古墳時代中期の
暦年代体系の構築や技術系譜の検討を見据えて，理化学分析情報の蓄積を図り，炭素14年代測定情報に基づいた報
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告を重ねた。
　そして，３月に国立轢死民俗博物館で開催した国際シンポジウム「古代日韓交渉の実態」では，５世紀の倭系武
装具をめぐる日韓交渉をテーマとした第１セッションを当研究プロジェクトが担当した。以下の内容で報告を構成
し，研究成果の情報発信の一つとした。
　　歴博国際シンポジウム「古代日韓交渉の実態」
　　　第１セッション「朝鮮半島の倭系武装具からみた日韓相互交渉」
　　　橋本　達也　（鹿児島大学）「古墳時代中期の武装具体系とその意義」
　　　鈴木　一有　（浜松市文化財課）「朝鮮半島出土倭系武装具の全容」
　　　阪口　英毅　（京都大学）「コメント：論点の提示」
　　　金　赫　中　（国立慶州博物館）「韓半島三国時代社会の視点で評価した倭系武装具」
　　　洪　潽　植　（福泉博物館）「韓半島における倭系武装具の意義」
　　　高田　貫太　（本館研究部）「コメント：論点の提示」
　　　討論　（松木武彦・上野祥史：本館研究部）

４．今年度の研究成果

　研究期間第３年目の今年度は，円照寺墓山１号墳出土資料の基礎情報の整理を概ね仕上げることができた。器種
の同定が可能な大型破片はほぼ高精度実測図を完成させ，破片資料の整理と図化作業を残す程度となった。この成
果を受けて，２月の研究会において，各分担資料の詳細について知見を報告し，情報を集約して報告書「報告編」
の作成に向けての準備が進んだ。図面情報と資料に対する詳細知見を共有することによって，改めて武装具集成現
象の実態を把握し直し，武装具様式と保有形態・編年的位置付・埋葬形態等を検討した。
　また，理化学分析では，鹿児島県神領10号墳や静岡県山ノ花遺跡出土資料等の年代測定情報をもとに，古墳時代
中期の実年代論について議論を深めた。
　当研究課題は，日本列島で製作し分配した倭系武装具を対象とした研究であるが，その視点の相対化を図るべく，
朝鮮半島出土の倭系武装具の検討も昨年度依頼継続して推進してきた。これまでの検討を踏まえて，３月には国際
シンポジウム「古代日韓交渉の実態」では，当研究プロジェクトが第１セッションを担当し，その成果の一部を公
開した（本書国際シンポジウムの項を参照）。倭・韓を対照することで，倭系武装具を媒介とした社会関係（シス
テム）の本質を問い直し，アジアの視点で古墳時代中期社会の特質を描出した。

５．研究組織

研究代表者
　上野　祥史（本館研究部）
研究分担者
　諫早　直人（奈良文化財研究所）　　　　　　川畑　　純（奈良文化財研究所）
　齊藤　　努（本館研究部）　　　　　　　　　阪口　英毅（京都大学大学院文学研究科）
　坂本　　稔（本館研究部）　　　　　　　　　杉井　　健（熊本大学文学部）
　橋本　達也（鹿児島大学総合研究博物館）　　古谷　　毅（東京国立博物館）
連携研究者
　清水　和明（大阪文化財研究所）　　　　　　高橋　　工（大阪文化財研究所）
研究協力者
　鈴木　一有（浜松市文化課）　　　　　　　　西嶋　剛広（宮崎市教育委員会）
　松崎　友理（九州歴史資料館）
（50音順）

（11）基盤研究（Ｂ）
　　「高度経済成長と生活革命についての民俗誌的追跡研究」
　　 2013～2015年度
　　（研究代表者　関沢まゆみ）

１．目　的

　本研究の目的は，1950年代半ばから1970年代初めまでの高度経済成長期を経て人びとの生活がどのように変化し
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たかについて，（１）従来の，農村，山村，漁村を対象に経済伝承，社会伝承，信仰・儀礼伝承などのテーマにつ
いて聞き取り調査が行なわれ記録化がなされている各地の民俗誌から調査地を選定し，その追跡調査を実施し，具
体的な生活変化の実態を把握すること，（２）個別事例の資料の比較検討から，列島全体におけるこの時代の生活
変化が画一的であったのか，それとも段階的で多様であったのか，その変化の実情と特徴とを明らかにすること，
（３）その変化とは生活様式の変化であると同時に意識の変化でもあったと推定されるが，その両者の関係性が具
体的にどのようであったか，それについての追跡確認を試みることである。

２．今年度の研究計画

　既刊の民俗誌や，研究員各位が昭和40年代以降，民俗調査を行なった地域をそれぞれ選択し，その民俗の変化に
ついての追跡調査を行なう。その際，新しい試みとしてまた本研究の特徴として，研究者間で共有し相互に活用で
きるような共通の民俗調査項目の作成を試みることとする。また，高度経済成長期とその前後の植生景観の変化を
明らかにするための現地調査と土壌分析も同時に進める。さらに，最終年度であるため，研究集会（公開）を開催
し，成果の発表を行なう。

３．今年度の研究経過

　研究員各位によるそれぞれの役割分担にしたがってのフィールドワークを行なった。たとえば，福岡市南区弥永
地域の団地の昭和40年代を中心とした生活史の追跡調査，広島県中山間地農村における地域社会と企業との関係に
ついての調査，山口県中西部に位置する秋吉台とその周辺地域の植生景観の変化についての現地調査と土壌分析，
1950年の河川総合開発事業（特定地域総合開発計画事業）で特定地域として指定された22地域の一つで岩手県の北
上五大ダムの一つである湯田ダムの見学と移転した人びとの生活についての体験者からの聞き取り調査などであ
る。また，10月４日に，研究集会「民俗学からみた高度経済成長期の生活変化」をお茶の水女子大学比較日本学教
育研究センターとともに主催し，公開で行なった。

４．今年度の研究成果

　主な研究成果は下記の通りである。
（１）研究集会「民俗学からみた高度経済成長期の生活変化」の要点と意義
　研究集会では，宮内貴久「団地生活と家電製品」，小椋純一「高度経済成長と植生景観の変化」，関沢まゆみ「食
生活の変化─お煮しめからサラダへ─」，イヤル・ベン・アリ（キネレット大学社会安全保障センター・所長）「食
と飲料の移動─日本へ，そして日本から─」，武井基晃「沖縄の高度経済成長と祖先祭祀の再開」，新谷尚紀「生活
変化とその年代比較─昭和30，40年代と平成10，20年代と─」の６名の発表が行なわれた。民俗学の変遷論と伝承
論の視点から，いくつかを紹介したい。
　宮内氏は，高度経済成長期の新しい生活スタイルの象徴として，団地の生活と電気冷蔵庫とに注目した。これま
で調査を継続してきている福岡市弥永の市営団地とその建設当時の福岡市の住宅事情，電気冷蔵庫の普及が新聞広
告の影響を大きく受けて進んだことなどを具体的に指摘した。これまで冷蔵庫の普及は都市部で早く，農村部で遅
れたという都市と農村との比較で捉えられてきていたが，宮内氏の新聞掲載広告の調査によれば，寒冷な東北地方
で普及が遅かったという。このような家電製品の普及の地域差という視点の提示が注目された。
　関沢は，冷蔵庫の普及とも関連し，また農業において下肥から化学肥料の使用へと変化したこと，そして肉類の
動物性蛋白質の摂取量拡大を背景に，高度経済成長期にサラダが新しい料理として家庭で作られるようになったこ
とに注目した。それまで野菜はお煮しめやおひたしのように火を通して食するのが普通であった。そのお煮しめは，
今日まで正月のお節料理やお盆の供物など行事食として伝承されてきている。お煮しめに象徴される食の伝承とサ
ラダに象徴される食の変化，そこに日本食における野菜食重視の伝統は形が変わっても継続されていることが指摘
された。
　新谷氏は，高度経済成長期の生活変化を今日までの時間軸のなかに位置づけた。具体的には1960年代と2000年以
降とに年代区分をして把握するという新しい視点の提示である。たとえば，1960年代と2000年代について比較する
と，1960年代は技術革新，機械化，高速化，快適化，便益化，個人化，国際化などが特徴であった，2010年代には，
更なる技術革新，機械化の更なる高性能化，超高速化，超高度情報化となり，家と世代継承の考え方に地域差や事
例差が現出し，また村や町における共同体感覚に地域差や事例差が現出してきた。高度経済成長を経て，伝承的生
活文化の画一性から多様性へ，そして超高度情報化社会での新たな便益性と危険性が現出してきている。この50年
間の変化を，「出発」の1960年代・「徹底」の2010年代ととらえ直す視点であった。
（２）植生景観についての調査から
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　高度経済成長と自然景観の変化について調査を継続している研究分担者の小椋氏によれば，日本列島では高度経
済成長期を境に火入れがほとんど行なわれなくなり，草原が減少していった。これはこれまでの中国山地，伊豆箱
根地方の調査などからも明らかにされているが，実は長い人類の歴史のなかで画期的なできごとであった。そのよ
うななかで，山口県美祢市秋吉台ではその大部分において，現在も毎年火入れが行なわれ，草原が維持されてきて
いる。秋吉台の土壌試料の採取と微粒炭分析を行ない，また一部の土層についてはAMS法による年代測定を実施
した。その結果，微粒炭の量的変化からは，秋吉台では1000年前後前から火入れにより草原が維持されてきたこと，
また年代測定の際にわかる各試料のδ13C（炭素安定同位体比）の値からは，測定したすべての土層部分がかつて
草原的植生であった可能性が高いと考えられ，秋吉台の草原の歴史はさらに数千年以上遡る可能性が考えられた。
秋吉台の植生については， 高度経済成長期以降，草原への人の関わりが少なくなり，ドリーネ耕作がなくなるなど，
大きな質的変化が見られる部分がある。また，草原周辺の森林も，高度経済成長期以降，人の関わりが少なくなる
ことにより，樹種や樹高などが大きく変化してきていることが明らかになった。
（３）食品工業と企業倫理について
　これまで広島県中山間地農村の農業の変化（「高度経済成長と農業の変化」『研究報告』171，2011年）や葬儀の
変化（「葬送習俗の民俗変化１」「葬送習俗の民俗変化」２『研究報告』191，2015年）などの民俗誌的調査を継続
してきている新谷氏によって，同地域に三島食品の「ゆかり」の原材料となる赤紫蘇の栽培を行なう自社農園「紫
の里」が営まれるようになったことに注目して，また，企業側の協力を得てインタビュー調査を行ない地域社会と
企業との関係や企業倫理についての調査と分析が行なわれた。
　戦後日本の食品流通と食生活の大きな変化のなかで，高度経済成長期（狭義では1955─1973年）が一つの画期と
なって，それまで隣り合っていた農業漁業と食生活との間に，「生産─加工─流通─販売─消費」という巨大な産
業群が誕生し，大量流通化にともない，食品工業や流通産業という新しい分野が新たに登場してきた。それが生産
者と消費者とを分断したのみならず，逆にそのような産業群が生産者と消費者とを支配するという図式が生まれて
きている。そうしたなかで，三島食品の事例では創業者の故郷の農村に赤紫蘇栽培の農園を作り圃場維持活用と地
域貢献をはかっていることの意味がとくに注目された。
（４）基準をそろえた民俗調査項目の必要性は，生活変遷を追跡する民俗学にとってその基礎構築のためにも，研
究情報の相互活用の上でも重要不可欠と認識されてきており，その有効性の一つは1960年代の変化の特徴が画一的
か段階的か，地域差はどのようにみられるかなどを明らかにすることによって，柳田國男以来民俗学が想定してい
る「文化変化の遅速」のようなグラデーション的変化がみられるかどうかを具体的に追跡確認できる点にある。今
後も，これまでの調査の蓄積をもとにこの課題に取り組んでいくことが重要である。

５．研究組織

　小椋　純一　　京都精華大学人文学部・教授
　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
　竹内由紀子　　愛国学園短期大学・講師
　新谷　尚紀　　國學院大学大学院・教授
　関沢まゆみ　　本館研究部・教授

（12）基盤研究（Ｂ）
　　「琉球帝国と東アジア海域の動態研究─集落・流通・技術─」
　　 2014～2017年度
　　（研究代表者　村木二郎）

１．目　的

　14～16世紀の東アジア海域では，世界史の中の大航海時代以前から，すでに活発な交易がおこなわれていた。そ
の立役者は琉球王国である。大明帝国は海禁政策を建て前としたために自由な貿易ができず，冊封体制下にある琉
球王国に貿易公社としての役割を担わせた。これを逆手に，琉球は明と東南アジア諸国，朝鮮，そして日本をつな
ぐパイプ役として積極的な交易活動を展開し，「大交易時代」を現出したのである。
　この間，琉球王府は異なった文化をもつ奄美諸島や，宮古，八重山といった先島諸島に侵攻し，中央集権的な体
制で支配した。それによって先島諸島の中世集落の構造は一変し，領主層を頂点とした個別権力体が解体したと考
えられる。琉球の帝国的側面はこれまで触れられなかったが，先島に残る集落遺跡の構造や，威信財などの出土資
料を検討することで，文献資料の希薄な当該地域の動態や琉球王国の実態を解明する。
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２．今年度の研究計画

　琉球王国は，異なった文化をもつ奄美諸島や，宮古，八重山といった先島諸島に侵攻し，これらを支配した。文
献資料の乏しいこの時期の動態を探るには，奄美や先島に残る考古資料を収集する必要がある。
　とくに，先島諸島には多くの中世集落遺跡が存在する。海岸に面した隆起珊瑚礁の崖上に立地し，２～３メート
ルの高い石垣を巡らして防御し，さらに内部にも石垣で区画された多数の不整形な屋敷群が集合している。先島の
集落は近世以降は道路に沿った方眼の屋敷割が施されて現在に至るが，それ以前は全く異なる村の姿があったので
ある。それらの集落遺跡のなかには地上に姿を現しているものもあるにもかかわらず，これまでほとんど顧みられ
ることがなかった。そこでそれらを踏査して，宮古，八重山の中世集落の概要を知る必要がある。なかでも，昨年
度踏査した波照間島のミシュク村跡遺跡は，石垣や井戸の残存状況がよく，集落構造を解明するための良好な遺跡
であることが確認できた。ミシュク村跡遺跡に関しては，八重山の中世集落遺跡のモデルとなる測量図を作成する
ことを念頭に，今年度中に丹念に踏査し，遺跡範囲を確認することとする。
　これと併行して，先島地域の陶磁器調査を実施する必要がある。中世集落遺跡の発掘調査はわずかながら実施さ
れているものの，出土遺物の全貌が判明しているものがほとんどなく，遺跡の年代観が曖昧なまま議論されている
ためである。琉球列島ならびに本州と同じ基準で議論をするためにも，本州で広く使われて浸透している分類基準
に則って，陶磁器の再整理をせねばならない。八重山，宮古でそれぞれ基礎資料とすべき良好な遺物群を確定し，
悉皆調査の段取りをつけることとする。
　これらのフィールド調査を中心に据えて，各研究分担者には個別課題を進めてもらい，研究成果報告会をおこなう。

３．今年度の研究経過および成果

　陶磁器調査を始めるにあたり，本州とは異なるタイプの陶磁器が多数含まれているため，７月に沖縄県立埋蔵文
化財センターにて，良好な資料である発掘調査で出土した新里村遺跡（竹富島）出土陶磁器を熟覧して調査方針を
立てた。悉皆調査対象として，宮古地域は宮古島の住屋遺跡を，八重山地域は石垣島のフルストバル遺跡（１，２
区）を選定し，それぞれ10月と３月に作業に着手した。住屋遺跡については一応の調査は完了したが，重要な論点
が見えてきたため細分類の必要を感じ，来年度それを実施することとした。フルストバル遺跡については調査途中
である。
　遺跡の踏査は，宮古島，黒島，波照間島で実施した。とくに波照間島ではミシュク村跡遺跡の測量調査を見据え
た範囲確認をおこなうため丹念に遺跡内を歩き，略測図を作成して来年度の調査の見通しを立てた。また，竹富町
教育委員会と協議して調査の協力を依頼した。
　奄美地域での研究動向および調査状況を確認するため，２月に喜界島で調査をおこなった。現在進行中の中世集
落遺跡発掘状況など，最新の情報を入手でき，奄美地域での陶磁器調査対象遺跡も絞んだ。
　研究会は３回実施し，活発な議論をおこなった。報告内容等は以下の通りである。４/18－19，於国立歴史民俗
博物館，佐伯弘次「十五世紀の日琉関係と博多商人」，村木二郎・松田睦彦「歴博における琉球・沖縄展示」，　　
関周一「古琉球研究の現状と課題」。10/24－26，於宮古島市立図書館北分館，久貝弥嗣「宮古島の中世史と考古学
的研究成果」。１/10－11，於国立歴史民俗博物館，荒木和憲「琉球と朝鮮の交流史に関する現状と課題」，岡本弘
道「琉球王国の海上交流史をめぐる現状と課題」。
　調査成果の一部は，村木二郎「八重山・宮古の英雄時代と「琉球帝国」」『歴博』特集 古琉球史再考 2016年，に
反映した。

４．研究組織

［研究分担者］
　池田　榮史　琉球大学法文学部・教授　　　　　岡本　弘道　県立広島大学人間文化学部・准教授
　佐伯　弘次　九州大学大学院人文科学研究院・教授
　関　　周一　宮崎大学教育文化学部・准教授　　中島　圭一　慶應義塾大学文学部・教授
　齋藤　　努　本館研究部・教授　　　　　　　　松田　睦彦　本館研究部・准教授
◎村木　二郎　本館研究部・准教授
［研究協力者］
　池谷　初恵　伊豆の国市文化振興課・学芸員　　岩元　康成　姶良市教育委員会・主事
　小野　正敏　本館・名誉教授　　　　　　　　　川口　洋平　長崎県世界遺産推進課・係長
　久貝　弥嗣　宮古島市教育委員会・主事　　　　栗木　　崇　熱海市教育委員会・学芸員
　佐々木健策　小田原市文化財課・主査　　　　　鈴木　康之　県立広島大学人間文化学部・准教授
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（13）基盤研究（C）
　　「軍都としての帝都東京─明治・大正期を中心に─」
　　 2012～2015年度
　　（研究代表者　荒川章二）

１．目　的

　本研究は，近年の軍事史研究の一つの特徴をなす＜軍隊と地域社会＞の研究の一環に位置づけられ，首都東京の
軍都としての歴史的性格を解明することを目的とする。軍都研究は，昨今いくつの地域事例を積み重ねているが，
首都圏・関西圏等の巨大都市の軍事的性格・特質に関する研究は，時期的にも対象領域的にも断片的成果にとどま
る。本研究では，東京の，巨大都市圏の中枢（大阪と共通），かつ帝都（首都，かつ宮城の所在地＝東京独自の性格）
という両側面に注目しつつ，軍事都市としての形成期から大正期に至る時期を主たる対象にして，軍都としての帝
都東京の特質，変遷を明らかにする。
　〈軍隊と地域〉関係史研究は，近々十年余の間に多くの成果を上げ，軍事史研究の一つの潮流をなしてきた。研
究状況を示す最新の文献リストは，土田宏成『近代日本の「国民防空」体制』（神田外語大学出版局，2011.1）序
章の詳細な注（P35）が参考になる。ここには掲げられていないが，坂根嘉弘編『軍港都市史研究Ⅰ舞鶴編』（清
文堂，2010.1）を皮切りに，軍港地域史（海軍軍都）研究も組織的に始まりつつある。これら一連の研究は，総体
として見れば，軍用地と地域社会，軍事化と都市化，軍隊の駐屯と地域経済，軍事演習と地域，地域行政の軍事適
合化，軍隊と地域文化，戦死者の慰霊空間の形成など，社会の広領域に及ぶ軍事化の影響に着目し，軍事組織と戦
時経験が近代日本社会を深くとらえていく様相を，多領域から解明しつつある。
　研究代表者もこれまで，『軍隊と地域』（単著，青木書店，2001年）において，静岡県及び愛知県の一部をフィー
ルドとして，〈軍隊と地域〉関係史の方法を個別実証的に提起し，『軍用地と都市・民衆』（単著，山川出版社，
2007年）では，都市形成や地域発展と軍用地の展開との関係を全国レベルで概観した。また，論文「基地の起源と
自治体・地域社会」（『都市問題』2010.11月号）では，戦前と戦後の軍用地・軍事都市の継続・断絶両面の問題を
提起した。このほか，「第六師団の歴史と地域社会」（熊本近代史研究会編『第六師団と軍都熊本』2011.3）では，
戦前の軍都と呼ばれる都市群の中での熊本市の特質を考察した。
　しかし，これらの研究蓄積の中で，大都市圏を一つの「地域」として設定し，軍事史的視角からアプローチした
研究は，上山和雄編著『帝都と軍隊』（日本経済評論社，2002年）のみであり，拙著『軍用地と都市・民衆』や土
田前掲書が，部分的あるいは特定領域に限定してふれるにとどまっている。そして，上山編の集団研究は貴重な成
果であるが，防空体制や東京周辺の軍事地域化に焦点が置かれており，「帝都」の軍隊の中枢をなす第一師団およ
び近衛師団の編成や地域への影響などには分析が及んでいない。
　したがって，両師団の形成過程，徴募のあり方，軍用地の取得を含む展開過程，定期検閲や各種演習（機動演習
～特別大演習）の実態と地域への影響，戦時における首都の銃後形成の特質など，両師団を中心に据えての基礎的
研究がまずは必要と思われる。
　また，東京及びその周辺（千葉や埼玉）には，陸軍省・参謀本部や教育総幹部が管轄する多数の教育機関（例え
ば戸山学校）が集中していた。いうまでもないが，これだけの軍関係教育機関を集積した地域はほかにない。前掲
「第六師団の歴史と地域社会」において，師団所在地での軍学校設置により士官層及びその予備軍の多大な集積が
なされ，そのことが地域の文化や思想，学問研究，民衆意識にどのような影響を与えたのか解明すべきとの問題提
起をしたが，この問題は，より広く東京について解明さるべき課題であろう。さらに，早い時期からの造兵廠（東
京工廠）や兵器廠，被服廠など軍需工場の集積（軍需工場用地と職員・職工）も東京の特質（ただし，巨大都市に
共通した特質）である。これら東京の軍事性を総合的にとらえることによって，他に比類のない軍都としての東京
論を提起できると思われる。
本研究の学術的な特色，意義としては
ⅰ　 軍隊と地域社会の関係史研究は，軍隊がある地域社会に設置され活動することがいかなる意味をもつのか，地

域部隊（郷土部隊）の設置により，軍隊を支える地域の構造や心性がどう生まれるのか，一方でその構造はど
のような問題性を含んでいたのかを追及してきた（拙著『軍用地と都市・民衆』序章）。しかし，首都圏にお
ける〈軍隊と地域〉関係史は，単に研究の空白を埋めるだけではなく，首都圏の文化的発信力や人口集積とあ
わせて考えれば，〈軍隊と地域〉関係史の要として，他地域の軍都研究以上の意味を持とう。さらに，首都圏
から広がる「国民」形成過程（国民としての規律化）の考察にも繋がるだろう。

ⅱ　 首都の軍事諸組織，部隊の形成・展開の基礎的研究は，近代日本の首都東京の軍事的性格を最も基本的なとこ
ろから明らかにする作業と位置づけられるだろう。その軍事的性格は，軍事都市としての形成期，植民地帝国
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の「帝都」となっていく過程と軍都としての本格的形成が相関性を持って展開していく時期に大別できると予
想されるが，この分析作業は，「帝都東京」とはどのような存在であったのか，軍事的視点から問うことにな
るだろう。

ⅲ　 本研究のねらいの一つは，近衛師団・連隊の研究を東京という地域との関わりにおいて研究することにある。
御親兵から発展した，日本で最も早い近代軍隊であった近衛兵の特殊任務は，宮城と天皇・皇族の守備である。
当初の兵士は，徴集ではなく，各鎭台諸兵から精選され，しかも服役期間は５年間であった（明治６年より）。
まさに，諸部隊・諸兵の上位に位置づけられた「天皇の軍隊」であった。その後，明治16年の徴兵令改正で近
衛兵は各軍管区から徴集する仕組みに切り替わるが，それにしても，近衛という軍組織を地域社会との関係か
ら考察するのは難があると思われる向きもあるだろう。しかし，日清戦後の一時期，近衛師団の徴集は第一師
管とされ，旧来の全国徴集に復した明治32年の徴兵事務条例改正後も，歩兵と騎兵の諸部隊以外の兵士は第一
師管からの徴集が続いた（『近衛師団沿革概要』）。また，検閲や演習が第一師管区内で行われたことはいうま
でもない。これらの点に注目して，近衛師団を地域との関係で考察し，第一師団と合わせて，首都の軍隊の存
在形態を総合的に把握していく。

２．今年度の研究計画

　４年計画の最終年である本年度においては，第一に，前年度の目標であった下記三つの計画の仕上げを目指した。
　① 首都東京の軍隊の特質に注目し，明治初期の近代日本の軍隊形成期において，首都東京の軍隊が如何に位置づ

けられ，どのように部隊が配置され，そのためにどのように軍用地が創出され，どこから，どのような兵士が
徴集され，如何なる錬成が施されたのか，そしてその結果，東京という地域と軍隊という存在が如何なる関係
性，特色を形成したのかという点を総合的に解明する。分析対象は，日本軍隊の骨格が確立する過程としての
1870～80年代に限定して中間まとめをおこなう。

　② この作業を補うために，首都東京を囲む関東という地域的視野から戦前日本の軍隊を総括的に調査し，第一次
世界大戦後の軍装備の近代化，総力戦対応，さらに1930年代以降の本格的な総力戦準備計画により，関東全域
（主として，東京・千葉・埼玉・神奈川・茨城など関東南部）規模で，軍組織・軍施設の再編配置が進められ，
文字通り帝都を中心とする広域軍事計画が進展する過程を展望しておく。

　③ 首都東京の部隊の特殊性を検討する前提として，陸軍部隊の歴史的変遷，個々の時期の固有の性格などを把握
しておく必要があり，戦前の部隊編成の変遷を概括的におさえる作業を進めることとする。

　このうち，第一の課題としては，第３点目のまとめが，主たる課題であった。
　第二は，前年度からの館内共同研究経費による対馬，沖縄調査の展開に鑑みて，本科学研究費による研究の狭義
の目的からすると外れてしまうのだが，首都東京・関東という日本帝国の中心の軍事化を，対馬・沖縄という周辺
との対比において考察する準備作業を押し進めることとした。

３．今年度の研究経過および成果

　第一の前年度からの積み残し課題は，荒川章二編著『地域の中の軍隊　第２巻　関東　帝都としての軍都』（吉
川弘文館，2015年２月）に続く，原田敬一・荒川章二ほか編著『地域の中の軍隊　第８巻　基礎知識編　日本の軍
隊を知る』の刊行によって一応達成された。これらの成果は，後日，追加の研究をおこなった上で，一括して単著
にまとめる予定である。
　第二の課題は，歴博が押し進める共同研究の一環として展開された。対馬については調査段階だが，沖縄の戦前
軍事史，徴兵制の特質については，2015年９月，『日本学叢書』（青弓社）に関わる研究会（於：南山大学）での発
表機会を得，現在成稿に仕上げている。そして2016年度に刊行される予定の同書に論文の一つとして掲載される予
定である。
　このような帝国の周辺との関係で首都東京と関東を考察する視点は，これも別の館内共同研究における台湾調査
と韓国南部の海岸地帯調査によって，太平洋末期の植民地に及ぶ要塞地帯化への注目に発展した。戦争末期の防衛
態勢は，沖縄戦，本土太平洋岸の防衛，千葉県・神奈川県などの首都防衛態勢の構築として考察されてきたが，こ
うした視座により，植民地を含む要塞化・防衛構想のなかで，帝国の要としての首都防衛態勢を位置づける構想と
して展開しはじめた。４年間の科学研究費による基盤研究は，次の課題を明確に意識させるステップともなった。

【発表論文等】
原田敬一・荒川章二ほか編著『地域の中の軍隊　第８巻　基礎知識編　日本の軍隊を知る』（吉川弘文館，2015年
６月）
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４．研究組織

◎荒川　章二　本館研究部・教授

（14）基盤研究（Ｃ）
　　「近世遊廓の構造とその社会的基盤」2013～2015年度
　　（研究代表者　横山百合子）

１．目　的

　性売買の研究は，ジェンダー論が提起する“生命の生産と再生産”概念によって，好事家的な関心を脱し，本格
的な歴史研究の対象として位置づけられるようになった。すなわち，ジェンダー研究に基づく新たな概念提起によ
り，性売買を，“生命の生産と再生産”の畸形化された一形態として，社会構造全体のなかに位置づけて考察する
ことが可能となったといえよう。本研究は，このような問題意識に立ち，一定の社会構造のなかで性売買がいかな
る位置を与えられ，またそれがその社会にどのような特質を付与するのかを，日本近世の遊郭を対象として検討す
るものである。
　遊廓は，近世城下町において政策的・人為的に設置された特殊な社会組織である。遊廓研究はこれまでも一定の
蓄積をもつが，そこでは，遊女自身が客体化され，遊廓社会を構成する要素として位置づけられない場合が少なく
なかった。本研究は，江戸新吉原遊廓を主たる対象とし，新たな史料発掘を通して，歴史的主体としての遊女の実
像を明らかにすることを第１の課題とする。また，そのような遊女自体の主題化という作業の前提として，遊廓の
構成要素である町・遊女屋と遊女がいかなる関係にあったのかを明らかにし，遊廓をめぐる社会構造を捉えること
を第２の課題とする。第３に，遊廓をめぐる社会構造は，新吉原，あるいは江戸で完結するものではなく，全国的
な諸関係のなかで成り立ってきたものであり，遊廓を支えるさまざまな社会システムを，特に遊女屋経営を支える
金融，遊女の調達に着目して全国的な視野から考察する。

２．今年度の研究計画

　本年は，研究の最終年度にあたり，調査研究の総括を行い，３つの目的達成のため以下を計画した。
（１）江戸新吉原遊廓関係史料の収集
　江戸新吉原遊廓の研究上必要な史料としては，①研究初年度から継続してきた北信幕領地域の坂本家文書，②旧
幕府引継書などの町奉行所史料，東京府史料などの行政・法令史料，③吉原細見などの刊本，④①北信幕領以外の
地域に残された新吉原遊廓関連史料がその主なものであるが，①②は，本科研の前提となった基盤研究（Ｃ）「近
代移行期都市社会における社会的結合の変容」課題番号20520591（研究代評者・横山百合子）の成果をあわせ，本
研究第２年度まででほぼ終了したため，第２年度からの継続課題として③，④を含む愛知県西尾市岩瀬文庫所蔵の
新吉原遊廓関係史料調査を実施する。また，収集史料の解読と分析に重点をおく。
（２）第２年度までの研究のなかで得た，遊女と遊廓社会との双方向的な関係，およびそれに基づく新吉原遊廓を
めぐる社会構造の解明をさらに進め，三年間の成果を論文・学会報告として発表する。

３．今年度の研究成果

（１）第２年度の岩瀬文庫調査での調査結果にもとづき，吉原細見，新吉原遊廓関係の版本と，岡場所にかんする
史料の撮影・複写をおこない，同文庫所蔵の関連文書を調査した。そのなかで今回あらたに見出した岡場所につい
ての諸史料は，本年度が初見であったため年度内に十分な分析を行うには至らなかったが，本研究終了後の新しい
課題につながるものと考える。また，吉原細見については，細見の作成過程を明らかにする史料を見出すことがで
きた。
（２）本研究の三つの目的は，第２年度までの研究で一定度明らかになったが，第３の遊廓を支える社会システム
の解明という課題は，北信の事例にみるように，女性史・ジェンダー史研究と従来の都市史・流通史の成果を包括
的にとらえなければ達成できない。すなわち，近世の性売買の構造を明らかにするためには，従来行われてきた買
売春・遊女や芸能の売買流通という視角からの研究に加え，金融や物資の流通といった江戸と各地方の多様な関係
を視野にいれて検討すべきであることを指摘し，その構造を具体的に解明できた点が，本年度の成果である。この
点は，ジェンダー史研究と既存の近世史研究との架橋という課題の具体化という点で意義をもつと考える。
　以上，第３年度（最終）の研究成果として，本年は代表者横山が学会報告３回，分担執筆１，論文１，史料紹介
１を公表した。また2016年度発表予定の論文を執筆中（岡ベティーナ編『（仮）Women and Network in Nineteenth 
Century Japan 』）である。研究分担者牧原は，論文３を公表（予定）した。
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Ⅰ－２　外部資金による研究

研究代表者　横山百合子
分 担 執 筆　Chapter ８；The Yūjo Release Act as an Emancipation of Slaves in Mid－Nineteenth Century 
Japan， Hideaki Suzuki（ed.）， Abolitions as a Global Experience，NUS Press（National University of 
Singapore）， pp.161－198/303，（2015年３月）．
論文　「幕末維新期の新吉原遊廓と遊女」『歴史地理教育』839（2015年９月），pp.62－68。
史料紹介　「梅本記：嘉永二年新吉原梅本屋佐吉抱遊女付け火一件史料の紹介」『国立歴史民俗博物館研究報告』
200（2016年１月）， pp.145－168。
口頭報告　　VAWWRAC『戦後70年・植民地解放70年を考える 日本人「慰安婦」─愛国心と人身売買と─』出
版記念セミナー報告「遊廓の歴史─近世から近代へ─」（2015年５月）。日本学術会議史学委員会　歴史学とジェン
ダーにかんする分科会報告：書評『歴史を読み替える:ジェンダーから見た日本史』（2015年５月）。招待講演　宮
城歴史科学研究会　入門講座講演「女性史のおもしろさと難しさ─日本近世史の立場から─」（2015年５月）。
研究分担者　牧原茂征
論文　「江戸城下における町人の編成と商人」牧原成征編『近世の権力と商人』山川出版社，pp.3－37／228（2015
年11月）。「近世的社会秩序の形成」『日本史研究』644，2016年４月，24－49頁（掲載予定）。Makihara Shigeyuki（Traduit 
du japonais par Yannick Bardy）La séparation entre la paysannerie et les guerriers ‒ les guerriers－paysans 
d’Ōmi ‒“Histoire， économie & société”　掲載予定（巻号未定）。

４．研究組織

［研究分担者］
　牧原成征　東京大学文学部・准教授

（15）基盤研究（Ｃ）
　　 「東アジア古代・中世における境界意識と仏教信仰の研究」
　　 2014～2016年度
　　（研究代表者　三上喜孝）

１．目　的

　本研究は，前近代における東アジア世界の歴史的特質をとらえるための前提として，７世紀から14世紀に至る時
期における，東アジア諸地域の境界意識の変遷と，仏教をはじめとする信仰との関わりについて考察することを目
的とする。古代・中世の東アジア世界では，さまざまな地域にさまざまな「国家」が興亡するが，そこでは，現実
の政治課題や外交問題と深く関わって「境界」が意識され，境界の外の世界を意識したさまざまな信仰が行われて
いた。本研究では，日本，朝鮮半島，中国に残る境界世界の仏教信仰の痕跡を，文献史料や現存する寺院資料，考
古資料，さらには出土文字資料などを博捜し，前近代における東アジア諸地域の境界意識の変遷とその歴史的背景，
さらには各地域の比較研究などを試みる。

２．今年度の研究計画

　今年度も昨年度に引き続き，中国，朝鮮半島，日本に残る既存の文献史料から，古代・中世の境界地域における
仏教信仰にかかわる記事を抽出・収集し，さらに美術史や仏教史など，隣接諸分野で発表されている先行研究を収
集することにより，論点を明確化することにつとめる。具体的には，中国の正史や説話集，朝鮮半島の『三国史記』
『三国遺事』『高麗史』などの既存の歴史書，日本の六国史や寺院縁起，さらには出土文字資料などから，境界地
域における仏教信仰や寺院にかかわる記事の読み直しを行い，本研究の問題関心から，これらの記事についてあら
たな意義付けを試みる。
　フィールド調査として，韓国に加えて，中国における古代・中世の仏教信仰関連資料の調査を行う。韓国に関し
ては，今年度は百済地域の仏教遺跡や仏教信仰遺物について重点的に調査を進める。ただし所蔵資料は多岐にわた
るため，韓国の研究者の指導を仰ぎながら，本研究にかかわる資料を吟味する。
　また，中国では，四川省に残る毘沙門天像などを調査する。毘沙門天は，境界の守護神であり，四川省には唐宋
時代の毘沙門天像が数多く残っており，東アジアにおける毘沙門天信仰の広まりを考察する上では，重要なフィー
ルドである。ほぼ同時期，日本列島の東北地方にも毘沙門天像が数多く作られており，それとの比較という意味で
も，考察の対象になり得る地域である。
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３．今年度の研究経過と成果
　９月に中国・四川省・重慶市にある大足石窟の調査を行った。四川地域の石窟には，唐宋期の毘沙門天石像が数
多く残っており，毘沙門天信仰が盛んだった地域である。
　中国の唐代において，毘沙門天は敵を退ける対敵の神，護国の神として信仰され，四天王から独立して単独で祀
られるようになった。四川地域には，８世紀から９世紀半ばにかけて毘沙門天信仰が受容され，９世紀半ば以降は，
独特な形で広がりをみせてゆく。なかでも大足石窟の毘沙門天像はその到達点ともいえる形式を有している。興味
深いのは，吉祥天が毘沙門天に近い位置に配置されていることで，日本の東北地方においても，９世紀において毘
沙門天信仰と吉祥天悔過がセットになっていたことをうかがわせる事例があり，東アジアにおける毘沙門天信仰の
広がりを特徴づける要素として指摘できる。
　韓国のフィールド調査としては，百済の都が置かれた公州や扶余，さらには益山の王宮里遺跡や弥勒寺址など，
仏教遺跡を中心にそこから出土した文字資料を実見調査した。
　また国内においては，島根県立石見美術館において，島根県出雲市の万福寺（大寺薬師）に伝わる９世紀の四天
王立像の実見調査を行った。『日本三代実録』によれば，９世紀後半に山陰道諸国において四天王像の前に調伏の
法を修することを命じた記事があり，９世紀後半における対外的脅威と四天王立像の造立との関係がうかがえる貴
重な資料といえる。
　以上の内容については，以下の論考ならびに講演会で成果を報告した。
「古代の境界意識・対敵意識と仏教信仰　─九世紀の日本海側諸国における四天王法をめぐって─」『出雲古代史
研究』25，2015年７月，49－68頁。
「秋田城四天王寺と四天王法の広まり」九州歴史資料館平成27年度特別展「四王寺山の1350年─大野城から祈りの
山へ─」記念講演会「大宰府四天王寺と秋田城四天王寺」，2015年11月22 日（日），於九州歴史資料館

４．研究組織

◎三上　喜孝　　本館研究部・准教授

（16）挑戦的萌芽研究
　　　歴史にみる自然資源利用の「身の丈に合った技術と知恵」
　　 2014～2015年度
　　（研究代表者　西谷　大）

１．目　的

歴史にみる自然資源利用の特質と学際的方法による究明
　昨今，「里山」が注目されているが，里山は歴史的な要因や人間側の働きかけによって，その姿をたびたび変え
てきた。村落周辺の景観は固定的だったのではなく，その姿は歴史とともに常に変化してきたと捉える必要がある。
今回の研究は，選定したフィールドの景観のもつ歴史的特質を知ることが目的の１つなのだが，人間側の歴史的な
自然資源利用とともに変化してきた生物側の歴史との関係性は，それこそ地域よって地域の数だけ多様である。代
表者はこれまで中国の海南島や雲南省の少数民族地帯で，人と自然との関係性や自然資源利用の持続的可能性につ
いての研究を行ってきた。しかし地域の自然資源利用の実態を歴史的変遷も含めて具体的に究明するには，多様な
学問によるフィールド調査（人類学，民俗学，植物生態学，地質・地形学，人口学等）と文献資料調査とを組み合
わせた，学際的な研究方法によって総合的に実施することが必要だと考えるようになった。（参考文献，守山弘
1988 『自然を守るということはどういうことか』人間新書122，農村漁村文化協会，古島敏雄 1967 『土地に刻まれ
た歴史』岩波新書，西谷大 2011 『多民族の住む谷間の民族誌－生業と市からみた環境利用と市場メカニズムの生起』
角川学芸出版）「身の丈にあった技術と知恵」の存在とそれを検証する意義調査地は，千葉県の中央部に位置する
房総丘陵とその周辺に設定する。房総半島の中央部は「房総丘陵」というイメージとは裏腹に，谷川が抉りだす斜
面は非常に急で谷は深く，山間に狭い平地が連なる。しかも耕作地よりも川面が相当に低いため，目の前の川から
水を引きあげて水田を作ることが不可能だった。そこで江戸時代の終わりに櫃川沿いであみ出されたのが，「二五穴」
（入り口が二尺五尺（横約60～高さ150 センチ））という灌漑用水路である。トンネル状用水路は長いもので200～
700 メートルあり地上にでた部分を併せて，５～10 キロにおよぶ灌漑用水路を作る。小櫃川沿いでは現在も５つ
の二五穴灌漑用路が活躍している。この大規模で精密な土木工事がなぜ江戸時代の終わりに可能になったのか，ま
た現在まで維持されてきたシステムを総合的に調査されたことは無い。原発のように高度で複雑な技術は，一旦問
題をおこすと制御が困難である。また河川からポンプアップによって灌漑している水田は，現在電気料金が高騰し
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コスト高から次々と放棄されている。しかし「二五穴」による水田灌漑は百人前後を単位とする地区の人びとによっ
て，江戸末期から現在まで持続的に利用されてきた。二五穴のような在来技術は，電気や複雑な機械を必要せず低
コストで運用可能である。今一度，地域の人びとが創造した，自分達の人力と小規模な共同体で維持管理が可能な
「身の丈にあった技術と知恵」が，自然資源利用の歴史的な変遷のなかで，どのような過程を経てなぜ創出された
のか，そしていかにして継承されてきたのか，その背景を探り在来の創造力を見直すことが，今後の自然資源利用
の持続的利用を考える上で，非常に重要な意義があると予想される。

２．今年度の研究計画

　今年度は，小櫃川上流地域だけではなく，生態的な環境が異なる，房総半島の海岸部および，小櫃川下流地域ま
で調査範囲を広げる。
　生業携帯の多様な地域性は，どのような要因で生じるのか重点的に調査・研究する。

３．今年度の研究経過

・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。
・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。
・ 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。
・小櫃川下流の木更津市中郷地区周辺および袖ケ浦市坂富周辺で現地調査を行った。

４．今年度の研究成果

　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を明らかにした。
　その背後には，江戸，東京という巨大な消費地の存在がある。
　そこで，千葉県内の生態的な環境や生業が異なる地域として，海の生業と山との関係性を明らかにするための木
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。
　そこで明らかになったのは，海岸沿岸のマテバシイ林は明治のはじめから植林され，さば節などを生産するため
に利用されただけでなく，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。
　さらに，小櫃川上流の千葉県君津市の蔵玉・折木沢と比較するため，小櫃川下流の木更津市中郷地区周辺および
袖ケ浦市坂富周辺で現地調査を行った。
　一見平坦にみえる，小櫃川下流地域でも，微妙な土地の高低差によって，江戸時代から水争いが頻繁におこって
きた。また，場所によっては，わずかに土地が髙いため，水田を確保するため，「水路状の水田」を作り上げてきた。
また小櫃川上流とは異なる，非常に複雑な灌漑システムを作り上げてきたことがわかってきた。
　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。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。

５．研究組織

◎西谷　　大　本館・教授
　村木　二郎　本館・准教授
　松田　睦彦　本館・准教授
　青木　隆浩　本館・准教授
　柴崎　茂光　本館・准教授
　島立　理子　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
　小田島高之　千葉県立中央博物館・上席研究員
　後藤　雅知　立教大学教養部・教授
　江口　誠一　日本大学文理学部・准教授
　富田　瑞樹　東京情報大学総合情報学部・准教授
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　岩淵　令治　学習院女子大学国際文化交流学部・教授
　菅根　幸裕　千葉経済大学経済学部・教授
　大久保　悟　農業環境技術研究所・上級研究員
　梅崎　昌裕　東京大学医学（系）研究科（研究院）・准教授

（17）挑戦的萌芽研究
　　「保護地域の規制やブランディングが地域社会に及ぼす影響」
　　 2014～2015年度
　　（研究代表者　柴崎茂光）

１．目　的

　世界遺産や国立公園，史跡・名勝などに代表される保護地域に対する世間の関心が高まっている一方で，指定・
登録後に管理のあり方が，問われる問題が発生することが多い。本研究では，規制によるコンフリクトの発生メカ
ニズムや，ブランド化の展開，ならびに保護地域に関する法制度や定量分析を踏まえたうえで，保護地域管理のあ
り方を考察する。

２．今年度の研究計画

　前年度において実施できなかった調査内容を引き続いて行う。地域分析では，フィールド調査に基づいて，規制・
利用促進に関連する管理の現状・課題を明らかにする。またこれまでの研究成果を，日本森林学会などの学会で発
表するとともに，本科研の発展型の研究プロジェクトを申請する。

３．本年度の研究経過および研究成果

　今年度，十勝三股（大雪国立公園）や屋久島（屋久島国立公園）にかつて敷設された林業遺構の保全のあり方に
関する報告を日本森林学会などで行った。このほかに，日本における保護地域内での文化的な資源の保全に関する
現状・問題点を，The Third Conference of East Asian Environmental History（EAEH 2015）で報告した。この
ほかに，福井県山間部で伝承されてきた越前オウレン栽培地が，白山エコパークの移行地域に指定される経緯なども
報告され，オウレン栽培地を含む包括的な範域に対し，より高次の保護区ブランドの重層化の可能性が考察された。
　こうした事例報告やフィールド調査を通じて，保護地域に指定・登録されることで，価値の純化（Simplification）
が発生していることが確認され，そうした価値の変容に行政機関だけでなく，専門家も関わっていることもわかっ
てきた。また近年は保護地域をブランド化に活用する動きが一部地域で見られているものの，地域に多大な影響を
もたらすような成果を上げた事例は皆無に乏しく，現段階では行政的な評価として認識される段階にとどまってい
ることが考察された。
　本萌芽科研の研究成果に関連した継続研究として，林業遺構の保全に関する新たな研究を2015年秋に申請した所，
文部省科学研究費基盤研究（2016～2019年度）として採択された。

４．研究組織

◎柴崎　茂光　本館研究部・准教授
　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
　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
　深町加津枝　京都大学大学院地球環境学堂・准教授
　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

（18）挑戦的萌芽研究
　　「被災地域のネットワーク化と持続的な文化的支援の可能性」
　　 2014年～2015年度
　　（研究代表者　川村清志）

１．研究目的

　本研究は，被災地域における文化的支援がいかに地域の生活文化の復旧に貢献しうるのかについて検討し，文化
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的支援の新たな可能性を模索することを目的とする。
　東北地方太平洋沖地震後，有形・無形の文化財を救援してきた文化的支援は，改めて活動の意味・意義・活用が
問われ，被災地の生活をより深く理解するための手法の確立が求められている。この要請から本研究は，被災地に
おける文化的支援を対象とし，それらの背景にある個人及び集団の生活誌を描く実践を通じて，文化的支援の意義・
意味を問い，その活用モデルを確立する。具体的には民俗学・文化人類学が被災地で果たす文化的支援モデルを構
築し，文化研究の方法論を深化させるものとする。

２．今年度の研究計画

　本研究は，「文化財」の救援に関する諸事業とその研究成果の「批判的検証」をへて，フィールドワークに基づ
く個別の「事例分析」による民俗誌実践の方法論の確立を目指す。「批判的検証」は，既存の文化財レスキューの
報告や海外における災害研究の検討を行ない，申請者自身が従事してきた東日本大震災の「文化財レスキュー」の
営みの整理を行う。「事例分析」では，文化人類学・民俗学的な参与観察とインタビューによるフィールドワーク
を継続的に行う。それらの作業によって，個別のテーマを設定した三地域での多様なネットワークよる復興と再創
造につながる民俗誌の作成を行う。ここでのケーススタディは，以下の３つのテーマを対象とする。
⑴宮城県気仙沼市小々汐地区尾形家の調査とその再建プロジェクトに関する調査
　まず，宮城県気仙沼市小々汐では，津波で流された築二百年近い古民家の復興プロジェクトの過程と現況につい
て調査を行う。このプロジェクトは，建築家を中心としてナショナラルトラスト基金の支援を得て実施されている。
プロジェクトでは震災１ヶ月後から部材を回収・保管し，現在山梨県に移送した上で，再建に必要な部材の設計等
を行なっている。同じ場所では，被災した住宅から生活用具・民具・文書等を救い生活文化の復旧への支援を行う
申請者等の行うプロジェクトが存在し，両者は密接に情報を交換しており詳細な調査が可能である。
⑵宮城県気仙沼市浪板地区の虎舞と復興関連イベントに関する調査
　次に地域内部からの復興の事例として気仙沼市鹿折の事例をとりあげる。ここでは外部からの活動よりも地元の
民俗芸能「浪板虎舞」の活動を中心に調査を行う。この団体は，震災前よりかつての伝承地域を越えて会員を募り，
地域を越えたネットワークを構築していた。震災後に活動を再開し，他地域のイベントや地元の祭りにも積極的に
関わってきた。しかし，これまで芸能が奉納される村社，八幡神社の祭典は震災後行われておらず，復興をめざし
て多くの議論が重ねられている。「虎舞」への取り組みを通じて地域内の集団が再統合されていくとともに，地域
の外部と新たなネットワークが築かれていく過程を検証することにしたい。
⑶宮城県七ヶ浜町の復興関連イベントに関する調査
　次に宮城県七ヶ浜町では，地域の祭礼とともに地元の神社に関連するアニメファンによるイベント活動等を取り
あげる。活動を担う「神薙町内会」は，被災地がモデルとされるマンガのファンたちの集いであった。震災後，「神
薙町内会」はボランティア活動を積極的に行うことで，地元の人びととの交流を深めてきた。現在では，七ヶ浜町
においてサブカルチャーを主軸としたイベントを行っており，地域外からの人びとの参加を促すとともに，地元の
商工会議所などとも協力しながら，仮設住宅の人たちへの支援も継続している。さらに地元の神社である鼻節神社
の祭りにも参加するようになる等，新たな営みがみられるようになった。ここでは，地元と支援団体との関係構築
のプロセスについて検討する。

３．今年度の研究経過

　今年度の研究調査は，実質的には７月から開始された。７月から翌年の３月までは，川村と兼城が，宮城県七ヶ
浜町で参与観察とインタビュー調査を行った。また，同じく７月と９月から12月にかけては，川村と葉山が中心と
なって，宮城県気仙沼市の小々汐地区と内湾地区における文化財の復興プロジェクトに関わる参与観察を行なった。
それらの調査と併行して，小々汐地区や浪板地区の話者から，震災以前と以後の生活文化の変容とその現況につい
ての聞き取り調査を行った。各々の詳細については，次項にゆずる。

４．今年度の研究成果

　2015年度は，当初の予定に従って気仙沼では，事例分析を中心に行い補足的な聞き取り調査を複数回にわたって
行った。七ヶ浜町では，震災に関わるイベントについての参与観察から事例分析を並行して行なった。
 尾形家の文化財レスキューでは，大まかな資料の保存とデータベース化は，ほぼ完了することができた。しかし，
レスキューの過程でみつかった大正から昭和初期の日記類については，現在，その翻刻とデジタル化の作業を続行
している。そのなかでも昭和の大津波前後に，尾形家の家人によって記された日記については，今回の調査研究で
ほぼデータベース化を完了することができた。これらの資料をもとに尾形家の現在の家族に再度，調査を行うこと
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で，昭和初期以後の民俗誌資料について，非常に厚みのあるデータを得ることができた。
　なお，当初，研究テーマとしていた尾形家の再建プロジェクトは，現状においては大きな進捗が見られないまま
であった。そこで対象を拡大し，気仙沼市の市街地である内湾地区の登録文化財の復興プロジェクトについても，
継続的な調査を行うことにした。内湾地区の登録文化財は，小野健土蔵，千田家住宅，角星酒造，男山酒造本店，
武山米店，三事堂ささ木などである。三事堂ささ木以外の建築物は震災によって大きなダメージを受けており，そ
れらの修復作業と文化財の現状を周知するためのプロジェクトが気仙沼市教育委員会を中心に行なわれている。今
回の調査の終了時点においては，小野健土蔵が終了し，角星酒造の修復作業が本格していたが，それ以外の文化財
についての作業は実施されていなかった。これらの修復過程についても継続的な調査を行うことで，文化財レス
キューと地域社会の復興過程を明らかにしていきたいと考えている。
　七ヶ浜町では，当初の計画である復興に端を発するサブカルチャーを主軸としたイベントに加えて，地元のボラ
ンティアセンターのメンバーが中心になって行った震災５年目の復興記念イベントの企画段階から参与観察を行っ
た。これは，地元の人びとが震災の記憶と震災以前の記憶を語り継ぎ，記録していこうとする「がたっぺ七ヶ浜」
とも連動する営みであった。
　この活動の中心は，地元の子供たちに震災の記憶を伝えるための「紙芝居」を製作することであった。研究者自
らもミーティングに参加しながら，会議やワークショップの記録化をはかってきた。このような地域の生活者自身
による記憶と記録の形態は，フィールドワークと密接につながるものであり，歴史資料と同等に口頭伝承が重視さ
れることにも注目されるべきである。我々は部分的にはファシリテーターとしてミーティングに参加し，これらの
活動の記録を行った。また，2016年３月13日に町の中央公民館で行われた復興記念イベントについても映像による
記録化を実施することができた。

５．研究組織

青木　隆浩　本館研究部・准教授　　◎川村　清志　本館研究部・准教授
柴崎　茂光　本館研究部・准教授　　　葉山　　茂　本館研究部・特任助教
兼城　糸絵　鹿児島大学・准教授　　　渡部　鮎美　学術振興会特別研究員P.D.

（19）若手研究（Ｂ）
　　「北日本縄文時代の植物食文化に関する分析学的研究」
　　 2014～2016年度
　　（研究代表者　渋谷綾子）

１．目　的

　本研究の目的は，北日本の縄文時代遺跡から出土した石器や土器の付着物に含まれる残存デンプン粒を分析する
ことによって，野生植物食料の加工技術を復元し，当時の植物食の実態を明らかにすることである。具体的には，
植物の加工具とされる石皿や磨石類，および土器の付着物について残存デンプン粒の検出を試み，石器や土器の加
工対象となった植物を検討する。
　石器や土器の付着物に含まれる残存デンプン粒を研究材料とすることは，縄文時代における石器や土器を用いた
植物の加工技術について直接議論できるという大きな利点がある。そこで本研究では，縄文時代における野生植物
食料の加工技術を復元するため，植物加工具である石皿や磨石類が多数出土する遺跡や炭化物の付着する土器が多
く出土している遺跡，大型植物遺体の出土が少ない遺跡を調査の主な対象として，重点的に残存デンプン粒分析を
行う。さらに，考古学資料から検出される残存デンプン粒のタフォノミーを検討するため，現生植物試料を用いた
加工・調理・残留実験を行い，基礎的なデータを蓄積する。その上で，北日本縄文時代の植物食の実態，縄文時代
における人と植物との関係に関する新しいモデルの構築を目指す。

２．今年度の研究計画

　2015年度は，2014年度に得られた成果をもとに分析調査を進める。北海道伊達市北黄金貝塚の出土遺物に対する
調査の継続とともに，2014年度に分析の対象資料に関する協議や調整を行った函館市垣ノ島遺跡ついて分析調査を
始める。さらに，検出した残存デンプン粒の植物同定を進めるだけでなく，デンプン粒の損傷・分解率を検討する
ため，先行研究や他の事例研究で確認した残存デンプン粒の遺存状態について検証する。
　2015年度の研究成果については，2014年度および2015年度前半に得られた分析結果を中心として，2015年５月の
一般社団法人日本考古学協会第81回（2015年度）総会とオランダ・ライデン大学で開催されるAWRANA2015
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（Association of Archaeological Wear and Residue Analysts），７月の国際第四紀学連合第19回大会（XIX 
INQUA Congress），11月の第30回日本植生史学会大会で報告する。

３．今年度の研究経過および成果

　今年度において分析・検討を行ったのは主に下記の項目である。
１）北海道伊達市北黄金貝塚から出土した縄文時前期・中期の擦石や石皿の分析
２）北海道函館市垣ノ島遺跡の2015年度発掘調査で出土した縄文時代の石器の分析
３）参考研究として，茨城県守谷市永泉寺東遺跡の2015年度発掘調査で出土した石器の分析
４）現生デンプン粒標本の観察
　上記の成果は下記の論文や報告書，学会発表ですでに報告している。
【学術雑誌・紀要等】
１） 渋谷綾子「永泉寺東遺跡から出土した石器の残存デンプン粒分析」（岩田泰夫・原田昌幸・宮下数史・柴田徹・

建石徹・小林謙一・二宮修治・渋谷綾子・新井和之・村山千栄子・今泉克巳編『茨城県守谷市松並溜遺跡・永
泉寺東遺跡─守谷市松並土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書─』，pp.518－523，有限会社有明
文化財研究所，2015年11月）

２） 渋谷綾子「日本考古学における残存デンプン粒分析の現状と課題」（『古代文化』第67巻第１号，pp.108－
118，2015年６月）（査読付き）

【学会・研究会発表等】
＜口頭発表＞
３） Ayako Shibutani. 2015. What Did People Eat in Prehistoric Japan? Evidence from Starch Granules on Stone 

Tools and Pottery Vessels. AWRANA 2015， Universitieit Leiden， Netherlands， May 28， 2015.（査読付き）
４） 渋谷綾子「残存デンプン粒分析からみた縄文時代前半期の植物利用とその変化」一般社団法人日本考古学協会

第81回（2015年度）総会，帝京大学八王子キャンパス，2015年５月24日。
＜ポスター発表＞
５） 渋谷綾子「人骨の歯石の残存デンプン粒から食生活を探る」第30回日本植生史学会大会，北海道博物館，2015

年11月７日・８日。
６） Ayako Shibutani. What did Jomon people consume for starchy food? Case studies from the Jomon wetland 

sites in Japan. XIX INQUA Congress， Nagoya. The Nagoya Congress Center（NCC）， August 1， 2015.（査
読付き）

＜講演＞
６） 渋谷綾子「晩ご飯は何？デンプンから探る古代人の食生活」中央大学人文科学研究所公開研究会，中央大学多

摩キャンパス，2016年１月９日。

４．研究組織（研究分担者）
　渋谷　綾子　本館研究部・特任助教

（20）若手研究（B）
　　「安山岩採掘に関する歴史・民俗学的研究」
　　 2014～2016年度
　　（研究代表者　松田睦彦）

１．目　的

　本研究は，経験者の高齢化により，今まさに失われようとしている機械化以前の安山岩採掘技術と，それにとも
なう文化を明らかにし，記録することを目的とする。硬質の岩石である安山岩は，中世以来，割りたい位置に沿っ
て一列にノミ（鑿）で穴をあけ，そこにヤ（矢）と呼ばれる楔を打ち込んで割られてきた。こうした技術は花崗岩
にも用いられており，応募者はその究明・記録を行なってきたが，花崗岩とは明らかに異なる性質を有する安山岩
においては，微妙な技術の違いだけでなく，特有の身体技法や知識の存在が予想される。本研究では，上記の目的
を達成すると同時に，こうした民俗学的成果を考古学や文献史学へも反映させることを意図している。
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２．今年度の研究計画

　昨年度の研究によって徳川林政史研究所所蔵の尾張徳川家の石丁場に関する史料である「駿州 豆州 相州 御石場
絵図」とその付属文書が，近世における御用丁場の管理方法および丁場の具体的範囲，石材の規格，採掘技術，さ
らに石材採掘にかかわる伝承等を明らかにする上で非常に重要な資料であることが明らかとなった。しかしながら，
これまでその活用は各自治体の発行する報告書等に断片的に取り上げられるにとどまっていた。そこで，全編にわ
たる翻刻作業を行ない，報告書として刊行することが急がれるという認識にいたった。
　そのことをふまえ，今年度は当初目標としていた神奈川県真鶴町をおもなフィールドとした研究の２つの柱，す
なわち，①安山岩採掘職人からの聞き取り調査および採掘現場での作業の観察を通して，採掘作業の全体的な工程
を把握する，②安山岩採掘職人の労働組織や技術伝承のあり方，信仰，日常生活など，技術以外の文化的側面につ
いて，聞き取り調査から明らかにする，に加えて，③昨年完了した上記資料の翻刻内容を確認し，絵図の現地比定
作業も進めることとした。

３．今年度の研究経過と成果

　上記①および②については，神奈川県真鶴町の採石業者の採石場，小割場の調査を行なった。安山岩採掘と小割
現場の観察，聞き取り調査を通して，採掘作業の全体像を把握し，各作業工程における職人の技術と安山岩という
岩石の特性との関係が，部分的にではあるが明らかとなった。すなわち，花崗岩のように母岩から大きく割り取る
ことのできない岩石においては，石の節理を利用して割ることよりも，より大きな石材を割り取ることのできる面
を優先して割るということである。こうした割り方は，安山岩の節理が花崗岩ほどには強いものではなく，節理と
は異なる面で割ることが比較的容易であることによって可能となっているのである。
　つぎに③については，絵図を所蔵する徳川林政史研究所において翻刻内容の最終確認を行なったほか，絵図に描
かれた神奈川県真鶴町，静岡県伊東市，同県熱海市において現地比定作業を行なった。その結果，従来確認されて
いた石丁場があらためて確認されたほか，真鶴町においては絵図に描かれた石丁場と考えられる場所を新たに特定
するにいたった。
　その他，上記３つの作業を進めるための参考として，神奈川県南足柄市の安山岩石丁場跡と，香川県小豆島町の
花崗岩石丁場跡の調査も行なった。
　なお，本研究と関連する成果については以下の形で発表した。
【講演】
「石を切る─採石職人の技とくらし」（特別展「石展─かながわの歴史を彩った石の文化」記念講演会，2016年２月，
神奈川県立歴史博物館）

（21）若手研究（B）
「奈良時代知識TopicMaps辞書構築による正倉院文書研究方法論の記述
の試み」

　　（研究代表者　後藤　真）

１． 目　的

　本研究は，正倉院文書研究の知識を総体的にデジタル化し，実文書の典拠と結びつけることで正倉院文書に関わ
る総合的な研究知識環境の基礎整備を行うと同時に，歴史研究に有用な複数のデータベース連結モデルを提案する
ものである。正倉院文書データベースで積み残した課題を解決し，より高度に発展させる。正倉院文書内の各史料
情報に知識情報を付加し，オントロジ知識辞書を構築する。オントロジ辞書にはISO標準であるTopicMapsを採用
する。それにより，日本における日本史学研究とその重要史料の国際的な流通を目指し，奈良時代史の研究知識環
境の大幅な改善に役立てることを目指す。

２． 平成27年度研究計画

　正倉院文書を史料構造に即した形で階層構造化し，オントロジ化を行う。その後，正倉院文書研究における文書
復原の基礎的概念である，「断簡」をトピック化し，断簡に関連した操作を関連情報として付加する。それにより，
正倉院文書の復原をTopicMaps辞書により可能とするだけでなく，復原の手法そのものを可視化し，今後の正倉院
文書研究に結びつけることを試みる。
　これらの情報を付加することで，正倉院文書の主要な部分である，史料の復原とその方法論の可視化。写経所文
書としての経典情報の解析基盤構築，それを用いた，奈良時代における官製写経事業の実態といったことの解明を
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可能とする。本成果については，日米欧を中心とするデジタル・ヒューマニティーズ研究の関連団体の連合体であ
るADHOをはじめ，関連の国際会議での発表を目指す。
　そのうえで，奈良時代の個別経典の実態の解明を進め，経典情報との関連付けを引き続き行う。また，人文系研
究と連携し，平安時代の目録類を関連情報として入力することを試みる。この部分の辞書の完成によって，奈良時
代から，平安初期における，仏教知識の源泉となる経典類がどのように編成されたのかが可視化され，今後の研究
のスタートラインが築けるものと考える。

３． 平成27年度研究成果

　７月にADHOにおける国際会議にて査読を受け通過し，口頭発表を行った。また，断簡情報の総合的なデジタ
ル化を行い，公開の前段階に入るまでに至った。史料の復原情報と可視化について，総合的に検討を行うと同時に，
抽象的な情報をどこまで入れることが可能かという検討を引き続き行った。
　また，奈良時代と平安時代の経典情報をトピックマップのデータベースに入れることで，時間差による当時の経
典の知識情報の変化について可視化を行うことが可能となった。
　一方で，外部との連携研究については，代表者の異動があったこともあり，効果的ではなかった部分もあるので，
平成28年度に残された課題である。

４． 組織体制

　後藤　　真　本館研究部・准教授

（22）若手研究（B）
　　「中世～近世初期の対馬宗氏領国に関する基礎的研究」
　　 2013～2015年度
　　（研究代表者　荒木和憲）

１．目　的

　本研究の第一の目的は「中世対馬宗氏領国に関する基礎的研究」である。とかく日朝交流史の文脈だけで評価さ
れがちな宗氏領国を日本中世政治史のなかに位置づけ，その特質を室町幕府・九州地域・朝鮮王朝との関係性のな
かで総合的に解明する。第二の目的は「近世初期対馬宗氏領国に関する基礎的研究」である。近世初期の宗氏領国
において家中が形成されるなかで，重臣柳川氏が家中から超越し，江戸幕府に直結していく政治過程を解明する。
このように中世～近世初期という長いスパンを設定し，宗氏領国の特質を日本列島の政治史，とりわけ中央政権と
の関連性のなかで連続的にとらえることで，日本・朝鮮両国の国境地域に存立する宗氏領国の主体性と従属性のあ
り方を明らかする。

２．今年度の研究計画

　研究テーマⅠ「室町・戦国期の対馬宗氏と幕府・将軍」に関しては，研究成果の公表にむけて成稿作業を進める。
　研究テーマⅡ「環玄界灘地域の戦争と平和」に関しては，前年度に引き続き，中世壱岐・松浦関係史料のデータ
ベース化を行いながら研究を進める。
　研究テーマⅢ「近世初期の宗氏領国と柳川氏」に関しては，長崎県立対馬歴史民俗資料館に所蔵される「宗家文
書」の調査，および『資勝卿記』『鹿苑日録』等からの宗氏領国関係史料の抽出・データベース化を行いながら研
究を進める。

３．今年度の研究経過

　今年度は本研究の最終年度であるため，研究成果のとりまとめに重点をおいた。
　研究テーマⅠに関しては，その成果を基軸とした中世対馬の通史的叙述を試み，単著を成稿した（３月）。その
過程において，対馬市で当該テーマに関連するフィールドワークを実施するとともに（11月），対馬市教育委員会
で公開されたばかりの「藤家文書」の調査を行い，新出の中世史料を確認することができた（２月）。
　研究テーマⅡに関しては，中世壱岐・松浦関係史料のデータベース化を完了し，学会発表を行った（12月）。唐
津市（上松浦地域）で当該テーマに関連するフィールドワークを実施した（12月）。
　研究テーマⅢに関しては，長崎県立対馬歴史民俗資料館で史料調査を行うとともに（11月・２月），近世初期の
宗氏領国関係史料のデータベース化を進めた。
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４．今年度の研究成果

　学会発表　荒木和憲「室町・戦国期の対馬と壱岐─海域秩序をめぐる政治史」（九州史学会大会日本史部会，於
九州大学，2015年12月）
　著書（単著）荒木和憲『対馬宗氏の中世史（仮）』（吉川弘文館，2017年刊行予定）

５．研究組織

研究代表者　荒木和憲

（23）若手研究（B）
「日本産資料の高精度暦年較正に向けた北太平洋３地域産現生木の放射
性炭素濃度測定」

　　 2014年度～2016年度
　　（研究代表者　箱﨑真隆）

１．研究目的

　近年の研究で，日本産年代既知試料の放射性炭素年代を北半球用暦年較正曲線で較正すると，真の年代より古い
年代に較正されることが明らかになっている。これは，大気中の放射性炭素濃度が空間的に均質でなく，日本周辺
では他の北半球地域に比べて系統的に低いことを示唆する。本研究は，日本周辺で放射性炭素濃度低下が起こる原
因の解明を目的とする。そのために，北半球環太平洋３地域（北日本・南日本・アラスカ州南部）の年代既知現生
樹木試料を対象に，過去150年の放射性炭素濃度測定を行い，得られたデータと気象観測記録との突き合わせによっ
て，何が日本周辺の大気中放射性炭素濃度を下げるのかを考察する。

２．今年度の研究計画

　本研究は，「現生木試料の収集」，「年代確認のための年輪幅に基づく年輪年代解析」，「放射性炭素濃度測定のた
めの試料調整（化学処理，二酸化炭素精製，グラファイト生成）」，「加速器質量分析計による放射性炭素濃度測定」，
「放射性炭素濃度時系列データの気候応答解析」からなる。今年度は，現生木試料の収集と年輪年代解析，データ
解析環境の整備，昨年度収集した試料の試料調整と放射性炭素濃度測定，気候応答解析の実施，一部成果の公表を
計画した。

３．今年度の研究経過および成果

　昨年度は南日本産試料を得ることができなかったが，名古屋大学太陽地球環境研究所（現：名古屋大学宇宙地球
環境研究所）との協議により，同研究所が保有するヤクスギ試料１点を得ることができた。年輪年代解析により，
この試料に西暦1335－1995年の年輪があることが確認できた。また，北日本産試料の追加試料として，東北大学植
物園との共同調査により，北海道根室市春国岱原生林のアカエゾマツ試料を得ることができた。同試料には300年
程度の年輪が含まれている。同試料の年輪年代解析は東北大学植物園が担当し，年代が決定し次第，測定用試料を
譲り受けることとなった。北日本産試料としては，すでに青森県産ヒノキアスナロ材を入手しているが，春国岱は
青森県よりもさらにオホーツク海に近く，オホーツク海高気圧の強い影響を受けると予想される。この試料を分析
することにより，北日本でのより局所的な差異の解析が可能となる。
　本研究では，最終的に，得られた年輪幅・放射性炭素濃度データの公開を予定しており，測定・解析と平行して
データベースの作成を進める必要がある。そこで，年輪時系列データの年輪年代解析およびデータ管理を円滑に行
うことができる専用ソフトウェア「PAST５（SCIEM社製）」を導入した。
　本研究は，多数の試料の測定を加速器質量分析計によって行うことを主たる分析とするため，加速器質量分析計
を保有する研究機関での研究実施が最も効率的である。しかし，年度の途中で，加速器質量分析計を保有する名古
屋大学年代測定総合研究センター（現：名古屋大学宇宙地球環境研究所）から，保有しない国立歴史民俗博物館へ
の異動となったため，効率的測定が難しい状況となった。そこで，加速器質量分析計をもつ研究機関の研究者が多
く参加する学会に参加し，各機関の研究者に協力を要請し，今後の測定について協議を行った。なお，国立歴史民
俗博物館は加速器質量分析計を保有していないが，放射性炭素年代測定の試料調整については国内有数の研究拠点
である。本研究の試料調整を効率的に進めることができる手法も開発されており，今後の分析のためにその手法を
修得している。
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４．研究組織

箱﨑真隆　本館研究部・特任助教

（24）特別研究員奨励費
　　「近世後期の大名家臣団における「家」結合の具体相とその変容」
　　 2013～2015年度
　　（研究代表者　藤方博之）

１．目　的

　近世の政治権力を構成し，また近代においては家族制度の範型とされた武士の「家」について，博士論文に引き
続きその実像を明らかにする研究を進める。特に，大名家を対象として，武士の「家」々の結合のあり方が，近世
後期においていかに変容していったかに焦点を当てる。その際，近代における士族の「家」についても分析対象に
含め，近世から近代にかけて「家」のあり方を連続して分析する。このことによって，近代「家」制度の研究蓄積
が進んでいる，家族社会学・法社会学といった分野における知見との接続を図ることができ，近世から近代にかけ
て「家」の何が変化したのか，その一端を明らかにすることができると考える。

２．今年度の研究計画

　今年度は，近世近代移行期，個々の武士（士族）の「家」内部において，どのような実態が展開していたのか，
生活の実態と「家」観念のあり方から解明することを目指す。

３．今年度の研究経過

　主要な研究対象である佐倉藩堀田氏について，主家である堀田家文書（佐倉厚生園所蔵，佐倉市寄託）のほか，
家臣の家文書，コレクション資料の閲覧・複写・撮影を行い，分析に取り組んだ。
　このほか，佐倉藩堀田氏との比較分析ができる大名家臣団を選択すべく，各地にて史料調査を行った。具体的に
は，金沢藩前田氏，柳川藩立花氏の各大名家である。
　また，佐倉藩堀田氏の研究を進めるため，家臣家文書，旧領の名主家文書の整理作業も行った。
　家臣家文書は，熊谷家の伝存史料である。2014年度までに作成した目録の精度を上げるため，原本校合作業と目
録刊行に向けた作業を実施した。
　名主家文書（遠藤家文書）については，佐倉藩飛地領であった，旧・出羽国村山郡内にて伝存している史料であ
る。遠藤家文書は，筆者を中心として2015年度中に３回にわたって整理作業を実施した。作業にあたっては，東北
芸術工科大学大学院生・卒業生らの協力を得た。

４．今年度の研究成果

　今年度は，史料調査・整理を通じて，報告者にとって研究上利用できる史料の収集を進めつつ，成果としてまと
めることを意識しながら作業に取り組んだ。
　今年度の中心的課題であった，近世近代移行期における武士（士族）の「家」内部の実態解明については，昨年
度の段階で，注目すべき史料の分析を計画に沿って進めていた。今年度は，原本校合によって作成した目録の精度
を上げ，史料翻刻・解説をも含めて一書とし，『佐倉市飯野町　熊谷家文書目録・調査報告』として刊行すること
ができた。同書中の解説では，明治期の熊谷家における生活の実態について論じた。これらの成果により，今年度
の研究目的は一定程度達成できたものと考える。
　このほか，ソウルにおいて学会報告を行う機会があり（「日本近世大名家臣団における『家』の結合と共同性」
第３回東アジア若手歴史家セミナー，ソウル大学日本研究所ほか主催，於大韓民国，2015年８月），報告者の報告
内容について海外の研究者と討論し，貴重な意見を得ることができた。

５．研究組織

　藤方　博之　本館・外来研究員
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（25）特別研究員奨励費
　　「日本アニメーション産業確立期に関する基礎的資料の調査と研究」
　　 2013～2015年度
　　（研究代表者　木村智哉）

１．目　的

　従来の商業アニメーション史研究は，後に有名になり注目を集めた作家・作品（たとえば宮崎駿など）への関心
からなされることが多く，そのため注目度の高い「巨匠」や「傑作」などの諸点を線で繋いでいく，単線的な記述
にならざるをえなかった。結果，1950年代末から60年代にかけてアニメーション製作が産業として確立し，また70
年代にはテレビを中心として作品数を増加させていく間におこった，映像・物語表現をめぐるクリエイター間での
価値観の相違と衝突，さらに製作スタジオ，映画会社やテレビ局，広告代理店やその他のスポンサーなど，諸企業
の経営路線の折衝の複雑な過程は，それぞれ作品が生み出される際の「秘話」のような形で断片的なエピソードが
伝わるに留まり，その実証的な検証や，歴史的意義の位置づけなどは，ほとんどなされてこなかった。
　これに対し本研究は，アニメーションという映像文化が商業的な製作の現場で創造されてきた経緯を，より実証
的に考察するため，まずは基礎的な資料（一次史料および関連雑誌・年鑑等に掲載された報道記事と，製作された
映像作品そのもの）の体系的な把握と検証を行う。特に，映画に比して未整理の領域が多々残されている，国産テ
レビアニメ製作枠組みの確立期（1963年以降80年代初頭までとする）の諸動向を把握し，映画からテレビへという
主要な商業映像メディアの転換が，アニメーションの制作現場と，その映像表現にどのような変化と影響をもたら
したのかを検討する。主たる対象となる企業は，1956年に設立されて，短編映画から長編映画，テレビアニメへと，
その主たる製作作品を転換させてきた東映動画株式会社とし，また比較対象として同時代の同業他社を適宜取り上
げる。

２．今年度の研究計画

　研究員採用最終年度として，国内外での研究成果発表に努めるとともに，研究対象の関係者へのインタビューの
実施と資料収集を継続的に行う。

３．今年度の研究経過

　前述のように文献資料と口述資料の収集を続け，特に博士課程在籍時より継続して行ってきた東映動画株式会社
関係者を中心に，経営者およびその遺族，演出家，制作進行，アニメーター，企画者と，多彩な対象計10名にイン
タビューを行った。また，広告代理店側のプロデューサーにもコンタクトをとり，別の視点からの情報収集を試み
た。これにより，1960年代から90年代初頭にかけての，幾度かの製作体制の変化を包括的に捉えるための情報の蓄
積と分析が可能となった。
　また，後述の学会活動に加えて，サントリー文化財団助成研究「オーラル・ヒストリーによる戦後日本映画史の
再構築」（代表者：谷川建司）に，共同研究員として参加し，様々な研究者と交流するとともに，研究資料や情報
の共有・交換を行った。
　雑誌記事調査としては，大学院生１名を補助者として指示を行い，国立国会図書館所蔵の『アニメージュ』誌（徳
間書店）の78年７月創刊号から81年３月号までの初期巻号について，一部欠号分を除いて精査した。その一部記事
は，学会発表や論文執筆時に活用した。

４．今年度の研究成果

　学会での口頭発表は，国内で２件，海外で１件行った。
　まず，日本アニメーション学会全国大会（６月）では，「テレビアニメシリーズ『狼少年ケン』の新作放映終了
要因とその影響」と題し，本研究にて収集・分析した資料をもとに，テレビシリーズの新作放映終了の要因がスポ
ンサー動向にあり，それによる放映枠の不安定性が制作スタッフの雇用不安定性へと繋がった構造を実証した。
　美学会全国大会（10月）では，東映動画において，劇場用作品とは異なり短いサイクルで制作せねばならないテ
レビアニメ事業の開始が，合議制に基づく制作体制を変動せしめ，演出家による作品の質の一元管理を実現させた
ことを論じた。
　ニューヨーク・ヴァッサー大学でのConference on Asian Studiesでは，“The Progress of the Japanese Animation 
Industry and Economic Revitalization After WWⅡ”として，日本における劇場用長編アニメーション映画とテ
レビアニメシリーズそれぞれの事業の開始を，戦後復興期の経済政策と関連づけて論じた。
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　論文の刊行は，年度内に４本が実現した。昨年度執筆済の２本に加え，「商業アニメーション制作における「創造」
と「労働」─東映動画株式会社の労使紛争から─」（『社会文化研究』第18号）と，「残された人びと─「それ以降」
の東映動画─」（『プロジェクト研究論集　歴史＝表象の現在Ⅲ　記す／編む／現す』千葉大学大学院人文社会科学
研究科）の２本を執筆し，それぞれ公刊された。
　前者は昨年度に社会文化学会にて行った口頭発表をもとに論文化したもので，査読付き論文として，本研究を代
表する成果となった。また後者は，これまで注目されてこなかった，人員削減と長編製作規模縮小後の東映動画の
事業と社内人員の動向に注目し，経営方針の変化が創造の現場にどのような影響を与えたかを論じた。
　ほか，イメージ＆ジェンダー研究会・日本アニメーション学会にて，シンポジウム・研究会等の企画・ディスカッ
サントなどを務めるなど，アウトリーチ活動も活発に行った。

５．研究組織

　木村　智哉　本館・外来研究員

（26）特別研究員奨励費
「自然と天文の変異からみた日本古代王権の研究─祈雨儀礼と災害認識
を中心に─」

　　 2015～2017年度
　　（研究代表者　山口えり）

１．目　的

　本研究の目的は，古代における自然と人間との関係を学ぶことである。具体的には，古代王権が自然現象と向き
合い，災害が起こる合理的な解釈を求める中，日本で貞観期以降に独自に発展した「理運」という天文観念から「王
権」を分析し，その展開を思想の「積層性」に着目し，解き明かすことが課題である。「理運」と「積層性」をキー
ワードとして，「古代王権」の自然現象に対する思考を分析し，古代から中世への変化の一端を明らかにしたい。

２．今年度の研究計画

　１年目に当たる今年は，特に「理運」に着目し，研究を進める。「理運」という単語については，今までの先行
研究ではほとんどふれられずにきた。よって，「理運」とはいかなるものなのかという出発点に立ち，研究を行う。

３．今年度の研究経過

　本年度は，「理運」という用語が確認される現物資料，及び関連資料の調査を行い，閲覧・複写・撮影を行い，
分析に取り組んだ。
　「理運」という用語の日本における初見記事は，『日本三代実録』貞観十七年（八七五）十一月十五日条である。
この条文では，「三合之理運」は，『黄帝九宮経』の引用文とともに掲出される。「理運」について検討するため，『黄
帝九宮経』逸文の載る『三合勘文部類』を第一の調査目標とした。
　『三合勘文部類』については，当館所蔵の『三合勘文部類』（高松宮家伝来禁裏本），東北大学附属図書館所蔵の
『三合勘文部類』を調査した。これに加え，国立天文台所蔵の『三合勘文部類』のマイクロフィルムを照合し，比
較分析した。その結果，国立天文台所蔵『三合勘文部類』のマイクロフィルムは，東北大学附属図書館蔵『三合勘
文部類』が原資料であることが判明した。来年度は，これに加え，未見の東京大学史料編纂所蔵の『三合勘文部類』
も調査する予定である。
　東北大学附属図書館では，関連資料である『請雨神法並還申作法』，『九星図説日要精義大成』，『健斉稿本雑集　
四二冊　九星相性』も調査した。
　加えて，京都府立総合資料館では，京都若杉家文書等の資料調査を行った。『古今神書目録』，『陰陽道関係書付
一括』，『明治十七年九月政保矩天文並暦書類』，『九星配置図』，『三元九星表』，『陰陽関係絵図類一括』，『改元部類
記』，『本朝年代即鏡』，『彗星出現吉兆勘文』（以上若杉家文書），『三合彗星抜粋』（鴨脚家文書），の資料は本研究
に関わる内容が含まれることを確認した。来年度は，さらに内容を詳細に精査していきたい。
　また，六国史をはじめ古記録や日記類でみられる「理運」の用例を蒐集し，その使用法・変遷を調査した。つい
で，中国の史書にみられる「理運」と比較検討し，日本における「理運」の用語の意味・使用法の独自性を明らか
にした。蒐集した資料は，次年度さらなる検討を行う予定である。
　以上の調査の成果については，後述する口頭報告としてまとめることができた。来年度は，この報告を元に成稿
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する予定である。
　なお，古代の宗教（神祇信仰・仏教・陰陽道）のあり方を考える上で，神社や寺社がどのような場所に所在した
かを検討することは重要である。スミセイ女性研究者奨励賞研究助成金によって，各地にて調査を行い，その立地
条件なども含め，知見を深めた。具体的には，宇治上神社（山城国式内社），宇治神社（山城国式内社），日吉大社

（近江国式内社，二十二社），元伊勢籠神社（丹後国式内社，一宮），貴船神社（山城国式内社，二十二社，祈雨神），
北口本宮冨士浅間神社，小室浅間神社（別名：富士山下宮），小室浅間神社（別名：冨士御室浅間神社），速谷神社
（安芸国式内社，二宮），寒川神社（相模国式内社，一宮），川匂神社（相模国式内社，二宮），有鹿神社（相模国
式内社，五宮），熱田神宮（尾張国式内社，三宮）の神社，丹後国分寺，相模国国分寺・国分尼寺の古代寺院跡で
ある。（神社，寺院ともに調査順）なお，寺社の調査に行く前には，文献で事前にその場所が古代まで遡れるかを
確認し，必要に応じ，現在の所在箇所のみならず，古代に存在したであろう地点まで，状況が許す限り（例えば，
道がない，あるいは，禁足地となっているといったことがない限り），足を運んだ。
　上記の寺社の現地調査の成果は，研究期間終了までにまとめる予定の博士論文に用いる。

４．今年度の研究成果

　調査した資料については，先行研究でとりあげられたことがなく，まずは調査レポートの作成を行った。本年度
の調査の結果，『三合勘文部類』の写本は多少の差異は確認できるが，同じ祖本をもとにしていることが明らかとなっ
た。来年度，東大史料編纂所の写本の調査を行い，『三合勘文部類』の翻刻や紹介を公表したい。
　本年度の資料調査，文献調査の成果の一部は，「日本古代の神祇信仰と「理運」の思想」と題して，第69回神道
宗教学会学術大会〔2015.12.6実施〕において口頭報告した。本報告の要旨は以下の通りである。
・天体の動きから導かれる「理運」という用語は，陰陽寮の隆盛と共にうみだされた日本独自の使用法である。
・災害が発生する原因の認識は，特定の人や神などから，人の力の及ばない「理運」へと変化し，十世紀中葉には，
陰陽寮の用語であった「理運」は神祇官の卜の結果としても用いられるようになる。
・中世以降，「理運」は卜筮とは関わらない用語として用いられるようになる。「理運」によって，災害がおこると
いう認識が神祇信仰，陰陽道という宗教の枠組みを超えてできあがり，その対応法も多様化した結果，「理運」は，
より普遍的に使われるようになったと推測される。
　また，海外向けの成果発信に向け，日本古代の災害認識の変遷について，英文論文を作成した。その要旨は次の
通りである。
　日本の古代から中世への転換は，政治史だけでなく，日本人の観念に関わる文化論・災因論からの検討も重要で
ある。古代王権が重視した祈雨儀礼を探ると，災因の捉え方は７～８世紀は「天皇の不徳」，９世紀は「祟」，９世
紀後半には「理運」という「天体の動きが社会動向を規定する」思想へと変遷し，転換期と重なる。この「理運」
の登場と変容を追跡し，古代から中世への展開を解明する。
　この英文論文については，内容をさらに充実させた上で，次年度以降の公表を検討している。

５．研究組織

　山口　えり　本館・外来研究員

［その他の外部資金］

（27）受託研究
冠婚葬祭総合研究所「葬儀の標準化と個別化」

　　　（研究代表者　山田慎也）

１．目　的

　近代に成立した告別式は，その後葬送儀礼の中心的儀礼として位置づけられてきた。それにともない葬儀産業も
業務の形態を整え発達している。戦後成立し発展してきた冠婚葬祭互助会は，共助的発想から成立し，核家族化す
る戦後社会において大きな位置を占めているが，その際，前受金を徴収するために一定の葬儀サービスを事前に提
示したことは，戦後進んでいった葬儀形態の標準化に大きな影響を与えたと考えられる。
　そこで本研究では，葬儀形式の変遷を捉えると同時に互助会の提供してきたサービスの変遷を把握することで，
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互助会の果たしてきた役割を明らかにするだけでなく，現在生じている個別化する葬儀への転換の様相も把握し，
葬儀産業の位置づけを明らかにすることを目的としている。

２．今年度の研究計画

　葬儀の標準化と個別化について，２つの側面から検討する。ひとつは儀礼形態の標準化として，告別式などの葬
儀形式の定型化について検討する。その際に，一般紙の死亡広告を通して葬儀の全体的傾向を把握するだけでなく，
社葬を通して近年のお別れ会に通底する団体葬の様相も明らかにする。
　さらにそれに伴って葬儀サービスの定型化と個性化について，互助会の各社への資料収集とインタビューを行う。
特に地域的慣習や顧客の個別的対応等を中心に情報を収集する。

３．今年度の研究経過

　葬儀様式の変遷を明らかにすることを目的とするため，素材として『朝日新聞』を取り上げる。朝日新聞は1879
年創刊され，明治後期の告別式の成立から，1990年代の葬儀の小規模化まで，葬儀形態を通時的に分析するための
素材としては適切である。今年度は，まず傾向を把握するために，1900（明治33年）年～1960（昭和35）年の間で，
５年ごとに11月と12月のデータを収録しており，それぞれの年ごとの特徴の傾向を捉えることとした。
　また冠婚葬祭互助会として福岡県の株式会社サンレーの創業者，社長，役員関係者等の聞き取り調査と創業依頼
のパンフレット，社史などの資料収集を行った。

４．今年度の研究成果

　５年ごとの特徴から，1900年代初頭には，生造花などの供物辞退などから葬儀の変容が生じており，その後，葬
列の廃止を経て，告別式が次第に行われるようになっている傾向を見て取ることができた。さらに当初，宗教的性
格を排除していた告別式が，次第に焼香や玉串奉奠などの宗教形式を含んでいくようになり，その形態が次第に浸
透していったことを指摘している。そして，大正末期から告別式が東京では一般的となり，戦時中は葬儀の小規模
化が一時生じるが，戦後になると告別式が復活し，さらに肥大化していく傾向を示しているのであった。
　また，株式会社サンレーの調査では，提示するサービスが，昭和40年代には告別式に対応した基礎的な物品提供
であったが，多様な顧客の需要に対応するため，司会や通夜のサポートなど，サービス業としての性格に移行し，
定型化した儀礼の中での個別的対応をするための，業務の転換が行われていたことが明らかになった。さらに地域
社会のキーパーソンとなる婦人会の役員や，退職教職者にコンサルタント的な役割を担わせつつ勧誘を重ねてきた
ことなど，会員獲得に向け地域ネットワークを基盤としてきたことがわかる。さらに儀礼文化研究を行いつつその
導入も積極的に行い，時代に合わせた儀礼の構築を行っているなどが明らかになった。

５．研究組織

山田慎也（本館研究部・准教授）・田中大介（桜の聖母短期大学・准教授）

（28）受託研究
冠婚葬祭総合研究所「無縁社会における墓と追悼」

　　　（研究代表者　山田　慎也）

１．目　的

　少子高齢化や個人化の進展は家族構造の変容をもたらし，その影響が最も大きく現れているのが，死後の祭祀の
問題である。家を基盤とした祖先祭祀が衰退し，少子化による家族人員の減少や単身世帯の増加によって，死者の
追悼行為がどのように変容していくかについて墓の様態を中心に検討を行う。特に子孫の祭祀を必要としない死後
祭祀のあり方について，歴史的経緯も含め多様な現状を把握することで，現代人の死生観を照射することを目的と
する。あわせて今後の対応の可能性も考察していきたい。

２．今年度の研究計画

　個々の寺院や墓の対応は，置かれた状況や関係者のあり方で異なっており，文化的な動態を把握し現代人の死生
観を考える上で，実態をしめすモノグラフの作成は重要な課題である。和歌山県南端部の紀南地域を素材として，
地方の過疎地域の事例を取り上げ，死者祭祀の実態をまず捉えるため，古座川上流域の寺院調査を行う。
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３．今年度の研究経過

　古座川は紀伊半島の大塔山を源流としている本流と，小川という支流にわかれており，その上流にある小川集落
にあるのが宝音寺である。さらに，古座川本流の七川地区は，６年前まで地域の寺院５ヶ寺を兼務していた。平井
地区の広徳寺住職が亡くなったため，宝音寺が兼務することとなった。よって，古座川地区奥の地域調査として，
宝音寺住職への聞き取り調査と墓地調査を行う。

４．今年度の研究成果

　地方においても葬儀の小規模化が進み，「家族葬」という用語自体が先行し，その内容が十分に理解されないま
ま宗教葬が浸透している様子がわかる。しかもそれに対する近隣の人びとの戸惑いもあり，また重要な通夜儀礼で
あった西国三十三番のご詠歌が，家族葬の名の下に行われなくなり，また香典の辞退など，急速に葬儀を支えるネッ
トワークの断絶が生じてきた。
　さらに，祭祀の消滅は，墓の移転など明確に行われる場合と，葬儀のみはなんとか親族で行いつつ自然消滅する
場合，さらには納骨だけや他の地域での依頼僧侶による葬儀によって，関係が切れていくなど，緩やかに寺壇関係
が切れてゆくことがうかがえる。
　これには，この地域における墓地の位置も大きく関係していると思われ，屋敷墓地や集落ごとなど，墓地が点在
しており，住職のいる寺院境内墓地とはそのつながりの意識は全く異なっている。さらに古くからの兼務寺院は，
それほど激しい離檀が生じていないのは，寺院や住職との日常の紐帯の違いであり，新たな兼務寺院で火葬のみの
納骨や依頼僧侶による葬儀などが生じているのもこうした背景があるからであろう。
　さらに宝音寺の場合も，その檀家数の少なさから後継者の危惧があり，現住職も自身の年金があるので生活でき
るが，それがなければ生活が厳しいことをのべており，やがて宝音寺も無住化の危機があることがうかがえる。一
方で，墓じまいに対する積極的な展開はこの寺院では見られない。合葬式共同墓については，経済的負担から困難
であるという。これも地域，寺院ごとの対応の違いである，ミクロな分析とマクロな分析を重ねていく必要があろ
う。

５．研究組織

山田慎也（本館研究部・准教授）　　　　　鈴木岩弓（東北大学・教授）
森謙二（茨城キリスト教大学・教授）　　　村上興匡（大正大学・教授）
小谷みどり（身延山大学・客員教授）　　　土居浩（ものつくり大学・准教授）




