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外部資金による研究 
 

［概 要］  

 2016（平成28）年度科学研究費助成事業の新規採択件数は９件で，継続を含めた採択件数では21件，総額48,900,000

円であった（採択課題一覧参照）。 

 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。特に主要な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言えよう。歴

博では科学研究費の獲得に向けて，前年度に引き続き本年度も全館的な取り組みを継続・強化し，以下のような取

り組みを行った。 

 第一に，９月26日（月）に外部から講師を招へいし，科研費の獲得に向けた勉強会を実施した。科学研究費を巡

る動向や申請に当たっての留意点などについて豊富な経験をもとにご講演いただき，意見交換を行った。また，こ

れに先立つ９月23日（金）には文部科学省研究振興局学術機関課課長補佐鈴木慰人氏を講師として招へいし，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」を実施した。次年度に科研費申請を行う必要のない教員（すなわち科研費が

採択されている教員）10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

を行った。 

 第三に，過去に採択された申請書を館内閲覧に供し，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。 

 以上は前年度より引き続き実施した取り組みである。以下本年度より新規に開始した取り組みについて述べる。 

 第四に，本年度より館内教員の科研費申請を原則義務化した。 

 第五に，本年度より科研費申請のための準備として，科研費申請支援制度を施行開始した。この制度は，基盤研

究（Ｂ）以上の科研費の応募に対して申請のための準備経費を配分するもので，今年度は９件の応募があった。 

 第六に，10月７日（金）に「科研費申請プレゼンテーション」を実施した。上記の科研費申請支援制度の利用者

及びその他の希望者の計９名が申請予定課題に関するプレゼンを行い，教員同士で意見交換を行った。 

 この結果，2016年度の科研費の申請件数は34件となり，前年度の28件からさらに増加した。本年度の取り組みが

どれくらい効果を上げたかを2017年度春以降検証しつつ，今後とも各種の取り組みを充実させ効率化させていく必

要がある。 

 また，民間の研究助成についても申請を奨励し，「出光文化福祉財団調査・研究助成」など，７件が採択された。 

 

共同研究担当 福岡万里子・工藤雄一郎 

 

［採択課題一覧］  

 種 目 研 究 課 題 研究代表者 

新 
 
 
規 
 

基盤研究（B） 中世日本の東アジア交流史に関する史料の集成的研究と研究資源化 荒木 和憲 

基盤研究（B） 林業遺産の保存と持続的な活用による林業教育・地域づくりの可能性 柴﨑 茂光 

基盤研究（B） 史料学的検討を重視した『延喜式』の基礎的研究 小倉 慈司 

基盤研究（B） 
現代日本における死者儀礼のゆくえ―生者と死者の共同性の構築をめざ
して 

山田 慎也 

基盤研究（C） 日本植民地の学校教育に見る民族意識の形成 樋浦 郷子 

基盤研究（C） 
ザクセン選帝侯アウグスト二世旧蔵日本磁器の研究―西洋における日本
像の受容史的考察 

櫻庭 美咲 
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新
　
　
規

基盤研究（C） 朝鮮半島西南部の前方後円墳をめぐる倭と馬韓の交渉史 高田　貫太

基盤研究（C） 坤輿万国全図と国民的教養の基盤形成 青山　宏夫

若手研究（B） 近世近代における赤色染料の利用実態に関する研究 島津　美子

継
　
　
　
続

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 日高　　薫

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 上野　祥史

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─ 村木　二郎

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 工藤雄一郎

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 三上　喜孝

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 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 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─ 福岡万里子

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 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 松田　睦彦

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 箱﨑　真隆

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

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 山口　えり

（１）基盤研究（Ｂ）
　　「中世日本の東アジア交流史に関する史料の集成的研究と研究資源化」
　　 2016～2020年度
　　（研究代表者　荒木和憲）

１．目　的

　本研究の目的は，中世日本の分権的な社会で分散的に生成された「東アジア交流史関係史料」を網羅的に収集・
分析し，史料論的側面から，中世日本の東アジア交流史研究の総合化を図ることである。具体的な手順としては，
収集した史料の基本情報と本文テキストをデータ化し，これに個々の史料の生成・授受等に関わるメタデータを付
加する。そして，ユーザーが任意の切り口から史料を検索することができるファセット検索システムを構築し，こ
れに上記のデータを投入することで，中世社会における「東アジア交流史関係史料」の生成・授受等のあり方を表
現するとともに，ユーザーが高度で有意な情報を自在に引き出せるようにする。当該システムは2016年度内に構築
し，2017年度以降に研究成果の速報的な公開を図る。最終年度に研究成果報告書として『中世日本東アジア交流史
関係史料集成（稿）』を作成し，将来的な史料集成の実現に向けた第一歩とする。

２．今年度の研究計画

　代表者・研究分担者が集まって打合せ研究会を開催し，本研究を進めるにあたっての方針を協議・決定する。代
表者・研究分担者が所属する４機関で研究補助作業従事者を雇用し，その補助を受けながら，「東アジア交流史関
係史料」の検出，基本情報・本文テキスト・メタデータの作成・入力を進める。代表者は全体の進捗状況を管理し，
研究分担者から提供されたデータの集約と整合化を図る。代表者と研究分担者は必要に応じて史料所蔵機関で原本
等の調査を行う。これらのデータ作成作業と並行して，メタデータのファセット検索を可能とするシステムの設計・
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構築を図る。

３．今年度の研究経過及び成果

　５月に打合せ研究会を当館で開催し，「東アジア交流史関係史料」の検出・採録，データ作成等の基本的な方針
を協議・決定した。この機会を利用して当館所蔵史料のサンプル調査を行い，『法用文集』（田中穣氏旧蔵典籍）に
未翻刻の日明関係史料が多く含まれることを確認した。このため，当該史料の調査・翻刻・データ化を研究期間内
に進めることとした。
　上記の打合せ研究会において，当面の作業対象をおおまかに切り分け，榎本班は中世前期の記録・典籍，伊藤班
は九州に所在する中世後期の文書，荒木班は九州以外に所在する中世後期の文書・記録，須田班は東京大学史料編
纂所謄写本にもとづく禅宗関係史料からの検出・データ化を進めることとした。その後，各班で研究補助作業従事
者の協力を得ながら，「東アジア交流史関係史料」の検出・データ化作業を進捗させた。開始当初は採録・データ
化の方針をめぐる再調整に時間を要したが，今年度末までの成果として，約1000件のデータを作成することができ
た。
　ファセット検索システムに関しては，後藤班を中心として仕様策定・設計を進め，３月に構築が完了した。速や
かに上記のデータを登録して動作テストを実施し，重大な問題がないことを確認した。キーワード検索・本文テキ
スト検索はもちろん，個々の史料の発信（作成）・受信にかかる人物・階層・地域，関係する東アジアの国・地域，
唐物，年代（西暦）などのメタデータを多重に絞り込みながら検索することが可能となった。インターフェースな
どの微調整が次年度の課題として残ったため，一般公開の時期は次年度内となる見込みであるが，公開後はデータ
の逐次的な追加・更新によって研究成果の速報的な発信が可能となる。

４．研究組織（◎は研究代表者）
　伊藤　幸司　九州大学大学院　比較社会文化研究院・准教授
　榎本　　渉　国際日本文化研究センター・准教授
　須田　牧子　東京大学　史料編纂所・助教
　後藤　　真　本館研究部・准教授
◎荒木　和憲　本館研究部・准教授

（２）基盤研究（B）
　　 「林業遺産の保存と持続的な活用による林業教育・地域づくりの可能性」
　　 2016～2019年度
　　（研究代表者　柴崎茂光）

１．目　的

　林業遺産に対する関心が高まる一方で，大半の林業遺産は年々風化が進む。こうした状況の中で，本研究では，
林業遺産を持続的に保全するとともに，長期的な視点から林業教育や地域づくりにつなげるための方策を探る。具
体的には，全国の林業遺産に関する網羅的な調査を行い，その現状と課題を把握する。また，活用されている林業
遺産の事例分析を行い，遺産保存と活用上の課題を明らかにする。このほかに，風化の危機に瀕している林業遺産
の状況を明らかにした上で，活用にむけた潜在的可能性を探る。さらに，得られた情報を包括的に取りまとめる。

２．今年度の研究計画

　林業遺構の保存状況を把握するために，森林組合，資料館・博物館郵送式のアンケート調査を行う。回収した調
査票から，林業遺産の数・種類や保存上の課題などを把握する。活用されている林業遺産について，集落跡や森林
鉄道などのフィールド系や，生産技術・資料系から数か所を選んで調査を行う。保存状態が悪く，一部消失した林
業遺産については，考古学的な知見も活用しながら林業遺構の実態調査を行う。具体的には林内で発見された発見
された林業遺構の位置情報を記録する。このほかに海外における保存・活用に関する情報収集も行う。

３．今年度の研究成果

　林業遺産に関するアンケート調査に関しては，605か所から回答を得た（回収率38%）。
本アンケート調査では，「山とのかかわりを持ちながら，木材・薪炭材・動植物・楽しみ（畏れ）といった山から様々
な恵みを受ける活動や，山地災害を軽減させるために行う活動」を幅広く林業と定義した。そして林業遺産とは，
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そうした林業活動の中で，地域の森林・林業史を考えるうえで，何らかの意味を持つものと位置付けた。その結果，
林業跡地や構造物（359件），道具類・資料群（379件），林業関連の習俗（259件），林業技術（253件），林業景観（218
件），林業発祥地・記念地（128件）などの回答が出された（数字は速報値）。このほかに，宛先不明での返送が42
か所あり，林業資料館・博物館などが閉鎖されている現状も明らかになった。今後に向けた課題としては，消失や
廃棄の可能性，人手や費用の不足などが指摘された。なお本アンケート調査の成果の一部は，日本森林学会で口頭
発表された（深町・柴崎・奥山・八巻・奥の共著）。
　現地調査では，遠軽町立丸瀬布森林公園（北海道）や，小繋文庫や小繋山林（岩手県），東京大学秩父演習林に
おける森林鉄道跡（埼玉県）などにおいて，関係者に聞き取り調査を行うとフィールド調査を行った。この他に日
本森林学会が『林業遺産』と選定した林業遺産（例えば越前オウレンの栽培技術など）について学術誌などでの公
表を行った。
　消失の危機に瀕している遺産として，屋久島国有林内では，集落跡を対象に測量調査を行うとともに，遺構の位
置情報などを記録する調査を行った。

４．研究組織

　研究分担者
　　武田　　泉（北海道教育大学教育学部）
　　深町加津枝（京都大学地球環境学堂）
　　林　　雅秀（山形大学農学部）
　　奥山洋一郎（鹿児島大学農水産獣医学域農学系）
　　山田　康弘（本館研究部）
　　奥　　敬一（富山大学芸術学部）
　　八巻　一成（森林総合研究所北海道支所）
　　上野　祥史（本館研究部）

　連携研究者
　　竹本　太郎（東京農工大学農学部）
　　平野洋一郎（森林総合研究所）

　研究代表者
　　柴崎　茂光（本館研究部）

（３）基盤研究（Ｂ）
　　「史料学的検討を重視した『延喜式』の基礎的研究」
　　 2016～2019年度
　　（研究代表者　小倉慈司）

１．目　的

　古代の法制書『延喜式』は，延長５年（927）に完成し，康保４年（967）に施行された古代の基本史料の一つで
あるにもかかわらず，全50巻，条文数にして約3500条にも及び，内容が多岐にわたることもあって，これまでの研
究や翻刻では必ずしも充分な校訂がなされずに使用されるなど，様々な問題を抱えている。そこで本研究では京都
国立博物館本など近年新たに紹介された写本も検討対象に加え，目録学や史料群研究，また近世の版本刊行・受容
史研究など最新の史料学研究の成果を踏まえつつ，改めて本文校訂をおこなう。新たな校訂本文を学界に提供する
ことによって『延喜式』研究の基礎を固めるとともに，今後の『延喜式』研究の発展に結びつけていく。
　本研究では以下の課題を設定する。
①『延喜式』諸写本の写本系統研究

　12世紀以前の書写とされる九条家旧蔵巻子本や金剛寺所蔵本等の古写本の他，国立歴史民俗博物館所蔵土御門家
旧蔵本・京都国立博物館本・国立公文書館所蔵紅葉山文庫本・宮内庁書陵部所蔵藤波家旧蔵本・同部所蔵壬生家旧
蔵本・天理大学附属天理図書館所蔵梵舜本等の近世写本を調査，紙焼写真を蒐集し，写本系統を探る。九条家旧蔵
巻子本が祖本である巻13を除き，近世写本の多くが現在は失われた一条家本に由来するのではないかとの推測があ
る。土御門家旧蔵本と他の近世写本，部分的に残る一条家本の影写本との異同を詳細に比較検討していくことによ
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り，これを具体的に検証することが課題である。
②『延喜式』写本・版本書入れの調査研究および『延喜式』受容史の研究

　写本・版本に書き入れられた校合や按文等を調査することにより，古代以来近世にいたるまでの『延喜式』の受
容，校訂史を明らかにする。現状の校訂の中には根拠を持たない版本の文字や書入れを無批判に取り入れている事
例も少なくない。単に埋もれていた研究を発掘するというだけでなく，本文校訂のためにも必要な作業であり，①
の写本系統研究にも資すると考えられる。一方，書入れは，それがなされた時期や経緯を探ることにより，『延喜式』
の理解にとどまらず，そこに記された食材（例えばアワビ）や器物，あるいは事柄等の歴史的変遷を解明する上で
の貴重な歴史情報でもある。諸本の書入れを総合的に検討することで，前近代の文化史・技術史といった分野の研
究にも結びつけていきたい。
③校訂本文作成

　①②の調査結果をもとに，現在の研究水準を踏まえた『延喜式』校訂本文を作成し，その成果を公表する。
　本研究がこれまでなされて来なかったことの理由としては，『延喜式』が大部にわたる史料であるため，個人で
取り組むことが難しかったこと，奥書のある写本が少なく写本系統を探ることが容易でなかったことなどが挙げら
れる。
　しかし目録学や中近世公家社会における典籍受容史の研究が進展したことにより，『延喜式』の書写関係につい
てもおおまかな見通しを立てることが可能な段階に達してきた。また諸機関に蔵される写本・版本の所在把握・画
像閲覧が以前に比べて容易になりつつあることも指摘しておきたい。とはいえ本文校訂は労力を要する割に地味な
研究であり，熱意を持つ複数の研究者が協力して研究を進めることが必要となる。
　近世の版本開版，近代の活字本刊行がそれぞれ研究の進展につながったように，今，改めて最新の史料学研究を
踏まえた校訂本文を作成することによって，『延喜式』を利用した研究が活発化することが予想される。『延喜式』
には科学史や考古学等諸分野に資する様々な内容が収められており，文献史学，また日本古代史のみならず様々な
分野における活用にも結びつくことと考えられる。

２．今年度の研究計画

　初年度にはできるだけ早く本文比較研究・校訂作業に必要な写本を紙焼写真等によって収集する。江戸前期の写
本である宮内庁書陵部所蔵藤波家旧蔵本・壬生家旧蔵本や国立公文書館所蔵紅葉山文庫旧蔵本，天理大学附属天理
図書館所蔵梵舜本，無窮会専門図書館所蔵井上頼囶氏旧蔵本等である。なお無窮会専門図書館には江戸末期頃の書
写とみられる一条家本巻１～５の影写本もあり，あわせて収集する必要がある。
　この他に，近世の学者による校合書入れを持つ版本の調査・紙焼写真収集も進める。こうした版本には，現段階
で把握しているものに，現存が確認されていない「二条本（摂家の一つである二条家所蔵本）」による書き入れを
持つ宮内庁書陵部所蔵勢多家旧蔵版本，多数の有用な情報の書入れを有する筑波大学附属図書館所蔵享保版本，明
治大学博物館所蔵前田夏蔭校・黒川真頼（共に国学者）書入れ本等がある（版本については，早川万年「延喜式の
版本について」『延喜式研究』１　1988年，「度会（千萱）義利書入れ本『延喜式』について」『寸胴』13　1994年，
等参照）。
　なお，本文研究を深く進めるためには，単に写本・版本間の文字の異同のみならず，内容に即して検討していく
必要がある。そのためには法制・流通経済・政治・儀礼等，古代史の諸分野にとどまらず，科学技術史等，隣接諸
分野の知識も必要となる。こうした点については研究メンバーのみならず，適宜，研究者・有識者の協力を得るこ
ととしたい。また作業を効率的に進めるために，大学院生もしくは若手研究者を研究支援者として雇用する。これ
には研究者育成という目的も込められている。
　研究成果中間報告として２回程度，研究会を開催し，新たな知見や問題点等を共有し，研究に活かしていく。校
訂方針についての議論も行なう。研究会は研究代表者の所属する国立歴史民俗博物館もしくは研究分担者が所属す
る機関にて公開で行ない，メンバー以外の『延喜式』本文研究に関心を持つ研究者や大学院生にも参加を呼びかけ
る。

３．今年度の研究経過

　今年度は本文比較研究・校訂作業に必要な写本等の収集作業に重点を置き，宮内庁書陵部図書寮文庫所蔵藤波家
旧蔵本・壬生家旧蔵本，天理大学附属天理図書館所蔵梵舜本・梵舜別本等，京都大学附属図書館所蔵近衛家旧蔵本
等の収集・調査を行なった。巻５について諸本の書写系統を比較検討し，従来あまり注目されてこなかった近衛家
旧蔵本が，国立歴史民俗博物館所蔵土御門家旧蔵本と極めて近い関係にある善本であることを明らかとした（来年
度公表予定）。
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　また近世の学者による校合書入れを持つ版本についても調査を進め，現存が確認されていない写本による書入れ
を有する宮内庁書陵部図書寮文庫所蔵勢多家旧蔵本や筑波大学附属図書館所蔵享保版本等を収集し，さらに『延喜
式』を引用する『政事要略』や『礼服制』等の史料，また『延喜式』巻37典薬寮と関係の深い史料である『本草和
名』の善本とされる岩瀬文庫本，近世の『延喜式』研究書である『延喜式工事解』等の調査および紙焼写真収集を
実施し，本文校訂の参考資料とした。
　『延喜式』研究に関心を持つ研究者や大学院生にも参加を呼びかけて，９月と３月の２回にわたり，公開研究会
を国立歴史民俗博物館において開催した。研究会にあわせ，８月から９月にかけての１か月間，「『延喜式』ってな
に！？」と題する特集展示を開催した。また特集展示開催中の９月17日には古代史以外の研究者や一般を対象とし
て歴博フォーラム「『延喜式』ってなに！？」を開催し，257名の参加を得た。研究会およびフォーラムには海外の
研究者も招き，国際的な『延喜式』研究の可能性について検討した。
　本年度の目標に掲げていた『延喜式』写本の紙焼写真収集について，その多くは実施できたが，写本所蔵機関の
一つである無窮会専門図書館については耐震工事のため年度当初より休館したことにより，調査・収集がかなわな
かった。代替策として，版本調査・収集や関連史料の調査・収集を当初計画に先行して進めたが，他機関所蔵写本
の調査を進めていくなかで，やはり無窮会専門図書館所蔵写本が写本系統解明のために重要な鍵を握る史料である
ことがより明確になってきた。そのため全面的に他機関所蔵の版本や他史料の調査・収集等に計画変更することは
せず，次年度の無窮会専門図書館閲覧再開を待って同館所蔵写本の調査・収集をめざすこととした。本年度の計画
のうち，この無窮会専門図書館調査・収集分が遅れている。
　それ以外については順調に研究を進めることができ，なかでも国際的研究の推進や成果発信という点においては
当初計画以上の成果を挙げることができた。

４．今年度の研究成果

論文等

小倉慈司，『延喜式』制以前の伊勢神宮─８～９世紀の内宮と外宮をめぐって─，John Breen編『変容する聖地 
伊勢』，思文閣出版，2016年５月， pp.55-74，
早川万年，詔勅官符と式条文，日本歴史，817，吉川弘文館，2016年６月， pp.57-64，査読有
仁藤敦史，欽明期の王権と出雲，出雲古代史研究，26，出雲古代史研究会，2016年７月，pp.1-39
仁藤敦史，王統譜の成立と陵墓，世界遺産と天皇陵古墳を問う，思文閣出版，2017年１月， pp.87-108
小倉慈司，「古代の百科全書」としての『延喜式』─異分野からの『延喜式』研究の歩み─，国立歴史民俗博物
館編『〈総合資料学〉の挑戦─異分野融合研究の最前線─」』，吉川弘文館，2017年３月， pp.114-119，

口頭報告

清武雄二「古代の鰒収取体制とその展開」，国史学会平成28年度大会報告，6月26日（日），国学院大学渋谷キャ
ンパス
仁藤敦史「倭国における政治空間の成立─都市と王権儀礼─」，唐代史研究会夏季シンポジウム報告，8月23日（火），
箱根強羅静雲荘，30名前後
早川万年「延喜式の本文校訂について」，名古屋古代史研究会報告，9月25日（日），名古屋大学文学部棟，10名

　その他，歴博フォーラム「『延喜式』ってなに！？」・特集展示「『延喜式』ってなに！？」について，それぞれ
該当頁を参照。また共同研究「古代の百科全書『延喜式』の多分野協働研究」も本科研と密接な関わりを持つので
あわせて参照されたい。

５．研究組織（◎は研究代表者）
　◎小倉　慈司（研究部准教授） 研究の統括と推進・写本研究・本文研究（祭祀分野）
　研究分担者
　　清武　雄二（研究部特任助教）　統括補助・写本研究・本文研究（技術分野）
　　稲田奈津子（東京大学史料編纂所助教）　写本研究・本文研究（儀礼分野）
　　小曽戸　洋（北里大学東洋医学総合研究所医史学研究部長）　本文研究（医学分野）
　　早川　万年（岐阜大学教育学部教授）　版本研究・本文研究（祭祀・儀礼分野）
　　町　泉寿郎（二松学舎大学文学部教授）　版本研究（受容史）・本文研究（医学分野）
　連携研究者
　　仁藤　敦史（研究部教授）　 本文研究（政治・法制分野）
　　三上　喜孝（研究部准教授）　本文研究（経済分野）
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（４）基盤研究（B）
　　 「現代日本における死者儀礼のゆくえ
　　 ─生者と死者の共同性の構築をめざして」
　　 2016～2019年度
　　（研究代表者　山田慎也）

１．目　的

　本研究の目的は，死者儀礼を担う共同体や社会関係などの「ヒト」と，死者の表象となる墓や遺影など「モノ」と
の関係を通して，現在生成されている新たな共同性を捉えることで，人びとの死生観の変遷を考察することである。
　現在，直葬や散骨，樹木葬などの新たな儀礼が誕生し，孤独死の増加など，死者儀礼は大きく変容し社会問題化
している。これは社会の個人化の進展が背景にある一方で，従来には見られない新たな共同性を持つ事象が誕生し
ている。本研究では，従来の分析枠組みでは捉えきれない事象に対し，生者と死者の共同性を析出し，個人化の進
んだ社会における死の受容のあり方を検討するものである。これにより，従来の葬送墓制研究の新たな段階を構築
するだけでなく，大きな社会問題ともなっている現代人の死への対処法への解決にも貢献するものである。

２．今年度の研究計画

　全体方針の確認と予算実態に合わせた今年度の具体的研究計画の確定を行う。さらに関連分野の研究者を招聘し
て研究会を行い，本課題の調査分析へのアドバイスも受ける。
現代班
　国立歴史民俗博物館所蔵，旧表現文化社葬儀写真整理のため，写真ポジフィルムのデジタル化の仕様策定，葬儀
記録情報の項目設計の検討を行う。とくに主催者や参列者などの「ヒト」に関する項目と遺影や祭壇など「モノ」に
関する項目の相関性を検討する。今年度は試行として1991年・1992年の２年，葬儀87件分，約15,000点のポジ写真
のデジタル化とデータ入力を行う。
・ 近親者のいない人への葬儀支援や生前契約制度の調査項目の検討とふさわしい調査対象の検討を行い，調査を開

始する。慰霊碑や追悼儀礼，老人ホームなどの合葬式共同墓の調査項目の検討と資料リスト作成を行い，調査を
開始する。

高度経済成長期班
・ 第二次大戦後成立の公園墓地である東京小平霊園，大阪泉南メモリアルパークの設計思想とその実態調査をた

め，家族墓中心の霊園の形態と無縁納骨堂の調査項目の検討を行う。
・ 熊本県人吉市の墳墓無縁化要因の現地調査の項目を検討する。無縁墳墓の傾向を把握するための，調査項目を検

討し，調査を開始する。
近代班
・ 都市近郊の墓地として東京都狛江市泉龍寺墓地，村落部の墓地として奈良県桜井市小夫墓地の無縁墳墓，過去帳

の実態調査の項目を検討し，調査を開始する。家制度を基盤とした無縁墳墓整理事業に関する法制度，条例規制
に関する資料収集の方針を定め，取集を行う。

・無縁死者の供養である大阪七墓供養やなどの検討を行い，調査を開始する。

３．今年度の研究経過

　表現文化社旧蔵の葬儀写真はおもにスライドポジフィルムであるため，写真のデジタル化の仕様について検討し，
業者に委託してデジタル化を進めた。また権利関係の整理と調整を進めどのような利用が可能かを検討した。
　また無縁墳墓や合葬式の共同墓の調査を行うとともに，近年終の棲家となっている老人ホームなどにおける共同
墓の様相についても調査を行った。
　おもに戦後，高度経済成長期以降に建設された大阪の公園墓地などの調査を行った。とくに大阪府南部の現在の
阪南市に建設された大阪市設泉南メモリアルパークでは，その容態は返還率などの調査をおこなった。
　近世から近代の墓制調査では，東京都狛江市泉龍寺の墓石調査を進めるとともに，位牌の調査を行った。さらに
過去帳などとの対比も開始した。

４．今年度の研究成果

　表現文化社旧蔵の葬儀写真のデジタル化をすすめたが，当初２年間の写真の予定が，1991年から1996年まで
34,900枚余りのスライドポジフィルムをデジタル化することができた。これは仕様の検討と事務効率化によって想
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定されたものより多くを進めることができたのは大きな成果である。肖像権の及ばない写真を中心に研究を進めて
いくことができるか検討をさらに進めたい。
　また貧困者や無縁者を対象として行っていた，遺骨の郵送「送骨」が合葬式共同墓や納骨堂の普及とともにそれ
以外にも広がっていることが明らかになり，簡易な葬送の形態として広まりつつあることがかわった。また近年終
の棲家となっている老人ホームなどにおける共同墓が積極的に受け入れられていることも調査によって判明した。
　大阪市営霊園の調査によって，1979年に現在の阪南市に建設された大阪市設泉南メモリアルパークは，大阪市内
の市営墓地が満杯となったため建設されたもので，家族墓を基本としたものであった。しかし，現在家族墓の廃止
や未使用のままの返還など，従来の家族墓が維持できないケースが増えていることが判明した。さらに瓜破霊園の
合葬式共同墓の調査によって，家族墓からの改葬も進んでおり，家族墓自体が現在負担になっている状況が明らか
になった。
　東京都狛江市泉龍寺の墓石調査では，位牌と過去帳という三者一体の調査は研究史上きわめてめずらしく，特に
位牌の悉皆調査は初めてであり，形態と階層との連関が指摘された。今後のさらなる成果が期待さえるものである。

５．研究組織（◎は研究代表者，○は研究副代表者）
◎山田慎也（本館研究部・准教授）
　鈴木岩弓（東北大学文学研究科・教授）
　森　謙二（茨城キリスト教大学文学部・教授）
　谷川章雄（早稲田大学人間科学学術院・教授）
　村上興匡（大正大学文学部・教授）
　土居　浩（ものつくり大学技能工芸学部・准教授）
　朽木　量（千葉商科大学政策情報学部・教授）
　小谷みどり（身延山大学仏教学部・客員教授）
　瓜生大輔（東洋大学ライフデザイン学部・助教）

（５）基盤研究（Ｃ）
　　「日本植民地の学校教育に見る民族意識の形成」
　　 2016～2018年度
　　（研究代表者　樋浦郷子）

１．目　的

　本研究は，「日本人」たることが強固に目指された植民地の学校教育の中で，逆説的かつ不可避的に形成された
民族の意識について，朝鮮を中心に台湾との比較も重視しながら検討する。日本語使用や天皇崇敬など「日本化」
を目指した学校教育の実態に関しては，申請者のものを含む先行研究では国語（日本語）や修身の研究がなされて
きた。本研究では儀礼，裁縫や体操（武道と教練を含む）等の「身体性」に着目し，そこに期待された「国民」像
と，共時的に醸成される民族の意識に接近するものであり，日本と周辺国の相互理解の基盤づくりのために貢献し
うる研究である。

２．今年度の研究計画

　2016年秋以降から１年間を目途に，植民地朝鮮と台湾との比較を念頭に「御真影」「奉安殿」や学校内神社，神
棚等の調査を再開する。朝鮮の「御真影」や「奉安殿」については，すでに2014-2015年の科研費研究（課題番号
26590197）において実施したため，その成果をさらに進展・深化させるべく，台湾についての交付状況の調査を行
い，学会発表を経て論文を執筆する計画である。「御真影」のみならず，学校儀式，「奉安殿」や学校内神社，神棚
等の調査や，そこに求められる身体の動き，心の統制と一見相反する民族性の醸成について，日本，台湾，韓国そ
れぞれの教育会機関誌や回想等を読み込みつつ，現地調査を行う。
「御真影」の交付状況調査は原則として宮内公文書館（東京）で実施するが，各地で残存する奉安殿や学校内神社，
教育関係の碑石等のフィールドワーク，学校内歴史館調査等は，韓国のみならず日本国内と台湾も想定している。

３．今年度の研究経過

　今年度は科研費による研究開始と勤務先の変更とが重なり，やや変則的になったものの，おおむね当初の計画ど
おりに研究をすすめている。



80

　第一に，宮内公文書館における『御写真録』の通時的，悉皆的調査を１年かけて継続した。これは，2017年度の
秋までに終了する予定である。調査の経過は，「帝国日本の御真影」（下記２）において発表した。また，植民地に
移出されてゆく「身体」「モノ・コト」教育の原型が形成される黎明期の地域の実態として，岩手県と千葉県にお
いて学校所蔵資料調査を行った。第三に，朝鮮半島における勤労動員を中心とする青年（女性を含む）の動員につ
いて，資料調査を実施し，教育史学会で発表を行った（下記１）。

４．今年度の研究成果

（１）研究発表「1940年代朝鮮における青年の動員」
　教育史学会第60回大会，横浜国立大学，2016年10月２日。
（２）研究発表「帝国日本の御真影」
第３回宗教とナショナリズム研究会「帝国日本における神社・学校・身体―教育史，体育・スポーツ史を架橋する
試み―」，國學院大学たまプラーザキャンパス，2017年３月23日。

５．研究組織（◎は研究代表者，○は研究副代表者）
◎樋浦郷子

（６）基盤研究（Ｃ）
　　  「ザクセン選帝侯アウグスト二世旧蔵日本磁器の研究─西洋における日

本像の受容史的考察」
　　 2016～2018年度
　　（研究代表者　櫻庭美咲）

１．目　的

　ドイツのザクセン選帝侯兼ポーランド王アウグスト二世（1670～1733・通称アウグスト強王，以下強王と略記）
は，ヨーロッパ最大と謳われる膨大な日本・中国産の磁器コレクションを一代で築きあげた。これらの磁器は，強
王が「日本宮」と名づけた東洋趣味の宮殿を飾るために収集されたが，王の急逝により計画は未完に終わり，没年
まで収集された約２万５千点の東洋磁器だけが後世にのこされた。磁器はその後，多くが戦乱などを経て散逸し，
欧米や日本など世界に流出する。
　これらの磁器コレクションは，1721年および1727年，そして1772年に目録化され，収蔵品には特有の分類記号と
番号が記入されているという，包括的かつ体系的な記録性を伴う歴史的コレクションである。主たる収蔵先である
ドレスデン国立美術館磁器コレクション館には，現在もなお約7000点が収蔵されている。
　本研究は，日本磁器が西洋宮廷の美術として受容されたという事実に即し，美術史的な問題解決を最終課題と位
置づけるが，考古学に基づく科学的な裏付けを重視する。方法論や文化的背景を異にする研究者同士が情報を交換
しあい，総合的な知見に到達することを目指す。すなわち，日本側からの貢献が特に期待される日本磁器の生産窯
や製作年代の特定，日本での所在確認のみならず，「日本宮」の装飾など受容史研究によりザクセン宮廷における
日本認識の内容を把握しつつ，ドレスデン国立美術館磁器コレクション館蔵アウグスト強王旧蔵磁器コレクション
の総目録化事業という国際共同研究プロジェクトに協力する。

２．今年度の研究計画

（１）研究会を兼ねた会議の開催（情報共有と研究方針の決定）
　・・・ドレスデンにおけるプロジェクトの現在の状況を伝え，メンバー相互の情報共有をはかる。役割分担を決
め，対象課題（以下Ⅰ～Ⅳ）や具体的な成果発表の方法について検討する。
　　Ⅰ　アウグスト強王旧蔵コレクション日本磁器の調査・研究
　　Ⅱ　考古学的方法による位置づけ
　　Ⅲ　アウグスト強王旧蔵日本磁器における日本の伝統意匠の把握
　　Ⅳ　総目録編纂事業への協力
（２）ドレスデンでの調査・打ち合わせ
（３）国内におけるアウグスト強王コレクションの所在調査と意匠研究
（４）文献研究と文献資料の収集
（５）総目録の執筆とドレスデンへの考古学的情報の提供
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３．今年度の研究経過

（１）第１回ドレスデン調査　2016年８月７日～８月14日
　ドレスデン国立美術館磁器コレクション館が所蔵するアウグスト強王旧蔵日本磁器の調査をおこなった。今回は
本共同研究メンバーより櫻庭，大橋が参加し，また，ユリア・ヴェーバー館長（ドレスデン国立美術館磁器コレク
ション館），コーラ・ヴュルメル学芸員（ドレスデン国立美術館磁器コレクション館）やクリスチャン・ヨルフ名
誉教授（ライデン大学）をはじめとするオランダやアメリカから参加したドレスデンの国際共同研究プロジェクト
メンバー７名と共に，資料検討会や会議も兼ねた内容となった。なかでも，海外の研究者達と共に有田産と景徳鎮
産の陶片の比較・判定，英語の資料名称を検討するディスカッションはとりわけ有意義であった。
　科研による資料調査は，染付や金襴手様式の日本磁器（肥前）を中心に約420点の熟覧，メモ写真の撮影および
日本宮に関する資料収集をおこなった。また，アウグスト強王旧蔵磁器関連資料の共同調査をモーリッツブルク城
とアルンシュタット城でもおこなった。（注：櫻庭の渡航費用は出光文化福祉財団の研究助成金で賄った）

（２）有田歴史民俗資料館調査　2016年12月５日～12月６日
　第１回ドレスデン調査で閲覧した日本磁器（肥前）を生産した古窯を特定するため，有田歴史民俗資料館が所蔵
する有田地域の古窯から発掘された陶片資料を調査した（櫻庭・大橋）。

（３）第２回ドレスデン調査　2017年２月19日～２月21日
　ドレスデン国立美術館磁器コレクション館が所蔵するアウグスト強王旧蔵日本磁器のうち，とくに金襴手様式の
日本磁器（肥前）および日本陶器（京焼）約90点を熟覧し，メモ写真の撮影をした（西田・藤原）。今回も，クリ
スチャン・ヨルフやユリア・ヴェーバー館長，コーラ・ヴュルメルおよびドレスデン側のスタッフを加えての国際
的な共同調査となった。ドレスデンプロジェクトの進捗と今後の総目録事業の入力方法についてレクチャーを受け，
共同研究の詳細を確認することもできた。

（４）アウグスト強王旧蔵磁器コレクションの総目録化事業への協力
　調査データの事後処理は，第１回調査のメモ写真の整理を終え，調査情報のデータベース入力を完了。さらに，
調査済みの全資料の考古学的位置づけ（生産年代，生産地）を特定し，データベース入力を完了した。これらの情
報はすでにドレスデン国立美術館と共有し，ドレスデン側がこれらの情報をプロジェクト全体の情報管理のために
活用している。現在，アウグスト強王旧蔵磁器コレクションの総目録化事業のための目録執筆を継続中である。

４．今年度の研究成果

　大規模な国際共同研究プロジェクトにあって，我々は唯一の対象資料の生産国側日本の研究者である。そのため，
生産地独自のノウハウを海外研究者に提供することにより貢献するという重要な役割を果たしつつある。今回二度
にわたる海外調査により，海外の研究者達と意見や情報の交換を重ね，世界の広い地域で研究され方法論が多様に
分岐した日本磁器研究の方法論を互いに修正し合い，一つのまとまりある成果に結実させるための方法論検討の話
し合いにも，影響力を発揮できた。国際的な議論に参加し，プロジェクト全体が効果的な研究発表を実現するため
の環境整備に貢献できた点が初年度最大の成果となった。
　調査後の調査情報のデータベース化や資料整理が完了し，今後本格的に研究を進めるための準備を整えることが
できた。さらに，第１回調査で熟覧した日本磁器のうち一部は，12月に有田でおこなった出土陶片資料の調査によ
り生産窯を把握するという具体的な新知見を得た。
　この国際共同研究プロジェクトは，「読売新聞」全国版・西日本版（2017年２月27日付）に記事「王の磁器　全
容つかめ・年代，産地DB化へ国際研究」として報道されるなど，社会にも広く周知され注目を集めている。

５．研究組織

◎櫻庭　美咲（本館・機関研究員）
　荒川　正明（学習院大学・文学部・教授）
　大橋　康二（佐賀県立九州陶磁文化館・名誉顧問）
　西田　宏子（根津美術館・顧問）
　野上　建紀（長崎大学・多文化社会学部・准教授）
　藤原　友子（佐賀県立九州陶磁文化館・学芸員）
　クリスチャン・J.A,・ヨルフ（ライデン大学・名誉教授）
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　コーラ・ヴュルメル（ドレスデン国立美術館磁器コレクション館・学芸員）

（７）基盤研究（Ｃ）
　　「朝鮮半島西南部の前方後円墳をめぐる倭と馬韓の交渉史」
　　 2016～2019年度
　　（研究代表者　高田貫太）

１．目　的

　朝鮮半島西南部における三国時代遺跡の調査・研究成果に基づき，５世紀後半から６世紀前半頃に当地域に造営
された前方後円墳を，当地域に根拠を置いた政治勢力たる馬韓（栄山江流域）の観点から歴史的に位置づける。そ
れによって，これまで倭や百済の立場が強調されがちであった前方後円墳の造営をめぐる，倭と馬韓との交流史を
再構築する。特に，以下のa ～ dの課題に取り組む。
ａ．半島西南部の集落・墳墓資料の集成・分析作業から当地域に位置した馬韓社会の構造を明らかにする。
ｂ．半島西南部の外来系資料（前方後円墳を含める）の系譜を再整理し，馬韓の対外関係を明らかにする。
ｃ．a・bの成果から馬韓社会における前方後円墳造営集団の役割や性格を明らかにする。
ｄ．a ～ cの成果を総合化し，前方後円墳造営をめぐる馬韓と倭の政治経済的な交流関係を再構築する。

２．今年度の研究計画

　朝鮮半島西南部の中で，特に栄山江流域の集落・墳墓資料の集成に重点をおく。また，当該地域の集落構造につ
いて，韓国側の研究の現状と課題について理解することに努める。
① 集落・墳墓の資料集成と分析：現在までに報告された栄山江流域の集落，墳墓資料を網羅的に集成する。その際

に国立歴史民俗博物館で所蔵している韓国の発掘調査報告書を活用する。集落についても研究協力者の李暎澈氏
がすでに集成，分析を進めているので，氏の協力をあおぐ。集成作業と並行して，拠点的集落と墳墓の詳細な分
布図を作成する。

② 外来系資料の系譜検討：前方後円墳や他の遺跡から出土した外来系資料（埋葬施設，副葬品，埴輪，土器）につ
いて，連携研究者や研究協力者の協力をあおぎ，資料個別的に系譜関係を検討する。

③ 調査と研究会：申請者が所属する国立歴史民俗博物館（日本）と学術交流協定を締結した大韓文化財研究院（韓
国）において，それぞれ１回の全体の研究会と遺跡踏査を開催し，研究の進捗度合いの確認，研究内容の議論な
どを行う。また随時，朝鮮半島西南部の関連資料の調査を行う。

３．今年度の研究経過

　まず，全体の研究会と遺跡踏査については下記の通りに日本で１回，韓国で１回行った。
　第１回目は，2016年８月５日（金）～８日（月）にかけて行った。５日に研究会を鹿児島大学総合博物館におい
て開催し，それぞれ研究の進捗度合いを確認した。６～８日に鹿児島県肝属平野周辺域の遺跡踏査を実施した。
　主な踏査先：塚崎古墳群，唐仁古墳群，岡崎古墳群，横瀬古墳，神領10号墳，えびの市島内地下式横穴墓群など。
　第２回目は，2017年２月19日（日）～22日（水）にかけて行った。19日に研究会を韓国大田広域市東横インホテ
ル大田庁舎前において開催し，高田が「栄山江流域から倭を考える」という題目で報告を行った。20～22日に錦江
流域の都城，古墳などの踏査を行った。
　主な踏査先：公山城，水村里古墳群，宋院里遺跡，公州大学校博物館（公山城出土遺物の調査），考古環境研究
所（羅城里出土遺物の調査）
　次に，資料調査を下記の通りに，日本で１回，韓国で１回行った。
　第１回目は，2016年５月24日（火）～27日（金）にかけて，栄山江流域で出土している埴輪の資料調査を行った。
具体的には，咸平ノジョク遺跡，同金山里古墳，霊岩チャラボン古墳，高敞七岩里古墳などから出土した埴輪資料
を詳細に観察し，略測・写真撮影を行った。この調査には，高田，廣瀬，李暎澈が参加した。
　第２回目は，2017年２月２日（木）～５日（日）にかけて，群馬県渋川市金井東裏・下新田遺跡の発掘調査現場
の巡検と出土遺物の調査を行った。金井東裏遺跡は６世紀初頭頃に噴火した榛名山の火山灰によって当時の集落や
古墳の様相が良好に確認された遺跡であり，特に住居構造や配置，古墳の埋葬施設に関して栄山江流域との比較検
討を行った。この調査には高田，李暎澈が参加した。
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４．今年度の研究成果

　第１回研究会において，前方後円墳がきずかれた地域圏の周縁部という点で，栄山江流域と共通性をみせる肝属
平野周辺域を踏査するなかで，栄山江流域における前方後円墳の造営背景を検討することができた。特に，栄山江
流域には専用甕棺や「多葬」，高塚などを特徴とする在地の墓制が展開し多様性をみせているが，南九州地域にお
いても，地下式横穴墓や板石積石棺墓など在地に定着している墓制が展開している。そのような墓制と前方後円墳
の関連性の把握の仕方に，比較研究が可能であろう。
　第２回研究会においては，百済圏たる錦江流域の遺跡踏査を行った。栄山江流域社会は５，６世紀にはさまざま
な百済系の文化を受容・定着させる。また，倭においても栄山江流域や百済から移入された器物が確認されており，
百済―栄山江流域―倭の錯綜した交渉関係を想定できる。その動向を考古資料から具体的に検討するために，埋葬
施設や金工品，土器などについての資料調査を行った。特に，羅城里遺跡出土の帯金具や，公山城出土の馬冑，蛇
行状鉄器などは倭においても類例が確認されており，交渉関係の一端をかいまみることができた。
　さらに，栄山江流域出土の埴輪についての資料調査では，調査した円筒埴輪や器材埴輪は，日本列島とは製作技
法や形状が異なり，見本もしくは指導する工人が倭から栄山江流域へ伝わり，それに基づいて現地で製作された可
能性が考えられる。そして，群馬県金井東裏遺跡の巡検では，栄山江流域ではあまり確認されていな住居の上部構
造についての知見を深めることができた。また，渡来系の要素と考えられる埋葬施設（１号墳第１主体部）につい
て，栄山江流域の潭陽西玉古墳群に類例があることが明らかになり，関連性を考慮する必要がある。

５．研究組織（◎は研究代表者，○は研究副代表者）
◎高田貫太　研究代表者
　廣瀬　　覚（奈良文化財研究所）　　連携研究者
　諫早　直人（奈良文化財研究所）　　連携研究者
　李　　暎澈（韓国大韓文化財研究院）研究協力者
　金　　洛中（韓国全北大学校）　　　研究協力者

（８）基盤研究（Ｃ）
　　「坤輿万国全図と国民的教養の基盤形成」
　　 2016～2018年度
　　（研究代表者　青山宏夫）

１．目　的

　1602年にイエズス会宣教師マテオ=リッチ（Matteo Ricci）が中国の北京で作製した坤輿万国全図は，ヨーロッ
パによる世界認識を漢字で初めて詳細に表現しに世界図であった。そのため，漢字文化圏の人々の世界認識に多大
な影響を与えた。とくに，日本では，さまざまな軋轢を生みながらも，その影響力は長く持続しかつ広範に及んだ。
本研究の目的は，近世日本における坤輿万国全図の受容過程を検討し，国民的教養の基盤形成におけるその意義を
追究することにある。具体的には，①坤輿万国全図の原刊本と近世日本における模写図の成立過程の再検討，②「マ
テオ＝リッチ系世界図」として分類されてきた世界図に関する新分類の提起，③それらの世界図の系譜関係と受容
過程の解明，④最新の蘭学系世界図が出現する18世紀末に至っても坤輿万国全図が影響力を維持した理由の解明，
⑤その受容が近代社会の成立に果たした役割，について考察する。

２．今年度の研究計画

　2016年度は，各地に所在する坤輿万国全図の原刊本を中心に，それらの所蔵機関およびその近隣の機関が所蔵す
る模写図などの調査を行う。調査にあたっては，京都大学附属図書館および宮城県図書館の原刊本をはじめとして，
Web上で高精細画像が公開されている資料については，資料保護の観点から，それらの画像も適宜活用する。
　主な調査地は，京都府京都市（京都大学附属図書館），兵庫県神戸市（神戸市立博物館），宮城県仙台市（宮城県
図書館，東北大学附属図書館，仙台市博物館），大分県（大分県立図書館，臼杵市図書館，中津市歴史資料館分館
村上医家史料館），徳島県徳島市（徳島大学附属図書館）等である。このほか，都内およびその周辺（国立公文書館，
東洋文庫，明治大学中央図書館，横浜市立大学図書館等）および国立歴史民俗博物館に所在する資料についても，
研究の進捗状況にあわせて，適宜調査する。
　調査においては，所蔵者の許諾を前提として，寸法の計測，図像・文字の異動や紙継ぎ・針穴の有無など，詳細
な観察を行うとともに，デジタルカメラによって詳細な写真を撮影する。また，調査対象となる世界図はいずれも
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大型であるため，当該資料の取り扱いに習熟した研究協力者を同行し調査補助をうる。
　なお，所蔵機関が多岐にわたるため，機関の事情によって計画を変更せざるをえない事態が生ずる可能性もある
が，その場合は当該資料の調査時期の年度をこえた変更や，原本調査の対象資料の変更，精細な写真等による調査
への代替等も視野に入れて柔軟に対応する。

３．今年度の研究経過

　４月22日～24日　サンフランシスコ大学マテオ＝リッチ研究所（米国・サンフランシスコ）の招聘を受けて，同
研究所主催の国際シンポジウム（An international symposium ‘Reimagining the Globe and Cultural Exchange: 
From the World Maps of Ricci and Verbiest to Google Earth）において英語により研究成果を発表するとともに，
電子出版により英語で論文を公開した。
　４月25日　アジア美術館（米国・サンフランシスコ）において，近年新たに発見された坤輿万国全図（原刊本）
の調査を行った。
　５月16日　日本学術会議地球惑星科学委員会の招聘をうけて，同委員会において坤輿万国全図に関する研究成果
を発表した。
　７月１日　茨城大学図書館（茨城県水戸市）で開催された企画展「高萩市が生んだ江戸時代の地理・地図学者長
久保赤水の世界」において，日本における坤輿万国全図の普及に重要な役割を果たした長久保家に伝わる赤水自身
の地図作成や世界認識に関する資料を閲覧・調査した。
　11月12日　彦根城博物館（滋賀県彦根市）において，同館が所蔵する坤輿万国全図（写本）２点を調査し，意見
交換を行った。
　11月13日　京都大学（京都府京都市）で開催された2016年度人文地理学会大会において，坤輿万国全図に関する
研究報告を行った。
　11月14日　亀山市歴史博物館（三重県亀山市）において，同館が所蔵する坤輿万国全図（写本）を調査し，意見
交換を行った。
　12月４日～５日　中津市立図書館（大分県中津市）において，村上家および同市周辺地域に関する文献資料の調
査を実施するとともに，中津市村上医家史料館（大分県中津市）において，同館が所蔵する坤輿万国全図部分（写
本）を調査し，意見交換を行った。
　12月６日　大分県立先哲史料館（大分県大分市）において，同館が所蔵する坤輿万国全図（写本）２点を調査し
た。
　12月７日　臼杵市文化財管理センター（大分県臼杵市）において，同センターが所蔵する坤輿万国全図（写本）
２点のほか関連する世界図２点を調査し，意見交換を行った。
　12月８日　大分県立図書館（大分県大分市）において大分県関係の地域資料の文献的調査を行った。
　１月19日　広島県立歴史博物館（広島県福山市）に寄託されている守屋コレクションの１点である坤輿万国全図
（写本）の熟覧調査および意見交換を行った。
　以上の資料調査の準備および調査結果のとりまとめ等を随時実施したほか，文献・高精細画像等による検討を行っ
た。

４．今年度の研究成果

・ Hiro’o Aoyama, ‘The Impact of Ricci’s World Maps on the Edo period of Japan’, ‘Reimagining the Globe and 
Cultural Exchange: From the World Maps of Ricci and Verbiest to Google Earth, pp.112-115, University of 
San Francisco, April 22，2016

・ Hiro’o Aoyama, ‘The Impact of Ricci’s World Maps on the Edo period of Japan’, An international symposium 
‘Reimagining the Globe and Cultural Exchange: From the World Maps of Ricci and Verbiest to Google Earth, 
University of San Francisco, April 23, 2016

・ 青山宏夫「日本海という呼称の成立と展開」，日本学術会議地球惑星科学委員会，日本学術会議，2016年５月16
日

・ 青山宏夫「原本と写本の直接的関係を確定できる坤輿万国全図」，2016年人文地理学会大会，京都大学，2016年
11月13日（『2016年人文地理学会大会研究発表要旨』，pp.110-111，2016）

５．研究組織（◎は研究代表者，○は研究副代表者）
　◎青山宏夫
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（９）若手研究（Ｂ）
　　「近世近代における赤色染料の利用実態に関する研究」
　　 2016～2018年度
　　（研究代表者　島津美子）

１．目　的

　江戸時代の通商には制約はあったものの，日蘭貿易や中国との交易により，さまざまな材料や技術が日本国内に
輸入されていたことが知られている。その中には，染料，染織製品，さらに染色技術などが含まれる。たとえば，
列島内には植生しない赤色染料であるスオウは，奈良時代以降，江戸時代に入ってからも継続的に輸入されている
ことが明らかにされている。
　しかしながら，このような文献史学的な研究成果を裏付ける実資料の調査はほとんど行われておらず，交易によっ
てもたらされた染料や染色技術が実際にどのように国内に浸透し，色彩文化の形成に寄与してきたかについては実
証に乏しい。本研究では，近世から近代にかけて製作された錦絵や染織製品などに用いられた赤色染料に着目し，
実物資料および原材料の調査分析から，国産あるいは輸入の赤色染料の利用実態を明らかにすることを目的とする。

２．今年度の研究計画

　染料の種類を特定するにあたり，参考用のデータの収集を行う。まず，既知染料による再現試料を作製し，実資
料で行う手法と同様の分析を実施する。分析手法は，実体および光学顕微鏡による観察：染まり方や粒子の分布，
紫外線に対する蛍光反応などの調査，測色および分光計測：赤色部分の分光特性データの収集とする。また，個人
蔵の資料を中心に赤色染料の原料を特定できる色素成分を同定する。

３．今年度の研究経過

　再現試料を用いて，参考用データの収集を行うとともに，錦絵の実資料の調査を進めた。顕微鏡による観察や分
光計測のほかに，顕微蛍光X線装置による元素分析が有効な染料があることがわかり，分析手法に加えることとし
た。染料の種類によっては，色調を整えたり，着色効果を向上させたりする際に，媒染剤を添加する。媒染剤には，
金属塩が使われることがあるため，色調と金属塩の組み合わせを特定することで，用いられた染料を知ることがで
きる。また，19世紀以降に合成された赤色染料の中には，臭素やヨウ素といった元素が含まれるものがあり，これ
らも蛍光X線分析で検出可能であることが判明した。一方，既知染料を用いた再現試料の種類が不足しており，十
分な推定同定ができない資料もあった。そのほか，赤色染料の色素成分を同定し，再現試料データとの比較，実資
料データとの関連付けを行った。

４．今年度の研究成果

　錦絵と再現試料の調査データを比較することで，一定の条件がそろえば，光学顕微鏡観察と蛍光X線分析，分光
計測の３手法の分析により，使用された赤色染料の推定同定ができるようになった。錦絵の分析データと参考デー
タの関連付けができたことで，錦絵に用いられた合成の赤色染料のうち，明治前期のものはエオシン（1860年代後
半に合成され，70年前後に市販）であることが明らかとなった。また，明治後期になるとアゾ染料が使われている
可能性が示された。これらの結果に加え，調査の過程で近代の合成染料の色素データが収集でき，今後の実資料分
析でのデータ解析に有用であることが見込まれる。参照データ収集のための再現試料調査の継続や，錦絵調査で得
られたデータをそのまま染織資料のデータ解析に使えるかといった検討は，次年度の課題としたい。

５．研究組織（◎は研究代表者，○は研究副代表者）
◎島津　美子
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（10）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，チェコ，スロヴァキアおよびオランダ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）スロヴァキアにおける調査　2016年11月22日～11月27日
　平成27年度の主要な成果は，スロヴァキ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，
情報交換につとめた。
　主な調査先：チェスター・チェルフィニー・カメン城，ブラティスラバ城（国立歴史博物館），ボニツェ城，ス
ロヴァキア国立ギャラリー，スロヴァキア市立ギャラリー
（２）オランダにおける調査　2016年11月18日～21日
　オランダにおける日本製磁器の調査をおこない，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：プリンセッセホフ陶磁美術館（レーワルデン），トゥヴィッケル城（デルデン）
（３）スイスにおける調査　2016年８月２日～８月６日
　スイスにおける日本製磁器の調査をおこない，現地研究者との研究交流および打ち合わせをおこなうとともに、
チューリッヒ大学との連携で、チューリヒ大学で東洋美術史を専攻する学生を対象に、日本陶磁を主たる題材とす
る調査実習を実施した。アリアナ美術館における調査の成果は、同館のデータベースに反映される予定である。
　主な調査先：アリアナ美術館（ジュネーブ）
（４）国内所蔵の明治時代の輸出工芸および関連資料の調査
　国内に所蔵される明治時代の輸出工芸品（芝山細工ほか）および輸出工芸と関連の深い西洋風の家具等の調査を
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：横浜開港資料館，博物館明治村

４．今年度の研究成果

　スロヴァキア国内の城や美術館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
いスロヴァキアにおける日本工芸の受容例が存在することを確認しえた点が成果となった。
　当初計画していたチェコの調査に関しては，先方の都合により調査がおこなえなくなったため，次年度に譲るこ
ととした。

５．研究組織

　荒川　正明　学習院大学・文学部　　　　岩崎　均史　静岡市東海道広重美術館館長
　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
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　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

（11）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」
　　 2013～2017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

　今年度は，研究成果の取りまとめと，成果公開準備を目的とした年度として位置づける。本研究では，奈良県円
照寺墓山１号墳の出土資料を整理して，基礎情報を提示すること，その情報を基礎として武装具の集積現象を比較
検討し，古墳時代中期社会の特質を議論することに二分して研究を推進してきたが，基礎情報と蓄積した議論に基
づく報告書を刊行することで，成果公開を果たすことにする。報告書は，円照寺墓山１号墳の基礎情報を公開する
「報告編」と，武装具の集積現象あるいは暦年代体系や技術系譜などを対象とした議論を集約する「論考編」によっ
て構成する予定で，今年度は報告書の執筆と編集作業を中心に活動を推進する。
　「報告編」の準備では，資料を所蔵する東京国立博物館にて，円照寺墓山１号墳出土資料の補足調査を，分担者
各自が個別に行い，基礎資料調査を完遂することを目指す。併せて，古墳時代資料の理化学的分析について，これ
までの分析を進めた諸資料に対して，情報を集約させて古墳時代中期の視点と対照させた評価を試みる。これらを
総合して，２度ほどの検討会を経て，報告書原稿の完成を目指す。
　「論考編」の準備では，これまでの検討会での議論をふまえて，各自が各視座・論点に基づいて論考を完成るこ
とを目指す。

３．今年度の研究経過

　本年度も，２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。あわせて，各
分担課題の進捗にあわせて，個別の調査を実施した。
　８月に開催した調査検討会においては，大型資料を対象とした分担課題の成果をもとに，報告書作成の情報集約
をおこなった。この機会は，大型資料の検討とは別途進められていた小型資料との対比が可能となり，相互の関連
性が指摘された。ことに，個体復元や員数確定など，研究成果の集約にも影響を与えるため，甲冑及び付属具の資
料を中心に，相互の関連性を検討する補足調査の必要が生じた。
　11月の報告書作成検討会では，大型資料を中心に現状で集約できる情報に基づき，報告書草案を作成し，読み合
わせをおこない，編集作業を進めた。
　１月には，８月の調査検討会での認識をふまえ，板甲と付属具を中心に大型資料と小型資料を対照した個別調査
を進めた。

４．今年度の研究成果

　研究期間最終年度であり，円照寺墓山１号墳出土資料の基礎情報の整理は，報告書草稿の作成という形で果たす
ことができた。報告書「報告編」は概ね形をなしているものの，小型資料との対照をふまえた認識の確定が不可欠
なため，翌年度に検討を継続することを申請した。報告書「論考編」もこれまでの議論において，概ね集約されて
いるものの，基礎情報の確定をまち，最終的な調整が必要となった。
　理化学分析では，これまでに実施していた年代測定情報について，静岡県山ノ花遺跡出土資料を対象とした成果
報告を公開した。
　11月には，円照寺１号墳付近を踏査した。これまでは遺物を中心に武装具の集積現象を検討してきたが，地理環
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境という視点から武装具集積古墳の意義について検討をおこなった。
　研究成果は概ね取りまとめられたものの，補足検討と報告書という形での公開は，翌年度に継続することになっ
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）
　齋藤　　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）

（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。

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，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平板測量をおこない，八重山の中世集落遺跡のモデルとなる測量図を作成
することとする。
　これと併行して，先島・奄美地域の陶磁器調査を実施する。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。先島では，宮古の
住屋遺跡，八重山のフルストバル遺跡，奄美の城久遺跡群あたりをターゲットとしている。
　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。なお，本研究は本館共同研究「中世東アジア海域における琉球の動態に関する総合的研究」と連動して実施す
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る。

３．今年度の研究経過および成果

　集落遺跡調査・出土陶磁器調査をおこなうことで，新たな資料作成に努めた。集落遺跡調査としては，前年度の
踏査によって良好な状況で残存していると見当をつけた波照間島ミシュク村跡遺跡の測量調査を実施した。地元の
教育委員会の援助のもと，共同研究員が平板測量をおこない，踏査だけではイメージできなかった図面を作成する
ことができた。ただ，調査の過程で遺跡の範囲が広がることが判明したため，今年度の調査は中核部分にとどめ，
来年度に再度拡張部分の調査をおこなうこととした。ほかにも，波照間島マシュク村跡遺跡，西表島上村遺跡を踏
査することで，ミシュク村跡遺跡の性格を考えるための材料を得た。
　出土陶磁器調査としては，宮古島では前年度からとりかかっていた住屋遺跡の陶磁器分類を終えたほか，ミヌズ
マ遺跡出土資料も全点調査を終え，宮古地域の陶磁器基準データを作成することができた。奄美地域では，喜界島
城久遺跡群の大ウフ遺跡出土陶磁器を調査したほか，手久津久遺跡群中増遺跡出土資料にもとりかかり，来年度の
調査で完了する目途がたった。八重山地域では，前年度から始めた石垣島フルストバル遺跡出土陶磁器のうち，１・
２・３号住居跡分を終えた。大まかな傾向はつかめつつあるが，もう少しほかの島の資料を確認することで当該地
域の陶磁器基準データを固めたいと考えている。
　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。４/16－17，於国立歴史民俗
博物館，池田榮史「考古学における古琉球研究の現状と課題」，池谷初恵「先島における陶磁器研究，陶磁器調査
の現況と意義」。10/21－23，於喜界町中央公民館，村木二郎「中世における琉球と喜界島」，田中大喜「喜界島と
鎌倉武士」。12/17－18，於国立歴史民俗博物館，栗木 崇「古琉球時代における石切技術研究の現状と課題について」，
小出麻友美・池谷初恵・小野正敏・佐々木健策・村木二郎「波照間島ミシュク村跡と先島の集落遺跡」，小野正敏「八
重山のムラと御嶽・口承」，久貝弥嗣「宮古島市内出土の13世紀～15世紀にかけての中国産陶磁器─褐釉陶器と浦
口窯系白磁を中心として─」，中島圭一「北方からみた琉球王国の形成」，佐伯弘次「博多商人道安と「琉球国図」」，
関 周一「『朝鮮王朝実録』にみえる奄美諸島と先島」，岩元康成「奄美の中世城郭の調査研究の現状」，齋藤 努「喜
界島出土青銅製品の鉛同位体比分析（途中経過）」。

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　伊豆の国市教育委員会・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　　　　　　　　　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　　　　小出麻友美　慶應義塾大学文学部・非常勤講師
　佐々木健策　小田原市観光課・主査　　　　　　鈴木　康之　県立広島大学人間文化学部・准教授
　田中　大喜　本館研究部・准教授

（13）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
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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

　平成28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。また，2017年度以降の測定対象となる資料の調査を併せて行う。これに加え，遺跡発掘調査報告書に掲
載されている放射性炭素年代測定例について，時代・地域を問わず悉皆的に調査しこれを集成する。2016年度は関
東地方のデータを中心に集成を行う。

３．今年度の研究経過

　今年度は，長崎県泉福寺洞窟で過去に調査され保管されていた縄文時代草創期から早期までの炭化材の調査を行
い，年代測定可能な試料20点を抽出した。このうちの６点について2016年度中に測定を行い，残りは29年度に測定
することにした。また，酒々井町墨古沢南Ⅰ遺跡の後期旧石器時代前半期の炭化材の調査を行い，11点の試料を選
定し，年代測定を実施した。また，この時期の古環境を明らかにすることを目的として，過去に印旛沼周辺で採取
されたボーリングコアの試料に年代測定が可能な試料がないか，調査をおこなった。

４．今年度の研究成果

　長崎県泉福寺洞窟の試料は，本年度は主に縄文時代草創期の隆起線文土器包含層を中心に実施したが，福井洞窟
で得られた結果とも整合する測定結果が得られた。また，千葉県墨古沢南Ⅰ遺跡では，後期旧石器時代前半期の環
状ブロック群の年代を決定する上で重要な年代が得られた。遺跡発掘調査報告書の放射性炭素年代測定例のデータ
ベースについては，関東地方の集成，入力が完了した。

５．研究組織

　工藤雄一郎（研究代表者）

（14）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，韓国に関しては，昨年度に引き続き，百済の別宮が置かれたとされる益山の仏教関連遺
物の調査を行うほか，高麗時代の慶州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，日本列島においては，日本海を介した対外交流が各地域の信仰の面でどのような影響をもたらしたのかと
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いった関心に基づき，日本海側の信仰の様相についてのフィールド調査を行う。

３．今年度の研究経過と成果

　韓国のフィールド調査としては，百済の別宮が置かれたとされる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，国立慶州博物館において，高麗時代の慶州の仏教関連遺
物の調査を行った。とくに，慶州・仏国寺の石塔から発見された，高麗時代の重修文書に関して分析を行った。そ
の成果は論文にまとめ，2017年度内に公表予定である。
　国内においては，福井県小浜市に残る勧請板の調査を行った。勧請板とは正月に般若心経をはじめとする仏典を
読み，その結願の日に願文を板に書いて村落の境界に吊す風習である。これじたいはいまに残る風習だが，この風
習は遅くとも中世まではさかのぼり，その文言の中には平安時代の文書にみえるものも確認できる。この風習は各
地に存在するが，日本海地域においては外から疫病等が流入するのを防ぐためにとりわけ強く意識されていたと考
えられ，そのため現在に至るまでこの風習が残り続けていると考えられる。
　以上の内容については，以下の論考等で成果を報告した。
「中世の砂糖贈答に関する二，三の史料」，『村山民俗』30，村山民俗学会，pp.18-21，2016年６月18日
「若狭の勧請板について　─2016年４月の調査から─」，『村山民俗』30，村山民俗学会，pp.102-117，2016年６月
18日
「峰吉川中村遺跡出土片仮名木簡について」，秋田県埋蔵文化財センター編『秋田県文化財調査報告第505集　峰吉
川中村遺跡』，秋田県教育委員会，pp.1-4，2016年９月
「第４節　平安時代の行方地方と南奥」，『原町市史　通史編　古代・中世』，南相馬市，pp.219-300，2017年３月
31日

４．研究組織（◎は研究代表者）

◎三上　喜孝　　本館研究部・准教授

（15）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程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伝統的知識をめぐる事例研究
女性が民俗宗教の中心的担い手である文化圏の事例として沖縄県宮古島における伝統的知識の保護の事例を検討
する。

③博物館がおこなっている伝統的知識の公開をめぐる実務の調査・整理
記録映像および民族資料の公開を先住民の意向で制限している事例についてカナダで調査をおこなう。

３．今年度の研究経過

　昨年度同様，世界知的所有権機構の議論を受けて実施さ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情報を収集した。
　また事例調査を，沖縄県宮古島市とカナダ・ケベックで実施した。沖縄県宮古島市では，ある集落における伝統
的な儀礼をめぐる知識の伝承に博物館がどのように関わり得るかについて調査をおこなった。カナダ・ケベックで
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は，性格の異なる複数の博物館において，先住民に関する展示の巡見とともに，展示を担当した博物館スタッフへ
の聞き取り調査をおこなった。

４．今年度の研究成果

　ケベックでは，Musée des beaux arts de Quebec， Musée Huron-Wendat，Musée de la civilisation,  Musée des 
Abénakisという，性格のことなる博物館で調査をおこない，それぞれの展示の現状，経緯，コンセプトについて
情報を収集することができた。とりわけ，国立博物館であるMusée de la civilisationと，ケベック州の先住民博物
館のパイオニアとされるMusée des Abénakisは，先住民展示における伝統的知識の取り扱いについて多くの示唆
を与える博物館であった。Musée de la civilisationは，先住民の研究・デザイン創作・文化センターの機能を有す
る非営利機関La Boîte Rouge vifの協力を得て，常設展示「私たちの歴史」を構築・発展させている。展示構築の
すべてのプロセスを先住民とともに進めるアプローチ方法は，同館が公開している指針にも明確に示されている。
一方，Musée des Abénakisは，アベナキ族コミュニティの人びとと緊密に協力しつつも，現地のアベナキ族以外
のコミュニティとも協力して観光客を誘致し，カナダ先住民ツーリズム賞をくり返し受賞するなど，地域の経済の
発展に貢献している博物館である。博物館は，アベナキ族コミュニティの人びとの協議と協力によって展示コンテ
ンツを作り上げたり，また，アベナキ族コミュニティの若者達が考古学のプロジェクトに参加することを助けたり
など，アベナキ族コミュニティの人びとが，かつての生活様式や，消失した動植物，失われた手仕事の技術につい
ての知識などを再構築することに貢献している。また，カナダのほかの地域の先住民コミュニティや観客とも連携
して展示コンテンツを制作している。国立博物館と地域博物館という違いはあるが，いずれも，博物館の外の人び
とと協議を重ね，展示コンテンツを作るプロセスを共有することで，先住民の伝統的知識の保存・継承に貢献して
いることを，具体的に知ることができた。

５．研究組織

内田　順子（研究代表者）

（16）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引き続き行政担当者に対する聞き取り調査
をおこなう。さらに前年度調査をした都市において必要に応じて補足調査を行う。

② 行政の提供する葬儀サービスの調査について，社会的弱者の福祉的対応をしている都市の継続調査と新規調査を
行う。

③ 困窮者等の葬送についての法制や行政の歴史の調査について，引き続き，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。さらに社会福祉法人助葬会に対しての聞き取り調査
を行う。

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，今年度も引き続き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，千葉県習志野市や千葉市などの葬祭事業の調査を行った。また東京
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都下の地域の市民葬の概要についても調査を行った。
　また困窮者等の葬送について，戦前期における貧困者の葬送支援に関する資料調査を行った。

４．今年度の研究成果

　近親者のいない人の公的対応とその支援の実態の傾向について調査を進めてきた。そこでは，基本的には行政は
葬祭業者に委託して遺体の火葬を行うが，その市区町村によっては，入札を行い最も安く落札した業者に委託する
など，既定の金額以下で実施している場合もあることが判明した。
　また継続している官報による行旅死亡人の公告のデータ化によって，その手続きも最終的な合葬の在り方が地域
ごとに異なっており，とくに公的な空間を持っておらず，寺院や葬祭業者に委託しているケースもあかなりあり，
こうしたデータの蓄積を行うことができた。
　行政による葬儀サービスの提供について，各地の事例を検討しているが，千葉県習志野市では祭壇と布団や経帷
子の納棺用品，棺，バス型霊柩車を所有し，市民に貸与しているが，以前は位牌や野膳，七本塔婆，六角塔婆など
もあったものの，次第にその利用は縮小している。一方で，習志野市も含まれる一部事務組合の火葬場，馬込斎場
でも霊柩車（宮型・寝台）・祭壇（これは斎場利用のみ），売店においては位牌や野膳，骨壺などの販売があり，モ
ザイク状のサービス提供となっており，その在り方は個々の機関によって異なっていることが判明した。
　困窮者への葬送の対応は，「助葬」という名称が東京の助葬会だけでなく，福岡市などさまざまな地域で行われ
ており，助葬という概念の広がりがあったことがうかがえる。

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）

（17）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タウンゼント・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 （前年度からの繰り越し課題）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在を特定
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。

② （今年度開始の課題）初代米国駐日代表タウンゼント・ハリスについて，米国東海岸において史料調査と収集を
行う。

③ （前年度からの継続課題）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。それらの調査を継続して進める。

３．今年度の研究経過

　今年度は上記①・②について，それぞれドイツ・アメリカに渡航して史料調査を実施することができた（下記①・
② 参 照 ）。 ま た ③ に つ い て，19世 紀 東 ア ジ ア 国 際 関 係 史 に 関 す る 各 種 の 文 献 調 査 を 継 続 し て 行 っ た。 
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① 2016年８月22～26日，ドイツ・ベルリンのプロイセン枢密文書館において史料調査を行った。最大の狙いは，
1861～62年のシャム独条約交渉，及びこの前後の時期に関するプロイセン政府のその他のシャム関係史料を探し
出すことであった（なお併せて，科研費基盤研究S「マルチアーカイヴァル的手法による在外日本関係史料の調
査と研究資源化の研究」（研究代表者：東京大学史料編纂所教授保谷徹）の研究協力者として，同文書館所蔵の
日本関係史料の調査収集を行った）。その結果，これまで研究史上も管見の限り所在不明であった前者のシャム
独条約交渉史料を含むプロイセン政府の19世紀シャム関係史料の簿冊数冊が見つかった。シャム独条約交渉史料
は，シャム関係ではあるが，プロイセン政府の中国関係史料フォルダにプロイセン東アジア遠征関係史料として
まとめて収められており，これまで所在不明であった理由が推し量られた。これらの簿冊について，所載史料の
全体的な概要を把握，記録した上で，複写申請を行い，翌年１月に複写データを入手した。１月以降，部分的な
調査を開始しているところである。

② 2017年３月12～23日，アメリカ・ワシントンの国立公文書館（NARA）及びニューヨークのNYシティカレッジ
（CCNY）において，初代米国駐日代表ハリスに関する史料調査・収集を実施した。ハリス関係史料は，NARA
所蔵の米国国務省史料中のハリス・国務長官間の通信や，CCNY所蔵のタウンゼント・ハリス・コレクション中
の整理済み書翰集などが，複写の形で日本の研究機関（東京大学史料編纂所や横浜開港資料館など）にも所蔵さ
れており，筆者も調査を継続している。これを踏まえ，今回の米国調査においては，日本に複写が存在せず米国
でしか調査収集できないハリス関係史料に焦点を絞り，調査を行った。
　その結果，ワシントンのNARAにおいてはまず，1861年に起こった米国公使館通訳ヒュースケン襲撃殺害事
件及び同時期に日本から寄せられた江戸開市延期要請を受けて米国政府がヨーロッパ諸国に働きかけた諸外国共
同艦隊日本派遣計画に関する諸通信を見出した。上記のヒュースケン殺害事件及び大坂兵庫江戸等の開港開市延
期問題についてハリスは日本政府に宥和的であったことが知られているが（拙著『プロイセン東アジア遠征と幕
末外交』参照），米国政府は当初それと逆行する姿勢であったことを明示する史料であり，研究史上もこれまで
ほとんど知られていない。次年度以降，関係史料と併せて調査し，早期の学界発表を図りたい。
　NARAではこれと併せて，ハリスが来日前に行った米シャム条約交渉の系譜を調査する目的で，1830年代に
東インド海域に派遣され最初の米シャム条約を締結した米国特使エドマンド・ロバーツに関する史料を探索調査
した。その結果，このロバーツ・ミッションに関する相当量の史料群が見出され，これらも同様に複写を収集し
た。帰国後調査を開始しているが，まず，同ミッションが日本との交渉も視野に入れていたこと，またそもそも
東インド海域全体における米国通商の促進を狙いとしていたことがロバーツへの米国国務長官訓令から判明し
た。同ミッションについては管見の限り研究史上も情報が乏しく，次年度以降，これらの収集史料のさらなる調
査を期したい。
　併せて，ニューヨークのCCNYにおいても，ニューヨーク市立大学付属コーエン図書館文書室の司書兼教授で
あるシドニー・ファン・ノルト教授及び同図書館の司書兼助教である陽子・稲木・ファーガソン助教の協力を得
つつ，同文書室所蔵のタウンゼント・ハリス・コレクションの調査を実施した。その結果，日本には所蔵されな
い多数のハリス関係の史資料があることを把握し，時間が許す限り状況把握と史料複写を行った。

　以上の調査収集成果は，筆者が現在準備を進めているタウンゼント・ハリスの伝記（ミネルヴァ書房より出版予
定）の執筆のための基礎的史料とするほか，これと絡めて進めている東アジア比較（日中シャム比較）に基づく東
アジア国際関係史の再検討のため生かしていく所存である。

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「プロイセン東アジア遠征と日本・中国─近世近代転換期の日中外交比較の試み」（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10月刊行，第４章，pp.107-140）

・ Mariko Fukuoka,“Comparing Japanese and Chinese Diplomacy of the Transitional Period from Early Modern 
to Modern: Treaty-Negotiations in 1860-61 with the Prussian Embassy”，GHC Workshop "Towards a 
transcultural history of diplomacy"，東京大学東洋文化研究所，2016年12月10日

５．研究組織（◎は研究代表者）

◎福岡万里子　本館研究部・准教授
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（18）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

　2016年度は，2014・2015年度に得られた成果をもとに分析作業を進める。特に，2015年度に分析調査を実施した
函館市垣ノ島遺跡の石器について検討を継続する。同時に，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。2016年度末にはこれらの成果を総括して，
全研究成果の報告をまとめる。
　2016年度は研究期間全体の成果をまとめた形で，国内外の学会や学術誌等への発表を行う。2016年７月の17th 
Conference of the International Workgroup for Palaeoethnobotany（フランス）や９月の世界考古学会議第８回
京都大会（WAC-8）では北日本縄文時代の植物食文化について，11月の日本植生史学会創立30周年記念シンポジ
ウムでは方法論について報告し，『月刊考古学ジャーナル』では研究成果を総括して報告する。

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
　２）現生デンプン粒標本の観察
　３）2014～2016年度研究成果の総括
　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，「デンプン粒から探る縄文時代の植物食─食文化の通時的変化とプロセスの解明にむけて─」，『月
刊考古学ジャーナル』694，pp.35-39，2017年２月28日

２ ）渋谷綾子，「多様な分析科学による古代の食性復元─セッション運営・参加報告─」，『考古学研究』63（４），
pp.3-5，2017年３月30日（査読有）

【学会・研究会発表等】
＜口頭発表＞

３ ）渋谷綾子，「資料をどう見るか？ 考古科学の立場から」，国立歴史民俗博物館機関拠点型基幹研究「総合資
料学の創成と日本歴史文化に関する研究資源の共同利用基盤構築」国際研究集会，國立臺灣歷史博物館，2016
年５月26日

４ ）渋谷綾子，「微細植物遺体分析におけるデータ生成と解釈，誤解」，国立民族学博物館共同研究「考古学の民
族誌─考古学的知識の多様な形成・利用・変成過程の研究」2016年度第１回研究会「考古科学を理解する」，
国立民族学博物館，2016年６月26日

５ ）Ayako Shibutani,「Hunter-gatherer Exploitation of Wild Plant Foods during the Jomon Period in 
Japan」，17th Conference of the International Workgroup for Palaeoethnobotany, The National Museum for 
Natural History, Paris, France，2016年７月７日（査読有）
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６ ）渋谷綾子，「残存デンプン粒分析から総合資料学へ」，近江貝塚研究会第273回例会，滋賀県埋蔵文化財センター，
2016年７月30日

７ ）Ayako Shibutani，「Starchy food in prehistoric Japan : For renovation of “Integrated Studies of Cultural 
and Research Resources”」，The ８th World Archaeological Congress（WAC-8 Kyoto），同志社大学今出川
キャンパス，2016年９月１日（査読有）

８ ）渋谷綾子，「残存デンプン粒分析」（パネル話題提供），日本植生史学会創立30周年記念シンポジウム，専修
大学生田キャンパス，2016年11月19日

４．研究組織（研究分担者）
　渋谷　綾子　本館研究部・特任助教

（19）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。

２．今年度の研究計画

　本研究課題の最終年度の研究は，大きく分けて二つの方向性を有する。
　一つ目は，「駿州・豆州・相州 御石場絵図」およびその付属文書に関する報告書の作成である。これまでの研究
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。これは当該絵図とその翻刻，比定された
現地の写真および地図をおさめるもので，尾張徳川家が管理した22の石丁場を網羅するものとする。
　二つ目は安山岩採掘技術及びそれに伴う社会組織・信仰等の文化についての聞き取り調査の継続と記録である。
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
とともに，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。

３．今年度の研究経過と成果

　今年度の最も大きな成果は『徳川林政史研究所所蔵「駿州・豆州・相州 御石場絵図」の研究』の刊行である。
本報告書の刊行のために，今年度も昨年度に引き続き，「御石場」の現地比定調査を行なった。また，昨年度より
先行して行なっていた絵図および付属文書の翻刻作業を進めた。今年度後半には報告書の刊行に向けた編集作業を
行ない，３月30日に報告書が完成した。ただし，報告書の刊行に多くの労力を割いたため，現在の安山岩採掘につ
いての調査研究については，これまでの調査成果の整理にとどまった。

４．研究組織

松田　睦彦　本館研究部・准教授
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Ⅰ−２　外部資金による研究

（20）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

　近年の研究によって，日本産年代既知樹木年輪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されている。放射性炭素年代法は，放射性炭素の大気中濃度が空
間的に一定であることを前提とする手法であるが，日本周辺ではその濃度が他の北半球地域に比べて系統的に低
かったことが先行研究から示唆されている。本研究の目的は，日本周辺で放射性炭素濃度低下が起きた原因の解明
とした。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）の年代既知樹木年輪試料を対象
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，日本周辺
の大気中放射性炭素濃度低下の原因を考察する。

２．今年度の研究計画

　本研究は，１）現生木試料の収集，２）年輪幅年輪年代法による年代決定，３）放射性炭素濃度測定のための試
料調整，４）加速器質量分析計による放射性炭素濃度測定，５）放射性炭素濃度時系列データの気候応答解析から
なる。しかしながら助成期間の２年目途中より，研究代表者が放射性炭素濃度測定を行う加速器を保有する名古屋
大学から，保有しない当館に異動したことによって，４）以降の行程は，研究環境上も予算上も遂行することが不
可能となった。そこで，最終年度である今年度は，採集した試料をいつでも測定できる体勢を整えることを目的に，
試料の年輪年代解析データの整理と保存，加速器を保有する研究機関との放射性炭素濃度測定に向けた協力関係の
構築を計画した。

３．今年度の研究経過および成果

　昨年度までの調査によって，北海道産アカエゾマツ材，青森県産ヒノキアスナロ材，鹿児島県産ヤクスギ材，ア
ラスカ州産シトカスプルース材を得ることができた。また，年輪年代解析により，これらの試料の年輪に暦年代が
付与できた。年輪幅は，高画素デジタルカメラおよびマクロレンズを使用して得た高解像度画像から測定した。画
像データおよび年輪幅データは，将来の検証のために，専用のハードディスクおよび年輪データ管理専用ソフトを
用いて保存した。
　次に，将来の試料の放射性炭素濃度測定のために，加速器質量分析計を保有する研究機関との研究協力関係を構
築した。2016年度は，国内の加速器質量分析計の研究者が多く参加する「AMSシンポジウム（主催団体：日本
AMS研究協会）」を当館年代測定室（坂本，工藤，箱﨑）が開催した。このシンポジウムにおいて，各機関の研究
者に協力を要請した結果，東京大学総合研究博物館放射性炭素年代測定室の協力が得られることとなった。次年度
以降，東大総合博と連携しながら，データの獲得と解析に臨む。
本事業は，助成期間の途中に研究機関の異動が生じたため，当初の目的の達成には至らなかったが，分析に向けた
基礎データの獲得および研究環境の整備は十分に果たすことができた。今後は，助成期間中に得た試料の分析を実
施・継続することによって，当初の目的の達成を果たしたい。

４．研究組織

箱﨑　真隆　本館研究部・特任助教
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（21）若手研究（B）
　　  「奈良時代知識 Topic Maps 辞書構築による正倉院文書研究方法論の記

述の試み」
　　 2013年度～2016年度
　　（研究代表者　後藤 真）

１．目　的

　採択後，予算額に鑑み，大きく二つの目的を設定した。一つはSOMODAのデータをsurface Web（検索エンジ
ン等でも発見できるような状態）で利用可能とできるよう改訂を行うこと。二つには，SOMODAのデータから知
識情報を抽出し，オントロジ辞書構築を行うことである。たとえば，正倉院文書は奈良時代の官製写経事業に関連
する文書が多い。写経事業に関連する知識を辞書にいれ，史料と結びつけることで，当時の仏教の知識体系を明ら
かにすることも可能となると想定した。また，官製であるので，当時の官僚個人のデータをその属性概念とともに
入力することで，今まで見えてこなかった当時の官僚組織の構造や，人間では想定できなかった複数の資料の結び
つけが期待できる。また，正倉院文書の研究に関してどのような概念がどのような関係性を持って用いられている
のかなどの，研究知識環境の明示化も期待できるシステムとなる。

２．今年度の研究計画

　今年度は代表者の異動にともなう延長期間であることから，特にデータの公開に向けたデータ整備を実施する計
画であった。特に2015年度までに蓄積した経典データ，僧・人名データ，正倉院文書の基礎となる断簡データ，紙
データ，画像データなどの諸データを統合的に閲覧できるようなシステムの構築を行うこととした。
　
３．今年度の研究経過

　延長期間であることに鑑み，上記のデータの公開に向けたデータ整備の実施に努めた。
　上記の通り，2015年度までに蓄積した経典データ，僧・人名データ，正倉院文書の基礎となる断簡データ，紙デー
タ，画像データなどの諸データのクレンジングを実施し，課題を洗い出し，統合的に閲覧できるようなシステムの
構築を行った。システムそのものはオントロジのシステム等を活用し，関連する情報をつなぎ，見せることを可能
とするしくみとして展開することができた。また，経典の情報については大正新脩大蔵経データベース（SAT）
のデータとのリンクを貼ることで，正倉院文書から経典情報を直接得ることを可能とするデータベースとすること
ができた。一方で，英語化等については，予算上の制約も多く生じ，実現することが困難であったため，引き続き
本事業終了後も作業を継続し，公開に向けた展開を行っていくこととした。

４．今年度の研究成果

　本研究で生じた諸課題は，とりわけ，歴史資料のデータ内から経典情報を抽出するなどの際に生じた，資料の内
容から経典の抽象的な情報を取り出すという行為自体も一つの過去の分析であり，その分析を行いつつデータを作
成した。当時の人々が，経典というある種の抽象的なものをどのように呼称し，分類したかなどを踏まえ，その中
から適切なリンクをはるという作業であるとともに，複数巻１セットのものをバラバラに管理している，混ぜて管
理しているようなものをどのように処理するかなどが課題となった。これらの課題については，今後の科学研究費
事業等でも反映し，広範な歴史資料のデジタル化手法の構築に結び付けることとなった。
　研究成果としては，国際会議（PNC等）で関連する報告を実施するとともに，人間文化研究機構の共同研究に
おいて，課題整理報告をおこなった。

５．研究組織（◎は研究代表者）
◎後藤　真　本館研究部・准教授
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Ⅰ−２　外部資金による研究

（22）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

　２年目に当たる今年は，昨年度の「理運」という用語に関わる史料の調査を踏まえて，特に『三合勘文部類』を
中心に検討する。合わせて神祇信仰についても理解を深めたい。自然崇拝の系譜を引く神祇信仰は日本固有の信仰
とされるが，この「固有」という概念はいかにして形成されたのか検討したい。また，摂関期に活躍した僧仁海の
祈雨儀礼に関する資料調査を開始する。

３．今年度の研究経過

　本年度は，現存する『三合勘文部類』のうち，東山御文庫，東京大学史料編纂所蔵『三合勘文部類』の調査を行っ
た。昨年調査した当館所蔵『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『三合勘文部類』を
含め，四つの『三合勘文部類』の伝来を整理し，東山御文庫本を底本とした翻刻・校合を行った。また，『三合勘
文部類』と合わせて，「理運」を理解する上で重要な『日本三代実録』貞観十七年（八七五）十一月十五日条につ
いても，文字の異同を写本等から調査し，日本古代における三合歳ついて『五行大義』を参考にしながら考察した。
　神祇信仰の「固有性」を理解するため，『延喜式』神祇式を中心とした，欧米人の神道についての見解を調査した。
本調査については，基幹研究プロジェクト「古代の百科全書『延喜式』の多分野協働研究」に合わせて実施した。
　また，在地社会における宗教の受容についても，考える機会を与えられた。
　僧仁海の祈雨儀礼については，当館所蔵の田中穣氏旧蔵典籍古文書に含まれる聖教類のうち，特に請雨経法に関
わる資料の調査を始めたが，まだ収集作業の途中であり，来年度引き続き実施する。

４．今年度の研究成果

　『三合勘文部類』の資料調査の成果の一部については，「『三合勘文部類』の紹介と翻刻」（『国立歴史民俗博物館
研究報告』2017年末刊行予定），「「牧氏蔵書之記」印について─東北大学附属図書館蔵『三合勘文部類』を中心に─」
（『東洋文化』114号，2017年４月刊行）を発表した。
　欧米人の神道理解については，その研究成果の一部を「海外における『延喜式』研究─英文『延喜式』の翻訳書
を中心に─」と題して「古代の百科全書『延喜式』の多分野協働研究」第５回研究会［2016.9.18実施］と「英語圏
における『延喜式祝詞』の研究」と題して第70回神道宗教学会学術大会〔2016.12.4実施〕において口頭報告した。
　在地の宗教については，2016年度民衆史研究会大会シンポジウム「古代の仏教受容と在地支配─地域社会と村堂
─」〔2016.11.26実施〕にコメンテーターとして参加して，古代の在地社会における宗教の意義をさぐることができ
た。その内容は「古代の在地における仏教施設─精神的紐帯としての選択─」（『民衆史研究』2017年５月刊行）に
まとめた。

５．研究組織

　山口　えり　本館・外来研究員
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［その他の外部資金］

（23）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，
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，1960（昭和35）年以降で，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。さらに『日本経済新聞』を1945
（昭和20）年から５年ごと，10月から12月までの３か月ごとに1970（昭和45）年までの死亡広告を収集整理する。
　また冠婚葬祭互助会として業界最大手であり、冠婚葬祭互助協会の会長でもある大阪府の株式会社ベルコを取り
上げる。関係者から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

　『朝日新聞』，『日本経済新聞』の５年ごとのデータから，とくに戦後の高度経済成長期を中心に調査をおこなっ
た。戦後になると，ほぼ告別式が葬儀において必ず行われるようになり，一般化していったことがうかがえた。さ
らに従来私的な儀礼であり，一般には告知されていなかった通夜の時間や場所などが告知されるようになった。自
宅で通夜を行いそのまま自宅か伝統的な形態をとって寺院や葬儀場で葬儀を行う場合もあった。しかし次第に一般
会葬者が増えてくると自宅で対応できなくなり，別途通夜のために寺院を借りたり，葬儀場で通夜も併せて行うよ
うになり，通夜，葬儀，告別式がすべて外部化していくようになっていった。それとともに，通夜が告別式の代替
としてとらえられていく過程もみられ，通夜と告別式の差異が小さくなっていくことが明らかになった。
　また，互助会の事例研究として株式会社ベルコを取り上げた。ベルコは，会員数も前受金の保有額も業界一の大
企業である。1969年に創業し，玉姫殿グループの中心的存在である。昭和40年代の創業当時の互助会契約には，告
別式に対応した基本的な商品のみが含まれており，物品提供が主であった。しかし次第に司会や庭飾り，納棺，放
鳥といったさまざまなサービスや物品が互助会契約に含みこまれるようになり，サービス業としての性格に移行し
ていった。業務拡大の中で，各地の互助会を引き受けていくことで，全国規模の大きな互助会に拡大していったこ
ともわかった。また，多様な種類の契約を設けてさまざまな需要を持つ顧客を獲得していったことが明らかになり，
互助会が全国的に普及していた過程を把握することができたのである。

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）
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Ⅰ−２　外部資金による研究

（24）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，古座川河口部の漁村地域の寺院調査を行う。

３．今年度の研究経過

　古座川河口部の漁村地域である古座地区の寺院と檀家の関係について調査を行う。古座地区は一集落に曹洞宗清
原寺，浄土宗阿弥陀寺，浄土真宗本願寺派善照寺といった3ケ寺の宗派の異なる寺院がある。そのなかで無住化し
た阿弥陀寺の関係者や，合葬式共同墓を作った善照寺とその共同墓に改葬した家の事例など，寺院と檀家の関係を
住職の有無や墓地の状況，檀家の家庭事情などさまざまな要因に留意しながら，聞き取り調査と墓地調査を行った。

４．今年度の研究成果

　阿弥陀寺は，住職が不在になってから檀家が減少していったことから，寺と檀家という仕組みのなかで住職の存
在が大きいことが改めて認識することができた。そして住職もまた地域社会の一員であったからこそ，死者祭祀が
続いてきたのであり，兼務住職ではその点が限界あることが調査からも把握できた。
　また祭祀の継承は子供がいても，女性の場合にはどうしても実家の祭祀を次世代には継承することが難しいこと
がわかる。こうした点で男系男子で嫁入り婚といった家的認識が祭祀の断絶にむしろ機能していることは皮肉な結
果であろう。
　さらに男性の子供がいても，現在十分に祭祀が難しい場合には，合葬式共同墓に移行していることがわかる。そ
の背景には墓の位置などさまざまな条件があるが，基本的には従来の墓は維持できないし，その際には宗派の違い
はほとんど意識されないという傾向が，現在のこの地域の動向として見ることができ，この意識傾向は，ある程度
日本の現状を示しているものと考えられる。

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）

（25）出光文化福祉財団研究助成研究
　　 「ドレスデン国立美術館所蔵　ザクセン選帝侯アウグスト二世旧蔵肥　
　　 前磁器コレクションの調査・研究」
　　 2016～2017年度
　　 （研究代表者　櫻庭美咲）

１．目　的

　ドイツのザクセン選帝侯兼ポーランド王アウグスト二世（1670～1733・通称アウグスト強王,以下強王と略記）は，
その存命中にヨーロッパ最大と謳われる膨大な数の東洋磁器（日本・中国産）コレクションを一代で築きあげた（17
～18世紀日本から西洋へ輸出された磁器はすべて肥前産のため，以下肥前磁器と称す）。これらの磁器は,強王がみ
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ずから「日本宮」と名づけた東洋趣味の宮殿を飾るために収集されたものであるが，王の急逝により計画は未完に
終わり，没年まで収集されつづけた約2万5千点の東洋磁器があとに残された。磁器はその後,多くが戦乱などを経
て散逸し，欧米や日本など世界に流出する（出光美術館蔵品にも含まれる）。
　現在，強王コレクションの東洋磁器を対象とした総目録編纂にむけた大規模な国際共同研究が，ザクセン王家の
コレクションを一括管理するドレスデン国立美術館磁器コレクション館（以下ドレスデン国立磁器美術館と略記・
約千点の肥前磁器を所蔵）により進められている。本研究は，その共同研究の一環として，肥前磁器の生産地日本
からの貢献が期待される諸課題のうち，ドレスデンと日本に所在する強王コレクションの調査等諸課題に取り組み
つつ，最終的には「日本宮」の室内装飾における肥前磁器の位置づけや，肥前磁器の収集に熱中した強王を中心と
するザクセン宮廷の王侯貴族達の意識に刻まれた日本像を捉える美術史的研究を完成させることを最終的な目的と
する。
　本研究は，概要に述べたとおり最終的にはドレスデンの「日本宮」において日本の磁器が担った役割や，それを
受容するドイツ（ザクセン）人王侯貴族達の意識に刻まれ評価された日本像を，肥前磁器研究を通じて浮き彫りに
することを最終目的と考える。ドレスデンプロジェクトから依頼されておこなう課題（磁器と所蔵品目録の調査，
総目録の項目執筆等）は，最終目的にいたるための重要な基盤となる。

２．今年度の研究計画

Ⅰ　ドレスデン国立磁器美術館が所蔵する強王旧蔵肥前磁器の調査・研究
Ⅱ　日本各地に所在する強王旧蔵品と推測される肥前磁器の全体像の把握
Ⅲ　強王旧蔵品の肥前磁器における日本の伝統意匠の把握
Ⅳ　ドレスデン宮廷における肥前磁器への評価・認識

３．今年度の研究経過

（１）共同研究者との会議　2016年7月17日
　ドレスデン側が計画したアウグスト二世旧蔵肥前磁器コレクションの総目録化事業の共同研究メンバーである西
田宏子氏（根津美術館），大橋康二氏，藤原友子氏（以上佐賀県立九州陶磁文化館）と打合せのため会議をおこない，
今後の共同調査の方針について意見を交換しあった。ドレスデンにおけるプロジェクトの現在の状況を伝え，メン
バー相互の情報共有をはかる。役割分担を決め，対象課題や具体的な成果発表の方法について検討した。日本に所
在するアウグスト二世旧蔵肥前磁器の把握については，日本側の独立した取り組みとはせず，ドレスデン国立美術
館が情報収集中の世界の所在状況の一部とすることとなった。

（２）第１回ドレスデン調査　2016年8月7日～8月21日
　日程前半はドレスデン国立美術館磁器コレクション館が所蔵するアウグスト強王旧蔵日本磁器の調査をおこなっ
た。今回は同時進行中の科研の基盤研究（C）の助成による大橋康二氏との共同調査とし，さらに，ユリア・ヴェー
バー館長（ドレスデン国立美術館磁器コレクション館），コーラ・ヴュルメル学芸員（ドレスデン国立美術館磁器
コレクション館）や，クリスチャン・ヨルフ名誉教授（ライデン大学）をはじめとするドイツ，オランダ，アメリ
カから参加したドレスデンの国際共同研究プロジェクトメンバー７名と共に，資料検討会や会議も兼ねた内容と
なった。なかでも，海外の研究者達と共に有田産と景徳鎮産の陶片の比較・判定，英語の資料名称を検討するディ
スカッションはとりわけ有意義であった。今回の磁器資料調査は，染付や金襴手様式の日本磁器（肥前）を中心に
約420点の熟覧，メモ写真の撮影をおこなった。後半は日本宮に関する資料収集をおこない，1721年および1727年
の所蔵品目録を主に調査した。加えてコードゥラ・ビショップ氏（ドレスデン国立美術館）を訪問し，現在ドレス
デンで着手されている日本宮に関する研究プロジェクトの進捗状況について情報収集した。
　さらにアウグスト強王旧蔵磁器関連資料の調査をモーリッツブルク城とアルンシュタット城，アムステルダム国
立博物館でもおこなった。

（３）東洋陶磁学会への参加と肥前磁器資料調査　2016年10月28日～11月1日
　肥前磁器研究をテーマとした東洋陶磁学会に参加し（於：佐賀県立九州陶磁文化館），考古学的方法による最新
の肥前磁器研究に関する知見を深めた。また，福岡市美術館が所蔵する柿右衛門様式磁器を熟覧調査し，肥前磁器
の製作技術についても今泉今右衛門工房を訪れ情報収集をした。
主な調査先：九州国立博物館，福岡市美術館，佐賀県立九州陶磁文化館，山辺田古窯跡，日峯社下古窯，今泉今右
衛門工房
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Ⅰ−２　外部資金による研究

４．今年度の研究成果

　大規模な国際共同研究プロジェクトにあって，我々は唯一の対象資料の生産国側日本の研究者である。様々なノ
ウハウを海外研究者に提供することにより貢献する役割を果たしつつある。海外の研究者達と意見や情報の交換を
重ね，世界の広い地域で研究され方法論が多様に分岐した日本磁器研究の方法論を互いに修正し合い，一つのまと
まりある成果に結実させるための方法論検討の話し合いにも，影響力を発揮できた。国際的な議論に参加し，プロ
ジェクト全体が効果的な研究発表を実現するための環境整備に貢献できた点が初年度最大の成果となった。調査後
の調査情報のデータベース化や資料整理を完了させ，今後本格的に研究を進めるための準備を整えることができた。
（以上，本助成の研究代表者が代表を務める基盤研究（C）と合同調査につき共通）
　本研究の最大の目的であるドレスデンの「日本宮」研究を軸とするドレスデン宮廷における肥前磁器への評価・
認識，ドレスデンにおける「日本像」の検討についても，現地で一次資料の閲覧，資料収集をおこなうなど，情報
を収集した。ただし，ドレスデン工科大学が現在進行中のドレスデンの「日本宮」に関する建築史的方法に基づく
研究プロジェクトが今年最終年度を迎え，その成果が間もなく刊行予定であるという。それが単なる建築史研究で
はなく，本研究が参考にすべき美術史的な歴史研究をふくむ内容性を備えた研究であるという情報を現地で入手し
た。こうした現地での最新知見は，本研究でも有効に活用し応用したく，そのため本助成によるドレスデンの「日
本像」の考察をその刊行後まで継続し，とりまとめを次年度におこなう計画とした。

５．研究組織

◎櫻庭　美咲（本館・機関研究員）




