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国立歴史民俗博物館（以下、歴博と略）は、これまで、文献史学・考古学・民俗学および
自然科学を含む関連諸学と協業し、学際的で基盤的・先進的な日本の歴史と文化に関する研
究を、現代的視点と世界史的視野のもと、大学をはじめとする国内外の研究者とともに、す
なわち学界コミュニティの協力をえながら推進してきました。そのなかで、資料そのものに
人文社会科学的な分析だけでなく自然科学的な分析の結果をも付与することで、より豊かな
学術的情報をもつ「歴史文化資源」として活用できるように心がけてきました。そして、そ
の資源の分析成果や共同研究の成果を、論文だけではなく展示というかたちでも表現（歴史
叙述）することによって、「研究の可視化」を進めてきました。さらに、この一連の過程そ
のものを多くの研究者と共有するなかで、歴史研究をさらに「高度化」できるのではないか
と考えており、それこそが歴史系博物館をもつ大学共同利用機関である当館の強みでもあり
責務でもあると考えています。

歴博は、このような資源・研究・展示という3つの機能・要素を有機的に連携させた研究
方法を「博物館型研究統合」と呼び、この研究方法そのものを学界と共有してきましたが、
2016年度から6年間の第3期中期目標・中期計画では、この「博物館型研究統合」という研
究方法にさらに磨きをかけようとしています。すなわち、新しい「異分野連携」のモデルケー
スにもできるような歴史研究の新学問領域である「総合資料学」を構築したいと考えていま
す。その際、「共通の研究資源に基づいた研究連携」を深めることが不可欠だと考え、同じ
資料を、それぞれ方法や理念の異なるさまざまな学問分野で分析し、それを綜合すると、ど
のような歴史的世界が見えてくるのか、そのような少しわくわくするような課題に取り組ん
でいるところです。

歴博は、大学共同利用機関として共同研究を重視しています。館蔵資料と分析機器、そし
て当館の専任研究者の研究蓄積や研究能力を十分活用していただき、皆さんとより質の高い
共同研究を行っていくことを目指します。歴博で、一緒に共同研究を楽しんでみませんか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　館長　久留島  浩

国立歴史民俗博物館（歴博）が取り組む共同研究には、基幹研究（Principal Reasearch Project：本館の取り組む中心的な
研究）、基盤研究（Fundamental Research Project：考古・歴史・民俗の資料に基づく実証的で学際的な研究）があります（詳
細は3ページ参照）。そして若手研究者育成という面から、開発型共同研究（対象は本館の助教）と共同利用型共同研究（Joint 
Research for Collaborative Accessibility：外部の若手研究者を対象とした館蔵資料および分析機器・設備を利用した研究）が
あります。この他、人間文化研究機構が実施する基幹研究プロジェクトを進めています（26ページ表参照）。

歴博の近年の共同研究からいくつか紹介してみます。歴史資料のデータ化により新たな価値を付与して共同利用を促進する
総合資料学の創成プロジェクトの継続、考古学と分析科学との協業による年代歴史学の開拓とその成果を反映した総合展示第
一展示室「先史・古代」の全面リニューアルオープン、また、４機構連携研究では、高エネルギー加速器研究機構との「負ミュ
オンによる歴史資料の非破壊内部元素組成分析」の主導機関となり、国立遺伝学研究所との「日本列島における人間・文化の
起源とその発展に関する総合的研究」にも参画しています（25ページ参照）。産学共同研究では、花王株式会社との「清潔と
洗浄をめぐる総合的歴史文化研究」を歴史学、民俗学、美術史、情報学等の学際協業によって進めています。

歴博は、2017年度より、大学共同利用機関としての機能強化をさらにはかるために共同研究（基幹研究、基盤研究、共同
利用型共同研究）の全面公募を行っています。公募要項は HP をご覧ください。

また、共同研究の開始から、その成果を出していこうとする流れは右記の図のようになっています。研究の成果は、逐次研
究会の場だけでなく現地調査の現場でも、そして論文集（『研究報告』）ももちろんですが、フォーラムやシンポジウム、展示
など多様な発表や社会還元の機会があります。それも歴博の共同研究の特徴の一つです。歴博は幅広い観点からこのような共
同研究をサポートしていきます。

（研究推進センター）

館 長 あ い さ つ

歴 博 の 共 同 研 究
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共 同 研 究 の 流 れ

公募開始
審査
採択

1年目

2年目

3年目

4年目

5年目

6年目

8月    公募締め切り
9月    1次審査
12月  2次審査 
→ 採択課題決定

4月    共同研究開始
10月  次年度計画書提出

4月    1年目実績報告書提出
10月  次年度計画書提出

4月    2年目実績報告書提出
3月    共同研究終了
歴博フォーラム等の開催

4月    最終報告書提出
5月    共同研究の成果報告会

歴博フォーラム等の開催
企画展示・特集展示等の開催
終了後3年以内に『歴博研究報告』刊行

準
備
・
応
募

共
同
研
究
実
施
期
間（
３
年
間
）

研
究
成
果
の
公
開
・
発
信

共同研究会の開催

フィールド調査

資料調査・分析

歴博フォーラム

企画展示等の開催

歴博研究報告

基幹研究
公   募

基盤研究 1

公   募

考古・歴史・民俗資料に
基づく実証的・学際的研究
（課題自由設定）

基盤研究 2

公   募

考古・歴史・民俗資料に
基づく実証的・学際的研究
（館蔵資料対象）開発型任期付助教が対象

（若手研究者育成）

公   募

共同利用型1年間の共同研究
（若手向け）
館蔵資料利用

分析機器・設備利用

本館の取り組む
中心的な研究テーマ

歴博
共同研究の
枠組み

 （平成31年度現在）

歴博研究映像の
制作・研究活用

基盤研究 3
公   募

歴博研究映像
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写真１　『集古帖』「馬具」（下）および「楽器」（上）から：
原物から模写・拓本が作成されたと思しく、『集古帖』のうちでも詳細な図。

発足している機構・基幹研究プロジェクト「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」では、『集古帖』の画像・目録を Web 上の

オープンデータとし（2018年6月に IIIF による高精

細画像と仮目録を khirin にて公開）、そちらとも協力・

連携しつつ、『集古帖』の内容分析に軸を置いている。

あわせて、江戸時代の「好古」の営みから、近代の文

化財保護の成立と学問体系の編成を経て、現代の博物

館資料のあり方を歴史的に顧みる機会としたい。歴博

の共同研究としては、水木要太郎のコレクションを

扱ったものとも共通性がある。共同研究員の構成には、

限られた人数で、考古学・美術史・文化財学・文献史

学・国文学など、分野や時代・地域の多様性が保たれ

るように努めた。

『集古帖』は、摂津国菟原郡呉
ご

田
でん

（現在の神戸市東

灘区の住吉地区）の豪商吉田家、とくに道可（1734〜

1802）以下の粛・敏の三代が蒐集した古器物・古文書

などのうち、模写や拓本を貼り集めた画帖である。は

やく1932年に美術研究所（現在の東京文化財研究所）

創設にあたり、展観と雑誌の『美術研究』での紹介が

なされ、関心も寄せられてきたが、戦後に所蔵者から

離れ、古書店を経て1992年に歴博が購入している。

国立歴史民俗博物館所蔵の資料から若干が指定され、公募に

より組織された共同研究の一つである。対象は『聆涛閣集古帖』

（以下、『集古帖』と略す）で、江戸後期から明治期に写された

模写・拓本による古器物の一大図譜（64帖＋約20枚）である。

近世展示室のリニューアルでは『集古帖』コーナーを設け、常

に1帖が展示されている。しかしながら、大部かつ内容も多岐

に亘るため、研究の深化が期待される資料であった。先行して

公 募 基盤 2
研究期間 　  2017 〜 2019 年度

共同研究員   計 14 名（外部：10 名  歴博：4 名）  

代表  藤原重雄   FUJIWARA Shigeo  ［東京大学史料編纂所］

副代表  三上喜孝   MIKAMI Yoshitaka  ［本館研究部］

『聆涛閣集古帖』の
総合資料学的研究

共 同 研 究 紹 介  0 1

写真２　館蔵資料の共同調査：
それぞれの専門領域から『集古帖』の注目点を出し合い、関連する館蔵資料
を探し出して、展示にも結びつくアイデアを練っている。
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の実態は、注目すべきである。

2018年度からこの資料群を中心に日本各地の陰陽道資

料を調査・検討し、暦を中心としてその研究基盤の整備お

よび調査研究の推進を図る「奈良暦師吉川家文書を中心と

する暦・陰陽道研究の史料基盤形成」（代表：京都女子大

学　梅田千尋）がはじまっている。

本共同研究は各時代の陰陽道の研究者をメンバーとし、

前近代における陰陽道の一部を成していた暦を切り口に、

陰陽道研究を、新しい段階へと押し上げるためのものであ

る。これまでの暦・陰陽道研究は、好事家的関心にとどま

るものが多く、歴史的性格について実証的に論じられる機

会は少なかった。ここでは各時代の暦と陰陽道に関する歴

国立歴史民俗博物館が所蔵する「奈良暦師吉川家文書」

は、近世から近代にかけての暦および陰陽道に関連する稀

少なコレクションである。

陰陽道といえば、半ば伝説化された安倍晴明という存在

や、「方違え」など平安時代の宮廷文化がもたらすイメー

ジが強く、一般的には非日常的・超常的側面が強調されが

ちである。しかし実際には、明治改暦以前に流通した旧暦

の暦面には陰陽道と密接に関係する暦注・方位の吉凶が記

されており、生業や生活実践に関わる吉凶判断は、階層を

超えて共有される生活知識であった。こうした日常的知識

の担い手として、近世において暦の制作・頒布にあたった

暦師―多くは陰陽師と兼職し、配札や占いも行っていた―

公 募 基盤 2
研究期間 　  2018 〜 2020 年度

共同研究員   計 12 名（外部：9 名  歴博：3 名）  

代表  梅田千尋   UMEDA Chihiro  ［京都女子大学］

副代表  小池淳一   KOIKE Jun'ichi  ［本館研究部］

奈良暦師吉川家文書を中心とする
暦・陰陽道研究の史料基盤形成

共 同 研 究 紹 介  0 2

写
真
3　

天
曹
地
府
祭
之
図（
吉
川
家
文
書
）

写
真
２　

太
上
鎮
宅
霊
符
神
祭
文（
吉
川
家
文
書
）

写
真
１　

職
札
仮
免
許（
吉
川
家
文
書
）



07

（上）写真４　史料調査の様子
（右上）写真５　共同研究会の様子（2018年12月15日）
（右下）写真６　トーダンこよみ資料館での見学（2018年11月9日）

史学的な理解に基づき、民俗学・宗教学・生活文化からの

視点を加えて、陰陽道の社会史的な様相を実証的に明らか

にしていく。さらに陰陽師組織や暦の製作・流布の過程に

も目配りすることで、日本列島において時間がどのように

受け止められ、表現されてきたのかについての検討もおこ

なっていきたいと考えている。

暦と陰陽道の関連を解明するには、科学史・宗教史・文

献史学・民俗学といった多岐にわたる学際的な研究が必要

である。これまでの陰陽道研究の停滞は、こうした総合的

な研究体制を整えることが難しかったことが原因のひとつ

といえるだろう。本研究では、陰陽道にかかわる様々な分

野の研究者が一堂に会して調査と研究を進めることで、暦

と陰陽道の実態を明らかにする共通基盤の確立を目指して

いく。これは歴博が推進する総合資料学の一翼を担うもの

ともいうことができるだろう。

2018年度に実施された共同研究では、吉川家文書の詳

細な内容について検討し、今後の研究課題および近世奈良

暦師・陰陽師に関する史料の環境について議論をおこなっ

た。また、撮影済みの資料データや吉川家文書の仮目録デー

写真7　歴博第4室特集展示「お化け暦と略縁起」展示会場 写真8　特集「暦の文化史」（『歴博』210号）

タに基づいて、文書群の内容を、①暦・暦注・頒暦、②祭

文・祭祀、③南都陰陽師、④書籍・アーカイブズ、に暫定

的に大別し、それぞれの研究文脈に即した研究を進めるこ

とになっている。

なお、2018年4〜10月に歴博で開催した「お化け暦と

略縁起」展の準備過程において近世近代の暦に関する検討

をおこない、暦の近代化にまつわる研究上の諸課題につい

ての把握をおこなうことができた。さらにこの展示をきっ

かけとして企業（カレンダー会社）からの調査協力の申し

出があり、調査対象が拡大した。

他にも歴史系総合誌『歴博』210号（2018年9月刊）

における特集「暦の文化史」にメンバーが寄稿し、その内

容については共同研究会において討議をおこなっている。
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共 同 研 究 紹 介  0 3

データベースのデータの一つをキーワードとして、他の

データベースのデータへと芋づる式に繋がっていくことが

可能になっている。例えば「佐倉」を検索すると、歴史民

俗調査カードというデータの中に「天球儀」が出てくる。

この天球儀の下のリンクをクリックすると、当館の館蔵資

料情報にアクセスができるのである。このように同じ時代

や地域などについてもリンクを辿って情報を得ることが可

能である。

このシステムを踏まえ、今後このデータをより豊かにつ

ないでいくためには、さらなるメタな情報整備が必要と

なっている。また、国際的な情報整備を考えると、海外の

語彙情報との連携も必要となってくるであろう。そのよう

な状況も踏まえ、6月に Getty 研究所と、台湾中央研究院

の研究者を迎え、国際研究集会を日本アート・ドキュメ

ンテーション学会との共催で実施した。この国際研究集

会では、国際的な共通語彙である Getty Vocabularies の

しくみとプロジェクトについて、理解を深め、今後日本

全体としていかに対応していくかを検討した。この Getty 

共同研究「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」は、平成28年度から平成33

年度までの歴博における基幹ミッションとして位置付けら

れている。

人文情報ユニット、異分野連携ユニット、地域連携・教

育ユニットという3つに分かれて研究を進めており、これ

らの研究を、館内にある「メタ資料学研究センター」とい

うセンターを中心に取りまとめている。本研究の詳細は、

1号と Web サイトにも掲載しているので、ご確認いただ

きたい。

ここでは、特に2018年度の具体的な活動について紹介

をすることにする。

人文情報ユニットでは、大きな成果として、2018年5月

に歴史文化資料情報の基盤となるシステムの公開を開始し

た。このシステムは“khirin（knowledgebase for historical 

resources in institutes）”という名称である。この情報基

盤の特徴は、複数の資料をリンクでつなぎ、異なるデータ

ベースを横断的に見ることができるという点である。ある

研究期間 　  2016 〜 2021 年度

共同研究員   計 42 名（外部：22 名  歴博：20 名）  

代表  西谷 大   NISHITANI Masaru  ［本館研究部］

副代表  後藤 真   GOTO Makoto  ［本館研究部］

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

機 構
・

基 幹

写真1　khirin トップページ 写真2　khirin のリンクが示されたページ
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このように、総合資料学の事業は、データなどでの利用

の連携、分析などの共同研究連携、教育などの連携を、広

く大学と行うことで可能となっている。大学と広く大きく

連携するプログラムを実施し、総合資料学という新たな「学

問の場」を作り出していきたい。

Vocabularies と連携することで、より多くの館外の機関

との連携等が可能になっていくであろう。

さらに、9月には千葉大学と連携して、千葉大学附属図

書館所蔵の「町野家文書」の画像デジタルデータの共同公

開を開始した。IIIF（International Image Interoperability 

Framework）という技術を応用し、歴博から画像を配信す

ることで、千葉大学と歴博の両方での画像閲覧を可能とし

た。人文情報ユニットでは、このような機関間連携を引き

続きより多くの機関に広げていくことを目指している。

また、異分野連携ユニットでは、古文書に用いる和紙の

混合物の分析を集中的に実施している。これまで、和紙の

文化財科学的研究の多くは繊維などに集中しており、どの

ようなものが混ざっているのか、などについてはあまり検

討されてこなかった部分がある。そこで、異分野連携ユニッ

トでは前近代の文書の混合物を集中的に調査し、東京大学

史料編纂所や米沢市上杉博物館などとも共同する形で分析

を進めている。研究会もすでに2018年度だけで3回実施

するなど、精力的に検討を進めている。今後は和紙の特性

ごとにデータ化を行い、総合的な料紙学の確立を目指す。

地域連携・教育ユニットに関連する部分では、特に大学

教育との連携を重視した。例えば、長崎大学大学院多文化

社会学研究科とともに、総合資料学の授業を実施した。こ

の授業では、オムニバス形式で複数の教員から様々な資料

の見方について学ぶとともに、最後にテーマに沿って自分

たちで「モバイルミュージアム」を活用した展示を行った。

「モバイルミュージアム」は持ち運び可能な小型の展示台

であり、この決められたスペースの中で、自分たちの考え

る資料や文化の像をどのように示すか、学生・院生たちが

チームを組み、考える機会となった。今後は、この取り組

みを他大学にも広げていくとともに、より多くのプログラ

ムを提供できるようにすることで「総合資料学」の学とし

てのありようを作り出していく。

写真3　和紙の混合物の非破壊分析 写真4　和紙の混合物　多くのデンプンが見える

写真5　長崎大学の学生たちによるモバイルミュージアムの検討風景
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歴博において企画展示「日本の中世文書―機能と形と国際

比較―」（10/16〜12/9）を開催した。以下それについ

て紹介したい。

日本の中世文書は、公的な場面においても「書
しょ

札
さつ

様
よう

文
もん

書
じょ

」

と呼ばれる書状形式の文書が多い。しかしそれがどのよう

に生じ、国際的に見てどのような特徴なのかは、中世史の

分野においてはあまり意識されてこなかった。今回の展示

では、古代の文書との連続性を意識し、東アジア諸国の文

書との比較を行うことで、実際の文書に基づいた説明を試

みた。

従来の通説的な古文書学では、古代の文書を律令の公
く

式
しき

令
りよう

に基づいた「公式様文書」で説明し、それが「公家様文書」、

「武家様文書」になっていく、と叙述していたが、古代に

も書状様式の多様な文書があり、それを前提としなければ

「書札様化」の問題も説明がつかない。そこで、文書を大

きく「『官』の文書」と「書状」の二系統に分け、古代か

ら存在した「書状」が次第に卓越してくる、という図式で

全体を構成し、「正倉院文書」の複製などを用いて、古代

日本の中世は、中央集権的な体制がくずれた時代であり、

社会は多様であると共に変化も激しい。その像を描くこと

は容易でないが、さまざまな資料に基づきながら、学際的

な研究によって見直し、総合展示第２展示室「中世」のリ

ニューアルにも備えたい。そのような趣旨で、この共同研

究は企画された。

ブランチとしては、以下の３つを設けた。

Ａ 中世日本の地域社会における武家領主支配の研究

Ｂ 中世日本の国際交流における海上交通に関する研究

Ｃ 中世文書の様式と機能および国際比較と活用に関する

研究

Ａにおいては、地域社会を領主としての武士の観点から

見直し、Ｂにおいては、国際社会との関係を海上交通を中

心に見直す。資料自体を課題とするＣにおいては、古文書

を取り上げ、内容よりもむしろ様式と機能に着目して、そ

の観点から国際比較も試み、また展示やデジタルコンテン

ツなどによる活用の方法も探求する、というものである。

最終年度となる2018年の秋には、特にＣに関わる研究

の成果発表として、また資料活用の具体的な実践として、

研究期間 　  2016 〜 2018 年度

共同研究員   計 54 名（外部：36 名  歴博：18 名）  

代表  小島道裕   KOJIMA Michihiro  ［本館研究部］

副代表  田中大喜   TANAKA Hiroki  ［本館研究部］

基 幹

共 同 研 究 紹 介  0 4

歴史文化資料に基づく
日本中世社会像の再構築

写真1　会場風景　各章の解説は日英中韓の四ヶ国語 写真2　日本の文書様式の変遷を図式化したパネル
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ことは、今後の「東アジア比較古文書学」に寄与するもの

と言えよう。同じく会期中に開催した「歴博フォーラム」

の内容と合わせて、一般書として刊行する予定である。

この他、タッチパネルを用いて、古文書料紙の超拡大と、

文書の解読の二つのコンテンツを開発した。後者は今後

ホームページでも拡充公開して、学習的な活用に資する予

定である。スマホを利用した音声ガイドについては、音源

とテキストを会期中からホームページで公開している。図

録は、図版・解説とも惜しみなく盛り込んでおり、古文書

学の概説や資料集として、大学教育などでも活用していた

だけるものと思う。

文書の多様性と中世への移行について示した。

この区分は国際的にも通用するものであり、東アジア諸

国では、公文書としては「官」の文書の系譜が続いて「国

際標準」的な様式ができるのに対して、日本のみが大きく

書札様文書化する「独自路線」をとったことを示せたが、

一方、戦国大名北条氏の朱印状は「東アジア標準」に準拠

していると思われ、関東にそれが波及していたことなど、

いったん日本の枠を外し、アジアの中で考えることによっ

て、古代から近現代に至るまでの日本の「文書史」につい

て、新たな視点による説明が可能になったと言える。

会期中には国際シンポジウムも開催した。韓国・中国の

研究者と共に実際の文書を検討しながら意見を交換できた

写真3　アジア各国の文書様式を比較したパネル

写真7　会場入口の体験コーナーとタッチパネル

写真8　古文書解読コンテンツ　
タッチすると読みや音声が出る

写真4　韓国の文書との比較（壁面に複製を展示）

写真5　読みや大意も付けたキャプションとキャラクターによる解説 写真6　中国、韓国、ベトナム、イランの文書　漢字の朱方印が共通する
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定の精度の向上や、要求される数値年代の精緻化に伴い、

IntCal に基づいた計算では十分でない時期が存在すること

も明らかになりつつある。

その解決には、日本産樹木年輪の炭素14年代を多数測

定し、日本版較正曲線を作成することが必要である。とこ

ろが時期・時代が遡るにつれ、状態の良い樹木年輪資料の

確保は次第に困難になる。そこで注目されるのが、歴博が

所蔵する「建造物古材」である。

歴博は設立時、在野の蒐集家から大量の建造物古材を受

け入れた。法隆寺の古材とされる一群の資料は1000点を

超え、現在は本館名誉教授である濵島正士教授による手書

きの調書が残されている。文化財建造物の構造材として、

また保存状態の良い樹木資料として、国内でもおそらく有

数の古材コレクションの1つであろう。構造材としての古

材は、形状や仕口（部材を組み合わせるための加工）など

から推定される帰属建物、部材の加工に用いられた刃物の

痕跡や表面の風化などから推定される時期、あるいは転用

の可能性など、様々な情報を有している。一方、木材科学

の視点からは炭素14年代法や年輪年代法の基礎資料とし

国立歴史民俗博物館は、炭素14年代法や年輪年代法と

いった自然科学的な数値年代に基づく、実証的な歴史学・

考古学研究を推進している。炭素14の半減期に基づく測

定値である「炭素14年代」を、我々が普段使用する数値

年代である「暦年代」に修正するには、暦年代の判明した

資料の炭素14年代を集めた「較正曲線」による計算を行

う。その代表的な資料が年輪年代法によって伐採年・枯死

年等の判明した樹木年輪であり、炭素14年代法と年輪年

代法は実は密接な関係にある。

較正曲線の考え方では地球を大きく2つの半球に分け、

日本列島を含む北半球には広く、北半球の過去の炭素14

濃度のデータベースである「IntCal」が適用され、南半球

は「SHCal」が適用される。ところが、IntCal は主に欧米

の高緯度地域に生育する樹木年輪の炭素14年代に基づい

ている。中緯度地域にある日本列島の資料に IntCal が適

用できるかについては、歴博が本格的に年代研究に取り

組んだ当初からの課題であった。基本的にはこれまでの

研究で、日本産樹木年輪の炭素14年代が IntCal から大き

く外れないことは判明しているが、近年の炭素14年代測

基盤 1
研究期間 　  2016 〜 2018 年度

共同研究員   計 11 名（外部：6 名  歴博：5 名）  

代表  坂本 稔   SAKAMOTO Minoru  ［本館研究部］

副代表  工藤雄一郎   KUDO Yuichiro  ［本館研究部］

建造物古材による
木材科学的資料研究

共 同 研 究 紹 介  0 5

写真1　研究会風景 写真2　調書の検討
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写真3　調査風景

重な経験となったはずである。さらに、高精細のデジタル

カメラで年輪面を撮影して年輪年代測定に供し、調査時に

部材の外周から剥落した破片を回収して炭素14年代測定

に供した。

研究期間中に建造物古材の所在を確認し、多くが昭和初

期の修理工事の際に再用されなかった古材であることが判

明した。また炭素14年代測定の結果、部材は古代、中世、

近世と複数の時期に分類され、古いものは5〜6世紀に属

することも示されるなど、本共同研究によって極めて重要

な成果が得られた。

詳細な調査は外部資金により来年度以降も継続する予定

である。また、試料採取を伴う自然科学的な調査は、まず

は受け入れ時に「員数外」とされた古材について実施を計

画する。極めて繊細な資料で困難が伴ったが、資料に基づ

く文理融合型共同研究のモデルケースを示すことができた

と考えている。

て、あるいは年輪セルロースの酸素同位体比は、降水量な

どの過去の気候を復元する指標となる。古材の産地は建造

物の場所と必ずしも一致しないが、年輪年代学的な調査は

その産地を明らかにできる可能性がある。また、時期によ

る樹種の変遷、物理化学的な木材劣化の様相など、実物資

料から導き出せる情報は多彩である。

自然科学的な調査では分析用試料の採取を伴う場合もあ

る。貴重な古材を傷つけることは慎重であるべきで、共同

研究では目視による調査を先行させ、建造物古材の再評価

を行った。収蔵庫内で古材を1点ずつ取り出し、濵島教授

の調書や修理報告書と突き合わせながら、採寸、形状や加

工痕の観察、目視による樹種、年輪の本数や木取り（樹芯

や辺材など、樹木のどの箇所を製材したか）の検討、部材

の種類や帰属建物の推定を行った。調査には共同研究員に

加え、建築史学を専攻する大学院生や学部生の協力を仰い

だ。まとまった数の建造物古材の調査は、学生にとって貴

写真4　歴博所蔵建造物古材 写真5　建造物古材に見られる年輪 写真6　建造物古材に見られる加工痕
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図2　採掘時期が古代までさかのぼる山口県内鉱山から産出した鉱石（山口大学提供）
　　　の鉛同位体比（緑の枠線は皇朝十二銭や古代の緑釉の大部分が集中する領域）

2）。また、同時期の遺跡から出土した青銅関係資料のデー

タと比較し、産地推定を試みた（図3）。

その結果、分析した４つの鉱山のデータは異なる場所に

位置し、識別が容易であることがわかった。また、遺跡か

ら出土した資料の原料の産地を帰属させることができ、例

えば、京都府亀岡市にある篠窯跡群・大谷３号窯出土緑釉

は長登銅山産の原料を使用していたと推定された。

わが国は、古墳時代後期から古代にかけて、海外の関与

を受けつつも日本独自の国家体制が成立し、変容していく。

その影響は青銅器原料の産地や採鉱技術にも及んでいる。

歴博はこれまで旧装置で青銅資料の鉛同位体比分析を

行ってきたが、2015年度から、銅・スズ・鉛をより高精

度で同位体比分析できる、新しい装置を導入した。また

2016年度から、山口大学：山口学研究センターと包括協

定を結び、同県内をフィールドとして、科研費による共同

研究を開始している。

古代（8〜10世紀）に作られた青銅器の鉛同位体比は、

山口県産に収斂しており、出土遺物や文献史学の研究結果

とあわせて、長登鉱山や蔵目喜鉱山が産地として有力とみ

られていたが、旧装置では特定に至らなかった。2018年

度は、古代までさかのぼる山口県内鉱山（図1）および関

連する地域の鉱山から産出した鉱石の鉛同位体比を高精度

分析して、差異を有効に識別できるかどうかを検証した（図

基盤 1公 募
研究期間 　  2018 〜 2020 年度

共同研究員   計 13 名（外部：8 名  歴博：5 名）  

代表  齋藤 努   SAITO Tsutomu  ［本館研究部］

副代表  林部 均   HAYASHIBE Hitoshi  ［本館研究部］

高精度同位体比分析法を用いた
古代青銅原料の
産地と採鉱に関する研究

共 同 研 究 紹 介  0 6

図3　篠窯跡群・大谷３号窯出土緑釉（大阪大学提供）の鉛同位体比（緑の枠線は
　　　図２と同じ）

図1　採掘時期が古代までさかのぼる山口県内鉱山の位置
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ことがわかってきた。そこで、鉛、銅に加えて、ストロン

チウム、ネオジムの同位体比を分析する方法も開発し、鉱

床周辺の岩石の分析も開始した。このような、複数の同位

体比分析を組み合わせて議論を行う手法は「マルチアイソ

トープ法」とよばれ、近年の地質学では主流になりつつあ

るが、歴史資料の分析にこれを適用するのは本研究が初め

てである。

2018年は、山口大学におかれている山口学研究セン

ターが山口市教育委員会と連携して史跡周防鋳銭司跡第４

次調査を行った結果、大量の羽口やとりべ（写真1）のほか、

銭貨５枚（写真2・3）が貼り付いた状態で出土した。銭貨は、

鋳造の過程で失敗した鋳損じ銭とみられ、クリーニングや

Ｘ線 CT 撮影によって、いずれも平安時代の「長年大宝」

であることがわかった。長年大宝は848年〜859年に造

られていたとされており、当時の銭貨は周防で鋳造されて

いたという文書の記録とも合致する。この成果は10月27

日付の山口新聞などで報道され、資料は同日から11月3

日まで周防鋳銭司郷土館で特別展示された。現在は、分析

用試料を採取して、鉛同位体比分析を進めているところで

ある。

このほか、長登鉱山で新たに実施された発掘調査状況

についての現地調査と、銅製錬実験の炉解体状況の見学、

日本鉄鋼協会が主催する長登鉱山を話題の中心に据えた

フォーラムへの参加を行った。フォーラムにおいては、本

共同研究の共同研究者２名が研究状況を紹介した。

日本の銅製錬が酸化銅と硫化銅のどちらの鉱石から始

まったのかは、まだ確定していない。一方、先行研究で

は、硫化銅と酸化銅の銅同位体比に顕著な相違があること

がわかっているので、青銅製品の銅同位体比を分析するこ

とによって、どちらの原料を使用したのかを判別すること

ができると予測される。2018年度は、予備的に酸化銅鉱

と硫化銅鉱で銅の同位体比分析を試み、本共同研究の目的

にあった実験条件を定めた。鉱石の段階では十分な精度で

両者を識別できることがわかったので、今後は製錬時に同

位体比が変動するかどうかを室内実験によって確認するこ

とになった。

当初の計画には含めていなかったが、研究を進めていく

中で、原料の供給状況をより明確にするためには、鉱床だ

けではなく、周辺の地質についても調べておく必要がある

写真1　史跡周防鋳銭司跡から大量に出土した羽口やとりべ

写真3　写真２の資料の X 線 CT 画像（（公財）元興寺文化財研究所提供）

写真４　長登鉱山の銅製錬・鋳造体験場

写真2　史跡周防鋳銭司跡出土銭貨（長年大宝、山口市教育委員会所蔵）
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2016年度から3年間行われた基盤研究「日本列島社会

の歴史とジェンダー」は、歴博ではじめての性差を主題と

する共同研究であった。本研究は、その成果を基礎とし、

19世紀中葉から20世紀高度成長期までの、産業・経済の

展開におけるジェンダーの構築と変容の過程を明らかにす

ることを目指す。そのため、研究では、以下の三つの分析

課題を設定した。

一つは、近世近代移行期の産業化と男性ジェンダーの変

容の解明である。明治維新は、親方―弟子の関係によって

労働と生活が一体化した近世の職人の労働世界を変え、や

がて、職人から工場労働者への変化が始まる。小経営とし

ての独立を目標として働いてきた近世以来の職人や商人た

ちの男性としてのジェンダーは、産業化の過程でどう変容

するのだろうか。これは、近世近代の移行を考える上でも

重要な課題である。

もう一つは、諸産業における労働とジェンダーの関係を、

これまで比較的論じられることの少なかった労働分野に着

目して解明することである。具体的には、ブレッドウィナー

不在のもと、農業・漁業が複合的に行われる労働形態を特

基 幹公 募
研究期間 　  2019 〜 2021 年度

共同研究員   計 12 名（外部：7 名  歴博：5 名）  

代表  横山百合子   YOKOYAMA Yuriko  ［本館研究部］

副代表  吉井文美   YOSHII Fumi  ［本館研究部］

近代日本における
産業・労働の展開とジェンダー

これからはじまる 共 同 研 究  0 1

徴とする地域の女性労働（香川県）や、男女格差が顕著な

林業分野における女性労働（九州国有林）などの調査研究

を予定している。このような研究を通して、これまで主に

対象とされてきた紡績や製糸業とは異なる社会の様相を、

明らかにすることができるだろう。

さらに、戦前以来存在した女性官僚の役割を具体的に解

明し歴史的に位置づけることも、本研究の重要な課題であ

る。国家による産業・労働政策は、ジェンダー構築にきわ

めて大きな影響を与えたが、女性官僚は、労働政策を策定

する側にいると同時に、広い意味での女性労働者でもあっ

た。しかし、このような男性官僚とは異なる位相にある女

性官僚については、これまで、ほとんど注目されてこなかっ

た。本研究は、この点で、官僚制研究や労働史分野におい

ても、新たな開拓となることを目指す。

本研究の目的は、以上の課題に取り組み、近現代日本の

産業・経済分野におけるジェンダー構築の過程に迫り、新

しい近現代社会史像を描き出すことである。その成果は、

2020年予定の企画展示や2021年度開催予定の国際研究

集会を通じて、広く積極的に発信したいと考えている。

（上段左）写真1　19世紀の農業労働「四季農耕図屏風」
（上段中央）写真2　「契約之証　機織工女」（歴博所蔵）
（上段右）写真3　「日東研磨工業男女要員募集」ポスター（歴博所蔵）
（下段左）写真4　メリーランド大学プランゲ文庫での占領期労働政策調査
（下段右）写真5　メリーランド大学プランゲ文庫の展示
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海に囲まれた島で、水田稲作を主要な営みとしてきた日

本列島各地の人びとが、「水」をどのように認知し、働き

かけ、活用することによって、歴史の道筋と文化の伝統を

作り上げてきたのか、そのプロセスとメカニズムを解明す

ることを、本研究は目的とする。

水を主題にした日本の歴史や文化への接近はこれまでに

も試みられているが、本研究の特色は、水と人々との関係

を、認知・儀礼・世界観といった心の側面に焦点を当て、

それと技術や社会組織との相互作用およびその変化や地域

性を解き明かすことにある。 

こうした特色を発揮するため、本研究は、考古学・民俗

学および文献史学・分析科学・情報科学といった本館の４

研究系が、いずれを主とも従ともせずに、真の意味での融

合を図りつつ上記の課題に取り組むことを目指す。

具体的には、水田稲作が始まった弥生時代から近世まで

基 幹公 募
研究期間 　  2019 〜 2021 年度

共同研究員   計 13 名（外部：7 名  歴博：6 名）  

代表  松木武彦   MATSUGI Takehiko  ［本館研究部］

副代表  関沢まゆみ   SEKIZAWA Mayumi  ［本館研究部］

水をめぐる認知と技術と
社会の連環からみた
日本列島の歴史過程と文化形成

これからはじまる 共 同 研 究  0 2

のそれぞれの時代に、列島の各地で、①水に対するどのよ

うな意識や要請がいかなる技術を生み出したか、②この技

術はどのような社会関係によって実現され、またそれを変

容させたか、③その社会関係は水をめぐるどのような世界

観のもと、いかなる儀礼や祭祀によって表現されたか、と

いう３点を明示する。

そのための作業として、先史・古代の村落と都城におけ

る用・排・防水（考古学・地理学）、村落・都市の用・排・

防水と運営（民俗学）、水利の争奪・掌握と先史〜古代の

社会統合（考古学・歴史学）、水争い・水利慣行と中〜近

世の村落組織（民俗学・歴史学）、水に関連する祭祀遺跡（考

古学）、村落における水と祭祀（民俗学）、 国家祭祀と水（歴

史学）、絵地図の水表現（地理学・分析科学）などを、共

同のフィールド調査や研究集会を通じて分析する。

写真１　
列島最北端の弥生水田址
青森県弘前市砂沢遺跡。
縄文文化の伝統を守る人々
が、弥生時代の中ごろ、津
軽半島に一時的に水田を造
営した。

写真2　
導水施設形埴輪　
大阪府狼塚古墳出土

（レプリカ、原品：
藤井寺市教育委員会）　
古墳に葬られる王の重要
な職務が、水の祭祀であ
ることが近年わかってき
た。その施設をかたどっ
た埴輪の出土例が増えて
いる。

写真3　古地図における水の表現　日本図（大日本地図大成・秋岡武次
郎古地図コレクション、歴博蔵）。絵図や地図の水の表現は、
当時の人びとの水に対する認知を反映している。

写真4　
田植えを始める前に行わ
れる水口祭。
水田に水は欠かせない。
その田の水口にツツジな
どの花を供えて手を合わ
せる。名古屋市大治町（萩
原秀三郎撮影）
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写真1　茨木市東奈良遺跡出土の銅鐸鋳型や製作関連品
（茨木市立文化財資料館蔵、文化庁所有）

弥生時代中期 BC ４世紀中頃以後、古墳時代の完全なる

金属器社会になるまでのプロセスは、祭祀による集団統合

や輸入金属素材の流通の広域管理・統制の有無や質をめ

ぐって重要である。古墳時代社会の成立や初期国家形成過

程上注目される要素といえよう。このことから、弥生時代

について青銅器と鉄器の生産について連動させて研究する

必要性がある。また、古代国家形成中心としての近畿地方

を中心とした考察が有効と考える。

具体的には、以下の4点について作業を行う。

①弥生時代〜古墳時代初期の青銅器鋳造関連土製品（鋳型・

送風管・坩堝など）出土例を集成（近畿地方〜中部日本）し

て分析する。これにより、銅鐸その他の弥生青銅器の型式

変化に相関して製作技術に変化があるか否かを検討する。

②弥生時代〜古墳時代初期の小型青銅器（銅鏃など）出土

例の集成（近畿地方〜中部日本）と鉛同位体などの成分分

析を行う。これにより、型式と製作技術の変化が諸集団の

銅素材の入手と相関しているか否かについて検討する。特

に銅鐸素材の変化と小型青銅器で素材入手が連動するか否

かが重要な検証点となる。

基盤 1公 募
研究期間 　  2019 〜 2021 年度

共同研究員   計 9 名（外部：7 名  歴博：2 名）  

代表  若林邦彦   WAKABAYASHI Kunihiko  ［同志社大学歴史資料館］

副代表  上野祥史   UENO Yoshifumi  ［本館研究部］

近畿地方における
弥生時代～古墳時代初頭の
金属器生産と社会

これからはじまる 共 同 研 究  0 3

③弥生時代〜古墳時代初期の鉄器製作関連資料（鉄滓・粒

状滓・鍛造剥片など）の集成（近畿地方〜中部日本）と成

分分析を行う。これにより弥生時代鉄器鍛造作業の確認で

きる類例を増やし、その実態について整理する。

④上記の資料が諸集落遺跡のどういった地点から出土して

いるかについて検討する。これにより、大規模遺跡の形成

や分解と金属器生産の変化がどのように相関しているかに

ついて検討する。

本研究では、銅鐸や鉄器などわかりやすい考古資料だけ

を扱うのではなく、小型青銅器や生産に関係する出土品に

焦点をあて、その関連を論じる。つまり、過去を明らかに

できる「モノ」を総合的に収集・集成して歴史研究の資源

としていくことに眼目の一つがある。この要素は、国立歴

史民俗博物館の推進する「総合資料学」の概念にも合致し

ているといえよう。また、研究の成果は最終年度にフォー

ラムを開催し、研究成果を公開したい。

写真2　枚方市星丘遺跡から出土した
弥生後期の鍛冶工房に伴う鉄片

写真3　弥生時代後期田辺天神山遺跡出土の
鍛冶関連出土品（叩き石や砥石）の検討作業

写真4　弥生時代小型青銅器（田辺天神山遺跡出土銅釦）の
鉛同位体分析例
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（上段左）写真1　先祖書
杉原家には旗本「家」の歴代の事跡や親類構成を記し
た先祖書・親類書が多く残されている。写真は最幕
末の当主季七郎が養父平助について記した箇所。

（上段右）写真2　杉原平助儒者被　仰付候一件（杉原
平助起請文写）
杉井原平助が儒学者として抜擢された際、登用に至
る経緯をまとめた記録。写真は採用にあたって提出
した起請文の写しの箇所。

（下段左）写真3　鎮将府支配ゟ行政官支配迄　日次　
明治元年
杉原家に多く残されている日記（日次）のうち、明治
元年の日記。身分が旗本から行政官支配に変わり、
主君が将軍から天皇へと変わっていくなかで、杉原
家がどのように対応したかを記した日々の記録。

（下段中央）写真4　〔書画〕（蓮花に蝶）
杉原家には絵画資料も多く残されている。初等教育・
儒学・武術・歌・書道に関する資料も存在し、旗本
家の知的環境を検討することができる。

（下段右）写真5　元拝領屋敷鋪　絵図面（本郷弓町一
丁目壱番・貳番・廿二番・廿三番地図）
杉原家文書には、江戸時代に杉原家が暮らした拝領
屋敷に関する図面などが残されている。

江戸時代の旗本とはどのような存在だったのだろうか？

本研究は、旗本杉原家に伝来した2000点を超える資料群

から、この問いに迫ることを目的とする。

杉原家は江戸開幕以前から徳川家に仕え、代々「大番士」

を勤めて幕末を迎えるが、幕末期の当主平助は儒学者とし

て登用され、幕末外交の登場人物ともなる。一つの家に、

幕府官僚制の伝統（軍団組織）と革新（身分制を超えた登

用）が併存する、とても興味深い家である。杉原家文書には、

こうした杉原家の300年にわたる家の継承や、大番士か

ら儒学者までの職務に関わる史料に加え、初等教育から儒

学、書画や詩歌、武術など多岐にわたる資料が残されてい

る。これは残存状況の厳しい旗本家史料にあって、特筆す

べき特徴である。本研究の目的は、このような価値・魅力

を持つ杉原家文書をあますことなく分析し、近世の旗本家

について、総合的・復元的に検討することである。

本研究では、以下の4つの研究課題を設定して研究を進

める。

基盤 2公 募
研究期間 　  2019 〜 2021 年度

共同研究員   計 12 名（外部：10 名  歴博：2 名）  

これからはじまる 共 同 研 究  0 4

番方旗本家に関する総合的研究
―大番士・儒者杉原家文書を中心に―

代表  三野行徳   MINO Yukinori  ［国文学研究資料館プロジェクト研究員］

副代表  福岡万里子   FUKUOKA Mariko  ［本館研究部］

近畿地方における
弥生時代～古墳時代初頭の
金属器生産と社会

①旗本・士族杉原「家」の研究：旗本の中核を占める階層

である杉原家を素材に、家の継承・教育資本の形成・屋敷

地の活用など、「家」に即した近世初期から明治期までの

研究

②大番士杉原家の職務に関する研究：大番士の職務に関す

る史料を中心に、江戸幕府の官僚制・軍団の構成員の日常

を復元的に検討し、幕藩官僚制の基礎的研究を行う

③儒学者・外交官杉原平助の研究：杉原平助による儒学研

究・教育・著述と、儒者・外交官としての職務を検討し、

近世後期の儒学者の存立状況を研究する

④アーカイブズ学的研究と研究資源化：2000点を超える杉

原家文書の構造についてアーカイブズ学的に分析するとと

もに、主要史料の翻刻やデジタル化など研究資源化を行う

以上の４つの視角から、本共同研究を終えた後も、杉原

家文書がさまざまに活用される途を模索し、併せて、国内

で既に確認されているいくつかの旗本家資料について実地

調査を行い、「旗本家文書」研究の可能性を展望したい。
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本研究では、映像制作を、「歴史・民俗を記録・研究す

る手段」と位置づけ、以下の調査・研究を実施して、映像

を用いた歴史・民俗研究の方法論の深化をはかる。

①これまでの歴博研究映像の成果をふまえ、新たな課題設

定で研究映像を制作する（研究期間内に少なくとも1作品）

②歴博が制作した過去の研究映像を活用した調査・研究

を実施して再編集を試み、映像資料の高度化をはかる

③上記①②の成果を、「歴博映像フォーラム」を通して

公開・発信する

歴博では、1988年から映像を用いた歴史・民俗の研究

を実施してきた。共同研究「歴史・民俗研究の資源として

の映像の制作・保存・共有と歴博型プラットフォームの構

築」（2016〜2018年度、研究代表：内田順子）では、共

同研究員の分藤大翼（信州大学）・春日 聡（多摩美術大学）

が、福島県昭和村における「からむし」（苧麻。イラクサ

科の多年草）の生産をテーマとして、からむしの栽培から

布などの作品に至るまでの一連の制作工程や、技術伝承者

基盤 3公 募
研究期間 　  2019 〜 2021 年度

共同研究員   計 7 名（外部：3 名  歴博：4 名）  

代表  春日 聡   KASUGA Akira  ［多摩美術大学］

副代表  内田順子   UCHIDA Junko  ［本館研究部］

歴博研究映像の制作・保存・活用
―苧麻文化の映像記録化を中心に―
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（上段左）写真1　からむし

（上段中央）写真2　からむしの繊維

（上段右）写真3　からむしの糸績み

　　　　　　　　写真1〜3
　　　　　　　　撮影地：福島県大沼郡昭和村
　　　　　　　　撮　影：分藤大翼

（下段左）写真4　「歴博映像祭２：民俗研究映像の30年」
　　　　　　　　のチラシ

（下段右）写真5　過去の映像資料を用いた聞き取り調査
　　　　　　　　の様子（歴博研究映像『Ainu Past and
　　　　　　　　Present 』より）

の伝承活動等を調査・研究し、その成果を歴博研究映像と

してまとめた。今年度から開始する共同研究では、昭和村

とともに、現代日本のもうひとつの苧麻の生産地である宮

古島において、新たな調査・研究を実施する。そして、自

然と生活との関係、苧麻生産の歴史的経緯や現状、技術伝

承の方法、産業史・経済史等の観点から両地域を比較検討

し、日本列島の苧麻文化の特徴や多様性を明らかにして、

その成果を映像作品として視覚的に示す。

また、歴博において制作された研究映像（1988年度〜）

を網羅的に上映し、映像を用いた研究の意義を問い直した

企画「歴博映像祭２：民俗研究映像の30年」（2018年8

月18日〜9月2日）の成果をふまえ、上映した研究映像

から１〜２作品を選択し、新たな調査・研究を加えて再編

集し、映像資料としての高度化をはかって、その活用を活

性化していく。

以上の研究のプロセスを共同研究員が分担して進め、年

３回程度開催する共同研究において研究状況を共有し、そ

れぞれが成果・課題を発展させながら研究を進める。
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本共同研究は、古墳時代における日朝関係史において、

当時の交渉経路や寄港地（交渉拠点）の実態を明らかにす

ることを目的とする。それによって、倭、百済、新羅、加

耶、そして栄山江流域などの社会間の力学関係に重きが置

かれてきた古墳時代の日朝関係史像を、対渉活動を実際に

担った地域社会や集団の連繫性に着目して、再構築してい

きたい。

具体的な課題は大きく2つある。ひとつめは、朝鮮半島

中南部と西日本地域を対象とし、朝鮮半島西・南海岸、瀬

戸内海沿岸、日本海沿岸をつたう交渉経路とその経路に

沿って点在した（と推定される）寄港地の具体的な復元で

ある。そのために、沿岸地域や島嶼部、河口に位置し、朝

鮮半島系や倭系の資料が確認される集落遺跡や古墳の動態

を分析する。　

2つめは、当時の日朝関係の動向の中で、交渉経路や寄

港地がどのように王権や地域社会に管理・運営されていた

のか、という課題について検討する。これまでの研究によっ

て、おおむね6世紀前半頃には、倭、百済、新羅の各王権

によってそれぞれの圏域の対外交渉権が掌握されたと推定

されている。その動きをより具体的に把握するためにも、

基盤 1公 募
研究期間 　  2019 〜 2021 年度

共同研究員   計 12 名（韓国：6 名  日本：6 名（うち歴博 2 名））  

代表  高田貫太   TAKATA Kanta  ［本館研究部］

副代表  上野祥史   UENO Yoshifumi  ［本館研究部］

古墳時代・三国時代の
日朝関係における交渉経路と
寄港地に関する日韓共同研究

これからはじまる 共 同 研 究  0 6

交渉経路や寄港地の管理・運営の主体やその変動を考察す

る。それによって、多元的で錯綜した関係史を浮き彫りに

していきたい。

本共同研究の最大の特色は、日韓の同人数の研究者（日

本側6名、韓国側6名）が、共同して研究を進める国際共

同研究という点にある。古墳時代の西日本地域と朝鮮半島

中南部を別個の地域としてではなく、海を媒介とした多角

的な地域間交渉が積み重ねられた「環海地域」である、と

いう認識を共有しつつ研究を進めていく。古墳時代・三国

時代の臨海性の高い集落遺跡や古墳の動態を検討すること

は、航路や寄港地の実態は無論のこと、外来文化の受容、

渡来人と現地人の「雑居」、日常的な交流と外交の相関性

など、先史・古代から近現代に至る対外交渉史研究の諸分

野を、有機的に関連づけていく土台となり得る。

（上段左）写真1　竹幕洞祭祀遺跡の遠景
朝鮮半島西海岸につきでた邉山半島の岬にある祭祀遺跡。航海安
全を祈念する百済の国家的な祭祀場。

（上段右）写真2　竹幕洞祭祀遺跡から出土した石製模造品
竹幕洞では倭の祭祀具である石製模造品も多く出土していて、百
済などへむかう倭人集団が、航行の途中で祭祀を行っていたと考
えられる。

（下段左）写真3　高興野幕古墳の調査風景
朝鮮半島南海岸の中央、高興半島にある5世紀前半の倭系古墳。
海にほど近く、周辺には倭や加耶などの土器が出土する集落も存
在する。一帯が寄港地であった可能性が高い。

（下段中央）写真4　霊岩チャラボン古墳の調査風景
5世紀後半〜6世紀前半に栄山江流域に築かれた前方後円墳のひ
とつ。渡海した倭人たちが築造にかかわったことは確かであり、
倭と栄山江流域社会の交流をしめす貴重な資料。

（下段右）写真5　香川県女木島
備讃瀬戸の多島海に浮かぶ女木島では、5世紀前半頃の丸山古墳が
築かれた（写真中央）。箱式石棺から百済系の垂飾付耳飾が出土し
た。百済から倭へむかった人物の墓だろうか。
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デジタル・アーカイブズの拡充を通した
中世の写経事業についての研究
―館蔵の神護寺経と金沢貞顕寄進「紺紙金字法華経」の料紙・装飾・絵画分析を中心に―

古写経のなかでも例えば銘文や装飾のあるものは、歴史学をはじめとした人文系の諸領域や、研究申請者の専攻

する美術史でも重要視されている資料である。そこで本研究では、総合的プラットホームのようなデジタル・アー

カイブズ構築のためのデジタル素材やデータを提供できるように、国立歴史民俗博物館に所蔵される日本古代〜中

世に制作された古写経について、個々の資料の実物調査にもとづき、なおかつ追跡調査のできるようなかたちで基

礎情報や光学調査による情報を採り集めデジタライズしていくことと、その過程で写経事業（製紙技法・材料調達・

絵画装訂の変遷などを含め）の考察をしてゆくことを、研究内容として計画した。

ただし研究期間が一年と限られることから、対象を「紺紙金（銀）字経」に絞ることとした。なぜなら近年の研

究状況では、とくに中世の「紺紙金（銀）字経」の料紙には、（１）新品の地方産和紙と、（２）再生紙の2種類が

あることが分かってきていたからである。ちなみに（１）の場合には、藍染に隠れた署名・文字・記号が検出され

ることがあり、これを古写経のデジタル・アーカイブズで取りまとめることにより、紙を調達した主体ごとのシル

シとしての分析が期待できるのではないか、と見込んでいる。一方で（２）の場合には、より古い時代の古文書・

書状や、古紙を漉き返した墨の粒子が検出されることとなる。

まだ年度の途中であるため未完ではあるが、神護寺経や金沢貞顕寄進「紺紙金字法華経」をはじめとして10件

程度の「紺紙金（銀）字経」や比較資料について調査を終えた。これらからは赤外線撮影により新たなタイプの墨

印・記号が検出され、問題提起に値する古写経が歴博の館蔵資料に含まれていることが判明した。デジタル・アー

カイブズ等での成果公開を見据えつつ、得られた数値や画像をデータサイエンティフィックな解析へとつなげ、写

経事業の具体的な考察を行う予定である。

館蔵
資料

利用型

代表  相田愛子   AIDA Aiko  ［立命館大学アート・リサーチセンター客員協力研究員］／共同研究員  小倉慈司  OGURA Shigeji  ［本館研究部］

（上）神護寺経の赤外線撮影風景
（下）金沢貞顕寄進「紺紙金字法華経巻第四」

から検出されたシルシ

共同利用型共同研究
館蔵資料利用型／分析機器・設備利用型

公 募

「豊後若林家文書」の修正翻刻と総合比較

「若林家文書」は、豊後国海部郡佐賀郷の一尺屋（大分県佐賀関町）を本貫とする若林家に伝来した中世古文書

群であり、現在は、①国立歴史民俗博物館の「豊後若林家文書」、②佐賀関町の若林ヤスエ氏蔵「若林文書」、③大

分市の合澤康就氏蔵「若林文書」の３カ所に別れて所蔵されている。３つの文書群はともに『大分県史料』に活字

化されているが、③の合澤氏蔵「若林文書」27点は、昭和32（1957）年刊『大分県史料』13のなかで、「原本焼失」

と誤認して「伊東東氏稿本」に依拠して翻刻したため、数多くの誤刻を含んでいる。また、昭和58（1983）年刊『大

分県史料』35に翻刻された①の本館蔵「豊後若林家文書」86点にも、誤読・誤植や正文・写関係の誤認が指摘される。

本共同研究では、３つの文書群の原本調査を実施して『大分県史料』誤刻部分の修正を施すとともに、これまで

一括の古文書群として総合的な調査が行われたことがない３群の史料を統一的に比較調査し、重複文書の正文・写

関係を分析して、同文書群全体の伝来系統を考察した。また、３文書群のデータを切封や紙質等に注意しながら相

互比較し、包紙や礼紙の対応関係の修正も検討した。

若林一族の伝統的な生活基盤が、海部地域の海に展開したことは間違いなく、その生産活動は豊後水道の豊かな

海産物への漁撈活動が大きな比重を占めている。16世紀には大名家臣団に編成されて活動するが、一族としての

生産活動は、武士・漁民・船大工等、多方面に展開していた事実も明らかである。

現在は、原本調査した３つの文書群を総合的に検討する段階に入っているが、その成果は九州史学会大会日本史

部会で口頭報告する。また、最終的には、『大分県史料』の誤読・誤植の正誤関係がわかるよう工夫して全文翻刻

を行う予定である。

館蔵
資料

利用型

代表  鹿毛敏夫   KAGE Toshio  ［名古屋学院大学国際文化学部・教授］／共同研究員  荒木和憲  ARAKI Kazunori  ［本館研究部］

（上）『大分県史料』が正文とする大友親治書状（本館蔵）。
（下）花押部分が貼付であり、写と判明した。

公 募
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歴博蔵中国トン族関係民俗仮面・衣装の調査研究
―追儺儀礼の少数民族地域への伝播と展開に注目して―

本共同研究は、国立歴史民俗博物館所蔵の中国貴州省ト
（ 侗 ）

ン族の仮面・衣装等の民

俗関係資料を対象とする民俗学・文化人類学の視点を主とする研究である。これら

の資料は追儺において用いられたものと推測されるが、本研究においては、本資料

が製作された1980年代当時、及び現在、いかなる村落において、いかなる儀礼や

行事の内容と関わっていたかについて解明することを第一の目的とする。その上で、

追儺儀礼や儺に関する信仰を受容した、少数民族地域の社会組織や構造、生業や生

活、およびその変遷にも注目してゆく。さらに視野を東アジアに広げ、大陸の漢族

や他の少数民族、日本や朝鮮半島の歴史や伝承と比較しつつ、中国の少数民族の伝

承する追儺儀礼の特質の解明を目指す。

本共同研究のために、まず、5月に歴博で本資料の基礎的な調査（法量・素材・彩色・

形態・裏面記載内容など）を行った。さらに、神奈川大学において関係資料の調査

を行い、9月には貴州省貴陽市において侗族の追儺文化と仮面に関する調査を実施

した。

貴陽市の調査では、それらの民俗仮面がいずれの地域の、どの少数民族のものか、

さらにどのような目的（祈願の内容等）で、どのように使用したのか（儀礼等）な

どについて、貴州省民族事務委員会の覃紹英研究員の助けを借りて調査を行った。

その結果、当時、歴博に本資料を寄贈した、元貴州省民族研究所の張民所長が、貴

州省黎平県・榕江県をはじめとするトン族の村を調査したことがわかった。それら

の村は1980年代以前から追儺の儀礼を行わなくなっていたが、その後、現在は貴

陽市内の市場で観光客等への土産品として販売されているものとなっている。なお、

本調査により、歴博所蔵仮面の一つの裏面に「樊洪」と墨書されているのは、儺戲のなかで有名な演目『薛丁山徵西全伝之三擒三放』の役柄であり、儺戲の

役柄を仮面の裏面に書く慣習があることが明らかになった。

貴州省貴陽市にある貴州民族文化宮・貴州省民族博物館には、「儺魂神韵―中国儺戲・儺面具芸術展」の展示があり、貴州省侗族の儺戲仮面だけでなく、チベッ

ト族・コーラオ族・ミャオ族・チワン族等々の少数民族の儺仮面をはじめ、儀礼・芸能に関わる民俗資料が展示されている。貴州省銅仁市にも貴州省儺文化

博物館があり、主に貴州省トン族の儺仮面、追儺で用いられる文書資料、道具などの民俗文物が収蔵されていることもわかり、今後、調査を行う予定である。

館蔵
資料

利用型

代表  黄潔   HUANG Jie  ［京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科博士課程］／共同研究員  松尾恒一  MATSUO Koichi  ［本館研究部］

（左）貴州省トン族仮面の一つ（歴博蔵）。裏面に「樊洪」の墨書。
（右上）貴州省民族博物館に展示されている貴州省少数民族の儺戲仮面
　　　（2018年9月5日黄潔撮影）

（右下）貴州民族文化宮の1階に展示されている貴州省少数民族の儺戲仮面
　　　（2018年9月5日黄潔撮影）

明治初期における神葬祭墓地の理念と実態に関する調査研究

本研究は、明治初期の神葬祭推進政策下における墓地や墓に関する観念やその実態を、歴博所蔵の資料を活用した文献調査、および実地調査により明らか

にすることを目的とする。

明治政府は「神道国教化」を目指す政策の一環として、神葬祭を推進し、東京に複数の神葬祭専用墓地を設置したが、そうした積極的な推進政策は明治5

〜8年という短期間で終わり、明治11年には葬祭を各自の随意によるとした。したがってこれまで、同政策は日本の墓制にほとんど影響を及ぼさなかった

と考えられてきた。しかし実際には、同政策時代に定められた墓地法制の骨格や運営方針は、その終了後もほぼその形をとどめている。当時の墓地観念が現

代まで連続しているとすれば、本調査をとおして、最終的には日本の葬送墓制史における神葬祭推進政策の位置づけの再検討も可能となるであろう。

本研究の文献調査としては、歴博の所蔵資料を中心に、さまざまな立場から刊行された祭式書も含めた分析を行う。上述の『葬祭略式』（明治5、千家尊福ほか）

を軸とし、『祭儀略・葬儀略』（年代・執筆者不明）、『鹿児島藩葬祭式』（明治元）、『喪

葬私考』（明治4、高木真蔭）、『上等神葬図式 全』（明治7、常世長胤）、『葬事略記』（年

代不明、角田忠行）などを用いて、当時において神葬祭墓地に必須、あるいは望

ましいとされた要素は何かを明らかにしつつ、明治中期以降の神葬祭関連の言説

との比較をとおして時代的変化も検討する。

また実地調査としては、明治5〜8年に成立した吉田神葬墓地（京都市）など

の墓地景観や墓制を確認するとともに、墓地管理者への聞き取り調査を行い、儒

葬や仏葬とどのように関係するかを調査する。

本稿執筆時点ではまだ調査・分析の途上であるが、神葬祭政策当時の「墳墓は

清浄の地に設け永遠保存すべきもの」といった墓地観念の影響力の強さ、および

現代的な墓制との連続性も見えてきている。研究成果は口頭発表や論文等で広く

公開したい。

館蔵
資料

利用型

代表  問芝志保   TOISHIBA Shiho  ［筑波大学大学院人文社会科学研究科・一貫制博士課程後期］／共同研究員  山田慎也  YAMADA Shin'ya  ［本館研究部］

『祭儀略・葬儀略』（歴博所蔵）の一部

公 募

公 募

調査風景
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写真・絵葉書からみるアイヌの生活用品の地域的特徴 館蔵
資料

利用型代表  城石梨奈   SHIROISHI Rina  ［釧路市立博物館・学芸員］／共同研究員  内田順子  UCHIDA Junko  ［本館研究部］

本研究は、明治期から昭和期にかけて、アイヌ文化の研究調査のために撮影された写真と、観光土産として

制作され一般に流通した絵葉書を対象として、これらの画像に写る衣装や装飾品、儀礼用具や民具に着目し、

アイヌの物質文化の地域的特徴、とりわけ道東地域の物質文化の特色を明らかにすることを目的とする。近年

のアイヌ文化復興のなかで、言語における方言差に見られるような、各地域の相違、地域的特色は、もっとも

重視されていることのひとつである。しかし、道東地域を例に挙げると、ある一定時期の基礎的な研究資料は

残されているものの、それらの集約と整理・分析が進められておらず、文化復興における活用にも困難をきた

している。このような状況にあって、画像を手掛かりに、物質文化の掘り起こしとその分析整理によって地域

の特色を抽出することは有効な手段と考えられる。

歴博での資料調査では、資料に写っている人物やモノの内容の把握をしながら、撮影とリスト化をおこなっている。対象となる絵葉書は約170枚であるが、

資料の性格上、地域や時代の特定が難しいものが多い。絵葉書以外には、ガラス乾板、複数の写真がコラージュされたポスター、ステレオ写真や鶏卵写真が

若干数ある。歴博所蔵の写真・絵葉書資料については、地域がわかる資料も多いが、撮影された時代の分散が幅広いため、地域差の比較には、時代を絞って

分析することが必要だと思われる。したがって、他機関の所蔵資料も含め、写っている人物や風景から時代をある程度特定し、比較検討する作業を進めている。

本研究では、歴博所蔵のアイヌ関係の画像資料の情報を整理し、他機関が所蔵する関連画像資料との横断的な比較研究を行うほか、地域のインフォーマン

トの協力によって、アイヌの物質文化の地域的特徴を明らかにしていく。所蔵館をこえて関連資料の情報を統合する機関間連携のほか、地域の人びとの参加

を得るなどの地域連携の視点をもって研究を進めている点にも意義がある。

1900年代初頭撮影のステレオ写真

設備
利用型九州南部における縄文時代早期後葉土器群の年代的位置付け

近年の発掘調査により、縄文時代早期後葉の鹿児島県上野原遺跡や佐賀県東名遺跡では、当時の生活環境や精神文化等を伺える様々な事例が確認された。

また、これらの諸事象やその成立過程を整理する上で重要となってくる当該期の土器編年については層位学的・型式学的な研究が行われてきたが、鬼界アカ

ホヤ火山灰（約7300年前）が広域に分布する火山灰と判明して当該期の編年の指標となる鍵層であることがわかった1970年代以降も、各土器型式間の組

列をめぐって定説をみない状況が長く続いている。これまでの研究では、縄文・撚糸文を主体とする塞ノ神Ａ式土器と貝殻文を主体とする塞ノ神Ｂ式土器が

年代的に前後するのか、併行関係にあるのかが大きな争点となっていた。近年では桜島11火山灰（約8000年前）に注目した出土層位の見直し等により両

者の関係が整理されつつあるが、平栫式土器や轟Ａ式土器といった前後の土器型式を含めた時間的関係については、主に型式学的検討に委ねられてきた部分

が大きい。一方で、これらの土器の放射性炭素年代測定も行われてきた。しかし、縄文時代早期後葉後半〜末の塞ノ神Ｂ式土器や轟Ａ式土器については、東

名遺跡や鹿児島県三角山遺跡群で比較的まとまって実施されている状況であるものの、早期後葉前半の土器群の年代測定例は非常に少ない状況にある。

そこで本共同研究では、鹿児島県内出土の早期後葉前半の手向山式土器・平栫式土器・塞ノ神Ａ式土器に付着した

炭化物を採取し、新たに放射性炭素年代測定を実施する。これにより、従来の考古学的手法による検討に加え、層序、

数値年代の３つの視点から多角的に縄文時代早期後葉の土器群について年代的位置付けを考察することが可能となる。

採取した測定試料は国立歴史民俗博物館の年代測定資料実験室において前処理等を実施した。年代測定実施後は、

測定結果をもとに較正年代の算出等を行い、現段階における九州南部地域の縄文時代早期後葉土器群の年代測定値を

集成し、従来の編年研究で判然としなかった年代的位置付けを明確化する予定である。また、この時期は8200年前

頃に世界的に発生した寒冷イベントのピーク期とも重なることから、年代的位置付けの明確化により環境史的アプ

ローチも可能となることが期待される。

代表  立神倫史   TATEGAMI Michifumi  ［公益財団法人鹿児島県文化振興財団埋蔵文化調査センター］／共同研究員  工藤雄一郎  KUDO Yuichiro  ［本館研究部］

年代測定資料実験室での調査風景

公 募

公 募

縄紋土器付着物の放射性炭素年代測定研究
―西日本縄紋後晩期の実年代の確定へ向けて―

炭素14年代測定研究は、歴博においても基幹的な研究の一つとしておこなわれてきたもので、私は共同研究者の坂本先生とその研究活動に参加してきた。

しかし、測定対象とする地域・時期が多岐にわたり、日本列島に絞っても測定数が十分とは言えない状態だった。特に、私が研究に関わってきた縄紋時代に

ついては東日本中心に測定を重ねてきたため、全国的な視野からの再検討が必要となっていた。実際に、以前の歴博の研究やその後の私の科研費で試料採取

したもの、時間的制約もあって、少量の試料は測定せず保管されてきた。その後、歴博年代測定室において坂本先生らの努力の結果、測定用の試料処理に用

いる自動処理装置の開発が進むとともにマニュアでの試料処理方法が洗練され、試料調整の方法も工夫されて、以前

は測定できなかった試料も成果が見込めるようになった。そこで、今回改めて AMS 炭素14年代測定に挑戦するこ

とにした。対象として、年代値の蓄積が不十分な西日本の縄紋後晩期の炭化物試料を中心に選定し、関連する弥生時

代や縄紋の前中期の時期もふくめて、大阪府の縄紋晩期〜弥生中期の土器付着物、長崎県の縄紋前期から晩期の土器

付着物、福岡県の縄紋後期の土器付着物など、数十点の試料を選んだ。現在、歴博の年代測定実験室の設備を使い年

代測定用の前処理をおこなっている。この後、東京大学総合博物館年代測定室に委託して AMS 炭素14年代値と安

定同位体比を測定し、坂本先生とともにその較正年代と調理物の由来についての検討を行う予定である。この研究に

より西日本の縄紋時代からの年代推定を固めることで、これまで重ねてきた縄紋から弥生への文化変容の年代的整理

に対して、より詳しい検討を行うことができると期待している。

代表  小林謙一   KOBAYASHI Ken'ichi  ［中央大学文学部・教授］／共同研究員  坂本 稔  SAKAMOTO Minoru  ［本館研究部］

設備
利用型

年代測定実験室での調査風景

公 募



25

お 知 ら せ

　 研究ニュース

　2018 年度の共同研究関係の主な刊行物

号数 編者 タイトル

212 ― 通常号

213 齋藤 努 日韓における青銅原料の産地の変遷に関する研究

214 川村清志 東日本大震災被災地域における
生活文化研究の復興と博物館型研究統合

215 柴崎茂光 保護地域制度が周辺地域の生業変化や資源化に及ぼす影響
－持続可能な地域発展における規制のあり方－

216 荒川章二 「1968年」社会運動の資料と展示に関する総合的研究

表1　2018年度に刊行された『国立歴史民俗博物館研究報告』

○総合展示第一展示室「先史・古代」のリニューアルオープン

　基幹研究「新しい古代像樹立のための総合的研究」（2009－11

年度）、同「古代列島世界の歴史像の再構築」（2012－14年度）他、

数々の共同研究を基盤として、2019年3月19日に総合展示第一

展示室「先史・古代」がリニューアルオープンしました。リニュー

アルの3つの柱である生活史・環境史・国際交流を重視し、なおか

つ年代研究などの最新の研究成果に基づいた展示となっています。

○機構間連携・異分野連携研究プロジェクト

　これは大学共同利用機関法人4機構合同で異分野融合・新分野

創出を支援するための事業として期待されているものです。歴博

が主導機関となり高エネルギー加速器研究機構とともに行う、「負

ミュオンによる歴史資料の非破壊内部元素組成分析」（研究代表：

齋藤 努）が採択されました。このプロジェクトでは、J-PARC を利用し、高エネルギー加速器研究機構構・物質構造科学研究所のほか、大阪大学、

国際基督教大学などとの共同研究によって、非破壊のままで、館蔵の銅鐸や小判の内部の成分組成を調べることに成功しました。これらの資

料は、いずれも、表層部と内部では成分組成に大きな違いがあるため、従来歴史資料に対してよく使われていた蛍光 X 線分析法では、正しい

値を知ることができませんでした。この研究は、理系文系の異分野融合というだけでなく、歴史資料に対する大型加速器の研究利用の可能性

を大きく切り開くもので、広義の歴史学に寄与することが期待されています。

　また、国立遺伝学研究所、歴博、国立国語学研究所等による「日本列島における人間・文化の起源とその発展に関する総合的研究」（研究代表：

斎藤成也（国立遺伝学研究所・教授））などへも参画しています。このプロジェクトは新学術領域研究領域提案「ヤポネシアゲノム」（領域研

究代表者：斎藤成也）の計画研究 B01「考古学データによるヤポネシア人の歴史の解明（課題番号18H05509）」（研究代表：藤尾慎一郎）が

国立科学博物館・篠田謙一副館長を研究代表とする古代核ゲノム班とともに、高精度な暦年較正年代と核ゲノムに基づいて、縄文・弥生・古

墳時代の親族構造を解明することを目的としています。

詳しくは→ http://yaponesian.org/index.html

○共同研究の成果の国際発信

　山田康弘教授が参画する「縄文人ゲノム解読プロジェクト」の研究成果が『Science』361、pp.88-92（2018年6月）に掲載されました。

科研費と共同研究「人骨出土例による縄文社会論の考古学・人類学・年代学的再検討」（2016－18年度）とで研究が推進されてきました。縄

文人の全ゲノム情報を解析したものとしては本邦初の事例となります。

詳しくは→ https://www.kanazawa-u.ac.jp/rd/58540

　　　　　「最先端技術を用いた古人骨解析から東南アジアと日本列島における人類集団の起源の詳細を解明」（金沢大学 News Release）

　『国立歴史民俗博物館研究報告』は、通常号1冊、特集号4

冊を刊行しました（表1）。また、『国立歴史民俗博物館研究

叢書』（朝倉書店）も、第5巻　村木二郎編『中世のモノづく

り』、第6巻　樋口雄彦編『資料が語る災害の記録と記憶』の

2冊を刊行しました。機構基幹研究プロジェクト日高薫代表に

よる『異文化を伝えた人々―19世紀日本コレクション研究の

現在』（臨川書店）も日英二か国語で刊行されました。

第一展示室のリニューアル準備
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研 究 種 別 研 究 課 題

2016

2017

2018

2019

2020

2021

機
構
・
基
幹
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

機関拠点型 
基幹研究プロジェクト

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 
（歴博・考古研究系  教授  西谷 大  他41名）

広領域連携型 
基幹研究プロジェクト

地域における歴史文化研究拠点の構築 
（歴博・民俗研究系  教授  小池淳一  他23名）

古代の百科全書『延喜式』の多分野協働研究 
（歴博・歴史研究系  准教授  小倉慈司  他26名）

ネットワーク型 
基幹研究プロジェクト

ヨーロッパにおける19世紀日本関連在外資料調査研究・活用－日本文化発信にむけた国
際連携のモデル構築－ （歴博・情報資料研究系  教授  日高 薫  他35名）

北米における日本関連在外資料調査研究・活用－言語生活史研究に基づいた近現代の在外
資料論の構築－ （歴博・歴史研究系  准教授  原山浩介  他6名）

基

幹

研

研

究

日本の原始・古代史像新構築のための
研究統合による年代歴史学の新展開

－新領域開拓と研究発信－ 
（歴博・考古研究系  教授  藤尾慎一郎  他）

北と南からみた古代の列島社会－列島諸地域の交流・形成と環境変動－ 
（歴博・研究部  教授  三上喜孝  他21名）

歴史文化資料に基づく
日本中世社会像の再構築

（歴博・歴史研究系  教授  小島道裕  他）

中世日本の地域社会における武家領主支配の研究 
（歴博・歴史研究系  准教授  田中大喜  他18名）

中世日本の国際交流における海上交通に関する研究 
（歴博・研究部  准教授  荒木和憲  他14名）

中世文書の様式と機能および国際比較と活用に関する研究 
（歴博・歴史研究系  教授  小島道裕  他19名）

近代日本社会の形成・展開についての
学際的・国際的研究

学知と教育から見直す近代日本の歴史像
（歴博・歴史研究系  教授  樋口雄彦  他11名）

★近代日本における産業・労働の展開とジェンダー
（歴博・歴史研究系  教授  横山百合子  他11名）

水と人間の日本列島史 ★水をめぐる認知と技術と社会の連環からみた日本列島の歴史過程と文化形成
（歴博・考古研究系  教授  松木武彦  他12名）

基

盤

研

究

基 盤 研 究 1
【 課 題 設 定 型 】

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－ 
（歴博・歴史研究系  准教授  福岡万里子  他7名）

日本列島社会の歴史とジェンダー 
（歴博・歴史研究系  教授  横山百合子  他23名）

人骨出土例による縄文社会論の考古学・人類学・年代学的再検討 
（歴博・考古研究系  教授  山田康弘  他11名）

建造物古材による木材科学的資料研究 
（歴博・情報資料研究系  教授  坂本 稔  他10名）

歴史・民俗研究の資源としての映像の制作・保存・共有と歴博型プラットフォームの構築 
（歴博・民俗研究系  准教授  内田順子  他13名）

高精度同位体比分析法を用いた古代青銅原料の産地と採鉱に関する研究 
（歴博・情報資料研究系  教授  齋藤 努  他12名）

高度経済成長と食生活の変化 （お茶の水女子大学基幹研究院人文科学系・教授　宮内貴久  
他8名　歴博・民俗研究系  教授  関沢まゆみ）

★近畿地方における弥生時代〜古墳時代初頭の金属器生産と社会
（同志社大学歴史資料館・教授  若林邦彦  他6名  歴博・考古研究系  准教授  上野祥史）

★古墳時代・三国時代の日朝関係における交渉経路と寄港地に関する日韓共同研究
（歴博・考古研究系  准教授  高田貫太  他11名）

基 盤 研 究 2
【 館 蔵 資 料 型 】

『聆涛閣集古帖』の総合資料学的研究 
（東京大学史料編纂所・准教授  藤原重雄　他12名　歴博・研究部  教授  三上喜孝）

直良コレクションを構成する更新統産動植物化石の分類学的再検討と現代的評価 
（国立科学博物館地学研究部・グループ長  甲能直樹  他9名　歴博・考古研究系  准教授  
工藤雄一郎）

奈良暦師吉川家文書を中心とする暦・陰陽道研究の史料基盤形成
 （京都女子大学文学部・准教授  梅田千尋  他9名　歴博・民俗研究系  教授  小池淳一）

★番方旗本家に関する総合的研究－大番士・儒者杉原家文書を中心に－（国文学研究資料
館・プロジェクト研究員  三野行德  他11名  歴博・歴史研究系  准教授  福岡万里子）

基 盤 研 究 3
【 歴 博 研 究 映 像 】

★歴博研究映像の制作・保存・活用－苧麻文化の映像記録化を中心に－
（多摩美術大学・非常勤講師  春日聡  他6名  歴博・民俗研究系  准教授  内田順子）

開 発 型 共 同 研 究 歴史災害研究のオープンサイエンス化に向けた研究 
（歴博・研究部  助教  橋本雄太  他11名）

※★印は、平成31年度開始予定の共同研究

2018 年度・2019 年度に実施中の共同研究一覧
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国立歴史民俗博物館　共同研究　公募の概要

　国立歴史民俗博物館が実施する共同研究は、歴史学、考古学、民俗学及び分析科学を含む関連諸学との学際協業によって日本の歴史と文化
について実証的な研究を行うものです。大学共同利用機関として、さらに共同利用性を高め、大学等の研究・教育に供するため、共同研究を
館内外に広く公募しています。

1）基幹研究
　基幹研究は、本館の取り組む中心的な研究テーマのもとに、学際的研究を実施する共同研究です。
　基幹研究には、①「先端的な歴史研究の開拓をめざす資料論的かつ方法論的な挑戦的研究」、②「日本の歴史と文化を広く通史的な視点に立って研究する現
代的課題研究」、の2つの枠組みがあります。①については、学際的で国際的な視点を重視して歴史研究自体の革新をめざすテーマが求められます。②につ
いては、学界をリードし、かつ学際的で、社会的状況・要請にも応えられるようなテーマが求められます。また、この基幹研究では特に研究成果の高度化・
可視化が求められます。
　
2）基盤研究1（課題設定型）
　考古・歴史・民俗資料の研究資源化、高度情報化を主要な目的として実施する学際的研究で、新しい研究視点、研究手法などの研究基盤の新構築を目指す
共同研究です。研究代表者が研究課題を自由に設定することができます。
　ただし、国立歴史民俗博物館が取り組む「博物館型研究統合」や､ 国立歴史民俗博物館の第3期中期計画の中心である「総合資料学の創成」（http://www.
metaresource.jp/）に研究課題が合致していることを条件とします。

3）基盤研究2（館蔵資料型）
　本館の収蔵資料を対象とした研究課題と研究計画を提案する共同研究です。対象となる収蔵資料については本館が候補を提示します。
　※平成31年度開始公募の例。平成32年度の対象資料は公募要項をご覧ください。
　①正倉院文書（複製）の活用に関する研究　②浅川伯教収集朝鮮半島窯跡出土陶磁器コレクション　③田中本・廣橋家本等所収記録類
　④幕府儒学者杉原平助関係史料　⑤京都町方文書（長刀鉾町文書）をはじめとする近世都市史関係資料

＜4つの種別の共通項目＞
　研究期間は3年間。研究会を年間3〜4回開催する（国立歴史民俗博物館 他）。
　研究代表者は研究計画の立案、研究会の主宰、研究成果の取りまとめを行う。また、年度毎に報告書を提出し、研究期間終了後に行われる成果報告会に原
則として出席し、報告を行う。なお、研究副代表者には本館教員をあてること。

　6〜7月頃に公募要項を配布予定です。詳細は右記をご参照ください。https://www.rekihaku.ac.jp/research/list/joint/index.html

　（1）国内外の大学その他の研究機関に勤務する研究者（常勤、非常勤を問わない）
　（2）（1）と同等の研究能力を有する研究者（大学院生は除く）

　共同研究員が研究会等の出席に要する費用（旅費）、消耗品他を支給します。

　共同研究員は、国立歴史民俗博物館の図書資料、収蔵資料、コンピューター及び各種研究機器を利用することができます。

　共同研究の成果は、研究終了後、3年以内に『国立歴史民俗博物館研究報告』（特集号）として刊行していただきます。

　本共同研究の申請手続き等については、研究協力課研究教育係（TEL 043-486-6473　E-Mail : kenkyo@ml.rekihaku.ac.jp）にお問い合わせください。

基幹研究 基盤研究１（課題設定型） 基盤研究２（館蔵資料型） 基盤研究3（歴博研究映像）

公募する
研究課題

本館の取り組む中心的な研究テーマ
のもとに、学際的研究を実施する共
同研究

考古・歴史・民俗資料の研究資源化、
高度情報化を主要な目的として実施
する学際的研究

本館が指定する収蔵資料に関連する
共同研究

「歴博研究映像」の制作・研究活用に
関する共同研究

特徴 課題は本館が設定する 課題は自由に設定可能 候補となる資料一覧から選択する 課題は自由に設定可能

研究組織 15人程度 10人程度 10人程度 10人程度

研究経費 年間上限270万円程度 年間上限225万円程度 年間上限225万円程度 年間上限400万円程度

　 1. 公募する共同研究の種類

　 2. 共同研究の基本的枠組み

　 3. 公募の時期

　 4. 応募資格

　 5. 研究経費

　 6. 施設等の利用

　 7. 研究成果報告

　 8. 問い合わせ先
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大学共同利用機関法人　人間文化研究機構
国立歴史民俗博物館

〒285-8502　千葉県佐倉市城内町117番地
TEL 043-486-0123（代）

http://www.rekihaku.ac.jp/

装丁　やなぎ堂  柳原梢子

印刷　河北印刷株式会社

－共同利用型共同研究募集－
歴博では館蔵資料や保有する分析機器・設備を用いて、
館内の教員（1名）と共に行う共同研究を募集しています。

大学院生やポストドクターなど
若手研究者の応募を期待しています。

研究期間

1年間
（4月～3月末）

公募件数

7件程度
研究経費

30万円
以内

歴博の館蔵資料や設備を使って研究しませんか？

対象となる館蔵資料、分析機器・設備、及び応募方法は本館ホームページから、下記をご参照ください。

館蔵資料データベース　http://www.rekihaku.ac.jp/doc/t-db-index.html
分析機器・設備　http://www.rekihaku.ac.jp/research/list/joint/public_ad/equipmentandfacilities.html
応募方法　http://www.rekihaku.ac.jp/research/list/joint/public_ad/index.html

館蔵資料
利用型

分析機器
設備
利用型


