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共同研究の概要と経過

［第一部］　王権論

大極殿儀式と時期区分論　　　　　　　吉川真司

元・斎王井上内親王廃后事件と八世紀王権の転成

　　　　　　　　　　　　　　　　　　榎村寛之

桓武の皇統意識と氏の再編　　　　　　仁藤敦史

薬子の変とその背景　　　　　　　　　西本昌弘

［第二部］都城論

日本古代宮都の周辺−宮都と葬地　　　山中　章

古代都城における二つの形態−都城形態からみた

　長岡京　　　　　　　　　　　　　　網　伸也

長岡平安遷都の史的背景−首都立地論の試み

　　　　　　　　　　　　　　　　　　北村優季

桓武朝における楼閣附設建築　　　　　山田邦和

［第三部］交通と周辺論

都と地方間の交通路政策　　　　　　高橋美久二

光仁・桓武朝の国土意識　　　　　　　三上喜孝

大宰府における八・九世紀の変容　　　山村信榮

律令国家転換期の王権と隼人政策　　　鈴木拓也

［第四部］生産論

律令国家転換期の須恵器窯業　　　　　北野博司

光仁・桓武朝の瓦生産について−長岡宮式軒瓦を

　中心として　　　　　　　　　　　　中島信親

牛頸窯跡群と九州の須恵器生産体制−八世紀以降

　を中心として　　　　　　　　　　　石木秀啓

シンポジウム「律令国家転換期の王権と都市」

古代城柵の研究（三）−城柵展開史と南北交流

　　　　　　　　　　　　　　　　　　阿部義平

縄紋時代研究における炭素 14年代測定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　小林謙一

大阪府瓜生堂遺跡出土弥生中期木棺の年代

　　　　　　　　坂本　稔・春成秀爾・小林謙一

近江国筑摩御厨における自然環境と漁撈活動−湖

　岸の御厨の環境史　　　　　　　　　佐野静代

関東地方における弥生時代農耕集落の形成過程

　　　　　　　　　　　　　　　　　　設楽博己

慰霊と軍神　再考　　　　　　　　　　新谷尚紀

弥生時代と鉄器　　　　　　　　　　　春成秀爾

弥生時代中期の実年代−長崎県原の辻遺跡出土資

　料を中心に　　　　　　藤尾慎一郎・今村峯雄

厳島神社玉殿−内宮と外宮の玉殿　　　山田岳晴

道祖神信仰の源流−古代の道の祭祀と陽物形木製

　品から　　　　　　　　　　　　　　平川　南

［研究ノート］

中国遼東半島漢代墓制の内部空間利用にみる地域

　性−遼陽・瀋陽地区との比較を含めて

　　　　　　　　　　　　　　　　　　石川岳彦

中国の水田漁撈−黒タイ族のウケ漁

　　　　　　　　　　　　　　西谷　大・刀　潔

［資料紹介］

「寛永十六年がれうた船渡海禁止高札」他

　　　　　　　　　　　　　　　　　　小島道裕

生徒のノートからみた沼津兵学校の教育

　　　　　　　　　　　　　　　　　　樋口雄彦
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復原弘仁格史料集

単行法令史料目録

『極楽寺殿御消息』再考−田中穣氏旧蔵典籍古文

　書所収本の紹介から・附翻刻　　　　内田澪子

儀礼、歴史、起源伝承−博多祇園山笠にかんする

　一考察　　　　　　　　　　　　　　宇野功一

文安・宝徳期の武家歌壇−能登守護畠山義忠と正

　徹　　　　　　　　　　　　　　　　酒井茂幸

『江戸名所図会』にみる隅田川名所と流域の地域

　特性　　　　　　　　　　　　　　　鈴木章生

東北地方における狼の民俗儀礼−岩手県上閉伊郡

　大槌町の「オイノ祭り」を中心に　　菱川晶子

非破壊分析による鉄炮銃身の材質と製作技法の解

　析　　　　　齋藤　努・高塚秀治・宇田川武久

市の誕生と都市化−生業経済の定期市から市場経

　済の市へ　　　　　　　　　　　　　西谷　大

灌漑システムからみた水田稲作の多様性−雲南国

　境地帯のタイ，アールー，ヤオ族の棚田を事例

　として　　　　　　　　　　　　　　西谷　大

瀬戸内島嶼部の生業におけるタビの位置−愛媛県

　越智諸島の事例から　　　　　　　　松田睦彦

［資料紹介］

国立歴史民俗博物館所蔵唐船反物切本帳について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　石田千尋

荒川重平回想録−昭和から振り返る旧幕臣の幕末

　・明治　　　　　　　　　　　　　　樋口雄彦

　第 135 集（2007.3）

　［共同研究］

　律令国家転換期の王権と都市〔資料編〕

　第 136 集（2007.3）

　第 137 集（2007.3）

　［共同研究］

　高精度年代測定法の活用による歴史資料の総合的

　研究

共�同研究の概要と経過−基盤研究「高精度年代測

定法の活用による歴史資料の総合的研究」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　今村峯雄

［論文］

年輪年代法と歴史学研究　　　　　　　光谷拓実

焼成考古遺物から抽出した石英粒子を用いての赤

色熱ルミネッセンス（RTL）年代測定−炉跡か

ら出土する焼石を用いた熱ルミネッセンス年代

測定� 橋本哲夫・伊庭　毅

加速器質量分析による 14C 年代測定の高精度化に

　向けての課題と検討　　　　　　　　中村俊夫

日本産樹木年輪試料中の炭素 14濃度を基にした

　較正曲線の作成　　　　　尾嵜大真・今村峯雄

［研究ノート］

炭素 14年代較正ソフト RHC3.2 について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　今村峯雄

［論文］

縄紋時代前半期の実年代　　　　　　　小林謙一

弥生青銅器の成立年代　　　　　　　　春成秀爾

土器型式を用いたウィグルマッチングの試み

　　　　　　　　　　　　　　　　　藤尾慎一郎

民家研究における放射性炭素年代測定について　

　その１　研究の意義と概要　　　　　中尾七重

民家研究における放射性炭素年代測定について

　その２　重文関家住宅・重文箱木家住宅・重文

　吉原家住宅の事例　　　　今村峯雄・中尾七重

加速器質量分析法による歴史時代資料の 14C 年代

　測定−和紙資料の測定を中心に　　　小田寛貴

炭素 14測定からみた鬼城山遺構の築造年代

　　　　　　　　今村峯雄・小林謙一・新免歳靖

　　　　　　　　　　　　　坂本　稔・谷山雅彦

西�日本最古のキビ−滋賀県竜ヶ崎Ａ遺跡の土器付

着炭化物　　　宮田佳樹・小島孝修・松谷暁子

　　　　　　　　　　　　遠部　慎・西本豊弘

スス・コゲからみた炊飯用鍋とオカズ用鍋の識別

　−カリンガ土器の使用痕分析　　　　小林正史

安定同位体比に基づく土器付着物の分析

　　　　　　　　　　　　　　　　　　坂本　稔

流山市三輪野山貝塚における 14C 年代測定研究

　　　小林謙一・坂本　稔・新免歳靖・尾嵜大真
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［展示図録］

『佐倉連隊にみる戦争の時代』A4 版 87 頁

（2006.7）

『歴史のなかの鉄炮伝来−種子島から戊辰戦争ま

で−』A4版 199 頁（2006.10）

『西のみやこ東のみやこ−描かれた中・近世都市

−』A4版 127 頁（2007.3）

［資　料］

国立歴史民俗博物館資料目録 5

『安齋實炮術関係資料及び所荘吉「青圃文庫」コ

　レクション目録』（2007.3）

国立歴史民俗博物館資料目録 6

『平田篤胤関係資料目録』（2007.3）

国立歴史民俗博物館資料図録 5

『武具コレクション』（2007.3）

［その他］

国立歴史民俗博物館国際研究集会

『韓国の民俗学・日本の民俗学Ⅱ』

Ⅰ　民俗学関係

　伝統村落の立地と風水原理−忠南燕岐郡南面陽

　　化里駕鶴洞を例に−　　　　　　　李 容 碩

　朝鮮時代の墓域における墓碑に関する考察　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　金 鐘 太

　金孝敬の「巫堂イズム」に関する基礎的研究

　　　　　　　　　　　　　　　　　　崔 錫 榮

　韓国における「生産物起源神話」の様相と性格

　　　　　　　　　　　　　　　　　　權 泰 孝

　分析概念としてのケガレ−戦後日本民俗学の成

　　果の一つとして：「ケガレからカミへ」のメ

　　カニズム　　　　　　　　　　　　新谷尚紀

　宮座と両墓制−奈良市大柳生の事例より−

　　　　　　　　　　　　　　　　　関沢まゆみ

　神道・仏教と民間信仰−日韓民間宗教の比較研

　　究にむけて−　　　　　　　　　　松尾恒一

　俗信研究の軌跡と動向（1）　　　　　常光　徹

Ⅱ　博物館関係　　　　　　　　　　

　韓国の出土服飾に関する考察　　　　金 永 才

　2005 年度国立民俗博物館における博物館教育

　　の現況とその課題−重点的に推進している教

　　育プログラムを中心に−　　　　　具 汶 會

　歴史民俗博物館における展示と教育　小島道裕

　衣裳復元製作の問題点−歴博第 2展示室「職

　　人と芸能」コーナーの場合−　　　澤田和人

国立歴史民俗博物館　編集・発行（2006.9）

人間文化研究機構連携研究

「日本とユーラシアの交流に関する総合的研究　

古代城柵の研究（四）−辺要宮城を巡って

　　　　　　　　　　　　　　　　　　阿部義平

現�代のメモリアルとミュージアムの場における過

去想起に伴う感情操作の特徴−ポーランド・ベ

ウジェッツ・メモリアルとベルリン・ホロコー

スト・メモリアルの空間構成と展示による過去

表現に関する比較研究　　　　　　　寺田匡宏

八戸藩江戸勤番武士の日常生活と行動　岩淵令治

伊�能家資料中の楫取魚彦編著『千歌』の翻刻と紹

介　　　　　　　　　　　　　　　　片山　武

荒川重平回想録抜粋−旧幕臣としての交友関係を

　中心に　　　　　　　　　　　　　　樋口雄彦

　第 138 集（2007.3）

　　　　　　　村本周三・小栗信一郎・小川勝和

炭素 14年代測定に関するサンプリングの実践と

　課題−岡山県彦崎貝塚出土炭化材の 14C 年代測

　定　　　　　　遠部　慎・宮田佳樹・小林謙一

　　　　　　　　　　　　　松崎浩之・田嶋正憲

AMS-14C 年代測定を用いた遺跡形成過程推定への

　取り組み　　　　　　　　村本周三・小林謙一

　　　　　　　　　　　　　坂本　稔・松崎浩之

山梨県銚子塚古墳周溝出土木柱および樹木資料等

　の炭素年代　　　　　　　今村峯雄・小林謙一

　　　　　　　　　　　　　広瀬和雄・森原明廣
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　『ユーラシアと日本：交流と表象』」ウィーン・

　シンポジウム報告書

『帝国と民族アイディンティティ　東アジアとオ

　ーストリアをめぐって」

　はじめに　　　　　　　　　　　　　趙 景 達

　写真とキャプション

　ウィーン紀行

　1．ウィーンで考えたこと　　　　　若尾政希

　2.　ウィーンにみる市民社会　　　　趙 景 達

　3.　戦後 60 年，オーストリアと日本の歴史　

　　　意識　　　　　　　　　　　　　高木博志

　シンポジウム記録

　開会挨拶　　　　　　　　　　　　　小沢弘明

　報告 1　汎ゲルマン主義の克服−オーストリア

　　　　　におけるアイディンティティ言説のパ

　　　　　ターン，1945 ～ 2005 年

� 　　　　　　　　　ヴィンフリート・ガルシャ

　報告 2　韓国併合をめぐる日本帝国構想とオー

　　　　　ストリア・ハンガリー二重帝国−裏切

　　　　　られた一進会の日韓合邦構想−

　　　　　　　　　　　　　　　　　小川原宏幸

　　�「国民国家の比較史的研究」プロジェクト　

編集，人間文化研究機構国立歴史民俗博物館

発行（2007.3）

歴博フォーラム

『弥生時代はどう変わるか−炭素 14 年代と新し

　い古代像を求めて−』

　新しい弥生像を求めて−序論にかえて−

　　　　　　　　　　　　　　　　　　広瀬和雄

　Ⅰ　論文

　１大陸文化と弥生時代の実年代� 春成秀爾

　　　〔コラム〕　年代測定法の今昔� 今村峯雄

　２ＤＮＡ分析からみた弥生時代の稲作

� � 佐藤洋一郎

　　　〔コラム〕　定住的水田と移動的水田−生業

　　　　システムからみた多様な水田稲作の姿−

� � 西谷大

　３中国・朝鮮半島の稲作文化と弥生の始まり

� � 宮本一夫

　　　〔コラム〕　沖縄諸島の食料獲得−交易型社

　　　　会の農業生産　　　　　　　　　安里進

　４弥生文化の開始−北部九州を中心に−

　　　　　　　　　　　　　　　　　　山崎純男

　　　〔コラム〕　水田漁撈とは何か　　安室　知

　５水田農耕の受容と展開� 禰冝田佳男

　　　コラム　島の造形−島が映す縄文と弥生−

　　　　　　　　　　　　　　　　　　賀来孝代

　６縄文から弥生への転換� 小林青樹

　　　〔コラム〕　狩猟採集という選択−北海道の

　　　　続縄文文化　　　　　　　　　瀬川拓郎

　Ⅱ　シンポジウム

　弥生の始まりと東アジア　　（司会） 広瀬和雄

　　　　　　　　　　　　小林青樹・佐藤洋一郎

　　　　　　　　　　　　禰宜田佳男・春成秀爾

　　　　　　　　　　　　　宮本一夫・山崎純男

　　国立歴史民俗博物館・広瀬和雄編

　　学生社（2007.3.30）

歴博・国文研共同フォーラム

『和歌と貴族の世界�　うたのちから』

　Ⅰ　国文学と歴史学　これからの共同研究

　　共同研究の可能性　歴史学への提言と国文学

　　　の課題　　　　　　　　　　　　松村雄二

　　共同研究の可能性　国文学への提言と歴史学

　　　の課題　　　　　　　　　　　　吉岡眞之

　Ⅱ　フォーラム「和歌と貴族の世界」

　　王朝和歌の転移−古今集から新古今集へ−

　　　　　　　　　　　　　　　　　　松村雄二

　　平安時代中期の国家儀礼と和歌

　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉岡眞之

　　乱世の宮廷と歌人たち−南朝を中心に−

　　　　　　　　　　　　　　　　　　小川剛生

　　中世儀礼における漢詩・管絃・和歌

　　　　　　　　　　　　　　　　　井原今朝男

　　討論　和歌と貴族の世界

　　　　　　　　　　　　吉岡眞之・井原今朝男

　　　　　　　　　　　　　小川剛生・松村雄二
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　Ⅲ�文学

　　貴族生活と物語　　　　　　　　　川村裕子

　　十世紀半ばの和歌と時代−好忠「毎月集」・『う

　　　つほ物語』の屏風歌−　　　　　浅田　徹

　　平安貴族社会と和歌−歌のちから−

　　　　　　　　　　　　　　　　　平野由紀子

　　「高松宮家伝来禁裏本」の性格と意義−文学

　　　関係資料を中心に−　　　　　　酒井茂幸

　Ⅳ�歴史

　　古代王権と文芸−古代の漢詩・和歌とその

　　　「場」−　　　　　　　　　　���　仁藤敦史

　　戦国社会と連歌師−牡丹花肖柏の生涯を通し

　　　て−　　　　　　　　　　　　　鶴﨑裕雄

　　「高松宮家伝来禁裏本」の来歴とその資料価

　　　値−歴史資料を中心に−　　　　小倉慈司

　　近世の天皇と学芸−「禁中 公家中諸法度」

　　　第一条に関連して−　　　　　　松澤克行

　Ⅴ�美術史

　　『源氏物語』の漆芸意匠−寛永期における蒔

　　　絵作品を中心として−　　　　　　日高薫

　　近世の服飾に見る葦手の展開　　　澤田和人

　あとがき　　　　　　　　　　　　　吉岡眞之

　　

　　国立歴史民俗博物館編

　　塙書房（2007.3.31）

『れきはくにいこうよ　2004 － 2005　国立歴史

民俗博物館　博物館研究プロジェクト活動報告』

　はじめに

　教育関連事業一覧

　教育関連事業一覧（英文）

　１．2004・2005 年度教育関連事業の概要

　２．教育普及活動

　３．博物館研究活動

　４．出版活動

　５．成果と課題

　資料編

　　�国立歴史民俗博物館　編集・発行（2007.3.�

31）

『歴博のめざすもの』

　　国立歴史民俗博物館　編集・発行（2007.3）

　儀礼を読みとく（歴史研究の最前線 vol. 7 ）

本書の刊行にあたって

総合研究大学院大学�文化科学研究科

　日本歴史研究専攻について　　　　　安田常雄

●第５回大学院講演会［歴史研究の最前線�］

中世の知と儀礼−日本中世史研究の現代的課題−

　　　　　　　　　　　　　　　　　井原今朝男

〔コラム〕

中世における三席御会−漢詩と和歌と管絃と−

� 酒井茂幸

〔コラム〕

儀礼と食−赤飯とはなにか−� 安室　知

●第５回大学院講演会［歴史研究の最前線�］

修正会・修二会を読み解く−王権と民俗−

　　　　　　　　　　　　　　　　　　松尾恒一

〔コラム〕

儀�礼の変遷からみる民俗習俗−山寺夜行念仏を例

にして−� 工藤紗貴子

●第５回大学院講演会［歴史研究の最前線�］

対談　儀礼を読みとく−王権，暴力，排除と統合−

　　　　　　　　　　　　井原今朝男・松尾恒一

講演者・執筆者の紹介

総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究

専攻平成 18年度授業科目

学位取得者一覧

　松尾恒一　編

　総研大日本歴史研究専攻・国立歴史民俗博物

　　館（2006.10.6）

本書の刊行にあたって

総合研究大学院大学　文化科学研究科

　日本歴史研究専攻について　　　　　安田常雄

●講演会

　史料の新しい可能性をさぐる（歴史研究の最前線　
　vol. 8 ）
　史料の新しい可能性をさぐる（歴史研究の最前線　
　vol. 8 ）
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中世の出土文字史料を読む� 高橋一樹

●講演会

呪術の歴史と民俗� 小池淳一

〔コラム〕

戦死者の幽霊話を読み解く� 村山絵美

〔コラム〕

今�町供御人の特質と図像−初期洛中洛外図の魚棚

描写をめぐって−� 西山　剛

講演者・執筆者の紹介

総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究

専攻平成 19年度授業科目

学位取得者一覧

　高橋一樹　編

　総研大日本歴史研究専攻・国立歴史民俗博物

　　館（2007.3.30）


