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［概　要］

　外部資金の導入による研究資金の確保がもたらす研究の活性化は歴博の課題の一つである。とくに運営費

交付金定額減に対する防衛措置の一つとして，１年ごとにますますその必要性が高まっている。競争的研究

資金である科学研究費補助金については，本年度は日本学術振興会から講師（石井康雄研究助成第二課長）

を派遣いただき，説明会を開催し，申請増に努めたほか，不正使用防止のための説明会を開くなど，節度の

ある研究費使用の啓蒙普及活動も行なった。

　しかしながら，19年度科学研究費補助金の新規申請件数は 28件，採択件数 7件で，前年度採択件数よ

り 7件減少した。継続を含めた採択件数では 28 件で 4件減少し，採択額では継続課題の減額交付もあり

29,850 千円減少であった。

　本年度における学術創成研究費および基盤研究（A）などの大型科研はいずれも考古学主体のテーマを掲げ

たものが継続された。

　なかでも発足以来４年目を迎えた学術創成研究費「弥生農耕の起源と東アジア－炭素年代測定による高精

度編年体系の構築－」（研究代表者　西本豊弘，2004 ～ 2008 年度）は，水稲稲作の起源について，中国や

韓国と日本との関係性を重視しながら日本における水稲農耕の起源を実年代的に問い直す自然科学と考古学

による共同研究を継続している。アメリカの雑誌『ARCHAEOLOJY』に「Turning Japanese」として紹介さ

れたように最先端の研究成果に対する評価は世界的にも高い。東アジアという広い視座に立って，日本にお

ける水稲農耕の起源を実年代的に問い直し続けている。日本の歴史を総合的，実証的に研究することをその

役割とする歴博としては，まさに基盤的研究として推進すべき課題を外部資金を導入することで進めている

といえる。

　今年度は，将来計画会議からの提案を受けて，次年度の共同研究計画をたてる段階で，積極的に大型科研

もあわせて申請する方針が承認され，具体的には 3件の申請を行なった。

　なお，科学研究費補助金以外には，民間から寄付金 1件（1,000 千円）と受託研究 1件（1,400 千円）の導

入を図り，研究の推進に努めた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　共同研究担当　藤尾慎一郎・関沢まゆみ

［採択課題一覧］
種　目 研 究 課 題 研究代表者

新　
　

規

基盤研究（C） 炭素 14年代を利用した縄紋時代の居住期間の研究 研究部
　小林謙一

基盤研究（C） 展示制作プロセスの共有化とミュージアムリテラシーに関する
実践的研究

研究部
　佐藤優香

基盤研究（C） 博物館資料の超精細画像の保存活用のための画像フォーマット
及びビューワに関する研究

研究部
　鈴木卓治

２　外部資金による研究
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種　目 研 究 課 題 研究代表者

新　

規

萌芽研究 鍛冶職人の伝統技術を数値的に把握する方法の創設へむけた基
礎研究

研究部
 齋藤　努

若手研究（スター
トアップ） 先史時代における貝塚出現期の年代学的研究

科研費支援技術
補佐員
 遠部　慎

研究公開促進費
（学術図書） 南蛮屏風集成 名誉教授

　坂本　満

研究公開促進費
（学術図書） 異国の表象 研究部

　日高　薫

継　

続

学術創成研究費 弥生農耕の起源と東アジア－炭素年代測定による高精度編年体
系の構築－

研究部
 西本豊弘

基盤研究（A） 中世東アジアにおける技術の交流と移転－モデル，人，技術 研究部
 小野正敏

基盤研究（B） 近世初期工芸にみる国際性－大航海時代の寄港地間における美
術交流に関する研究

研究部
　日高　薫

基盤研究（B） 超精細画像による歴史資料の研究・展示のための高度閲覧方式の
研究

研究部
　安達文夫

基盤研究（B） 江戸初期と幕末維新期における銃砲技術の伝統と革新に関する
総合的研究

研究部
 宇田川武久

基盤研究（B）
海外

欧米の人類学映画・写真に見えるアイヌ文化のイメージについ
ての研究

研究部
　内田順子

基盤研究（C） 高松宮家蔵書群の形成とその性格に関する総合的調査研究 研究部
　吉岡眞之

基盤研究（C） 漢代北方境界領域における地域動態の研究 研究部　
　上野祥史

萌芽研究 画像工学的手法に基づいた歴史像イメージングに関する研究 研究部
　宮田公佳

若手研究（B） 戦前地域社会における独自の「軍神」像の形成と機能に関する
研究

研究部
　一ノ瀬俊也　

若手研究（B） 中国雲南省における少数民族の土地利用と市場経済への適応に
関する研究

研究部
　吉村郊子

若手研究（B） グローバリゼーションによるホロコースト表象の変容に関する
博物館人類学的研究

外来研究員
 寺田匡宏

若手研究（B） 土器付着炭化物を用いた古食性の研究
科研費支援研究
員
　宮田佳樹

若手研究（B） 古代日本における雅楽奏舞と儀式の関連およびその展開につい
ての研究

外来研究員
 廣瀬千晃

若手研究（B） 中国西域およびアジア東辺地域出土馬具の比較研究 機関研究員
 中條（藤井）英樹

若手研究（B） 酒造出稼ぎ人の後継者問題と技術継承 研究部
　青木隆浩
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種　目 研 究 課 題 研究代表者

継　

続

若手研究（B） 近代化過程における遺影の展開と死生観の変容に関する民俗学
的調査研究

研究部
　山田慎也

若手研究（B） 世界文化遺産厳島神社における災害と防災及び維持活動に関す
る史的研究

外来研究員
　山田岳晴

若手研究（スター
トアップ）

占領期日本における生活物資の闇取引に関わる民衆生活と政治
過程の相関に関する研究

研究部
　原山浩介

特別研究員奨励費 宮内庁書陵部蔵御所本を主対象とした近世禁裏仙洞における歌
書の書写史・蔵書史の研究

外来研究員
　酒井茂幸

特別研究員奨励費 日本古代における「文書主義」の導入と，その展開過程 外来研究員
　渡辺　滋

受託研究 文化財測定用携帯型ラマンイメージング・顕微赤外分光装置の開
発

研究部
　小瀬戸恵美

寄付金 AMS炭素 14年代測定法を用いた豊島の考古学的研究
科研費支援技術
補佐員
 遠部　慎

［新規］

（1）基盤研究（C）
「炭素 14年代を利用した縄紋時代の居住期間の研究」2007 ～ 2009 年度
（研究代表者　小林謙一）

１．目　的

日本考古学では，炭素 14年代測定の結果を年代的位置づけに取り入れることについて，次第に積極的に

なってきた。縄紋時代を世界史的に位置づけ，縄紋文化の実態を明らかにするためには，考古編年を実年代

に対比させる必要がある。年代測定研究を進めることで，単に土器編年を年代に置き換えるだけではなく，

考古学的な方法論や仮説の検証を行うことができる。例えば資料が出土した遺構，とくに居住施設の使われ

る期間について，実年代に近いスケールで検討することは，日本先史研究で課題となっている，定住性の問

題，集落規模，住居の改築期間や耐用年数の解明に迫ることができ，そうした知見を基にして土器型式の変

化の時間幅についても考えることができる。これまで文献・暦がないため不可能だった先史時代の実年代で

の時間変化について，新しい研究視点を提示することが可能である。

２．今年度の研究計画

　関東・東北地方の縄紋期遺跡で研究目的に即した試料について，測定研究を進める。そのため，福島県楢

葉町井出上ノ原遺跡の縄紋時代住居について，測定試料を計画的に採取しつつ発掘調査を行う。

３．今年度の研究経過

　2007 年 8月に縄文時代複式炉住居の全体を調査した。その結果，住居入口部から住居中心にかけて 3.8m

の長さを測る，現時点で最大級の複式炉を完全な形のまま残しており，その中には大木 10式土器が炉体土
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器として埋設されていたことが明らかになった。調査では，100 点以上の炭化物・炭化種子をドットや出

土状況を記録しながら採取した。そのうち，まず 14点の資料について年代測定を行った。住居の柱の穴か

ら石棒，住居奥壁部床面上から土偶が出土した。複式炉の用途解明や祭祀行為の復元など，縄文時代中期文

化の復元に重要な資料となるものである。この資料を用いて，歴博個別共同研究「東アジア定住化過程の復

元」においても縄文中期の居住活動を探るための検討材料とした。

４．今年度の研究成果

　2007/8/26　 井出上ノ原遺跡の調査現地にて，現地説明会を行い，約 200 人の周辺住民・研究者・報道

機関に調査成果を説明した。

　2008/1/16-2 /11　「歴博特別展示　新収資料の公開　ミニ企画展　井出上ノ原遺跡の 2007 年度調査成

果」において，発調査の速報展示を行った。

５．マスコミでの取りあげ

河北新報　2007 年 8月 25日　「複式炉は国内最大　福島・楢葉井出上ノ原遺跡から出土」

福島民報　2007 年 8月 25日　「縄文期最大の複式炉　楢葉の遺跡」

福島民友　2007 年 8月 25日　「国内最大級の複式炉　楢葉・井出上ノ原遺跡から出土」

朝日新聞　2007 年 8月 25日　「国内最大の複式炉　井出上ノ原遺跡　ほぼ完全，あす説明会」

読売新聞　2007 年 8月 25日　「国内最大の複式炉確認　全長約 3.8m　楢葉の縄文期遺跡から」

共 同通信「全国ニュース」配信　上毛新聞　群馬 2007 年 8月 25 日ほか「縄文最大の「いろり」福島竪 

穴住居跡で複式炉」

毎日新聞　2007 年 8月 26日　福島「井出上ノ原遺跡：国内最大級の複式炉が出土，きょう公開」

福島民報　2007 年 8月 27日　「国内最大複式炉を公開　井出上ノ原遺跡で説明会」

福島民友　2007 年 9月 7 日　「楢葉の井出上ノ原遺跡　縄文文化解く鍵　国内最大の複式炉　使用方

法特定へ」

NHK　2007 年 8月 26日　6時 37分「福島ニュース「はまなか会津 today」　複式炉国内最大と確認」

６．研究組織（◎は研究代表者）

松 崎 浩 之　東京大学大学院工学系研究科　　　　　宮 田 佳 樹　本館・研究部・科研費支援研究員

◎小 林 謙 一　本館・研究部・助教　　　　　　　　　坂 本 　 稔　本館・研究部・准教授

（2）基盤研究（C）
「展示制作プロセスの共有化とミュージアムリテラシーに関する実践的研究」
2007 ～ 2008 年度
（研究代表者　佐藤優香）

１．目　的

美術史家のダンカン・キャメロンは，博物館にテンプルとフォーラムの 2つのあり方が存在することを

指摘した。評価の定まった資料をまるで宝を拝むように見るのがテンプル，未知なるものに出会いそこから

議論の始まるのがフォーラムである。人類学者の吉田憲司はこのダンカンの言葉を引いて，「対話」を唯一
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の方法とし，そのための場として展覧会を位置づけた。本研究では，対話からさらに歩みを進めて「創造」

を「他者とかかわる手法」，「博物館をひらく手法」としてとらえる。そこで，博物館に展示空間としての役

割だけをもとめるのではなく，調査から展示の開催にいたるすべてのステップをとりこんだかたちで展示プ

ロセスを共有することを試みる。

特に，1）チームアプローチによる展示手法の開発，2）展示制作プロセスの共有化（ドキュメンテーショ

ン手法の開発とアーカイブ化），それらの応用による 3）学習プログラム開発（プログラムとキット）に焦点

をあてて取り組む。すなわち，本研究の目的は博物館の機能を至宝の供覧と成果の伝達の場から，創造のプ

ロセスを共有する協同活動体へ拡大することにある。

２．今年度の研究計画

本年度は，上記目的の 1）と 2）を，国立民族学博物館における展覧会の企画と実施を通して行う。映像と

記述による展示制作のプロセス記録と，展覧会会場における来館者のコミュニケーションに関する調査を実

施する。ここで得たデータをもとに，展覧会をつくりあげていくプロセスについての分析と，展覧会来場者

のコミュニケーションツールについて検討する。また，記録映像を編集制作する。目的 3）については，神

戸大学の博物館実習を実践の場として，ミュージアムリテラシーを育むためのプログラムを開発し試行する。

調査　4月

　ラオスにおける展覧会の制作と開催，および来館者調査

　質問紙による来館者調査と，展示開発から展覧会にいたる映像ドキュメントの実施

展示づくり　7～ 9月

　国立民族学博物館における展覧会の企画（展示制作アトリエの共有）

　調査結果の共有を基にした代表者および分担者，協力者らのチームアプローチによる展示手法開発

展示開発ワークショップ　９月

　大学生を対象にしたミュージアムリテラシーを育成するためのワークショップ実験

展覧会　10月～ 12月

　国立民族学博物館における企画展覧会の開催

　来館者と展示のコミュニケーションおよび学習支援手法の検討

　情報メディア開発と応用を通じた評価修正

評価　20年 1～ 2月

　展示開発プロセスに関する調査データ分析と映像作品化

　展示開発プロセスについての分析

３．今年度の研究経過

ラオスの展覧会（4月），国立民族学博物館における企画展（10～ 12 月），神戸大学の学生を対象にした

ミュージアムリテラシーのワークショップ授業（9月）を実施した。これら 3つの取り組みを，展示やプロ

グラム，コミュニケーションツールづくりの実践事例にして，様ざまな試行をおこない研究を進めた。

研究の目的に照らし合わせた具体的内容については以下の通り。

1）チームアプローチによる展示手法の開発

研究を分担している 3名の研究者に研究協力者としてデザイナーを加え，4名で連携をとりながら展示を

開発した。ラオスでは現地スタッフと展覧会創造の過程を共有し，移動可能でその機会にあわせてフレキシ
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ブルに展示をつくっていく手法を検討した。国立民族学博物館では，とくに研究成果を社会にひらく取り組

みとして展覧会を位置づけ，その手法について検討した。

2）展示制作プロセスの共有化（ドキュメンテーション手法の開発とアーカイブ化）

取り組みのプロセスを共有し跡づけるために，映像や写真，文字による記述など様ざまな手法で記録を蓄

積した。

3）学習プログラム開発（プログラムとキット）

ラオスの展覧会ではスーツケースに資料と情報をまとめ入れて展覧会づくりの素材とした。これらを

ミュージアムリテラシーを育むためのキットとしても活かすため，神戸大学のでは，それらの資料と活用し

てプログラムについて検討した。また，国立民族学博物館では，展示にあわせてワークシートとそれを用い

たワークショップの開発を行った。

３．今年度の研究成果

1）チームアプローチによる展示手法の開発

ラオスでは移動可能でその機会にあわせてフレキシブルに展示をつくっていくことや，現地スタッフとの

協同が必要だったことから，展示制作のプロセスが明細化された。これをもとに次の展示実践ではモデル化

を計っている。

また，国立民族学博物館では，展示，キャプション，ワークシート，ワークショップ開発について，研究

そのものをいかにして伝達するかに焦点化したことで，博物館における研究成果の公開手法について成果を

得られた。

2）展示制作プロセスの共有化（ドキュメンテーション手法の開発とアーカイブ化）

一般の人々にも研究成果を公開する試みとして 2つの印刷物を作成した。ラオスの取り組みは，A2サイ

ズ両面印刷でニュースレターとしてまとめた。また，国立民族学博物館の企画展では A5サイズ 16ページ

のリーフレットを作成した。これらを作成したことで，展示プロセスの共有のための表現については印刷物

としてまとめる方針がみえてきた。すでに，その内容や編集の方向性など次年度の課題として問題点が整理

しはじめられている。展示図録は資料解説が主となり，いかにして展示をつくったのか，またその展示のあ

り方や様子がどのようなものであったかが言及されることはほとんどない。そのため，展覧会のプロセスを

跡づけ共有するものはこれまでにあまり例がないため，「展覧会の残し方」の一事例として意義深いものと

なるだろう。

3）学習プログラム開発（プログラムとキット）

ラオスの取り組みでは展覧会をキット化するための手がかりが得られた。また，神戸大学の取り組みでは，

ミュージアムリテラシーを育むためのプログラムづくりの調査として有益な機会となった。大学生を対象と

した取り組みは，博物館学の講義モデルにも有効であることが見いだされた。博学連携や学芸員養成課程に

ついての議論は多く，モデルづくりが急がれるだろう。

４．研究組織（◎は研究代表者）

　落 合 雪 野　鹿児島大学総合研究博物館　　　　　　久保田　徹　大阪大学コミュニケーションデザイン

◎佐 藤 優 香　本館・研究部・助教　　　　　　　　　　　　　　　センター
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（3）基盤研究（C）
 「博物館資料の超精細画像の保存活用のための画像フォーマット及びビューワ
に関する研究」　2007 年～ 2008 年
（研究代表者　鈴木卓治）

１．目　的

近年その重要性が認識され広く作成されるようになった「超大画像コンテンツ」について，これが博物館・

美術館におけるデジタルアーカイブ構築のための重要な構成要素であるという認識から，以下の要件を満た

すような，長期の保存と柔軟な活用を両立する，超大画像コンテンツの画像フォーマットおよびビューワを

開発し，そのソースコードをすべて公開し提供すること。

　1． インターネットにおける超大画像コンテンツの閲覧を目的としたビューワを開発すること。

　2． ビューワは，Web ブラウザのプラグインソフトとして動作し，Javascript 等で制御可能であること。

　　これにより，利用者インターフェイスの部分をなるべく固定しない（利用者の都合やコンテンツの内容

　　に合わせて柔軟に記述し提供できる）環境を提供する。

　3． 超大画像コンテンツの画像フォーマットの仕様およびブラウザのソースコードをすべて公開するこ

　　と。デジタルデータの長期保存においては，媒体の劣化より画像フォーマットの陳腐化によるメタ情報

　　の喪失（世間の常識ほどドキュメント化がおろそかになり復元のための情報が残らない）が問題となる

　　ことから，コンテンツデータ，フォーマット情報，プログラムとそのソースの３点セット（事情が許せ

　　ばコンテンツデータの意味情報を与えるメタ情報まで）を同一場所で保存管理することにより，情報喪

　　失の危険性を下げることが必要である。

　4． 超大画像コンテンツの画像フォーマットは，メタ情報やプログラムソースを紛失しても復元可能な

　　ように，十分単純であるように構成すること。

２．今年度の研究計画

本課題のすすめ方は大きく，１．設計フェーズ，２．製作フェーズ，３．評価フェーズ，４．改良フェー

ズ，５．公開フェーズ，の５つに分かれる。平成 19年度は，設計と製作を行なう。

既開発の「超大画像自在閲覧システム」で採用している超大画像の画像フォーマットは，原画像に対して，

あらかじめ決められた倍率で縮小画像を作成し，さらにそれらの画像を小画像に分割してファイルに格納し

たものと，各画像ごとの倍率と表示位置を与えるインデックスファイルとからなる。この構造は企業の開発

している超大画像コンテンツでもほぼ同様であるが，暗号化やアクセス制限等の権利保護に関する工夫がな

されており，デジタルデータの長期保存の観点からはこのことがマイナスに働く。メタ情報の紛失やデータ

破壊に対して極めて脆弱であり，また管理責任者のいないデータはたちどころに使用不可能になってしまう

からである。本課題における画像フォーマット設計の目標は，データの部分的な破壊やメタ情報の紛失に強

い，復元能力の高い画像フォーマットを開発することにある。

もう一つの重要な課題は，超大画像の動的な合成を可能にすることである。現在「超大画像自在閲覧シス

テム」を用いてすすめている，超大画像の画像データベースを実現するための基礎技術の検証において，イ

ンデックスファイルの再構築だけで，個別に作成した超大画像コンテンツの合成が可能であることが明らか

になったが，現在は，複数のインデックスファイルから新たに合成コンテンツのインデックスファイルを作
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成する，という方法で実験しており，有効性の検証には差し支えないものの，最適な方法とはいえない。そ

こで，今回開発する画像フォーマットにおいては，インデックスファイルの各行が，これまでのように単一

の画像に関する情報のみ記述していたのを，別の超大画像コンテンツを指定して情報を記述できるように拡

張する。あわせて，等倍画像における倍率でのみ合成できたのを，その制約をはずして，任意の倍率を指定

しての合成を許すようにし，ビューワもそれに対応するように製作する。 

インターネットからの利用についても，本課題では積極的に考察し設計に反映させる。超大画像コンテン

ツの閲覧においては，回線容量と使い勝手は密接に関連する。細い回線のもとでは，解像度を犠牲にしても，

とりあえずの表示を確保するように作らなければならない。（市販のプラグインはそのように配慮されてい

る。）いまや ADSL や光ファイバが広く普及し，円滑な稼動に十分な回線容量を期待できるようになったと

はいえ，常に安定した容量が保障されているわけではないため，回線の状況をすばやく感知して動作を切り

替えるような工夫が，ビューワに求められる。 

ビューワをWeb ブラウザのプラグインソフトとして作成し，Javascript 等で制御可能であるようにする

ことは，これ以外の方法（Macromedia Flash の利用など）についてもじゅうぶん検討しなければならないが，

代表者のこれまでの開発経験から，現時点では，Microsoft Visual Studio .NET の環境で作成できる　Active 

X プラグインの開発を予定している。なお，本補助金の期間中には実施しないが，将来的には MacOS や 

Linux への対応を視野に入れており，ソースコードの再利用が可能なように，効率的な機能分解とモジュー

ル化について考慮する。

３．今年度の研究経過

（研究成果の欄でまとめて述べる。）

４．今年度の研究成果

開発に必要な機材および環境については整えることができたが，設計と開発については，外部に公開でき

る形までには達成できなかった。その大きな要因は，2008 年 3月 18 日にリニューアル開室した第 3展示

室の電子コンテンツの作成業務に大半の労力がとられてしまったことにある。この電子コンテンツは，28

台の情報端末に 87の番組，のべ 1700 画面分の分量があり，７名の補助業務者と協力して１年がかりで作

成を行った。常設展示のリニューアルは本館の最重要任務であり，個人研究を優先させるわけにはいかなかっ

た。電子コンテンツの作成は，内容である展示プロジェクト委員からの原稿，協力機関等からの写真や動画

の提供など，材料となるデータがそろって始めて作成にとりかかることができるが，スケジュールの都合で

これらのデータの到着が遅延し，短い時間に集中してコンテンツを作成しなければならなくなり，個人研究

の時間は全く確保できなくなった。加えて，データの整理等をお願いする予定だった補助業務要員を，コン

テンツ作成の作成業務にまわさざるをえなかったことも，研究を進められない理由となった。

しかしながら，全く研究が進捗しなかったというわけではなく，むしろかなり貴重な体験を得た，すなわ

ち，大量の電子コンテンツを作成するためのソフトウェアツールに求められる要求要件がかなり明晰になっ

た。それは下記のように要約できる。

１）通常のワープロソフトのように，１つずつのコンテンツを対話的に個別に作成するツールは，大量なコ

ンテンツを作成する場合はかえって作業の効率を悪くするということ。デザインの段階では対話的なツール

は有効であるが，統一されたデザインに従ってコンテンツを作っていく時は，コマンドに従ってデータを処

理するバッチ処理による作業の方が，かえって誤りなく作業をすすめられること。当初，作業者の教育の問
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題が懸念されたが，手順が決まれば，対話的なツールよりもバッチ処理の方が効率よく作業してもらえるこ

ともわかった。

２）コンテンツの構造をいくつかにパターン化することで，デザインのための対話ツールについても，適切

なものが作成できる見通しを得たこと。第３展示室電子コンテンツの作成にあたって業者に作らせたオーサ

リングツールは，盛りだくさんの機能を要求した結果，操作が複雑になり，かえって作業者の教育が困難で

あった。これは，オーサリングツールの設計時点で，作成する電子コンテンツの構造が必ずしも明晰ではな

かったことによる。しかし最終的に出来上がった 80余の番組は，１）自由に見る，２）ポイントを見る，３）

ストーリーで見る，４）動画を見る，の４パターンに大別することができ，利用者を混乱させない意味でも，

さまざまな構造のコンテンツが混在しているよりも，定型のパターンを導入した方が，内容の理解に集中で

きることが確かめられた。

これらの知見を踏まえて，平成 20年度は集中して設計と開発と進める予定である。とくに，一般の博物

館で，博物館スタッフによる情報コンテンツ作成を支援するためのツールについて，これまでの知見を生か

して，実用に耐えるものを作成したい。

５．研究組織

鈴 木 卓 治　本館・研究部・准教授

（4）萌芽研究
「鍛冶職人の伝統技術を数値的に把握する方法の創設へむけた基礎研究」
2007 ～ 2009 年度 
（研究代表者　齋藤　努）

１．目　的

　前近代からの伝統技術を継承している職人は，その感覚に従って作業を行い，製品を作っている。この際

の諸条件を数値化することによって技術を記録することは，将来へ向けた文化的継承のために有意義である。

本研究では伝統技術を総合的に数値化して評価する試みの初めとして，刀剣鍛冶職人が使用する素材を調製

する精錬工程のうちの「大鍛冶」と「卸金」，また製品（日本刀）を製作するための一連の工程「積み沸かし」

「折り返し鍛錬」「鍛接」「焼き入れ」などの各技術を対象とし，相互に関連のある送風と温度に焦点をあて，

操業中に微妙に変化する送風量と，炉内で時間と場所によって刻々と変化する温度とをリアルタイムで総合

的にとらえる手法を開発し，研究を行う。

２．今年度の研究計画

　大鍛冶工程を再現した炉（開放炉）を構築し，既報（齋藤ほか，2006；俵，1933；山田，1918）の結果や

昨年度の予備的な実験で定めた送風・温度・炉形状などの緒条件に従い，炉内の温度を適宜変化させながら

操業を行う。原料は江戸時代に銑鉄で作られた肘金など，前近代の砂鉄製錬の産物を入手して使用する。生

成物を分析し，最適な操業条件を定める。送風機は既存のものを使用するが，微細な送風量の変化を関知し，

時系列に従って記録できる風量測定装置を製作して，測定を行う。炎と炉内各部の温度は，高温用サーモグ

ラフィー（昨年度設置済）を使い，操業状況をビデオ記録しながら測定する。生成物の分析は，EPMA，硬度
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測定装置，燃焼炭素濃度測定装置，蛍光Ｘ線分析装置，Ｘ線回折装置を使用し，炭素をはじめとする各元素

濃度，非金属介在物の化学組成と鉱物組成，金属組織を調べる。

３．今年度の研究経過

送風機および風量測定装置の仕様決定および製作に時間がかかってしまったため，計画を変更して大鍛

冶工程の再現実験は次年度に行うことにし，今年度は刀剣製作において刃文を入れる最終工程である「焼き

入れ」に焦点をあてて温度条件の測定を行った。焼き入れによってできる刃文にはマルテンサイト粒子の大

きな「沸（にえ）」とそれが細かい「匂（におい）」の区別があり，刀鍛冶は意図的に作りわけることができ

る。研究協力者である刀匠・法華三郎信房，法華栄喜両氏の工房において，高温用サーモグラフィーによる

焼刃土表層部分およびその下層の鉄部分の加熱温度，冷却速度の測定結果から，刀鍛冶がどのようにして 2

種の刃文を作りわけているのか，また焼きの入らない地部との相違は何によるものか，を調べた。これによ

り，冷却速度を変化させるための技法やその中における焼刃土の重要性などが明らかになった。この結果は

2008 年 6月に行われる日本文化財科学会第 25回大会で発表する予定である。

４．研究組織（◎は研究代表者）

◎齋 藤 　 努　本館・研究部・准教授　　　　　　　　坂 本 　 稔　本館・研究部・准教授

（5）若手研究（スタートアップ）
「先史時代における貝塚出現期の年代学的研究」2007 ～ 2008 年度
（研究代表者　遠部　慎）

１．目　的

　本研究の目的は，先史時代における多様な貝類利用のあり方を炭素 14年代測定法を用いて整理すること

によって，先史社会を復元することにある。主な研究対象とする縄文時代は，四方を海に囲まれた日本列島

で，海産資源の利用が活発化する時代であり，貝塚形成が始まったことでも知られる通り，現在まで続く日

本人と海のかかわりを考える上で，重要な時代である。本研究では，貝塚が出現する時代，つまり縄文時代

早期から前期の西日本を中心としたエリアの年代研究を推し進める。　

２．今年度の研究経過

　土器の施文具として，貝類の利用がはじまる縄文時代草創期の鹿児島の隆起線文土器，瀬戸内海の単発的

な縄文早期の貝塚群や，西日本でも貝塚が顕著にみられはじめる早期終末から前期の年代測定サンプルを集

中的に測定した。

　さらに，福井県鳥浜貝塚，三重県鴻ノ木・高皿遺跡，島根県渡り上がり遺跡，長山馬籠遺跡，岡山県出崎

船越南遺跡，熊本県瀬田裏遺跡，宮崎県塚原 C，木脇，妙見，田向，阿蘇原上遺跡，鹿児島県湯屋原遺跡な

どでサンプルを収集し，年代測定にむけての準備を行った。中でも，鳥浜貝塚は2/16～ 3/10の企画展示「再

発見！鳥浜貝塚資料」と密接に関連しており，測定成果をいち早く，研究展示に活かせた。

３．今年度の研究成果

　【論文・報告】

遠部 慎・小林謙一・宮田佳樹 2008.3「近畿地方におけるアカホヤ前後の縄文土器付着炭化物の年代測定
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－滋賀県米原市入江内湖遺跡の東海系土器群を中心に－」『古代文化』第 59巻第 4号，pp.42-57，古代学

協会

遠部 慎・小林謙一・宮田佳樹 2008「北白川下層式土器群の実年代－滋賀県米原市入江内湖遺跡の資料を

中心に－」『国立歴史民俗博物館研究報告』（投稿中）

遠部 慎・矢作健二 2008.3「上黒岩遺跡の堆積と年代的考察」『考古学リーダー』pp.149-154，六一書房

遠部 慎・小林謙一・宮田佳樹 2008.3「飯田市美女遺跡の土器付着炭化物の炭素 14年代測定」『飯田市

美術博物館研究紀要』18，pp.21-32，飯田市美術博物館

遠部 慎・宮田佳樹・増子康眞 2008.3「岐阜県恵那市内遺跡出土試料の炭素 14年代測定」『古代人』第 68号，

名古屋考古学会

遠部 慎・小林謙一・宮田佳樹・西本豊弘 2008.3「鳥浜貝塚出土試料の炭素 14年代測定（1）」『福井県立

若狭歴史民俗資料館年報』2007 年度，若狭歴史民俗資料館

遠部 慎・熊谷博志・村上 昇・櫛部正典 2008.2『福井県立若狭歴史民俗資料館テーマ展「再発見！鳥浜

貝塚資料」解説パンフレット』福井県立若狭歴史民俗資料館

　【研究発表・講演】

遠部 慎・宮田佳樹・小林謙一 2007.10「西日本におけるアカホヤ前後の炭素 14年代測定－土器付着物

を中心に－」『第 61回日本人類学会大会』p.56，日本人類学会

遠部慎・西本豊弘 2007.12「陸産貝類の炭素 14年代測定－カワニナ類を中心に－」『動物考古学研究集

会要旨集』動物考古学研究会

遠部 慎・宮田佳樹 2007.12「京都府舞鶴市浦入遺跡の炭素 14年代測定」『第 10回関西縄文研究会ポスター

セッション』

S.ONBE,Y.Miyata,K.Kobayashi（2007.10）「AMS 14C Dating for the First Half of Jomon period in western 

Japan：Carbonized material adhering to pottery」『The 2nd East-Asia AMS Conference Abstracts』，p.22，

EAA

S.ONBE,Y.Miyata,K.Kobayashi（2007.12）「Radiocarbon Dating just in time of K-AH in western 

Japan」『ANTHROPOLOGICAL SCIENCE』vol.115-3，p.246，THE OFFICIAL JOURNAL OF THE 

ANTHROPOLOGICAL SOCIETY OF NIPPON

４．研究組織

遠 部 　 慎　本館・科研費支援技術補佐員
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［継続］

（6）学術創成研究費
「弥生農耕の起源と東アジア－炭素年代測定による高精度編年体系の構築－」
2004 ～ 2008 年度
（研究代表者　西本豊弘）

１．目　的

本研究の目的は，農耕の始まりについて，高精度炭素 14年代測定法を用いて実年代を確定し，弥生農耕

の起源を再検討することである。

２．今年度の研究計画

　この研究も 4年目を終えることになった。今年度は，九州から近畿地方の弥生時代早期の年代測定を進

めるとともに，主に東北地方北部と東海地方の弥生時代の年代測定を進めること下。そして，2007 年 6月

には北上市で研究会を行った。また東海地方については 2008 年 2月に名古屋大学区で愛知県と石川県の

資料について研究会を実施し，資料提供者との意見交換を行った。

　また，日本版較正曲線の作成については，紀元後 50年から 2百年にかけては日本の樹木年輪が Intcal04

と少しずれていて，従来の較正年代は実際よりも古く計算されていた可能性が高くなった。紀元後 50年よ

りもさかのぼる時期についても，さらに較正曲線の整備に努めている最中である。

　これらの研究活動以外に，弥生時代の米や雑穀・豆類，縄文時代の貝殻や動物骨の年代測定を実施した。

そして，海洋リザーバーや陸水リザーバー効果の検討も行った。

３．今年度の研究成果

１．国際学会　研究発表

2007 年 7月 3日～ 11日

　30th International Cosmic Ray Conference（第 30回宇宙線国際会議）

　　（於：Fiesta Americana）

2007 年 10 月 22日・23日

　2nd　East-Asis AMS Conference（第 2回東アジア AMS国際会議）

　　（於：ソウル大学）

2007 年 11 月 20日・21日

　International Symposium on Quaternary Environmental changes and Humans in Asia and the Western 

　　pciffi c

　　（独立行政法人 産業技術総合研究所）

2008 年 3月 26日～ 28日

　Radiocarbon and Archaeology 5th International Symposium（第 5回放射性炭素と考古学国際シンポジ

　　ウム）

　　（於：スイス連邦工科大学）
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２．国内学会　研究発表

2007 年 4月 24日

　第 2回原子力シンポジウム（於：東京大学）

2007 年 5月 26日・27日

　日本考古学協会第 73回総会（於：明治大学）

2007 年 6月 2日・3日

　日本文化財科学会第 24回大会（於：奈良教育大学）

2007 年 8月 31日～ 9月 3日

　日本第四紀学会（於：神戸大学）

2007 年 11 月 14日

　第 1回 JAEA タンデトロン AMS利用報告会（於：むつ科学技術館）

2008 年 1月 9日～ 11日

　2007 年度名古屋大学年代測定研究センターシンポジウム（於：名古屋大学）

2008 年 3月 7日・8日

　 第 10 回 AMSシンポジウム（於：東京大学） 

３．学術創成研究会

2007 年 6月 8日・9日　

　北上現地研究会（於：北上市日本現代詩歌文学館）

2008 年 1月 26日

　平成 19年度研究報告会（於：国立歴史民俗博物館）

2008 年 2月 16日・17日

　名古屋現地研究会（於：名古屋大学）

４．海外調査

2007 年 7月 23日～ 26日

　大韓民国　韓国青銅器の調査

2007 年 9月 2日～ 9日

　中華人民共和国　遼寧青銅器文化の調査

2007 年 11 月 27日～ 12月 1日

　大韓民国　前期無文土器付着炭化物の採取

2007 年 12 月 12日～ 14日

　大韓民国　済州島出土土器の調査

５．広報活動

　１）『新弥生時代の始まり　第 2巻　縄文時代から弥生時代へ』　雄山閣（2007 年 5月 20日）

　２）ニューズレター 7号（2007 年 5月 15日）
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　　　ニューズレター 8号（2007 年 8月 15日）

　　　ニューズレター 9号（2007 年 12 月 25日）

　３）企画展示「弥生はいつから！？－年代研究の最前線－」

　　　　（開催期間：2007 年 7月 3日（火）～ 9月 2日（日）　会場：国立歴史民俗博物館）

４．研究組織（◎は研究代表者）

　小 林 青 樹　國學院大學栃木短期大學 近 藤 　 恵　お茶の水女子大学生活科学部

　櫻 井 敬 久　山形大学理学部 設 楽 博 己　駒澤大学文学部

中 村 俊 夫　名古屋大学年代測定総合研究センター 松 崎 浩 之　東京大学大学院工学系研究科

　三 上 喜 孝　山形大学人文学部人間文化学科 光 谷 拓 実　 独立行政法人国立文化財機構・奈良文

化財研究所埋蔵文化財センター

　宮 本 一 夫　九州大学大学院人文科学研究院 平 川 　 南　本館・館長

　今 村 峯 雄　本館・研究部・教授 坂 本 　 稔　本館・研究部・准教授

永 嶋 正 春　本館・研究部・准教授 小 林 謙 一　本館・研究部・助教

◎西 本 豊 弘　本館・研究部・教授 春 成 秀 爾　本館・研究部・教授

広 瀬 和 雄　本館・研究部・教授 藤尾慎一郎　本館・研究部・准教授

（7）基盤研究（A）
「中世東アジアにおける技術の交流と移転－モデル，人，技術」
2006 ～ 2009 年度
（研究代表者　小野正敏）

１．目　的

　この研究では，モノがもつモデルとコピーの属性や彼我の生産技術の比較，技術の模倣と移植，受容に焦

点をあてて，一体性と地域個性を併せ持つ東アジアを，考古資料，文献史料，民俗伝承，自然科学分析など，

多様な資料と方法により，実証的に解明することを目的とする。

　東アジアの中世は，海を共有する交易・交流世界に特徴づけられる。その求心力のひとつが，東アジアに

共通して，広く大量に流通した中国商品とその裏付けとなった生産技術であった。日本を含め，アジア各地

では，高級文物のみならず，日常商品においてもさまざまなものが，文化的，経済商品としてあこがれの上

位モデルとして機能し，地元向けに翻案され，コピーされた。そのため実物のモノの流通にとどまらず，生

産技術が移植され，それを移転する人間集団が動いた。それらはひとつひとつは小さなモノであり，直接的

には政治力や武力を持たないが，広く普遍的に日常生活レベルで常に必要とされる品々であることが特徴で

ある。こうしたモノの受容や技術の移転・移植は地味ではあるが，社会の基盤から地域を大きく変化させる

要因となった。したがって，それらが見せる諸相は，単なる経済流通分野での状況にとどまることなく，政

治や文化を包摂した大きな時代の画期とも連動したと考えられる。また，その枠組みは，中国対日本，中国

対朝鮮，中国対東南アジアといった単軸ではなく，東アジア内各地域の相互関係であり，さらに，日本列島

内では各地域間の関係としても検証される。モノ資料や技術の模倣・移植・受容という視点をとおして，各
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レベルにおける東アジア内の地域に与えた問題を考えたい。

２．今年度の研究計画と経過

　研究目的にそって，対象とするのは，モノ資料として実物の交易・交流が広く存在し，考古学的な比較調

査や，自然科学的な分析をつうじて客観的にモデルとコピーの関係や製作技術の検証が可能なもの，具体的

には，中国，日本をはじめとする東アジア各地の陶磁技術，銅鏡や銅銭をはじめとする金属技術，石製品や

石垣などの技術，漆技術である。

　2年度となる 2007 年度は，上記のような技術ジャンルや地域から，特に石製品や石垣に関する技術，金

属技術の調査を全体計画の軸とし，各地での調査と研究会とを計画した。

　主たる研究経過は次のようである。

　2007 年 6月，鹿児島県徳之島において，カムイ焼生産地遺跡の調査を実施した。

　8月，石製品，石垣技術，および陶器生産に関する研究会と現地調査を北陸で実施した。石川県では，金

　　沢城築城に関わる戸室石の石丁場の現地調査，七尾城の城下町の鏡生産，漆器生産などの中世職人関連

　　遺跡と出土遺物の調査，中居鋳物師資料館の見学を実施した。

　　福井県では，越前焼生産地遺跡の現地調査と福井県立陶芸館所蔵の中世越前焼資料の見学を実施。また，

　　戦国城下町一乗谷の見学と福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館における城下町一乗谷出土の職人関連遺物

　　の調査をおこなった。

　11月，韓国木浦市国立海洋遺物展示館主催国際シンポジウム「新安沈没船出土の金属製品と 14世紀東

　　アジアの金属工芸」に参加した。

　12月，本年度の中間報告会を国立歴史民俗博物館で開催し，研究の中間的まとめの報告と今後の展望に

　　ついて議論した。参加者とその報告テーマは次の通りである。なお，研究協力者にも報告を依頼した。

　　１　中島圭一　「15世紀生産革命序説」

　　２　関　周一　「『朝鮮王朝実録』からみた日朝間の技術交流」

　　３　大庭康時　「モデルとコピー，範型の選択意図－カムイヤキの場合」

　　４　村木二郎　「大串石切場とその製品」

　　５　小野正敏　「浄教寺砥石と都市」

　　６　藤尾慎一郎「鉄製品の年代測定の可能性について」

　　７　嶋谷和彦　「中世における模鋳銭鋳造技術の現状整理－近年の新資料の評価もかねて」

　　８　大澤研一　「新安沈没船の銭」

　　９　齋藤　努　「日韓青銅器の分析研究」

　   10　栗木　崇　「中世南関東の矢穴技法について」

　   11　佐々木健策　「箱根安山岩の製品とその加工」

　   12　山田康雄　「伊豆地区の中世石造物について」

　   13　池谷初恵　「帯磁計測定について」

　   14　福島金治　「中世東海地域の材木運輸と流通」

　2008 年 2月，長崎県対馬において石造物と陶磁器の調査を実施。

　3月，福岡県博多において，中世都市博多出土の技術関連遺物の調査を実施。
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３．研究組織（◎は研究代表者）

大 澤 研 一　大阪市文化財協会 金 沢 　 陽　出光美術館

菊 池 誠 一　昭和女子大学人間文化学部 佐 伯 弘 次　九州大学文学部

中 島 圭 一　慶應義塾大学文学部 新 田 栄 治　鹿児島大学法文学部

福 島 金 治　愛知学院大学文学部 上 野 祥 史　本館・研究部・助教

齋 藤 　 努　本館・研究部・准教授 小瀬戸恵美　本館・研究部・助教

西 谷 　 大　本館・研究部・准教授 藤尾慎一郎　本館・研究部・准教授

村 木 二 郎　本館・研究部・助教 篠 原 　 徹　本館・研究部・教授

◎小 野 正 敏　本館・研究部・教授 

（8）基盤研究（B）
 「近世初期工芸にみる国際性－大航海時代の寄港地間における美術交流に関す
る研究」2006 ～ 2007 年度
（研究代表者　日高　薫）

１．目　的

　本研究は，16世紀後半から 17世紀初めにかけて日本を訪れた西洋人との交流によって生み出された工

芸品（いわゆる「南蛮工芸」）および同時代の日本において制作された国内向け工芸品を対象とし，これらを

ヨーロッパ地域のみならず，貿易船の停泊地周辺域（アフリカ・インド・東南アジア・中国南部・琉球・ヌ

エバエスパーニャなど）で制作された諸美術工芸との関係性の中でとらえようとするものである。さまざま

な素材・技法による輸出工芸品や南蛮趣味の国内向け工芸品，もしくは外来影響が想定される新傾向を示す

工芸品にみられる技法・モティーフ・表現様式上の交流を明らかにすることに重点をおき，そのほか舶載品

の受容の様態や，装飾文様にみられる異文化表象（異人・異国像）についても検討を加える。多岐にわたる

問題点のうち，研究期間中（４年間）に達成したい当面の中心課題を以下の通り設定した。

　①南蛮漆器に関連する国籍不明の漆器群（マカオ製・琉球製などの説があるもの）の調査と位置づけ

　②南蛮輸出漆器の新出作品および珍しい作品の調査と紹介

　③南米経由でスペインに至る交易ルートによる交流の解明とその影響

　④初期洋風画と諸外国（中国・インド・南米など）の洋風画との比較

　⑤キリスト教関係の工芸品・キリスト教モティーフに関する諸問題と諸外国との比較

　⑥近世初期の国内向け工芸品への外来影響の諸相と影響度

　これらの研究により，日本近世初期工芸のインターナショナルな性格を浮き彫りにする。

２．今年度の研究計画

今年度は，収蔵品目録等によって，制作年代の下限が確認できる資料の典型例として，ウィーンのコレク

ションをえらび，研究目的の①国籍不明の漆器群・②南蛮輸出漆器の調査をおこなうことを主たる目標とし

た。
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３．今年度の研究経過

　1）　2007 年 6月 25日～ 29日　サンフランシスコ・アジア美術館所蔵の南蛮屏風（6曲 1双）の調査

　2）　2007 年 11 月 12日・13日　新潟・個人蔵の南蛮屏風（6曲 1双）の撮影

　3）　2007 年 12 月 10日　京都・個人蔵の南蛮屏風（6曲 1双・新出資料）の調査

　4）　2008 年 3月 24日～ 31日　チロルおよびウィーン所在の日本美術および関連資料の調査

４．今年度の研究成果　

　2007 年度の主要な成果は，オーストリア所在の日本美術および関連資料の調査を行ったことである。

オーストリアに伝来するコレクションのうち，インスブルックのアンブラス城が所蔵する多数のアジア製工

芸品（南蛮漆器の影響を受けて制作されたと考えられる金彩装飾のある漆器類，これらと密接な関係をもつ

と考えられるインド・グジャラート製の螺鈿細工など）を精査した。また，ウィーン工芸美術館において，

シーボルト関係資料ほか日本の工芸品を調査した。

　また，ウィーン所在の関連資料についての情報を現地の研究者から得ることができた。

５．研究組織（◎は研究代表者）

荒 川 正 明　出光美術館 岩 崎 均 史　たばこと塩の博物館

岡 泰 　 正　神戸市立博物館 丸 山 伸 彦　武蔵大学人文学部

山 崎 　 剛　金沢美術工芸大学美術工芸学部 坂 本 　 満　本館・名誉教授

澤 田 和 人　本館・研究部・助教　　　　　　　　◎日 高 　 薫　本館・研究部・准教授 

（9）基盤研究（B）
「超精細画像による歴史資料の研究・展示のための高度閲覧方式の研究」
2006 ～ 2008 年度
（研究代表者　安達文夫）

１．目　的

　歴史資料は資料群としての様々な構造を持つとともに，相互の比較が重要となるものが多い。このような

資料の閲覧システムとしては，紙背文書の表裏の対応関係や，古地図あるいは同一題材を描いた絵画資料間

の緩やかな対応関係など，資料の特質を考慮した実現方法の検討が必要である。一方，非常に高精細な画像

を適用した画像閲覧方式では，資料の細部まで表示できることから，表示される対象物に応じて，その解説

を表示することができる。これを展示に適用する場合，解説表示を対象物の表示位置や大きさとの関係にお

いて，利用者にとって自然で分かりやすく提示し，また，展示する側の意図を伝えやすく構成する必要があ

る。

　本研究では，歴史資料の様々な特性と研究活動の方法を勘案した歴史資料の調査研究支援のための総合的

な画像閲覧方式を確立するとともに，研究成果を公開する一つの形態である展示において，非常に高精細な

画像を適用して，対象物の解説を，利用者に分かりやすく提示し，かつ自由度高く閲覧できる高度な画像閲

覧方式を確立することを目的とする。
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２．実施事項

　歴史資料の調査研究支援のための画像閲覧として，今年度は完全な対応関係のない資料の画像同士を比較

表示する方法について，画像間の対応付けの検討を行い，その評価用プログラムを製作した。資料中の対象

に対応して解説が付与された高精細画像の閲覧方式について，基本的なモデル画像による評価を行い来館者

にとって分かりやすい解説の提示方法の検討を行った。

３．成　果

完全な対応関係のない，あるいは対応関係が緩やかな資料の画像同士を比較して表示するには，予め対応

する点を指定しておき，これを基に一方の画像の表示位置から他方の表示位置を何らかの方法で求めること

により実現できる。少ない対応点の指定で表示するため，表示位置に近い 2つの対応点から他方の表示位

置を求める基本的な方法を実現した。但し，幾つかの改良方法が考えられるため，画像閲覧プログラムとの

インタフェースを定めた関数形式での実装を図り，様々な方法の評価を容易にした。また，対応点の手動で

の指定は容易ではない。そこで，従来実現した非連動の比較表示機能を基に，視覚的に指定，確認，削除が

できる機能を操作性を考慮して実現した。

資料中の対象の解説を適切に与える方式について，その位置は画面上に表示される対象の大きさ，対象以

外の表示物との距離，画面の縦横比によって影響を受けると考えられる。無地の背景に矩形の対象と，対象

と同じ大きさの標示物を配した基本的なモデルを対象として，約 20名の被験者による評価実験を行い。以

下を明らかにした。（1）対象が画面の中心に移動する場合と中心に表示されていたものが外れる場合では表

示と非表示の境界が異なる。（2）この境界は同一条件で試行すると同一被験者で広がりを持つが，被験者間

での広がりの方が大きい。（3）全体として見ると，対象だけが表示される場合は，表示倍率が小さくなって

対象が小さく表示されるに従い，表示の境界は対象の縁から離れる。（4）対象以外の標示物があると，当然，

表示の境界は対象の縁に近寄るが，表示倍率が小さい場合にはその影響が大きい。（5）表示画面の縦横比が

横長から正方になるに従い，横方向の境界は対象の縁に近づく。（6）対象が小さく表示された状態から大き

くなる際に解説表示の境界は，画面の縦横比によらず，短辺の 1/3 程度の大きさで表示される位置である。

以上より，解説を表示する領域の自動付与のための基礎的な特性が得られた。この成果を，学会の大会にお

いて発表した。

４．研究組織（◎は研究代表者）

　徳 永 幸 生　芝浦工業大学工学部　　　　　　　◎安 達 文 夫　本館・研究部・教授

　鈴 木 卓 治　本館・研究部・准教授

（10）基盤研究（B）
「江戸初期と幕末維新期における鉄砲技術の伝統と革新に関する総合的研究」
2006 ～ 2008 年度
（研究代表者　宇田川武久）

１．目　的

わが国において銃砲の製作・運用技術が大きな変革をとげた江戸時代初期と幕末維新期を対象とし，どの
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ような歴史的背景のもとに，どのような変化が起きたのかということを，文献調査と実物資料の材質・製作

技法調査という異なる方向からのアプローチにより，実証的かつ総合的に解明する。文献史料としては，鉄

炮伝来初期から江戸時代後期にかけての火縄銃各流派の砲術秘伝書，戦術関連文書，幕末維新期の洋式銃の

型式・製法・性能に関する文書，西洋式調練・戦略のテキスト類などを，また実物資料としては伝世された

和銃（火縄銃，火矢筒，大筒，木砲）および洋式銃（滑腔・施条・前装・後装），その弾丸類，古戦場や城址

などからの出土遺物などがあげられる。また材質と運用技術研究の一環として精錬技術の再現実験や射撃実

験などをおこなう。　

２．今年度の研究経過

2007 年度は 2年目にあたり，幕末維新期の文献および実物資料の調査を重点的におこなった。本館が所

蔵する幕末維新期の和洋ふくめた銃砲の種類，構造・国産・外国製の確認，製作地の確定など，また洋式銃

の製作技術に関する文献「銃工便覧」や「小銃制式」の内容を検討した。2007 年 10 月 11 日から 5日間

の予定で北海道函館市立博物館や江差町の開陽丸の大砲類，函館の水天宮所蔵の大砲，さらに靖国神社遊就

館，佐賀県の鍋嶋報郊会など国内資料の銃砲の調査を実施した。またヨーロッパに所在する和製銃砲調査の

ため 2007 年 12 月 12 日から 6日間滞在して，オランダ・ベルギーの国立博物館，軍事博物館，王立武器

博物館の所蔵品の調査を実施し，外国人研究者と銃砲に関する議論をおこなった。

３．今年度の研究成果

　幕末維新期における軍事技術の研究は，最近ようやく注目を浴びるようになってきたが，不明な部分が少

なくない。和銃の製作技術は解明されつつあるが，幕末期の大小の洋式銃の製作技術については依然として

不明である。館蔵史料の文献中に蘭書の「大砲鋳造法」を翻訳した「鉄熕鋳鑑図」（三巻）があり，さらに安

政期の「銃工便覧」，慶応期と推測される「小銃制式」が見出され，内容の検討から洋式銃砲の製作技術を

解明することができた。

　国内に現存する洋式大砲，北海道函館の水天宮の大砲がオランダ製の軽砲であることが，オランダ人研究

者の協力をえて明らかになった。またオランダ・ベルギーの博物館においては，日本でもその存在が稀な江

戸初期の和製石火矢，砲身に「藤堂佐渡守」の陽刻のある仏狼機砲，幕末維新期の葵の金銀象嵌を散りばめ

た見事な井上流の腰指，さらに岸和田の鉄炮鍛冶の手になる幕末の和製管打三連銃などを発見した。

４．研究組織（◎は研究代表者）

保 谷 　 徹　東京大学史料編纂所 三 宅 宏 司　武庫川女子大学

◎宇田川武久　本館・研究部・教授 齋 藤 　 努　本館・研究部・准教授

（11）基盤研究（B）海外
「欧米の人類学映画・写真に見えるアイヌ文化のイメージについての研究」　
2006 ～ 2008 年度
（研究代表者　内田順子）

１．目　的

　本研究は，アイヌ文化を撮影した欧米の人類学映画・写真について調査 ･収集を行い，写真・映画をもち
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いた欧米の人類学研究において，イメージの複製や引用によって，「アイヌ文化」がどのように再生産され

てきたのかについて考察することを目的とする。

２．今年度の研究計画

　国立スコットランド博物館が所蔵する，ニール・ゴードン・マンローのアイヌ研究関連資料（写真・テキ

スト）のデジタル化を中心に進めていく。

３．今年度の研究経過

　昨年度の調査で，国立スコットランド博物館が所蔵するマンローのアイヌ研究関連資料（写真・テキスト）

の保存状態が良好でなく，デジタル化の作業の前に，保存・修復の措置を講ずる必要があると判断された。

今年度はそれをふまえて，国立スコットランド博物館と当該資料の保存・修復の可能性について協議し，国

立スコットランド博物館側でその措置を講ずることとなった。その結果，2008 年 1月に，当該資料のデジ

タル化を完遂することができた。

　今回デジタル化したテキストの中には，マンローの映画制作に関わるものなど，本館が所蔵するマンロー

による写真・映画を読み解く上で重要な参考資料となるものが含まれており，本科研の成果は，本館共同研

究「マンローコレクション研究－館蔵の写真資料を中心に－」および機構連携研究「アイヌ文化の図像表象

に関する比較研究」にも活かされるものとなる。

３．今年度の研究成果

本年度デジタル化した国立スコットランド博物館資料の概要および目録を，最終年度に報告書としてまと

める予定である。また，本科研と密接に関わりながら進めている機構連携研究「アイヌ文化の図像表象に関

する比較研究－『夷酋列像図』とマンローコレクションのデジタルコンテンツ化の試み－」に関連して，「ア

イヌ文化の図像表象に関する比較研究－『夷酋列像図』とマンローコレクションのデジタルコンテンツ化の

試み－」（佐々木史郎・内田順子（共著），『論壇　人間文化』第 2号所収）を執筆した。また，本科研の成果

を含む報告として，「〈マンロー関係資料デジタル化プロジェクト〉記録を活かすために」（内田順子・貝澤

耕一（共同報告），第 22回北方民族文化シンポジウム，2007 年 11 月 3日～ 4日，於：網走市オホーツク・

文化交流センター）という報告題で成果を公開した。

４．マスコミの取り上げ

　日経新聞　2007 年 7月 7日　「アイヌ研究深まる」

５．研究組織（◎は研究代表者）

手 塚 　 薫　北海道開拓記念館 出利葉浩司　北海道開拓記念館

宮 田 公 佳　本館・研究部・助教　　　　　　　　◎内 田 順 子　本館・研究部・准教授

（12）基盤研究（C）
「高松宮家蔵書群の形成とその性格に関する総合的研究」2005 ～ 2007 年度
（研究代表者　吉岡眞之）

１．目　的

国立歴史民俗博物館所蔵『高松宮家伝来禁裏本』（以下，高松宮本と略称する）は旧有栖川宮家・高松宮家
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に伝来した古典籍群であり，かつては禁裏文庫（天皇家の蔵書群を納めた文庫）の一角を占めていたもので

ある。その内容は（1）近世前期の主として後西・霊元両天皇の宮廷において書写された書籍群（禁裏本），（2）

有栖川家歴代親王の収集した書籍群，に大別される。

本研究においては，高松宮本の個別資料の調査を通じて識語・印記の収集，書物の装丁，表紙の紋様，料

紙の検討などを行い，上記 2種類の書籍群を識別するとともに，特に（1）に関して，近世前期の公家日記の

関連記事を収集することによって，その形成の過程を解明する。また他の宮家，公家，武家などの文庫と高

松宮家蔵書群の関連を追求し，それらの間に形成されていた情報ネットワーク（書籍の貸借，書写，書籍情

報の交換など）についても検討を加える。

以上を通じて，高松宮家蔵書群の形成過程とその性格を解明することを目的とする。

２．今年度の研究計画

今年度は中世後期から近世前期を中心に，禁裏本・高松宮本の形成過程を，公家日記等を利用して研究す

るとともに，武家の文庫を代表する前田育徳会尊経閣文庫の蔵書群を対象として，禁裏・公家文庫との関連

について調査を実施する。

また本研究課題の最終年度に当たり，研究成果報告書を刊行する。

３．今年度の研究経過

　本課題は，①本館の共同研究「『高松宮家伝来禁裏本』の基礎研究（2007 年度から「総合的研究」と改称）」

および②人間文化研究機構連携研究「中世近世の禁裏の蔵書と古典学の研究－高松宮家伝来禁裏本を中心と

して－」と関連させ，両研究課題と相互に補完するものとして実施するという位置付けである。この位置付

けにもとづいて，今年度は①②の研究による収集資料を活用し，禁裏本・高松宮本の形成過程を解明する研

究を実施した。これらの研究成果は研究成果報告書『高松宮蔵書群の形成とその性格に関する総合的研究』

にまとめた。

４．今年度の研究成果

上記①②の研究との連携により，そこで収集された書誌データおよび禁裏本（東山御文庫本）の原本調査

の成果等の活用が容易になり，本研究の主要課題である禁裏本・高松宮本の形成過程の解明が進んだ。

５．研究組織（◎は研究代表者）

井原今朝男　本館・研究部・教授 高 橋 一 樹　本館・研究部・准教授

◎吉 岡 眞 之　本館・研究部・教授 酒 井 茂 幸　本館・外来研究員（研究協力者）

（13）基盤研究（C）
「漢代北方境界領域における地域動態の研究」2005 ～ 2007 年度
（研究代表者　上野 祥史）

１．目　的

現在の中国山西省から内蒙古自治区にかけての地域は，漢代において匈奴などの北方異民族と漢民族の境

界領域であった。この地域は抗争の場であったとともに，両世界をつなぐ物資・情報の伝達ルートでもあっ

た。これまで，漢的世界と非漢的世界の接点として，両世界の変容過程を解明する上で注目されてきたが，
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境界領域に注目した検討は必ずしも十分とはいえないと考えられる。すなわち，この境界領域に存在した地

域および地域集団が，中原を中心とする漢の中核的世界とどのような関係にあり，隣接する非漢的世界とど

のような関係をもっていたのか，二つの視点から検討する必要があると考えられる。本研究では，地理学的

分析，考古学的分析，文献史学的分析を複合させ，歴史地理環境の復原と境界領域社会の諸様相の検討を通

じて，非漢的世界―境界領域―漢的中核世界の関係性を再評価しようするものである。そして，境界領域の

動態研究から，漢代という時代・社会構造の特質に迫るとともに，漢代という個別事象論を超えて，境界領

域がもつ社会的あるいは史的意義の追究へ論を進めたい。

２．今年度の研究計画

今年度は，3ヵ年計画の最終年度にあたり，昨年までの現地調査及びそれに基づいて展開した研究の成果

を集約し，その公開をすることを中心に計画を遂行する。

　まず，2005・2006 年度の現地調査の成果と，昨年の研究会を通じて明らかにしてきたことを対照し，

整理することを一つの目的とする。昨年は，2005 年度の山西省北部地域での，いわゆる「内なる周縁領域」

の現地調査を軸として，その成果をまとめ研究を展開してきたが，今年度は 2006 年度の「外なる周縁領域」

の現地調査の成果を整理し，それに基づいた研究を展開したいと考える。研究会の開催を通じて，これらの

課題に取り組む予定である。

なお，3月に公開研究会を開催することにより，研究成果の公開を図る。これまで共同して現地調査を

おこなってきた，山西省考古研究所所長の宋建忠氏と曁南大学教授の王銀田氏（元山西大学教授）とともに，

調査・研究を総括し，研究成果の公開を図ることとしたい。各自の視点で検討を深めてきた「境界領域」に

おける地域動態の論点は，報告書を刊行し公開することとする。

３．今年度の研究経過

（1）第 1回研究会　　5月   9 日　於学習院大学

（2）国際研究集会　　3月 16日　於国立歴史民俗博物館

　　　上野　祥史「2005・2006 年度山西内蒙古 查报告」

　　　阿子島　功「山西・内蒙古地域の自然地理学的環境」

　　　宋　建　忠「史前時期晋南北方地区考古学文化的交流与融合」

　　　杉本　憲司「漢代北方地域における郡県社会の政治領域」

　　　大川　裕子「漢代晋北地域の地域開発と北方辺境」

　　　王　銀　田「山西漢代城址考察」

　　　上野　祥史「北方境界領域における墓葬資料と地域社会」

４．今年度の研究成果

5 月の研究会を通じて，政治史，環境史，地理学，考古学など各個の視点で進めてきた検討を総合，対照

し，漢代北方境界領域に対する認識を統括した。

3月の国際研究集会では，これまでの議論の共通の基礎となった当該地域の地理環境と城郭資料を提示し

た。これに基づいて，各視点からの検討成果を発表した。自然地理環境と生業適応を整理し，漢代以前の地

域間関係を比較検討した。漢代北方地域の郡県社会の様相やその領域を明らかにし，城郭の立地や交通路に

基づいて漢代の北方開発の様相を検討した。また，城郭資料による北方地域の位置づけと地域社会への接近，

墓と城郭を対照して地域社会の様相を検討した。
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地理環境と城郭に基づいて，中国的世界（漢）から北方境界領域への働きかけを中心に，多角的な視点で

漢代の北方境界領域の地域動態を明らかにすることができた。ことに，生業適応・地域社会の領域・王朝に

よる地域経営を複合した視点は，新たな研究成果として位置付けられよう。政治史，環境史，地理学，考古

学が協同して進めた本研究は，新たな分析方法や研究視点を提示できたと考えている。

５．研究組織（◎は研究代表者，*は研究協力者）

阿子島　功　山形大学人文学部　　　　　　　　　　大 川 裕 子　日本学術振興会特別研究員

杉 本 憲 司　仏教大学文学部　　　　　　　　　　　宋　建　忠　山西省文物考古研究所 *

王　銀　田　曁南大学歴史系 *　　　　　　　　　 ◎上 野 祥 史　本館・研究部・助教

（14）萌芽研究
「画像工学的手法に基づいた歴史像イメージングに関する研究」
2006 ～ 2007 年度
（研究代表者　宮田公佳）

１．目　的

歴史系博物館では様々な歴史資料を展示しており，資料に対する深い理解が得られるように様々な展示手

法が検討されている。来館者に伝達すべき情報は，展示資料に関する詳細情報だけでなく，資料間の関連性や，

展示されずに収蔵庫で管理されている資料の情報など多岐にわたっているが，究極的情報は，「歴史」である。

歴史系博物館では，「歴史」を表象するための構成要素として資料を展示していると考えれば，来館者の方々

が「歴史」を想起することができるか，すなわち「歴史」を可視化することができるかが極めて重要であり，

その実現手法は大きな研究課題となっている。

「歴史」とは，例えば人々の生活の営みの様子であり，実態として存在しているわけではない。しかし，我々

は物品を通して，それに関連した思い出を思い浮かべることができる。物品を手がかりとして思い出を意識

の中で可視化していると考えれば，その拡張として展示資料から「歴史」を可視化することの可能性が示唆

される。本研究では，画像工学におけるイメージング手法とのアナロジに基づいて，歴史という被写体を来

館者の意識の中に結像させるためのイメージングシステムの構築を研究する。この研究成果は画像技術が核

となって，博物館が有する多様な資料から情報を抽出し，調査研究に活用し，さらには展示として社会に還

元されるとともに，その過程で見出された新たな研究課題に取り組むという研究の循環を生み出すことに活

用することができる。

２．今年度の研究計画

今年度は，前年度での研究成果に基づいて，デジタルコンテンツを実際に運用し，その評価結果に基づい

て歴史像イメージングモデルの改善を進めた。以下にその概要を述べる。

（1）プロトタイプ運用による利用者調査の実施

　プロトタイプを実際に運用し，その利用者の所感，操作履歴を解析し，歴史像イメージングモデルの改 

　善およびプロトタイプの改修を行う。この際，国内外の関連施設での検討，実験も併せて実施する。
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（2）既存情報資源の活用とフィードバック

　利用者に伝達すべき情報は展示資料だけではなく，資料解説や関連資料の画像データも必要となる。こ

　れらの情報資源の多くは，既にデータベース等の形態でデジタル化されているため，歴史像イメージング

　モデルにおける入力手段の一つとして取り入れる。これにより，本研究による成果を博物館の有する多種

　多様な情報資源の有効活用への応用性も検討する。

（3）動的コンテンツ生成手法の構築

　コンテンツ利用者の要求は，利用者の事前知識や経験に依存しており，コンテンツを利用する度に変化

　するため，動的にコンテンツを生成するための手法を検討する。表示言語について，多言語化のためのデー

　タ保持方法とその利用方法を検討する。

（4）実証実験

　本研究により提案する手法の効果を実証実験により検証する。

３．今年度の研究経過

基盤共同研究「博物館情報資源の機能的活用手法の検討とその応用に関する研究」と連携した研究活動を

展開した。共同研究では，大局的な問題点を検討し，本研究では画像技術に基づいて，それらの問題点を解

決するとともに，新たな検討課題の提起を行った。

４．今年度の研究成果

博物館情報資源を機能的に活用し，歴史像をイメージングするためのデジタルコンテンツ生成手法の検討

を行い，その検討結果に基づいてコンテンツ生成プログラムを自作した。この生成プログラムには，博物館

情報資源を構成している各種データを外部ファイルの形式で取り込むように設計されており，普遍的なコン

テンツ生成方法への拡張を考慮している。

プロトタイプの運用と利用者調査によって，調査時点におけるコンテンツ要素とその評価の関係は明らか

となるが，その関係の普遍性を検証することは解決困難な課題である。そこで利用者の利用方法に応じて，

生成されるコンテンツが変化する動的なデジタルコンテンツ生成方法の検討も併せて行った。

データベースなどとして公開されている既存の情報資源の活用においては，歴史像イメージングモデルと

それらデータベース等との接続が問題となるが，両者を効率的に連結させるためのデータ保持方法を検討し

た。

デジタルコンテンツの設計においては，例えば操作ボタンはその利用頻度に応じて表示・非常時を自動的

に切り替えるなどの手法も考えられるが，操作ボタンは常に同一ポジションに表示されている方が，利用者

が迷い無くコンテンツを操作できるとも考えられる。利用評価の結果を十分に吟味し，真に利用者にとって

利便性の高いコンテンツを，いかに効率的に生成できるかについて残された研究期間において検証する。

今年度の研究成果は，米国で開催される国際学会「Electronic Imaging」において，口頭発表として採択

された。

５．研究組織

　宮 田 公 佳　本館・研究部・助教　
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（15）若手研究（B）
「戦前地域社会における独自の『軍神』像の形成と機能に関する研究」
2005 ～ 2007 年度
（研究代表者　一ノ瀬俊也）

（16）若手研究（B）
「中国雲南省における少数民族の土地利用と市場経済への適応に関する研究」
2005 ～ 2007 年度
（研究代表者　吉村郊子）

１．目　的

　本研究課題は，中国雲南省南部に暮らす少数民族の土地利用の変遷と現状を，生業や経済・政治的状況の

変化，周辺民族との社会関係，人口変動との関連から実態にそくしてとらえなおし，各少数民族の市場経済

への適応の過程や多様性を明らかにして，さらには同地域における土地利用の特質を把握することを目的と

する。

２．今年度の研究計画

これまでに得た生業や土地利用に関する資料について，引きつづき分析・検討をおこなう。また，それら

の結果を参照しながら，資料調査および現地調査をおこない，資料の補足と収集につとめる。上記から得た

結果をもとに，本研究のまとめをおこなう。

３．今年度の研究経過

昨年に引きつづき，雲南および周辺の少数民族居住地域における生業と世帯経済にかんする資料の分析を

おこなった。さらに国内および中国において補足調査をおこない，上記に関するデータ－とくにローカルマー

ケットと世帯経済のかかわり，およびその変遷に関する資料を収集した。

４．今年度の研究成果

雲南省元陽県では，高度 1300 メートルから 2000 メートル付近にハニ族およびイ族の村が位置している。

彼らはおもにトウモロコシ，ダイズ，イネ，蔬菜類などを栽培している。トウモロコシは主にブタの飼料と

して，その他は主に人の食用として自給的に消費されるほか，余剰分があるときや現金が必要なときには，

適宜，それらを近隣のローカルマーケットにもっていって売っている。

ローカルマーケットは，元陽県においても多数が点在し，それぞれ数日～一週間に一度の割合で開かれて

いた。そこでは，漢族などの商人たちのようにローカルマーケットでの販売を主たる生業としている者のほ

かに，近隣に暮らす少数民族たちがモノを売る姿も多数みられた。前者の商人たちは毎回，衣類や布，日用

雑貨，工具や農具，調味料や加工食品などを大量に販売しており，その販売品目はあまり変化しない。一方，

後者の少数民族の人びとは，自宅近くで栽培している蔬菜類や，ニワトリやカモの卵，ダイズや米など，自

身の自給用食糧の一部や，竈や囲炉裏で燃やす薪から得られた消し炭を集めたもの，手織りの反物などを販

売していた。それらは量も金額も比較的少ない。しかし，定期的な現金収入（給与など）を得ていない多く

の世帯にとっては，そこで得た少額の現金をもとに，自給できない必要なモノ－日用雑貨や調味料，酒・タ



106

バコなどの嗜好品を購入することが多い。すなわちローカルマーケットは，彼らが自給用に栽培している作

物などや日常生活のなかで作成したり得ることができるちょっとしたモノを，必要なときに必要な分だけ

売って手軽に現金を得ることができる場となっており，彼らの日常生活に欠かせないと思われる。日常の衣

食に関しては，そうしたローカルマーケットにおける売買でほぼ不足なく生活できるようにも思われる。す

なわちローカルマーケットは，周辺に点在する村で暮らす多くの少数民族の日常の世帯経済をささえて，そ

れらをつなぐネットワークの中心的な役割を果たしているといえる。

ただし，近年の生活様式や社会状況の変化によって，彼らの暮らしはローカルマーケットにおける売買だ

けでは維持できない場面も増えてきた。たとえば，彼らの家屋は，以前は村の近くで得られる石を切って積

みあげたり植林地から切りだした材を利用して建てられていたが，最近ではレンガや鉄骨など現金で購入し

なければならない材料が多く用いられるようになった。そのために，近年に建て替え・新築された家屋の多

くは，長年－ときには十年以上にわたる出稼ぎによって得た賃金をあてることが多かった。また，少数民族

の村でもテレビやＤＶＤなどが少しずつ普及しはじめているが，そうした高額の電化製品もまた，若い世代

の出稼ぎ賃金によって購入されている。

ローカルマーケットにおける売買が少額かつ短期で完結しうるものであるのに対して，出稼ぎによる現金

収入とそれによる消費は高額かつ長期間にわたるものになる。よって，彼らの世帯経済の長期的な収支や変

遷を把握するためには，今後も長期にわたって調査・研究をすすめる必要があると思われ，その点は今後の

課題となりうると思われる。これらの成果や課題については，本課題終了後も論考にまとめる作業をつづけ

るとともに，今後の研究課題として発展させていきたい。

５．研究組織

吉 村 郊 子　本館・研究部・助教

（17）若手研究（B）
「グローバリゼーションによるホロコースト表象の変容に関する博物館
人類学的研究」2005 ～ 2007 年度
（研究代表者　寺田匡宏）

１．目　的

この研究はホロコーストの記憶の伝え方を博物館人類学の手法で研究しようとするものである。1990 年

代以降，ホロコーストの伝え方については世界的に見て新しい動向が見られる。アメリカでは 1993 年ワシ

ントンに「ホロコースト記念博物館」が開館し，ドイツにおいても 2001 年に「ベルリン･ユダヤ博物館」

が開館した。また，1947 年開設の国立アウシュヴィッツ - ビルケナウ博物館以来の伝統を有するポーラン

ドでも，冷戦崩壊やＥＵ加盟などのグローバル化の進展をうけて 2000 年代に入って新たなホロコースト･

ミュージアムの建設の動きが見られる。ホロコーストの記憶のグローバル化が進んでいると言える。これは

グローバリゼーションによって「負の記憶」や「歴史」の語り方が変化してきた例である。

今回，これらを博物館人類学的手法によって分析し，各博物館の展示の具体像を広く比較し，それぞれの

博物館の思想の相違と影響関係を明らかにする。そして，グローバリゼーション下のホロコースト表象の特
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徴を明らかにしたい。

２．今年度の研究計画

　第１年目は主にポーランドにおける強制・絶滅収容所のメモリアル化・ミュージアム化の実態について調

査し，第２年目は主にドイツにおけるそれについて調査を行ったが，本年は，研究のまとめを行うとともに，

ドイツにおいて補足調査を行う。

３．今年度の研究経過

　研究のまとめのために，蓄積されたデータと前年度までの研究成果を外国における当該分野の研究と比較

を行った。とりわけ，研究開始時点では十分に参照することが出来ていなかったドイツ語圏における研究と

の比較に重点を置いた。その結果，本研究と類似した視点を持つ研究が行われており本研究開始後にもそれ

は現れていること，それらにおいてもやはり 2000 年代以降のホロコーストのミュージアムにおける表象の

あり方が課題となっていることが明らかになった。本研究のそれらの研究に対する独自性は，再現に対する

考え方の違いに関する着目であると思われるが，顕在化してそのようには謳われてはいないがそれらにもほ

ぼ同様の問題意識は共通してもたれているとも思われ，その意味では同時平行的な研究段階にあるとも言え

ることが明らかになった。

　またドイツにおける補足調査においては，ドイツ国立歴史博物館とドイツ国立図書館においてそれぞれ調

査を行った。

４．研究組織

　寺 田 匡 宏　本館・外来研究員

（18）若手研究（B）
「土器付着炭化物を用いた古食性の研究」
2006 ～ 2007 年度
（研究代表者　宮田佳樹）

１．目　的

当時の人間が食料を調理すると，土器の内面には食物起源の “コゲ” が，外面には “スス” が炭化物とし

て付着する。そこで，本研究の目的はこれらの土器付着炭化物の起源を AMS-14C 年代測定，安定同位体分

析（炭素，窒素同位体），ステロール分析などを組み合わせて特定し，先史人の食生活を推定することである。

２．今年度の研究計画

平成 19年度は，主として，以下のテーマに関して研究を行う。

1）琵琶湖周辺の低湿地遺跡における土器付着炭化物の炭素年代測定－内面，外面付着物の年代差－

 　琵琶湖周辺の低湿地遺跡から出土した土器の付着物炭化物の炭素年代測定を行ったところ，内面付着物

が外面付着物よりも数十年古い炭素年代を持つ場合が多いことがわかった。その原因を探るために，内面，

外面付着物の炭素年代測定結果と，AAA処理前後の化学組成を比較する。

2）礼文島浜中２遺跡出土土器のステロール分析と炭素年代測定－土器に残る海獣の痕跡と安定同位体，

　　C/N比を用いた続成作用の評価－
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 　礼文島浜中２遺跡出土土器のステロール分析を行い，付着炭化物が動物性であるのかどうかを検証する。

また，付着炭化物の安定同位体組成と炭素年代測定結果を比較することにより，土器付着炭化物の起源を

推定する。さらに，ＡＡＡ処理前後の化学組成と C/N比を用いて付着炭化物の特徴を詳細に検討する。

３．今年度の研究経過

土器付着炭化物の炭素年代測定と土器編年を組み合わせて，考古年代の変遷を追う学術創成研究に対して，

本研究テーマでは，土器付着炭化物の起源を追求することを目的とする。特に，今年度は，AAA（化学的洗浄）

処理前後の内面，外面付着物の炭素年代と化学組成を検討し，土器が埋没してから出土するまでの土壌によ

る続成作用（二次的な影響）による土器付着炭化物の組成変化とその影響に関して考察した。

1）琵琶湖周辺の低湿地遺跡における土器付着炭化物の炭素年代測定－内面，外面付着物の年代差－

 　琵琶湖周辺の低湿地遺跡から出土した土器の付着物炭化物の炭素年代測定を行ったところ，内面付着物

が外面付着物よりも数十年古い炭素年代を持つ場合が多いことがわかった。原因の一つは，琵琶湖に淡水

リザーバー効果が存在し，その魚介類を煮炊きしたため炭素年代が古く出た可能性が考えられる。これに

関しては，貝の年代測定結果が同時代の炭化材の年代よりも～ 300 年古い炭素年代を示すことから，淡

水リザーバー効果が存在する可能性を示唆した。もう一つは，内面付着物が土器埋没後に土壌などによる

二次的な汚染（続成作用）を受けた可能性が考えられる。

2）礼文島浜中２遺跡出土土器のステロール分析と炭素年代測定－土器に残る海獣の痕跡と安定同位体，

　　C/N比を用いた続成作用の評価－

安定同位体測定の結果により，海獣の油脂が付着していると考えられている浜中２遺跡出土土器付着

炭化物と炉の炭化材の AMS-14C 年代測定を行った。その結果，付着炭化物の年代は，3000BP という炭

化材の年代に比べて，700 ～ 800BP 古く，礼文島近辺の海洋リザーバー効果としては，これまで報告さ

れてきた米田らの値とよく一致した。中でも，海産哺乳類のタンパク質の C/N 比（～６）を示す付着炭化

物（3715 ± 35 BP）は，AAA 処理前後の C/N 比が一定であり，また，その炭素年代も 3730 ± 25BP と

AAA 処理後の年代とよく一致した。したがって，この付着炭化物は海獣オリジナルの炭素年代情報と化

学組成を保持している可能性が高い。一方，それ以外の付着炭化物は，AAA処理後の C/N 比と炭素年代

が変動すること，また，AAA処理後の C/N 比が 10～ 20と大きく，炭素年代も海獣オリジナルの炭素年

代と化学組成を保持している試料よりも～100年程度古い年代を示す。これは，何らかの二次的な作用（続

成作用）により年代が古くなったためかもしれない。

４．今年度の研究成果

研究の成果は，以下の論文，紀要，雑誌，学会，研究会発表で行った。

【論文・雑誌・紀要等】

 1）宮田佳樹，小島孝修，松谷暁子，遠部慎，西本豊弘（2007）西日本最古のキビ－竜ヶ崎Ａ遺跡の土器

付着炭化物，国立歴史民俗博物館研究報告第 137 集，255 ～ 265。

 2）遠部慎，宮田佳樹，小林謙一，松崎浩之，田嶋正憲（2007）炭素 14 年代測定に関するサンプリング

の実践と課題，国立歴史民俗博物館研究報告第 137 集，339 ～ 364。

 3）西本豊弘，三浦圭介，住田雅和，宮田佳樹（2007）「縄文ヒエの年代」，動物考古学　第 24号，pp.85

～ 88。

 4）遠部慎，宮田佳樹，熊谷博志（2007）近畿地方における押型文土器の炭素 14 年代測定，古代学研究
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179 号，37～ 46。

 5）遠部慎，小林謙一，宮田佳樹（2008）近畿地方におけるアカホヤ前後の土器付着物の年代測定－滋賀

県米原市入江内湖遺跡の東海系土器群を中心に，古代文化，第 59巻第 4号，42～ 57。

 6）宮田佳樹，遠部慎，小島孝修（2007）竜ヶ崎Ａ遺跡出土土器付着炭化物の炭素 14年代測定結果（補遺），

滋賀県文化財保護協会研究紀要第 20号，1～ 8。

 7）遠部慎，宮田佳樹（2008）大分県九重町拓郷遺跡出土試料の 14C 年代測定，九重町歴史資料館年報。

遠部慎，小林健一，宮田佳樹，植田弥生（2008）コメント　年代測定における同定作業－炭化材を中心に－，

縄文集落の新地平。

8）遠部慎，宮田佳樹（2007）貝層展示の活用と歴史系博物館，歴史評論第 683 号，71～ 72。

9）宮田佳樹（2007）西日本最古のキビ，総合誌 “歴博” 143 号 7月号，21。

【学会・研究会発表等】

 1）宮田佳樹，遠部慎，坂本稔，今村峯雄（2008）低湿地遺跡における土器付着炭化物の炭素年代測定－

内面，外面付着物の年代差と続成作用，淡水リザーバー効果の検討－，2007 年度名古屋大学年代測定総

合研究センターシンポジウム，名古屋。

 2）Miyata, Y., Horiuchi, A., Paleo Labo AMS Dating Group and Nishimoto, T. （2007） Sterol analysis 

and chronological study of pottery excavated from the site of Hamanaka 2, Rebun Island, Hokkaido, 

International Symposium on Quaternary Environmental Changes and Humans in Asia and the Western 

Pacifi c.

 3）Miyata, Y., Onbe, S., Sakamoto, M. and Imamura, M. （2007） Radiocarbon dating of carbonized 

material adhering to pottery － The difference of Carbon-14 age between inside and outside pottery in 

swale archaeological site, 2nd East Asian symposium on accelerator mass spectrometry.

 4）Onbe, S., Miyata, Y, Kobayashi, K. （2007） Study on Jomon pottery by AMS radiocarbon dating in the 

western Japan, 2nd East Asian symposium on accelerator mass spectrometry.

 5）Imamura, M., Sakamoto, M., Fujio, K., Kobayashi, M., Ozaki, H., Miyata, Y. （2007） Present status of the 

Yayoi chronology project ‒Origin and spread of wet-rice agriculture in Japanese archipelago, 2nd East 

Asian symposium on accelerator mass spectrometry.

 6）宮田佳樹，遠部慎，坂本稔，今村峯雄（2007）土器付着炭化物の AMS-14C 年代測定－低湿地遺跡で観

測される付着炭化物の内面と外面の年代差についての検討－，日本第四紀学会，神戸。

 7）遠部慎，宮田佳樹，熊谷博史，植田弥生，若松挙史，米田穣（2007）瀬戸内海縄文時代早期貝塚の炭

素 14年代測定－岡山県瀬戸内市黄島貝塚を中心に－，日本第四紀学会，神戸。

 8）宮田佳樹，堀内晶子，パレオ・ラボ AMS年代測定グループ，西本豊弘（2007）礼文島浜中２遺跡出土

土器のステロール分析と年代測定－土器に残された海獣の痕跡，C/N比を用いた炭素年代学的研究－，有

機地球化学会金沢シンポジウム，金沢。

 9）宮田佳樹，堀内晶子，パレオ・ラボ AMS年代測定グループ，西本豊弘（2007）礼文島浜中２遺跡出土

土器のステロール分析－土器に残された海獣の痕跡と年代学的研究，日本文化財科学会，奈良。

 10）遠部慎，宮田佳樹，小林謙一（2007）九州地方における縄文時代前半期の炭素 14年代測定，日本文

化財科学会，奈良。
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 11）堀内晶子，森山英範，宮田佳樹（2007）実験製塩土器に吸着されたステロール類の研究，日本文化財

科学会，奈良。

 12）住田雅和，西本豊弘，宮田佳樹，三浦圭介（2007）縄文ヒエの年代と形態について，日本文化財科学

会，奈良。

 13）小林謙一，遠部慎，坂本稔，宮田佳樹，松崎浩之，村本周三（2007）14C 年代測定を利用した縄文住

居埋没過程の復元，日本文化財科学会，奈良。

 14）坂本 稔，今村峯雄，藤尾慎一郎，小林謙一，宮田佳樹（2007）安定同位体による土器付着物の由来

の検討，日本考古学協会，東京。

５．マスコミの取りあげ

　朝日新聞朝刊　2007 年 10 月 11日「種まく縄文人　痕跡続々」

６．研究組織

　宮 田 佳 樹　本館・研究部・科研費支援研究員

（19）若手研究（B）
 「古代日本における雅楽奏舞と儀式の関連およびその展開についての研究」
 2006 ～ 2008 年度　
（研究代表者　廣瀬千晃）

１．目　的

　日本の雅楽は，古代において諸外来楽を整理吸収し日本的に改変されてきたもので，平安中期に完成した

形態は現在でも変わらないと一般に理解されている。しかし，この理解は必ずしも学術的な研究成果に基づ

いた理解ではないと言える。そこで，古代日本における雅楽を主に関連諸史料や伝承などの分析を通して，

古代日本における雅楽の実像を，とくに儀式と奏舞の関係に注目して明らかにしようと試みるものである。

２．今年度の研究計画

　①古代日本において雅楽が宮廷諸儀式の場でさかんに奏された様子を記録類（貴族達の日記）中心に収集

　すること。

　②収集した記録類史料に基づき，儀式と奏舞の関連を解明するための年表作成を行うこと。

　③また，この作成している年表を客観的な分析のできる奏舞記録としてデータ化していくこと。

　④雅楽奏舞と儀式の関係の分析をすること。

３．今年度の研究経過

　今年度の研究経過としては，昨年度に引き続き，関連記録類の調査収集を行っている。また，これらの史

料をもとに奏舞年表も継続して作成している。そして，これら奏舞と儀式に関する年表をデータ化している。

これら 3つの作業は，本研究上の大きな柱として来年度も継続して行っていく予定である。

　また，収集を進めている史料を，今までの自身の研究内容に反映させ，「抜頭」奏舞と儀式の関係を再検

討した。これによって，抜頭奏舞が 11世紀後半より変遷していくというのが，単に院政期と無縁ではない

のではないかとの認識から，院政を始めた白河上皇の働きかけがあった可能性があろうと考えるようになっ
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た。この内容については，歴博『研究報告』に「古代の抜頭」と題して投稿している。また，平安時代中期

に限定した儀式と奏舞の特徴を「平安中期の儀式と音楽」と題して芸能史研究会に投稿している。

　本年度の調査は，奈良国立博物館で行われた「正倉院展」の開催にあわせて，奈良に足を運んで行った。

とくに，今回出品された「墨絵弾弓」は，古代日本および唐代の音楽・楽舞の形態や様子を伝えるものとし

て，自身の雅楽研究では大変注目してきたものである。これを間近に見学できたことは大変な収穫であった。

この弾弓調査にあわせ古代日本で舞楽が奏されていた遺跡や寺院を訪ねた。平城京跡，大安寺，元興寺，薬

師寺，東大寺，興福寺，氷室社などを巡り，出土遺物から雅楽奏舞の痕跡を求め，位置関係の把握，関連資

料の調査を行った。本研究では，記録類を中心に関連史料を博捜してきたが，木簡や曼荼羅絵図などからも

雅楽が奏されていることが確認され，今後の研究の糧として大いに参考になった。

　今後とも学会発表や論文として，研究成果を発表していくとともに，最終年度には研究内容を研究成果書

としてまとめて公表する予定である。

４. 今年度の研究成果

　「古代の抜頭」（歴博『研究報告』に投稿中）

　「平安中期の儀式と音楽」（芸能史研究会『芸能史研究』に投稿中）

５．研究組織

　廣 瀬 千 晃　本館・外来研究員

（20）若手研究（B）
「中国西域およびアジア東辺地域出土馬具の比較研究」
2006 ～ 2007 年度
（研究代表者　中條（藤井）英樹）

１．目　的

　近年の 3世紀から 7世紀における東アジア出土馬具に関する研究は，日本列島のみならず，中国東北地

方や韓国から多くの新資料が発掘されたため，それらの系譜関係の整理をおこない当時の国際交流に言及す

るなど活発な議論・研究が展開されている。馬具系譜関係の研究においては出土資料の綿密な観察にもとづ

いた構造の把握が最重要課題である。しかし，通常は腐朽してしまう有機物部分が良好に残存する中国西域

の新疆ウイグル自治区出土馬具のように，日本列島も含めたアジア東辺地域出土馬具の構造を考察するうえ

で非常に参考になる馬具が出土しているにもかかわらず，いまだ当該地域出土馬具の構造把握，資料の実態・

集成は不十分と言わざるを得ない。

　そこで，中国西域の新疆ウイグル自治区や内蒙古自治区出土の馬具の資料集成・調査・報告をおこなうこ

とを第 1の目的として研究をおこなう。そして同時に日本列島の古墳時代に併行する時期でかつ有機物が

明瞭に残存する資料を中心に調査をおこない，日本列島や韓国・中国東北地方出土馬具の構造を復原するこ

とを第 2の目的として研究をおこないたい。

２．今年度の研究計画

 ①年間を通して新疆ウイグル自治区および内蒙古自治区の馬具集成をおこなう。馬具集成データベースは
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購入予定のパーソナルコンピューターおよびソフトウェアで作成する。

 ②冬季に中国東北地方，韓国，日本国内において資料調査をおこなう。日本国内は 3箇所程度，中国・

韓国はともに年 1回の調査をおこなう（日本国内は随時。海外は 2～ 3月を予定）。資料調査においては

余裕のある日数を取り，可能な限り観察，実測図作図，写真撮影等をおこなう。

 ③調査すべき重要な資料を本年度の資料調査で見落としていないかを，国内外の文献を収集して補う。ま

た，国内外の研究者と連絡を密にとり，情報収集に余念がないように常に配慮する。

④年度内に，本年度調査の成果の一部を論文として公表する。

３．今年度の研究経過

　全期間にわたって，中国西域地域出土馬具集成データの追加・編集作業をおこなう。

　国内では，2007 年 12 月に大阪，2008 年 3月初旬に静岡・愛知にて馬事文化関連の資料調査をおこなっ

た。

　国外では，2008 年 2月末に大韓民国，3月に中国にて資料調査をおこなった。

４．今年度の研究成果

年間を通じて中国西域地域出土馬具集成データの追加および編集作業をおこなった。その成果の一部は

2008 年 6月頃に論文等で刊行する予定である。

また，2007 年 12 月 4日から 6日に大阪で，2008 年 3月 4日から 7日にかけて静岡・愛知にてアジア

東辺地域に位置づけられる日本出土の馬事文化関連資料の調査・見学をおこなった。

海外では，2008 年 2月 18 日～ 24日にかけて大韓民国・釜山を中心に馬事文化関連資料の調査・見学，

3月 10日～ 20日にかけて中国の北京・南京・広州にて調査・見学をおこなった。

本年度で研究期間が終了するが，昨年度執筆した 2編の論文と合わせて 2年間の総合的成果報告を 2008

年度に論文等で報告する予定である。

５．研究組織

中條（藤井）英樹　本館・機関研究員　　　　　　　　　　

（21）若手研究（B）
「酒造出稼ぎ人の後継者問題と技術継承」2006 ～ 2008 年度
（研究代表者　青木隆浩）

１．目　的

　近年，酒造出稼ぎ人がとくに新潟県で急速に減少している。そこで，これまで越後杜氏を数多く採用して

きた関東地方の酒造家は，酒造りの担い手を家族と地元労働力に求めるようになっている。これによって，

従前の蔵人制度による酒造技術の継承は困難になり，家族と地元労働力による酒造りは勤務体制を大きく変

更させるに至っている。

　そこで，本研究では酒造出稼ぎ人が減少した原因と，その結果として酒造家が酒造りを続けていく上での

諸問題を追究していく。なかでも，越後杜氏と南部杜氏，家族と地元労働力による酒造りの比較研究に重点

をおく。
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２．今年度の研究目的・計画

2007 年度は，まず 2006 年度に続いて越後杜氏の出身地と出稼ぎ先に関するデータを収集・整理し，か

つ史料調査によって技術指導や講習会，品評会の歴史的変化について分析を進めていく。史料調査について

は，前年度と同様に入間市博物館所蔵の友野家文書と上越市所蔵の故坂口謹一郎氏収集資料を中心に閲覧・

分析を進めていく予定であるが，他の酒造家数軒にも調査したい史料があるため，余裕があればそちらにも

着手する。加えて，酒造技術とその普及方法の変化を調べるため，組合史や社史，技術指導書，業界誌の購

入を昨年度と同様に続けていく。

また，酒造家に対する昨年度の聞きとり調査でわかったことであるが，最近の埼玉県と栃木県の酒造家と

酒造組合は，酒造りの講習会や研究会，酒造米の生産などについていくつもの組織をつくっている。それぞ

れの組織における構成メンバーは少しずつ異なっており，酒造家は自らの経営方針や労働力編成によって組

織を取捨選択している。これらの講習会や研究会の効果はすでに出ているようであり，その内容について，

あらためて酒造家や酒造組合への聞き取り調査をしていきたい。

そして重要なのは，家族と地元の労働力のみで酒造りをする酒造家が増えたことにより，杜氏に頼ってい

たころよりも酒造技術と酒質の多様化が進みつつあることである。実のところ，家族と地元労働力のみの酒

造りが開始された 10年ほど前は，杜氏の技術をすべて習得することが困難なため，酒質の幅が狭まると言

われていた。しかし，現実は逆の方向に進んでいる。たいへん興味深い事実が明らかになってきたので，こ

の原因について，これから詳細な調査を進めていきたい。

さらに，時間的な余裕があれば，酒造出稼ぎ地帯の『農業集落カード』や『土地利用図』，ハローワーク

で作成している出稼ぎ関連資料を収集し，本研究課題の基礎資料としたい。

３．今年度の研究経過

　今年度は，まず近現代における酒造技術の指導体制が，その後の技術普及にどのような影響を与えたか調

べるため，酒造技術に関する書籍・史料を比較分析した。全国と都道府県レベルのマクロな分析には，近代

以降に発行された技術指導書の古本と上越市所蔵『故坂口謹一郎氏収集資料』を用いた。産地内や個別経営

の単位での調査は，おもに埼玉県入間市博物館所蔵の『友野家文書』を用いて進めた。

　また，現代における酒造りの技術継承については，酒造家と酒造組合に対して聞き取り調査をおこなった。

近年は酒造米の契約栽培が各地で普及しつつあるが，その背景にある農家側の事情についても調べることが

できた。

４．今年度の研究成果

　青木隆浩「薩埵先生の飲んだ日本酒を考える－明治時代における酒造技術の改良と産地間競争－」，法政

大学イノベーション・マネジメント研究センターワーキングペーパーシリーズNo.46，2007 年 11 月 12日，

28頁。

５．研究組織

　青 木 隆 浩　本館・研究部・助教
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（22）若手研究（B）
「近代化過程における遺影の展開と死生観の変容に関する民俗学的調査研究」
2006 ～ 2008 年度
（研究代表者　山田慎也）

１．目　的

本研究では，遺影の扱われ方の変遷を通して，近代における戦死者祭祀が，一般の人々の葬制に影響を与

え，死生観の変容をもたらしたことについて分析を行う。

すでに平成 15年度科研費若手研究Ｂ「国民国家形成と遺影の成立に関する民俗学的研究」において，岩

手県中央部における近世末の絵額奉納習俗が明治期以降の国民国家形成過程の影響を受け，遺影奉納に変化

したことについて明らかにしてきた。この研究の調査過程で，絵額奉納習俗がある岩手県中央部以外にも，

遺影を奉納する地域がかなり広い範囲で分布していたことが判明した。そして遺影の成立は絵額の奉納習俗

の有無に関わらず，夭折や事故死の異常死の祭祀に関連して，生じてきた可能性が考えられるのである。

そこで岩手県を中心に，絵額奉納などの習俗がない地域における遺影の奉納習俗をとりあげ，遺影が奉納

された死者の性格を検討し，その使用の目的の変遷を明らかにすることで，遺影の成立が国家形成の影響を

指摘できるだけでなく，さらに，死の意味づけの変容，つまり，近代化の中で死後の存在を前提に安楽を祈

ることから，人生の決算と生の顕彰におおきく関心が移行していることについて分析することを目的として

いる。それによって葬送儀礼をはじめと現代の人々にとって，死のとらえ方の世俗化現象を検証することに

なる。

２．今年度の研究計画

この調査は岩手県の広い範囲でみられる遺影の奉納習俗を取り上げ，奉納された遺影の調査と関係する死

者祭祀などを聞き取り調査をおこなう。あわせて他地域の動向を把握し，葬制と写真に関係する資料を収集

し，全国的な遺影の傾向を把握する。

県下に文化的にある程度のまとまりを持つ地域の中で，遺影の奉納習俗が現在でも行われている寺院を選

び出し，その寺院の遺影の悉皆調査を中心に，その地域の葬制，なかでも一般の死者の葬制や供養法と異常

死者，つまり事故死，子供，青年の死，産褥死，自殺や他殺などの死者の葬制や供養法に留意して調査を進

める。

１　岩手県南部地域，沿岸部の釜石市を中心とした地域

　　　　　　　　　　内陸部の一関市，江刺市を中心とした地域

　　遺影に関する現地調査（旅費）（カメラなど調査器具）

　　　・遺影奉納の聞き取り調査と調査依頼

　　　・寺院における遺影の悉皆調査

　　　　　遺影を納めた死者の死亡年月日，奉納年，死因（可能なレベルにおいて），戒名（贈号など特別

　　　　　な供養をしているか），その他の奉納物

　　　　　必要に応じて寺院の許可を得て過去帳等も調査を行う

　　　・地域の葬制と供養法　とくに一般の死者と異常死者についての葬制
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２　遺影に関する資料調査（葬制写真資料）

　遺影の使用に関する文献や写真資料，葬儀自体を写真にとってアルバムや絵はがき，写真マットとして

　使用する慣習があるが，こうした葬制と写真との関連をうかがわせる資料を収集分析することで，全国的

　な遺影の傾向を把握し，近代における写真の位置づけを検討する。

３　岩手県以外の葬制と遺影の調査

　他地域の様々な動向を把握するため

４　岩手県北部地域の補足調査

３．経　過

１）岩手県南部地域の遺影に関する現地調査

・岩手県江刺市，釜石市などの南部地域における寺院の遺影奉納習俗の調査

 　南部の江刺市，釜石市などの地域では，ほぼ遺影の奉納は行われておらず，また寺院でも調査の回答を

いただいた寺院ではほとんどが外してしまっていることが判明した。又取り外した額はそれぞれの檀家に

返すことが多く，檀家も家に遺影を飾るようになってきたことがわかった。

・北上市染黒寺の遺影や絵額の悉皆調査

 　写真や絵額の奉納者が，学校の同級生や会社の同僚，地域集団のメンバーなどで有ることの分析を進め

ている。さらに追悼の俳句についての解析もおこなっている。また子供の場合，亡くなった後に写真を撮っ

て奉納していることが分かった。

２）遺影に関する資料調査

　昨年度にひきつづき，葬儀のアルバムの収集整理を行っている。またアルバムに関連して葬儀行列の絵

　巻の調査も進めている。

３）岩手県以外の葬制と遺影の調査

　初盆や新盆における盆棚と遺影の位置づけについては，千葉県北総地方，静岡県遠州地方の調査を行っ

　た。現在では盆棚は，葬儀祭壇のような形式になっており，そこには位牌とともに遺影が祀られている。

４．成　果

　2007年9月16日立正大学にて行われた日本宗教学会第66回学術大会においてパネル「死と死者の表象」

において「近代における葬儀写真集と肖像」と題して報告を行った。そこでは葬儀写真集とその中における

遺影の位置づけについて検討し，明治期には生前の撮影年を記載していたが，大正期になると，撮影時を記

載しなくなっていき，死者の表象として位置づけられている点について指摘した。またひきつづいて，野田

村海蔵院，北上染黒寺における遺影や絵額の悉皆調査資料の分析を行っている。また大阪公益社の葬儀祭壇

カタログも続いており，論文の準備をしている。

５．研究組織

　山 田 慎 也　本館・研究部・准教授　
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（23）若手研究（B）
「世界文化遺産厳島神社における災害と防災及び維持活動に関する史的研究」
2006 ～ 2008 年度
（研究代表者　山田岳晴）

１．目　的

世界文化遺産，国宝，特別名勝，特別史跡，天然記念物，国立公園と幾重にも登録・指定されている宮島・

厳島神社は，自然を巧みに生かした日本を代表する文化財である。その厳島神社は，台風などによって，能

舞台の倒壊，平舞台・楽房の流失など幾度も暴風・高潮の災害を受けてきた。また，土石流災害も度々発生

している。高潮に関しては台風時に限らず，通常の大潮時に最近では水没することも多く，自然からの災害

に絶えずさいなまれてきた。現在，そうした災害に対して，伝統文化と自然との調和を損なう防災・維持方

法が検討課題とされつつある。

本研究は，900 年近くも文化財の根本的な価値である伝統文化と自然とが共存し続けている厳島神社に

おいて，社殿群の保全がどのように図られてきたかという点に注目し，建築史学の立場から，災害に対して

の防災に関する建築技法と建築の維持活動について調査し，自然との共存の関係のなかで生ずる災害である

ことを視野に入れながら，分析を試みるものである。明らかにしようとしている課題は，厳島神社における

災害とその内容についての具体的な事例分析，どのように災害から免れ，災害を許容できる範囲に縮小させ

るかなどの防災に関する伝統的技法についての分析，社殿を維持しつづけるための活動に関する分析である。

それらを通じて，伝統文化と自然との調和によってもたらされた，文化財の防災及び維持活動に関する伝統

的，実効的な知識を見いだし，総合的に有益な文化財建造物の技法や維持について建築史学的に提示しよう

とするものである。

２．今年度の研究計画

平成 19年度は，本研究の学術的特色である文献史料と建造物本体を総合的に用いた検証の基礎資料の収

集の継続と関連資料の収集を目的とした。まず厳島神社における災害と防災及び維持活動について文献史料

の収集作業を行うとともに，災害に対する当時の対処法等に関する文献資料の収集を行う。また，文化財建

造物がどのように維持されてきているかについて類例を選定し実地調査により資料の収集作業を行う。具体

的には営繕書類・大願寺文書など厳島神社に関する現場記録などの文献史料を対象とする補完調査・撮影及

び災害に関する当時の文献史料の調査・撮影，社寺などの災害と防災及び維持活動に関する文化財建造物の

類例調査，収集した資料の整理及び分析を計画した。

３．今年度の研究経過

　文献史料調査，類例資料実地調査は６月，8月，12月，1月に７回実施した。

　　厳島神社に関する史料・建造物調査〔厳島神社・広島大学など〕

　　瀬戸内海の国宝・世界遺産の類例調査〔姫路城〕

　　琵琶湖周辺の湖岸地域の類例調査〔都久夫須麻神社など〕

　　広島県地方の類例調査〔広島東照宮など〕

　　災害に関する史料調査〔国立天文台〕
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４．今年度の研究成果

平成 19年度の文献史料調査及び類例資料実地調査によって，文献史料調査においては厳島神社の未刊行

の文書を確認した。それら文献史料により，厳島神社においては突発的な災害以外にも維持活動が必要であっ

たことが確認された。明治以降に書かれた営繕書類には修繕願や修繕の図などが多く確認され，造営当初か

ら日常の維持活動は，海に建つ厳島神社にとって重要であったことが明らかとなった。次に，厳島神社に採

用された本殿内の玉殿安置形式は，安芸国に広く分布しているものであり，それらに関する調査・分析も行っ

た。玉殿と防災や維持活動の関係についての一例として，玉殿には複数部材を一木で造り出す一木造出技法

を有しているものが多いことを確認した。これについては，小規模建築である玉殿を精巧に作り上げると同

時に，非常時の玉殿の移動も考慮した可能性が指摘できる。さらに，建築物の維持活動に関して，広島県内

の中世からの港町である鞆町の小規模町家について，隣接密集する場合の戸境の処理方法などを調査し，当

時の建築技法上の特徴を分析した。来年度も文献史料調査及び類例資料実地調査とともにそれらの分析を進

め，文化財建造物の技法や維持についてさらに詳しく解明していく予定である。

本年度に関する研究成果の一部については，学会において発表し，梗概集などにその概要について掲載し

たので，以下に挙げる。

 　山田岳晴「安芸国の玉殿に見られる建築的特質」中国四国歴史学地理学協会大会，平成 19年 6月

　 山田岳晴「安芸国の中世神社玉殿における一木造出の特質」『日本建築学会大会学術講演梗概集』，平成

19年 8月

　山田岳晴「広島県福山市鞆町の小規模町家に関する考察」広島史学研究会大会，平成 19年 10月

　研究成果については，今後とも学会発表や論文として公表するとともに，来年度には調査研究報告書とし

て成果をまとめ公表する予定である。

５．研究組織

　山 田 岳 晴　本館・外来研究員

（24）若手研究（スタートアップ）
 「占領期日本における生活物資の闇取引に関わる民衆生活と政治過程の相関に
関する研究」 2006 ～ 2007 年度
（研究代表者　原山浩介）

１．目　的

　本研究は，いわゆる「戦後闇市」と，生活物資の「闇取引」を題材として，そこに立ち現れる民衆生活世

界と，それを抜きがたく規定する行政動向との相互関係を明らかにしようとするものである。

　一般的に戦後の「闇市」や「闇取引」は，行政による統治の網の目をかいくぐって成立したもの，ともす

ると裏社会のものとして理解される。こうした理解は，「闇市」「闇取引」の性格を一面で言い当てているも

のの，しかしあくまでも一面的な理解に過ぎない。

　というのも，こうした理解においては，例えば，政府の「物価通貨対策委員会」において，物資・物価の

統制がそもそも戦時中から破綻していたという事実に鑑み，統制を撤廃することで，当時としては違法状態
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であった露天商を合法的な存在として追認することが検討されたこと，あるいはまた，闇市を閉鎖するので

はなく，むしろ一定の秩序をもたらす目的で，市場の運営に介入していった例が見られたことなどが，見落

とされていると言わざるを得ない。

　また，物資の需給が安定化してきた 1947 年から 1948 年にかけて，大都市を中心に，粗悪品や闇価格を

追放・撲滅しようとする，婦人を中心とした運動が生起する。しかしそれらが実は物価庁や GHQ／ SCAP

の要請と支援を受けて成立した一種の政治的 PRという一面があったことは看過されており，このことは，

一般的な市民の要求が「闇市」「闇物価」に対立的であったとの認識をもたらしながら，上記の一面的な理

解を補強するものとなっている。

　これらの事実が看過されがちな背景には，占領期の日本政府，ならびに GHQ／ SCAP の政策をめぐる研

究動向がある。当時の政治機構や，法整備に関わるようなマクロな政治史についての研究蓄積はかなり進ん

でいるが，その一方で，人びとの日常生活に直接的に関わるような行政動向，指令などについては十分な研

究蓄積が為されていない。

　こうした研究状況は，生活史をベースに展示している当館において，現代史展示を構築していこうとする

際にも，大きな問題となる。本研究では，占領期の民衆生活をめぐる研究のこれら難点を補うべく，「闇市」

「闇取引」をめぐり，民衆生活の実態と政治過程の双方を見渡し，両者の相関を分析するものである。

２．今年度の研究計画

　本研究では，生活史に関する調査，行政文書調査，ならびに市民運動に関する調査を実施している。

　今年度は，このうちもっとも進行が遅れている行政文書の調査を中心に進めることにする。

　具体的には，下記の手順で調査を進める。

　①　闇市や闇取引に対する，日本政府及び GHQ／ SCAP の対応の推移を，公文書の分析を通じて解明する。

　　　→ここでは主として，国立公文書館に所蔵される資料，ならびに GHQ／ SCAP 文書の分析を行う。

　②　京阪神における，自治体レベルの「闇市」「闇取引」に関する政策を，公文書などの分析から明らか

　　　にする。

　③　新聞をはじめとする各種メディアの分析を通じて，行政の動向が一般にどのように伝えられたのかを

　　　明らかにする。

　　　→ここでは新聞のみならず，プランゲ文庫を活用し，業界紙など幅広いメディアの分析を行う。

また，闇市・闇取引の撲滅を目指す市民運動をめぐっては，占領期においては，産別会議や総同盟との関

わりが，特に大阪においてみられたことがわかっている。したがって本年度は，これら労働運動との関わり

を視野に入れながら，資料収集を進める。

３．今年度の研究経過

　闇市や闇取引をめぐる行政の動向のうち，自治体レベルの取締りに関する資料を発掘することができた。

現場で取締りに当たる警察官等においては，物資の流通不全から闇取引を完全に排除し得ない状況と，日々

の生活の糧を得るために闇売り／闇買いせざるを得ない人びとの存在に考慮し，過剰な取締りを行わないこ

と，「小闇」（小規模な闇取引）をいたずらに摘発しないことが，文書として指示されていた。

　こうした事情は，そもそも闇市に対する厳しい取締りが，アメリカ合衆国等からの食料援助の前提として

GHQ／ SCAP サイドから要求されたものであったこと，しかしながら現実の経済状況はそうした取締りを

貫徹できる条件にないことの，矛盾を体現している。この矛盾は，GHQ／ SCAP や物価庁が打ち出す方針と，
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現場レベルの対応との矛盾に他ならない。

　本研究においては，この構造をより具体的に，資料を以て提示することにある。そのためには，GHQ／

SCAP の，闇取引や市民運動に対する介入に関わる具体的な指令等を詳細に検討する必要がある。今年度は，

GHQ／ SCAP 文書を中心とする行政資料に関わる調査を精力的に進めた。しかしながらそれら文書は膨大

な量があり，とりわけ GHQ／ SCAP 文書には適切なインデックスが存在しているわけではなく，この資料

の整理に相当の時間が必要となった。

４．今年度の研究成果

本年度の成果は，昨年度の作業を継承しながら，生活史の文脈における闇市・闇取引の再把握と，GHQ

／ SCAP の動向，ならびに自治体の動向を資料に即して突き合わせながら，立体的な闇市・闇取引像を構築

できたという点に尽きる。そしてそのなかに，労働組合や消費者運動の動向を盛り込んだことにより，初期

の戦後民主主義の性格について，行政との関わりからこれを描き出すことができた。

ただ，前項で示したとおり，とりわけ GHQ／ SCAP 側の動向は，整理できた資料を中心としてとりまと

めることとなった。資料の補強は今後とも逐次行っていくことになる。本年度の研究の結果，そうした今後

の作業のための骨組みを，資料に即して提示するという段階に至った。こうした基本となる作業は，これま

でほとんど為されていなかったものであり，意義の大きい成果であると考えられる。

５．研究組織

　原 山 浩 介 本館・研究部・助教

（25）特別研究員奨励費
 「宮内庁書陵部蔵御所本を主対象とした近世禁裏仙洞における歌書の書写史・
蔵書史の研究」2005 ～ 2007 年度
（研究代表者　酒井茂幸）

１．目　的

17 世紀後半から 18世紀にかけ禁裏･仙洞において書写された，古代･中世の和歌関連資料について，当

時の公家日記や古歌書目録類を援用して全体像を把握し，天皇家・宮家における ｢古典籍群 ｣の集積と伝来

の実相を，中近世の文化史の一領域として叙述する。

２．今年度の研究計画

　宮内庁書陵部や国立歴史民俗博物館に所蔵される，17世紀後半以降の禁裏本の和歌資料の書誌データー

は昨年度までの 2年間でかなり蓄積された。本年度は，『葉室頼業記』･『（近衛）基熙公記』･『勧慶日記』

などの当時の公家日記の精査に重点を置き，禁裏文庫の形成史を文学資料の方面から明らかにする。さらに，

江戸時代の禁裏･仙洞における歌学書や物語文学，及びその注釈書の書写活動を，天皇家の古典学の基盤と

位置付け，後陽成院から霊元院に至る歴代天皇の古典研究の経緯や背景を跡付ける。

３．今年度の研究経過

　本研究課題は，国立歴史民俗博物館共同研究（基盤研究 B）｢『高松宮家伝来禁裏本（以下 ｢高松宮本 ｣と

略称）』の基礎研究 ｣及び人間文化研究機構連携研究 ｢中世近世の禁裏の蔵書と古典学の研究－高松宮家伝
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来禁裏本を中心として－ ｣と研究目的や対象が深く関わる。高松宮本の枢要は，上皇たる後西院･霊元院か

ら有栖川宮幸仁親王･職仁親王にそれぞれ遺物拝領（形見分け）された古典籍である。後西院の段階で下賜さ

れた蔵書に，後陽成院･御水尾院所持の古写本が多く含まれていることを連携研究における討議を通じて確

認し得た。また，高松宮本の書誌データーの集約には，共同研究の成果に負うところが大きい。

　なお，前掲の口絵図版は，歴博蔵の高松宮本･後陽成天皇宸翰『倭歌方輿勝覧』である。

４．今年度の研究成果

　【論文】

　｢後水尾天皇の歌書の書写活動と禁裏文庫 ｣（『研究と資料』第 58輯，平 19 ･ 12）

　｢宮内庁書陵部蔵桂宮本『歌書目録』－翻刻と解題 ｣（『人間文化研究機構連携研究 ｢中世近世の禁裏の蔵

　   書と古典学の研究－高松宮家伝来禁裏本を中心として－ ｣研究調査報告Ⅱ』平 20 ･ 3）

　｢類句和歌集－その成立と意義 ｣（『中世文学の回廊』〈勉誠出版，平 20 ･ 3〉所収）

　 ｢ 後陽成天皇の収書活動について－文学関係資料を中心に－ ｣（『国立歴史民俗博物館研究報告』第 139 輯，

平 20 ･ 3）

５．研究組織

　酒 井 茂 幸 本館・外来研究員

（26）特別研究員奨励費
「日本古代における『文書主義』の導入と，その展開過程」
2006 ～ 2008 年度
（研究代表者　渡辺　滋）

１．目　的

　日本古代の文書行政システムの特質を検討することで，日本社会における文字利用の特質などを析出する。

２．今年度の研究計画

　前年度の成果を踏まえ，引き続き日本古代の文字資料の検討を進める。そのため，これまで同様に研究拠

点「国立歴史民俗博物館」所蔵の古代資料を中心に現物調査を行う。また，海外における文字利用のあり方

との比較対象を進める。

３．今年度の研究経過

　日本古代における文字資料の検討に関しては，文書・典籍だけでなく出土文字資料までを視野に入れ，積

極的に検討を進めてきた。また，中国・韓国などへの実地調査などによって，諸外国における典籍・文書の

扱われ方なども，具体的に確認することが出来た。

４．今年度の研究成果

・ 「『執政所抄』の成立と伝来－院政期の家政運営マニュアルの実態－」『禁裏公家文庫研究』3，2008 年

冬

・「石川省斎による『令集解』版行とその歴史的意義」『古代学研究所紀要』6，2008 年 1月

・「日本古代における中国口語の受容と展開」『訓点語と訓点資料』120，2008 年 3月
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・「日本古代における中国口語の受容と展開」訓点語学会（東京大学山上会館），2007 年 10 月（口頭発表）

５．研究組織

　渡 辺 　 滋　本館・外来研究員

［その他の外部資金］

受託研究　「文化財測定用携帯型ラマンイメージング・顕微赤外分光装置の開発」
　　　　　2005 ～ 2007 年度
　　　　　（研究代表者　落合周吉〈株式会社エス・ティ・ジャパン〉，担当：小瀬戸恵美）

１．研究目的

文化財の分析手法として赤外とラマン分光法がある。本研究は①携帯型ラマンイメージング装置と携帯型

顕微赤外分光装置を開発すること，②開発装置を実際の文化財に適用し文化財材料の分析同定をおこない，

文化財材料のデータベース化に向けたデータの蓄積の基盤を確立することからなる。歴博では主に②の部分

を担当した。

２．今年度の研究計画

前年度の顔料関連データベースに加え，染料・紙・布論文データベースおよびを作成し，実際の錦絵等に

ラマンイメージング装置を適用して分析同定を試みる。

３．今年度の研究経過

　顔料データベースは 1529 レコード，染料・紙・布のデータベース作成に取り掛かり，その総数は 435

レコードを超えた。また，錦絵および錦絵の版木資料の本装置をもちいた測定をおこない使用された顔料の

同定を試み，その結果を関連諸学会にて発表した。

４．今年度の研究成果

　「非破壊，非接触測定による文化財構成材料の構造同定システム －ラマンイメージング法を中心にして－」

　　　第 68回分析化学会討論会（５月 19日，20日）

　「文化財測定用携帯型ラマンイメージング装置の開発とその応用」

　　　第 24回日本文化財科学会（６月２日，3日）　

　「液晶チューナブルフィルターを分光素子に用いた携帯型ラマンイメージング装置の製作とその文化財へ

　の応用」

　　　第１回分子科学討論会（９月 17日～ 21日）

　「携帯型ラマンイメージング装置による錦絵の顔料同定　An Analytical Study of Pigments on Ukiyo-e by 

　using Portable Raman Imaging System」

　　　第 12回国際浮世絵学会大会（11月 17日，18日）

５．研究組織（◎は研究代表者）

◎落 合 周 吉　（株）エス・ティ・ジャパン 木 村 淳 一　（株）エス・ティ・ジャパン　 

　坂 本 　 章　埼玉大学・院理工　　　　　　　　　　田 隅 三 生　埼玉大学 
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　東 山 尚 光　（株）エス・ティ・ジャパン　　　　　   古 川 剛 志　（株）エス・ティ・ジャパン 　　　　

　増 谷 浩 二　（株）エス・ティ・ジャパン　　　　　   小瀬戸恵美　本館・研究部・助教

寄付金　「AMS炭素 14年代測定法を用いた豊島の考古学的研究」2007 年度
　　　　（研究代表者　遠部　慎）

１．研究目的

ゴミ問題は，現代社会では多くの関心を集めている，身近なかつ重要な問題である。そのゴミ問題で瀬戸

内地域において有名なのは香川県でおきた「豊島問題」である。豊島では，現在，地域住民を中心に，島を

総合的に研究する気運が高まりつつある。しかしながら，豊島の歴史については，文書資料が少ないことや

発掘調査がほとんど行われておらず，また資料の多くが島外で保管されているため，その実態はほとんど把

握されていない。そこで，本研究では豊島関連の考古資料を中心とした収集と記録化を行い，それらの資料

の AMS炭素年代測定を実施し，豊島の歴史を構築するうえでの基礎的な作業とする。

２．今年度の研究経過

　豊島学会にてワークショップを行い，礼田崎貝塚への踏査を行った。豊島の考古資料の整理を，8・9月

に広島県立歴史博物館・瀬戸内海歴史民俗資料館・豊島中学校などで行い，年代測定が可能なものについて

はサンプリングを行った。広島県立博物館では神子ヶ浜遺跡（府中高等学校調査），瀬戸内海歴史民俗資料

館保管資料では礼田崎貝塚（杉野文一氏寄託資料）を整理することができた。この他の機関に保管されてい

る資料についても，調査を行った。年代測定は礼田崎貝塚で重点的に実施し，また島内の縄文時代遺跡と関

連する年代試料を周辺地域から収集し，測定を行った。

　さらに，島内の遺跡の現状を確認するため，分布調査を行った。その際の資料については，遺跡ごとに整

理し，一部については，「島の学校」の際に教材として活用した。また，分布調査の際に豊島石の調査・記

録もあわせて行い，島外の豊島石関連資料については，主として松田が分布調査を実施した。

３．今年度の研究成果

　論文・紀要ほか

　遠部慎・角縁進・加藤久雄 2007.5「瀬戸内海における縄文海進期の基礎的検討－吉備考古館収蔵岡山県

瀬戸内市黒島貝塚の資料－」『縄文時代』18号，pp.205 ～ 228，縄文時代文化研究会

　遠部慎・宮田佳樹・加藤久雄・米田譲 2007.6「瀬戸内海最古の貝塚－豊島礼田崎貝塚の再評価－」『LAGUNA 

LAGUNA（汽水域研究）』NO.14，pp.69 ～ 76，汽水域研究センター

　遠部慎・松本安紀彦・酒井雅代・角縁進 2008 ｢ 広島県立歴史博物館所蔵資料紹介：香川県豊島神子ヶ浜

遺跡 ｣『広島県立歴史博物館』紀要第９号，pp.35 ～ 43，広島県立歴史博物館

遠部慎・五十嵐聡江 2008（投稿中）「豊島から見る島嶼部の考古学－「島の学校」の参加を通して－」

　遠部慎 2008.3「礼田崎貝塚について」『土庄町史』pp.6 ～ 7，土庄町

　学会発表・講演ほか

　遠部慎 2007.5「瀬戸内海における縄文海進期の様相」『日本考古学協会第 73回総会要旨集』日本考古学

協会
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　遠部慎・宮田佳樹・小林謙一 2007.6「九州地方における縄文時代前半期の炭素 14年代測定」『文化財科

学会第 24回大会研究発表要旨集』pp.42 ～ 43，日本文化財科学会

　遠部慎 2007.8「豊島の先史時代－水ヶ浦を中心に－」『第５回島の学校』p.1 ～ 9，豊島・島の学校実行

委員会

　遠部慎・宮田佳樹・熊谷博志・植田弥生・若松挙史・米田譲 2007.8「瀬戸内海縄文時代早期貝塚の炭素

14年代測定－岡山県瀬戸内市黄島貝塚を中心に－」『日本第四紀学会講演要旨集』37，pp.98 ～ 99，日本

第四紀学会

　五十嵐聡恵・松田朝由・遠部慎 2007.9「豊島っぷ（遺跡編）の作成にむけて」『瀬戸内海研究フォーラム

in 香川』p.34，瀬戸内海研究会議

　遠部慎・松本安紀彦・角縁進 2007.9「豊島の縄文時代遺跡群の再評価－神子ヶ浜遺跡の研究報告－」『瀬

戸内海研究フォーラム in 香川』p.33，瀬戸内海研究会議

　遠部慎 2008.4「考古学からみた水ケ浦」『豊島学会第 2回発表大会』豊島学会事務局

松本安紀彦・酒井雅代・角縁進・遠部慎 2008.4「神子ケ浜遺跡の再整理－広島県立歴史博物館資料の報告－」

『豊島学会第 2回発表大会』豊島学会事務局

４．マスコミでの取り上げ

豊島学会のワークショップについては，RSK にて放送（2007/4/2）。

「島の学校」の授業風景は，四国新聞に掲載（2007/8/26）。

５．研究組織（◎は研究代表者）

五十嵐聡江　葛飾区郷土と天文の博物館　 角　縁　　進　佐賀大学教育学部 

松　田　朝　由　大川組合連合 宮　地　舞　子　土庄町教育委員会

坂　本　　稔　本館・研究部・准教授　　　　　　　◎遠　部　　慎　本館・科研費支援技術補佐員


