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Ⅴ　教員の研究・調査活動

凡例＞ プロフィール【生年】【学歴】【職歴】【学位】【所属学会】【専門】【主な研究テーマ】

 Ⅰ　研究・教育活動

 一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

 二　教育活動 １　教育（大学非常勤講師，大学院指導，大学院セミナーなど）

   ２　博物館教育（博物館研修・博物館プロジェクト・体験学習など）

 三　博物館活動 １　歴博講演会・歴博探検・くらしの植物苑　２　歴史系総合誌『歴博』

   ３　各センター担当，各種編集委員（『研究報告』，『年報』など）

   ４　歴民研修講師　５　歴博振興会関係（講師など）

 四　社会連携 １　館外における各種委員　２　館外講演・カルチャーセンター・出前授業など

   ３　マスコミ（テレビ・ラジオ・雑誌など）

 Ⅱ　業績目録 １　著書（単著・共著・編著・監修・翻訳など）

   ２　論文・研究ノート・書評

   ３　調査・発掘調査報告書，自治体史・史料集など，辞典項目

   ４　展示図録　５　学会・外部研究会発表要旨

   ６　歴史系総合誌『歴博』，友の会ニュース　７　その他（新聞署名原稿など）

 Ⅲ　研究状況・研究広報

　　＊ 2007 年 4 月～ 2008 年 3 月については年の記載を省略した。

平川　南　HIRAKAWA Minami　館長

1943 年生【学歴】山梨大学学芸学部社会科学科 1965 年卒業【職歴】大学共同利用機関法人人間文化研

究機構理事（2004），国立歴史民俗博物館長事務取扱（2005.9）【学位】文学博士，東京大学，1990 年【所属

学会】木簡学会，日本歴史学会，歴史学研究会【専門】日本古代史【主な研究テーマ】古代地方社会の研究

－出土文字資料研究を通して－／ Ancient Local Societies：A Study of Excavated Written Materials

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

早稲田大学朝鮮文化研究所客員教授として

　韓国・城山山城出土木簡調査９月５日～８日，韓国・国立昌原文化財研究所

三　博物館活動

Ⅴ　教員の研究・調査活動
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１　歴博講演会・歴博探検・くらしの植物苑

　国立歴史民俗博物館館長　特別講演会「古代国家と稲－ 1200 年前の稲の品種－」4 月 21 日，国立歴

　　　史民俗博物館講堂

５　歴博振興会関係

　振興会理事

　歴博歴史の旅－多賀城・松島　随行，11 月 10 日～ 11 日

四　社会連携

１　館外における各種委員

長野県立歴史館資料選定委員，福島県立博物館収集展示委員会委員，山梨県立博物館館長，八千代市郷

土博物館協議会委員，史跡徳丹城跡調査指導委員会委員，宮城県多賀城跡調査研究委員会委員，史跡胆

沢城跡整備指導委員会，石川県津幡町加茂遺跡発掘調査委員会委員，日本科学技術振興財団評議員，財

団法人味の素食の文化センター評議員，佐倉国際交流基金理事，文化庁文化審議会文化財分科会企画調

査会委員

２　館外講演・カルチャーセンター・出前授業

・千葉県高等学校教育研究会歴史部会記念講演「「種子札（たねふだ）」の発見と古代の稲作」6 月 29 日，

千葉県立中央博物館講堂

・朝日カルチャーセンター新宿　公開講座「古代人は自然とどのように向き合っていたか」7 月 7 日

・小学館創立 85 周年企画　全集 日本の歴史 創刊記念講演会「歴史から学ぶことの大切さ」

　　基調講演「出土文字資料から読み解く古代社会」，対談  作家 立松和平氏，9 月 17 日，浜離宮朝日

小ホール，主催  小学館・朝日新聞社

・小学館創立 85 周年企画　全集 日本の歴史 創刊記念講演会「歴史から学ぶことの大切さ」

　　基調講演「出土文字資料から読み解く古代社会」，対談  ジャーナリスト 池上彰氏，10 月 6 日，ク

レオ大阪西，主催  小学館・朝日新聞社

・人文学フロンティア 2007  岡山大学文学部  シンポジウムⅠ　日本の原像　講演「米作国家のはじま

り」　鼎談「日本の誕生／日本の原像」10 月 13 日，岡山大学 50 周年記念会館ホール

・上田市立信濃国分寺資料館特別講演会「古代信濃の文字」10 月 21 日，上田市立信濃国分寺資料館

講堂

・「房総古代学研究会」設立記念講演会「日本列島の東と西」11 月 17 日，千葉市民会館第 3・第 4 会

議室

・かながわの遺跡展講演「出土文字資料からみた古代東国の人々の生活」1 月 14 日，神奈川県立歴史

博物館講堂，主催  神奈川県教育委員会　

・中野区 古代を学ぶ会  講演「列島の東と西」2 月 12 日，中野区勤労福祉会館

・JR 東日本  大人の休日ジパング倶楽部趣味の会  特別講演会「古代日本の東と西」3 月 12 日，東京ス

テーションシティー  サピアタワー



233

ひらかわ

Ⅱ　業績目録 

１　著書

　『全集日本の歴史　第 2 巻　日本の原像』，355 頁，小学館，2008 年 1 月

５　学会・外部研究会発表要旨

　「博物館と豊かな地域社会」いわき地域学会『潮流』，第 35 報，pp．1 ～ 12，2007 年 12 月

　「シリーズ　館長への提言」川崎市民ミュージアム，『Museum news』Vol．76，pp．1 ～ 4，2007 年　

　12 月　　　

７　その他

　「再会を刻んだ印」〔日本経済新聞（交遊抄）〕，2008 年 2 月 2 日

　「今，なぜ博物館か」財団法人  日本博物館協会，『博物館研究』Vol．142，No．7，2007，特集巻頭エッ

　セイ，2007 年 6 月

　「韓国の出土情報」『墨』通巻 191 号，2008 年 3，4 月号，pp．28 ～ 29

　「資源・研究・展示の融合が新たな歴史観を開く」，インタビュー  高橋 信俊（文化環境研究所長），　　

　『Cultivate』No．31，文化環境研究所，pp．29 ～ 32，2008 年 2 月

Ⅲ　研究状況・研究広報

　現在，日本国内の人文学，歴史学および博物館をめぐる状況はきわめて厳しい。こうした状況に対して，

それらの学問を遂行する大学・大学共同利用機関，および研究者がそれぞれのミッションを明確に提示する

必要がある。その意味から，歴博は 2007 年 3 月に新たな理念を盛り込んだ『REKIHAKU：The　Future　

of　History　歴博のめざすもの』を刊行し，各方面に歴博の基本姿勢を明示した。私自身も「今，なぜ人

文学か－現代的課題と歴史学の役割－」（「大学改革と人文学の危機」『ＩＤＥ　現代の高等教育』No485，

2006 年 11 月号），「今，なぜ博物館か」（『博物館研究』第 42 巻  第 7 号，2007 年）などで私見を示した。

さらに『歴博のめざすもの』で掲げた「博物館型研究統合によって，有形無形の多様な資料に基づき，文献

史学・考古学・民俗学及び自然科学を含む関連諸学の学際的共同を通じて，現代的視点と世界史的視野のも

とに，日本の歴史と文化に関する基盤的並びに先進的研究を推進する」という理念を，自らの研究の根幹に

据えて私は “日本の原像” を描く試みを実践した。それが 2008 年 1 月刊行した『全集日本の歴史 第 2 巻 

日本の原像』（小学館）である。この拙著の “はじめに”「いま，歴史に学ぶ」でも，現代社会における歴史を

学ぶことの大切さを主張した。この『日本の原像』の刊行を契機として，今後も危機的状況にある博物館，

歴史学の重要性を学界のみならず，広く各方面に向かって積極的に発言していきたい。また，私自身の研究

基盤は，日々，発掘現場から出土する膨大な資料である。これからもこれらの資料にあらたな姿勢で立ち向

かっていきたい。
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［研究部］（50 音順）

青木隆浩　AOKI Takahiro　助教

1970 年生【学歴】法政大学文学部地理学科 1993 年卒業，明治大学大学院文学研究科地理学専攻博士

前期課程 1996 年修了，東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻広域システム科学科博士後期課程

2000 年修了【職歴】国立歴史民俗博物館民俗研究部助手（2002），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研究部助手（2004），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研

究部助教（2007）【学位】博士（学術），東京大学，2000 年３月【所属学会】日本民俗学会，社会経済史学会，

経営史学会，日本地理学会，東京地学協会，人文地理学会，歴史地理学会，環境科学会，酒史学会【専門】民俗

学，近代歴史地理学【主な研究テーマ】酒造業／ Sake Brewing Industry，社会規範／ Moral Precepts

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

　１．本館基盤研究「民俗研究映像の制作と資料化に関する研究」研究代表者

　２．本館個別共同研究「人文・自然景観の開発・保全と文化資源化に関する研究」研究代表者

　３．本館個別共同研究「日本歴史における水田環境の存在意義に関する総合的研究」（研究代表者：安室知）

　　副代表

　４．文部科学省科学研究費補助金基盤研究（B）「地域資源としての〈景観〉の保全および活用に関する民

　　俗学的研究」（研究代表者：岩本通弥，東京大学・教授）研究分担者

　５．文部科学省科学研究費補助金若手研究（B）「酒造出稼ぎ人の後継者問題と技術継承」研究代表者

二　教育活動

１　教育

　　神奈川工科大学非常勤講師（現代社会を考える，地理学Ⅰ，地理学Ⅱ）

三　博物館活動

　１　歴博講演会・歴博探検・くらしの植物苑

　くらしの植物苑特別企画　展示プロジェクト委員

　歴博映画の会　プロジェクト委員

　第 2 回歴博映画の会「豪雪地帯の農家副業」，2 月 2 日（講師）

　第 284 回歴博講演会，8 月 11 日（司会）

　第 107 回くらしの植物苑観察会，2 月 23 日（司会）

２　歴史系総合誌『歴博』

　編集委員

３　各センター担当，各種編集委員

　研究連携センター　図書担当

　図書部会　部会長
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　くらしの植物苑運営会議　委員

四　社会連携

１　館外における各種委員

　『歴史地理学』編集委員

３　マスコミ

　くらしの植物苑特別企画「冬の華・サザンカ」の取材協力，NHK FM 千葉，12 月 20 日，ひるどき情

　　　報千葉放送

　くらしの植物苑特別企画「冬の華・サザンカ」の取材協力，佐倉市役所広報課

Ⅱ　業績目録 

2a　論文

　「日本酒の味が均質化するまでの歴史的経緯について」『日本の民俗学・韓国の民俗学』4，pp.136 ～

146，韓国国立民俗博物館，9 月

　｢ 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 ｣『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』46，pp.1 ～ 28，法政大学，11 月

５　学会・外部研究会発表要旨

　「文化的景観の現状と行く末－京都府の事例を中心に－」『日本民俗学会第 59 回年会研究発表要旨集』

（分科会　景観と民俗学），p.37，大谷大学，10 月

７　その他

　「歴史の時間」107 ～ 110『毎日小学生新聞』4 月 30 日，5 月 14 日，5 月 21 日，5 月 28 日

Ⅲ　研究状況・研究広報

今年度は，研究代表者として，3 年計画の 3 年目に当たる本館個別共同研究「人文・自然景観の開発・保

全と文化資源化に関する研究」を無事に終了することができた。最後まで多くのメンバーに参加していただ

き，研究会の開催も年 4 回のペースを 3 年間守ることができた。

その一方で，今年度から本館基盤研究「民俗研究映像の制作と資料化に関する研究」を立ち上げ，共同研

究員による民俗研究映像制作への支援と映像論に関する研究会の開催を実施した。また，自らも平成 21 年

度制作予定の「平成の酒造り（仮）」に向けて準備を開始した。

文科省科研費若手研究（B）「酒造出稼ぎ人の後継者問題と技術継承」を含めた個人単位の研究では，今年

度も埼玉県と栃木県の酒造業と越後杜氏，南部杜氏を主な対象として調査・分析を進めた。

青山宏夫　AOYAMA Hiro’o　准教授

1956 年生【学歴】京都大学文学部史学科人文地理学専攻 1980 年卒業，京都大学大学院文学研究科博士
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後期課程地理学専攻1983年退学【職歴】東京都立大学理学部助手（1983年），新潟大学人文学部講師（1988

年），新潟大学人文学部助教授（1990 年），国立歴史民俗博物館歴史研究部助教授（1998 年），総合研究大学

院大学文化科学研究科助教授併任（1999 年），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

館研究部歴史研究系助教授（2004），同准教授（2007）【学位】博士（文学），京都大学，2006 年3 月【所属学会】

人文地理学会，日本地理学会，歴史地理学会【専門】歴史地理学【主な研究テーマ】中世日本における景観

の歴史地理学的研究／ Historical geography of landscape in medieval Japan，地理的知識の形成と変遷に

関する地図史的研究／ History of cartography and geographical knowledge

Ⅰ　研究・教育活動
　

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

１．基幹研究「中・近世における生業と技術・呪術信仰」（代表井原今朝男）による研究集会・調査に参加

した。

２．ドイツ・ブランデンシュタイン城等においてシーボルト関係の資料調査を行った。

３．科学研究費補助金による「東アジア世界の近代都市図集成とその比較地図史的研究」の研究会に参加

し，日本における近代都市図関係の研究を進めた。

４．イタリア・マチェラータ大学等との共同により，マテオ＝リッチの地図学に関する研究を進めた。

５．総合展示第 3 室展示リニューアル委員として展示構成を検討した。

二　教育活動

１　教育

　　東京大学史料編纂所附属画像史料解析センター客員准教授

　　高崎経済大学非常勤講師（博物館資料論）

２　博物館教育

　第３展示室ボランティアおよびフロアスタッフ研修講師（1 月 30 日・2 月 3 日・2 月 12 日）

三　博物館活動

１　歴博講演会・歴博探検・くらしの植物苑

　歴博講演会「河川と耕地の景観史」（6 月 9 日）

　歴博フォーラム「総合展示リニューアル（近世）に向けてⅢ　ひとともののながれ・村からみえる『近代』」

　　　（司会）（10 月 20 日）

四　社会連携

１　館外における各種委員

人文地理学会協議員，日本地理学会国立地図学博物館設立推進委員会委員，歴史地理学会評議員

Ⅱ　業績目録 

１　著書

　2008．3：『日本海・過去から未来へ』角川書店（共著）
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６　歴史系総合誌『歴博』，友の会ニュース

　2007．11：「絵図・地図にみる近世」（歴史系総合誌『歴博』145 号，pp.28 ～ 29）

７　その他

　2008．3：「昔は南極大陸がこんなに大きかった？」毎日小学生新聞

Ⅲ　研究状況・研究広報

本館の共同研究等における諸課題に取り組むほか，以下の諸点を進めた。

①　16 世紀末中国に来たイタリア人宣教師マテオ＝リッチが作製した坤輿万国全図に関する資料学的な

　　研究，および日本におけるマテオ＝リッチ系世界図の研究を進めた。その成果の一部は，来年度イタリ

　　アで刊行の予定である。

②　古代～中世における景観史の研究を進めた。

③　韓国の古地図研究者との交流をはかり，日韓の地図を比較研究するための準備を進めた。

安達文夫　ADACHI Fumio　教授

1951 年生【学歴】東北大学工学部電子工学科 1973 年卒業，東北大学大学院工学研究科電子工学専攻博

士課程 1978 年修了【職歴】1978 年 NTT 入社，1999 年国立歴史民俗博物館情報資料研究部教授，総合研

究大学院大学文化科学研究科教授併任（2002 年より），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史

民俗博物館研究部教授（2004 年より）【学位】工学博士，東北大学，1978 年【所属学会】電子情報通信学会，

情報処理学会，画像電子学会，映像情報メディア学会【専門】情報工学，画像工学【主な研究テーマ】博物

館における情報システムの研究／ Information Systems for a Historical Museum

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

１．本館基盤研究「デジタル化された博物館資料に関する情報記述法の研究」研究代表者

２．本館基盤研究「歴史資料に対する自然科学的調査法の開発と適用に関する研究」共同研究員

３．本館基盤研究「博物館におけるコミュニケーション・デザインに関する研究」共同研究員

４．文部科学省科学研究費補助金基盤研究（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」研究代表者

５．文部科学省オープンリサーチセンター整備事業プロジェクト ORCNANA 研究員

６．本館企画展示「弥生はいつから」展示プロジェクト委員

７．本館総合展示リニューアル第 6 室展示プロジェクト委員

二　教育活動

２　博物館教育
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　文部科学省博物館職員講習講師「視聴覚教育メディアの活用 学習支援の方法」 2007 年 5 月 17 日，国

　　　立歴史民俗博物館

四　社会連携

　１　館外における各種委員

　山梨県立博物館資料・情報委員会委員

Ⅱ　業績目録 
2a　論文

　「ネットワークで公開する電子展示の利用特性と評価に関する検討」（共著／小島道裕，高橋一樹）国立

　歴史民俗博物館研究報告，vol.139，pp.1 ～ 16，2008．

４　展示図録

　「展示とディジタル考古学」，『弥生はいつから！？－年代研究の最前線－』，本館，p. 30，2006．

５　学会・外部研究会　発表要旨

　「時間情報を持つ人文科学 DB の統合検索のためのユーザインタフェースの検討課題」（共著／原正一郎，

　柴山　守）情報処理学会研究報告，vol. 2007，No.49. 2007-CH-74，pp.65 ～ 72， 2007．

　「文化資源の画像データベース－衣裳コレクションを中心として－」文部科学省オープンリサーチセン

　ター整備事業 ORCNANA シンポジウム，日本大学芸術学部， 2007 年 6 月 3 日

　「画像閲覧システムによる博物館資料の閲覧特性の分析」（共著／早野浩章， 鈴木卓治，徳永幸生）画像電

　子学会第 35 回年次大会予稿集，pp.123 ～ 128，2007．

　「博物館情報横断検索に向けた概念辞書構造の検討」（共著／山田　篤，小町祐史，河合正樹）画像電子

　学会第 35 回年次大会予稿集，pp.133 ～ 138，2007．

　「人間文化研究機構研究資源共有化におけるメタデータ」国立歴史民俗博物館共同研究，2008 年 1 月

　18 日

　「土器画像検索システムと展示への応用の検討」（共著／茂呂優太，徳永幸生，杉山　精）画像電子学会

　第 6 回画像ミュージアム研究会予稿集，pp.11 ～ 16，2008．

　「部分的分類知識の統合による博物館情報の横断検索の提案」（共著／山田　篤， 小町裕史）画像電子学

　会第 6 回画像ミュージアム研究会予稿集，pp.17 ～ 20，2008．

　「歴史画像閲覧システムの開設表示に関する利用者特性の評価」（共著／早野浩章，徳永幸生，鈴木卓治）

　情報処理学会第 70 回全国大会講演論文集，2ZJ-2，pp.4 ～ 849 ～ 850，2008．

　「超 2 次関数と首パラメータによる土器画像検索の評価」（共著／茂呂優太，徳永幸生，杉山　精）情報

　処理学会第 70 回全国大会講演論文集，1R-2，pp.1 ～ 471 ～ 472，2008．

　「文化資源研究情報統合検索のためのユーザインタフェース」 人間文化研究機構研究資源共有化シンポ

　ジウム予稿集， pp.19 ～ 26，2008．

Ⅲ　研究状況・研究広報

（1）デジタル資料の情報記述法の研究
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共同研究「デジタル化された博物館資料に関する情報記述法の研究」を研究代表者として推進した。初年

度であることから，デジタル資料の現状と利用形態の状況の把握に努めた。資料の写真とそれをデジタル化

した画像がデジタル資料の中心で，これに映像資料，音響資料が加わる。テキストデータや目録情報もデジ

タル資料としての課題を有する。利用モデルとして，機関内での業務利用，公開・展示，機関外への貸出，

商用利用のための有償頒布を利用の範囲として考慮する必要がある。デジタル資料は複製が容易なこと以上

に，改変が容易なことが管理を複雑にし，これが記述上の一つの課題となることが理解された。

（2）ディジタル資料構成法の研究

歴史資料には相互の比較が重要となるものが多い。対応関係が緩やかな資料同士を自動的に対応させて表

示するよう，予め指定した幾つかの対応点を基に表示する方法について検討した。対応点の簡易な取得手段

と，対応付けの方法を容易に替えて評価できる構成を実現した。

また，資料中の個々の対象の解説を，対象の表示に合わせて利用者に適切に表示する方法について検討を

進めた。無地の背景に矩形の対象と，対象と同じ大きさの表示物を配した基本的なモデルによる評価実験を

行い，解説を与える位置と，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

との関係を明らかにした。これにより，解説を表示する領域の自動付与のための基礎的な特性を得ることが

できた。

また，手書きで入力した形状に類似した土器の画像を検索する手法について，芝浦工業大学の徳永幸生，

茂呂優太と共同で研究開発した。これは，土器の全体を３つのパラメータを持つ超 2 次関数が描く形状で

表し，首のくびれを別の特徴量で表し，パラメータ間の重み係数を類似の順に並び変える事前の評価により

与えることを基本とする。これを展示用のシステムとして構成し，本館の企画展示「弥生はいつから！？」

に適用した。

（3）研究資源共有化システム構築の推進

人間文化研究機構の５機関が有するデータベースを横断的に検索する研究資源共有化システムにおいて，

時間情報と空間情報を統合的に扱う機能拡充を図った。このとき，データベースに記述されている時間情報

は，和暦，西暦，世紀，時代名と表記が多様で，精度も年月日から数 100 年の時代と幅が広く，○○時代

前期や○○世紀末のような数値で表す上で曖昧な表記等があることから，統合検索を実現する上での課題を，

特に利用者にとって分かりやすく不自然とならないインタフェースの観点から整理した。この成果を，人文

科学の中の時空間情報に関心が高まっている学会で発表した。

共有化の対象とした歴博のデータベースについて，時間情報は西暦年月日による開始と終了で，空間情報

は緯度・経度で正規化できるよう検討し実装した。これにより時代名や地名で記述されているデータベース

でも，検索結果の時間順の並べ替えや地図上の表示，並びに，時間の始めと終わり或いは地図上での領域を

指定しての検索を可能にした。このような成果を取り入れてシステムを構築し，技術的な成果を取りまとめ

て報告するシンポジウムを開催した。

阿部義平　ABE Gihei　教授

1942 年生【学歴】東北大学文学部史学科 1965 年卒業【職歴】奈良国立文化財研究所平城宮跡発掘調査
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部（1965 年）・文部技官，文化庁文化財保護部記念物課（1972）・文部技官・文部調査官，国立歴史民俗博

物館考古研究部助教授（1981），同教授（1990），同部長（2001 ～ 2004），総合研究大学院大学文化科学研

究科教授併任（1999），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研究部教授（2004 ～

2007）【学位】【所属学会】日本考古学協会，日本考古学会，考古学研究会，条里制・古代都市研究会，千葉

歴史学会，宮城県考古学会，茨城県考古学協会，古代山城研究会【専門】日本考古学【主な研究テーマ】古

代の都市・城柵・官衙・集落等の考古学的研究及び展示／ Study of political site in ancient period and 

display，日本列島内諸文化の相互交流の研究／ Interchanges between local cultures in Japan

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

　１ ．1990 ～ 95 年に実施した共同研究『列島内諸文化の相互交流』の内の「北部日本における文化交流」

の現在に至る成果報告書を作成し，公刊にこぎつけた。都城研究の成果として，企画展示「長岡京遷都

－桓武と激動の時代」に参画し，展示及び関連事業を実施した。蝦夷研究の成果を歴博研究報告書や広

報誌にとりまとめた。これは今後の歴博展示等の一つの課題を示したことになる。

　２．城柵・都城等の研究成果を，講演並びに大学等の講議として公開した。

　３．山王廃寺跡，嶋戸東遺跡等の発掘を指導した。

二　教育活動

・放送大学千葉学習センターの非常勤講師として，企画展示「長岡京の時代」を題材に面接授業した。　

　　　（2007 年 10 月 27 日）　

三　博物館活動

　１　歴博講演会・歴博探検・くらしの植物苑

　第 289 回歴博講演会「日本列島古代の考古学－都城・城柵・碑・銙帯」2008 年 1 月 12 日，レジュメ

　　　1 ～ 2  図一～十二

　その他　

　・総合展示「律令国家」の展示メンテナンス。館蔵資料の貸出・熟覧・写真撮影の立会（石碑・縄文式土

　　　器等）。

　・総合誌『歴博』146 号に「古代蝦夷文化の成立を探る」を投稿し，歴博の研究の広報にあたった。

　・ガイドレシーバー「律令国家」の原稿作成にあたった。（6 月）

　・企画展「長岡京の時代」のギャラリートーク・解説にあたった。（10 ～ 11 月）

四　社会連携

１　館外における各種委員　

　千葉県文化財センター理事，山王廃寺跡等調査委員会委員・前橋市教育委員会，嶋戸東遺跡確認調査指

　　導委員会委員・千葉県教育委員会

２．館外講演・カルチャーセンター・出前授業

　講演「東北の城柵の研究と展望」国士舘大学，6 月 29 日，レジュメ 1 ～ 6  図一～八
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Ⅱ　業績目録 

１　著書

　編著「『北部日本における文化交流－続縄文期』寒川遺跡・木戸脇裏遺跡・森ヶ沢遺跡発掘調査報告〈上〉」

　国立歴史民俗博物館　国立歴史民俗博物館研究報告第143集　1～ 292頁，「同上発掘調査報告〈下〉」

　国立歴史民俗博物館研報告第 144 集，2008 年 3 月　1 ～ 348 頁

2a　論文

「古代城柵の研究（四）－辺要宮城を巡って－」『国立歴史民俗博物館研究報告』第 138 集，1 ～ 36 頁，

2007 年 3 月

　「多賀城碑鄙見」473 ～ 488 頁　2008 年 3 月『芹沢長介先生追悼　考古・民族・歴史学論叢』芹沢長

　介先生追悼論文集刊行会

　「北部日本における文化交流－続縄文期班の研究の考察と展望」『北部日本における文化交流－続縄文期』

　国立歴史民俗博物館研究報告第 144 集，165 ～ 192 頁，2008 年 3 年

４　展示図録

『長岡京遷都－桓武と激動の時代』の「東北のまもり－城柵の造営」40 頁，国立歴史民俗博物館，

2007 年 10 月 10 日

６　歴史系総合誌『歴博』，友の会ニュース

　「古代蝦夷文化の成立を探る」，『歴博』146 号，26 ～ 27 頁，2008 年 2 月

７　その他

　「ハガキ通信 阿部義平氏」日本歴史 702 号，2006 年 11 月

Ⅲ　研究状況・研究広報
　

　歴博に 27 年間勤務したが，当初構想した博物館はどれだけ実現したのかと考える。研究機関への転身は，

大学の共同利用機関である以上，本来の性格の一部でもあるが，博物館としての本来業務（学界成果総括・

展示・展示更新・資料情報・資料収集・資料公開・資料研究・新研究企画・研究情報収集等）に既に軌道が

しかれたとみるか，大きな部分を積み残しているかで評価の分かれる所である。新しい企画が本来業務を忘

れないで立ち上げられるよう調整されることが望ましいであろう。将来計画，第Ⅱ期展示の企画と実現，中

期計画の策定等に当たり，本館を大いに宣伝していくことは当然としても，展示や研究資料収集が本館だけ

で行われているものでなく，各機関が努力している上での共通成果となるよう常に表現でも配慮がいる。展

示や研究には自己主張が含まれており，本館展示だけが経過を含めて即学界共有などということはありえな

いであろう。国立の機関として，自己中心的，あるいは金食い虫などと言われぬよう常に言動に反省が必要

と思われる。

　今年の個人研究成果は北部日本関係の論文に向かったが，歴博勤務全体での成果としては，都城や城柵・

官衙・村落・家と家屋・生活等の企画展等での取り上げができなかった。北方関係も，発掘成果等が上がっ

たにも関わらず展示に反映さすに至らなかった。また各地の顕著な研究や発掘成果を歴博で掘り下げ展示し

ていくことも実現できなかった。コーナーごとの見やすい解説書も，結局最初から今まで実現しなかった。
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新しい歴博の成果も多いのだが，反省点に目がいくのが古参兵の業であろう。

一ノ瀬俊也　ICHINOSE Toshiya　助教（～ 2007.9.30）

1971 年生【学歴】九州大学文学部史学科 1994 年卒業，九州大学大学院比較社会文化研究科日本社会文

化専攻博士課程 1998 年中退【職歴】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研究部

助手（2004），同助教（2007）【学位】博士（比較社会文化），九州大学，2003 年 6 月【所属学会】九州史学研

究会，軍事史学会，史学会，日本史研究会，日本歴史学会，歴史学研究会【専門】日本近現代史【主な研究テー

マ】戦前・戦後社会における戦争観の諸相／ Why was “War” considered just in Modern Japanese Society

井原今朝男　IHARA Kesao　教授

1949 年生【学歴】静岡大学人文学部人文学科 1971 年卒業【職歴】長野県高等学校教諭（1971），長野県

教育委員会指導主事兼長野県立歴史館準備室専門主事（1991），国立歴史民俗博物館教授歴史研究部教授

（1998），総合研究大学院大学文化科学研究科教授併任（1999 年より），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研究部教授（2004）【学位】博士（史学），中央大学，1996 年【所属学会】歴史学

研究会，日本史研究会，日本歴史学会，史学会，日本古文書学会，信濃史学会【専門】日本中世史【主な研究

テーマ】生活史／ Life History in the Medieval Village，債務関係史／ Lending Relationships History，東国

荘園史／ Togoku Manor History，中世公家史／ Medieval Noble History，中世寺院史／ Medieval Temple 

History

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

１ ．2005 年度からはじまった 3 年間の歴博基幹共同研究「生業・権力と知の体系に関する歴史的研究」

のＢブランチ「中・近世における生業と呪術・信仰」（研究代表）を無事終えることが出来，研究成果や課

題について最終討論ができた。評判のよかった歴博ホームページでの共同研究公開ページは継続してい

る。

２ ．基幹共同研究「生業・権力と知の体系に関する歴史的研究」のＡブランチ（研究代表 広瀬和雄）と共

同で，歴博フォーラム「新しい歴史学と生業」の研究成果を 2008 年 3 月に『生業からみる日本史－

新しい歴史学の射程－』（吉川弘文館）として刊行することができた。研究期間中に中間報告をせよとい

う課題を達成することができた。

３ ．1980 年から断続的に実施してきた長野県諏訪大社資料調査について，全体像については，「神社史

料の諸問題－諏訪神社関係史料を中心に－」をまとめ新谷尚紀研究代表の共同研究に提出した。中世後

期については昨年「中世の印章と出納文書－諏訪社造営銭徴収システムと武田家の有印文書－」（有光
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友学編『戦国期印章・印判状の研究』岩田書院　2006），中世前期については今年「鎌倉期の諏訪神社

関係史料にみる神道と仏道－中世御記文の時代的特質－」（『歴博研究報告』139）に公表できた。これ

で所蔵者や関係者への最低限度の義務とお礼を果たすことができた。

二　教育活動

１　教育

総合研究大学院大学博士課程論文指導

國學院大學大学院非常勤講師（日本中世史研究 I）高松宮本「定能卿記」講義

国文学研究資料館共同研究委員会委員

人間文化研究機構連携研究委員会委員

四　社会連携

１　館外における各種委員

　長野県文化財保護審議会委員

　千葉県文化財保護審議会委員

　千曲市文化財保護審議会委員長

Ⅱ　業績目録 

2a　論文

　　「中世儀礼における漢詩・管絃・和歌」国立歴史民俗博物館編『和歌と貴族の世界』2007年 3月，pp.65

　　　～ 80

　「信濃国大井荘落合新善光寺と一遍（上）」時衆文化研究会編『時衆文化』16号，2007年 10月，pp.1　

　～ 25

　　「後鳥羽院日記逸文と懸銭の流行」日本歴史学会編『日本歴史』714 号，2007 年 11 月，pp.71 ～ 81

　　「近世禁裏文庫と文明期廷臣の書写活動－『三長記』『禁秘抄』を例として－」『人間文化研究機構連携

　　　研究　文化資源の高度活用　中世近世の禁裏の蔵書と古典学の研究　研究調査報告』2 号，2007 年

　　　3 月，pp.31 ～ 43

2b　研究ノート

「今にいたる中世寺院僧侶の実像（32）～（42）連載中」（『寺門興隆』101 号 108 ～ 114，102 号 110

～ 116，103 号 114 ～ 121，104 号 114 ～ 120，105 号 112 ～ 118，106 号 102 ～ 109，107

号 114 ～ 121，108 号 112 ～ 119，109 号 112 ～ 118，110 号 110 ～ 116，111 号 112 ～ 118，

興山社，2007 年 4 月～ 2008 年 2 月）

「かきかえられた戦国社会像をよみとく」『長野県立歴史観 2007 年度企画展展示図録　武田・上杉・信

濃武士』2007 年 10 月，pp.91 ～ 93

「中世史料からみた諏訪大祝と諏訪進信仰の変遷」『講演集第７輯』全国諏訪神社連合会，2007 年 10

月，pp.1 ～ 23

2c　書評

　「書評　松薗斎『王朝日記』」『歴史評論』692，2007 年 12 月，pp.64～ 68



244

５　学会・外部研究会発表要旨

　「戦国時代の大名と民衆－新出史料からみた佐久小田井原合戦・志賀城落城における領主と民衆－」長

　野県図書館協会講演会，上田市立図書館，4 月 14 日

　「伊勢湾における地形変動と生業・流通・社会信用の変遷」歴博基幹共同研究「中・近世における生業・

　技術・呪術信仰」愛知県・三重県伊勢湾内海調査研究会，常滑市民俗資料館，9 月 8 日

　「武家資料の総合化－屋代家資料の全体像」人間文化研究機構共同研究・武家資料の総合化研究会，歴

　博，9 月 13 日

　「平安時代の高井郡－保科・芳実御厨と中世武士の台頭－」須坂市立博物館，2008 年 2 月 9 日

　「新出史料からみた信濃国上小地域の中世社会史」上田・東御・小県地域史連絡協議会，上田市丸子文

　化会館，2008 年 2 月 28 日

Ⅲ　研究状況・研究広報

歴博に清原船橋家資料が入ったので高松宮本親長卿記や康富記とあわせれば，室町期の上卿・職事弁官・

局務官務という職事弁官機構の下部構造を解明できる条件がそろった。たのしい調査がはじまったことがう

れしい。千葉県での妙本寺資料調査が終わり，文化庁記録民俗保存の長野県武水別神社資料調査も終盤にか

かっている。中世債務史の成果もわかりやすい形で公開にむけて準備中である。

今村峯雄　IMAMURA Mineo　教授

1942 年生【学歴】横浜国立大学工学部応用化学科 1965 年卒業，東京大学大学院（理学系化学専攻）1967

年修士課程修了，東京大学大学院（理学系化学専攻）1970 年博士課程修了【職歴】カリフォルニア大学（サ

ン・ディエゴ）研究員（1970），東京大学助手（1972），同助教授（1985），国立歴史民俗博物館情報資料研究

部教授（1996），総合研究大学院大学文化科学研究科教授併任（1999），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研究部教授（2004）【学位】理学博士，東京大学，1970 年 3 月【所属学会】日本文

化財科学会，日本第四紀学会，日本化学会，日本地球化学会，日本質量分析学会，日本放射化学会，日本 AMS

研究協会【専門】歴史資料科学，分析化学／核・放射化学【主な研究テーマ】高精度放射性炭素年代測定

法の歴史・考古研究への応用／ High-precision radiocarbon dating and its application to historical and 

archaeological studies，新しい自然科学的歴史資料研究法の開発とその応用／ Development of scientifi c 

methods for historical and archaeological applications　

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

１．基盤研究「歴史資料研究における年代測定の活用法に関する総合的研究」（代表 坂本稔）において以下

の個別活動を行った。
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　歴史的建造物の古材に関する京都大学生存圏研究所との共同研究（川井秀人・横山操氏らと）：2 月京都

　　　大学生存圏シンポジウムで発表，2 月

　古民家に関する武蔵大学との共同研究（中尾七重氏らと）：10 月茨城県旧土肥家住宅資料調査，兵庫県

　　　箱木家住宅・大阪府吉村家住宅・大阪府泉家住宅・埼玉県旧高橋家住宅等重文建築の年代測定を実施，

　　　11 月「中世建築年代判定研究会」（武蔵大学）にて研究発表，

　社寺建築の年代研究：7 月　京都府宮津市籠神社古鳥居資料調査，11 月　茨城県長勝寺資料調査（坂本

　　　稔氏らと），各々試料採取・年代測定・年代解析（ウィグルマッチ法）を実施，9 月　籠神社古鳥居資

　　　料について記者発表資料の作成（宮津市教育委員会に提出）。

２．本館基盤研究「歴史資料の材質・生活技法と生産地に関する調査研究」（代表 斉藤努）研究分担者。

３．文科省学術創成研究「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－」（代

　　表西本豊弘）分担者として以下の個別活動を行った。10 月　EA-AMS2/ 第 2 回東アジア AMS 会議（韓

　　国ソウル国立大学）にて発表（招待講演），1 月　鹿児島県南さつま市南下遺跡など資料調査，1 月　学

　　術創成研究全体研究会で発表。

４．「弥生はいつから！？－年代研究の最前線－」展示プロジェクト委員会

　（代表者 今村峯雄）：委員会　４月，５月，７月，　資料集荷　６月，資料返却　９月

二　教育活動

１　教育

　女子美術大学非常勤講師（科学鑑定論）

２　博物館教育

　島根県浜田高校「スーパー・サイエンス・ハイスクール（SSH）事業」講義（12 月 20 日）

三　博物館活動

企画展示図録「弥生はいつから！？－年代研究の最前線－」の編集（編集代表）

企画展開催に関する記者発表「弥生展紹介」6 月 18 日

企画展示「弥生はいつから！？－年代研究の最前線－」の実施（展示代表）7 月 3 日～ 9 月 2 日

企画展示「弥生はいつから！？－年代研究の最前線－」ボランティアスキルアップ研修会（講師）7 月 31

　　日，ギャラリートーク　会期中の毎日曜日

平成 19 年度「先生のための歴博講座－歴博を教室に－」講師，企画展示「弥生はいつから！？－年代研

　　究の最前線－」展示解説，7 月

第 283 回歴博講演会「年代測定はどこまで進んだか－プレシジョン・デーティングへの挑戦－」7 月

第 290 回歴博講演会「歴史研究の中の自然科学，自然研究の中の歴史学」2 月

四　社会連携

１　館外における各種委員

　日本 AMS 研究協会運営委員

　「自然科学と考古学」（日本文化財科学会機関誌）編集委員

２　館外講演・カルチャーセンタ・出前授業

　「年輪の 14C から歴史を探る」『年輪からわかること』（京都大学生存圏研究所シンポジウム－木の文化と

　　　科学Ⅶ），京都大学山之内ホール，２月
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Ⅱ　業績目録 

2a　論文

「Absolute calibration of 10Be AMS standards」『Nucl．Instr．and Meth．in Phys．Res．B』258，pp.403

～413（K．Nishiizumi・M．W．Caffee・J．R．Southon・R．C．Finkel・J．McAninch と連名）5 月

「Radiocarbon wiggle－matching of Japanese historical materials with a possoble systematic age offset」

『Radiocarbon』Vol.49，pp.331 ～ 337（H．Ozaki・T．Mitsutani・S．Itoh・E．Niu と連名）7 月

「Radiocarbon in ９th to ５th century BC tree－ring samples from the Ouban １ archaeological site， 

Hiroshima，Japan」『Radiocarbon』Vol.49，pp.473 ～ 479（H．Ozaki・H．Matsuzaki・T．Mitsutani

と連名）7 月

「Development of sample pretreatment of silk for radiocarbon dating」『Radiocarbon』Vol.50，pp.131

～ 138（K．J．Kim・J．R．Southon・R．Sparks と連名），3 月

3c　辞典項目

「Ⅶ編２章 2-6　考古学・文化財への利用」pp.898 ～ 899，「Ⅶ編３章 3-5　考古学・文化財への利用」

pp.919 ～ 921『放射線ハンドブック』，オーム社，12 月

４　展示図録

「時間の化石－弥生の年代を追う－」pp.7 ～ 8，「世界の中の弥生文化」p.9，「年代測定の方法」pp.12

～ 13，『企画展示図録「弥生はいつから！？－年代研究の最前線－」』，国立歴史民俗博物館，6 月

５　学会・外部研究会発表要旨

「弥生時代前・中期の実年代」『日本考古学協会第 73 回総会発表要集』（春成秀爾・西本豊弘・藤尾慎一

郎・坂本稔・小林謙一と連名）明治大学・リバティタワー，pp.32 ～ 33，5 月

「日本版炭素 14 年代較正曲線の作成の試み－日本の資料の正確な年代を得るために－』（尾嵜大真・西

本豊弘・松崎浩之・中村俊夫・光谷拓実と連名）明治大学・リバティタワー，pp.124 ～ 125，5 月

「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結果について」『日本文化財科学会第 24

回大会発表要集』（小林謙一・廣瀬和雄・森原明廣と連名）奈良教育大学，6 月

「重要文化財箱木家住宅の放射性年代測定調査について」（中尾七重氏と連名）『日本建築学会大会（九州）

学術講演梗概集　F-2 分冊』福岡大学，pp.113 ～ 114，8 月

「Present status of the Yayoi chronology project -Origin and spread of wet-rice agriculture in Japanese 

archipelago」『The 2nd East Asia AMS Conference』（invited talk）（M．Sakamoto・S．Fujio・K．

Kobayashi・M．Ozaki・Y．Miyata・S．Onbe・H．Harunari・T．Nishimotoと連名）Seoul National 

University, Korea，p.16，10 月

「AMS-14C dating and archaeological chronology in Japan」（invited）『Kochi University-KIGAM 

International Simposium（Abstract）』，Kochi University，p.13，2 月

「AMS 研究の課題と将来：30 年をふりかえって」（招待講演）『第 10 回 AMS シンポジウム（10th 

JAMS）』，東京大学・武田ホール，3 月

「Atmospheric 14C variations，some topics in environment and historical applications」（invited talk）

『International Workshop on Advances in Cosmic Ray Science』Waseda University，3 月
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「Radiocarbon Dates for the Jomon Period」（invited talk）『Public Symposium：The Ancient Jomon and 

the Pacifi c Rim』 University of California，Berkeley，3 月

６　歴史系総合誌『歴博』，友の会ニュース

「特別展示　弥生はいつから !?」『友の会ニュース』No.131，pp.2 ～ 3

「研究者紹介 31　研究部  今村峯雄〈自然科学と考古学〉」（インタビュー）『歴博』143，7 月

７　その他

「年代測定法はどこまで進んだか－プレシジョン・デーティングへの挑戦－」『東アジアの古代文化』

134 巻，pp.26 ～ 56，1 月

Ⅲ　研究状況・研究広報

2007 年度をもって定年となった。1996 年から約 12 年にわたる当館における研究活動に対して支援を

いただいた館および同僚の方々に心から感謝したい。とくに考古学と自然科学の間を埋めることで貢献した

いと思っていた AMS 炭素 14 の研究で，その目標が達成できつつあることは，歴博を後にするにあたって

最も嬉しいことである。なお，携わってきた共同研究のうち，2008 年度に最終年度を迎える文科省学術創

成研究「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－」（代表 西本豊弘）につい

ては，連携研究者として 1 年間研究を続けることとなった。これまでの歴博での研究活動のまとめを行う

ことで，ささやかながら歴博への貢献を続けたいと思っている。

岩淵令治　IWABUCHI  Reiji　准教授

1966 年生【学歴】学習院大学文学部史学科 1989 年卒業，東京大学大学院人文社会研究科修士課程 1991

年修了，東京大学大学院人文社会系研究科博士課程 1996 年単位取得退学【職歴】東京都江戸東京博物館

専門研究員（1995），日本学術振興会特別研究員（PD 1997），国立歴史民俗博物館歴史研究部助手（1997），

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研究部助教授（2004），同准教授（2007）【学

位】博士（文学），東京大学，1999 年 10 月【所属学会】歴史学研究会，史学会，日本史研究会，江戸遺跡研究

会【専門】日本近世史【主な研究テーマ】都市史／ History of Pre modern City

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

１．個人研究テーマ「近世都市における武家地・寺社地の研究」・「近世都市における町人地・商人の研究」

にかかわって，データベース作成およびフォーラム報告を行った。

【報告】「ねずみの近世」第 64 回歴博フォーラム，2008 年 1 月 19 日

【データベース作成】江戸商人・職人データベース（継続中）。

２．基盤研究（Ｓ）「16 － 19 世紀，伝統都市の分節的な社会＝空間構造に関する比較類型論的研究」（代
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表吉田伸之）に研究協力者として参加し，藩政史料および藩士・幕臣の史料調査，研究をすすめ，その

一部を論文として公表した。

【調査】江戸勤番武士関係史料の調査（鶴岡市立図書館　7 月 15 ～ 16 日，飯田市美術博物館，８月 31

～ 9 月 2 日）

【論文】「江戸の武家屋敷－江戸勤番武士の行動と交際－」『年報　都市史研究　15　分節構造と社会的結

合』，pp.19 ～ 32，山川出版社，2007．12

３．人間文化研究機構連携研究『ユーラシアと日本：交流と表象』「国民国家の比較史的研究」班，人間

文化研究機構連携研究「「日本実業史博物館」資料の高度活用」に研究分担者として参加した。また，

関連して，連携展示「幻の博物館の『紙』」の展示プロジェクト委員をつとめた。

４．個別共同研究「東アジア比較建築文化史」，同「身体と人格をめぐる言説と実践」に研究分担者とし

て参加した。

５．国立歴史民俗博物館総合展示第三室リニューアルの代表として，展示案の企画立案，資料製作，キャ

プション・パネル・タッチパネル原稿の執筆を行った。また，関連事業である第 60 回歴博フォーラム「総

合展示リニューアル（近世）に向けて Ⅱ『都市の時代』」（2007 年５月）で基調報告を行った。

６．国立歴史民俗博物館くらしの植物苑常設展示，くらしの植物苑特別企画「季節の伝統植物」（「伝統の

桜草」「伝統の朝顔」「伝統の古典菊」「冬の華・サザンカ」）の展示代表者として，都市江戸における園

芸文化についての知見を深めた。

７．企画展示「旅から旅行へ」（2008 年度開催予定）・同「歴史を語る染と織」（Ⅱ）（2008 年度開催予定）

にプロジェクト委員として参加した。また，第三展示室ミニ企画「近代医学の発祥地・佐倉順天堂」

（2008 年度開催予定）の副代表をつとめた。

８．館蔵の近世史料の整理を行った（飛島鈴木家文書の整理・目録作成 継続中）。また，伊能家文書につ

いては詳細目録を作成し，近世・近代古文書データベースで公開した。

二　教育活動

１　教育

　学習院女子大学非常勤講師（歴史資料論 III（古文書）・博物館資料論）

　学習院大学非常勤講師（日本史特殊講義）

２　博物館教育

　第三展示室ボランティア研修「都市の時代」，2008 年１月 22 日・26 日

　フロアスタッフ研修「第三室リニューアルについて　都市の時代」，2008 年２月

三　博物館活動

１　歴博講演会・歴博探検・くらしの植物苑

　「「都市の時代」の展示構想について」第 60 回歴博フォーラム，2007 年 5 月 19 日（報告）

　「ねずみの近世」第 64 回歴博フォーラム「新春ねずみづくし」，2008 年 1 月 19 日，津田ホール（報告）

　くらしの植物苑観察会　第 100 ～ 104 回，７～ 11 月（司会）

３　各センター担当，各種編集委員

　総合展示リニューアル委員（第三展示室代表）

　くらしの植物苑運営委員
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四　社会連携

１　館外における各種委員

　市川市博物館協議会委員

　荒川区文化財保護審議会委員

２　館外講演・カルチャーセンター・出前授業

「江戸勤番武士の生活をさぐる　その二 －ある庄内藩士のみた江戸－」千葉市史研究講座，2007 年 8

月 4 日，千葉市美術館，報告者

「江戸のゴミ処理と下総の村々－清潔都市・リサイクル都市「江戸」幻想－」多田屋教養講座，2007

年 11 月 18 日，多田屋，報告者

「コメント　巣鴨町の社会－ その成果によせて－」第176回　江戸東京フォーラム，2007年 12月 1日，

豊島区立勤労福祉会館，報告者

「江戸藩邸内の神仏公開」，放送大学公開講座，2007 年 12 月 16 日，足立区生涯学習センター　報告

者

「江戸勤番武士の日記をよむ」，放送大学公開講座，2007 年 12 月 22 日，放送大学埼玉学習センター

報告者

「都市の人々の生活－武家屋敷を中心に－」，佐倉市民カレッジ，2008 年 1 月 11 日，佐倉市中央公民

館　報告者

３　マスコミ

●「伝統の朝顔」ほか植物苑展示関係

日本テレビ「おもっきりテレビ」2007 年 7 月 8 日 放送，取材協力

ＴＢＳ「はなまるマーケット」2007 年 7 月 9 日 放送，取材協力

ＮＨＫ千葉 - ＦＭ「ひるどき情報ちば」2007 年 7 月 30 日 放送・11 月 14 日 放送，出演

圓佛須美子『A　FLOWER　LOVER’ S　GUIDE　TOKYO』講談社インターナショナル，取材協力　

『花時間』2008 年 6 ないし 7 月号予定　アサガオ，取材協力

●第三展示室リニューアルの取材協力

朝日新聞社，2008 年２月　

ＮＨＫ，2008 年２月

佐倉市広報，2008 年３月

Ⅱ　業績目録 

2a　論文

　「八戸藩江戸勤番武士の日常生活と行動」『国立歴史民俗博物館研究報告』第 138 集，pp.67 ～ 124， 

　2007．３

　「江戸の武家屋敷－江戸勤番武士の行動と交際－」『年報　都市史研究　15　分節構造と社会的結合』，

　pp.19 ～ 32，山川出版社，2007．12

　「江戸城登城風景をめぐる二つの表象－名所絵と〈歴史画〉のあいだ－」『別冊　都市史研究　江戸とロ
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　ンドン』，pp.165 ～ 189，山川出版社，2007．12

　「江戸勤番武士が見た「江戸」」『国立歴史民俗博物館研究報告』第 140 集，pp.59 ～ 96，2008．３

５　学会・外部研究会発表要旨

「藩邸」，第 64 回都市史研究会例会，東京大学出版会，５月

７　その他

「江戸勤番武士の生活をさぐる　その二－ある庄内藩士のみた江戸－」『千葉いまむかし』№ 21，pp.93

～ 94，2008．3

「歴史の時間」144,『毎日小学生新聞』24936 号，2008．3

Ⅲ　研究状況・研究広報

個人研究「近世都市における武家地・寺社地の研究」，「近世都市における町人地・商人の研究」のうち，

ここ数年は，とくに日本近世の都市の代表であった城下町において，不可欠の構成要素である武家地を重点

的にとりあげている。

本年は，課題としてかかげた江戸勤番武士の分析の活字化をすすめることができた。まず，八戸藩士遠山

家を素材に，江戸勤番武士＝田舎者および余暇を持て余して江戸を遊歴するというイメージを批判した上で，

行動の詳細と関係する江戸の商人・職人の地域的な特質について分析をすすめ，講演，論文という形で成果

を公表した。このほか，庄内藩士の江戸勤番武士の日記について同様の視角から分析し，その成果の一部を

活字論文として発表することができた。

また，本館所蔵の「江戸城登城風景図屏風」を類本と比較・検討した論文を執筆し，明治 20 年代の「歴史画」

としての「江戸」表象という論点を提示することができた。

さらに，こうした自身の研究もふまえつつ，総合展示第３展示室について「都市の時代」のコーナーを中

心に展示リニューアルを行った（2008 年 3 月開室）。

来年度も江戸勤番武士の日記の分析をすすめたい。庄内藩勤番武士の日常と行動の分析についてさらに活

字論文の形で公表するとともに，あらたな史料の分析にもとりくむ。また，「江戸」表象については，元幕

臣戸川残花の活動を通じて検討し，「史蹟」保存における問題も検討したい。さらに，武家地の開発やイン

フラ維持についても検討をすすめたい。

上野和男　UENO Kazuo　教授

1944 年生【学歴】明治大学商学部商学科 1967 年卒業，東京教育大学大学院文学研究科（社会学専攻）修

士課程 1970 年修了【職歴】明治大学政治経済学部助手（1972），同助教授（1976），国立歴史民俗博物館民

俗研究部助教授（1984），同教授（1992），総合研究大学院大学文化科学研究科助教授併任（1999），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研究部教授（2004）【学位】【所属学会】日本文化人類

学会，比較家族史学会，日本家族社会学会【専門】社会人類学【主な研究テーマ】日本の家族と祖先祭祀の

研究／ Family system and ancestor worship in Japan
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  うえのか

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

１ ．2008 年度の民俗文化財映像資料「隠岐のシャーラブネ」制作のためのかずかずの予備的作業をすす

めた。5 月に第 1 回の予備調査を文化庁の担当者とともに島根県隠岐郡西ノ島町の各集落で実施し，現

在でもシャーラブネ行事が 9 集落で活発に行われていることを確認した。隠岐のシャーラブネは，集

落によっては巨大な船を作って，先祖をおくることに特徴があり，また，この行事を支える子供や青年

の組織が発達していることも特徴であった。この結果をもとに，制作要項を作成し，映像制作の基本方

針を確定した。8 月には，実際のシャーラブネ行事を調査するため，第 2 回目の調査を行った。実際の

行事を見ると，同じ隠岐のシャーラブネ行事であっても，船の大きさ，材質，送り方，関連する盆行事

などについて，集落間にかなりの差異があることが明らかになった。また，この調査の時点で他の機関

によって，国立歴史民俗博物館が制作しようとしている詳細な映像の撮影が行われている事実も明らか

になった。制作要項にもとづいて応募してきた映像会社の選定をすすめ，その結果，毎日映画社が制作

を担当することに決定した。毎日映画社の担当ディレクターは，「壱岐の船競漕」の制作にもあたった

優秀なディレクターであり，いい作品ができると期待している。

２ ．1964 年に調査した岐阜県揖斐郡春日村美束（現在，揖斐川町美束）の社会変動を調査するため，美束

とその周辺の集落の再調査を実施した。

３ ．3 年間にわたり実施した国立歴史民俗博物館共同研究「宮座と社会：その歴史と構造」の成果を取り

まとめる作業をひきつづきすすめた。まず，久井稲生神社文書，久井山科家文書（広島県三原市），兵

庫県三田市の宮座文書など，この 3 年間にわたって撮影した宮座関係文書の整理を実施し，デジタル

撮影した資料は利用しやすいようにフォルダーに整理した。また，同時にすべてをプリントアウトして

解読作業もすすめた。また，11 月に宮座研究の一環として関東地方における当屋制祭祀の一種である

オビシャについての第 2 回調査を茨城県稲敷市時崎において実施した。

４ ．東京都三鷹市の文化財調査の一環として，わさび経営農家の歴史と神社祭礼の調査を実施した。三鷹

市から所沢市にかけてかつて多くのわさび経営農家があったが，その代表的な事例として大沢の一農家

の調査を実施した。2007 年度は，文書調査と聞取り調査が中心であった。文書調査で注目されるのは，

宗教関係，特に天嶽教に関する文書，御札であった。わさび経営に関連する文書はわずかであった。神

社祭礼の調査は三鷹市牟礼の神明社の祭礼を中心に実施した。

二　教育活動

　１　教育

　　総合研究大学院大学文化科学研究会科日本歴史研究専攻「日本の家族」「日本の地域文化」担当および

　　　博士論文指導など。

　　国際基督教大学教養学部社会科学科「日本民俗文化論」（民俗映像論）

三　博物館活動

１　歴博講演会・歴博探検・くらしの植物苑

　歴博探検「里のくらし」，2008 年 2 月 9 日
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四　社会連携

１　館外における各種委員

　三鷹市文化財審議会委員

２　館外講演・カルチャーセンター・出前授業

　「日本の婚姻の変化」「祖先祭祀と家族の変化」（千葉市ことぶき大学，2007 年 4 月日ほか）

上野祥史　UENO  Yoshifumi　助教

1974 年生【学歴】京都大学文学部史学科考古学専攻 1996 年卒業，京都大学大学院文学研究科考古学専

修修士課程 1999 年修了，京都大学大学院文学研究科考古学専修博士後期課程 2000 年中退【職歴】国立

歴史民俗博物館研究部助手（2000），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研究部助

手（2004），同助教（2007）【学位】文学修士，京都大学大学院文学研究科，1999 年【所属学会】考古学研究

会，日本考古学会，日本中国考古学会ほか【専門】東アジア考古学【主な研究テーマ】漢三国六朝期の古代

東アジア世界の展開／ Archaeological Study of Ancient East Asia　　

Ⅰ 研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

1．総合研究大学院大学海外先進教育実践支援制度による海外派遣

　【研究・調査】　中華人民共和国　北京大学における調査研究活動の展開，8 月 10 日～ 12 月 31 日

2．文部科学省科学研究補助金・基盤（C）「漢代北方境界領域における地域動態の研究」関連項目（代表）

　【研究】　国際研究集会「漢代北方境界領域における地域動態の研究」，3 月 16 日，主催

　　　　　「2005 年度・2006 年度山西・内蒙古地域調査報告」（報告）

　　　　　「北方境界領域における墓葬資料と地域社会」（報告）

3．個別共同研究「マロ塚古墳出土品を中心とした古墳時代中期武器武具の研究」関連項目

　【研究・調査】　成果報告研究会及び人吉市関連資料調査，2 月 16 ～ 18 日

4．基幹共同研究「『三国志』魏書東夷伝の国際環境」関連項目

　【研究・調査】　中華人民共和国における現地調査・検討会，10 月 24 日～ 30 日

　【研究・調査】　研究発表会，1 月 26 日　

　　　　　　　　「後漢，魏晋の北方彊域－并州・幽州－」（報告）

5．韓國中國史學會韓国中国史学会第 8 回国際学術大会『通過出土文物看中國史』関連項目

　【研究】　「對漢墓多角度研究的探索－長沙地區的西漢社會－」（報告），韓国慶北大学校，9 月 8 日

6．日本中国考古学会 2007 年大会関連項目

　【研究】　シンポジウム『漢墓と漢代社会』（主催）

　　　　　「華北の様相」（報告），成城大学，12 月 2 日
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三　博物館活動

１　歴博講演会

　　第 64 回歴博フォーラム『新春ねずみづくし』（主催）

　　「十二支とねずみ」（報告），津田ホール，1 月 19 日

Ⅱ　業績目録

2a　論文

　2007.9：「「對漢墓多角度研究的探索－長沙地區的西漢社會－」（『通過出土文物看中國史』，pp.269 ～

282，韓國中國史學會）

　2007.12：「3 世紀の神獣鏡生産－画文帯神獣鏡と銘文帯神獣鏡－」（『中国考古学』第七号，pp.189 ～

216，日本中国考古学会）

　2008.3：「北方境界領域の地域社会－城郭と墓葬－」（『漢代北方境界領域における地域動態の研究』（科

研成果報告書 上野祥史編，国立歴史民俗博物館，pp.77 ～ 96）

　2008.3：『漢代北方境界領域における地域動態の研究』（平成 17 ～ 19 年度科学研究費補助金（基盤研究

（C）研究成果報告書）

５　学会

　「華北の様相」『日本中国考古学会 2007 年大会発表要旨集』，pp.51 ～ 57.

Ⅲ　研究状況・研究広報

１ ．東アジアの中国鏡研究　　昨年は，これまで進めてきた東アジアに広く流通する神獣鏡の生産と流通

の状況を総合的にまとめた。画文帯・銘文帯による製品の系譜と，3 世紀の「創作的模倣」という二つ

の視点から，2 世紀から 3 世紀にかけての神獣鏡の生産状況を整理した。その結果，華北―華南という

地域差は，画文帯―銘文帯という神獣鏡の系譜の差として，2 世紀より 3 世紀へと継続していたことを

指摘した。そして，三角縁神獣鏡の系譜を華北の画文帯神獣鏡の模倣生産に位置付け，同時代の日本列

島と関係を有した中国大陸地域が華北であったことを鮮明にした。

２ ．漢代世界とのその周縁　　漢代を中心に，中国的世界の広がりと，周辺世界との相互関係を読み解く

ことを目的として，近年，研究を進めている。本年度は，日本中国考古学会 2007 年大会，科研，本館

共同研究を通じて，多角的に接近を試みた。

　 　まず，日本中国考古学会 2007 年大会「漢墓と漢代社会」では，考古学資料に基づいて如何に漢代社

会を復元するのか，主催者の一人として，シンポジウムの企画運営を通じて検討を進めた。具体的には，

墓葬の造営と，鉄・陶製品を二つの軸として，それぞれ生産・流通という視座から，漢代社会への接近

を試みた。その中で，私自身は華北地域の前漢時代の墓葬資料を対象として，墓葬の構築技術に注目し，

その技術の継続・発展・断絶から地域社会の主体性を抽出した。ここに，華北地域には，6 つの地域を

抽出することができた。

　 　共同研究「魏書東夷伝（略）」では，こうした華北の 6 つの地域のうち，現在の内蒙古・山西北部・
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陝西北部地域に該当する北方地域を対象として取り上げた。黄河流域の中央と，同地域の周縁，そして

その外側に広がる周辺異民族の外縁，という三者の関係性を，前漢・後漢・魏晋という時期ごとに整理

し，その変容過程について検討を進めた。

　 　科研「漢代北方地域（略）」では，政治史・環境史・自然地理・考古学が複合的に，漢代の北方地域

社会の動態を検討することを目的としているが，共通資料としての城郭資料と墓葬資料を対照して，地

域社会の相互関係を明らかにした。上記研究による 6 つの地域圏のうち，現在の内蒙古・山西北部・

陝西北部地域に該当する北方地域において，先ず城郭相互の関係性から，幾つかの地域圏モデルを提示

した。北方境界領域として一括されるこの地域において，その中で各城郭社会を結び付けるネットワー

クが一様ではないことを明らかにした。そして，墓葬資料から，地域社会の階層構造への接近を試みた。

城郭を中心に展開した各地域社会の階層構造は類似するが，大同盆地以南と河套地域では様相が異なり，

フロンティアとしての河套地域の位置付を鮮明にした。

　 　地域社会における階層構造のあり方に対しては，韓国中国史学会第 8 回国際学術大会でも，発表を

おこなった。印章・銘文など文字資料を新たに分析の俎上にのせ，これまでの研究を一歩進め，前漢長

沙社会の動態を明らかにした。

　 　これら相互を有機的に連環づけることにより，漢代社会の様相を描出し，その変容過程を明らかにす

るという，より大きな研究目的へのアプローチを総合的に果たせたと考えている。

3 ．展示とフォーラム　　第 64 回歴博フォーラム「新春ねずみづくし」を企画運営した。当企画は，一

つのテーマに即して，対象資料や時代，分野を超えて，考古，歴史，民俗，美術史など，さまざまな視

点でアプローチする企画である。ここでは，甲骨・金文資料から，隋唐の俑・鏡など多様な遺物資料に

目を向け，干支という視点から，改めて中国古代史を見ることができる好機であったと感じている。

宇田川武久　UDAGAWA Takehisa　教授

1943 年生【学歴】國學院大學文学部史学科 1968 年卒業，國學院大學大学院文学研究科日本史学専攻博

士課程 1974 年単位取得退学【職歴】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研究

部教授（2004）【学位】博士（歴史学），國學院大學，1994 年【所属学会】国史学会，日本銃砲史学会【専門】

日本銃砲史【主な研究テーマ】日本銃砲史および砲術史／ Case Research Study on the History of Guns 

and Gun Technology in Japan

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

　1．外部資金による研究

　　文部科学省基盤研究（B）（一般）「江戸初期と幕末維新期における銃砲の伝統と革新に関する総合的研究」

　　　（研究代表者）（平成 18 年度から平成 20 年度・3 年間）

　2．調査
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うだがわ

　　平成 19 年 12 月 11 日から同年 12 月 19 日　オランダ国立民族博物館，ブロンベーク軍事博物館，ラ

　　　イクス博物館，王立武器博物館，ベルギー王立軍事博物館の銃砲類の調査，とくに日本と関係の深い

　　　19 世紀なかばの大砲類。

　　鉄炮鍛冶国友関係資料の調査　5 月 20 日～ 23 日　長浜城市立歴史博物館，鉄砲の里資料館，滋賀県

　　　長浜市

　　幕末軍事技術資料の調査　6 月 25 日～ 28 日　「江川文庫」静岡県伊豆の国市

　　徳川家康所持火縄銃の調査　6 月 29 日　静岡県久能山東照宮

　　大坂城および大坂府内出土の銃砲資料，鉄炮鍛冶文書の調査　7 月 31 日～ 1 日　大坂城天守閣・大阪

　　　府市埋文センター・大和文華館　大阪府・奈良県

　　幕末和製洋式銃と文献の調査　8 月 27 ～ 28 日　群馬県前橋市

　　人吉歴史資料館および松井文庫，佐賀鍋島家の銃砲調査　1 月 29 日～ 2 月 1 日　熊本県八代市，佐賀

　　　県佐賀市

　　尾張藩の砲術秘伝書の調査　2 月 24 ～ 25 日　「蓬左文庫」愛知県名古屋市　

二　教育活動

１　教育

國學院大學文学部非常勤講師（歴史・日本特殊史講義），國學院大學日本文化研究所研究員

三　博物館活動

　千葉県博物館監査委員（工芸）

四　社会連携

２　館外講演・カルチャーセンター・出前授業

　「鉄砲伝来の再検討」巡回展「鉄砲伝来」，香川歴史博物館，2007 年 4 月

　「鉄砲と合戦」近江大学講座，長浜文化センター，2007 年 5 月

　「武器から見た日本の戦術システム」戦略研究会，文京シビックセンター，2007 年 5 月

　「銃砲史研究の整理と展望－所氏の業績」『所コレクションと西洋兵学』，板橋郷土資料館 2008 年 2 月

　「海賊」鎌ヶ谷市シルバー大学院，鎌ヶ谷市東部学習センター，2007 年 9 月

　「海賊と鉄砲」歴博講演会，2007 年 12 月

　「海外貿易船」歴博ギャラリートーク，2008 年 1 月

　「甲冑と銃砲の構造とその変容」沖縄埋蔵文化財センター，2008 年 2 月　

　「鉄砲伝来」鎌ヶ谷市シルバー大学院，鎌ヶ谷市東部学習センター，2008 年 3 月

Ⅱ　業績目録 

１　著書

　『鉄砲伝来の日本史』編著「鉄炮伝来の実像」「鉄炮の伝播と遍歴の炮術師」「初期炮術秘伝書の武芸観」

　「銃砲の製作技術」，吉川弘文館，2007 年 10 月

2a　論文

　「鉄砲稽古法度」ほか『直江兼続のすべて』，花ヶ前盛明監修新人物往来社，2007 年 8 月
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　「鉄砲伝来研究の現状」『歴史読本』特別論考，新人物往来社，2007 年 5 月

　「日本への鉄砲伝来」『歴史地理教育』2007 年 10 月号

3c　辞典項目

　「黒色火薬と硝石の製法」『歴史学事典』，弘文堂，2007 年 10 月

７　その他

　『安齋實砲術関係資料及び「青圃文庫」コレクション』（国立歴史民俗博物館資料目録 5）2007 年 3 月（館

　蔵資料目録）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　『武具コレクション』（国立歴史民俗博物館資料図録 5）2007 年 3 月

内田順子　UCHIDA Junko　准教授

1967 年生【学歴】東京芸術大学大学院音楽研究科修士課程 1993 年終了，総合研究大学院大学文化科学

研究科博士後期課程国際日本研究専攻 1997 年修了，博士（学術）総合研究大学院大学 1997 年 3 月【職歴】

国立歴史民俗博物館民俗研究部助手（1999 年より），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民

俗博物館研究部助手（2004 年より），同准教授（2007）【学位】博士（学術），総合研究大学院大学，1997 年【所

属学会】東洋音楽学会，日本音楽学会，沖縄文化協会【専門】音楽学，映像人類学【主な研究テーマ】人の

ふるまいにおける音の効果についての研究／ Research on the Effects of Sound on Human Behavior，映像

の多義性についての研究／ Research on the Multiplicity of Visual Images

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

1．本館基盤共同研究「マンローコレクション研究－館蔵の写真資料を中心に」の研究代表として研究会，

　　現地調査，資料調査の企画・運営にあたった。

2．本館基盤共同研究「紀州徳川家伝来楽器コレクションの研究」（研究代表：高桑いづみ）の共同研究員

　　として，楽器調査に参加した。

3．本館基盤共同研究「ニュース映画の研究資源化ならびに活用方法の確立に関する研究」（代表：原山

　　浩介）の研究副代表としてニュース映画の分析に参加した。

4．本館基盤共同研究「民俗研究映像の制作と資料化に関する研究」（代表：青木隆浩）の研究副代表とし

　　て研究会の企画・運営にあたった。

5．機構連携研究（文化資源の高度活用）「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－」（代表：佐々木史郎）のマンロー研究班の総括者

として，イギリス・ドイツ調査（６月～７月），イタリア・ドイツ調査（12 月），イギリス調査（1 月）の

マネージメントを行った。

6．文部科学省科学研究費補助金・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」の研究代表として，国立スコットランド博物館所蔵の N.G. マンローのアイヌ
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うちだ

研究に関連する資料のデジタル化による収集を推進した。

7．本館個別共同研究「身体と人格をめぐる言説と実践」（代表：山田慎也）の共同研究員として，「シャー

マニズムと映画」というタイトルで報告を行った（3 月 1 日，本館にて）。

8．本館民俗研究映像「AINU　Past and Present －マンローのフィルムから見えてくるもの」（ビデオ，

102 分）の公開事業として「歴博映像フォーラム 2」を開催した（9 月 15 日（土）新宿明治安田生命ホー

ルにて）。

9．第 3 展示室リニューアル委員として「国際社会の中の近世日本」の琉球展示のコーディネイトを行っ

た。

二　教育活動

１　教育

　共立女子短期大学非常勤講師

　市原看護専門学校非常勤講師

三　博物館活動　

４　歴民研修講師

　講師：「調査研究の最近の動向：テーマ別演習①民俗学の研究動向と映像資料」，11 月 28 日

四　社会連携

１　館外における各種委員

　東洋音楽学会東日本支部委員

２　館外講演・カルチャーセンター・出前授業

　「沖縄の歴史と文化」，10 月 18 日，場所：佐倉南高等学校

　「AINU　Past and Present　マンローのフィルムから見えてくるもの」上映とレクチャー，『〈映像と身体〉

　　　の人類学－ドキュメンタリー映画の世界 2007』，12 月 22 日，京都造形芸術大学

Ⅱ　 業績目録 

５　学会・外部研究会発表要旨

　「映画の資料批判的映像分析－初期の記録映画の事例から」，国立民族学博物館共同研究『伝統芸能の映

　　　像記録の可能性と課題』（代表：福岡正太），国立民族学博物館，5 月 27 日

　「AINU Past and Present The Legacy of Neil Gordon MUNRO’s Film」上映と討論，第 10 回国際民族誌

　　　映画祭，英国王立人類学協会主催，マンチェスター大学，6 月 27 日

　「〈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」『第 22 回北方民族文化シンポジ

　　　ウム　北太平洋の文化　北方地域の博物館と民族文化②　発表要旨集』（貝澤耕一氏と連名），p.12， 

　　　オホーツク・文化交流センター，11 月 4 日

　「映像を解釈する権利とアーカイブズ－アイヌ民族との共同研究の事例から－」『シンポジウム　「あつ

　　　める」から「ひらく」へ』，京都造形芸術大学，2 月 23 日

６　歴史系総合誌『歴博』，友の会ニュース

　「映像を解釈する権利とアーカイブ」，歴史系総合誌『歴博』147 号，p.19，3 月



258

７　その他

　「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－」（佐々木史郎氏と連名），『論壇　人間文化』第 2 号，大学共同利用機関法人人間文

　　　化研究機構，pp.162 ～ 179，3 月

Ⅲ　研究状況・研究広報

・2006 年度に本館の民俗研究映像として完成した「AINU　Past and Present －マンローのフィルムから

見えてくるもの」の反響で，今年度は，映画やデジタルアーカイブ関係の研究会やシンポジウムに招かれ

る機会が多かった。映画およびデジタルでの資料収集とその活動に関わっているものの共通の問題として，

著作権等の権利関係の問題や，メディアの劣化等の問題で情報を交換する機会をもてたことは，大きな財

産となった。

・今年度は，これまでに民俗研究系の教員を中心に制作してきた民俗研究映像の貸し出し事業を開始した。

すでに，日本内外から貸し出しの申請があり，今後も貸し出しできる作品の充実につとめたい。

大久保純一　OKUBO Jun’ichi　准教授

1959 年生【学歴】東京大学文学部二類（史学）美術史学専修課程 1982 年卒業，東京大学大学院人文科

学研究科博士課程美術史学専攻 1985 年退学【職歴】名古屋大学文学部助手（1985），東京国立博物館学

芸部美術課研究員（1987），跡見学園女子大学助教授（1995），国立歴史民俗博物館情報資料研究部助教授

（2000），総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻助教授併任（2001），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研究部助教授（2004），同准教授（2007）【学位】博士（文学），東京大

学，2006 年 5 月【所属学会】美術史学会，国際浮世絵学会【専門】美術史学【主な研究テーマ】浮世絵／

Study of Ukiyo-e，江戸後期の風景表現／ Study of Landscapes in Later Edo Period

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

　1．本館企画展示「建築文化からみた東アジアと日本（仮称）」副代表

　2．総合展示リニューアル第 3 室，展示プロジェクト委員　

　3．文部科学省科学研究費補助金・基盤研究（B）「江戸時代における書画情報の総合的研究Ⅱ」（研究代表

武蔵野美術大学教授玉蟲敏子）共同研究員

二　教育活動

１　教育

　　金沢美術工芸大学非常勤講師（日本絵画史特講）

　　法政大学人間環境学部非常勤講師（日本美術の系譜）



259

おの

　　武蔵大学大学院人文学研究科非常勤講師（日本美術史研究）

三　博物館活動

　１　歴博講演会・歴博探検・くらしの植物苑

「描かれた京と江戸」第 280 回歴博講演会，4 月 14 日，歴博講堂

四　社会連携

１　館外における各種委員

国際浮世絵学会常任理事

佐倉市美術館運営評議員

武蔵野市美術資料収集選定委員会委員長

２　館外講演・カルチャーセンター・出前授業

講演「北斎が描いた富士」講師，8 月 5 日，山形美術館

文化講座「浮世絵の流れ」他 4 回講師，8 月 23 日～ 26 日，太田記念美術館

放送大学公開講演会「錦絵の流通」講師，12 月 22 日，放送大学文京キャンパス

Ⅱ　業績目録 

１　著書

　『広重と浮世絵風景画』（332 頁），東京大学出版会，4 月

４　展示図録　

｢ 構図から見た《名所江戸百景》｣，東京芸術大学コレクション展『歌川広重《名所江戸百景》のすべて』

pp.6 ～ 11，７月

「北斎　二つの富嶽図」，山形美術館企画展『北斎　富士を描く』pp.7 ～ 16，８月

「北斎の「冨嶽」と広重の「富士」」，山梨県立博物館特別展『北斎と広重　ふたりの冨嶽三十六景』，

pp.154 ～ 159，10 月

６　歴史系総合誌『歴博』，友の会ニュース

　表紙解説「錦絵から見える学びの風景」『歴博』145 号，見返し，11 月

Ⅲ　研究状況・研究広報

本年度はこれまでの広重を中心とする浮世絵風景画に関する研究を集成し，『広重と浮世絵風景画』を刊

行した。また本年度，江戸末期の錦絵の版木をまとまった分量購入したが，今後はその詳細な研究に着手し

ようと考えている。

小野正敏　ONO Masatoshi　教授　副館長

1947 年生【学歴】明治大学文学部史学地理学科 1970 年卒業【職歴】総合研究大学院大学文化科学研究



260

科助教授併任（1999），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研究部教授（2006）【学

位】【所属学会】日本貿易陶磁研究会，東洋陶磁学会【専門】日本考古学【主な研究テーマ】中世社会の考

古学的研究／ Archaeological Study of Medieval Japan　

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

1．文科省科学研究費補助金基盤研究 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

究代表者）にもとづき，国内，海外において調査を行った。詳細は，外部資金による研究の項目に記載。

２．本館基盤研究「東アジア比較建築文化史」（代表 玉井哲雄）の共同研究員。

３．機構連携研究「武士関係資料の総合化－比較史および異文化表象の素材として」（代表 小島道裕）の

共同研究員。

４．日本考古学協会第 73 回大会において，「中世考古学と焼物研究」（2007 年 5 月 26 日，明治大学，東

京）を講演した。

５．第５回考古学と中世史シンポジウム「宴の中世　場・かわらけ・権力」（2007 年 7 月 7 日～ 8 日，

帝京大学山梨文化財研究所，山梨）に参加し，コーディネーターとして「宴研究，その果たした役割と

可能性」の報告を行った。

６．第 28 回日本貿易陶磁研究会「伝世する陶磁器」（2007 年 9 月 29 日，30 日。青山学院大学，東京）

に参加し，「さまざまな『伝世』，そして修復」の報告を行った。

二　教育活動

　１　教育

　　青山学院大学大学院「日本考古学演習」，昭和女子大学人間文化学部「考古学特説」，福岡大学大学院人

　　　文科学研究科「考古学特講ⅠＢ」（集中講義）に出講した。

四　社会連携

１　館外における各種委員

　文化審議会専門委員（文化財分科会），福井県朝倉氏遺跡研究協議会委員，小田城跡保存整備委員会委員，

　　勝尾城下町遺跡調査整備委員会委員，金山城調査整備委員会委員，史跡武田氏館跡整備活用委員会委員，

　　史跡勝瑞城館調査整備委員会委員，平泉世界文化遺産登録指導委員会委員，鎌倉市歴史遺産検討委員会

　　委員等

２　館外講演・カルチャーセンター・出前授業

　　・第６回大学院講演会において，「平泉と鎌倉，発掘された虚と実」（2007 年 7 月 1 日，総合研究大学 

　　院大学主催，明治大学，東京）

　　・勝瑞アカデミーにおいて，「庭園をもつ戦国期城館の機能と意義」を講演。（2007 年 7 月 22 日，徳

　　島県藍住町）

　　・第 23 回古代文化講座にて「中世富田城と戦国城下町研究」を講演。（2007 年 10 月 13 日，島根県

　　古代文化センター主催，広瀬中央交流センター，島根）

　　・展覧会「太田道灌とその時代」関連フォーラム「戦国時代のイメージ」において，「焼物からみる中
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　　世の世界」を講演。（2007 年 10 月 20 日，江戸東京博物館）

　　・第 3 回中世城館シンポジウム「中世西伯耆の世界を検証する」において，記念講演「戦国時代の城

　　下町を掘る－山城と城下町の多様な機能」を講演。（2007 年 10 月 28 日，米子市福祉保健総合センター

　　ふれあいの里。鳥取）

　　・明治大学リバティーアカデミー特別企画講座「北近江から日本史を考える」（北国往還再見会議連携

　　企画）において，「戦国時代の城からみた近江・越前の文化と経済」を講演。（2007 年 11 月 30 日，明

　　治大学）

　　・特別展「関東戦乱－戦国を駆け抜けた葛西城」記念シンポジウム「葛西城と古河公方足利義氏」にお

　　いて，記念講演「葛西城と戦国考古学」を講演。（2007 年 12 月 2 日，葛飾区郷土と天文の博物館，東京）

　　・『佐倉市民カレッジ』において，「本佐倉城と臼井城の発掘成果と東国の戦国時代」を講義。（2007 年

　　12 月 14 日佐倉市立中央公民館，千葉）

Ⅱ　業績目録

７　その他

「平泉と鎌倉，発掘された虚と実」『建築史と考古学の接点を求めて－平泉と鎌倉』歴史研究の最前線

Vol.8，pp.8 ～ 44，2007 年 3 月

久留島　浩　KURUSHIMA  Hiroshi　教授　博物館資源センター長

1954 年生【学歴】東京大学文学部国史学科 1977 年卒業，東京大学大学院人文科学研究科博士課程 1984

年単位取得退学【職歴】東京大学文学部助手（1984），千葉大学教育学部講師（1986），同助教授（1987），

国立歴史民俗博物館歴史研究部助教授併任（1997），同助教授（1998），同教授（2002），総合研究大学院大

学文化科学研究科助教授併任（1997），同教授（2002），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史

民俗博物館研究部教授（2004）【学位】博士（文学），東京大学，2003 年【所属学会】歴史学研究会，日本史

研究会，史学会，地方史研究会，「歴史科学と教育」研究会【専門】日本近世史・博物館研究【主な研究テー

マ】近世後期地域社会の歴史的性格についての研究／ The Historical Character of Regional Communities 

in the Late Edo Period，近世社会における儀式・儀礼・祭礼の研究／ Ceremonies， Observances and 

Festivals in Early Modern Japanese Society，歴史系博物館の展示論（表象論）／Theories of Representation 

and Exhibition at Museum of History，博物館教育プログラムおよび評価についての研究／ Museum 

Educational Programs and their Assessment

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報
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　１ ．第 3 展示室リニューアル展示プロジェクト委員会の一員として，研究会に参加し，展示の準備を進

めたほか，2007 年 5 月 19 日には第 59 回歴博フォーラム「国際関係のなかの近世日本」，10 月 20 日

には，第 61 回歴博フォーラム「ひとともののながれ・村からみえる『近代』」を行い，それぞれ趣旨

説明を行った。第 3 展示室を 2008 年 3 月 18 日リニューアルオープンするにあたり，総括する役割を

果たした。

　２ ．人間文化研究機構の機構連携研究「ユーラシアと日本－交流と表象－」（「日本とユーラシアの交流に

関する総合的研究」2005-2009）の研究代表者として研究を進めた。2007 年度の国際シンポジウム「境

界の形成と認識－移動という視点－」の報告集を刊行した。2008年3月1，2日に，国際シンポジウム「い

まなぜ国民国家か－国民国家の過去・現在・未来－」を実施した。また，連携研究の一環として，国外

にある 19 世紀の日本関係史料調査として，ドイツのシュルヒテルン郊外のブランデンブルク城にある

シーボルト関係史料の調査・撮影を行った。

　３ ．2007 年 8 月 10 日に，国際女性史研究会で，「Representation of History in Museum  Displays and 

the Autonomy of Audience」というタイトルで報告した。Conference of the International Federation 

for Research in Women’s  History “Women, Gender and the Cultural Production of Knowledge” 8-11 

August 2007  St.Kliment Ohridski University of Sofi a

二　教育活動

　１　教育

　　千葉大学文学部非常勤講師　2007 年度後期

　２　博物館教育

　　千葉大学教育学部新入生見学（5 月 12 日）など，見学団体に対する講師を勤めた。

三　博物館活動

　５　歴博振興会関係

　　歴博振興会「超初心者のための古文書講座」（3 回）の講師を務めた。

四　社会連携

１　館外における各種委員

　千葉県史料研究財団千葉県史編さん近世史部会長，千葉市史編纂委員，千葉市文化財保護審議会委員，

　　長崎出島史跡整備審議会展示小委員会委員，富里市文化財審議会委員

２　館外講演・カルチャーセンター・出前授業

　講演「第3展示室リニューアルで何が変わる」（千葉圏歴史教育者協議会，6月24日，千葉市コミュニティ

　　　センター）

Ⅱ　業績目録 

１　著書

2008.2：共著『牧の考古学』（入間田宣夫・谷口一夫編，高志書院）のうち第一部に「近世下総の牧に関

する一考察」を執筆，pp.91 ～ 120  

　2008.3：共編著『アジアの国民国家構想』（趙景達と共編，青木書店）
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2008.3：共編著『歴史展示における『異文化』表象の基礎的研究』（国立歴史民俗博物館研究報告第

140 集）

3b　自治体史・史料集

　2008.3：『千葉県史 通史編　近世２』の監修

６　歴史系総合誌『歴博』，友の会ニュース

　2007.11：歴博対談 48「学びの風景」（上田信行氏と）（『歴博』145 号，pp.6 ～ 11，国立歴史民俗博物館）

　2008.3：「新しく変わる近世展示のみどころ」（『歴博』147 号，pp.28 ～ 29）

　2007.11：「企画展示第３展示室（近世）リニューアルの『秘話』（「悲話」？）」『友の会ニュース』134 号，

　pp.1 ～ 2

７　その他

2007.12：「歴史系博物館で現在（いま）考えていること－国立歴史民俗博物館でのささやかな経験か

ら－」（『歴史科学』190 号，pp.26 ～ 31）

2008.4：「国立歴史民俗博物館第 3 展示室（近世）のリニューアルを迎えて」（『歴史地理教育』728 号，

pp.84 ～ 89）

Ⅲ　研究状況・研究広報

この数年間，（1）近世後期地域社会の歴史的性格についての研究，（2）近世社会における儀式・儀礼・祭

礼の研究，（3）歴史表象論，（4）博物館教育の実践的研究という枠組みで研究を行ってきたが，今年度も基

本的には変わらない。

まず，（1）については，一昨年報告した牧と牧士と地域社会に関わる論考をまとめたほか，全国の幕領関

係史料のうち，郡中議定・郡中入用に関する資料の収集整理を始めた。（3）（4）については，研究代表者を

務めた共同研究「歴史展示における『異文化』表象の基礎的研究」の成果を当館の研究報告としてまとめる

ことができたことが最大の成果である。序文でも記したが，この共同研究は，第 3 展示室のうちの「国際

社会のなかの近世日本」のコーナーの展示構成を考案するプロジェクトと多くの現地調査（博物館展示調査）

や展示をめぐる現地研究会の場を共有して研究を進めた。実際の展示にすべてを活かすことはできていない

が，多くの論点を学ぶことができただけでなく，他の博物館における展示との比較を行う機会を得たことの

意義は大きい。いずれにしても，第 3 展示室のリニューアルは歴博に異動して以来 10 年間関わってきたこ

とで，当館における自分の最大の責務を果たすことができたと考えている。なお，博物館における歴史展示

とジェンダーの関係について，国際女性史学会で報告した。

人間文化研究機構の連携研究「ユーラシアと日本：交流と表象」も 4 年目を迎え，今年度はもっとも深

く関わってきたブランチである「国民国家の比較史的研究」班は主催する国際シンポジウム「いまなぜ国民

国家か？」を開催することができた。その準備過程で，アジア民衆史研究会と共催で実施した「アジアの国

民国家構想」に関わり，その報告集『アジアの国民国家構想』の「はじめに」を執筆する機会を得た。国民

国家に関わる研究テーマは，この数年間の課題でもあり，来年度は新しい論点を開発してみたい。

なお，第 3 展示室はリニューアルオープンしたが，展示に関しては修正し続ける必要がある。さらに，

現在の展示を実現するに至った経過や大・中・小パネルの原稿（最終稿），諸解説などを含め，関わった研
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究者の研究をも含めた「第 3 室ができるまで」という研究報告をまとめることが今年度の課題である。また，

ボランティアを総合展示の場（寺子屋れきはく）に導入したことの意味は大きく，来館者と展示とのコミュ

ニケーションを豊かにする機会として大切にしていきたいと考えている。この点でのアフターケアーも今年

度の課題である。総じて，いったん構築した展示をどのように「成長」させるか，じっくりと取り組みたい。

小池淳一　KOIKE Jun’ichi　准教授

1963 年生【学歴】東京学芸大学教育学部初等教育教員養成課程国語選修 1987 年卒業，筑波大学大学院

博士課程歴史人類学研究科文化人類学（日本民俗学）専攻 1992 年単位取得退学【職歴】弘前大学人文学

部講師（1992），弘前大学人文学部助教授（1994），愛知県立大学文学部助教授（2001），国立歴史民俗博物

館民俗研究部助教授（2003），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研究部助教授

（2004），同准教授（2007）【学位】博士（文学），総合研究大学院大学，2007 年 9 月【所属学会】日本民俗学

会，日本宗教学会（評議員），日本文化人類学会，日本口承文芸学会，日本昔話学会，地方史研究協議会，日本史

研究会，民俗芸能学会，日本民具学会，儀礼文化学会【専門】民俗学，信仰史【主な研究テーマ】民俗信仰／

Folk belief

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

１．本館基幹研究「唱導文化の比較研究」（副代表）

２．本館個別共同研究「身体と人格をめぐる言説と実践」（副代表）

３．民俗文化財映像製作委員会（副委員長）

二　教育活動

１　教育

お茶の水女子大学生活科学部非常勤講師（地域文化論）

中央大学文学部非常勤講師（民俗学／民俗学概論）

早稲田大学文学部非常勤講師（日本民俗学）

東邦大学薬学部非常勤講師（民俗学）

三　博物館活動

３　各センター担当，各種編集委員

　広報連携センター　広報担当

　『年報』編集委員

四　社会連携

１　館外における各種委員

青森県史編さん企画編集委員（民俗部会長），青森県文化財保護審議会委員，八千代市史編さん専門委員，

みちのく北方漁船博物館運営評議員
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　３　マスコミ

「疑問解決モンジロー／大の月・小の月なぜあるの？」（『朝日新聞』2007 年 12 月 24 日，取材協力）

Ⅱ　業績目録 

2a　論文　

　「唱導文化論の構想」『国文学－解釈と鑑賞－』72 巻 10 号，pp.19 ～ 27，至文堂，10 月

2b　研究ノート

　「粟の民俗－栽培から祭祀まで－」『日本の民俗学・韓国の民俗学Ⅳ』，pp.127 ～ 135，韓国・国立民

　俗博物館，9 月

　「昔話とネズミ」『月刊みんぱく』32（1）・通巻 364 号，p.5，国立民族学博物館，1 月

　「鬼に託されたもの－怪異記述の系譜－」『口承文芸研究』31 号，pp.124 ～ 128，日本口承文芸学会，

　3 月

　「岩木川流域の伝承と生活」『岩木川流域の民俗』pp.1 ～ 6，青森県環境生活部県史編さんグループ，3月

2c　書評

　書評「林淳著『近世陰陽道の研究』」『歴史学研究』832 号，pp.44 ～ 48，青木書店，10 月

3b　自治体史・史料集など

　「生活のなかの祈り」（『八千代市の歴史 通史編 下』，pp.570 ～ 597，八千代市，3 月）

５　学会・外部研究会発表要旨

「近世陰陽道系知識の位相－一枚物大雑書の意義－」『宗教研究』第 81 巻４号（355 号），pp.436 ～

437，立正大学，9 月

６　歴史系総合誌『歴博』，友の会ニュース

　「青森の正月」『国立歴史民俗博物館友の会ニュース』135，p.2，（財）歴史民俗博物館振興会，１月

７　その他

　「町史とっておきの話 157・只見川に生きる―スシの伝統」『広報ただみ』447 号，p.12，只見町役場

　総務企画課，８月

「町史とっておきの話 158・川底を整えてハヤを待つ…－スシの伝統」『広報ただみ』448 号，p.14，

只見町役場総務企画課，９月

　「町史とっておきの話 159・義経の手紙－その１」『広報ただみ』449 号，p.14，只見町役場総務企画課，

　10 月

　「町史とっておきの話 160・義経の手紙－その２」『広報ただみ』450 号，p.14，只見町役場総務企画課，

　11 月

　「町史とっておきの話 161・ホウインの活躍－その１」『広報ただみ』451 号，p.16，只見町役場総務

　企画課，12 月

　「町史とっておきの話 162・ホウインの活躍－その２」『広報ただみ』452 号，p.16，只見町役場総務

　企画課，１月

　「くまの文化75熊野学へのラブソング・みちのくから熊野を想う」『南紀州新聞』2008 年 1 月 9 日，p.12，
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　南紀州新聞社

　「歴史の時間 132・子どもたちが昔，食べていたお菓子は？」『毎日小学生新聞』2007 年 12 月 3 日，

　p.6

　「歴史の時間 133・秋田の「なまはげ」は鬼？お化け？」『毎日小学生新聞』2007 年 12 月 17 日，p.6

　「歴史の時間 134・お正月って何？何のためにお祝いするの？」『毎日小学生新聞』2007 年 12 月 24 日，

　p.6

　「歴史の時間 135・新しい年のはじまりはいつから？」『毎日小学生新聞』2007 年 12 月 31 日，p.6

　「歴史の時間 136・１月７日に七草を食べる理由は？」『毎日小学生新聞』2008 年１月 7 日，p.6

　「歴史の時間 137・いつまでがお正月なの？」『毎日小学生新聞』2008 年１月 14 日，p.6

　「歴史の時間 138・だるまって何？」『毎日小学生新聞』2008 年１月 21 日，p.6

　「歴史の時間 139・なぜ節分に豆まきをするの？」『毎日小学生新聞』2008 年１月 28 日，p.6

Ⅲ　研究状況・研究広報

本館に着任して 5 年目を迎えた。歴博という勤務の特殊性をふまえて上で学界，社会からの期待に充分

にこたえることができているか，甚だ心許ないのだが，自分なりにできることから着手するように努めてい

るつもりである。今年度の研究活動を端的に示すものとして，以下，１．研究成果の報告，２．映像を伴う

民俗調査，３．日本筆記史に関する基礎調査，について概略を述べる。

１．【研究成果報告】　今年度は複数の研究成果報告に関わり，研究を学界や社会に開いていく試みに従事

したといえる。まず，9 月 1 日に副代表を務めている機構連携研究「ユーラシアと日本：交流と表象」の「唱

導文化の比較研究」班で，韓国における国際シンポジウムを開催した。海外での研究公開にはじめて従事し

たため，不手際が多く，各方面に御迷惑をおかけしたことを反省している。今回の海外での研究協力，研究

発信の経験を今後に活かしていきたい。昨年度終了した共同研究「日本における民俗研究の形成と発展に関

する基礎研究」の成果報告の一環として 12 月 1 日に歴博フォーラム「民俗学の行方」を企画，開催した。

これも開催にあたっての実務面では反省点が少なくないが，共同研究のメンバーの協力によって内容は極め

て充実したものであったと考えている。

新聞や自治体広報などへの取材協力，執筆も比較

的多かったが，研究の最前線や細部にわたる問題意

識と社会的なニーズとの落差を感じ，発信の手法を

磨き上げていく必要があることを強く意識した。

２．【映像を伴う民俗調査】　民俗文化財映像「津

軽の地蔵さま」の作成に従事し，シナリオのチェッ

クや撮影随行などを通じて民俗事象の映像化のプ

ロセスを実地に経験した。撮影地となった青森県津

軽地方は多年にわたるフィールドであり，土地勘も

持っているつもりであったが，映像制作というファ

クターを通して改めて津軽の民俗，伝承を考えたこ 民俗文化財映像撮影打合せ（青森県五所川原市金木町川倉にて）
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とは，貴重な経験であった。またこのことは年度後半における民俗研究映像の準備にも活きたものと考えて

いる。

３．【日本筆記史に関する基礎調査】　昨年度に引き続き，万年筆を中心とする日本の筆記具に関する調査

成果を少しづつ蓄積している。職人技を切り口に映像製作へとつなげていくことを計画しているが，埋もれ

ている史資料も多く，聞き取り調査も急を要することが判明しつつあり，若干の焦りを感じている。次年度

以降，成果をとりまとめ，更なる前進を期したい。

小島道裕　KOJIMA Michihiro　准教授

1956 年生【学歴】京都大学文学部史学科 1980 年卒業，京都大学大学院文学研究科博士課程国史学専攻

1985 年満期退学【職歴】京都大学研修員（1985），京都大学文学部助手（1986），国立歴史民俗博物館助手

（1989），国立歴史民俗博物館助教授（1994），総合研究大学院大学文化科学研究科助教授併任（1999），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研究部助教授（2004），同准教授（2007）【学位】博

士（文学），2006 年 7 月，京都大学文学部【所属学会】日本史研究会・古文書学会・比較都市史研究会【専

門】日本中近世史／博物館教育【主な研究テーマ】日本中近世の都市・城館・村落／ Towns，villages， 

and castles in medieval Japan，博物館教育／ Museum education

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

１．企画展示「西のみやこ 東のみやこ－描かれた中近世都市－」（2007．3 ～ 5）において副代表をつとめ，

講演会での報告などを行った。

　　この展示を契機とする検討に基づいて洛中洛外図屏風についての新たな知見を得たため，連携研究「武

士関係資料の総合化」研究会（2007．5．2，10．25），科学研究費「中近世風俗画の高精細デジタル画像

化と絵画史料学的研究」（代表 黒田日出男）研究会（2007．7．28）で報告し，さらに，10 ～ 11 月の「洛

中洛外図屏風歴博甲本原本公開」の機会に，『歴博』，解説シート，ギャラリートークで等で発表した。

　　また，これに先立つ記者発表で発表を行い，新聞各紙の取り上げる所となった。

　　展示の方法をめぐっては，共同研究「博物館におけるコミュニケーションデザインに関する研究」（代

表 佐藤優香）研究会（2007．4．28）において報告した。

２．基盤研究「歴史展示における『異文化』表象の基礎的研究」（代表 久留島浩）において昨年度報告を行

った「歴史展示における復元模型の意味と活用」を論文として研究報告に掲載した〔小島 2008．3〕。

３．共同研究による検討を受けて作成を進めていた「中世地方都市データベース」を公開した。

４．館内で行った電子展示の利用特性と評価に関する検討の結果を共著で論文として研究報告に掲載した

〔安達他 2008．3〕。

５．資料の収集・調査の成果として，企画展示「新収蔵品展」において，新出の里見氏文書を展示した。

６．人間文化研究機構連携研究「武士関係資料の総合化」において代表を務め，研究会で前期の報告を行
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った他，ドイツ（ベルリン）における武士関係資料および中世を対象とする展示などの博物館調査を行

った。

７．６の連携研究について中間報告書を編集し，１および６に関する報告を掲載した。

二　教育活動

１　教育

　大学院指導：都市社会論Ｂ，歴史展示研究Ｂ，集中講義Ｃ「博物館とは何だろう」（総研大レクチャー

　　　を兼ねる）

　「歴博＝歴史系博物館における教育活動」2007 年 12 月 7 日（金），千葉県高等学校美術工芸部会研修

　　　会

三　博物館活動

　１　歴博講演会・歴博探検・くらしの植物苑

　　「描かれた京と江戸」第 280 回歴博講演会，4 月 14 日　　

　　「みやこに暮らす人びと」歴博探検，12 月 8 日

　３　各種委員

　　広報連携センター　博物館活用担当

　４　歴民研修講師

　　「展示概論」「コース別演習 教育プログラムの作成と活用」「全体討論」

四　社会連携

１　館外における各種委員

　鎌倉博物館（仮称）展示計画等検討委員

　五所川原市遺跡整備検討委員（十三湊部会）

２　館外講演・カルチャーセンター・出前授業

　「洛中洛外図屏風は大河ドラマだった」2007 年 10 月 28 日，千葉県選挙管理委員会千葉県民政治大学，

千葉駅ビル ペリエホール

　「島原の乱と原城・日野江城の歴史的意義」2008 年 2 月 10 日，世界遺産暫定一覧表登録記念シンポ

ジウム 「有馬の城・外交・祈り～西欧外交の原点を求めて～」，南島原市有家コレジオホール

　「見ているだけじゃつまらない！－日本の，世界の，歴史博物館の楽しみ方－」埼玉県小手指公民館分館，

2008 年 3 月 15 日

３　マスコミ

・新聞（記者発表関係記事）

2007 年 9 月 6 日 毎日新聞夕刊「『洛中洛外図屏風』で新説－細川管領家の栄華示す政治メッセージ」

2007 年 9 月 11 日 日本経済新聞夕刊「洛中洛外図，情景にあらず？－細川氏の顕彰が目的か」

2007 年 9 月 21 日 産経新聞「戦国の実力者，栄華を誇示－洛中洛外図屏風」

2007 年 10 月 4 日 朝日新聞「『歴博甲本』作者狩野元信と推定－国立歴史民俗博物館」

2007 年 10 月 19 日 読売新聞「『洛中洛外図コード』解読」

・雑誌

「資源・研究・展示の融合が，新たな歴史観を開く（インタビュー記事）」『カルチベート』No.31，
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2008 年 2 月

Ⅱ　業績目録 

2a　論文

　「ネットワークで公開する電子展示の利用特性と評価に関する検討」『国立歴史民俗博物館研究報告』第

　139 集，2008 年 3 月（安達文夫・高橋一樹と共著），pp.1 ～ 16

　「歴史展示における模型の意味」『国立歴史民俗博物館研究報告』第 140 集，2008 年 3 月，pp.201 ～

　211

2b　研究ノート

　「洛中洛外図屏風に描かれた『武士』」人間文化研究機構連携研究「武士関係資料の総合化」中間報告書，

　2008 年 2 月，pp.44 ～ 51　

６　歴史系総合誌『歴博』，友の会ニュース

「れきはく井戸端会議　展示室Ｑ＆Ａ（洛中洛外図屏風はなぜ作られ，どう使われたのですか）」『歴博』

No.142，p.31，2007 年 5 月

「れきはく井戸端会議　展示室Ｑ＆Ａ（洛中洛外図屏風はなぜ作られたのですか〈再〉）」『歴博』No.144，

p.31，2007 年 9 月

「洛中洛外図屏風（歴博甲本）から 船岡山」『協力校レター』17 号，pp.1 ～ 2，2007 年 10 月

「洛中洛外図屏風（歴博甲本）はなぜ描かれたか」『歴博』No.145，pp.2 ～ 5，2007 年 11 月

「この人は誰？－登場人物で読む洛中洛外図屏風歴博甲本－」『友の会ニュース』No.134，p.4，2007

年 11 月

Ⅲ　研究状況・研究広報

企画展示「西のみやこ 東のみやこ－描かれた中近世都市－」に参加し，洛中洛外図屏風，特に「歴博甲本」

を集中的に調査したことによって，その成立事情に関して新しい知見を得ることができました。描かれた「登

場人物」に注目した所，発注者は室町幕府の管領だった細川高国，主人公は家督を譲られたその息子稙国（た

ねくに），制作者は幕府御用絵師だった狩野元信，制作年代は，少なくとも発注されたのは 1525 年（大永 5）

の 4 月～ 10 月，という理解で全体を整合的に解釈できる，という結論に至りました。その他の初期洛中洛

外図屏風についても，この歴博甲本を出発点として，権力者とその統治する都市（京都）の図としての一連

の流れが見えてきました。今後本格的な論文を発表する予定です。

人間文化研究機構の連携研究「武士関係資料の総合化」では，展示を機会にした研究会を開催して，洛中

洛外図屏風の検討結果を報告し，また，ドイツでの資料と展示の調査を実施しました。これについては，比

較史や博物館研究の分野で，今後国際交流としても発展する予定です。　

懸案だった「中世地方都市データベース」も，ようやく第 1 次の公開にこぎつけました。今後増補改訂

をしていく予定ですので，ご覧の上，遺漏などお気づきの点はご教示をいただければ幸いです。

この他，「協力校」の先生方と，洛中洛外図屏風の修学旅行での活用や，調査研究体験のプログラム開発
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も行いました。洛中洛外図屏風の実物大パズルや，それを利用して登場人物の台詞を書かせるプログラムな

ど，さまざまな形で利用者と一緒に考えることが，資料の解釈にも役立っています。

細川高国（洛中洛外図屏風  歴博甲本より）

　

細川稙国（左側の人物。同左）

小瀨戸恵美　KOSETO-HORYU Emi　助教

1973 年生【学歴】東京大学理学部化学科 1995 年卒業，東京藝術大学大学院美術研究科博士前期課程

1998 年修了，東京藝術大学大学院美術研究科博士後期課程 2000 年中途退学【職歴】米国ゲッティ保存

研究所グラデュエイトインターン（1999-2000），本館情報資料研究部助手（2000），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研究部助手（2004），同助教（2007）【学位】【所属学会】文化財保存

修復学会，日本文化財科学会，国際浮世絵学会【主な研究テーマ】歴史資料の自然科学的手法による分析／

Chemical analysis of cultural properties,博物館施設における環境／ Studies in the relationship between 

environments and deterioration of cultural objects

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

　１．「敦煌壁画保存のための日中学術調査（第五期）」協力者として，中国甘粛省敦煌市莫高窟での調査を

行い（9 月 2 日～ 9 月 9 日），その成果発表を東京文化財研究所で開催された研究会（10 月 18 日）にて

おこなった。

　２．科学技術振興機構革新開発研究事業「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」（株式会社エス･ティ･ジャパン）研究協力者として，株式会社エス･ティ･ジャパンで開催された研

究会（6 月 16 日，12 月 8 日，1 月 24 日，3 月 13 日）にて討論，発表をおこなうとともに，当館において，

錦絵・版木等の測定をおこなった。

　３．人間文化研究機構連携研究・文化資源の高度活用「有形文化資源の共同利用を推進するための資料管

理基盤形成」研究分担者として国立民族学博物館での研究会（5 月，1 月）に参加し，研究討論をおこな
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うとともに，当館での生物生息調査システムの導入に携わった。

三　博物館活動

　３　各センター担当，各種編集委員

　　博物館資源センター　資料担当

Ⅱ　業績目録

　2a　論文

　　「敦煌莫高窟第 285 窟壁画顔料のラマン分光法による測定」『敦煌保護に関する日中共同研究 2007』， 

　　　pp54 ～ 62（連名：趙林毅・于宗仁・李燕飛・范宇権）

　　「敦煌莫高窟第 285 窟壁画に使用された彩色材料の非接触分析」『保存科学』47 号，pp.88 ～ 102，東

　　　京文化財研究所（連名：高林弘美・于宗仁・范宇権）

　2b　研究ノート

　　「2．連携研究機関における生物被害対策の現状と課題　国立歴史民俗博物館の生物生息調査」『人間文

　　　化研究総合推進事業　連携研究中間報告書　文化資源の高度活用　有形文化資源の共同利用を推進す

　　　るための資料管理基盤形成　園田直子編』，pp.125 ～ 132, 大学共同利用機関法人　人間文化研究機

　　　構 2008

　3a　調査・発掘調査報告書

　　「常呂遺跡出土ガラス玉の自然科学的分析」（投稿中）

　５　学会・外部研究会発表要旨

　　「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

　　　－」（落合周吉・東山尚光・増谷浩二・木村淳一・古川剛志・坂本 章・田隅三生と連名））『第 68 回分

　　　析化学会討論会』，宇都宮大学，5 月

　　「ミュージアムにおける危機管理の取り組み」（園田直子・日髙真吾・和髙智美・包国征治・中野文人・

　　　青木 睦・神庭信幸・和田 浩と連名）『文化財保存修復学会第 29 回大会研究発表要旨集』，pp282 ～

　　　283，静岡市民文化会館，6 月

　　「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』（落合周

　　　吉・東山尚光・増谷浩二・木村淳一・古川剛志・坂本 章・田隅三生・趙 林 毅・日高 薫），奈良教育大学，

　　　6 月

　　「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」（落合周吉，東山尚光，増谷浩二，木村淳一，坂本章，田隅三生と連名）『第１回分子科学

　　　討論会』，東北大学，9 月

　　「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」（落合周吉，東山尚光，増谷浩二，木村淳一，坂本 章，田

　　　隅三生と連名）『第 12 回国際浮世絵学会大会』，日本女子大学，11 月
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Ⅲ　研究状況・研究広報

本年度は博物館資源センター資料担当として，館蔵資料の状態調査や環境改善に携わるとともに，ラマン

イメージング装置の開発や文化財の測定をおこなった。特に本年は資料環境や資料状態調査にかかわること

が多かったように思うが，博物館資料にとってよりよい環境の整備はいまだ途中であり，さらに努力を続け

たい。また，本年度は敦煌莫高窟での顔料調査をおこない，現地測定ではじめてラマン装置をもちいた分析

をおこなうことにより，従来は同定不可能であった藍やラピスラズリの同定ができたことは喜びであった。

今後，文化財，特に錦絵や版木に適応していくことにより，今まで知られなかった文化財構成物質を明ら

かにしていきたいと考えている。

小林謙一　KOBAYASHI Ken’ichi　助教

1960 年生【学歴】慶応義塾大学文学部民族学考古学専攻 1983 年卒業，慶応義塾大学大学院文学研究科

修士課程 1987 年修了，総合研究大学院大学文化科学研究科博士課程後期 2004 年学位取得終了【職歴】

中野区新井三丁目遺跡調査会調査員（1987），慶応義塾大学埋蔵文化財調査室助手（嘱託）（1988），渋谷区北

青山遺跡調査会調査員（1992.1），目黒区大橋遺跡調査会主任調査員（1992.6），金沢大学埋蔵文化財調査セ

ンター助手（1998），国立歴史民俗博物館考古研究部リサーチアシスタント（2002），国立歴史民俗博物館情

報資料研究部科学研究費支援研究員（2003），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

研究部考古研究系助手（2005），同助教（2007）【学位】 博士（文学），総合研究大学院大学，2004 年 3 月【所

属学会】日本考古学協会，考古学研究会，日本文化財科学会，AMS 研究協会【専門】考古学，先史時代，近世

近現代考古学，年代測定【主な研究テーマ】縄紋時代／ JOMON period，炭素 14 年代測定／ radiocarbon 

dating

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

1．本館個別共同研究「東アジア先史時代の定住化過程の研究」（2007 ～ 2009 年度）研究代表として，

研究会及び現地調査を行った。2007/4 月・８月・3 月研究会（歴博），8 月福島県楢葉町現地調査，12

月愛媛県上黒岩考古館現地調査などである。住居の発生を探るため相模原市田名向原遺跡旧石器時代住

居の年代測定や，井出上ノ原遺跡の縄文中期住居の構造検討のため，覆土土壌の軟 X 線分析などを行っ

た。また，中橋孝博に上黒岩遺跡早期人骨，丑野毅に草創期土器の製作技術について分析を依頼した。

2．本館基盤研究「縄文・弥生集落遺跡の集成的研究」（2005 ～ 2007 年度，研究代表者  藤尾慎一郎）に

研究分担者として，2007/5/26 歴博（発表），2008/1/19-20 歴博，10/7 福岡県九州歴史資料館研究会，

2007/11/16-18 島根・鳥取県での遺跡調査・研究会に参加した。また，縄文・弥生集落集成の東北北

海道総括を担当し，岩手県・宮城県（2/20-22），北海道（3/5-6）の委嘱分担者とうち合わせを行い，抄
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録データベース作成を進めた。

3．本館基盤研究 ｢ 歴史資料における年代測定の活用法に関する総合的研究 ｣（2006 ～ 2008 年度，研究

代表  坂本稔）に副代表として参加。9/2 研究会を行った。

4．学術振興財団科学研究補助金基盤Ｃ「炭素 14 年代測定を利用した縄紋時代の居住期間の研究」（2007

～ 2009 年度）（19520662　研究代表者  小林謙一）で，AMS 炭素 14 年代測定を利用した縄紋住居埋

没過程の年代測定のため福島県井出上ノ原遺跡の第２回発掘調査（7/19，8/1-8/31）を行った。また，

測定において，東京大学大学院工学研究系 MALT（2007 年度）との共同研究とした。特に井出上ノ原遺

跡の 2007 年度発掘調査成果は，本館新春展ミニ企画展示で公開した。

5．文部科学省科学研究補助金学術創成研究「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  西本豊弘）の研究分担者として，弥生農耕の起源にか

かわる年代測定研究を日本近畿地方 ･ 東日本中心に行った。

　　2007/5/25　分担者会議（国立歴史民俗博物館）。

　　2007/6/8-9　北上現地研究会（岩手県北上市日本現代詩歌文学館）で「年代測定結果と解釈について」

　　「東北地方の弥生移行期の年代」を発表した。

　　2007/7/11　栃木県小山市寺野東遺跡の資料調査（水場遺構構築材など）

　　2007/9/17　愛知県豊田市足助の土器付着物試料採取（足助郷土資料館）

　　2007/10/22　奈良県桜井市箸墓古墳ほかの試料採取（桜井市教育委員会）

　　2007/10/31-11/1　長野県松原遺跡・篠ノ井遺跡群，新潟県吹上遺跡の試料採取（長野県歴史博物館・

　　上越市埋蔵文化財センター）

　　2007/12/25-26　大阪府岸和田市久保田池遺跡，福祉県小浜市府中石田遺跡試料採取（岸和田市教委・

　　福井県埋蔵文化財センター）

　　2008/1/26　平成 19 年度研究報告会（国立歴史民俗博物館）で「東日本の縄文晩期～弥生移行期の

　　実年代」を報告した。

　　2008/1/30-2/1　鹿児島県芝原遺跡の試料採取，鹿児島市，宮崎県・市の資料調査（鹿児島県埋蔵文

　　化財センター，鹿児島市ふるさと博物館，宮崎県埋蔵文化財センター，宮崎市教育委員会）

　　2008/2/15-17　名古屋大学資料調査及び，愛知・石川県現地研究会（名古屋大学）で「石川県におけ

　　る縄文晩期～弥生後期の測定結果報告」を発表した。

　　また，守山市教育委員会より委託を受けて，下之郷遺跡環濠遺構の年代測定用試料を調査した

（10/25）。

6．歴博平成 19 年度特別展示「弥生はいつから !? －年代測定研究最前線－」展示プロジェクト委員とし

て 7/3 ～ 9/2 に特別展を開催した。資料借用返却，ギャラリートーク・歴博探検などを行った。 

7．歴博平成 21 年度企画展示「東アジアにおける縄文文化の起源（仮称）」の展示代表として，展プロ会

議の他，資料調査（山形県，青森県，岩手県，茨城県，栃木県（1/9），群馬県，神奈川県，東京都，長野県，

鹿児島県，宮崎県，北海道），展示会場調査（花巻市博物館・横浜市歴史博物館）や土器製作実験など

の共同研究（加曽利博物館）を進めた。

8．新収資料の公開ミニ企画「井出上ノ原遺跡の 2007 年度調査」（2007/1/16-2/11）において，上記 4

での発掘調査成果として土偶・石棒などを展示した。
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9．人間文化研究機構 連携研究「GIS を基盤とする考古・歴史民俗・環境情報の高度連携研究」（研究代

表  宇野隆夫）の研究分担者として，縄紋集落および弥生年代測定遺跡の GIS を用いた空間分析を担当

し，長崎県内の草創期遺跡立地調査（11/11-12），韓国済州島の高山里遺跡立地調査（12/12-14）のほか，

関東地方南西部の集落位置情報集成を行った。

10．人間文化研究機構集中型データベースモニターとして「東京都内縄文時代中期集落のデーターベース」

を作成した（2007/10 ～ 2008/3）。

11．人間文化研究資源の共有化推進事業として「館蔵縄文時代遺物データベース」の作成を行い，「落合

計策縄文時代遺物コレクション」についてのホームページに公開した。 

12．2007 年度の第 58 回歴博フォーラム「縄文時代のはじまり－愛媛県上黒岩遺跡の研究成果－」の記

録を刊行した。

13．縄紋時代の木工技術研究と歴博常設展示の充実を図るため，東村山市下宅部遺跡のタガ状部分を持

つ刳り貫き材の復元模型資料を作成した（2/4 完成）。

14．韓国ウリ研究院（昌寧市）の土器型式研究方法および年代測定研究指導の委嘱を受け，2007/5/16 ～

20 日まで遺跡発掘調査視察と講演などを行った。

15．館蔵資料調査として，考古整理室において，青森県大窪（大久保）遺跡出土縄紋土器を中心に，土器

復元作業を行った。

16．つくば市国立高エネルギー加速器研究機構の放射光施設・中性子施設の科学研究費補助金学術創成

研究費パルス中性子源を活用した量子機能発現機構に関する融合研究（研究代表  池田進）に関わる共同

研究の委嘱を受け，縄紋土器の胎土分析用資料収集及び調査を行った（2008/1/16 栃木県埋蔵文化財

センター，1/17 群馬県みどり市岩宿博物館）。

17．奈良教育大学長友恒人・笹田幸佑との共同研究で，熱ルミネッセンス法による年代研究を行った。

神奈川県藤沢市 SFC 遺跡（7/20，11/19），福島県井出上ノ原遺跡（8/26，11/3）出土土器および現地

土壌の分析を行った。

二　教育活動

２　博物館教育

　早稲田大学博物館見学講師（7 月 27 日），八千代市教育委員会夏期実技研修講師（7 月 31 日）， 協力校

　　体験授業千葉県立盲学校触察授業　土器の触察授業（11 月 22 日）

三　博物館活動

１　歴博講演会・歴博探検・くらしの植物苑

　歴博探検第 2 期年代研究の最前線「縄文の年代をしらべよう」（8 月 11・9 月 1 日）

　常設展ギャラリートーク　第一展示室「列島の縄文土器文化」（10 月 6 日）

２　歴史系総合誌『歴博』関係

　№ 143「縄文時代を測る」編集（歴博編集委員会）

５　歴博振興会関係

　歴博友の会考古学講座第１回「発掘現場こぼれ話－福島県井出上ノ原遺跡の調査から－」（10 月 27 日

　　　（土））
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四　社会連携

２　館外講演・カルチャーセンタ・出前授業

　1．「AMS14C 年代測定を利用した縄文研究－住居のライフサイクルを中心に－」，早稲田大学考古学談

　　　話会，7 月 13 日，早稲田大学考古学実習室，講演

　2．「炭素 14 年代測定と考古学研究」つくばスパイラル対話シリーズ TRX 第 3 回， 8 月 25 日，つく

　　　ば国際会議場，講演

　3．「年代測定研究最前線～縄文集落の実像に迫る～」『連続講座川尻縄文文化への扉』，12 月 16 日，

　　　相模原市総合学習センター，相模原市教育委員会，講演，

　4．「縄文時代と弥生時代のはざまで」けやき寿学園，2008 年 1 月 29 日，府中市生涯学習センター，

　　　講演 

　5．「炭素 14 年代測定と縄文研究」『房総発掘ものがたり関連行事』，2008 年 2 月 24 日，千葉県立中

　　　央博物館，講演

　6．「縄文時代の年代測定研究」2008 年 3 月 21 日，埋蔵文化財研修，埼玉県埋蔵文化財調査事業団，

　　　講演

３　マスコミ

　東奥日報　6 月 25 日　「是川の国重文など 26 点歴史博物館へ　企画展で披露」

　朝日新聞　8 月 25 日　福島「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　8 月 25 日　福島「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」

　河北新報　8 月 25 日　とうほく版「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　8 月 25 日　「縄文期最大の複式炉　楢葉の遺跡」

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

　毎日新聞　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」

　福島民報　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　9 月  3 日　「複式炉出土の意義解説　井出上ノ原遺跡で説明会」

　福島民報　20 面　視点論点　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」

　共同通信「全国ニュース」配信　縄文最大の「いろり」福島竪穴住居跡で複式炉　上毛新聞（群馬）8月

　　　25 日，四国新聞（香川）8 月 25 日，徳島新聞（徳島）8 月 25 日，長崎新聞（長崎）8 月 25 日

　NHK　8 月 25 日　夕６時 10 分（総理記者会見により 6 時 37 分）福島ニュース「はまなか会津 today」

　下野新聞　1 月 12 日　「下野・薬師寺稲荷台遺跡　縄文草創期の墓坑か」

　読売新聞　3 月 21 日　「弥生水田の開始・地域別年代」

Ⅱ　業績目録 

１　著書

　編 著『第 58 回歴博フォーラム　縄文時代のはじまり－愛媛県上黒岩遺跡の研究成果－』六一書房，

2008 年 3 月，172 頁
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2a　論文

　小林謙一「縄紋時代前半期の実年代」『国立歴史民俗博物館研究報告』第 137 集，pp.365 ～ 387，国

　　　立歴史民俗博物館　2007 年３月

　小林謙一・坂本稔・新免歳靖・尾嵜大真・村本周三・小栗信一郎・小川勝和「流山市三輪野山貝塚にお

　　　ける 14C 年代測定研究」『国立歴史民俗博物館研究報告』第 137 集，pp.317 ～ 338，国立歴史民俗

　　　博物館 2007 年３月

　村本周三・小林謙一・坂本稔・松崎浩之「AMS-14C 年代測定を用いた遺跡形成過程推定の取り組み」『国

　　　立歴史民俗博物館研究報告』第 137 集，pp.365 ～ 387，国立歴史民俗博物館，2007 年３月

遠部慎・宮田佳樹・小林謙一・松崎浩之・田嶋正憲「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炭素 14 年代測定－」『国立歴史民俗博物館研究報告』第 137 集，

pp.339 ～ 364，国立歴史民俗博物館，2007 年３月

　今村峯雄・小林謙一「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」『国立歴史民俗博物館研究報告』第 137 集，pp.1 ～ 6，国立歴史民俗博物館，2007 年３月

　今村峯雄・小林謙一・新免歳靖・坂本稔・谷山雅彦「炭素 14 年代からみた鬼城山遺構の築造年代」『国

　　　立歴史民俗博物館研究報告』第 137 集，pp.245 ～ 254，国立歴史民俗博物館，2007 年３月

小林謙一・津村宏臣「南西関東地方における縄文時代中期集落分布の空間分析」『大学共同利用機関法

人・人間文化研究機構連携研究（文化資源の高度活用）GIS を基盤とする考古・歴史民俗・環境情報

の高度連携研究－ユーラシア集落・都市の営みと環境の関わりを中心として－　2006 年度成果報告

書』（研究代表者　宇野隆夫），国際日本文化研究センター研究部，2007 年３月

　小林謙一「関東における弥生時代の開始年代」『縄文時代から弥生時代へ』新弥生時代のはじまり第２

　　　巻　西本豊弘編，雄山閣，pp.52 ～ 65，５月

　小林謙一「塚本師也氏の大木式研究について－塚本師也 1990「北関東・南東北における中期前半の土

　　　器様相」『古代』第 89 号を中心に－」『下総考古学 20〈特集〉大木諸型式（7b 式～ 8b 式）』，下総考

　　　古学研究会，pp.117 ～ 125，2007 年 5 月

　小林謙一「AMS14C 年代測定試料の検討と縄紋住居居住期間の推定」『考古学研究』第 54 巻 2 号，考古

　　　学研究会，pp.50 ～ 69（査読あり），９月

　小林謙一「近世・近現代考古学のライフサイクル論」『近世・近現代考古学入門　「新しい時代の考古学」

　　　の方法と実践』鈴木公雄ゼミナール編　慶応義塾大学出版会，pp.193 ～ 20，10 月

　工藤雄一郎・佐々木由香・坂本　稔・小林謙一・松崎浩之「東京都下宅部遺跡から出土した縄文時代後

　　　半期の植物利用に関連する遺構・遺物の年代学的研究」植生史研究 第 15 巻第 1 号，pp. 5 ～ 17，　

　　　日本植生史学会，7 月

　小林謙一「縄文時代の暦年代」『歴史のものさし　縄文時代研究の編年体系』縄文時代の考古学２　小

　　　杉康・谷口康浩・西田泰民・水ノ江和同・矢野健一編，同成社，2008 年 2 月，pp.257 ～ 269

　小林謙一・春成秀爾・坂本稔・秋山浩三「河内地域における弥生前期の炭素 14 年代測定研究」『国立

　　　歴史民俗博物館研究報告』第 139 集，国立歴史民俗博物館，2008 年３月，pp.17 ～ 51

遠部慎・小林謙一・宮田佳樹「近畿地方におけるアヤホヤ前後の縄文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，2008 年３月，pp.42 ～
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2b　研究ノート

　小林謙一「2006 年学界動向　関連科学（年代測定）」『縄文時代』第 18 号，縄文時代文化研究会，5 月

　遠部慎・宮田佳樹・小林謙一「北部九州における撚糸文土器群と炭素 14 年代測定」『第 17 回 九州縄

　　　文研究会福岡大会　九州における縄文時代早期前葉の土器相』　pp.22 ～ 37，九州縄文研究会，２月

　小林謙一・井出上ノ原遺跡調査研究グループ「竪穴住居調査のリサーチデザインとその実践例－井出上

　　　ノ原遺跡縄紋竪穴住居－」『セツルメント研究』6，pp.89 ～ 108，５月

　小林謙一「大木９・10 式土器の年代測定事例集成－批判に対する上での覚書－」『セツルメント研究』

　　　6，pp.117 ～ 150，５月

　小林謙一「北上現地研究会」『NEWS LETTER 8』学術創成研究弥生農耕の起源と東アジア，p.10，8 月

　小林謙一「年代求めて東へ西へ－砂沢遺跡・大渕遺跡の測定結果－」『NEWS LETTER 9』学術創成研究

　　　弥生農耕の起源と東アジア，pp.11 ～ 13，12 月

工藤雄一郎・小林謙一・山本直人・吉田淳・中村俊夫「石川県御教塚遺跡における縄文時代後晩期の

土器付着物の 14C 年代測定」『名古屋大学加速器質量分析計業績報告書』（XIX），pp.79 ～ 84，2008

年 3 月

3a　調査・発掘調査報告書

　小林謙一『AMS 炭素 14 年代測定を利用した東日本縄紋時代前半期の実年代の研究（課題番号

17520529　平成 17 ～ 18 年度科学研究費補助金基盤研究（C）（1））研究成果報告書』3 月

　小林謙一・春成秀爾・坂本　稔・尾嵜大真・新免歳靖・松崎浩之「松江市田和山遺跡出土試料の 14C 年

代測定」『田和山遺跡』松江市教育委員会，pp.289 ～ 284，2005 年 3 月

　年代測定研究グループ（小林・新免・西本・坂本）「千葉県佐倉市六崎外出遺跡（第 10 次）出土試料の
14C 年代測定」『平成 16 年度佐倉市埋蔵文化財発掘調査報告書』佐倉市教育委員会，pp.59 ～ 61，

2006 年３月

　年代測定研究グループ「野田貝塚出土試料 14C 年代測定」『野田市埋蔵文化財調査報告書』第 36 冊，

pp.138 ～ 143，2007 年 3 月

　藤尾慎一郎・小林謙一「唐津市大江前遺跡出土の弥生早～前期土器に付着した炭化物の炭素14年代測定」

『中原遺跡Ⅰ』佐賀県文化財調査報告書第 168 集，佐賀県教育委員会，2007 年 3 月

　藤尾慎一郎・小林謙一「佐賀市東畑瀬遺跡出土の縄文晩期土器に付着した炭化物の炭素 14 年代測定」『東

畑瀬遺跡 1・大野遺跡 1』佐賀県文化財調査報告書 第 170 集，佐賀県教育委員会，pp.223 ～ 230，

2007 年 3 月

　小林謙一・今村峯雄「南作遺跡出土土器付着物の 14C 年代測定」『南作遺跡』印旛郡文化財センター発

掘調査報告書 第 241 集，pp.280 ～ 284，2007 年 3 月

　国立歴史民俗博物館・年代測定研究グループ（小林謙一・坂本稔）「千葉県富津市大坪遺跡土器付着物

の 14C 年代測定」『富津市大坪貝塚－資料調査報告書－』芝山町立芝山古墳・はにわ博物館友の会，

pp.51 ～ 56，2008 年３月

　国立歴史民俗博物館・年代測定研究グループ　小林謙一「埼玉県桶川市後谷遺跡の 14C 年代測定」『後

谷遺跡　第 4 次発掘調査報告書』第３分冊，桶川市教育委員会，pp.375 ～ 378，2008 年３月
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　国立歴史民俗博物館・年代測定研究グループ　小林謙一「神奈川県平塚市真田・北金目遺跡群出土試料

の 14C 年代測定」『平塚市真田・北金目遺跡群発掘調査報告書 6』第 3 分冊，真田・北金目遺跡調査会，

pp.196 ～ 203，2008 年 3 月

　小林謙一・坂本稔・西本豊弘・松崎浩三「三内丸山遺跡出土試料の 14C 年代測定（2006 年度）」『特別

史跡三内丸山遺跡 年報 11』青森県教育委員会，pp.15 ～ 23，2008 年 3 月

　遠部慎・宮田佳樹・小林謙一「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 号，pp.123 ～ 134，2008 年 3 月

　国立歴史民俗博物館・年代測定研究グループ　小林謙一・春成秀爾・坂本稔「桜井市東田大塚・矢塚古

墳出土試料の 14C 年代測定」『桜井市平成 18 年度国庫補助による発掘調査報告書』桜井市立埋蔵文

化財センター発掘調査報告書 30 集，桜井市教育委員会，pp.93 ～ 102，2008 年３月

　今村峯雄・小林謙一・廣瀬和雄・森原明廣「山梨県銚子塚古墳周濠出土立柱および樹木資料等の炭素

年代」『国指定史跡銚子塚古墳附丸山塚古墳－平成 16 年度発掘調査報告書及び平成 18・19 年度史

跡等環境整備報告書－』山梨県埋蔵文化財センター調査報告書第 253 集，山梨県教育委員会，pp.88

～ 97，2008 年 3 月

４　展示図録

　特別展図録『弥生はいつから！？－年代研究の最前線－』国立歴史民俗博物館，小林謙一「東北地方」「亀

ケ岡式土器の実年代」「縄文晩期社会と弥生文化」ほか，７月

５　学会・外部研究会発表要旨

　小林謙一「竪穴住居跡の堆積年数と集落復元－ AMS14C 年代の応用－」『日本考古学協会第 73 回総会

研究発表要旨』ポスター，pp.122 ～ 123，５月，日本考古学協会

　今村峯雄・春成秀爾・西本豊弘・藤尾慎一郎・坂本稔・小林謙一「弥生時代前・中期の実年代」『日本

考古学協会第 73 回総会研究発表要旨』，pp.32 ～ 33，５月，日本考古学協会

　村本周三・小林謙一・遠部慎・井出上ノ原遺跡研究グループ「福島県井出上ノ原遺跡の調査－ AMS-14C

年代測定を用いた遺構埋没過程の研究－」『日本考古学協会第 73 回総会研究発表要旨』，pp.120 ～

121，５月，日本考古学協会

　坂本稔・今村峯雄・藤尾慎一郎・小林謙一・宮田佳樹「安定同位体による土器付着物の由来の検討」『日

本考古学協会第 73 回総会研究発表要旨』，pp.128 ～ 129，５月，日本考古学協会

　小林謙一・今村峯雄・坂本稔・西本豊弘「東日本における弥生移行期の 14C 年代測定」『日本文化財科

学会第 24 回大会　研究発表要旨集』，pp.44 ～ 45，６月，日本文化財科学会

　遠部慎・宮田佳樹・小林謙一「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

学会第 24 回大会　研究発表要旨集』，pp.42 ～ 43，６月，日本文化財科学会

　小林謙一・遠部慎・坂本稔・宮田佳樹・松崎浩之・村本周三・加藤宣春「14C 年代測定を用いた縄紋住

居埋没過程の復元」ポスター『日本文化財科学会第 24 回大会　研究発表要旨集』pp.126 ～ 127，６月，

日本文化財科学会

　今村峯雄・小林謙一・廣瀬和雄・森原明廣「山梨県銚子塚古墳周溝出土木柱および樹木試料等の炭素年

代結果について」『日本文化財科学会第 24 回大会　研究発表要旨集』，pp.128 ～ 129，６月，日本

文化財科学会
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　小林謙一・河西学・神山崇・池田進「中性子回折を用いた縄文土器の分析と岩石学的手法による胎土分

析の比較」『日本文化財科学会第 24 回大会　研究発表要旨集』，pp.218 ～ 219，６月，日本文化財

科学会

　S.Onbe，Y.Miyata，K.Kobayashi2007.10「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

６　歴史系総合誌『歴博』，友の会ニュース

　小林謙一「特集　弥生はいつから？縄文はいつまで？？」『歴博』№ 143，国立歴史民俗博物館，p.1，

　　　7 月

　永嶋正春・小林謙一「歴史の証人　漆資料の年代を測る」『歴博』№ 143，国立歴史民俗博物館，pp.2 ～ 5，

　　　7 月

　小林謙一「炭素 14 で縄文を測る」『歴博』№ 143，国立歴史民俗博物館，pp.15 ～ 18，7 月

　小林謙一「れきはく井戸端会議」『歴博』№ 143，国立歴史民俗博物館，p.31，7 月

　小林謙一「れきはく井戸端会議」『歴博』№ 147，国立歴史民俗博物館，p.31，3 月

７　その他

　千葉日報　8 月  8 日「弥生はいつから !?　7　東への弥生の波及　時間かけ文化浸透」

　千葉日報　8 月  9 日「弥生はいつから !?　8　東北地方縄文晩期文化　大洞式土器の実年代研究」

　毎日小学生新聞　7 月 30 日「歴史の時間 118　縄文時代ってどんな時代？」

　毎日小学生新聞　8 月  6 日「歴史の時間 119　縄文時代と弥生時代のムラの様子は？」

　毎日小学生新聞　8 月 20 日「歴史の時間 120　縄文時代や弥生時代の人の動きは？」

　神奈川新聞　11 月 23 日（時事通信配信）「変わる弥生像下－複雑だった「始まり」－」

　茨城新聞　1 月 13 日，時事通信　12 月 25 日配信「交易が生んだ権力構造指摘　〔書評〕　瀬川拓郎著

アイヌの歴史　海と宝のノマド」

Ⅲ　研究状況・研究広報

研究の柱として縄文時代の年代測定研究を進めた。国立歴史民俗博物館基盤研究および学術創成研究の分

担研究に加え，科学研究費基盤Ｃ「ＡＭＳ炭素14年代測定を利用した東日本縄文時代前半期の実年代の研究」

における研究をまとめた。今年度は，「炭素 14 年代測定を利用した縄紋時代の居住期間の研究」として研

究を新たにスタートさせた。その中で，昨年度の研究の継続的課題として昨年度に引き続き，縄紋居住遺跡

の研究として，8 月に福島県井出上ノ原遺跡の発掘調査を行い調査を完掘した。今年度の調査成果について

も新収展ミニ企画展示で速報展示を行った。縄紋時代の定住化過程成立・発展についての研究として，共同

研究「東アジア先史時代の定住化過程の研究」による，縄紋時代草創期・中期の研究会を行った。なお，昨

年度に行った歴博フォーラム「縄文時代のはじまり」について，記録集を刊行した。

国立歴史民俗博物館の特別展として「弥生はいつから！？」展の展プロ委員として展示を行った。さらに

平成 21 年度の企画展示計画として「東アジアにおける縄文文化の起源（仮称）」の展示プロジェクト代表と

して，展示計画を進めた。
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縄紋時代の研究としては，年代測定研究の他，縄紋草創期土器および縄紋中期集落調査について研究を進

めている。

齋藤　努　SAITO Tsutomu　准教授

1961 年生【学歴】東京大学理学部化学科 1983 年卒業，東京大学大学院理学系研究科博士課程化学専攻

1988 年修了【職歴】東京大学教養学部非常勤講師（1988 年），国立歴史民俗博物館情報資料研究部助手

（1988 年 7 月），同助教授（1999 年），総合研究大学院大学文化科学研究科助教授併任（2002 年），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研究部情報資料研究系助教授（2004 年），同准教授

（2007 年）【学位】博士（理学），東京大学，1988 年 3 月【所属学会】日本文化財科学会，文化財保存修復学

会，日本分析化学会【専門】分析化学，文化財科学【主な研究テーマ】自然科学的な手法を用いた歴史資料

の材質，物性，技法，産地などに関する研究／ Chemical Studies of materials， manufacturing-technique and 

provenance on cultural properties　

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

１ ．リーダーシップ支援経費「三国時代青銅製品中の鉛同位体比を利用した産地推定の研究」（齋藤努・

藤尾慎一郎）交流協定に基づく日本国立歴史民俗博物館－韓国國立中央博物館共同研究の一環として，

滋賀県鍛冶屋敷遺跡出土資料を対象に測定方法のクロスチェックを行った（2007.6）。韓国の基礎科学

支援研究院（2007.9）および國立中央博物館を訪れ（2008.2），また歴博で 2007 年度の報告会を開催

し（2008.2），これまでの成果と今後の研究計画について議論した。

２ ．科研費・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」（代

表：宇田川武久）により，オランダおよびベルギーの研究機関でヨーロッパ銃砲技術の調査を行った

（2007.12）。

３ ．科研費・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」の一環と

して，非接触温度測定装置を用い，大鍛冶の昇温条件と酸化がどの位置でおこるかについての検証を行っ

た（2007.3）。また刀剣焼入時の温度や冷却速度などの条件と得られる刃文（金属組織）との関連につい

て調査した（2008.3）。

４ ．「敦煌莫高窟の保護に関する日中共同研究（第 5 期）」（東京文化財研究所）の研究協力者として敦煌研

究院保護所の研究者とともに鉛同位体比測定を行い（2008.2），研究会（2008.3）に参加して意見交換を

行った。

二　教育活動

１　教育

　専修大学非常勤講師（自然科学論・科学史）

　総合研究大学院大学日本歴史研究専攻「分析調査論 B」「資料保存科学」「集中講義 資料調査法」担当
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三　博物館活動

　３　各センター担当，各種編集委員

　　広報連携センター　ＨＰ担当

四　社会連携

１　館外における各種委員

　日本文化財科学会「考古学と自然科学」編集委員

３　マスコミ

　「夢の跡　平泉ひと物語 4」「黄金伝説　夢追い千年超え今も　「歴史」を掘る調査始まる」朝日新聞岩

　　　手版，2008 年 1 月 6 日

Ⅱ　業績目録 

１　著書

　「鉄炮の威力をさぐる」宇田川武久編『鉄砲伝来の日本史－火縄銃からライフル銃まで－』pp.274～ 281，

　吉川弘文館，7 月

　『考古資料分析法』編著（ハングル訳：土田純子，イ・ソンジュン，キム・ミョンジン），文華社，3 月

2a　論文

　「非破壊分析による鉄炮銃身の材質と製作技法の解析」『国立歴史民俗博物館研究報告』第136集，pp.237

　～ 265［高塚秀治，宇田川武久と連名］3 月

　「鉄炮の威力実験」『銃砲史研究』，356，pp.34 ～ 54［高塚秀治，宇田川武久と連名］3 月

3a　調査・発掘調査報告書

　「本佐倉城出土銭棹・銭貨の鉛同位体比測定結果」『千葉県佐倉市  史跡  本佐倉城跡東光寺ビョウ－平

　成 16・17 年度本佐倉城跡保存修理（発掘調査）報告書－』pp.53-54，佐倉市教育委員会，3 月

５　学会・外部研究会発表要旨

　「前近代大鍛冶工程の再現にむけた予備実験（2）」『日本文化財科学会第 24 回大会研究発表要旨集』（高

　塚秀治，宇田川武久と連名）pp.172 ～ 173，奈良教育大学，6 月

　「鉛同位体比分析による敦煌莫高窟の壁画に使用された鉛系顔料の産地推定への試み」『日本文化財科学

　会第 24 回大会研究発表要旨集』（趙林毅，谷口陽子，范宇権，于宗仁と連名），pp.246 ～ 247，奈良

　教育大学，6 月

６　歴史系総合誌『歴博』，友の会ニュース

　「歴史の証人　皇朝十二銭の原料と製作技術」『歴博』第 144 号，pp.2 ～ 5，9 月

７　その他

　「日本刀の反り－切れ味追及の結果－」『定年時代』ものしりミニ講座，12 月

　「奈良の大仏って最初のころは金ピカだった？」『毎日小学生新聞』歴史の時間 140，2 月 4 日

　「「洛」が京都を表す理由は？」『毎日小学生新聞』歴史の時間 141，2 月 11 日

　「「野武士」ってどんな人たち？」『毎日小学生新聞』歴史の時間 142，2 月 18 日

　「金が一番採れた日本の金山は？」『毎日小学生新聞』歴史の時間 143，2 月 25 日
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Ⅲ　研究状況・研究広報

科研費・萌芽研究により，日本刀製作時の焼入の温度条件と金属組織との関連についての研究に着手した。

大鍛冶の再現実験については，昇温条件と酸化が炉内のどの位置で引き起こされるかを検証する実験をおこ

ない，文化財科学会大会で発表した。

科研費・基盤研究（B）により，オランダおよびベルギーの銃砲技術と日本の幕末維新期の洋式技術導入と

の関連について調査を行った。

リーダーシップ支援経費による国際学術協定に基づく，韓国國立中央博物館との共同研究が始まり，本年

度は基礎研究の部分が達成できた。次年度は申請中の科学研究費補助金または共同研究経費により，引き続

き同館との共同研究を実施し，成果を報告書としてまとめる予定である。

科研費・基盤（Ｂ）によるヨーロッパの銃砲調査

　

リーダーシップ支援経費による韓国國立中央博物館との研究会

坂本　稔　SAKAMOTO Minoru　准教授

【学歴】東京大学理学部化学科 1989 年卒業，東京大学大学院理学系研究科博士課程化学専攻 1994 年修

了【職歴】国立歴史民俗博物館情報資料研究部助手（1994），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国

立歴史民俗博物館研究部助教授（2004），同准教授（2007）【学位】博士（理学），東京大学，1994 年【所属

学会】文化財保存修復学会，日本文化財科学会【専門】文化財科学，地球化学【主な研究テーマ】同位体

分析に基づく歴史・考古資料の年代測定・産地推定／ Dating and provenance research on historical and 

archaeological materials by isotope study　　

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

　科学研究費補助金（学術創成研究）「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－」（代表・西本豊弘）により，炭素 14 年代測定の実施と年代学的な考察を行った。成果を日本考古
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学協会第 73 回研究発表会（今村ほか 2007.5）などで発表した。

二　教育活動

２．博物館教育

　体験学習「放射性炭素年代測定について」，『サイエンスプログラム東京体験学習』，島根県立益田高校

　SSH（スーパー・サイエンス・ハイスクール），12 月 20 日

三　博物館活動 

　１　歴博講演会・歴博探検・くらしの植物苑

　　歴博探検「炭素 14 をみつけよう」，8 月 11 日・9 月 1 日

　４　歴民研修講師

　　歴民研修「施設見学」，11 月 29 日

四　社会連携

　２　館外講演・カルチャーセンター・出前授業

　　講演「放射性炭素と年代測定」，『第 3 回技術と安全の報告会』，放射線医学総合研究所，3 月 13 日

　３　マスコミ

　　連載「歴史の時間」115・116・117・121，『毎日小学生新聞』，7 月 9 日・7 月 16 日・7 月 23 日・

　　　8 月 27 日，毎日新聞社

　　特集「弥生はいつから !? －年代研究の最前線－」2，『千葉日報』，8 月 2 日，千葉日報社

Ⅱ　業績目録 

2a　論文

　2007.7：「弥生時代の開始年代－ AMS-14C 法のはたす役割」『真空』50-7，pp.494 ～ 497

2b　研究ノート

　2007.8：「歴史学・考古学と炭素 14 年代法」『検査技術』12-8，pp.12 ～ 16

４　展示図録

 2007.3：企画展示図録「弥生はいつから !? －年代研究の最前線－」

５　学会・外部研究会発表要旨

2007.5/27：「弥生時代前・中期の実年代」，『日本考古学協会第 73 回研究発表会』，明治大学（今村，春成，

西本，藤尾，小林と連名）

2007.5/27：「安定同位体による土器付着物の由来の検討」，『日本考古学協会第 73 回研究発表会』，明

治大学（今村，藤尾，小林，宮田と連名）

2007.6/2-3：「東日本における弥生移行期の 14C 年代測定」，『日本文化財科学会第 24 回大会』，奈良教

　育大学（小林，今村，西本と連名）

2007.6/2-3：「茨城県牛久市観音寺における炭素 14 年代測定」，『日本文化財科学会第 24 回大会』，奈

　良教育大学（今村，若狭と連名）

2007.6/2-3：「14C 年代測定を利用した縄紋住居埋没過程の復元」，『日本文化財科学会第 24 回大会』，

　奈良教育大学（小林，遠部，宮田，松崎，村本，加藤と連名）
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2007.6/2-3：「年輪年代法と炭素 14 ウィグルマッチ法による年代決定の相互比較」，『日本文化財科学

　会第 24 回大会』，奈良教育大学（尾嵜，今村，横山，杉山，川井，光谷と連名）

2007.6/2-3：「前近代大鍛冶工程の再現にむけた予備実験（2）」，『日本文化財科学会第 24 回大会』，奈

　良教育大学（齋藤，伊達，高塚と連名）

2007.6/16-17：「歴史的建造物由来古材の材質評価」，『文化財保存修復学会第 29 回大会』，静岡市民

　文化会館（横山，杉山，川井，光谷，窪寺，尾嵜，今村と連名）

2007.8/8-10：「歴史的建造物由来古材の材質評価（Ⅰ）」，『第 57 回日本木材学会大会』，安田女子大学（横

　山，阿部，杉山，川井，光谷，窪寺，尾嵜，今村，濱島と連名）

2007.10/22-23：「AMS Radiocarbon Dating of Japanese Historical Artifacts」，『2nd East Asian AMS  

　Conference』，Seoul National University, Korea（Imamura, Nagashima, Matsuzaki と連名）

2008.3/25-28：「Improvement of radiocarbon dating using local calibration curve for Japan」，

『Radiocarbon and Archaeology 5th International Symposium』，ETH, Switzerland（Ozaki，Imamura， 

Matsuzaki，Nakamura，Kobayashi， Niu，Ito，Mitsutani と連名）

６　歴史系総合誌『歴博』，友の会ニュース

 「数値と解釈」『歴博』144，p.13，9 月

Ⅲ　研究状況・研究広報

国立歴史民俗博物館（歴博）は，炭素 14 年代法を用いた歴史資料，考古資料の年代研究への取り組みを

80 年代から継続してきた。幸い良好な試料に恵まれたこともあり，館内外の研究者，ならびに国内外の機

関との共同研究などを通して研究を進めることができた。一方で，様々な方法で炭素 14 年代法による年代

研究を館内外にアピールする必要性を痛切に感じている。

今年度は，年代研究の成果をあらわした企画展示「弥生はいつから !? －年代研究の最前線－」が開催さ

れた。展示プロジェクト代表の今村先生のもと，館内外の多くの方々によるご支援・ご協力を賜ることがで

きたことを深謝したい。

佐藤優香　SATO Yuuka　助教

1968 年生【学歴】甲南女子大学文学部人間関係学科 1992 年卒業，甲南女子大学大学院文学研究科教育

学専攻博士前期課程 1997 年修了，甲南女子大学大学院文学研究科教育学専攻博士後期課程 2000 年単位

取得退学【職歴】国立民族学博物館講師（研究機関研究員）（2001），神戸大学非常勤講師（2004），同志社女

子大学非常勤講師（2005），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研究部助手（2005），同

助教（2007）【学位】博士（教育学），甲南女子大学，2004 年 3 月【所属学会】日本教育メディア学会，全日

本博物館学会，美術科教育学会，International Society for Education through Art，UNESCO【専門】博物館

教育，学習環境デザイン【主な研究テーマ】学習環境のデザインとその記録に関する研究／ Research on 

designing, documenting evaluating learning environments, 博物館のコミュニケーションデザインに関す
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る研究／ Research on designing, documenting and evaluating communication in museum

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

１．科学研究費補助金基盤研究 C「展示制作プロセスの共有化とミュジアムリテラシーに関する実践的研

究」の研究代表者として，プロジェクトをとりまとめた。

２．国立歴史民俗博物館基盤研究「博物館におけるコミュニケーションデザインに関する研究」研究代表

として研究会と調査等のコーディネイトを担当した。研究会を 3 回開催した。実践研究としては，四

街道市立四街道北中学校の生徒を対象に博物館の資料を活用した修学旅行事前事後プログラムの開発を

行った。また調査として，兵庫県立考古博物館，福井県立歴史博物館を訪問した。

３．トヨタ財団 2006 年度研究助成「助成金が活きるとは」による共同研究「もの資料をメディアに『経験』

と『思い』をわかちあう手法の開発　－トラベリング・ミュージアムによる実践」（研究代表・落合雪野）

の共同研究者として，ラオス，ルアンパバーンおよびビエンチャンにて展覧会を実施。展覧会の企画か

ら実施までを共同研究の全メンバーで行ったが，とくに展示会場におけるコミュニケーション手法と来

場者の経験の記録について担当した。（2007 年 3 ～ 4 月）

４．国立民族学博物館の開館 30 周年記念企画展「植物のビーズ－つくって，つないで」において，展示

の企画，ワークショップのデザイン等を担当した。

５．日本学術振興会　人文・社会科学振興プロジェクト研究事業 V-3「文学・芸術の社会媒介機能」「芸

術とコミュニケーションに関する実践的研究」（研究代表・藤田治彦）研究分担者として「人茶カフェ」

プロジェクトの補助，同プロジェクトのシンポジウム司会を担当した。

二　教育活動

１　教育

　・日本国際理解教育学会・国立民族学博物館共催　教員研修ワークショップ「博物館を活用した国際理

　　　解教育」

　・「歴史民俗資料館等専門職員研修会」テーマ別演習「歴史系博物館における教育プログラム開発」

　・岐阜県立森林文化アカデミー非常勤講師「人に伝える」

　・総合研究大学院大学日本歴史研究専攻　集中講義「博物館とは何だろう」

　・神戸大学発達科学部「博物館実習」

２　博物館教育

　1）「れきはくをかこうよ」

これまでも継続的に実施されている展示場を会場にした写生会。小学生～中学生を対象にしたワーク

ショッププログラム。プログラムの調整と進行，ワークシートのデザインを担当。

　2）音声ガイド

第三室リニューアルにともない総合展示の音声ガイドがリニューアルされた。全館で 279 の解説を

用意。各展示物を専門ごとに担当者にふりわけ，分担して原稿が用意された。「目で読む」原稿ではな

く「耳で聴く」のに適した分量や表現になるよう，全原稿の文章調整を担当。
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　3）子どもパネル

第三室リニューアルにともない，新たに29箇所の子どもパネルを設置。子ども向けの表現になるよう，

全原稿の文章調整を担当。

　4）子ども用総合展示場マップ

これまで小冊子として用意されていた子ども用の館内地図を第三室リニューアルと小中学生無料化に

あわせて新しく作成した。従来のマップの使用状況について調査し，問題点を改善しながら新しい機能

を加えたものとした。企画，デザインや文章表現の調整，進行管理などを担当。

　5）協力校会議

小中学校，および高等学校の教員がメンバーとなっている協力校会議において，小学校部会の司会を

担当。

三　博物館活動　

２　歴史系総合誌『歴博』関係

　歴史系総合誌『歴博』編集委員，145 号主担当，142 号副担当

３　各センター担当，各種編集委員

　　図書委員

４　歴民研修講師

　テーマ別演習「歴史系博物館における教育プログラム開発」

四　社会連携

２　館外講演・カルチャーセンタ・出前授業

　「ミュージアムでの学びを支援する教材開発」NPO 法人 Educe Technologies 主催「Educe Café」，東京

　　　大学，事例報告

　「ワークショップのつくりかた」サントリー次世代研究所，勉強会講師

　国立民族学博物館　開館 30 周年記念企画展「植物のビーズ植物のビーズ－つくって，つないで」展示

　　　の企画，ワークショップのデザインと進行等を担当

　「キッズカメラマン★万博公園わくわく探検隊」サントリー次世代研究所　森の冒険公園研究プロジェ

　　　クトワークショップ，万博記念公園，ワークショップのデザインと進行の補助

Ⅱ　 業績目録 

2a　論文

「成果の社会還元としての展覧会という試み－ラーニングアート・ワークショップ『学びの繭』文化を

語る子どもたち展－」『群馬大学教科教育学研究』第 6 号，pp.35 ～ 50（茂木一司，手塚千尋と連名）

５　学会・外部研究会発表要旨

「創造性を育む学習環境のデザイン－ワークショップ『たまごのおもてなし』における制約と道具のデ

ザイン－」日本教育工学会　第 23 回全国大会，2007 年 9 月 23 日，早稲田大学

「ワークショップとしての学びの場の創出－『学びの繭』展から人茶ワークショップカフェへ－」（茂木

一司と連名）日本教育工学会　第 23 回全国大会，2007 年 9 月 23 日，早稲田大学
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さとう

「ラオスにおけるトラベリング・ミュージアムの実践」（落合雪野と連名）第 10 回国立大学博物館等協議

会（第 2 回博物科学会），2007 年 6 月 8 日，九州大学

「コミュニケーションメディアとしての展覧会－研究者による展示づくりを通した成果の社会還元－」

全日本博物館学会　第 33 回研究大会，2007 年 6 月 3 日，お茶の水女子大学

６　歴史系総合誌『歴博』，友の会ニュース

「学びのためのコミュニケーションデザイン」歴史系総合誌『歴博』145 号，pp.26 ～ 27，11 月

「特集学びの風景　ゆたかなコミュニケーションにささえられ」（特集解説）『歴博』145 号，p.1，11 月

Ⅲ　研究状況・研究広報

これまでと同様に，学びのための環境をいかにデザインし，それをどのような方法で記録し評価するかと

いうことをテーマに，博物館等の施設においてワークショップを企画デザインし実施することを通して研究

を進めている。

2007 年度は，日本学術振興会の人文・社会科学プロジェクトにおいて，大学や研究を社会に開く試みと

して「人茶カフェ」プロジェクトを実施した。カフェで開催するワークショップやシンポジウムの企画や進

行を担当した。また，「トラベリング・ミュージアム」プロジェクトでは，トヨタ財団の助成によるラオス

の展覧会，神戸大学の博物館学実習や国立民族学博物館の展覧会など，積極的に実践を行った。これらの取

り組みでは，研究成果の社会還元や博物館教育など，研究と社会のコミュニケーションデザインに焦点をあ

てて多くの試みを行うことができた。両プロジェクトとも来年が最終年度となるため，継続して研究を行い

成果をまとめていく予定である。

本館共同研究「博物館におけるコミュニケーションデザインに関する研究」では，博物館資源の教育活用

について，中学生を対象にした実践や，資料に関する研究成果を携帯端末のコンテンツとして活用する実験

を行った。次年度は，その成果をふまえてプロトタイプを完成させる予定である。博物館教育の実践として

は，教員研修会等の講師を務めたほか，第三室リニューアルにあわせた音声ガイド，子ども用解説，子ども

用マップ，ワークシートなど，あらたなコミュニケーションツールの開発を担当。

各研究プロジェクトが来年に最終年度を迎えるため，これまでの研究成果をまとめること，その応用を検

討することが課題である。

共同研究では「西のみやこ東のみやこ」展で，中学生を対象にワークショップ形式で調査実践を行った。
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澤田和人　SAWADA Kazuto　助教

1973 年生【学歴】大阪大学文学部美学科 1996 年卒業，大阪大学大学院文学研究科博士課程前期 1998

年修了【職歴】財団法人大和文華館学芸部（1998），国立歴史民俗博物館情報資料研究部助手（2002），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研究部助手（2004），同助教（2007）【学位】修士（文

学），大阪大学，1998 年 3 月【所属学会】美術史学会【専門】染織史，服飾史，絵画史（絵巻）【主な研究テー

マ】衣材・染織技術・服飾観の相関性に関する研究／ Relationship between material， technique and idea 

of clothes，室町時代を中心とする法衣の研究／ Vestment of Buddhist priest mainly in Muromachi period

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

１．文部科学省科学研究費補助金・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」（研究代表  日高薫）分担者

２．文部科学省科学研究費補助金・基盤研究（B）「近世風俗画の絵画史料論的研究」（研究代表  泉万里）分

担者

３．羽衣国際大学日本文化研究所研究プロジェクト「王朝文学と絵画に関する研究－伊勢物語絵の研究」

（研究代表  泉紀子）分担者

４．展示プロジェクト「［染］と［織］の肖像」（代表  澤田和人）代表者

５．展示プロジェクト「新収資料の公開」（代表  大久保純一）分担者

６．歴博フォーラム「都市の時代」報告者

二　教育活動

１　教育

　武蔵野美術大学非常勤講師（工芸史演習）

三　博物館活動

１　歴博講演会・歴博探検・くらしの植物苑

　「絵でわかる衣服」歴博探検，6 月 9 日

　「長岡京遷都を考える」歴博講演会，10 月 13 日（司会）

３　各センター担当，各種編集委員

　博物館資源センター　展示担当

　知的財産委員会委員

Ⅱ　業績目録 

１　著書

　『伊勢物語絵本絵巻大成』（羽衣国際大学日本文化研究所編），600 頁，角川学芸出版，10 月

　『南蛮屏風集成』（編著者代表坂本満），416 頁，中央公論美術出版，2 月
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しのはら

2b　研究ノート

　「墨書銘のある染織品が占める位置」『韓国の民俗学・日本の民俗学Ⅲ』，pp.153 ～ 160，国立歴史民

　俗博物館，11 月

４　展示図録

「近代東京・山の手婦人のキモノ」，本館企画展示『新収資料の公開』展示解説シート，p.3，本館，1

月

７　その他

　「蝦夷錦ってなに？」『毎日小学生新聞』24943 号，p.6，毎日新聞社，3 月

Ⅲ　研究状況・研究広報

企画展示「［染］と［織］の肖像」の準備のため行った調査で，二つの大きな収穫と課題を得た。

一つは，歴博と同じ佐倉市内にある寳金剛寺所蔵の袈裟 2 肩である。いずれも慶長期の銘文を伴うもの

である。これまで詳しく紹介されたことがなく，伝存していることさえ，あまり知られていなかった。調査

によって，正に慶長期のものであることが確認でき，それは，脆弱な染織品としては古くに遡る遺品となる。

2 肩のうち 1 肩の保存状態はあまり良好とはいい難いが，それにしても，いずれも文化財の指定（少なくと

も市）を受けていてないのが不思議なくらいの貴重な資料であった。歴博の役割としては馴染みがたいのか

も知れないが，地域に眼を向けた資料調査活動をもっと積極的に行うべき必要性を感じた。

もう一つは，韓国・国立民俗博物館との研究協力の協定にもとづき韓国で行った調査である。韓国の染織

品や研究動向については，あまり日本では知られていない。今回，複数の機関で韓国の染織品を調査する機

会を得たが，日本の染織品と比較研究してみても興味深い資料が多数伝存していることを知った。今後，日

本の染織品の研究を進めるうえで，韓国の染織品は見逃せない存在であることを，広く伝えなくてはならな

いことを痛感した。

篠原　徹　SHINOHARA Toru　教授　副館長

1945 年生【学歴】京都大学理学部植物学科 1969 年卒業，京都大学文学部史学科 1971 年卒業【職歴】

岡山理科大学蒜山研究所助手（1971），同助教授（1983），国立歴史民俗博物館民俗研究部助教授（1986），同

教授（1995），総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻教授併任（1999），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研究部教授（2004）【学位】博士（文学），筑波大学，1995 年【所属

学会】日本民俗学会，日本民族学会，日本ナイル・エチオピア学会，生態人類学会【専門】民俗学【主な研

究テーマ】人と自然の関係をめぐる民俗学的研究／ Ethno-scientifi c Studies of Folk-Life

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報
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　１．2004 年度からはじまった歴博個別共同研究「東アジアにおける多様な自然利用－水田農耕民と焼畑

　　農耕民－」（代表  西谷大）の研究会および現地調査に参加する。中国の農耕社会におけるマーケットと 

　　日本のマーケットの歴史学的，民俗学的な比較をする。

　２．2007 年度からはじまった歴博基幹研究「自然と技の生活誌」（代表・安室知），「兆応禁呪の民俗誌」（代

　　表・常光徹）に共同研究者として参加する。

二　教育活動

１　教育

総合研究大学院大学文化科学研究会科日本歴史研究専攻「自然認識論」「生態環境と生業」担当および

博士論文指導など。

四　社会連携

１　館外における各種委員

　県立琵琶湖博物館協議員，環境省地球環境研究企画委員会第４研究分科会委員，（財）都市農山漁村交

　　流活性化機構「むらの伝統文化顕彰審査委員会」委員，佐倉市人権啓発推進拠点等の整備に関する検討

　　委員会委員，尾瀬賞審査委員，四方財団地球環境研究助成金審査委員

Ⅱ　業績目録

７　その他

　「人為的自然と生業－作られた自然を巡って－」『伝え承ける岩泉の暮らしと文化』（FSC ブックレット，

　岩手大学農学部附属寒冷フィールドサイエンス教育センター，2008 年 3 月）

　「エコソフィアの世界－自然と人間－」『エコソフィア』20 号（民族自然誌研究会，2008 年 3 月）

「中国少数民族地帯における生業多様性と生物多様性」『生物学史研究』Vol. 79（日本科学史学会生物史

分科会，2007 年 12 月）

新谷尚紀　SHINTANI Takanori　教授

1948 年生【学歴】早稲田大学第一文学部日本史学科 1971 年卒業，早稲田大学大学院文学研究科史学専

攻修士課程1974 年修了，早稲田大学大学院文学研究科史学専攻博士課程1977 年単位取得1981 年満期退

学【職歴】国立歴史民俗博物館民俗研究部助教授（1992），同教授（1998），総合研究大学院大学文化科学研

究科日本歴史研究専攻教授（1998），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研究部教

授（2004）【学位】博士（社会学），慶應義塾大学，1998 年【所属学会】日本民俗学会，日本文化人類学会，日

本宗教学会【専門】日本民俗学【主な研究テーマ】日本民俗学の総合的研究／ Comprehensive Studies in 

Folklore
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しんたに

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

１．基幹研究「高度経済成長と生活変化」（平成 19 年度～ 21 年度）の研究代表者として年 4 回の研究会

を開催し共同研究を推進した。

二　教育活動

１　教育

　総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻教授併任

　成城大学大学院非常勤講師

四　社会連携

１　館外における各種委員

　文科省博物館学芸員資格認定審査委員，伝統文化活動支援団体等選考委員会委員，伝統文化こども教室

　　関連事業企画委員，ふるさと文化再興事業企画委員会委員，東久留米市文化財保護審議会委員，昭島市

　　文化財保護審議会委員

２　館外講演・カルチャーセンター・出前授業

　「吉川元春への正三位追贈と新庄学園の創設－民俗学の視点から－」，新庄学園創立記念講演会，2007

　　　年 5 月 3 日

　「日本の死と葬送の民俗－伝統社会の死と現代社会の死－」，ソウル大学仏教学研究室，2007 年 11 月

　　　2 日

　早稲田大学エクステンション講座（八丁堀校），朝日カルチャーセンター講座（横浜校），高野山夏安居

　　　講演会，真言宗婦人部（東京）講演会，千葉市民大学講座，佐倉国際大学講座など

Ⅱ　業績目録 

１　著書

『日本人の春夏秋冬』199 頁，小学館，2007 年 12 月

『日本人の縁起かつぎと厄払い』233 頁，青春出版社，2007 年 6 月

『先祖供養のしきたり』170 頁，㏍ベストセラーズ，2008 年 1 月

『ブルターニュのパルドン祭り－日本民俗学のフランス調査－』（共著 / 関沢まゆみ）296 頁，悠書館，

2008 年 3 月

『排除する社会・受容する社会－現代ケガレ論－』（共編著 / 関根康正）252 頁，吉川弘文館，2007 年 5

月

2a　論文

　「石塔と墓籍簿－実際の死者と記録される死者：両墓制・単墓制の概念を超えて－」『国立歴史民俗博物

　館研究報告』第 141 集，pp.393 ～ 492，2008 年 3 月

　「民俗学の王権論－「外部」としての出雲を必要不可欠とした天武の大和王権－」広瀬・仁藤編『支配

　の古代史』pp.150 ～ 185，学生社
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「赤不浄と黒不浄－忌み穢れ感覚の希薄化－」『排除する社会・受容する社会－現代ケガレ論－』

pp.114 ～ 150，2007 年 5 月

‘AGEING JAPAN AND THE TRANSMISSION OF TRADITIONAL SKILLS AND KNOW-HOW’　edited by 

Florian Coulmas,Harald Conrad,Annette Schad and Gabriele Vogt. “The Demographic Challenge：A 

Handbook about Japan”，Brill Academic Publishers，Leiden，pp.561 ～ 569，2008 年 3 月

「墓の変遷と先祖供養」シリーズ宗教で解く「現代」vol.3『葬送のかたち』pp.50 ～ 62，佼成出版社

「民俗学からみる慰霊と追悼」『明治聖徳記念学紀要』復刊第 44 号，pp.171 ～ 180，2007 年 11 月

７　その他

　①監修　2007.4『和のしきたり』258 頁，日本文芸社

　　　　　2007.6『日本人なら知っておきたい暮らしの歳時記』221 頁，宝島社

　　　　　2007.12『12 ヶ月のしきたり』168 頁，PHP 研究所　

　　　　　2007.12『季節の行事と日本のしきたり』143 頁，毎日コミュニケーションズ

　　　　　2008.2『日本のしきたりがわかる本』143 頁，主婦と生活社

　②新聞　中国新聞連載エッセイ 2007.10 ～「今を読む」①～③

Ⅲ　研究状況・研究広報

国立歴史民俗博物館は，歴史学，考古学，民俗学，それに情報資料分析科学など関連諸科学の学際的協業

による新しい歴史学を創造していくことを目的として設置された大学共同利用機関であると理解している。

しかし，現実はなかなか困難な状況に包まれているというのが実感である。個人としては平成 19 年度は前

年度までの，企画展示，基幹研究，にひと区切りをつけ，あらためて高度経済成長と生活変化をテーマとす

る基幹研究で再出発した年度であった。専門的な研究論文と社会的な知識還元との両輪のバランスをとりつ

つ，地道な研究の推進を試みている。

杉山晋作　SUGIYAMA Shinsaku　教授　広報連携センター長

1945 年生【学歴】早稲田大学第一文学部史学科 1969 年卒業【職歴】千葉県教育委員会（1969 年），文化

庁文化財保護部管理課国立歴史民俗博物館設立準備室（1980 年），国立歴史民俗博物館考古研究部（1981

年），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研究部教授（2006 年），国立大学法人総

合研究大学院大学文化科学研究科教授併任（2006 年）【学位】【所属学会】日本考古学協会，埴輪研究会，関

東東北前方後円墳研究会ほか【専門】日本考古学【主な研究テーマ】古墳時代社会／ KOFUN period，埴

輪／ Haniwa，古代の鍍金技術／ Ancient Gilding techniques　

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報
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すぎやま

　10 月　連携研究「6 世紀墓制にみる倭の対外交流と文化変容の比較研究」による現地調査（和歌山県・   

　　大阪府・兵庫県）

　11 月　国際研究集会「韓日における三国・古墳時代の年代観（2）」（韓国釜山市・釜山大学校）

二　教育活動

１　教育

大学院指導

　併任：総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻（日本技術史 I）

　非常勤講師：早稲田大学教育学部非常勤講師（考古学研究・歴史学演習），国士舘大学大学院非常勤

　講師（考古学特論），國學院大學大学院非常勤講師（考古学特論）

三　博物館活動　

　３　各センター担当，各種編集委員

　　広報連携センター長

　５　歴博振興会関係

　考古学講座「古墳時代における関東の渡来人を考える」，歴博講堂，12 月 15 日

四　社会連携

１　館外における各種委員

印旛郡市文化財センター理事・佐倉市文化財審議会委員・足利市藤本観音山古墳発掘調査指導委員会委

員・東北関東前方後円墳研究会代表幹事・埴輪研究会会長・早稲田大学考古学会監事・考古学ジャーナ

ル編集委員

２　館外講演・カルチャーセンター・出前授業

　「印旛沼水系と古代文化」印旛沼エコツーリズム・フォーラム，2 月 14 日，歴博，パネラー

Ⅱ　業績目録 

１　著書

　『埴輪の風景～構造と機能～』（共著）（238 頁），六一書房，２月

　「人物埴輪の表現・情景そして効果場面」pp.45 ～ 56，（討議），pp.147 ～ 206

2a　論文

　「古墳時代人の生と死に対する意識」『国文学　解釈と鑑賞』第 73 巻 3 号，pp22 ～ 29，至文堂，３月

５　学会・外部研究会発表要旨

　「南関東の前方後方墳と藤本観音山古墳」『藤本観音山古墳とその時代』，pp.51 ～ 59，足利市シンポジ

　ウム，足利商工会議所，８月

　「殿塚・姫塚古墳の人物埴輪製作技法」，早稲田大学，２月

　「マロ塚出土品を中心とした古墳時代中期武器・武具の研究」報告会（討論司会），熊本大学，２月

　「武社国造と大型古墳」，房総古代学研究会第２回公開講演会 , 千葉大学 , ３月
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Ⅲ　研究状況・研究広報

古墳および埴輪の調査研究を継続しているが，広報連携センター関連業務のため，充分に進まなかった。

鈴木卓治　SUZUKI Takuzi　准教授

1965 年生【学歴】電気通信大学電気通信学部情報数理工学科 1988 年卒業，電気通信大学大学院電気通

信学研究科情報工学専攻博士後期課程 1994 年単位取得退学【職歴】国立歴史民俗博物館情報資料研究部

助手（1994），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研究部助手（2004），国立歴史民

俗博物館研究部助教（2007），同准教授（2007）【学位】工学修士，電気通信大学，1990 年【所属学会】日本

色彩学会，情報処理学会，情報知識学会，日本ソフトウェア科学会【専門】博物館情報システム学，色彩ソフ

トウェア学【主な研究テーマ】博物館における研究・展示・広報を支援するシステムの研究，とくに色彩

と画像の情報処理に関心をもつ／ Study of museum information systems to support research activities，

exhibition，and public relations. Especially interested in information processing of color and image.

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

文部科学省研究費補助金・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」研究代表者

文部科学省研究費補助金・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」（研究代表：安達文夫）分担者

基盤研究　博物館学的総合研究「デジタル化された博物館資料に関する情報記述法の研究」（研究代表：

安達文夫）副代表

基盤研究　科学的資料分析研究「歴史資料に対する自然科学的調査法の開発と適用に関する研究」（研究

代表：斎藤努）分担者

二　教育活動

２　博物館教育

　第 3 展示室リニューアルプロジェクトに参加し，展示室に設置される情報端末にて提供される情報コ 

　　　ンテンツについて，コンテンツ開発ツールの作成およびコンテンツの作成業務に従事

三　博物館活動

２　歴史系総合誌『歴博』関係

　歴史系総合誌『歴博』編集委員　144 号主担当，147 号副担当

４　歴民研修講師

　「画像情報の作成と活用」（勝田徹と共同）

四　社会連携
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せきざわ

１　館外における各種委員

日本色彩学会 関東支部・理事，日本色彩学会 画像色彩研究会・幹事（庶務会計広報担当），日本色彩学

会 学会誌編集委員会・編集委員，日本色彩学会 ニューズ・ホームページ委員会・委員長，情報処理学

会 人文科学とコンピュータ研究会・主査，情報処理学会 人文科学とコンピュータシンポジウム「じん

もんこん 2007」・実行委員

　２　館外講演・カルチャーセンター・出前授業など

「色はどうして測ることができるか」日本色彩学会全国大会プリイベント「色彩学チュートリアル」，

2007 年 5 月 18 日，国立新美術館（講師）

「表色・測色の基礎」カラーフォーラム JAPAN 2007 チュートリアルセミナー，2007 年 11 月 27 日，

　工学院大学（講師）

「デジタル画像情報の基礎」公開研修会「ミュージアム情報の制作・管理・運用」，2008 年 2 月 27 日，

　東京国立博物館（講師）

Ⅲ　研究状況・研究広報 

　第 3 展示室の電子コンテンツはどうやら一応の完成となりました，が，実は英中韓の翻訳データの登録

が残っています。第 6 展示室も設計から実現段階へ移行します。なかなか大変です。研究もがんばりたい

のですが…　しかし，歴史系博物館と電子コンテンツの相性は案外といいらしいということがわかったのは

収穫でした。着任直後に「コンピュータなんて金ばかりかかって何も（歴博に）貢献していない」とお叱り

を受けてから 14 年，どうやらここまでやってきたのだなあ，と思います。

関沢 まゆみ　SEKIZAWA Mayumi　准教授

1964 年生【学歴】東京女子大学文理学部史学科 1986 年卒業，筑波大学大学院修士課程地域研究研究科

1988 年修了【職歴】国立歴史民俗博物館研究部助手（1998），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国

立歴史民俗博物館研究部助教授（2004），同准教授（2007）【学位】博士（文学），筑波大学，2001 年 3 月【所

属学会】日本民俗学会，日本文化人類学会，比較家族史学会【専門】民俗学【主な研究テーマ】社会と儀

礼の民俗学的研究／ The research on social groups and rituals，and a folkloric study of the old，view of 

life and view of death.

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

１．基幹研究「高度経済成長と生活変化」（平成 19 ～ 21 年度）（代表新谷尚紀）で，研究副代表者として

それぞれ年 4 回の研究会を行ない，研究を推進した。12 月の第 4 回研究会では，「高度経済成長期の

都市と農村」というテーマでミニシンポジウムを行ない，その発表と討論とを合わせて記録集（141 頁）
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を編集し，刊行した。

二　教育活動

１　教育

　総合研究大学院大学准教授文化科学研究科日本歴史専攻（併任）

　東京女子大学文理学部非常勤講師（民俗学，歴史民俗調査 B）

　青山学院女子短期大学家政学科非常勤講師（生活文化特論）

　千葉大学看護学部非常勤講師（人間学Ⅱ）

三　博物館活動

３　各センター担当，各種編集委員

　研究推進センター　共同研究担当　

四　社会連携

１　館外における各種委員

　栃木県重要文化財保護審議委員

　島根県古代文化センター企画運営委員会委員

２　館外講演・カルチャーセンター

　「葬送儀礼の変化と現代の葬儀」まつど生涯学習大学講座，11 月 15 日，松戸市公民館

Ⅱ　業績目録 

１　著書

　『ブルターニュのパルドン祭り－日本民俗学のフランス調査－』（共著／新谷尚紀），296 ページ，悠書館，

　3 月

2a　論文

「宮座祭祀と死穢忌避－伝統社会の生活律－」関根康正・新谷尚紀編『排除する社会・受容する社会－

現代ケガレ論－』吉川弘文館，pp.86 ～ 113，5 月

「『風俗志』にみる儀礼と習俗の変化－記録された明治大正期の人生儀礼－」『国立歴史民俗博物館研究

報告』141，pp.355 ～ 391，3 月

‘NOTIONS OF LIFE,OLD AGE AND DEATH IN AGEING JAPAN’ edited by Florian Coulmas,Harald 

Conrad,Annette Schad and Gabriele Vogt. “The Demographic Challenge:A Handbook about Japan” , 

Brill Academic Publishers，Leiden，pp.345 ～ 359，3 月

2b　研究ノート

「死者の火－儀礼伝承の潜伏と顕在と－」『国立歴史民俗博物館研究報告』141，pp.581 ～ 590，3 月

2c　書評

書評「大岡頼光著『なぜ老人を介護するのか』」（『宗教研究』第 81 巻 1 号，pp.184 ～ 187），6 月

書評「安藤精一著『近世宮座の史的展開』」（『社会経済史学』第 73 巻 4 号，pp97 ～ 99），3 月

3a　調査報告書

　『高齢化社会における隠居と定年をめぐる民俗学的研究』（平成 15 年～ 17 年度科学研究費補助金（基盤  
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たかはし

　研究 C（2））研究成果報告書，代表関沢まゆみ）75 ページ，2006 年 3 月

　「パルドン祭りと奇跡の泉水」『民俗信仰と創唱宗教の習合に関する比較民俗学的研究－フランス，ブル

　ターニュ地方の聖人信仰の調査分析を中心として－』（平成 15 年～ 17 年度科学研究費補助金（基盤

　研究 B（海外））研究成果報告書，研究代表新谷尚紀）pp.5 ～ 14，2006 年 3 月

７　その他

「おくゆかしきかな人生儀礼」15 ～ 22，『小児看護』30 － 4，6 ～ 7，9 ～ 13，へるす出版，「団塊の

世代」（525 頁），「枕飯」（803 頁），「お盆」（939 頁），「紀香の結婚披露宴」（1335 頁），「『千の風』現

象」（1459 頁），「結婚の選択」（1607 頁），「十八歳の試練」（1751 頁），「お墓とは何だろう」（1867 頁），

4 月，6 ～ 12 月

Ⅲ　研究状況・研究広報

・高度経済成長と生活変化に関する調査

平成 22 年 3 月オープン予定の第 6 室「現代」展示の開設にむけて，学際的な研究成果を反映させること

をその目的の一つとして，今年度より基幹研究「高度経済成長と生活変化」が立ち上げられた。その館内メ

ンバーの 1 人として，1960 年代の生活変化についての調査を行なっている。9 月に，福島県只見町の田子

倉ダムに関する調査を実施し，昭和 35 年にダム建設によって沈んだ田子倉集落の人々のその当時の生活と

その後に生活についての聞き取り調査などを行なった。その一方，日本のダム建設をリードした水資源開発

公団の関係者からの聞き取り調査もあわせ行なっているところである。

・『フランスのパルドン祭り－日本民俗学のフランス調査－』（共著）の刊行

3 月に，科研で調査研究を行なってきたフランス，ブルターニュ地方のパルドン祭りに関する著作を刊行

することができた。主に平成 12 年～ 14 年度の本調査とその後の補充調査にもとづく部分に関するもので

ある。パルドン祭りはキリスト教的色彩の強い伝統行事であるが，そのなかに聖泉信仰や聖石信仰など多様

な民俗信仰との結合が見出せることをその特徴としている。ブルターニュ地方各地のパルドン祭りの調査と

分析の結果，キリスト教カトリックの宗教行事が逆に水や火や石をめぐる伝統的な民俗信仰の保存伝承装置

としての機能を果たしてきていることが明らかになった。現在ではブルターニュに限らずプロヴァンス地方

やリムーザン地方などの調査を進めているが，今後はさらにフランス各地の祭礼伝承や聖人信仰の地域的な

展開に関する調査と分析を継続していきたいと考えている。そのうえで，それを一つの参照枠として日本列

島各地の民俗の分析視点を広げ，また深めていきたいと考えている。

高橋一樹　TAKAHASHI Kazuki　准教授

1967 年生【学歴】新潟大学教育学部中学校教員養成課程 1990 年卒業，大阪市立大学大学院文学研究科

後期博士課程 1997 年単位取得退学【職歴】国立歴史民俗博物館歴史研究部助手（1997），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研究部助教授（2004），同准教授（2007）【学位】博士（文

学），大阪市立大学，2001 年 9 月【所属学会】日本史研究会，歴史学研究会，日本古文書学会，大阪歴史学
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会，大阪歴史科学協議会【専門】日本中世史【主な研究テーマ】荘園制の形成と展開／ Studies of Shoen 

System，中世文書論／ Studies of the Medieval Documents

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

１ ．本館基幹研究「中・近世における生業と技術・呪術信仰」（研究代表：井原今朝男）の研究副代表とし

て，研究会および現地・資料調査の立案・推進にあたり，本館での研究会のほか，高知県（高知県埋蔵

文化財センター，大忍荘故地，田村遺跡など）および愛知県（常滑市民俗資料館）・三重県（安濃津遺跡・

雲出川流域中世遺跡群など）で研究会・調査を行った。

２ ．本館基盤研究「デジタル化された博物館資料に関する情報記述法の研究」（研究代表：安達文夫）の共

同研究員として，第 3 回研究会（1 月 18 日，於国立情報学研究所）において「歴博における文献史料情

報のディジタル化－ディジタル画像の活用を中心に－」を報告した。

３．本館基盤研究「「高松宮家伝来禁裏本」の総合的研究」の共同研究員として，「高松宮家伝来禁裏本」

　　の目録およびデータベースの作成・構築に関する検討を行った。

４．人間文化研究機構連携研究「武士関係資料の総合化－比較史および異文化表象の素材として－」（研

　　究代表：小島道裕）の研究分担者として，研究会の開催・推進にあたり，フランス共和国の中世城館や

　　中世古文書に関する調査・資料収集を行った。 

５ ．科学研究費補助金・基盤研究Ａ「歴史的アーカイブズの多国間比較に関する研究」（研究代表：渡辺浩一）

の研究分担者として，フランス共和国で開催された国際シンポジウム「アーカイブズ，権力，社会（中世・

近世の西欧とアジア）文書管理に働く様々な力」（6 月 18 日 , 於国立公文書館）において，報告「日本中

世の国家機構における文書の作成・保存と廃棄」を行った。

二　教育活動

１　教育

　総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻（併任）

　慶應義塾大学文学部非常勤講師（日本史演習）

　奈良女子大学文学部非常勤講師（日本社会史特殊研究・日本中世社会史特論）

三　 博物館活動

１　歴博講演会・歴博探検・くらしの植物苑

　「ねずみのチュウ世」，第 64 回歴博フォーラム「新春ねずみづくし」，1 月 19 日，於津田ホール

２　歴史系総合誌『歴博』関係

　歴史系総合誌『歴博』編集委員，142 号主担当

３　各センター担当，各種編集委員

　研究推進センター　国際交流担当

　『国立歴史民俗博物館研究報告』編集委員会委員長

４　歴民研修講師

　歴史民俗資料館等専門職員研修会「調査研究と資料収集Ⅰ」資料研究の基礎作業（文献資料担当）
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たかはし

四　社会連携

１　館外における各種委員

　国文学研究資料館共同研究員，山梨県内中世寺院分布調査検討委員会委員，日本古文書学会・古文書研

　　究編集委員

２　館外講演・カルチャーセンター・出前授業

　「古文書入門」朝日カルチャーセンター千葉，通年第２・4 水曜日

Ⅱ　業績目録 

１　著書

　『歴史研究の最前線８　史料の新しい可能性をさぐる』（編著，93 頁，執筆部分 pp.6 ～ 34），総合研究

　　　大学院大学国立歴史民俗博物館，2007 年 3 月

2a　論文

　「城氏の権力構造と越後・南奥羽」（柳原敏昭・飯村均編『御館の時代』pp.3 ～ 33），高志書院，2007

　　　年 8 月

2b　研究ノート

　「中世の内海世界と生業」（国立歴史民俗博物館編『生業から見る日本史』pp.212 ～ 221）吉川弘文館， 

　　　2008 年 3 月

3b　自治体史

　『越後文書宝翰集　毛利安田氏文書』（共著，矢田俊文・新潟県立歴史博物館編，64 頁），新潟大学「大

　　　域的文化システムの再構成に関する資料学的研究」プロジェクト，2007 年 3 月

『越後文書宝翰集　大見安田氏・大見水原氏文書』（共著，矢田俊文・新潟県立歴史博物館編，43・

44・59 ～ 63 頁），新潟大学「大域的文化システムの再構成に関する資料学的研究」プロジェクト，

2008 年 3 月

４　展示図録

　「プロローグ 京図・所領図・名所図」，本館企画展示『西のみやこ 東のみやこ 描かれた中・近世都市』図録， 

　　　pp.5 ～ 8，国立歴史民俗博物館，2007 年 3 月

５　学会・外部研究会発表要旨

　Documents and oral presentations in court trials in medieval Japan：International Medieval Congress 

　　　2007，9 ～ 12，July，University of Leeds

　「保存と廃棄からみた中世武家文書の性格－文献資料と考古資料を総合した史料学のために－」，第 45

　　　回中世史サマーセミナー，8 月 21 ～ 23 日，於胎内パークホテル

「日本中世の国家機構における文書の作成・保存と廃棄」『「歴史的アーカイブズの多国間比較に関す

る研究」研究成果年次報告書平成 19 年度』（科学研究費補助金基盤研究Ａ，研究代表：渡辺浩一），

pp.6 ～ 13

６　歴史系総合誌『歴博』，友の会ニュース

　「ある館蔵史料の表と裏から中世びとの心性をさぐる」『国立歴史民俗博物館友の会ニュース』131，p.4，



300

　　　（財）歴史民俗博物館振興会，2007 年 5 月

Ⅲ　研究状況・研究広報

昨年度および今年度に終了した共同研究の研究成果とりまとめを進め，それぞれ本館研究報告として刊行

することに尽力したい。館蔵中世古文書データベースの改善（データ増補と画像付加等のインターフェイス

の改善）も継続して行いたい。次年度からは個人研究とリンクした中近世の武家文書と武士の表象に関する

共同研究に取り組みたい。

玉井哲雄　TAMAI Tetsuo　教授

1947 年生【学歴】東京大学工学部建築学科 1970 年卒業，東京大学大学院工学系研究科建築学専門課程

博士課程 1977 年単位取得満期退学 【職歴】千葉大学工学部講師（1977），千葉大学工学部助教授（1980）， 

国立歴史民俗博物館歴史研究部助教授併任（1986），千葉大学工学部教授（1995），国際日本文化研究セン

ター教授併任（2002），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研究部情報資料研究系

教授（2006），総合研究大学院大学文化科学研究科教授併任（2006）【学位】工学博士（東京大学）1978 年【所

属学会】日本建築学会，建築史学会，史学会，歴史学研究会，日本史研究会，比較都市史研究会，都市史研究会，

中世都市研究会，古地図学会，日本庭園学会，北海道・東北史研究会，函館日ロ交流史研究会【専門】日本

建築史・都市史【主な研究テーマ】①東アジア，特に中国大陸・朝鮮半島・日本列島の比較建築史研究／

A worldwide historical comparative study of cities and dwellings centered upon East Asia，②日本列島都

市空間の中世から近世にかけての転換過程に関する研究／ The transformation process of urban space in 

the Japanese archipelago from the mediaeval to the early-modern period.，③絵画史料・考古学発掘史料

による日本建築史の再構築／ A re-assessment of Japanese architectural history based on archaeological 

excavation and historical pictorial material

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

１．本館共同研究（基盤研究）「東アジア比較建築文化史」（研究代表者  玉井哲雄）

　　研究代表者として研究会を２回（2007 年 8 月 4/5 日　国立歴史民俗博物館，2008 年 2 月 24/25 日

ソウル大学）主催し，研究報告・司会などを行った。また，この共同研究の一環として，国際シンポジ

ウム「日中比較建築文化史の構築－宮殿・寺廟・住宅－」（2007 年 12 月 8/9 日　国立歴史民俗博物館）

を開催し，趣旨説明と全体の司会を行った。

２．本館新春展示の一環として開催された企画展示「日本の建築－旧花田家番屋と鰊漁場－」（2008 年 1

月 16 日～ 2 月 11 日）の展示プロジェクト代表をつとめ，展示企画を担当するとともに，展示パネル

を作成し，さらに会期中ギャラリートークを２回行った。
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たまい

３．文部科学省学術フロンティア推進事業　明治大学古代学研究所　シンポジウム「古代学研究における

様式・型式」（2007 年 7 月 21 日　明治大学駿河台校舎）において，研究報告「建築史における様式と

は何か」を行った。

４．文科省特別推進研究「中世拠点城郭および都市遺跡の分析方法に関する学融合的研究」（代表　奈良

大学准教授　千田嘉博）の研究分担者として，韓国全羅南道の両班住宅の調査（2007 年 9 月）に参加し，

貴重な資料を得ることができた。さらにその一環として行われたシンポジウム「鎌倉の建築と都市－建

築史学と考古学の対話から－」（2007 年 10 月 6/7 日　鎌倉商工会議所会議室）を主催し，全体の趣旨

説明とセッション１の報告「中世鎌倉の町家」を担当した。

５．財団法人東方学会57回全国会員総会（11月 9日　日本教育会館）におけるシンポジウムⅠ「都市・墓・

環境をめぐる歴史的空間──文理融合による日中比較」において，コメントを担当した。

６．中世総合資料科学研究会公開シンポジウム「中世総合資料学の実践－間宮海峡から琉球弧へ－」（2008

年 1 月 13/14 日　東洋大学白山キャンパス教室）のセッション１．「個別地域史の再考」において座長

をつとめ，司会と総括を行った。

７．日本建築史研究会主催太田博太郎追悼シンポジウム「建築史家太田博太郎と私」（2008 年２月 2 日東

京大学工学部）において，「太田建築史学の継承を目指して」という報告を行った。

二　教育活動

１　教育

　　千葉大学大学院自然科学研究科前期大学院生 1 名のゼミによる指導を，特別共同利用研究員として

歴博で行い，修士論文については学外審査員として実質的には主査をつとめた。また同じく千葉大学大

学院自然科学研究科博士課程後期 2 名の博士論文の外部審査員をつとめた。

三　博物館活動

１　歴博講演会・歴博探検・くらしの植物苑

　　国立歴史民俗博物館第 6 回大学院講演会「建築史と考古学の接点を求めて－平泉と鎌倉から」（2007

年 7 月 1 日　明治大学アカデミーコモン）において，講演「平泉・鎌倉の建築文化」を行った。

２　歴史系総合誌『歴博』

　歴史系総合誌『歴博』編集委員をつとめた。

四　社会連携

１　館外における各種委員

　 東京都中央区文化財保護審議会委員（副委員長），日本庭園学会学術担当理事，青森県史編さん委員会

文化財部会特別専門委員，日本建築学会都市史小委員会委員，建築史学会監事，昭和のくらし博物館運

営委員，岩手県教育委員会柳之御所遺跡調査整備指導委員（遺構部会長），愛媛県鬼北町 ｢ 旧等妙寺跡 ｣

発掘調査指導委員，長崎県南島原市文化財整備指導委員

２　館外講演・カルチャーセンタ・出前授業

　1．建設業労働災害防止協会東京都支部港分会創立 35 周年記念講演会（2007 年 11 月 16 日　ホテル

　はーといん乃木坂）において，講演「東京は江戸から何を受け継いだのか～建築と都市の変容の中で」

　を行った。

　2．北海道大野文化財保護研究会・上磯地方史研究会主催によるフォーラム「これからのふるさと歴史
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　館－市民が活用できる郷土資料館を目指して－」（2008 年 1 月 27 日　北海道北斗市公民館）におい

　て「北斗市郷土資料館の有効活用と今後のあり方を考える」というテーマで講演した。

Ⅱ　業績目録

　５　学会・外部研究会発表要旨

　「全羅南道新安郡都草島・飛禽島・荷衣島民家の概要－韓国民家研究その 7 －」『日本建築学会大会学

　術講演梗概集』（揚村固，大原由子と連名），pp.213 ～ 214,　九州，8 月

　「全羅南道新安郡都草島・飛禽島・荷衣島民家の考察－韓国民家研究その 8 －」『日本建築学会大会学

　術講演梗概集』（揚村固，大原由子と連名），pp.215 ～ 216,　九州，8 月

　「趣旨説明　鎌倉の建築と都市」『シンポジウム　鎌倉の建築と都市－建築史学と考古学の対話から－』

　pp.5 ～ 5，2007 年 10 月 6 日

　「中世鎌倉の町家」『シンポジウム　鎌倉の建築と都市－建築史学と考古学の対話から－』pp.20 ～ 26， 

　鎌倉市，2007 年 10 月 6 日

　「趣旨説明　日中比較建築文化史の意義と展望」『歴博国際シンポジウム 2007「日中比較建築文化史の

　構築－宮殿・寺廟・住宅－」』pp.2 ～ 3，国立歴史民俗博物館，2007 年 12 月 8 日

６　歴史系総合誌『歴博』，友の会ニュース

　「住まいの歴史 座敷飾りの成立」『歴博協力校レター』12 号， pp.6 ～ 6

　「住まいの歴史 棚から違い棚へ」『歴博協力校レター』13 号，pp.6 ～ 6

　「住まいの歴史 出文机から書院へ」『歴博協力校レター』15 号，pp.10 ～ 10

　「住まいの歴史　押板・上段から床の間へ」『歴博協力校レター』16 号，pp.10 ～ 11

Ⅲ　研究状況・研究広報

研究テーマ「東アジア比較建築史研究」については，国立歴史民俗博物館勤務の初年度から始めた共同研

究「東アジア比較建築文化史」の 2 年目で，昨年の日韓シンポに引き続いて国際シンポジウム「日中比較

建築文化史の構築－宮殿・寺廟・住宅－」を開催することができ，研究の今後の方向性を考える上で大きな

成果が得られた。最終年度である 2008 年度のシンポジウム「アジア比較建築文化史の構築（仮）」は現在

計画中である。2009 年度開催予定の企画展示「建築からみた東アジア（仮）」の展示プロジェクトも発足し，

共同研究の成果を展示に反映させるという国立歴史民俗博物館の基本方針に沿った形で，研究は全体的にほ

ぼ予定通りに進んでいる。

「中・近世都市空間の転換過程に関する研究」は，京都・大坂・江戸の個別事例の研究が少し進展した。

日本列島各地で進んでいるこの時期の都市史研究の成果を視野に入れて研究を進めている。

「考古学発掘資料・絵画史料による建築史」については，平泉柳之御所遺跡関連の作業が重要になりつつ

ある。一方，南島原市の原城遺構の復元考察についても少し進展がみられた。ただ日本列島内の東と西の地

域差による復元建物の解釈の相違という難問は継続している。なお絵画史料については，『洛中洛外図屏風』

関連の作業（歴博甲本および林原家本）が進んでおり，研究成果をまとめられる可能性がでてきた。
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つねみつ

現時点で想定している上記三つの研究テーマが，実は相互に密接な関係にあるということが研究の進展に

ともなってあらためて強く認識されている。研究全体の見通しをより明確にすることによって，個々の研究

についても展望を切り開ける可能性があることを強く感じている。

常光　徹　TSUNEMITSU Toru　教授

1948 年生【学歴】國學院大學経済学部経済学科 1973 年卒業【職歴】公立中学校教員，国立歴史民俗博

物館民俗研究部助教授（1998），総合研究大学院大学文化科学研究科助教授併任（1999），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研究部助教授（2004），国立歴史民俗博物館研究部教授（2006），

総合研究大学院大学文化科学研究科教授（2006）【学位】博士（民俗学），國學院大学，2004 年 11 月【所属

学会】日本民俗学会，日本口承文芸学会，説話伝承学会，日本民具学会【専門】民俗学，口承文芸学【主な研

究テーマ】口承文芸の研究／ A study of oral tradition　

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

　1．基幹研究「兆・応・禁・呪の民俗誌」（平成 17 ～ 19 年度）（代表　常光徹）で，年 3 回の研究会の開催し，

　　また，鹿児島県大隅半島の民俗調査を行った。

　2．国際日本文化研究センター共同研究「怪異・妖怪文化の伝統と創造－前近代から近現代まで－」（代

　　表　小松和彦）の共同研究員として活動した。

　3．人間文化研究機構「唱導文化の比較研究」（代表　林雅彦）の共同研究員として，9 月 1 日，2 日に韓

　　国（ソウル奉元寺）で開催されたシンポジウムに参加した。

　4．科学研究費補助金データベース（研究成果・一般）「沖縄伝承話データベース」（代表　樋口淳）の研究

　　分担者として参加した。

　5．新収資料の公開（１月 16 日～２月 11 日）展示プロジェクト委員として，妖怪のコーナーを担当した。

６．第 64 回歴博フォーラム「新春ねずみづくし」（1 月 19 日，津田ホール）で「ねずみの俗信」と題し

　　て発表した。

　７．研究交流協定を結んでいる韓国国立民俗博物館とのあいだで行っている国際研究集会を代表として推

　　進し，研究発表をした（9 月 3 日～５日・韓国，12 月 12 日～ 14 日・日本）

二　教育活動

１　教育

　國學院大學大学院非常勤講師（伝承文学特論）

　國學院大學非常勤講師（口承文芸研究）

　弘前学院大学大学院非常勤講師・集中講義（１月９日～ 12 日）（伝承文学）

　総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻教授

２　博物館教育
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　「しぐさの民俗」第 281 回歴博講演会，５月 12 日（報告）

四　社会連携

２　館外講演

講座「縁切り榎－世間話と呪い」國學院大学オープンカレッジ，７月 14 日

３　マスコミ

　「やせ細る知と技」『潮』5 月号，５月１日

　「逢魔が刻－夕暮れの民俗」『藤沢周平の世界』26，朝日新聞社，５月 20 日

Ⅱ　業績目録 

2a　論文

「世間話」（日本口承文芸学会編『シリーズことばの世界　第３巻　はなす』，pp.4 ～ 6，pp.123 ～

134，三弥井書店，12 月 18 日）

「俗信と由来譚－中国浙江省の調査から－」（説話・伝承学会編『説話・伝承の脱領域』，pp.343 ～

353，岩田書院，3 月）

「巳正月と御田植祭にみる『後ろ向き』の行為について」（『国立歴史民俗博物館研究報告』第 142 集，

pp.355 ～ 380，３月 31 日）

2c　書評

　書評「香川雅信著『江戸の妖怪革命』（『日本民俗学』250，pp.123 ～ 127，日本民俗学会，５月 31 日）

3a　調査・発掘調査報告書

「中国浙江省象山県東門島の俗信（1）」（『昔話伝説研究』27，pp.87 ～ 95，昔話伝説研究会，2007 年５月）

５　学会・外部研究会発表要旨

「ことわざと俗信」ことわざ学会創立大会，明治大学，９月 22 日

「箒の俗信」『韓国の民俗学・日本の民俗学』Ⅳ－１，韓国国立民俗博物館，9 月 4 日

６　歴史系総合誌『歴博』，友の会ニュース

「新たな民俗展示への模索」『歴博』144 号，pp.28 ～ 29（共同執筆），9 月

「山古志村の正月行事」『国立歴史民俗博物館友の会ニュース』135，p. 1，1 月

７　その他

『新・学校の怪談 3』165 頁，講談社，7 月

「厠は何故恐い」『月刊みんぱく』10 月号，p.4，国立民族学博物館，10 月

「爪弾き」『定年時代』1 月下旬号，新聞編集センター

「むかしばなし世界に子どもたちを誘う絵本」『母のひろば』526，p.5，童心社，3 月

「追悼　野村純一先生」『口承文芸研究』31 号，pp.207 ～ 208，日本口承文芸学会，3 月

Ⅲ　研究状況・研究広報

中国浙江省沿海部の俗信調査から得た資料約 800 点の整理がほぼ終了し，これまで調査資料にもとづく
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ながしま

論文を 2 本執筆した。俗信についても，アジアを視野に入れた比較研究の重要性を感じ，８月８日から 17

日まで中国貴州省岩洞のトン族が伝承する俗信調査を行った。大学院の専攻長と四室総合リニューアル代表，

各種委員会等の仕事が重なり，調査・研究の時間が十分にとれなかったが，俗信については何らかの形で成

果を発表していきたい。

永嶋正春　NAGASHIMA Masaharu　准教授

1948 年生【学歴】東京理科大学理学部化学科1971年卒業，東京芸術大学大学院美術研究科修士課程保存

科学専攻 1973 年修了【職歴】宮内庁正倉院事務所保存課調査室（1973），国立歴史民俗博物館情報資料研

究部助手（1983），同助教授（1985），総合研究大学院大学文化科学研究科助教授併任（1999），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研究部助教授（2004），同准教授（2007）【学位】【所属学会】

日本文化財科学会【専門】保存科学，日本文化史【主な研究テーマ】非破壊的調査手法による歴史資料の

技術史・文化史的研究／ Historical Materials from the Standpoint of Technological History and Cultural 

History by Nondestructive Research Methods， ／漆並びに赤色顔料関係資料の技術史・文化史的研究／

Materials Involved in Lacquer and Red Pigments in Terms of Technological History and Cultural History

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

1．文部科学省科学研究費補助金学術創成研究「弥生農耕の起源と東アジア」（代表 西本豊弘）の研究分担

者として，弥生期漆資料の調査。岩手県北上市における研究集会（6 月 8・9 日）で司会。

2．基幹研究「生業・権力と知の体系に関する歴史的研究（B）中・近世における生業と技術・呪術信仰」（代

表 井原今朝男），共同研究員。

3．基盤研究「歴史資料の材質・製作技法と生産地に関する調査研究」（代表 齋藤努），共同研究員。3 月

13 日研究会にて「｢ 館蔵資料 結城合戦絵詞 ｣ の非破壊調査結果について」を発表。

4．基盤研究「紀州徳川家伝来楽器コレクションの研究」（代表 高桑いづみ），共同研究員。笛等の竹管楽

器を中心に非破壊的な材質，技法調査を実施。

5．個別研究「マロ塚古墳出土品を中心にした古墳時代中期武器武具の研究」（代表 杉井 健），共同研究員。

マロ塚古墳出土品について前年度までの調査結果を再検討し，補足的な非破壊調査を実施。本研究で得

られた全ての X 線透過フィルム像について，デジタル化を完了。

6．赤色顔料資料，漆関係資料，銅印，館蔵資料等については，例年通り日常的な調査を継続実施し，情

報の蓄積をはかった。なかでは，北海道で出土した縄文時代の布などは特異な資料である。また，館蔵

資料「結城合戦絵詞」（重要文化財）については，修理の機会でもあり，できるだけの調査をおこない情

報化をはかった。

7．歴史資料の理化学的調査にかかわるＸ線透過検査装置，蛍光Ｘ線分析装置，走査型電子顕微鏡，デジ

タル顕微鏡等について日常的な維持管理をはかりつつ，歴史資料に特化した使用を試みると共に，大学



306

院教育にも活用した。

8．企画展示「弥生はいつから！ ? －年代研究の最前線－」展示プロジェクト委員として，企画展示（7

月 3 日～ 9 月 2 日）を実行。

二　教育活動

１　教育

総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻「分析調査論 A」「工芸技術史」「集中講義 A 資

料調査法」担当ならびに博士論文指導

レフェリージャーナル『総研大文化科学研究 4 号』編集委員

２　博物館教育

島根県立浜田高校「スーパー・サイエンス・ハイスクール（SSH）事業」講義（12 月 20 日）。

千葉県下高等学校理科系教員研修講師（7 月 11 日，10 月 23 日）

Ⅱ　業績目録

2b　研究ノート

　「晩期の土器と漆塗り」『日本の美術 499 縄文土器 晩期』至文堂，12 月，pp.88 ～ 92，

3a　調査・発掘調査報告書

　「台方下平Ⅰ・Ⅱ遺跡出土銅系資料の X 線調査結果について」『千葉県成田市 台方下平Ⅰ遺跡』（財）印

　　　旛郡市文化財センター，pp.342 ～ 345，2007 年 3 月

「内田端山越遺跡出土青銅鏡の X 線的調査結果」『千葉県佐倉市 内田端山越遺跡』（財）印旛郡市文化財

センター，pp.645 ～ 646，2008 年 3 月

「国府関遺跡出土の漆関係資料について」『首都圏中央連絡自動車道埋蔵文化財調査報告書 7』（財）千葉

県教育振興財団，pp.137 ～ 140，2007 年 11 月

　「後谷遺跡出土の漆関係資料について」『後谷遺跡 第 4 次発掘調査報告書 第 3 分冊』埼玉県桶川市教育

　　　委員会，pp.367 ～ 374，2007 年 10 月

「岡崎 18 号墳出土遺物の X 線的調査」『大隅串良 岡崎古墳群の研究』鹿児島大学総合研究博物館，

pp.132 ～ 137，2008 年 3 月

４　展示図録

　「弥生の漆」『弥生はいつから！ ? －年代研究の最前線－』国立歴史民俗博物館企画展示図録，pp.76 ～

　　　77，2007 年 7 月

Ⅲ　研究状況・研究広報

夏におこなわれた企画展示『弥生はいつから！ ? －年代研究の最前線－』で，典型的な弥生時代の漆製品

2 点を展示することができた。このうち，高知県土佐市居徳遺跡で出土した木胎漆器は，弥生時代の年代観

が劇的に変化する以前の出土であり，当然ながら縄文時代晩期に属する資料とされていた。漆技術を研究す

る立場からは，どうみても中国大陸でつくられたものと考えざるを得なかったのであるが，その後の年代研
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にしたに

究の進展によって，今では合理的に納得できるようになった。その貴重さゆえに，すぐに複製品を製作し第

1 展示室に展示したのであるが，この展示の折りに実物資料との対面が実現した。弥生時代観の変遷を象徴

する資料として，感慨深いものとなった。いま暫く，弥生時代の漆に力を入れようと考えている。

西谷　大　NISHITANI Masaru　准教授

1959 年生【学歴】熊本大学文学部史学科 1984 年卒業，同大学院文学研究科修士課程史学専攻 1986 年

修了，中華人民共和国天津師範大学普通進修生 1987 年修了，中華人民共和国中山大学人類学系高級進修生

1989 年修了【職歴】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研究部助教授（2004），

同准教授（2007）【学位】文学修士，熊本大学文学部，1986 年／博士（文学），総合研究大学院大学，2008 年

3 月【所属学会】中国考古学会，東南アジア考古学会【専門】東アジア人類史【主な研究テーマ】生業複

合体，生業の歴史的変遷，焼畑，水田，マーケット　

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

　１．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」（副代表）及び研究

　　発表（千葉大学工学部）

　２．人間文化研究総合推進事業・連携研究「湿潤アジアにおける「人と水」の統合的研究」（研究分担者）

　　　2007 年 8 月 3 日～ 8 月 17 日，中国雲南省麗江，怒江において調査

　３．環境省地球環境研究総合推進費プロジェクト「アジアに地域おける経済発展による環境負荷評価及び

　　その低減を実現する政策研究」（共同研究員）

　　　2008 年 2 月 9 日～ 3 月 10 日，中国海南省において調査

　４．個別共同研究「日本歴史における水田環境の存在意義に関する総合的研究」（共同研究員）

　５．総合地球環境学研究所のプロジェクト研究「東アジアにおける新石器化と現代化」（共同研究員）

　６．国立歴史民俗博物館国際シンポジウム「ブタ・ウシと人間の文化誌」進行管理者（副代表および研究

　　発表）

二　教育活動

　１　教育

　　東北芸術工科大学集中講義

四　社会連携

　２　館外講演

　　「中国雲南国境の棚田地帯をゆく－ 9 つの民族が暮らす谷の生活－」東京クラブでの講演，2007 年 10

　　　月 26 日，東京クラブ
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Ⅱ　業績目録 

2a　論文

「雲南省紅河州者米谷における生業と市」『総合研究大学院大学　平成 18 年度特定研究経費事業　国際

シンポジウム　地域社会の精算と経済－中国少数民族地帯の過去，現在，未来－』，pp.74 ～ 79，国

立歴史民俗博物館

「土地利用と斜面畑からみた水田稲作の多様性－雲南省者米谷のタイ，ハニ，アールー，ヤオ，クーツォ

ン族の生業戦略を事例として－」『国立歴史民俗博物館研究報告』第 139 集，pp.53 ～ 98，国立歴

史民俗博物館

「者米谷の紹介」『環境省地球環境研究総合推進費プロジェクト「アジア地域における経済発展による環

境負荷評価及びその低減を実現する政策研究」』１，pp.124 ～ 130，東京大学大学院医学系研究科

人類生態学教室地球環境研究総合推進費プロジェクト事務局

５　学会・外部研究会発表要旨

「雲南省紅河州金平県者米谷～ 2006 年度の成果～」環境省地球環境研究総合推進費プロジェクト「ア

ジアに地域おける経済発展による環境負荷評価及びその低減を実現する政策研究」，2007 年 5 月 18

日，熱海

「生業と市からみた環境利用と生業複合体－雲南省者米谷を事例として－」人間文化研究総合推進事業・

連携研究「湿潤アジアにおける「人と水」の統合的研究」，2007 年 5 月 26 日，国文学研究所

「者米谷の生業複合体」アフリカ在来知研究会，2007 年７月 27，京都大学

「水田魚撈をする村しない村－多民族の住む中国雲南省者米谷－」シンポジウム「生き物と人これから

の関係をさぐるために」琵琶湖博物館，2007 年 7 月 28 日，琵琶湖博物館ホール

「焼畑農耕民と家畜の関係」へのコメント，ドメスティケーションモデルの構築』研究会，2007 年 11

月 12 日，国立歴史民俗博物館

西本豊弘　NISHIMOTO Toyohiro　教授

1947 年生【学歴】早稲田大学教育学部社会科 1971 年卒業，北海道大学大学院文学研究科博士課程日本

史専攻 1981 年単位取得退学【職歴】総合研究大学院大学文化科学研究科教授併任（1999），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教授・研究連携センター長（2004 ～ 2005）【学位】【所属

学会】動物考古学研究会，日本考古学協会，日本人類学会，日本文化財科学会【専門】動物考古学，環境考古

学【主な研究テーマ】縄文・弥生時代の環境考古学／ Enviromental Archaeology in the Jomon and Yayoi 

Periods

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報
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１．文部科学省科学研究費補助金・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 年～ 2008 年）研究代表者

２．編著『新弥生時代のはじまり　第２巻　縄文時代から弥生時代へ』雄山閣 2007 年５月「「縄文ヒエ」

の年代－吉崎昌一先生を偲んで」（三浦圭介・住田雅和・宮田佳樹と共著）動物考古学第 24 号　2007

年 5 月

３．報告「後谷遺跡出土の動物遺体」（太子夕佳と共著）『後谷遺跡　第 4 次発掘調査報告書　第 3 分冊』

357 ～ 366 頁，埼玉県桶川市教育委員会，2007 年 10 月 31 日

　　報告「天寧遺跡出土の爬虫類・鳥類・哺乳類」『天寧遺跡発掘調査報告書』北海道埋蔵文化財センター，

2008 年 3 月

　　報告「観音寺遺跡Ⅰ区出土の動物遺体」『観音寺遺跡Ⅰ区発掘調査報告書』徳島県埋蔵文化財センター，

2008 年 3 月

　　報告「印内台遺跡群（43）発掘調査出土動物遺体について」『印内台遺跡群（43）』55 ～ 57 頁，千葉

県船橋市教育委員会，2007 年 3 月 31 日

４．講演「縄文時代の貝塚」千葉市加曾利貝塚博物館，2007 年 10 月 28 日

５．講演「縄文時代後期・晩期の貝塚」千葉市加曾利貝塚博物館，2007 年 11 月 18 日

６．講演「原始・古代の豚と猪」埼玉県立さきたま史跡の博物館，2008 年 2 月９日

二　教育活動

１　教育

　総合研究大学院大学教授文化科学研究科日本歴史専攻教授（併任）

　千葉大学大学院自然科学研究科客員教授

　國學院大學文学部・大学院文学研究科兼任教授

四　社会連携

１　館外における各種委員

　日本文化財科学会・会誌『考古学と自然科学』編集委員長，動物考古学研究会代表，千葉市立博物館協

　　議会委員，宮古市教育委員会・崎山貝塚史跡整備検討委員，史跡大船遺跡復元整備検討委員会委員（函

　　館市），三内丸山遺跡発掘調査委員会（青森県教育委員会）

Ⅱ　業績目録 

１　著書

　2007.5：『新弥生時代のはじまり　第 2 巻　縄文時代から弥生時代へ』，雄山閣，東京

2a　論文

2007.5：「「縄文ヒエ」の年代－吉崎昌一先生を偲んで」（三浦圭介・住田雅和・宮田佳樹と共著）動物　

考古学第２４号

3a　調査・発掘調査報告書

2007.12：「後谷遺跡出土の動物遺体」（太子夕佳と共著）『後谷遺跡Ⅳ』2007 年 12 月

2008.3：「天寧遺跡出土の爬虫類・鳥類・哺乳類」『天寧遺跡発掘調査報告書』北海道埋蔵文化財センター
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2008.3：「観音寺遺跡Ⅰ区出土の動物遺体」『観音寺遺跡Ⅰ区発掘調査報告書』徳島県埋蔵文化財セン

ター

2008.3：「八王子市椚谷遺跡 73 号遺構出土の動物遺体」『八王子市椚谷遺跡発掘調査報告書』東京都埋

蔵文化財センター

４　展示図録

『弥生時代のはじまり』

５　学会・外部研究会発表要旨

2007.12：「日本のイヌの変遷」第 12 回動物考古学研究集会　於：歴博

日本文化財科学会・会誌『考古学と自然科学』編集委員長

Ⅲ　研究状況・研究広報

（1）文部科学省科学研究費補助金･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 年～ 2008 年）

（2）動物考古学の研究

仁藤敦史　NITO Atsushi　准教授

1960 年生【学歴】早稲田大学第一文学部日本史学専攻 1982 年卒業，同大学院文学研究科博士後期課程

史学専攻 1989 年満期退学【職歴】早稲田大学第一文学部日本史学専攻助手（1989），本館歴史研究部古代

研究部門助手（1991），本館歴史研究部古代研究部門助教授（1999），総合研究大学院大学助教授文化科学研

究科併任（2002），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研究部助教授（2004），国立

大学法人総合研究大学院大学助教授文化科学研究科併任（2004），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研究部准教授（2007）【学位】博士（文学），早稲田大学，1998 年 11 月【所属学会】

歴史学研究会，木簡学会，史学会，日本史研究会，条里制・古代都市研究会【専門】日本古代史【主な研究

テーマ】都城制成立過程の研究／ Establishment process of Japanese ancient capital cities，古代王権論／

Theoretical study of ancient sovereignty，古代地域社会論／ Ancient local societies

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

１．公募型共同研究「律令国家転換期の王権と都市」（代表　山中章）の成果公開を目的として展示プロ

ジェクトを開催するとともに，2007 年 10 月 10 日から 12 月２日にかけて企画展示「長岡京遷都－桓

武と激動の時代－」（代表　仁藤敦史）を開催した。加えて展示図録『長岡京遷都－桓武と激動の時代

－』（総頁 160 頁）と解説シート（モノクロ４頁）を村木二郎（考古研究系）とともに編集刊行した。

２．展示関連企画として第 62 回歴博フォーラム「激動の長岡京時代」を 2007 年 11 月 18 日（日）に千

代田区丸の内の東商ホールで開催した。研究報告１「長岡京研究の意義」として総括的報告を行い，後
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半の総合討論では清水みき（花園大学）とともに司会を担当した。またフォーラム記録を来年度山川出

版社より刊行の予定で原稿執筆を行った。

３．展示関連企画として 2007 年 10 月 13 日（土）の第 286 回歴博講演会「長岡京遷都を考える」におい

て山中章（三重大学教授）とともに「「山背遷都」の背景－長岡京から平安京へ－」と題して講演し，［2008. 

3a］として発表した。

４．基幹研究「古代における生業と権力とイデオロギー」（代表  広瀬和雄）では，昨年度発表の内容を広

瀬和雄との共編著により『支配の古代史』（学生社）として刊行した。［2008. 3b］では，中央における

分節的な権力構造を背景にした地域支配が行われていたことを駿河・伊豆地域の事例から論じた。

５．連携研究「『三国志』魏書東夷伝の国際環境」（代表  東　潮）では，研究報告に向けた 2008 年１月

26・27 日開催のミニシンポにおいて「東夷伝からみた倭国の王権と朝貢」というタイトルで報告をお

こなった。

６．「正倉院文書複製事業」として宮内庁正倉院事務所に出張，4 月に透過光撮影・原本照合，9 月に色

校，11 月に撮影をおこなった。本年度は，続々修第五帙第九巻から第六帙第四巻までの五巻を撮影し，

前年撮影分である続々修第五帙第五巻から同第十一巻までの七巻を完成させた。

二　教育活動

１　教育

　総合研究大学院大学准教授文化科学研究科日本歴史専攻（併任）

　明治大学大学大学院文学研究科兼任講師（日本史特論）

　関西大学大学院非常勤講師（集中講義７月 24 ～ 27 日／日本史特殊４）

三　博物館活動

　１　歴博講演会・歴博探検・くらしの植物苑

　　「みやこびとの衣食住」歴博探検，10 月 13 日

　　「「山背遷都」の背景」第 286 回歴博講演会，10 月 13 日

　　「古代のウメとサクラ」くらしの植物苑観察会，３月 22 日

　　企画展示「長岡京遷都」ギャラリートーク，11 月４・25 日

３　各センター担当，各種編集委員

　評価委員会「業務実績報告書」「資料編」編集

四　社会連携

１　館外における各種委員

条里制・古代都市研究会評議員

正倉院文書研究会委員

焼津市史執筆委員「図録・年表」（古代部会長）

２　館外講演・カルチャーセンター・出前授業

　　「桓武の皇統意識」古代を学ぶ会，中野区勤労福祉会館，2007 年７月６日

　　「桓武朝遷都論－長岡京から平安京へ－」放送大学講義「長岡京遷都を考える」①②，歴博ガイダンスルー

　　　ム，2007 年 10 月 27 日

　　「卑弥呼と邪馬台国－一代限りの「平和」－」あびこシルクロード・サークル講演会，我孫子市民図書館，
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　　　2008 年１月８日

　　「卑弥呼の王権」栄中日文化センター講座「ヤマタイ国とヒミコ」，名古屋市栄区栄中日文化センター，

　　　2008 年２月 16 日

　　「女帝の世紀－女帝は中継ぎか ? －」歴史研究会，杉並区立産業商工会館，2008 年２月 24 日　　　　

　　「上総・下総・常陸と古代国家－王賜銘鉄剣と常陸国風土記を中心に－」『東国史の新発見と古代国家』

　　　⑥朝日カルチャーセンター新宿，新宿住友ビル，2008 年３月 31 日

Ⅱ　業績目録 

１　著書（編著）

　2008.3a：『支配の古代史』学生社（247 頁）（広瀬和雄と共編）

2a　論文

　2007.12a：「貴族・地方豪族のイエとヤケ」奈良文化財研究所編『古代豪族居館の構造と機能』pp.281

　～ 304

　2007.12b：「「辛亥」銘鉄剣と「武蔵国造の乱」」広瀬和雄・池上悟編『武蔵と相模の古墳（季刊考古学

　別冊 15）』雄山閣出版，pp.90 ～ 97

　2008.2：「古代東国と「譜第」意識」奈良女子大学 21 世紀 COE プログラム報告集「古代日本形成の特

　質解明の研究教育拠点　古代日本の支配と文化」『報告集』15 集，pp.46 ～ 77

　2008.3a：「六・七世紀の地域支配」広瀬和雄・仁藤敦史編『支配の古代史』学生社，pp.77 ～ 105

　2008.3b：「「山背遷都」の背景－長岡京から平安京へ－」今谷明編『王権と都市』思文閣出版，pp. １

　～ 25

3b　自治体史・史料集

　『古代銭貨関係史料集（稿）』貨幣叢書７，書信館出版，（116 頁）（三上喜孝・江草宣友と共編），2007

　年７月

　焼津市史図説，pp.28 ～ 39，2008 年 3 月

４　展示図録

　企画展示『長岡京遷都－桓武と激動の時代－』（総頁 160 頁），2007 年 10 月（編著）

５　学会・外部研究会発表要旨

　「コメント」日本銀行金融研究所貨幣博物館企画展「貨幣誕生－和同開珎の時代とくらし－」関連研究会，

　金融研究所大会議室，2008 年 2 月 4 日

　「日本古代の都城と行幸」国際日本文化研究センター第 33 回国際シンポジウム，国際日本文化研究セ

　ンター，2008 年 3 月 7 日

６　歴史系総合誌，『歴博』，友の会ニュース

　歴史への招待状「企画展示長岡京遷都－桓武と激動の時代－」『歴博』144 号，pp.24 ～ 25

　「企画展示『長岡京遷都－桓武と激動の時代－』」『友の会ニュース』133 号，pp. １～２

７　その他

「推古朝の改革と「聖徳太子」」『別冊歴史読本　大化改新古代国家誕生』新人物往来社，pp.1 ～ 5，
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2008.3

　「書評　吉村武彦・山路直充編『都城　古代日本のシンボリズム』」『赤旗』６月 17 日朝刊

　「歴史の時間 126　古代の都はどんな様子だったの」『毎日小学生新聞』10 月 8 日

　「歴史の時間 127　平城京と平安京の違いは」『毎日小学生新聞』10 月 22 日

　「歴史の時間 128　桓武天皇はすごい人だったの？」『毎日小学生新聞』10 月 29 日

　「桓武と激動の時代 1　長岡京遷都の謎」『千葉日報』11 月９日

　「桓武と激動の時代 2　「都市王」としての桓武」『千葉日報』11 月 10 日

　「桓武と激動の時代 3　桓武の埋葬地」『千葉日報』11 月 11 日

　「桓武と激動の時代 4　桓武伝承」『千葉日報』11 月 13 日

　「桓武と激動の時代 5　悪路王伝承」『千葉日報』11 月 14 日

　「長岡京遷都の謎」『定年時代』11 月下旬号，11 月 19 日

　

Ⅲ　研究状況・研究広報

個人研究としては，（1）7・8 世紀を中心とした都城制成立過程の研究，（2）古代王権論研究，および（3）

駿河・伊豆地域を中心とする古代地域社会の分析という三つのテーマを大きな柱として位置づけている。

まず【都城制成立過程の研究】では，［仁藤 2008.3b］において平城京から長岡京・平安京への遷都の理

由として，物流を中心とした変化として位置付けることを試みた。企画展示『長岡京遷都』においても多面

的に都城を追求することができ，とりわけ CG を用いた試みは研究用としても発展性があることが確認され

た。【古代王権論研究】では，［仁藤 2007.12a］で，吉田孝氏により 80 年代に提起され，以後の在地社会

論の基本的枠組みとなった「ヤケ」論を批判的に継承し，在地豪族の居館が短期で廃絶する理由を検討した。

ミヤケや評家などの分析から農業経営にのみ特化しない「貢納奉仕の拠点」という「ヤケ」の属性を指摘し，

かつ具体的な伝領のプロセス，家産の分割や流動化とその維持策の観点から豪族居館の短期性を解明するこ

とができた。駿河・伊豆地域を中心とする【古代地域社会論】では［2008.3a］において，非農業民の生業

形態について検討することができた。

原山浩介　HARAYAMA Kosuke　助教

1972 年生【学歴】横浜市立大学商学部経済学科社会経済コース（社会学専攻）1997 年卒業，京都大学大学

院農学研究科生物資源経済学専攻博士課程 2004 年修了【職歴】龍谷大学非常勤講師（2002），佛教大学非

常勤講師（2002），近畿大学非常勤講師（2004），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

館研究部研究機関研究員（2004），慶應義塾大学非常勤講師（2005），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助手（2005），同助教（2007）【学位】博士（農学），京都大学，2004 年 3 月【所属学会】

歴史学研究会，同時代史学会，日本村落研究学会，日本農業経済学会，地域農林経済学会【専門】現代社会

史（Contemporary Social History），消費社会論（Study of Consumer Society），社会運動論（Studies on Social 

Movements）【主な研究テーマ】戦後日本の消費社会の形成と変遷に関する研究／ Research on formations 
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and changes of the Japanese consumer society in the postwar period，戦後闇市における民衆生活と占

領政策・経済統制の連関に関する研究／ Research on black markets in 1940’s: Especially focusing on 

confl icts between people’ s daily life and economical controls under the occupation policy of GHQ/SCAP，

近現代における健康と人びとの動員に関する総合的研究／Research on mobilization of people by health 

politics and movements in modern and contemporary era

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

1．基幹研究「20 世紀における戦争Ⅱ」（副代表）に参加した。今年度は特に，モダニズムと沖縄史に取 

り組み，従軍兵士が撮影したと見られる戦場のアルバム，ならびに沖縄の近現代史に関する博物館展示

の検証を実施した。戦場アルバムについては，写真の真偽の検証という，事実関係に関する議論に加え，

アルバムを作った兵士がどのような意図でこれを編集したのか，またその背景にある地域社会における

モダニズムの受容をどう考えるのかが，課題となる。

2．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」の，「移民史の比較研究」

班に参加し，調査活動を実施した。今年度は，第 6 室展示との関連から，アメリカ合衆国における日

系移民に関する資料調査を行ったほか，韓国の国民大学校におけるコロキウムへの参加などを通じて，

移民史研究の研究史に関する考察に着手した。

3．基盤研究「ニュース映画の研究資源化ならびに活用方法の確立に関する研究」を研究代表として今年

度からスタートさせ，占領期の『日本ニュース』の分析と，ニュース映画の研究資源化のための論点整

理に着手した。占領期のニュース映画は，この時期の社会のある一面を映像として記録した貴重な資料

である。にもかかわらず，博物館においては観客を引きつけるための素材として利用するに留まり，研

究活動における引用等に関する手法も確立されておらず，またそもそも研究利用のための閲覧等の枠組

み自体が不在である。この共同研究は，これらの課題にこたえるべく，本年度は『日本ニュース』の分

析を継続的に実施した。

4．文部科学省科学研究費補助金・若手（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」において，戦後闇市に関する資料収集と聞き取り調査を進

めた。本年度は，昨年度に引き続き，ライフヒストリーの収集に努めるとともに，行政文書の発掘に力

を入れ，戦後闇市像を明らかにした。

5．個人研究「近現代における健康と人びとの動員に関する総合的研究」に関連して，健康政策の歴史に

ついての研究会を数次にわたって開催するとともに，共著出版に向けた最終調整を行った。私はそのな

かで，とりわけ 1970 年代以降の食に関わる市民運動の展開に注目し，政策や資本との緊張関係を解明

した。（2008 年 4 月に出版予定）

6．トヨタ財団研究助成「1970 年代の反公害住民運動が蓄積した資料の整理・活用の道を探る　－資料

から生まれる新たなネットワークの価値に注目して」の共同研究員として，主に高度経済成長期以降の

市民運動資料の整理と活用に関する研究を実施した。またこれと関連して，歴史学研究会近代史部会

10 月例会，「現代社会運動史資料の海へ　－埼玉大学共生社会研究センター見学・報告・交流会－」の
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コメンテーターとして，現代史資料をめぐる現状を報告すると共に，活用に向けた論点整理を行った。

7．同志社大学人文科学研究所「京都地域の大学生協の総合的研究」の共同研究員として，大学生協史に

関する研究会に参加し，高度経済成長期以降の大学生協と消費者運動の潮流のすりあわせ，ならびに大

学生協の変容に関する議論の土台を作った。本研究は次年度以降も継続する予定で，2008 年度には研

究成果の報告を予定している。

8．石井實フォトライブラリーの資料調査を実施し，主に戦後の地理写真の整理と活用枠組みの検討を行

うと共に，国立歴史民俗博物館への受入準備を進めた。

二　教育活動

１　教育

　佛教大学非常勤講師（「くらしと自然」）

　敬愛大学非常勤講師（「社会学概論」）

　総合研究大学院大学　文化科学研究科　学生企画事業「「移住者の町」北海道伊達市－生活者にとって

　　　必要な資料館とはなにか－」への参加（2 月 11 日～ 12 日）

２　博物館教育

　総合展示リニューアル展示プロジェクト（第 6 室）委員として，第 6 室展示に関わる展示構想案のとり

　まとめと，これに関連する調査・資料収集を行った。本年度はとりわけ副室（多目的室）における，移動

　者から見る近現代史の展示構成の立案に力を注いだ。

 　企画展示「旅－江戸の旅から鉄道旅行へ－」（2008 年夏開催予定）の展示プロジェクト委員として，展

示に関わる調査を行った。

三　博物館活動

１　歴博探検等　

　歴博講演会第 281 回 ｢ しぐさの民俗 ｣（講師：常光徹），5 月 12 日（司会）

　「サザンカの世界」くらしの植物苑観察会，12 月 15 日（司会）

　第 5 展示室ギャラリートーク，2 月 16 日

２　歴史系総合誌『歴博』

　歴史系総合誌『歴博』編集委員，146 号主担当，144 号副担当

３　各センター担当，各種編集委員

　くらしの植物苑運営委員

　知財委員会委員

四　社会連携

１　館外における各種委員

　同時代史学会理事および大会実行委員，大会司会。

　歴史学研究会委員

　日本村落研究学会大会座長
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Ⅱ　業績目録

１　著書

　共著「「消費者」とは誰か」（『むらの資源を研究する』，農山漁村文化協会，4 月，pp.211 ～ 218）

６　歴史系総合誌『歴博』，友の会ニュース

　「現代史研究と第 6 展示計画」，歴史系総合誌『歴博』142 号，pp.28 ～ 29，5 月

　「れきはく井戸端会議」，歴史系総合誌『歴博』146 号，p.31，1 月

　「今を考えるための現代史研究」，歴史系総合誌『歴博』147 号，pp.26 ～ 27，3 月

　「ジュラルミン製「パン焼き器」の謎」『国立歴史民俗博物館友の会ニュース』No132，p.3，（財）歴史

　　　民俗博物館振興会，7 月

Ⅲ　研究状況・研究広報

2010 年の第 6 室開室を控え，関連する資料の収集・整理，そして現代史研究の動向とりまとめ等に翻弄

され始めている。本館は，「博物館研究統合」を掲げ，展示そのものを研究活動の一環として位置づける方

針をとっており，個人研究もまた展示との関連において進める必要が出ている。

博物館展示というフィルターを通して研究を捉え直すことは，現代史研究の新たな視点を生み出す。

簡単にまとめれば，それは次の三点に集約できる。まず第一に，通常の研究論文執筆とは違った角度から

研究対象に迫ることで，これまで自明であった研究という営為，ならびにそこで前提とされている認識枠組

みを対象化することができる。第二に，展示資料の発掘は，新たな研究課題の発掘，それもとりわけこれま

で十分に検討されてこなかった課題への取り組みにつながり，発展途上にある現代史研究の幅を広げること

ができる。そして第三に，これまで十分に取り組まれてこなかった現代史資料論の構築という緊急課題に対

する多角的なアプローチが可能となる。特に第二，第三の点に関連して，ニュースフィルムや地理写真の分

析は，今年度新たに取り組んだ課題である。

展示と関わることは，研究者個人としては，テーマの分散というリスクをはらみ，個人研究がスローダウ

ンするという問題も抱えることになるが，展示を通じて，今後の現代史研究のあり方を創出する作業に関わっ

ているともいえ，意義の大きな仕事であると自負している。

春成秀樹（秀爾）　HARUNARI Hideki（Hideji）　教授

1942 年生【学歴】岡山大学法文学部史学科日本史専攻 1966 年卒業，九州大学大学院文学研究科修士課

程考古学専攻 1966 年中途退学【職歴】岡山大学法文学部助手（1966），同講師（1971），文化庁文化財保護

部文化財調査官（1980），国立歴史民俗博物館考古研究部助教授（1981），同教授（1990），総合研究大学院大

学文化科学研究科教授併任（1999），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研究部

教授（2004）【学位】博士（文学），九州大学，2003 年 3 月【所属学会】日本考古学協会，考古学研究会，日本

第四紀学会【専門】日本考古学【主な研究テーマ】旧石器～古墳時代の祭り・儀礼・社会組織の研究／
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Social structure，festival，rite and custom of Palaeolithic to Kofun Period

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

【共同研究】

１．国立歴史民俗博物館基幹研究「古代における生産と権力とイデオロギー」共同研究員

　古代中国の権力の実態を探る現地調査，陝西歴史博物館，隋唐長安城，兵馬俑坑博物館，秦始皇帝陵，

　　半坡博物館，茂陵，茂陵博物館，漢陽陵，同考古博物館，同陵外蔵坑保護展示庁，咸陽陵，秦咸陽宮殿

　　跡，８月 23 日～ 27 日

２．国立歴史民俗博物館個別共同研究「縄文時代における定住の始まり」共同研究員

３．文部科学省学術創成研究「弥生農耕の起源と東アジア」

　弥生時代の青銅器の起源を探る調査，ソウル大学校，国立中央博物館，忠北大学校，忠南大学校，扶余

　　博物館，全州博物館，会峴里貝塚，亀山洞支石墓，金海博物館，釜山大学校，咸安博物館，７月 23 日

　　～ 28 日

４．弥生時代の青銅器の起源を探る調査，旅順博物館，双房遺跡，燕長城，紅山後遺跡，赤峰市博物館，

　　遼中京博物館，内蒙古工作站，南山根遺跡，小黒石遺跡，遼寧省文物考古研究所，遼寧省博物館，鉄嶺

　　博物館，９月２～９日

【個人研究】

１．弥生土器の龍の絵の調査

　長浜市埋蔵文化財センター，滋賀県埋蔵文化財センター，田原本町唐古鍵ミュージアム，大阪府立弥生

　　文化博物館，９月 26 日～ 28 日，10 月 23 日

２．児島屯倉関係遺跡の調査

　岡山市八幡大塚古墳跡，倉敷考古館，９月 30 日

３．弥生時代銅鐸・銅戈の出土地と出土品の調査

　長野県中野市柳沢遺跡，長野県埋蔵文化財センター，11 月２日，2008 年２月 13 日

４．北アメリカ北西海岸原住民の銅板の調査

　カナダ：Canadian Museum of Civilization（オタワ），2008 年２月 25 日～ 29 日

　アメリカ：Pennsylvania University Museum（フィラデルフィア），３月３～４日

【展示】

　企画展示「弥生はいつから！？－年代研究の最前線－」展示プロジェクト委員

　企画展示「東アジアにおける縄文文化の起源」展示プロジェクト委員（開催は 2009 年度）

二　教育活動

１　教育

　総合研究大学院大学
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Ⅱ　業績目録 

2a　論文

　「近畿地方における弥生時代の開始年代」『縄文時代から弥生時代へ』新弥生時代のはじまり，第２巻（西

　　　本豊弘編），pp.20 ～ 34，雄山閣，2007 年５月

　「防牌形銅飾りの系譜と年代」同上，pp.128 ～ 146

　「明石海岸の哺乳類化石の産状」『徳永重元博士献呈論集』pp.175 ～ 225，パリノ・サーヴェイ株式会

　　　社出版刊行会，10 月

　「遼西式銅戈と朝鮮式銅戈の起源」（小林青樹・石川岳彦・宮本一夫と共著）『中国考古学』第７号，

pp. １～ 20，日本中国考古学会，12 月

　「上黒岩ヴィーナスと世界のヴィーナス」『縄文時代のはじまり』（小林謙一編）pp.40 ～ 72，六一書房，

　　　３月

　「児嶋の白猪屯倉」『支配の古代史』（広瀬和雄・仁藤敦史編）pp.65 ～ 76，学生社，３月

　「河内地域における弥生前期の炭素 14 年代測定研究」（小林謙一・坂本稔・秋山浩三と共著）『国立歴

　　　史民俗博物館研究報告』第 139 集，pp.17 ～ 51，3 月

2b　研究ノート

　「見直しがすすむ弥生時代」『科学』第 78 巻第１号，pp.48 ～ 51，岩波書店，2008 年１月

５　学会発表要旨

　「弥生時代前・中期の実年代」（今村峯雄・西本豊弘・藤尾慎一郎・坂本稔・小林謙一と共著）『日本考

　　　古学協会第 73 回総会研究発表要旨』pp.32 ～ 33，明治大学，5 月

　「遼寧式銅剣の起源と年代」（宮本一夫・小林青樹・石川岳彦と共著）『日本中国考古学会 2007 年大会発

　　　表資料集』pp.93 ～ 99，日本中国考古学会，成城大学，12 月

７　その他

　「横山さんの思い出」『横山浩一先生追悼文集』pp.24 ～ 27，横山浩一先生追悼文集刊行会，2007 年４

　　　月

　「化石から埴輪，銅板へ」『歴博』第 142 号，pp.26 ～ 27，2007 年５月

　「史点 北アメリカ先住民と銅板」『読売新聞』西部版，７月１日，文化欄，2007 年７月

　「鉄器の始まりは中期から」『千葉日報』８月 16 日，2007 年８月

　「余人の追随許さぬ域に達す（難波洋三さんの銅鐸研究）」『京都民報』９月９日，文化欄，京都民報社，

　　　2007 年９月

　「西川さんの思い出」『追悼  西川宏先生』pp.73 ～ 75，故西川宏先生追悼文編集委員会，2008 年 1 月

　『縄紋土器と弥生土器』佐原真著（編集・解説），総 377p.，「解説」pp.368 ～ 375，学生社，2008 年

　　　2 月

『直良信夫コレクション目録』国立歴史民俗博物館資料目録 7（編集・解説）総 246p.，「直良信夫コレ

クション解説」pp.1 ～ 50，国立歴史民俗博物館，2008 年 3 月
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Ⅲ　研究状況

（1）弥生時代の実年代の研究

学術創成研究「弥生農耕の起源と東アジア」の一環として，縄文晩期～弥生時代併行期の朝鮮半島・中国

東北部の青銅器文化の調査をつづけた。韓国では，比来洞の銅剣を実見したほか，国立中央博物館，扶余博

物館などで，朝鮮式銅矛の観察をおこなった。中国では，弥生時代の実年代を議論するさいの鍵となってい

る遼寧省双房，崗上，小黒石，南山根遺跡の現地を踏査し，博物館で銅剣などの出土品の観察をおこなっ

た。その結果，遼寧式銅剣の起源は遼西ではなく遼東にあることを再確認した。「防牌形銅飾りの系譜と年

代」で遼西と朝鮮半島中西部との結びつきとその年代について考えた。さらに，遼寧青銅器文化と朝鮮青銅

器文化をつなぐ「遼西式銅戈」に関して，新しい視点と仮説を提示した。また，遼寧式銅剣の起源について

商代に遼東で始まったとする考えをまとめて，日本中国考古学会大会で発表した（来年度刊行）。学術創成

研究の成果として，『東アジア青銅器の系譜』新弥生時代のはじまり 第 3 巻を編集し，序論と「銅鐸の系譜」，

解題を執筆した（来年度刊行）。

（2）旧石器時代ヴィーナスの研究

愛媛県上黒岩遺跡出土の石偶の性格を追究するために，ユーラシアの旧石器時代ヴィーナスに関する文献

と図を収集し，分析をおこなった。その成果の一端は「上黒岩ヴィーナスと世界のヴィーナス」に発表し，

さらに共同研究の成果報告書『愛媛県上黒岩遺跡の研究』で言及し，更新世末に年代づけられヨーロッパの

マドレーヌ期と併行する時期の上黒岩の石偶を，旧石器時代のヴィーナスとして積極的に扱うべきことを論

じた（来年度刊行）。

（3）銅板の研究

アメリカ北西海岸原住民の銅板（Coppers）は，ポトラッチのなかで「富と威信の象徴」として扱われる至

上の価値をもつ銅製品であって，ポトラッチの歴史を探るうえできわめて重要な資料である。これまでの研

究では，銅板の型式分類や編年，地域色を明らかにしていないので，まず実測図を作成することを 2003 年

に着手した。本年度は，カナダ文明博物館，ペンシルヴェニア大学博物館で 16 点の実測をおこなった。こ

れによって，約160点の銅板の実測図が揃った。しかし，全点実測を目標にしているので，まだ道半ばである。

今後とも実測図の作成をつづける予定である。

（4）日本列島の龍の図像の研究

滋賀県鴨田，大阪府船橋，池上，亀田，奈良県唐古鍵遺跡などから出土した弥生土器に線刻してある龍の

実測図と拓本を作成した。ほぼ全点の資料を入手したので，それらを体系化するとともに，その源流である

古代中国の関連資料を探し，一定の結論を得た（来年度発表）。

（5）『祭りと呪術の考古学』の作成

1967 年から 2007 年までの間に取りくんできた日本を主に東アジア考古学の諸問題について論じた新旧

16 編の論文からなる。弥生時代から古墳時代，一部は現代までの儀礼や習俗について述べた新旧 10 編の

論文からなる。「１ 縄文／弥生移行期の儀礼と呪術」「３ 弥生絵画と農耕儀礼」「10 弥生時代の龍」の新稿

を加えたほか，「１ 狩猟・採集の祭り」，「９ 龍の文化史」，「11 哀悼抜歯」，「12 豚の下顎骨懸架」などは

新資料を加え，文章も改訂した（来年度刊行）。

（6）『直良信夫コレクション目録』の刊行
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古生物学・考古学者であった直良信夫のコレクションが寄贈されたのは 1986 年，未発表の論文の公表に

あたってきたが，3 年間の準備作業のあと目録を刊行した。

（7）『国立歴史民俗博物館弥生青銅器コレクション図録』の作成

本館の設置以来，弥生時代の青銅器の収集とレプリカの制作にあたってきたので，その図録を刊行する準

備を 3 年間おこない，原稿を作成，来年度刊行の運びとなった。

（8）2008 年 3 月に本館を定年退職するにあたって，年譜と業績目録を作成し，『国立歴史民俗博物館研

究報告』第 139 集，pp.135 ～ 155 に掲載した。

樋口雄彦　HIGUCHI Takehiko　准教授

1961 年生【学歴】静岡大学人文学部人文学科 1984 年卒業【職歴】沼津市明治史料館学芸員（1984），

同主任学芸員（1997），国立歴史民俗博物館歴史研究部助教授（2001），総合研究大学院大学文化科学研究科

助教授併任（2003），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研究部助教授（2004），同

准教授（2007）【学位】博士（文学）大阪大学，2007 年２月【所属学会】明治維新史学会，洋学史学会，全国

歴史資料保存利用機関連絡協議会，静岡県近代史研究会，静岡県地域史研究会【専門】日本近代史【主な研

究テーマ】明治期の社会・文化と旧幕臣の動向／ Former Bakufu retainers

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

　総合展示第 6 室リニューアル委員

二　教育活動

１　教育

　総合研究大学院大学日本歴史専攻准教授併任

三　博物館活動 

　４　歴民研修講師

　　先生のための歴博講座・総合展示解説，８月 10 日

四　社会連携

１　館外における各種委員

　沼津市史編集専門委員（近現代部会）

２　館外講演・カルチャーセンター・出前授業

　「沼津藩の高島流砲術導入と軍制改革」日本銃砲史学会大会（伊豆の国市農村環境改善センター），10

月 13 日

　「沼津兵学校と佐倉藩士」佐倉の歴史講演会（佐倉市立中央公民館），10 月 27 日

　「幕末維新期の房総と駿河・伊豆」佐倉市民カレッジ（佐倉市立中央公民館），10 月 31 日
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Ⅱ　業績目録

１　著書

　2007.10：『沼津兵学校の研究』，吉川弘文館（688 頁）

2b　研究ノート

　2007.8：「沼津兵学校に流れ込んだ砲術家の系譜」，『銃砲史研究』第 357 号，pp.22 ～ 33，日本銃砲

　史学会

　2007.9：「沼津兵学校の生徒になった田付直男－田付流砲術の幕末維新－」，宇田川武久編『鉄砲伝来

　の日本史－火縄銃からライフル銃まで－』，pp293 ～ 301，吉川弘文館

　2007.10：「沼津兵学校」，地方史研究協議会編『全国地域博物館図録総覧』，pp.212 ～ 215，岩田書院

　2008.3：「講演録　沼津兵学校と佐倉藩士」『佐倉市史研究』第 21 号，pp.53 ～ 80，佐倉市

　2008.3：「写真史のなかの静岡藩と沼津兵学校」『沼津市博物館紀要』32，pp.1 ～ 13，沼津市歴史民

　俗資料館・沼津市明治史料館

　2008.3：「沼津兵学校関係人物履歴集成　その四」『沼津市博物館紀要』32，pp.15 ～ 34，沼津市歴史

　民俗資料館・　沼津市明治史料館

　2008.3：「沼津藩の高島流砲術導入と軍制改革」『銃砲史研究』第 359 号，pp.14 ～ 21，日本銃砲史学

　会

６　歴史系総合誌『歴博』，友の会二ユース

　2008.3：「写真による歴史の証人・収蔵品紹介　絵葉書になったガラス乾板三八〇〇枚」『歴博』№

147，pp.2 ～ 5，国立歴史民俗博物館

７　その他

　2007.4：「裁判官になった折井正和」「江原素六の伯父大沢善吉」『沼津市明治史料館通信』89，pp.2 ～３，

　沼津市明治史料館

　2007.7：「江原素六は御家人ではなく旗本の出身」「大奥の女中を祖母にもつ関戸孝」『沼津市明治史料

　館通信』90，pp.1 ～ 3，沼津市明治史料館

　2007.8：「平田篤胤関係資料の中の静岡県関係資料」「静岡学問所国学教授葉若清足の墓」『静岡県近代

　史研究会会報』第 347 号，pp.2 ～ 4，静岡県近代史研究会

　2007.10：「映画『沼津兵学校』のこと」「池谷福太郎塾と昌平黌」『沼津市明治史料館通信』91，pp.1 ～ 3，

　沼津市明治史料館

　2008.1：「大正十年の徳川家達送別会」「樋口一葉と沼津兵学校に連なる人びと」『沼津市明治史料館通

　信』92，pp.1 ～３，沼津市明治史料館

　2008.2：「天璋院と静岡藩」『静岡県近代史研究会会報』第 353 号，pp.2 ～ 3，静岡県近代史研究会

Ⅲ　研究状況・研究広報

個人研究として中村清一関係文書の整理，飯野忠一・伴野三司・塩谷敏郎・佐久間信久等の幕臣関係資料

の調査を実施したほか，沼津市明治史料館史料目録 40『沼津兵学校出身者資料目録』収録資料の整理目録化・



322

解説原稿執筆を担当した。また，博士論文をまとめ直し『沼津兵学校の研究』を刊行した。館蔵資料に関わ

るものとしては，資料調査プロジェクトの外部協力者（国学院大学栃木短期大学教授・田中正弘氏）ととも

に木戸孝允・孝正・幸一関係資料の整理・目録作成，尚美堂旧蔵ガラス乾板類の未整理分について整理・目

録作成を行ったほか，借用資料である国学者秋山光條関係資料の整理・目録作成を担当した。

日高　薫　HIDAKA Kaori　准教授

1961 年生【学歴】東京大学文学部第二類美術史学専修課程 1985 年卒業，東京大学大学院人文科学研究

科修士課程美術史学専攻 1987 年修了，同博士課程美術史学専攻 1990 年単位取得退学【職歴】東京大学

文学部美術史研究室助手（1990 年），共立女子大学国際文化学部日本文化研究研究助手（1992 年），国立歴

史民俗博物館情報資料研究部助手（1994 年），国立歴史民俗博物館情報資料研究部助教授（2002 年），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研究部助教授（2004 年），同准教授（2007）【学位】

文学修士，東京大学，1987 年【所属学会】美術史学会，漆工史学会【専門】漆工芸史【主な研究テーマ】

蒔絵を中心とする漆工芸史／ History of Japanese lacquerwork

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

　１ ．日本学術振興会科学研究費補助金・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」の研究代表者として，南蛮美術工芸に関する調査研究をおこなった。

　２ ．本館基盤研究「紀州徳川家楽器コレクションの研究」（代表：高桑いづみ）の共同研究員・館内事務担

当として，館蔵紀州徳川家楽器コレクションの調査（笛・箏），雅楽器との比較研究のための能楽器に

関する調査（2007 年 8 月 28・29 日，宇良神社）などを行った。

　３ ．平成 13 ～ 15 年度三菱財団人文科学研究助成「南蛮美術に関する基礎的研究－南蛮屏風を中心とし

て」（研究代表者：日高薫），および平成 14 年度～平成 16 年度科学研究費補助金（基盤研究Ｂ）「南蛮屏

風に関する総合的研究」（研究代表者：日高薫）等の研究成果を，日本学術振興会平成 19 年度科学研究

機補助金（研究成果公開促進費）学術図書による助成のもと，『南蛮屏風集成』（共編著，中央公論美術出

版）として刊行した。

　４ ．稲森財団助成金「漆器の輸出における東西交流－中国製コロマンデル屏風とヨーロッパ，日本－」，

文部科学省在外研究員「漆器の輸出およびヨーロッパ文化への影響に関する研究」，日本学術振興会科

学研究費補助金・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」等の研究成果を，日本学術振興会平成 19 年度科学研究機補助金（研究成果公開促進費）

学術図書による助成のもと，『異国の表象　近世輸出漆器の想像力』（ブリュッケ）として刊行した。

　５ ．本館基盤研究「歴史展示における「異文化」表象の基礎的研究」（研究代表者：久留島浩）の研究成果

として，「異国へ贈られた漆器－天正遣欧使節の土産物」『国立歴史民俗博物館研究報告』を発表した。

　６．人間文化研究機構研究資源共有化事業の一環として，装身具データベースの作成をおこなった。
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　７ ．第 64 回歴博フォーラム『新春ねずみづくし』において「ねずみの造形」と題する報告をおこなった

（2008 年 1 月 19 日，津田ホール）。

　８ ．人間文化研究機構連携研究「ユーラシアと日本：交流と表象」（「国民国家の比較史的研究」班）共同

研究員

　９．総合展示リニューアル第 3 室展示プロジェクト委員

　10．企画展示「「染」と「織」の肖像（仮称）」展示プロジェクト委員（進行管理担当）

　11．企画展示「建築文化からみた東アジアと日本（仮称）」展示プロジェクト委員

　12．特別企画「新収資料の公開」展示プロジェクト委員

二　教育活動

１　教育

　青山学院大学非常勤講師（芸術文化論）

三　博物館活動

３　各センター担当，各種編集委員

　博物館資源センター　情報担当

４　歴民研修講師

　歴民研修（分野別演習　Ａ美術・工芸），2007 年 11 月 29 日

四　社会連携

１　館外における各種委員

　町田市博物館資料収集委員会委員，千葉市美術品等収集審査委員，三重県文化財保護審議会委員，漆工

　　史学会幹事

２　館外講演・カルチャーセンター・出前授業

　「「かざり」の日本文化～日本美の情熱～　第 2 回【漆工史】蒔絵の美」ＮＨＫ文化センター，2007 年

　　　5 月 25 日

Ⅱ　業績目録 

１　著書

　『異国の表象　近世輸出漆器の想像力』（476 頁），ブリュッケ，2008 年 2 月

　『南蛮屏風集成』（共編著）（402 頁），中央公論美術出版，2008 年 2 月

2a　論文

　「異国へ贈られた漆器－天正遣欧使節の土産物」『国立歴史民俗博物館研究報告』第 140 集，pp.97 ～

　116，国立歴史民俗博物館，2008 年 3 月

７　その他

　「日本のデザイン　自然風物・草木・花（花熨斗・菖蒲・貝海松文・木賊に兎・時雨・藪柑子）」『華道』

　第 69 巻第 4 ～ 12 号，日本華道社，2007 年 4 月～ 12 月

　「連載　海外で愛された日本の美術（「蒔絵の箱」・「日本刀」「和紙」「伊万里の皿」「ヤポンセ・ロッケン」

　 「印籠」「浮世絵版画」「光琳の意匠」「七宝の花瓶」）」『なごみ』No.328 ～ 336，pp.100 ～ 103，淡
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交社，2007 年 4 月～ 12 月

「江戸のグッドデザイン十選①～⑩（「束熨斗模様振袖」「秋野月模様肩衣」「菊水模様小袖」「色絵石垣

文皿」「色絵組紐文皿」「波兎蒔絵旅櫛笥」「七宝富士形釘隠」「黒漆塗執金剛杵形兜」「猫の当て字」

「名所江戸百景　深川洲崎十万坪」）」『日本経済新聞』，日本経済新聞社，2007 年 11 月 21 ～ 23 日，

27 ～ 30 日，12 月 3 ～ 5 日

　「歴史の時間 147　18 世紀，フランスのお姫様は日本製のトイレを使っていた？」『毎日小学生新聞』，

　毎日新聞社，2008 年 3 月 24 日

Ⅲ　研究状況・研究広報

（1）紀州徳川家伝来楽器コレクションの研究

歴博が所蔵する当該コレクションにかかわる研究は，資料図録の刊行（2003 年度），歴博 DB として公開

（2004 年度），特別企画展示（2005 年度）の開催という流れで順調に進行している。現在，高桑いづみ氏を

代表として，基盤研究「紀州徳川家楽器コレクションの研究」が３か年計画で立ち上がり，楽器の材質・製

作技法・銘記に関する科学的調査，コレクションに含まれる楽譜類の専門的な調査，付属文書から読み説く

ことのできる江戸時代後期の文化情報に関する検討などにとり組んでいる。

（2）南蛮美術工芸に関する研究

南蛮漆器など近世の工芸品を海域交流史的視点からとらえ直す科研費による共同研究は，昨年に引き続き

進行中である。また，研究を終了した南蛮屏風のカタログ・レゾネと，輸出漆器に関する研究成果を書籍と

して刊行することができた。

（3）装身具データベースの作成

昨年度より館蔵装身具データベースの作成を進行中である。歴博は，野村正治郎衣裳コレクション（H-35）・

明治末期華族所用髪飾具（H-37）・髪飾具コレクション（H-38）・星野平次郎袋物コレクション（H-39）・星

野平次郎櫛・笄コレクション（H-655）・牧野コレクション（H-1078-1，2）など，江戸時代から明治時代を中

心とする髪飾具（櫛・かんざし・笄）・袋物（たばこ入れ・紙入れ・筥迫・守袋）・印籠など装身具を多数所

蔵している。これらの半数以上は，2002 年度の企画展示「男も女も装身具　江戸から明治の技とデザイン」

において公開したが，これらのコレクションの情報を広く利用してもらうためデータベースの形式で公開す

るものである。写真撮影済みの資料から順次公開していく。

広瀬和雄　HIROSE Kazuo　教授

1947 年生【学歴】同志社大学商学部 1970 年卒業【職歴】大阪府教育委員会文化財保護課技師（1975），

大阪府立弥生文化博物館学芸課長（1991），奈良女子大学教授文学部（1997），奈良女子大学教授大学院人間

文化研究科（1999），国立歴史民俗博物館研究部教授（2004），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立

歴史民俗博物館研究部教授（2004 年 10 月より）【学位】博士，大阪大学，2004 年取得【所属学会】考古学

研究会，日本考古学協会，東北・関東前方後円墳研究会【専門】日本考古学【主な研究テーマ】古墳時代政
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治構造の研究／ A Study of Political Structure in the Kofun Period

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

１．共同研究の基幹研究「古代における生産と権力とイデオロギー」（代表・広瀬和雄），基幹研究「「三国志」

魏志東夷伝の国際環境」（代表・東　潮），基幹研究「6 世紀墓制にみる倭の対外交流と文化受容の比較

研究」（代表・杉山晋作），基盤研究「縄文・弥生集落遺跡の集成的研究」（代表・藤尾慎一郎），基盤研究「博

物館におけるコミュニケーションデザインに関する研究」（代表・佐藤優香），基盤研究「歴史資料研究

における年代測定の活用法に関する総合的研究」（代表・坂本稔）に参画し，数度の研究会を実施した。

これらのなかで代表をつとめている「古代における生産と権力とイデオロギー」では「続縄文文化墓と「蝦

夷」の墳墓」と題した研究発表をおこなった（国立歴史民俗博物館，3 月 22 日）。また，人間文化研究

機構連携研究シンポジウム・日本とユーラシアの交流に関する総合的研究「ユーラシアと日本　いまな

ぜ国民国家か　国民国家の過去・現在・未来」ではコメントをおこなった（京都市国際交流会館，京都市，

2 月 2 日）。

２．文部科学省科学研究費補助金学術創成研究「弥生農耕の起源と東アジア」（代表・西本豊弘）の研究分

担者として，資料採取等をおこなった。文部科学省科学研究費補助金基盤研究「GIS を用いた東アジア

都市・王城遺跡形成史の研究」（代表・山中章）の研究協力者として，タンロン皇城遺跡の発掘・測量調

査による東アジア古代宮都の比較研究に参画し，ベトナムでの現地踏査をおこなった。展示プロジェク

ト「長岡京遷都－桓武と激動の時代」（代表・仁藤敦史）に委員として参画し，列品の集荷やギャラリー

トークや図録の執筆にあたった。それに関連して，放送大学で「「蝦夷」の墳墓」と題した講義をおこなっ

た（国立歴史民俗博物館，10 月 28 日）。展示プロジェクト「建築文化からみた東アジアと日本」（代表・

玉井哲雄）に委員として参画し，数度の委員会に出席した。

３．奈良女子大学 21 世紀 COE プログラム「古代日本形成の特質解明の研究教育拠点」のシンポジウム『古

代観，何が変わったか』で，「古代観の転換に向けての一考察－弥生時代に「自給自足」社会は存在したか」

と題した研究発表と討論をおこなった（奈良女子大学，奈良市，12 月 2 日）。おなじく「古墳時代像再

構築のために」と題した研究発表と討論をおこなった（奈良女子大学，奈良市，1 月 26 日）。

４．上記のほかに，次の研究会やシンポジウムで研究発表した。西相模考古学研究会（神奈川県大和市）

で「内方外円区画の歴史的意義－前方後円墳祭祀とはなにか」（大和市生涯学習センター，神奈川県大

和市，6 月 23 日），まちづくりフォーラム「歴史遺産を活かす街づくり」（羽曳野市市民会館，大阪府

羽曳野市，10 月 7 日），土曜考古学研究会で「東国古墳時代研究の前提」（埼玉文学館，埼玉県桶川市，

10 月 13 日），東国古墳研究会で「古墳時代東国像の再構築に向けて」（立正大学，東京都品川区，9 月

29 日），古代史フォーラムで「古代人の心性を探る」（羽曳野市市民会館，大阪府羽曳野市，2 月 25 日）。

二　教育活動

１　教育

　総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史専攻教授併任，

　奈良女子大学 COE 特任教授併任，
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　立正大学文学部非常勤講師（考古学特講，前期），

　立正大学大学院非常勤講師（歴史考古学特講，通年）

三　博物館活動

２　歴史系総合誌『歴博』

　『歴博』編集委員

３　各センター担当，各種編集委員

　『年報』編集委員

四　社会連携

１　館外における各種委員

　文化審議会文化財分科会専門委員（文化庁），埋蔵文化財発掘調査等の整備充実に関する調査研究委員

会委員（文化庁），中世城館遺跡・近世大名家墓所等の保存検討委員会委員（文化庁），「『発掘された日

本列島 2008 展』企画審査会委員（文化庁），世界文化遺産特別委員会ワーキンググループ委員（文化庁），

「『発掘調査の手引き』作成に係る業務」企画審査会委員（文化庁），国史跡千早城跡・楠木城跡・赤坂

城跡整備計画策定委員会委員（大阪府千早赤坂村），阪南市文化財保護審議会委員（大阪府阪南市），能

勢町文化財保護審議会委員（大阪府能勢町），加悦町史編纂委員会副委員長（京都府与謝野町），加悦町

史監修（京都府与謝野町），和泉市史編纂委員会専門委員（大阪府和泉市），国史跡・土塔整備委員会委

員（大阪府堺市），釜蓋遺跡調査指導委員（新潟県上越市），「歴史の里」整備検討会委員（愛知県名古屋市），

甲塚古墳保存整備委員会会長（栃木県下野市），栄町龍角寺古墳群調査整備委員会副委員長（千葉県栄町）

２　館外講演・カルチャーセンター・出前授業

朝日カルチャーセンター横浜「大和政権の成立－畿内5大古墳群をめぐってⅠ－」，4月14日，5月12日，

6 月 9 日

朝日カルチャーセンター東京「大王墓の変遷」，8 月 18 日

朝日カルチャーセンター横浜「大和政権の展開－畿内５大古墳群をめぐってⅡ－」，７月21日，８月４日，

９月８日

朝日カルチャーセンター横浜「大和政権の変質－畿内 5 大古墳群をめぐってⅢ－」10 月 27 日，12 月

1 日，12 月 22 日

北九州市立いのちのたび博物館歴史友の会講演会「古墳時代の霊魂観－九州の装飾古墳をめぐって」（北

九州市）4 月 21 日

古代を学ぶ会「多摩川流域の前方後円墳」（東京都中野区）10 月 10 日

古代を偲ぶ会「武蔵地域の古墳時代」（大阪市）10 月 20 日

千葉市民文化大学（千葉市）「大和政権と巨大古墳」2 月 13 日，2 月 20 日，2 月 27 日

３　マスコミ

　　　共同通信の依頼で『加耶と倭』の書評を執筆し，『山陽新聞』『京都新聞』『埼玉新聞』ほか，多数の

　　新聞に掲載された。日本経済新聞社や毎日新聞社ほかの取材に応じ，遺跡の評価に加えて，考古学研究

　　や埋蔵文化財の現状などについてのコメントを適宜おこなった。編著書『考古学の基礎知識』の書評が

　　『赤旗』に掲載された。著書『古墳時代政治構造の研究』の書評が『季刊考古学』に掲載された。
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Ⅱ　業績目録 

１　著書

　2007.5：編著『考古学の基礎知識』（382 頁）角川書店  

　2007.12：編著（池上悟との共編）『武蔵と相模の古墳』（167 頁）雄山閣

　2008.3：編著（仁藤敦史との共編）『支配の古代史』（247 頁）学生社

2a　論文

　2007.4：「集落・都市論」稲田孝司ほか編『日本の考古学』（再録），pp.301 ～ 306，学生社

　2007.5：「序章－考古学の現在」『考古学の基礎知識』，pp.15 ～ 32，角川書店

　2007.5：「古墳時代」『考古学の基礎知識』，pp.225 ～ 306，角川書店

　2007.8：「前方後円墳論」（pp.70 ～ 73）『季刊考古学第 100 号特集 21 世紀の日本考古学』，雄山閣

　2007.12：「序論－古墳時代東国像の構築に向けて」（pp.10 ～ 16）『武蔵と相模の古墳』（p.167），雄山

　閣

　2007.12：「相模の二つの古墳群－秋葉山古墳群と長柄・桜山古墳群－」『武蔵と相模の古墳』（pp.68 ～

　76），雄山閣

2008.2：「6・7 世紀の東国政治動向（予察）－上総・下総・下野・武蔵地域の横穴式石室を素材として－」

（pp.5 ～ 45），『古代日本の支配と文化』奈良女子大学 21 世紀 COE プログラム報告集 Vol.18 奈良女

子大学 21 世紀 　COE プログラム古代日本形成の特質解明の研究教育拠点

　2008.3：「6・7 世紀の民衆支配」『支配の古代史』（pp.10 ～ 37），学生社

　2008.3：「古墳時代の生業論をめぐって」国立歴史民俗博物館編（pp.182 ～ 190）『生業から見る日本

　史－新しい歴史学の射程－』，吉川弘文館

　2008.3：「常陸・上総の畿内型横穴式石室」（pp.57 ～ 70），『多知波奈の考古学　上野恵司氏追悼論集』

2c　書評

　2007.8：「書評　沼澤豊『前方後円墳と帆立貝古墳』」（p.155）『季刊考古学第 100 号特集 21 世紀の日

　本考古学』，雄山閣

４　展示図録

　2007.7：「新しい弥生像に向けて」『弥生はいつから－年代研究の最前線』，pp.84 ～ 85

　2007.10：「国家フロンティアを考える－志波城と「蝦夷の墳墓」」『長岡京遷都－桓武朝と激動の時代』，

　pp.44 ～ 45

　2007.10：「考古学からみた 8・9 世紀の画期」『長岡京遷都－桓武朝と激動の時代』，pp.142 ～ 143

５　学会・外部研究会発表要旨

　2008.2：「古代人の心性を探る」『古代史フォーラム 2008　畿内の巨大古墳を考える』（羽曳野市・羽

　曳野市教育委員会・歴史街道推進協議会）

Ⅲ　研究状況・研究広報

① 　東国古墳の分析をつうじて〈前方後円墳国家〉の実体を解明していく，という視座での東国各地の調 
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査・研究をつづけて 3 年が経過した。それにもとづき，本年度は東国古墳に関する事例研究の論文を 3

本発表し，1 冊の特集を編集した。その過程で「古墳とはなにか」という本質的な課題に再度，突き当たっ

た。ひらたく言うと，古墳以外の古墳時代の墓制－弥生伝統をひいた方形周溝墓，墳丘をもたない横穴

墓，海蝕洞穴を利用した洞穴墓など－をどのように評価するか，という問題である。それは，古墳時代

のあらゆる墓制が政治秩序をあらわしているのか否か，という重要な問いに重なるにもかかわらず，従

来はさほど論究されてこなかった。一つの解は，それらは古墳ではない，したがって一つの地域のすべ

ての人びとが古墳時代の政治秩序に組み込まれていたのではなかった，というものである。いいかえれ

ば，古墳時代の統治方式は中央首長層と地方首長層の間に形成されたモザイク状を呈していて，けっし

て一円的な，かつ領域的なものではなかった，ということである。そして，中央と地方の首長層によっ

て形成された一次的な政治秩序と，地方における首長相互に形成された二次的なそれとが重層していた，

とみなす考え方である。今後，そういった方向性で，〈支配とはなにか〉の問題もふくめて，東国の古

墳に論究していく予定である。

② 　上記のように東国の古墳時代を考えていくなかで，一つの見方にぶつかった。それは律令国家の正統

性を，歴史性に求めるという『日本書紀』の体系に，古墳時代研究が大きく規定されているという現状

である。そういった見方に〈未開―文明史観〉を基調にした〈発展〉というベクトルが加わることで，

「古墳時代は律令国家の発展過程だ」，あるいはその前史だという位置づけが出てくる。いまはほとんど

の古墳時代研究が，この謂いですすめられているように見える。それにたいして，前方後円墳が築造さ

れつづけた 350 年間を，一つの時代としてとらえるという論者は見あたらない。ところが，6・7 世紀

の地方支配方式を代表する部民・ミヤケ・国造などは律令国家のそれにはつながらないし，人的支配が

基本的な構造である。前方後円墳などに媒介された支配・従属の関係も，首長と首長のそれにすぎない。

いっぽう，律令国家は人的秩序を根幹としながらも，国－郡－里といった領域的な支配を理念としてい

る。つまり，前方後円墳の時代と律令時代の政治構造は，『日本書紀』の記述をいったん離れてみると，

異質な側面のほうが目立つのである。そういった視座での古墳時代研究を，当面はすすめていこうと思

う。

③ 　歴史系博物館の入場者減，閑古鳥の鳴く史跡公園，歴史系書籍の発行部数減，国立博物館や国立研究

所の法人化や予算減など，歴史学・考古学界をとりまく情況には厳しいものがある。考古学もふくめた

〈歴史学の有効性にたいする疑義〉が提出されているように思えるのだがどうであろうか。それに関して，

史跡公園のありかたについて，考古学研究者の立場から発言しなければならないことは昨年も記した。

本年度も講演したり，文化庁のいくつかの委員会委員や，関東や関西自治体の整備活用委員などをつと

めたが，史跡公園の多くは，なかなか国民のために使いやすいものにはなっていない，というのが実感

である。もっと広報につとめるべきだと思うが，経費などの条件もあってなかなかはかどらない。そも

そも，日本の歴史と文化を考える上で，学術的に価値の高い遺跡を未来永劫にわたって保存していこう

というのが史跡指定の意義であって，整備活用とは必ずしも一体のものではない。しかし，少なからぬ

税が投入された以上は，国民に広く公開活用してもううのが筋だとの趣旨で，各地で史跡公園がつくら

れてきたが，そろそろ一度，その理念や方法を実体に即して検討する時期にさしかかっているように思

う。国民にとっての〈快適環境〉とはなにか，との視点で。
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藤尾慎一郎　FUJIO Shin’ ichiro　准教授

1959 年生【学歴】広島大学文学部考古学専攻 1981 年卒業，九州大学大学院文学研究科修士課程 1983

年修了，九州大学大学院文学研究科博士課程後期 1986 年単位取得退学【職歴】九州大学文学部助手

（1986），国立歴史民俗博物館考古研究部助手（1988），同助教授（1999），総合研究大学院大学文化科学研究

科助教授併任（2003），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研究部助教授（2004），

同准教授（2007）【学位】博士（文学），広島大学，2002 年 10 月【所属学会】日本考古学協会，考古学研究会，

九州考古学会，East Asian Archaeology【専門】先史考古学【主な研究テーマ】鉄生産／ Iron Production，

農業の始まり／ The Beginning of Agriculture

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

　【研究・調査】

　基盤研究「縄文・弥生集落遺跡の集成的研究」（研究代表：藤尾）

　　報告書抄録山陰打ち合わせ，8 月 2 ～ 3 日，米子，鳥取

　　報告書抄録四国打ち合わせ，9 月 20 ～ 21 日，高松市，香川

　　報告書抄録九州打ち合わせ，10 月 6 日，太宰府市，福岡

　　福岡県立明寺遺跡の調査，10 月 6 ～ 7 日，筑紫野市，太宰府市，福岡

　　報告書抄録山陽打ち合わせ，11 月 3 ～ 4 日，福山市，広島

　　鳥取県妻木晩田遺跡他の調査，11 月 16 ～ 18 日，米子市，出雲市

　　長野県報告書抄録打ち合わせ，2 月 13 日，長野市，上田市，千曲市

　　鹿児島県南さつま市南下遺跡弥生前期土器，福岡市元岡遺跡出土瀬戸内系土器の調査，3 月 26 ～ 29 日，

南さつま市，霧島市，福岡市

　学術創成「弥生農耕の起源と東アジア」（研究代表：西本豊弘）研究分担者

　　大阪府讃良郡条里出土土器の考古学的調査，5 月 1 ～ 2 日，寝屋川市

　　徳島市庄・蔵本遺跡出土土器の考古学的調査，5 月 17 ～ 18 日，徳島市

　　韓国慶尚南道晋州平居洞出土突帯文土器の年代測定，11 月 27 ～ 12 月 1 日，ソウル，蔚山，晋州

　　韓国済州島出土無文土器の年代測定，12 月 12 ～ 14 日，済州島

　　鹿児島県南さつま市中津野遺跡出土土器，木材の考古学的調査，1 月 23 ～ 24 日，南さつま市

　　高知県土佐市上ノ村遺跡出土縄文晩期最終末土器の年代学的調査，2 月 25 ～ 26 日，土佐市

　基幹研究「『三国志魏志東夷伝』と国際環境（研究代表：東　潮）副代表

　　12 月 15 ～ 16 日，福岡大学，福岡

　基盤研究Ａ「中世東アジア技術史」（研究代表：小野正敏）研究分担者

　　鹿児島県徳之島資料調査，6 月 8 ～ 10 日，鹿児島

　　福岡市博多遺跡群の中世関連遺物の調査，3 月 1 ～ 3 日，福岡市

　人間文化研究機構連携研究「GIS を基盤とする考古・歴史民俗・環境情報の高度連携研究」（研究代表：宇
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　　野隆夫）共同研究員

　　慶尚南道無文土器時代の遺跡立地，8 月 6 ～ 9 日，釜山，大邸，慶州，蔚山。韓国

　リーダーシップ支援経費「三国時代の鉛同位体比の産地推定」

　　4 月，滋賀県梶屋敷遺跡，岡山県勝負砂古墳出土，青銅製品下見

　　2 月 7 ～ 8 日，岡山大学，岡山　勝負砂古墳出土青銅製品の試料採取。

　　2 月 18 ～ 20 日，ソウル，韓国。中央博所蔵三国時代の古墳出土青銅製品の試料採取。

　　2 月 27 ～ 29 日，歴博。リーダーシップ支援経費

　「三国時代青銅製品中の鉛同位体比を利用した産地推定の研究」による研究会

　【展示】

　総合展示「イネと倭人」展示プロジェクト委員

　総合展示第 1 室「稲と倭人」年表作成。2008 年 3 月

　「弥生時代はいつから！ ?」展示プロジェクト委員

　【資料・情報活動】

　館蔵図録「弥生青銅器」実測・写真撮影の継続調査

　【国際交流】

　国際学術交流「報告会」2 月 27 ～ 29 日，歴博（館長リーダーシップ支援経費にもとづく韓国国立中央博

物館　　との鉛同位体比による産地推定。

　「三国時代青銅製品中の鉛同位体比を利用した産地推定の研究」による研究会。

二　教育活動

１　教育

　総合研究大学院大学日本歴史専攻准教授併任

三　博物館活動

１　歴博講演会・歴博探検・くらしの植物苑

　歴博講演会『九州～瀬戸内における弥生稲作の開始年代』8 月 14 日，歴博講堂

３　各センター担当，各種編集委員

　研究連携センター　共同研究担当

５　歴博振興会関係

　歴博友の会考古学講座講師『土器編年と年代測定』11 月 3 日，歴博講堂

四　社会連携

１　館外における各種委員

　考古学研究会全国委員（2008 年度まで）

２　館外講演・カルチャーセンター・出前授業

　朝日カルチャーセンター横浜講師『変わる弥生時代像』5 ～ 6 月，横浜．

　19 年度総研大文科学術フォーラム『考古学と炭素 14 年代』2 月 23 日，アランヴェールホテル京都，

　　　京都

３　マスコミ

　ＮＨＫＦＭラジオ「美術館・博物館情報」7 月 6 日 11：35 ～ 41 分（ひるどき情報ちば）生放送
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　千葉日報連載，2007 年 8 月

　時事通信連載「縄文と弥生の境界」

　東映「まぼろしの邪馬台国」（堤幸彦監督，大石静脚本，吉永小百合主演）考古学考証，11 月～ 12 月の

　　　ロケで技術指導。

　産経新聞大阪支社電話取材　3 月 3 日朝刊，4 月 21 日朝刊

Ⅱ　業績目録 

１　著書

　「九州における弥生時代中期の開始年代」『縄文時代から弥生時代へ』pp.45 ～ 51，新弥生時代の始ま

　り第 2 巻 , 雄山閣出版，2007 年 5 月（西本豊弘，春成秀爾，山本直人，小林謙一，設楽博己，小林青樹，

　尾嵜大真，金度憲と共著）

「弥生時代の開始年代」『縄文時代から弥生時代へ』pp.7 ～ 19，新弥生時代の始まり第 2 巻 , 雄山閣出版，

2007 年 5 月（西本豊弘，春成秀爾，山本直人，小林謙一，設楽博己，小林青樹，尾嵜大真，金度憲

と共著）

2a　論文

「土器型式を用いたウィグルマッチ法」『国立歴史民俗博物館研究報告』第 137 集，pp.157 ～ 185，国

立歴史民俗博物館，3 月

2b　研究ノート

　「コラム　弥生時代の刀狩り」『支配の古代史』広瀬和雄・仁藤敦史編，pp.38 ～ 44，学生社，2008.3

「先史考古学での生業論の登場と変遷」『生業から見る日本史－新しい歴史学の射程－』井原今朝男編，

pp.126 ～ 151，山川出版社，2008.3

　「九州～瀬戸内における弥生稲作の開始年代」『東アジアの古代文化』134 号，pp.2 ～ 25，大和書房

　「概説Ⅲ：弥生時代」，pp.96 ～ 97，学研，2008.3

3a　調査・発掘調査報告書

「福岡市西区福重稲木遺跡第 2 次調査出土の弥生早期～前期土器に付着した炭化物の年代学的調査」（遠

部慎と共著）（『福重稲木遺跡 2』，pp.92 ～ 97，福岡市埋蔵文化財調査報告書第 1006 集）

「大道遺跡群第 7 次調査出土の古墳前期土器に付着した炭化物の炭素 14 測定」（遠部慎と共著）（『大道

遺跡群 1』pp.69 ～ 73，大分市埋蔵文化財調査報告書第 79 集，2008.3）

「名古屋市朝日遺跡（14 次）出土の炭化材の炭素 14 年代測定」（遠部慎・坂本稔・村木誠・伊藤正人・

野澤則幸と共著）（『名古屋市見晴台考古資料館研究紀要』10，pp.15 ～ 24）

「鹿児島県南種子町広田遺跡出土炭化物の炭素 14 年代測定」（小林謙一と共著）（『廣田遺跡』平成 16 年

度～平成 18 年度町内遺跡等発掘調査事業，pp.199 ～ 207，南種子町教育委員会，2007 年 9 月）

「唐津市大江前遺跡出土の弥生早～前期土器に付着した炭化物の炭素 14 年代測定」（小林謙一と共著）

（『中原遺跡Ⅰ』佐賀県文化財調査報告書第 168 集，pp.162 ～ 173，2007.3）

「福岡市西区福重稲木遺跡第 2 次調査出土の弥生早期～前期土器に付着した炭化物の年代学的調査」（遠

部慎と共著）（『福重稲木遺跡 2』pp.92 ～ 97，福岡市埋蔵文化財調査報告書第 1006 集，2008.3）
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「大道遺跡群第7次調査出土の古墳前期土器に付着した炭化物の炭素14年代測定」（遠部慎と共著）（『大

道遺跡群 1』大分駅周辺総合整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 4，pp.69 ～ 73，大分市埋

蔵文化財調査報告書第 79 集，2008.3）

「愛知県名古屋市朝日遺跡（14 次）出土の炭化材の炭素 14 年代測定」（遠部慎・坂本稔・村木誠・伊藤

正人・野澤則幸と共著）（『名古屋市見晴台考古資料館研究紀要』第 10 号，pp.15 ～ 24，2008.3）

４　展示図録

　『弥生はいつから！？』多数

５　学会・外部研究会発表要旨

Present status of the Yayoi chronology project: Origin and spread of wet-race agriculture in Japanese 

archipelago， Korea，東アジアＡＭＳ研究協会第２回シンポジウム，10 月 23 日～ 25 日，ソウル大

学校（今村峯雄・坂本稔・小林謙一・尾嵜大真・遠部慎・宮田佳樹と連名）

「弥生時代前・中期の実年代」有限責任中間法人日本考古学協会『第 73 回総会研究発表要旨予稿集』，

pp.77 ～ 80，2007 年 5 月 28 日，明治大学（春成秀爾・今村峯雄・小林謙一・坂本稔・尾嵜大真と連名）

７　その他

　「ついに出た」（『学術創成 News Letter』№ 8，pp.3，2007.8）

Ⅲ　研究状況・研究広報

4 年目にはいった文部科学省・学術創成研究費「弥生農耕の起源と東アジア」（代表：西本豊弘）の研究と，

最終年度を迎えた歴博基盤研究「縄文・弥生集落遺跡の集成的研究」の二つを重点的におこなった。

一　学術創成研究

一昨年，サンプリングをおこなった愛知県朝日遺跡の弥生前期末～後期終末までの測定値が出た。朝日遺

跡の測定値を中心に，これまでおこなってきた愛知県内の測定値を加えて，愛知県域における弥生時代の実

年代というタイトルで，2008年2月16日開催の名古屋現地研究会において発表した。今回改めて問題になっ

たのは，弥生中期末から後期末までの炭素14年代をIntCal04と照合すると，考古年代に対して50～100年，

古く出ることである。以前より，九州北部，九州東部などにおいて指摘されてきたことだが，今回，愛知県

域でも確認されたことの意味は大きい。紀元前後から紀元 3 世紀においては，すくなくとも西日本の炭素

14 年代が古く出ることを意味するからである。弥生早期から中期といった，従来の年代観より 200 年以上

も古く出た時期と違い，当該期は 30 年ずれただけで土器型式が一型式分ずれるため，50 ～ 100 年も古く

出ることは炭素 14 年代を有効に利用できないことを意味する。

そもそも，2003 年に，坂本稔や中村俊夫によって，紀元前 2 ～紀元前 1 世紀の較正暦年代が Intcal98

にくらべて50年ぐらい古く出ることは指摘されていたが，土器型式ごとの付着炭化物の系統的な調査によっ

て，IntCal04 においても同じく古く出る傾向をみせたことは，九州から東海までの広い地域で古く出ると

いう日本の地域性を改めて示すものであった。

現在，紀元後 1 ～ 4 世紀にかけても，年輪年代のわかっている木材を対象として炭素 14 年代測定を急い

でいるので，古墳時代が始まる 3 世紀半ばまで，日本列島の西半分は，炭素 14 濃度が低いといえるのかど

うか，その意味を解明していきたい。
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二　縄文･弥生集落遺跡の集成的研究

2005 年度から始まった本研究が最終年度をむかえた。較正年代時代の弥生集落論をどのように展開して

いくのか，という目的をもつ共同研究だが，最大の問題は同時併存の遺構をどのように認定するかであった。

これまでの方法だと，同じ土器型式に比定された住居やお墓は同時併存と考えてきた。どの土器型式でも存

続幅は 25 ～ 30 年という均等だったからである。

しかし弥生早期から弥生終末までの土器型式を，九州北部や近畿地方で測定してきたところ，土器型式ご

とに存続幅が異なることが明らかとなってきた。たとえば九州北部を例にあげると，約 30 年の前期末から，

約 200 年の中期後半の須玖Ⅱ式にいたるまで，様々であることが明らかにされている。つまり従来の存続

幅と同じ前期末の場合は，同じ土器型式を出土する遺構は同時併存とみなすことができるが，中期後半の場

合は，同じ土器型式であっても 200 年の存続幅をもつため，200 年間のどこにあたるかを比定しない限り，

同時認定が難しいことを意味するのである。

極端な場合，従来の方法で集落論を展開できる前期末のような時期と，従来の方法ではできない時期が混

在するため，弥生時代全体を通した集落動態の変遷を復原できないことにもつながっている。

縄文集落論の場合は，較正年代を使った集落論を極める研究者と，よほど条件が整わないと出来ないよう

な研究を目指すのではなく，これまで通りの方法でおこなう研究者に分れていると聞く。このような隣接時

期の研究状況もにらみながら，較正年代時代の弥生集落論の方向性について，2008 年度刊行予定の『歴博

研究報告』にまとめる予定である。

松尾恒一　MATSUO Koichi　准教授

1963 年生【学歴】國學院大學文学部日本文学科 1985 年卒業，國學院大學大学院文学研究科博士後期

課程 1995 年修了 【職歴】國學院大學文学部助教授（1999 年），國學院大學日本文化研究所助教授（兼担 

1999 年），国立歴史民俗博物館民俗研究部助教授（2002 年），総合研究大学院大学文化科学研究科助教授併

任（2004 年），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研究部助教授（2004 年），同准

教授（2007）【学位】博士（文学），國學院大學，1995 年【所属学会】芸能史研究会，民俗芸能学会，日本民俗

学会，口承文芸学会，説話・伝承学会，儀礼文化学会【専門】儀礼・芸能史，民俗宗教【主な研究テーマ】民

間宗教者の神霊観と祭儀の研究，職能者の祭儀と呪術，南都寺社の儀礼と芸能の研究／Research on Rituals 

at Temples and Shrines in NARA，and the Magic and Rituals of Craftsmen

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

1．個人研究「南都寺社の儀礼と芸能の研究」の成果を『法相宗の慈恩会－薬師寺・興福寺－』（2007.4）

に発表した。

2．個人研究「南都寺社の儀礼と芸能の研究」，及び科研「呪術・呪法の系譜と実践に関する総合的調査

研究」（代表：小池淳一）の一環として行った調査の成果を『大法輪』に発表した。
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3．個人研究「民間宗教者の神霊観と祭儀の研究」「職能者の祭儀と呪術」の研究成果を，歴博共同研究「中

近世における生業と技術・呪術信仰」（代表：井原今朝男）研究会（歴博・2007.6.1）において発表した。

4．個人研究「民間宗教者の神霊観と祭儀の研究」「職能者の祭儀と呪術」，及び歴博基幹研究・常光徹代

表「列島の生活誌における知と技の総合的研究」（「兆・応・禁・呪の民俗誌」）研究会（2007.6.17）にお

いて発表した。

5．共同研究・松尾恒一代表「宗教者の身体と社会」の成果を，本館プロムナード展示『いざなぎ流－御

幣に見る祈禱の造形－』〔2007.7〕に発表した。

6．個人研究「南都寺社の儀礼と芸能の研究」の成果に基づいて，人間文化研究機構連携研究「ユーラシ

アと日本 : 交流と表象」国際シンポジウム（韓国ソウル奉元寺・2007.9）における韓国東国大学金應起

教授の「霊山斎の儀礼と芸能の研究」に対してコメントを行い，『重要無形文化財 霊山斎保存会 2007

第５回国際学術会議』〔2007.9〕に発表した。

7．個人研究「民間宗教者の神霊観と祭儀の研究」「職能者の祭儀と呪術」，及び科研「呪術・呪法の系譜

と実践に関する総合的調査研究」（代表：小池淳一）の一環として行った調査の成果を『日本の民俗学・

韓国の民俗学Ⅳ』〔2007.9〕に発表した。

8．個人研究「職能者の祭儀と呪術」，及び科研「呪術・呪法の系譜と実践に関する総合的調査研究」（代表：

小池淳一）の一環として行った調査の成果を『〈歴博フォーラム〉鉄砲伝来の日本史』〔2007.10〕に発

表した。

9．個人研究「民間宗教者の神霊観と祭儀の研究」「職能者の祭儀と呪術」の成果を，『国文学　解釈と鑑

賞』12 月号〔2007.11〕特集「折口信夫と柳田國男」に発表した。

10．個人研究「民間宗教者の神霊観と祭儀の研究」「職能者の祭儀と呪術」，及び科研「呪術・呪法の系譜

と実践に関する総合的調査研究」（代表：小池淳一）の一環として行った調査の成果を「木霊・船霊信仰

の呪法と伝説」（『シリーズことばの世界』第３巻「はなす」〔2007.12〕に発表した。

11．個人研究「民間宗教者の神霊観と祭儀の研究」「南都寺社の儀礼と芸能の研究」の成果を『儀礼文化』

39 号〔2008.3〕に発表した。

12．個人研究「民間宗教者の神霊観と祭儀の研究」「職能者の祭儀と呪術」，及び科研「呪術・呪法の系譜

と実践に関する総合的調査研究」（代表：小池淳一）の一環として行った資料調査の成果を澤井真代とと

もに『儀礼文化』39 号〔2008.3〕に報告した。

13．個人研究「民間宗教者の神霊観と祭儀の研究」「南都寺社の儀礼と芸能の研究」の成果に基づいて，

斑鳩古文書の会において講演を行った〔2008.3.1〕。

二　教育活動

１　教育

　國學院大學非常勤講師（儀礼文化論，伝承文学演習），学習院大學非常勤講師（日本文学演習）

三　博物館活動　

　１　歴博講演会・歴博探検・くらしの植物苑

歴博プロムナード展示「いざなぎ流－御幣に見る祈禱の造形－」7 月 24 日～ 8 月 19 日，展示代表，

期間中ギャラリートークを実施

　２　歴史系総合誌『歴博』
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　　歴史系総合誌『歴博』編集副委員長（2006.11 ～），委員長（2007.11 ～）

四　社会連携

１　館外における各種委員

　千曲市武水別神社大頭祭調査委員（祭事部会長），

２　館外講演・カルチャーセンター・出前授業

　講演「踊る・舞う・語る，芸能の音・声と身体」斑鳩古文書の会，3 月 1 日，斑鳩中央公民館

Ⅱ　業績目録 

2a　論文

　2007.4：「南都の慈恩会－春日信仰と論義声明の世界－」（国立劇場編『法相宗の慈恩会－薬師寺・興福

　寺－』日本芸術文化振興会編，pp.6 ～ 7）

　2007.5：「祭りと行事」（『大法輪』，大法輪閣，pp.106 ～ 113）

　2007.9：「建築をめぐる儀礼と信仰」（『日本の民俗学・韓国の民俗学Ⅳ』韓国国立民俗博物館，韓国語

　pp.17 ～ 42/ 日本語 pp.90 ～ 116）

2007.10：「狩猟と鉄砲の呪法」（宇田川武久編『〈歴博フォーラム〉鉄砲伝来の日本史』吉川弘文館，

pp.141 ～ 150）

2007.11：「柳田國男の芸能研究」（『国文学　解釈と鑑賞』12 月号，特集「折口信夫と柳田國男」，至文

堂，pp.84 ～ 94）

2007.12：「木霊・船霊信仰の呪法と伝説」（『シリーズことばの世界』第 3 巻「はなす」，三弥井書店，

pp.56 ～ 72）

　2008.3：「祭りと熱狂」（『儀礼文化』39 号，pp.32 ～ 53）

2008.3：「資料報告　長田須磨記　奄美大島ノロ関係資料」（澤井真代と共著，『儀礼文化』39 号，

pp.133 ～ 144）

2008.3：「いざなぎ流，託宣祈禱の諸相－神霊と交流する言葉と身体－」，「〔資料紹介〕小松豊孝太夫

記　いざなぎ流御祈禱資料『屋の神，おん崎，覡神等，大小祭式作法』二冊」（『国立歴史民俗博物館

研究報告』第 142 集，pp.315 ～ 336，pp.591 ～ 668）

3a　調査・発掘調査報告書

『武水別神社頭人行事　民俗文化財調査　祭事部会　第２年次（平成 18 年度）報告概報』（武水別神社頭

人行事民俗調査団・祭事部会（部会長松尾恒一編），松尾執筆「調査概要」pp.3 ～ 4，「武水別神社・

頭人行事の現在，組織と運営」pp.5 ～ 12，長野県千曲市教育委員会，全 100 頁）

４　展示解説

2007.7：「いざなぎ流－御幣に見る祈禱の造形－」，本館プロムナード展示『いざなぎ流－御幣に見る

祈禱の造形－』解説，pp.1 ～ 20（全），国立歴史民俗博物館

５　学会・外部研究会発表要旨

「金應起氏「霊山斎の儀礼と芸能の研究」についてのコメント」『重要無形文化財 霊山斎保存会 2007　

第５回国際学術会議』（人間文化研究機構連携研究「ユーラシアと日本：交流と表象」シンポジウム），



336

pp.81 ～ 82（日本語原文），pp.79 ～ 80（韓国語翻訳文），韓国ソウル奉元寺，９月

６　歴史系総合誌『歴博』

　「湯屋の祭儀と芸能」，歴史系総合誌『歴博』特集「湯屋・風呂」142 号，pp.10 ～ 14，5 月

　「定時制高校の風景，断片」，歴史系総合誌『歴博』特集「学びの風景」145 号，p.15，1 月

「流動化する地域と民間宗教者」，歴史系総合誌『歴博』特集「神女，神霊と交流する身体と社会」（松

尾編集担当）146 号，p.1，1 月

「館蔵　物部の仮面といざなぎ流」，歴史系総合誌『歴博』特集「神女，神霊と交流する身体と社会」（松

尾編集担当）146 号，pp.2 ～ 5，1 月

Ⅲ　研究状況・研究広報

プロムナード展示「いざなぎ流－御幣に見る祈禱の造形－」を展示代表として行い，松尾代表の共同研究「宗

教者の身体と社会」の成果の一部を一般へ公開し，また松尾担当の民俗研究映像「物部の民俗といざなぎ流

御祈禱」の上映を実施することができた。本展示は，高知県物部地域の民間宗教いざなぎ流に特化したもの

であるが，今後，本共同研究における研究対象とした，三信遠の神楽や，富士信仰と御師，巫女や修験をも

含めた展示，フォーラムなどを考えてみたい。

9 月には人間文化研究機構連携研究「ユーラシアと日本：交流と表象」シンポジウムにおいて，韓国研究

者の韓国仏教儀礼・芸能についての研究発表に対するコメンテーターを勤めたが，今後，日本の仏教儀礼・

芸能を東アジア的な視点から追求する必要性を感じた。

　11 月に「職能者の祭儀と呪術」研究の一環として，八重山地方の民家の建築儀礼の調査を行った。これ

まで伝統的な建築儀礼を木霊信仰，大工の祭儀としての視点より分析してきたが，樹木を主要材としない建

築に対しては，これとは異なる信仰，タイプを想定する必要を感じた。今後，調査，事例収集を重ね研究を

深化させてゆきたい。

水神　女辰の幣
いざなぎ流御幣（いざなぎ流太夫小松豊孝氏伝）

プロムナード展示「いざなぎ流－御幣に見る祈禱の造形－」より

大山送り用神木 山ミサキ
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 宮田公佳　MIYATA Kimiyoshi　助教
1966 年生【学歴】千葉大学工学部画像工学科 1990 年卒業，千葉大学大学院工学研究科修士課程画像工

学専攻 1992 年修了，千葉大学大学院自然科学研究科博士後期課程情報システム科学専攻 2000 年修了【職

歴】三菱電機株式会社・生活システム研究所・情報技術総合研究所（1992），国立歴史民俗博物館情報資

料研究部助手（2001），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研究部助手（2004），

同助教（2007）【学位】博士（工学），千葉大学，2000 年 3 月【所属学会】日本写真学会，日本光学会，画像電

子学会，The Society for Imaging Science and Technology【専門】画像工学，情報工学【主な研究テーマ】

博物館資料のディジタルイメージング手法及びその応用に関する研究／ Research on Developments and 

Applications of Digital Imaging Systems for Museum Resources

Ⅰ 研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

　昨年度から行っている科学研究費萌芽研究「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」（宮田公佳代表）において，歴史系博物館が有する様々な資料や調査・研究成果，及びそれら相互の関

連性に着目し，「歴史」を可視化するための手法に関する検討を継続した。本研究では，画像工学におけ

るイメージング手法との類似性に基づいて，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手

段に関する研究を行っている。昨年度に構築した異なる情報資源から資料情報を抽出するためのテスト

データベースを用いて，データベースからの検索結果をデジタルコンテンツ化するためのシステム構築の

進展させた。また，基盤共同研究と連携し，昨年度に開催した本館ミニ企画展示のウェブ応用に関する検

討も併せて展開した。本研究の成果は，2008 年１月に開催された国際学会において発表した。

　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」（宮田公佳代表）では，

画像工学や情報工学等の工学的技術を導入することにより，博物館が有する収蔵品，写真やデジタル画像，

映像作品，さらには調査・研究の成果に至る多種多様な情報資源を機能的に活用し，既存情報資源の有効

活用と新たな情報資源形成へのサポート，種々の利用目的への対応等を含めた機能的情報資源活用手法に

関する検討を継続した。また，情報資源の機能的活用においては，技術的な研究課題だけでなく，著作権

や所有権，特許権等の複雑な権利関係の処理が必須となるため，法律的観点からの基本的検討も併せて継

続した。昨年度の研究成果実証実験の一つとして参画した本館ミニ企画展での展示内容をウェブを通して

提示するための技術論，法律的課題の抽出を行った。研究成果である資料情報の取得・解析・共有・伝達

に関する手法について，実際の展示を通してその効果を検証するとともに，新たな研究課題を発掘する場

とした。

　基盤研究「歴史資料の材質・製作技法と生産地に関する調査研究」（宇田川武久代表）では，画像工学的

手法に基づいた鉄炮画像の解析に関する基礎研究を継続した。本年度は，分光反射情報の推定手法や，偏

角画像撮影手法の資料解析への応用について検討を行った。

　基盤研究「視覚文化の中のアイヌ：マンローコレクション研究」（内田順子代表）では，写真，手紙等か

ら構成されるマンローコレクション資料のデジタル化方法を検討し，実際の資料のデジタル化に参画した。
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またデジタル画像と資料情報との関連付けを容易に行うため，本共同研究用のデータベースを構築し，運

用を継続した。

三　博物館活動

　３　各センター担当，各種編集委員

『研究報告』編集委員

『年報』編集委員

四　社会連携

１　館外における各種委員

　日本写真学会　代議員

　日本写真学会 サマーセミナー実行委員

　日本写真学会 画像保存セミナー実行委員

　千葉大学フロンティアメディカル工学研究開発センター　特別研究員

Ⅱ　業績目録 

2a　論文

2007.6：Pekka Stigell, Kimiyoshi Miyata, Markku Hauta-Kasari, Wiener estimation method in 

estimating of spectral refl ectance from RGB images, Pattern Recognition and Image Analysis, Volume 

17, Number 2, June 2007, pp.233 ～ 242

５　学会・外部研究会発表要旨

2008.1：Keiichi Ochiai, Toshiya Nakaguchi, Norimichi Tsumura, Kimiyoshi Miyata, Yoichi Miyake, 

Efficient Acquisition and Rendering of Transparent and Refractive Objects using quotient image, 

Proc. of IS&T/SPIE’s Symposium on ELECTRONIC IMAGING, Vol. 6805-01（in printing）, San Jose, 

2008

2008.1：Kimiyoshi Miyata, Takahiro Takiguchi, Toshiya Nakaguchi, Norimichi Tsumura, Yoichi 

Miyake, An Application of Projection Imaging Systems for Museum Exhibitions, Proc. of IS&T/SPIE’s 

Symposium on ELECTRONIC IMAGING, Vol. 6807-20（in printing）, San Jose, 2008

６　歴史系総合誌『歴博』，友の会ニュース

　「画像技術を博物館で応用しよう」『国立歴史民俗博物館友の会ニュース』135，pp.3 ～ 3，（財）歴史

　民俗博物館振興会，１月

Ⅲ　研究状況・研究広報

博物館には多種多様な情報が保存されており，それらを有効に活用すること，また情報活用によって新た

な情報資源を生み出すための手法について，画像技術を核とした検討を行っている。近年，多くの情報資源

がデジタル化されているため，その活用においては可視化技術が必須となる。画像技術は，多種多様な情報

の可視化手段としても非常に有効である。歴史像の可視化手法の一つとして，従前よりデジタルコンテンツ
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に着目しているが，データベースと組み合わせたデジタルコンテンツの生成手法や活用手法についても検討

を進めている。

基盤共同研究と科学研究費萌芽研究において，それぞれの研究における課題を検討するだけでなく，研究

プロジェクト相互の連携を図り，研究対象領域の拡張を昨年度に引き続いて継続した。これらの研究成果を

博物館展示に応用し，その展示から新たな研究課題を発掘する循環型研究方式の形成を継続的に試行してい

る。本年度は，共同研究の活動として，昨年度に本館新収資料展において開催したミニ企画展示をウェブ技

術によって再現することを試みた。実際の展示とウェブによる情報発信の双方を検討することによって，画

像工学的手法を活用した資料情報の解析方法や展示方法の有用性を確認しただけでなく，これらの展示から

新たな検討課題を得ることができた。博物館における情報資源の活用手段の一環として，多種多様なデータ

の多目的利用を効率的に実現できるデータ管理手法の検討も継続する予定である。

村木二郎　MURAKI Jiro　助教

1971 年生【学歴】京都大学文学部史学科考古学専攻 1995 年卒業，京都大学大学院文学研究科修士課

程 1997 年修了，京都大学大学院文学研究科博士後期課程 1999 年中退【職歴】国立歴史民俗博物館考古

研究部助手（1999），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研究部考古研究系助手

（2004），同助教（2007）【学位】文学修士，京都大学，1997年3月【所属学会】史学研究会，日本考古学協会【専

門】日本考古学【主な研究テーマ】中世の考古学的研究／ Archaeological Studies in the Middle Ages　　

Ⅰ 研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

1．文科省基盤（A）（2）「中世東アジアにおける技術の交流と移転－モデル，人，技術」（代表：小野正敏）

研究分担者。秋田・北陸・大阪・博多・平戸・対馬・徳之島・韓国で調査をおこなった。

2．基盤研究「歴史資料に対する自然科学的調査法の開発と適用に関する研究」（代表：齋藤努）共同研究

員。研究報告題「古代の青銅製品」8 月 1 日

3．基盤研究「デジタル化された博物館資料に関する情報記述法の研究」（代表：安達文夫）共同研究員。

4．基幹研究「兆・応・禁・呪の民俗誌」（代表：常光徹）共同研究員。

5．企画展示「長岡京遷都－桓武と激動の時代－」副代表。

6．第 62 回歴博フォーラム「激動の長岡京時代」代表，司会。

二　教育活動

１　教育

武蔵大学非常勤講師（日本考古学）

２　博物館教育

　先生のための歴博講座  講師

フロアスタッフ研修  講師

三　博物館活動
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　１　歴博講演会・歴博探検・くらしの植物苑

　「のろいとおまじない」歴博探検，11 月 10 日

　れきはくを書こうよ，7 月 28 日

　３　各センター担当，各種編集委員

広報連携センター　博物館活用担当

『研究報告』編集副委員長

　４　歴民研修講師

「分野別演習 考古」「課題討論」

四　社会連携

１　館外における各種委員

　考古学と中世史研究会 世話人

２　館外講演

　「東北の経塚」史学実習，10 月 18 日，山形県立米沢女子短期大学，報告者

　「長岡京と祭祀」放送大学面接授業，10 月 27 日，歴博，報告者

　「長岡京遷都展のみどころ」11 月 1 日，ゆうゆうの里，報告者

Ⅱ　業績目録 

2a　論文

　「奈良盆地における一石五輪塔と背光五輪塔」『日引』9，pp.27 ～ 36，石造物研究会，5 月

2b　研究ノート

　「2006 年の考古学界の動向 中世東日本」『考古学ジャーナル』558，pp.126 ～ 130，ニューサイエンス社，

　　　5 月

４　展示図録

　本館企画展示『長岡京遷都』図録編集，歴博，10 月

　「プロローグ」，本館企画展示『長岡京遷都』図録，pp.10 ～ 12，歴博，10 月

５　学会・外部研究会発表要旨

　「信仰遺跡の出土銭貨」『銭に託した心 出土銭貨研究会第 14 回研究大会講演要旨集』，pp.12 ～ 13，慶

　　　応義塾大学，11 月

６　歴史系総合誌『歴博』，友の会ニュース

「歴博研究最前線 かわいい日陰の遺物たち」『国立歴史民俗博物館友の会ニュース』133，p.3，（財）歴

史民俗博物館振興会，9 月

　「歴史の散歩道 長岡京遷都」『歴博協力校レター』17，pp.8 ～ 9，10 月

　「歴史の散歩道 藤原道長埋経 1000 年」『歴博協力校レター』18，p.3，11 月

　「歴史の散歩道 磨崖仏の求心力」『歴博協力校レター』19，p.6，12 月

　「歴史の散歩道 墓石は立派な歴史資料」『歴博協力校レター』20，p.7，1 月

　「歴史の散歩道 東アジアのユーロ」『歴博協力校レター』21，p.6，2 月
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　「歴史の散歩道 窓口の島－対馬－」『歴博協力校レター』22，p.11，3 月

７　その他

　「歴史の時間 129 東北地方で昔，大戦争があった？」『毎日小学生新聞』11 月 5 日

　「歴史の時間 130 病気を治すため古代にしたおはらいとは？」『毎日小学生新聞』11 月 19 日

　「歴史の時間 131 昔，首都って引っ越しをよくしたの？」『毎日小学生新聞』11 月 26 日

　「長岡京遷都展 蕨手刀」『千葉日報』11 月 15 日

　「長岡京遷都展 瓦」『千葉日報』11 月 18 日

　「長岡京遷都展 帯飾り」『千葉日報』11 月 20 日 

　「長岡京遷都展 人面墨書土器」『千葉日報』11 月 21 日

　「長岡京遷都展 粘土の瓦塔」『千葉日報』11 月 23 日

安田常雄　YASUDA Tsuneo　教授　研究連携センター長

1946 年生【学歴】東京大学経済学部経済学科 1970 年卒業，東京大学大学院経済学研究科博士課程 1977

年単位取得退学【職歴】米国西ワシントン大学研究員（1978 ～ 79），鹿児島大学法文学部助教授（1980

～ 1986），電気通信大学教授（1986 ～ 2003），国立歴史民俗博物館歴史研究部教授（2003），総合研究大学

院大学文化科学研究科教授併任（2003），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研

究部教授（2004）【学位】経済学博士，東京大学，1982 年【所属学会】歴史学研究会，社会思想史学会，同時

代史学会【専門】日本近現代思想史【主な研究テーマ】戦後日本の思想文化史／ History of Thought and 

Culture in Post-war Japan，戦争と大衆文化／ War and Popular Culture

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

１．今年度から第Ⅰ期を受けて新たに始まった基幹研究「20 世紀における戦争Ⅱ」（代表　安田常雄）に

おいては，５月 26 ～ 27 日には今年度の研究打合せをかねて，山梨県立博物館で研究会を実施した。

これは山梨県出身の兵士の撮影した日中戦争の写真が主題であり，このプロジェクトの重要なテーマの

一つである。この主題に関しては，10 月 28 日，２月 27 日にそれぞれ歴博，山梨県博で研究会を実施

した。また第二のテーマである戦前戦後の沖縄表象については，６月 29 日～７月２日には，伊江島，

名護市立博物館，うるま市立石川歴史民俗博物館，ヒストリート（コザ市）など，沖縄本島の比較的小

さな博物館・資料館を対象に，沖縄における沖縄表象の調査を行った。また 2008 年３月５日～７日に

もその第二回調査が行なわれた。これらの調査研究はいずれも「現代展示」との密接な関連のもとに実

施された。

２．総合展示リニューアル第６室の「現代展示」（代表　安田常雄）については，今年度は本格的に準備作

業が進められた。一方で館内展示プロジェクトによる定例会議において，「展示構想案」作成を進める

とともに，他方で館外展示プロジェクト・メンバーも加わった「全体会議」を１回開催し，全体的コン
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セプトから細部の資料選択にわたり，検討を続けた。資料調査と収集については，6 月 23 日，兵庫県

立博物館で近現代の少年雑誌・絵本・漫画の調査，８月 24 日～ 31 日，アメリカ合衆国シアトルにて，

日系移民に関する資料調査・収集，12 月５日～８日釜山博物館，釜山近代歴史館で，植民地期の写真

などを中心とした資料調査が実施された。

　　また同時に平成 20 年度概算にむけ，人間文化研究機構および文部科学省学術機関課に対し，展示構

想の説明を行なった。後者は４月20日，前者は５月16日に機構長ヒアリングとして実施された。また「展

示設計」については，3 月に完成され納品された。

二　教育活動

１　教育

　① 　総合研究大学院大学日本歴史研究専攻では，講義・論文指導など大学院生の研究指導をおこなった。

また総研大「イニシアティブ」事業において開催された歴史展示の意味を考える「学生イニシアティ

ブ」プロジェクトでは，2008 年２月 12 ～ 14 日に北海道伊達市で開催された地域社会と展示の関

連を再考するプロジェクトに「責任教員」として参加した。

　②　非常勤講師

　中央大学法学部（社会思想史，前後期）

　明治大学大学院文学研究科（日本史特論Ⅱ，前後期）

四　社会連携

１　館外における各種委員

千葉県史専門委員（近現代史）

２　館外講演・カルチャーセンター・出前授業

講演「佐倉市人権学習」，国立歴史民俗博物館，2007 年７月 25 日

講演「千葉県人権学習」，国立歴史民俗博物館，2007 年９月７日

講演「昭和 12 年の日本と世界―船橋市発足の時代」，船橋市郷土資料館，2007 年 9 月 22 日

講演「戦後大衆文化のポリティックス」静岡近代史研究会主催，静岡労政会館，2007 年 10 月８日

講演「戦中戦後の賀川豊彦―海外資料に関する雑感」，明治学院大学白金校舎，2007 年 12 月 15 日

シンポジウム「同時代史を考えること，同時代史を書くこと」同時代史学会関西研究会主催，立命館大

学，2008 年３月８日

歴史学研究会総合部会報告「民衆思想史の発想と方法－安丸良夫『文明化の経験』を読む」一橋大学，

2008 年 3 月 29 日

Ⅱ　業績目録 

2a　論文

　「横浜新貨物線反対運動の遺したもの」，埼玉大学共生社会研究センター監修『横浜新貨物線反対運動資

　料（別冊・解題・総目録）』すいれん社，2008 年２月 12 日，pp.25 ～ 33

2b　研究ノート

「2007 年度歴史学研究会大会報告批判・現代史部会」『歴史学研究』№ 835，2007 年 12 月号，pp.49
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～ 51

　「『現代展示』と歴史的思考」『歴博』№ 146，2008 年 1 月 30 日，pp.28 ～ 29

　「書評・大門正克編『昭和史論争』を問う」『歴史学研究』№ 838，2008 年 3 月号，pp.59 ～ 61，p.64

Ⅲ　研究状況・研究広報

今年度は，総合展示リニューアル第 6 室「現代展示」の準備作業がさらに加速化し，前述のような経緯で，

その「展示設計図書」も完成した。来年度も引き続き，具体的な展示資料の収集に努めるとともに，さらに

調査を続行し，現代史の文脈を固めていくことが課題である。

また基幹研究「20 世紀に関する総合的研究Ⅱ」は，第Ⅰ期の研究を継承しつつ，第一は兵士の写真帳と

いう具体的素材を使った戦争表象研究，第二は沖縄に焦点をあてた戦前戦後の近現代史の諸問題とその表

象化，第三は 1920 年代以降の地域モダニズムと戦争の相互関係という３つのテーマに即した共同研究がス

タートした。現地での研究会と資料調査を組み合わせた研究スタイルですすめるとともに，これらの共同研

究が第六室「現代展示」との密接な有機的関連のなかで行なわれたことが特筆される。

論文等の執筆活動については，1960 ～ 70 年代に横浜市を舞台に展開した住民運動の資料集刊行に編集

委員として参加し，解題を執筆した。また現代史関係では，著名な「昭和史論争」に関する最新の成果の書

評を行なった。

安室　知　YASUMURO Satoru　准教授

1959 年生【学歴】筑波大学第一学群人文学類 1983 年卒業，筑波大学大学院修士課程環境科学研究科

1985 年修了【職歴】長野市立博物館学芸員（1985），横須賀市自然・人文博物館学芸員（1988），熊本大学

文学部助教授（1998），国立歴史民俗博物館民俗研究部助教授（2002），総合研究大学院大学文化科学研究科

助教授併任（2002），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研究部助教授（2004），

同准教授（2007）【学位】博士（文学），総合研究大学院大学，2005年9月【所属学会】日本民俗学会，民具学会，

生き物文化誌学会【専門】民俗学（環境論，生業論），物質文化論【主な研究テーマ】人と自然の関係に関す

る民俗文化研究／ Folklore research on the relation between people and nature

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

　1．個別共同研究「日本歴史における水田環境の存在意義に関する総合的研究」（研究代表者）

　2．基幹共同研究「兆・応・禁・呪の民俗誌」（共同研究員）

　3．基盤研究「民俗研究映像の制作と資料化に関する研究」（共同研究員）

　4．個別共同研究「人文・自然景観の開発・保全と文化資源化に関する研究」（共同研究員）

　5．人間文化研究機構連携研究「人と水」（研究分担者）
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　6．総合地球環境学研究所プロジェクト研究「東アジアにおける新石器化と現代化」共同研究員（コアメ

　　ンバー）

　7．総合展示リニューアル展示プロジェクト（第 3 室）委員

　8．総合展示リニューアル展示プロジェクト（第 4 室）委員

　9．民俗研究映像「伝承カモ猟と人びとの関わり－加賀市片野鴨池の坂網猟－」制作

10．科研費基盤Ａ「中国における民俗文化政策の動態的研究」（研究分担者）

11．人間文化研究機構連携研究「人と水」にて研究発表「エコ・コモンズとしての水田用水系」（国文学

　　研究資料館，5.26）

12．総合地球環境学研究所プロジェクト研究「東アジアにおける新石器化と現代化」にて研究発表「伝統

　　カモ猟と景観研究」（総合地球環境学研究所，9.29）

13．総研大・葉山高等研プロジェクト研究にて研究発表「伝承カモ猟とその文化資源化」（統計数理研究所，

　　2008.2.25）

14．民俗地図研究会にて研究発表「風の民俗名称」（國學院大學，5.28）

15．農村生物多様性研究会にて研究発表「民俗学からみた田んぼの多面的価値」（東京大学，10.11）

16．日本民俗学会談話会にて研究発表「自然・生業・技術の文化資源化と環境思想」（成城大学，12.9）

17．琵琶湖博物館シンポジウム「東アジアにおける生き物と人」にて研究発表「田んぼから米と魚を」（琵

　　琶湖博物館，7.28・29）

18．中国広西学術研討会で研究発表「水田漁撈と魚伏籠」（広西省文化庁，4.27）

19．神奈川大学中国広西少数民族調査団に参加（広西省・雲南省，4.25-5.7）

20．科研費基盤Ａ「中国における民俗文化政策の動態的研究」により中国浙江省にて民俗調査（浙江省，

　　8.29 ～ 9.7）

二　教育活動

１　教育

総研大文化科学研究科日本歴史専攻（主任指導教官）

同（学位論文審査主任）

同（学位論文予備審査副査）

三　博物館活動

　１　歴博講演会ほか

　　ギャラリー・トーク「海山里の民俗空間」（2008.3.1）

　　歴博探検「海のくらし」（2008.3.8）

　２　歴史系総合誌『歴博』

　　歴史系総合誌『歴博』編集長

　４　歴民研修講師

　　歴民研修講師（2007.11.29）

四　社会連携

１　館外における各種委員

　文化庁民俗文化財調査員，長野県文化財保護審議委員会委員，山口県史編纂専門委員（民俗部会），横
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　　須賀市史編纂委員（民俗編），琵琶湖博物館企画展示実行委員，千曲市武水別神社頭人行事総合調査員，

　　日本民俗学会評議員・同理事，日本民具学会評議員，日本民俗学会「民俗の文化資源化に関する特別委

　　員会」（委員），日本民俗学会研究奨励賞委員会（委員）

２　館外講演・カルチャーセンタ・出前授業

　生活協同組合元気クラブにて講演「再発見，水田の魅力」（千葉市，5.25）

フォーラム膝詰め談義「伝え承ける岩泉の暮らしと文化」にて講演「餅と日本人」（岩手県岩泉町，

11.18）

Ⅱ　業績目録

2a　論文

　「生業の民俗学」，『生業から見る日本史』，pp.222 ～ 241，吉川弘文館，2008 年 3 月

　「『遊び仕事』としての農」，『農業および園芸』83 巻 1 号，pp.127 ～ 132，養賢堂，2008 年 1 月

　「水田をめぐる民俗技術とワイズ・ユース」，『人と水』3 号，pp.9 ～ 12，人間文化研究機構，10 月

2b　研究ノート

　「水田漁撈とは何か」，『弥生時代はどう変わる』，pp.111 ～ 115，学生社，4 月

「餅と日本人－進化する雑煮の秘密－」，『07 フォーラム伝え承ける岩泉の暮らしと文化』，pp.18 ～

31，岩手大学寒冷フィールドサイエンス教育センター，1 月（同文は，岩手大学農学部付属寒冷フィー

ルドサイエンス教育研究センター『FSC ブックレット』6 にも掲載，2008 年 3 月）

「低湿地文化と生業 ｣，『波動』12 号，pp.43 ～ 59，板倉町教育委員会，3 月

４　展示図録

　「生業カレンダー」，『琵琶湖のコイ・フナの物語』（琵琶湖博物館第 15 回企画展示図録），p.48，7 月

Ⅲ　研究状況・研究広報

稲作文化ではなく，水田文化という見方をするとき，そこには今までにはないひとつの効用がある。それ

は水田を媒介とした人と自然との相互関係に焦点を当てることができることである。このことは，それまで

稲作文化論の多くが人間活動に主眼がおかれ，人が自然をどのように利用するかといった，いわば人から自

然への一方的な働きかけしか見てこなかったことへの反省となる。

稲作という人間側からの利用のあり方だけではなく，水田という環境に光を当てることで，人および他の

生物の生息環境という側面がより鮮明となる。そうすることで新たな問題設定も可能となり，人文・社会科

学と生物学や生態学など自然科学との接点となる新たな研究領域が浮かび上がってくる。

水田はあくまでも稲作のための人為空間にすぎないが，そこはまた同時に多くの動植物が棲息する場とも

なっており，人の暮らしとさまざまに関わっている。たとえば，日本の場合，フナ・コイ・ドジョウ・タニ

シといった水田魚類やガン・カモ科鳥類，イナゴなどの昆虫は，水田を生息地や繁殖の場として利用してい

るが，それはまた同時に水田における漁撈・狩猟・採集といった人による生業活動の対象でもあった。

2007 年度は，水田文化という視点に立って，とくにガン・カモ科鳥類の生息環境としての水田用水系と
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そこにおける狩猟活動に注目して調査を行った。また，調査研究活動の一環として，石川県加賀市大聖寺に

おいて伝承カモ猟に関する民俗研究映像「伝承カモ猟と人々の関わり－加賀市片野鴨池の坂網猟－」を制作

した。

山田慎也　YAMADA Shinya　准教授

1968 年生【学歴】慶應義塾大学法学部法律学科 1992 年卒業，慶應義塾大学大学院社会学研究科修士課

程 1994 年修了，慶應義塾大学大学院社会学研究科博士課程 1997 年単位取得満期退学【職歴】国立民族

学博物館講師（文部省中核的研究機関研究員，1997），国立歴史民俗博物館民俗研究部助手（1998），オック

スフォード大学ニッサンインスティテュート及びセントアントニーズコレッジ客員研究員（2002），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研究部助手（2004），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研究部准教授（2007）【学位】博士（社会学），慶應義塾大学，2000 年 10 月【所

属学会】日本民俗学会，日本文化人類学学会，日本宗教学会，宗教と社会学会，葬送文化学会【専門】民俗学【主

な研究テーマ】葬制と死生観／ Funeral ritual and cultural concept of death，現代社会と民俗／ Modern 

society and folk culture，死生学／ Death and life studies

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

１．本館個別研究「身体と人格をめぐる言説と実践」（研究代表：山田慎也）を代表者として研究会および

フィールドワークを 4 回行った。

２．本館基盤研究「民俗研究映像の制作と資料化に関する研究」（研究代表：青木隆浩）の共同研究員とし

て研究会に参加した。

３．本館民俗文化財映像「津軽の地蔵さま」の製作委員として撮影調査を行った。

４．若手研究（B）（2）「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」の第 2

年目として，調査を行うとともに，日本宗教学会においてパネル「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」（2007.9）を報告した。

５．連携研究「交流と文化変容に関する史的研究」の「唱導文化の比較研究」の研究に参加し，「現代の

葬儀と唱導文化」を報告した。

６．「葬送儀礼資料」「死絵」の整理を継続し，その成果の一部として，今年度の「新収資料の公開」にお

いて棺車や祭壇を展示した。

７．日本とフランス「東北アジアにおける葬儀産業の拡大」研究プロジェクトにおいて，シンポジウム「葬

儀と墓地の比較社会論－日本・フランス・中国」日仏会館（10 月 20 日）が開催され「葬儀産業の成立

と展開」を発表した。

８．第 64 回歴博フォーラム「新春ねずみづくし」において「ねずみと信仰」を発表した。

二　教育活動
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１　教育

　　早稲田大学非常勤講師「日本社会経済史」

　　國學院大學非常勤講師「日本民俗学」

　　千葉工業大学非常勤講師「基礎ゼミナール I」「基礎ゼミナールⅡ」「異文化理解Ⅰ」「異文化理解Ⅳ」

　　北里大学非常勤講師「人間科学総合Ａ」

　　高千穂大学非常勤講師「経済と文化」

三　博物館活動

１　歴博講演会

　「葬儀と遺影」第 285 回歴博講演会，9 月 8 日，歴博

３　各センター担当，各種編集委員

　研究推進センター　国際交流担当

　将来計画会議委員

　『研究報告』編集委員

　民俗文化財映像『津軽の地蔵さま』制作担当

四　社会連携

１　館外における各種委員

日本民俗学会理事，評議員

葬送文化学会理事

３　マスコミ

「千の風になって旋風衰えず」読売新聞，5 月 28 日付朝刊

「カンヌ映画グランプリ「殯の森」の殯とは」朝日新聞，6 月 23 日付朝刊

Ⅱ　 業績目録 

１　著書

　『現代日本の死と葬儀－葬祭業の展開と死生観の変容』（353 頁），東京大学出版会，９月

2a　論文

「葬儀用品問屋と葬儀の産業化－ある問屋さんのライフヒストリーを通して」『国立歴史民俗博物館研究

報告』第 141 集，pp.493 ～ 522

５　学会・外部研究会発表要旨

　「近代における葬儀写真集と肖像」『宗教研究』81 巻 4 号，３月，pp.96 ～ 97

「現代の葬儀と唱導文化」連携研究「交流と文化変容に関する史的研究」「唱導文化の比較研究」「コメ

ント」『ユーラシアと日本－境界の形成と認識』報告書，人間文化研究機構連携研究「ユーラシアと

日本：交流と表象」研究プロジェクト，pp.113 ～ 114

７　その他

　「近代葬祭業と唱導文化の変貌」『解釈と鑑賞』72 巻 10 号，pp.183 ～ 191

　「祭壇にし，ひがし」1『きたはま』2007 夏号，p.12
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　「祭壇にし，ひがし」2『きたはま』2007 秋号，p.12

　「福徳をもたらす「ネズミ」」読売新聞，1 月 11 日付朝刊

Ⅲ　研究状況・研究広報

今年度は 2000 年に慶應義塾大学より学位を受けた学位論文にその後の論文を加味したかたちで，『現代

日本の死と葬儀』を刊行した。現代の葬送儀礼，特に葬祭業について初の民俗学的研究書となった。

個別共同研究「身体と人格をめぐる言説と実践」も 2 年目となり，現代医療研究会との合同研究会を行い，

死を取り巻く医療と葬送の問題について討論を行い，意義あるものであった。さらに秋には，この研究会の

発想の元となったフィールドである，新潟県の佐渡島に調査にいき，問題を共有化することができた。

また科研費若手研究（B）（2）「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」

の 2 年目であり，岩手県などの調査の外，葬儀写真集の収集調査や盆行事における遺影や位牌といった死

者表象の調査も行っており，この問題の幅の広さを改めて認識することになった。そして，葬儀写真集につ

いては，日本宗教学会において「近代における葬儀写真集と肖像」というテーマで発表を行った。来年度も

引き続き死者表象について調査を行っていきたい。

あわせて，共同研究にも，この科研費研究にも関連するテーマである津軽の地蔵信仰について，歴博の民

俗文化財映像「津軽の地蔵さま」の制作担当として調査制作に携わった。今年度も葬儀だけでなくさまざま

な方向に研究が展開していると思われる。

山本光正　YAMAMOTO Mitsumasa　教授

1944 年生【学歴】法政大学文学部史学科 1967 年卒業，法政大学大学院人文科学研究科修士課程日本史

学専攻 1970 年修了【職歴】神奈川県史編集室嘱託（1976），千葉県庁主事（1974），文化庁文化財保護部管

理課国立歴史民俗博物館（仮称）設立準備室文部技官（1980），国立歴史民俗博物館歴史研究部助手（1981），

同助教授（1982），総合研究大学院大学文化科学研究科助教授併任（1999），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研究部助教授（2004），同教授（2007）【学位】【所属学会】交通史研究会，地方

史研究協議会，日本風俗史学会，法政大学史学会【専門】日本近世史【主な研究テーマ】近世・近代の交通

及び旅行史／ Study of Japan traffi c and travel in from18th to 19th Centuries，幕末近代農民生活史／ The 

history of life of a farmer in the late Tokugawa-Meiji period

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

1．2008 年度開催の企画展「旅－江戸の旅から鉄道の旅へ－」の展示プロジェクトの代表として展示計

　　画の立案等に従事

2．第61回歴博フォーラム　総合展示リニューアル近世Ⅲひとともののながれ「庶民の旅」について報告，
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　　10 月 20 日

3．大学院説明会講演「つくられた景観－街道絵図を読む－」10 月 27 日

二　教育活動

１　教育

　法政大学大学院非常勤講師（日本の道／日本の旅）

三　博物館活動

１　歴博講演会・歴博探検・くらしの植物苑

　「河川と耕地の景観史」（青山宏夫），6 月 9 日，司会

　「鉄炮と海賊」（宇田川武久），12 月 8 日，司会

四　社会連携

１　館外における各種委員

　東京都葛飾区文化財保護審議会会長，葛飾区郷土と天文の博物館運営協議会委員，千葉県伝統工芸産業

　　振興協議会委員，交通史研究会委員，法政大学史学会評議員

２　館外講演・カルチャーセンター・出前授業

　足立区教育委員会・足立史談会共催区民教養講座「水戸佐倉道と千住宿」於足立区立こども科学館，4

　　　月 22 日

　千葉市幕張公民館主催郷土の歴史を学ぶ「江戸時代の旅」於幕張公民館，6 月 13 日

　川崎市文化協会・NPO 法人日本伝統文化福祉振興協会主催，川崎市共催「江戸時代の旅と東海道」シ

　　　ンポジュウムにおいて「江戸時代の旅と東海道」について講演，於中原市公民館，10 月 6 日

　東海大学日本史専攻講演会「地域の歴史を掘り起こす」において「東海道の創造力」を講演，於東海大

　　　学，11 月 17 日

　佐倉市民カレッジ「街道文化の成立と発展」を講演，於佐倉市中央公民館，12 月 13 日

　放送大学公開講演会「文化史よりみた東海道」を講演，於放送大学神奈川学習センター，2008 年 1 月

　　　12 日

　佐倉市民カレッジ「佐倉道・成田道」を講演，於佐倉市中央公民館，2008 年 1 月 25 日

　財団法人東日本鉄道文化財団主催第 16 回企画展示「東海道－江戸の旅・近代の旅」（2008 年 2 月 26

　　　日～ 6 月 1 日）の監修

Ⅱ　業績目録 

６　歴史系総合誌『歴博』

　「近世の湯屋・風呂屋」5 月（『歴博』142，pp.2 ～ 5）

　「旅する庶民」7 月（『歴博』143，pp.28 ～ 29）

７　その他

　「旅行案内書」11 月（『友の会ニュース』134，p.3）
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Ⅲ　研究状況・研究広報

本年度は近世展示のリニューアルと平成 20 年度の企画展「旅」の準備に追われてしまったが，展示の準

備を通して近代の旅行に関する新たな知見を得ることができた。

近代に至り鉄道網が発達し，行楽が多様化すると新しい旅行が成立している。近世の旅は寺社参詣に代表

されるが，それは「見物」のための旅であった。これに対し近代に至ると保養及び目的が特化した旅行が行

われるようになっている。

保養旅行を代表するものが温泉旅行である。近世にも寺社参詣の途次沿道に温泉があれば入浴したが，温

泉は基本的には病気治療の場であり，1 ヶ月前後逗留するものであった。ところが鉄道の発達などにより，

1 ～ 2 泊の温泉旅行が行われるようになり，各種温泉案内が出版されるようになっている。旅行と定義する

には検討の余地もあるが，夏場など高原や海浜地帯で長期過ごすことも行われるようになっている。

より目的が特化した旅行としては海水浴，ハイキング，登山，スキー旅行などがある。目的が特化した旅

行はレジャーの多様化と共に発達し現在に至っている。

以上の知見を実証していくことが今後の課題である。

吉岡眞之　YOSHIOKA Masayuki　教授

1944 年生【学歴】東京大学文学部国史学科 1970 年卒業，東京大学大学院人文科学研究科国史学専攻修

士課程 1972 年修了【職歴】総合研究大学院大学文化科学研究科教授併任（1999），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研究部教授（2004）【学位】博士（文学），東京大学，1995 年 11 月【所

属学会】木簡学会，日本歴史学会，日本史研究会，大阪歴史学会，続日本紀研究会，考古学研究会，延喜式研究

会【専門】日本古代史【主な研究テーマ】古代文献学研究／ Ancient Philology

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

1．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－」の研究代表として年 2 回の研究会を開催するとともに，京都御所東山御文庫収蔵の禁裏本の調

査を研究メンバーとともに実施した。これに基づいて 2007 年度の研究の報告書『研究調査報告』2 を

刊行し，「高松宮家伝来禁裏本『続日本紀』の筆跡についての覚書」を執筆した。

2．基盤研究「高松宮家伝来禁裏本の総合的研究」の研究代表として年２回の研究会を開催するとともに，

資料目録編纂に向けて書誌データの整理と入力を行った。

3．日本学術振興会科学研究費補助金基盤研究（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」の研究代表者として，宮内庁書陵部・財団法人前田育徳会尊経閣文庫の所蔵典籍を調査した。また

研究成果報告書を作成し，「前田綱紀の典籍収集－「秘閣群籍」目録を中心に－」を執筆した。

4．科学研究費補助金（学術創成研究費）「目録学の構築と古典学の再生－天皇家・公家文庫の実態復原と
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伝統的知識体系の解明－」（研究代表：東京大学史料編纂所教授・田島公）の研究協力者として，大阪府

立中之島図書館における蔵書の調査，および宮内庁正倉院事務所における東南院文書の写真撮影に参画

した。

5．個人研究「日本古典籍の研究」のため，宮内庁書陵部・国立公文書館内閣文庫・財団法人前田育徳会

尊経閣文庫所蔵前田綱紀収集資料の調査を実施した。

二　教育活動

１　教育

　総合研究大学院大学日本歴史研究専攻（歴史資料研究・社会論）

　國學院大學大学院非常勤講師（「日本史研究 II」）

　国士舘大学大学院非常勤講師（「史学特論 3」「史学特別研究 1」）

四　社会連携

１　館外における各種委員

　日本歴史学会評議員，文部科学省教科用図書検定調査審議会臨時委員，文化庁文化審議会文化財分科会

　　第一専門調査会専門委員，藤枝市史編さん特別調査委員

Ⅱ　業績目録

１　著書

　『（中世近世の禁裏の蔵書と古典学の研究）研究調査報告』2（178 頁），2008 年 3 月（共編著）

『（平成 17 ～ 19 年度科学研究費補助金　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」）研究成果報告書』（118 頁），2008 年 3 月（編著）

2a　論文

「高松宮家伝来禁裏本『続日本紀』の筆跡についての覚書」『（中世近世の禁裏の蔵書と古典学の研究）

研究調査報告』2，pp.7 ～ 13，2008 年 3 月

「前田綱紀の典籍収集－「秘閣群籍」目録を中心に－」『（科学研究費補助金　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」）研究成果報告書』，pp.87 ～ 114，2008 年 3 月

７　その他

「連携研究について」『（中世近世の禁裏の蔵書と古典学の研究）研究調査報告』２，pp.173 ～ 177， 

2008 年 3 月

Ⅲ　研究状況・研究広報

日本古典籍の基礎的研究およびそれらの伝来を主要研究テーマとしている。基礎的研究とは一種の史料批

判を意味するが，古典籍の叙述内容の批判的検討とは区別されるもので，個別の典籍をモノとして観察し，

そこから得られる各種の情報（典籍の形態，筆跡，識語，文字の改ざんなど，人間が関わっているあらゆる

情報）を収集することである。そこには当然，伝来についての情報も含まれる。ただしそれは個別の典籍の

伝来を示す情報である。しかし典籍の伝来は，個々の典籍が含まれる典籍群全体の伝来として把握し，全体
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の中に個を位置付けることが必要であり，個々の典籍の持つ意義についてもそこから新たな問題が見えてく

ることが少なくない。同様の視点は本館所蔵の他の資料群に対しても必要であろうし，典籍に対してのみで

なく，文書群についても有効ではないかと思われる。深化しつつある文書研究に学ぶことにより，典籍群の

研究方法に新たな視角を見いだすことが課題である。

この数年，人間文化研究機構連携研究，歴博の共同研究や科研による研究で扱ってきた「高松宮家伝来禁

裏本」は上記のことを検証する上で好個の材料である。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－」の研究成果の一端は，2008 年度末の研究期間の終了に合わせ，論集

として公刊する予定である。また共同研究「『高松宮家伝来禁裏本』の総合的研究」の成果として，同じく

2008 年度末に高松宮本の資料目録を刊行する予定である。これらの刊行が上記の課題に寄与できることを

願っている。

また近年，禁裏・公家文庫の蔵書目録の分析を通じて，蔵書群の伝来の経緯を解明することにより，公家

文化やその知識体系の継承過程を解明する研究が田島公氏を中心に進められている。1998 ～ 2000 年度科

学研究費補助金基盤研究（A）（2）研究成果報告書「東山御文庫を中心とした禁裏本および禁裏文庫の総合的

研究」（研究代表：東京大学助教授・田島公），2002 ～ 2005 年度科学研究費補助金基盤研究（A）研究成果

報告書「禁裏・宮家・公家文庫収蔵古典籍のデジタル化による目録学的研究」（同），田島公編『禁裏・公家

文庫研究』第１輯（2003 年，思文閣出版），同編『禁裏・公家文庫研究』第２輯（2006 年，同）はその成果

である。さらに 2007 年度からは同じく田島氏を研究代表として科学研究費補助金（学術創成研究費）「目録

学の構築と古典学の再生－天皇家・公家文庫の実態復原と伝統的知識体系の解明－」がスタートしている。

これらの研究と成果は，連携研究および本館の共同研究と深く関連しており，その成果の吸収とプロジェク

トへの連携の強化が課題である。

吉村郊子　YOSHIMURA Satoko　助教

1968 年生【学歴】奈良女子大学理学部生物学科 1992 年卒業，京都大学大学院人間・環境学研究科修士

課程人間・環境学専攻 1994 年修了，ナミビア大学学際研究センター社会科学部門 1995 ～ 1998 年共同

研究生，京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程人間・環境学専攻 2000 年研究指導認定（単位

取得）退学【職歴】国立歴史民俗博物館歴史研究部助手（2000），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研究部助手（2004），同助教（2007）【学位】修士（人間・環境学），京都大学，1994 年

3 月【所属学会】日本アフリカ学会，日本文化人類学会，生態人類学会，進化人類学分科会【専門】生態人

類学・文化人類学【主な研究テーマ】人と環境のかかわり，人と人とのかかわりに関する人類学的研究／

Anthropological study on the socio-ecological adaptaion

Ⅰ 研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

1．総合地球環境学研究所の研究プロジェクト「日本列島における人間－自然相互関係の歴史的・文化的
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検討」（プロジェクトリーダー：湯本貴和），中部班（リーダー：白水智）共同研究員

2．個別共同研究「日本歴史における水田環境の存在意義に関する総合的研究」（代表：安室知）共同研究

員　

3．科学研究費補助金 若手 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」（代表：吉村郊子）

二　教育活動

１　教育

　早稲田大学教育学部非常勤講師（文化人類学）

三　博物館活動

　１　歴博講演会・歴博探検・くらしの植物苑

　　「炭と植物」くらしの植物苑観察会，1 月 24 日（報告）

　３　各センター担当，各種編集委員

　　広報連携センター　出版担当

　　『年報４』編集委員長

Ⅲ　研究状況・研究広報

　日本やアフリカ南部（ナミビアおよびその周辺），中国において，人と環境のかかわり，およびそこにみ

られる人と人のかかわりに関心をもって調査，研究をおこなっている。今年度は，日本および中国での現地

調査をつづけるとともに，これまでに収集してきた一次資料の分析をつづけて，上述のテーマについて考察

をすすめてきたが，一部，投稿中のものを含めて，未だ発表できていないものが多い。

　次年度は，ナミビアおよび南アフリカにおける現地調査の成果をもとに，牧畜民ヒンバとヘレロの土地利

用の実態と変遷を，ナミビアの植民地統治の歴史に沿って分析・考察して論文として発表するとともに，中

国雲南省における研究成果もまた，逐次発表できるようにすすめていきたい。

［客員教員］

東　潮　AZUMA Ushio　客員教授（徳島大学総合科学部教授）

1946年生【学歴】岡山大学法文学部史学科考古学専攻1973年卒業，九州大学大学院文学研究科（修士課程）

考古学専攻 1975 年修了，九州大学大学院文学研究科（博士課程）考古学専攻 1978 年単位収得退学【職歴】

奈良県立橿原考古学研究所附属博物館および同研究所主任研究員（1976 ～ 1992），奈良芸術短期大学非常

勤講師（1988 ～ 1991），大阪外国語大学朝鮮語学科非常勤講師（1990 ～ 2003），国立歴史民俗博物館考古

研究部非常勤講師（1988 ～ 1992），国立歴史民俗博物館考古研究部助教授（併任）（1992 ～ 1993），国立歴

史民俗博物館考古研究部教授（併任）（1993 ～ 1994），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民
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俗博物館研究部客員教授併任（2007）【学位】文学博士，九州大学，1996 年 2 月【所属学会】考古学研究会，

たたら研究会，日本考古学会，朝鮮学会，韓国考古学会，日本考古学協会【専門】東アジア考古学【主な研究

テーマ】高句麗考古学研究／ Archaeological Study of Koguryo，古代東アジアの鉄研究，東アジアの都城

と墓制，東アジアの壁画墓，鳥居龍蔵研究

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

１ ．基幹共同研究「『三国志』魏書東夷伝の国際環境」（代表：東  潮）において，初年度は韓国の臨津江・

漢江流　域の高句麗・百済遺跡，楽浪・帯方郡との交通路，馬韓・濊の地域，倭の一支国，２年目は黒

龍江・吉林・遼寧省の挹婁・夫餘・高句麗，遼東郡を歩いた。2007 年の最終年度には黒龍江省から内

蒙古自治州東部，大興安嶺一帯の「東夷伝」，鮮卑の地域を踏査した。

　　2008 年１月 26・27 日に研究会で「高句麗をめぐる歴史環境」と題して報告した。

２．「人間文化研究機構連携研究シンポジュウム　ユーラシアと日本－境界の形成と認識」に出席，討論

　にくわわった。

二　教育活動

１　教育

　徳島大学人間・自然環境研究科考古学特論

２　博物館教育

　徳島大学総合科学部博物館実習

　徳島県教育委員会「鳥居龍蔵博士の顕彰等に関する検討委員会」

四　社会連携

１　館外における各種委員

　徳島市・徳島県文化財保護審議委員，藍住町勝瑞城館跡調査整備委員会委員，「阿波国分尼寺跡」史跡

　整備策定委員会委員

Ⅱ　業績目録

１　著書

　『現代の考古学１　現代社会の考古学』共著，朝倉書店，pp.38 ～ 54，2007 年 9 月

2a　論文

　「七支刀と百済の製鉄技術」『王権と武器と信仰』，pp.658 ～ 667，同成社，2008 年 3 月

2b　研究ノート

　「巨大前方後円墳と倭王墓」『古代武器研究』8，pp.4 ～ 17，2007 年 10 月

3a　調査・発掘調査報告書

「総合討論」『人間文化研究機構連携研究シンポジュウム　ユーラシアと日本－境界の形成と認識－移動

という視点報告書』，pp.133 ～ 136，2008 年 3 月 1 日
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3c　辞典項目

『東アジア考古学辞典』（共著），（辞典項目）「栗洞古墳群」「河南屯古墳」「金冠塚」「金尺里古墳群」「慶

州の遺跡」「隍城洞遺跡群」「太王陵」「湖南里四神塚」など 37 項目，東京堂出版，2007 年 5 月

５　学会・外部研究会発表要旨

「高句麗王陵と陵園制－国内城～平壌城時代－」『高句麗王陵研究』，韓国東北アジア歴史財団，pp.1 ～

36，2007 年 12 月 20 日，ソウル

７　その他

　「鳥居龍蔵と慶陵調査」『徳島新聞』2007 年 4 月 21 日

　「大学博物館のある風景」『とく talk』徳大広報 No.128，p.4，2007 年 7 月

Ⅲ　研究状況・研究広報

　基幹研究「『三国志』魏書東夷伝の国際環境」の研究報告書の刊行を準備している。歴博編『歴博フォー

ラム邪馬台国時代の東日本』，歴博『倭国乱る』，佐原眞『魏志倭人伝の考古学』など，歴博がすすめてきた「倭

人伝」研究をさらに「東夷伝」の国際環境のなかで位置づけたいとおもう。また鳥居龍蔵学研究の一環とし

て，1902 ～ 1903 年に鳥居龍蔵が調査した中国湖北省・湖南省・貴州省・雲南省・四川省を踏査した。基

幹研究にかかわる『三国志』の呉・蜀の地域を踏査することにもなった。

今泉裕美子　IMAIZUMI Yumiko　客員教授
 （法政大学国際文化学部教授）

1963 年生【学歴】津田塾大学学芸学部学芸学部国際関係学科 1987 年卒業，津田塾大学国際関係学研究科

国際関係論博士前期 1990 年修了，津田塾大学国際関係研究科国際関係論博士後期 1994 年単位取得満期

退学【職歴】津田塾大学学芸部国際関係学科研究助手（1994/04-1996/03），津田塾大学学芸部国際関係

学科 非常勤講師（2 年ゼミ担当）（1996/04-1999/03），日本学術振興会特別研究員（1996/04-1999/03），

武蔵大学人文学部非常勤講師（「国際政治学」担当）（1996/09-1999/03），津田塾大学国際関係学科非常勤

講師（日本研究 B｢ 沖縄研究 ｣ 担当）（1997/04-2008/03），和光大学共通教養委員会非常勤講師（「沖縄の

自然と歴史」担当）（1997/09-1999/03），法政大学国際文化学部国際文化学科着任（1999/04- 現在に至

る），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研究部客員教授併任（2007）【学位】国際

学修士，津田塾大学，1990 年 3 月【所属学会】同時代史学会，日本移民学会，日本国際政治学会，日本植民

地研究会，歴史学研究会【専門】国際関係学，国際関係史【主な研究テーマ】日本・ミクロネシア関係史

／ Micronesia-Japan Relations，日本の南洋群島統治／ Japanese colonial rule over Micronesia，南洋移民

研究／ Immigration for Micronesia，矢内原忠雄の国際関係研究／ The theory of International Studies of 

TADAO YANAIHARA
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Ⅰ 研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

１．「戦時期南洋群島をめぐる「地域」認識」，津田塾大学国際関係研究所研究懇談会，2008 年 1 月 17

日（報告）。

２．「日本統治下南洋群島をめぐる「地域」認識」，「リージョナリズムとアイデンティ」第 2 回研究会，

於法政大学ボアソナードタワー（BT），2008 年 1 月 21 日（報告）

二　教育活動

１　教育

　法政大学国際文化学部（国際関係学概論，移民研究Ⅲ〈アジア・太平洋〉，国際文化演習，チュートリアル），

　法学部（オセアニアの政治と社会），総合「アジア・太平洋国際関係史－沖縄から問い直す」，同大学

　大学院国際文化研究科（異文化社会論 IA，IB，修士論文指導）

　津田塾大学国際関係学科 非常勤講師（｢ 沖縄研究 A，B｣）

　沖縄研修旅行企画および実施

四　社会連携

１　館外における各種委員

　『沖縄県史　各論編５，近代』第二章沖縄移民社会３節南洋　執筆担当

　『沖縄市史』移民出稼ぎ編，南洋群島調査及び執筆担当

２　館外講演・カルチャーセンター・出前授業など

　琉球大学学術リポジトリ公開記念講演会「貴重資料と機関リポジトリ」（主催：琉球大学），2007 年 11

　　　月 16 日（於琉球大学），今泉裕美子「矢内原忠雄文庫のデジタル化の意義」

Ⅱ　業績目録 

５　学会・外部研究会発表要旨

　今泉裕美子「矢内原忠雄文庫のデジタル化の意義」琉球大学学術リポジトリ事務局編『貴重資料と機関

　リポジトリ』pp.49 ～ 53，琉球大学学術リポジトリ事務局，2007 年 11 月 16 日（報告）

Ⅲ　研究状況・研究広報

2006 年度海外研修から帰国後の 1 年であったため，研修中の研究活動の総括および収集資料の整理と同

時に，以下の研究活動を実施した。

共同研究では，①人間文化研究機構（代表：久留島浩）「ユーラシアと日本：交流と表象」における「移

民史の比較研究 ｣ 班（班代表：今泉裕美子）②科学研究費補助金（基盤研究 A）（代表：永原陽子）「脱植民地

化の双方向的歴史過程における「植民地責任」の研究」（東京外語大学アジア・アフリカ言語文化研究所「脱

植民地化の双方向的歴史過程における『植民地責任』の研究」との合同プロジェクト），③科学研究費補助

金（基盤研究 A）（代表：南塚信吾）「1980 年代世界の同時代史的研究」④京都大学地域研究統合情報センター
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全国共同利用研究（代表：中島成久）「アジア太平洋におけるリージョナリズムとアイデンティティの現在」

のなかで，研究会，調査及びシンポジウムなどの諸活動に関わった。

個人研究では，科学研究費補助金（基盤研究 B）（代表：今泉裕美子）「ミクロネシアにおける日本統治の終

焉および戦時からの「復興」」を中心に活動した。本個人研究では，まず国内では，毎年取材を継続してき

た沖縄の南洋群島帰還者会のミクロネシアにおける交流および慰霊の旅，沖縄の諸帰還者組織（サイパン会，

テニアン会，ポナペ会，パラオ会，ロタ会など）の会合への参加あるいは関係者への取材，サイパン高等女

学校同窓会（沖縄及び東京開催），本土の南興会，パラオ会，ポナペ会への参加，取材，その他必ずしもこ

れら組織とは関わらない個人の南洋群島帰還者などへの取材を行った。また史料調査では，米国公文書館，

米国議会図書館，ハワイ大学などでの収集史料を日本の国立公文書館，国会図書館，防衛省防衛研究所，沖

縄県立公文書館などの史料と照合しながら分析する一方，帰還者個人の所蔵する印刷物，写真，物品，手記

などを複写，撮影した。海外では，アメリカ自治領北マリアナ諸島サイパン島，テニアン島，米領グアム島（訪

問研究機関グアム大学 MARC），ミクロネシア連邦（チューク州，ポーンペイ州（訪問研究機関 Micsem））で

聞き取り，建造物や集落の視察，資料収集，研究者との交流などを実施した。

鯨井千佐登　KUJIRAI Chisato　客員教授
 （宮城工業高等専門学校総合科学系教授）

1950 年生【学歴】東北大学文学部 1975 年卒業，東北大学大学院文学研究科博士課程前期 1978 年修了，

同博士課程後期 1981 年単位取得退学【職歴】宮城工業高等専門学校一般科目専任講師（1981 ～ 86），

同一般科目助教授（1986 ～ 94），東北大学教養部非常勤講師（1990 ～ 91），仙台大学体育学部非常勤講師

（1991 ～ 96），宮城工業高等専門学校総合科学系教授（1995 ～現在），東北大学大学教育研究センター非

常勤講師（1996），神奈川大学常民文化研究所内地研究員（1997 ～ 98），石巻専修大学経営学部非常勤講

師（98 ～ 99），宮城県農業短期大学非常勤講師（1999 ～ 2001），東北学院大学文学部非常勤講師（1999

～ 2007），東北学院大学東北文化研究所客員研究員（2004 ～ 05），東北大学高等教育開発推進センター非

常勤講師（2004～06），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客員教授併任（2007）

【学位】文学修士，東北大学【所属学会】国史談話会，東北史学会，地方史研究協議会，歴史科学協議会【専

門】日本近世史【主な研究テーマ】近世日本の民衆文化に関する民俗史学的研究／ A Study of Japanese 

History Based on Folkloristics of the Lower Classes in the Late Premodern Period

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

１．本館共同研究「兆・応・禁・呪の民俗誌」（研究代表：常光  徹）への参加

２．同上第２回研究会（10 月 14 日，於国立歴史民俗博物館）での報告（「『えんがちょきった』と『ゆび

きり』」）

二　教育活動
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　１　教育

　　宮城工業高等専門学校準学士課程（世界史，日本史学 A・B），同専攻科課程（歴史と文化）

四　社会連携

１　館外における各種委員

　東北史学会評議員，NPO 法人宮城歴史資料保全ネットワーク理事，名取市生涯学習推進協議会委員

Ⅱ　業績目録 

2a　論文

2007.5：「仙台藩領の『癩人小屋』について」（学術文献刊行会編『日本史学年次別論文集・近世 2・

2004（平成 16）年』朋文出版，pp.335 ～ 348）

2c　書評

　2007.12：「保坂智著『百姓一揆と義民の研究』」（『民衆史研究』第 74 号，pp.59 ～ 68，民衆史研究会）

Ⅲ　研究状況・研究広報

自治体史編纂などの仕事が一段落したため，ようやく学位論文をまとめようとする気持ちが生じてきた。

本年度は「近世日本の民衆文化に関する民俗史学的研究」というテーマのもとに，『境界紀行　近世日本の

生活文化と権力』と『境界の現場　フォークロアの歴史学』の二冊の単著を合体させて再構成し，各章節の

書き換えと序章の執筆に取り掛かった。また，保坂智著『百姓一揆と義民の研究』という論文集の書評の依

頼があったので，今回は内容紹介と評者による私見の披露といった書評の一般的な形式を避け，著者の研究

の軌跡と問題意識の深化の過程を内在的に検討したうえで，多くの研究者の関係論著をあげながら，本著の

史学史上の位置と意義を明らかにしようと努めた。

前記したように，共同研究「兆・応・禁・呪の民俗誌」（研究代表：常光  徹）の研究会とフィールドワー

クに参加し，第二回研究会では「『えんがちょきった』と『ゆびきり』」というテーマで，日本の中世・近世・

近代における民俗文化や民俗的心性などの歴史的特質について報告した。

高桑いづみ  TAKAKUWA　Izumi 客員教授
 （独立行政法人国立文化財機構東京文化財研究所
 無形文化遺産部音声・映像記録研究室長）

1956 年生【学歴】東京芸術大学音楽学部楽理科 1979 年卒業，東京芸術大学大学院音楽研究科修士課程

1982 年修了【職歴】東京国立文化財研究所芸能部音楽舞踊研究室研究員（1992 年 4 月～），独立行政法人

文化財研究所東京文化財研究所無形文化遺産部音声・映像記録研究室長（2006 年4 月～），独立行政法人国

立文化財機構東京文化財研究所無形文化遺産部音声・映像記録研究室長（2007 年4 月～），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研究部客員教授併任（2006 年 5 月～）【学位】博士（文学），早
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稲田大学，2001 年 2 月【所属学会】東洋音楽学会，能楽学会，楽劇学会【専門】音楽学，日本芸能史【主な

研究テーマ】中世を中心とする日本音楽史／ Japanese History of Music

Ⅰ 研究・教育活動

二　教育活動

１　教育

　東京芸術大学非常勤講師（日本音楽史演習）

四　社会連携

　２　館外講演・カルチャーセンター・出前授業など

・講演：安国寺納入品・龍笛の歴史的位置づけ，2007.6.23，鞆の浦歴史民俗資料館

・シンポジウム：金沢が育んだ加賀宝生の魅力，2007.10.6，金沢 21 世紀美術館

・NHK 文化センター  青山教室「能と狂言」，2007.4 ～

　３　マスコミ

・ラジオ出演：能楽鑑賞　NHKFM，2007.8.5，12，19，26

・テレビ出演：秀吉の見た能　放送大学特別講座，2007.4 ～

・テレビ出演：能解説「当麻」，2007.7.14

Ⅱ　業績目録 

１　著書

　共著『日本の伝統芸能講座　音楽』512 頁，企画・編集／国立劇場，淡交社，2008.3

2a　論文

　世阿弥自筆本の節付を考える－「難波梅」から「盛久」「江口」まで－

　『無形文化遺産研究報告』2，pp.265 ～ 286，東京文化財研究所，2008.3

2b　研究ノート

　『過渡期の鼓胴その後』再び　『銕仙』560 号，pp.6 ～ 7，2007.9

５　学会・外部研究会発表要旨

　安国寺納入品・龍笛の歴史的位置づけ　博物館だより第 39 号，pp.2 ～ 3，2007.9，鞆の浦歴史民俗

　　　資料館

　シンポジウム：金沢が育んだ加賀宝生の魅力『金沢大学日中無形文化遺産プロジェクト報告書第 1 集』，

　　　2007.12

７　その他

日本の伝統美と技を守る人々第 10 回　重要無形文化財　能囃子方笛　藤田大五郎　『文化庁月報』

no.463，p.24， 2007.4，文化庁

　座談会「絵馬」『観世』第 74 巻 4 号，pp.24 ～ 31，2007.4

　無形の文化財・記録の手法と技術　『日本の美術』492， pp.84 ～ 88，2007.5，至文堂
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　プロデュース　横浜能楽堂企画公演「もう一つの翁」2007.5.12

　座談会　横浜能楽堂企画公演「もう一つの翁」　横浜能楽堂企画公演パンフレット，pp.2 ～ 7，竹本幹夫・

　　　三宅晶子・山中玲子，2007.5.12

　檜垣に見た業の深さ，『祥』　特別号 No.25，pp.16 ～ 17，祥の会，2007.8

　選定保存技術　囃子の響きをつくるわざ，週刊『人間国宝』57，pp.28 ～ 30，2007.7.8

　書籍紹介郡司すみ編『日本伝統楽器小辞典』『東洋音楽研究』72 号，pp.149 ～ 150，2008.8

Ⅲ　研究状況・研究広報

当館所蔵の楽器コレクションの調査に関連して，愛媛県村上水軍博物館，熊本県の松井文庫，山口県岩国

市の徴古館，下関市の長府博物館などが所蔵する能管の調査を行った。そのうち，村上水軍博物館と長府

博物館の楽器については X 線撮影もおこない，龍笛との内部構造の違いを把握する資料を確保した。村上

水軍博物館の笛 2 管のうち 1 管は，指穴以下の部分は龍笛だが，歌口と指穴の間を肉厚の別の竹材を接ぎ，

その部分の内径を狭めて能管のような細工であることが X 線によって判明した。こうした細工はかなり特

異だが他に類例があるかどうかは，今後の調査で解明したい。

従来より調査を進めている能楽鼓胴についても，東京在住の個人が所有する胴，及び京都府宮津の浦島神

社が所蔵する胴の調査を行った。個人蔵の胴は，表面に線刻のある形で能楽大成以前の形態と考えられるが，

表面の一部に平蒔絵が施されていた。現在のものより寸法が若干小さめだが，鼓胴内部にはカンナ目が施さ

れており，能楽鼓胴にかなり近づいた形態である。浦島神社には，永禄 11 年銘の小鼓胴と慶長 5 年銘の大

鼓胴が残されていた。桃山期の丹後半島は細川家の所領で，能楽がさかんに行われていたが，細川家以前か

ら盛んであったことを証明する物的資料である。ともに蒔絵のない白木の胴で，大鼓には春慶塗が施されて

いた。サイズ，形状は現行と変わりがなく，この時期に能楽鼓胴が完成していたことも裏付ける資料である。

趙  景 達  CHO Kyeungdal 客員教授
 （千葉大学大学院人文社会科学研究科教授）

1954 年生【学歴】中央大学文学部史学科東洋史専攻 1977 年卒業，中央大学大学院文学研究科修士課程

1980 年修了，東京都立大学大学院人文科学研究科博士課程 1986 年単位取得退学【職歴】東京都立大学

人文学部助手（1986 年 4 月～ 1989 年 3 月），千葉大学文学部助教授（1989 年 4 月～ 1999 年 12 月），千

葉大学文学部教授（1996 年 4 月，2000 年 1 月～現在），大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴

史民俗博物館客員教授（2007 年 5 月～）【学位】修士（文学），中央大学，1980 年 3 月【所属学会】歴史学

研究会，アジア民衆史研究会【専門】朝鮮近代史，日朝関係史，比較思想史【主な研究テーマ】民衆史／

History of people，思想史／ History of thought
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Ⅰ 研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

　１ ．「問題提起　アジアにおける国民国家構想」（歴史民俗博物館研究プロジェクト「国民国家の比較史的

研究班」主催「国際シンポジウム　アジアにおける国民国家構想」於早稲田大学，12 月 8 日）

二　教育活動

１　教育

　明治大学大学院文学研究科非常勤講師

　早稲田大学社会科学部非常勤講師

　早稲田大学大学院社会科学研究科非常勤講師

四　社会連携

　１　館外における各種委員

　　ひらかれた歴史教育の会副会長

　　朝鮮奨学会懸賞論文選考委員（座長）

　２　館外講演・カルチャーセンター・出前授業

　　「近現代日本のアジア認識」（定住外国人の会市民講座，5 月 13 日，於 市川公民館）

　　「1880 年代の日本と朝鮮」（世界史研究所講座 世界史キャラバン，11 月 10 日，於 本庄市中央図書館）

Ⅱ　業績目録 

　１　著書

『アジアの国民国家構想』（久留島浩との共編著，青木書店，2008 年 3 月，本人担当論文「総論　アジ

アの国民国家構想」，pp.1 ～ 42）

　2a　論文

「日本／朝鮮におけるアジア主義の相克」（『情況』第 3 期第 8 巻第 2 号，2007 年 4 月，pp.62 ～ 80）

「日本帝国の膨張と朝鮮知識人－東亜協同体論と内鮮一体論をめぐって」（石田憲編『膨張する帝国　拡

大する帝国－第二次大戦に向かう日英とアジア』東京大学出版会，2007 年 4 月，pp.163 ～ 201）

「甲午農民戦争とユートピア」（韓国語，『明日を開く歴史』29，ソウル，2007 年秋，pp.40 ～ 52）

「グローバリゼーション時代の思想と歴史研究・教育－朝鮮史と民衆史の立場から」（『東京の歴史教育』

第 36 号，2007 年，pp.3 ～ 20）

　2c　書評

「2006 年の歴史学界：回顧と展望－日本近代（植民地）」（『史学雑誌』116 － 5，2007 年 5 月）

　５　学会・外部研究会発表要旨

「植民地近代論批判の立場からのコメント」（『歴史学研究』2007 年 10 月増刊号，pp.122 ～ 125）

「討論」（『第 7 回日韓・韓日歴史家会議報告書　反乱か？革命か？』日韓文化交流基金，2008 年 3 月，

pp.51 ～ 54）

　６　歴史系総合誌『歴博』，友の会ニュース
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「歴博けんきゅう便（第 30 回）共同研究「国民国家の比較史的研究」」（『歴博』146，2008 年 1 月，

pp.24 ～ 25）

Ⅲ　研究状況・研究広報

代表を務めている共同研究「国民国家の比較史的研究」班では，12 月 8 日に国際シンポジウム「アジア

における国民国家構想」を開催し，その成果を年度内に上梓することができたのは最大の成果であったとい

える。また，３月１～２日にはこの班が中心となって，「いまなぜ国民国家か」という国際シンポジウムを行っ

たが，これは規模的には前記のシンポジウムを上回るものであり，これまでの共同研究の成果でもある。本

年度はトルコに赴き，ボアジチ大学の研究者と研究会議を開いたが，このシンポジウムではその成果も反映

されており，２人の研究者を該大学から招聘している。

津村徳道　TSUMURA Norimichi　客員准教授
 （千葉大学大学院融合科学研究科准教授）

1967 年生【学歴】大阪大学工学部応用物理学科 1990 年卒業，大阪大学大学院工学研究科博士前期課程

1992 年修了，大阪大学大学院工学研究科博士後期課程 1995 年修了【職歴】千葉大学工学部情報工学科

助手（1995 年），科学技術振興事業団  さきがけ研究 21（2001 ～ 2004 年），「情報基盤と利用環境」領域

研究員兼務，千葉大学工学部情報画像工学科助教授（2002.2.1），現在  融合科学研究科准教授，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研究部客員准教授併任（2007）【学位】博士（工学），大阪

大学，1995 年 3 月【所属学会】応用物理学会，日本医用画像工学会，日本光学会（応用物理学会），日本写真

学会，電子情報通信学会，The Society for Imaging Science and Technology，The Optical Society of America

【専門】光学，画像工学，コンピュータグラフィックス【主な研究テーマ】複雑な周囲環境の影響を考慮し

たリアルタイム質感再現とその応用／ Real-time appearance reproduction with the considering complex 

environment

Ⅰ 研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

　本館基盤共同研究：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において，2007

年 5 月 19 日　平成 19 年度第１回（通算第４回）研究会に参加した。また，2007 年 10 月 21 日（日）は，

千葉大学工学部情報工学科 三宅・津村・中口研究室にて，共同研究進捗報告 国立歴史民俗博物館（宮田

公佳）三宅・津村・中口研究室の研究紹介（千葉大学 津村・中口）研究紹介（考古学と画像技術の関連，博

物館研究等：国立歴史民俗博物館 西谷 大）博物館と権利関係（進行：国立歴史民俗博物館 宮田公佳），三宅・

津村・中口研究室見学会および画像技術の博物館応用に関する議論を行った。
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Ⅱ　業績目録

2a　論文

山本昇志・小原真宝・津村徳道・中口俊哉・三宅洋一，「二色性反射モデルに基づく BTF 画像圧縮の効

率向上」，画像電子学会誌，Voo.36，No.5，pp.641 ～ 649，2007 

山本昇志・植田久美子・津村徳道・中口俊哉・三宅洋一，「分光推定法に基づく画像投影型カラーシミュ

レータの精度向上」，映像情報メディア学会誌，Vol.61，No.10，pp.1486 ～ 1495， 2007

Masaru Takeya・Takehiro Matsuda・Masao Iwamoto・Norimichi Tsumura・Toshiya Nakaguchi・

Yoichi Miyake，“Noise Analysis of Duplicated Data on Microarrays Using Mixture Distribution 

Modeling”，OPTICAL REVIEW Vol.14，No.2，pp.97 ～ 104， 2007 

平井経太・浮島正之・柏  潔・中口俊哉・津村徳道・三宅洋一，「LCD と PDP の画質比較～主観評価と

物理特性に関する一考察～」，映像情報メディア学会誌，Vol.61，No.9，pp.1352（90）～ 1355（93）， 

Sep.2007

Ⅲ　研究状況・研究広報

主にプロジェクターを用いた質感の再現や制御に関して今年度は研究してきた。次年度は，複雑な周囲環

境の影響を考慮した質感再現に向けて，ミラーボールを用いた周囲環境により適切な計測方法の検討や，再

現時の室内照明による投影画像のみえに変化に対する改善を主に行いたい。

中川重年　NAKAGAWA Shigetoshi　客員教授
 （京都学園大学バイオ環境学部教授）

林　雅彦  HAYASHI Masahiko 客員教授 （明治大学法学部教授）

1944 年生【学歴】東京大学大学院人文科学研究科修士課程 1971 年終了，同博士課程単位取得退学【職歴】

学習院女子短期大学専任講師（1973），同助教授（1976），明治大学法学部助教授（1980），同教授（1983），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研究部特別客員教授併任（2006），同客員教授併

任（2007）【学位】文学修士，東京大学，1971 年【所属学会】説話文学会，仏教文学会，中世文学会，日本宗

教民俗学会，国際熊野学会，絵解き研究会【専門】仏教説話，アジアの仏教民俗学・美術史【主な研究テーマ】

絵解き／ Painting Recitation
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Ⅰ 研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

　1．本館基幹研究「唱導文化の比較研究」研究代表

　2．人間文化研究機構連携研究「ユーラシアと日本：交流と表象」の「唱導文化の比較研究」班研究代表

　3．文部科学省・学術フロンティア推進事業「日本古代文化における図像・伝承と宗教の総合的研究」（明

　　治大学）研究分担者

　4．国際熊野学会代表委員

二　教育活動

　１　教育

　　中央大学大学院文学研究科兼任講師（中世文学演習）

　　中央大学文学部兼任講師（中世文学演習）

　　明治大学リバティ・アカデミー（社会人講座）講師

四　社会連携

１　館外における各種委員

　新宮市総合計画審議会委員（会長）／新宮市熊野学建設検討委員会委員（委員長）

　中央大学校（韓国・ソウル市）日本研究所編集委員

　明治大学リバティ・アカデミー運営委員

２　館外講演・カルチャーセンター・出前授業

　・ 　明治大学リバティ・アカデミー　オープン講座「大衆芸能の世界」　コーディネータ，講演「大衆

芸能の世界」（於明治大学アカデミーホール），2007 年 5 月 12 日（土）

　・ 　講演「日本の絵解き」（栃木県高等学校教育研究会国語部会総会　於栃木県立博物館），2007 年６

月７日（木）

　・ 　講演「『金谷上人御一代記』に見る熊野」（新宮市民大学　於新宮地域職業訓練センター），2007

年 8 月 25 日（土）

　・ 　報告「中国・朝鮮半島の『地獄絵』－ “地獄” の文学と絵画－」（国際研究集会「日韓中の儀礼と

唱導文化」）及びシンポジウムの司会（於 韓国ソウル市・奉元寺），2007 年 9 月 2 日（日）

　・ 　報告「熊野学の成立と発信」（地域学サミット in 熊野－地域文化の再考と発信－　パネル・ディス

カッション　於 新宮地域職業訓練センター），2007 年 10 月 13 日（土）

　・ 　報告「『熊野』の山・川・滝・海－信仰を醸し出した自然－」（パネル・ディスカッション「東国

の中の熊野」　於袖ヶ浦市民会館）とコーディネータ，2007 年 10 月 20 日（土）

　・ 　報告「『熊野詣で』を繙く」（熊野学フォーラム「くまの新宮文化の精華」　パネル・ディスカッショ

ン　於 明治大学アカデミーホール），2007 年 10 月 28 日（日）

　・ 　講演「日本の絵解き－唱導文化の世界－」（川崎大師教学研究所主催・第 8 回公開講演会　於 川崎

大師教学研究所），2007 年 11 月 17 日（土）

　・ 　講演「日本の絵解き－唱導文化の一側面－」（名古屋芸能文化会主催・芸能文化講演会　於 熱田神

宮），2007 年 12 月 15 日（土）
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Ⅱ　業績目録

　１　著書（編著）

　　『「生と死」の東西文化史』方丈堂出版，2008 年 3 月

　2a　論文

　　「唱導と芸能－唱導文化の視点小考－」『国文学解釈と鑑賞』72 巻 10 号，pp.6 ～ 18，至文堂，2007

　　　年 10 月

　2b　研究ノート

「巻子本『熊野観心十界図』絵解き」『絵解き研究』20・21 合併号，pp.214 ～ 216，絵解き研究会，

2007 年 8 月

　　「絵解き研究文献目録（平成 15 年）」（阿部美香・土屋貴裕・村松加奈子と共同執筆）『絵解き研究』20・

　　　21 合併号，pp.217 ～ 223，絵解き研究会，2007 年８月

　3a　調査報告書

『大衆芸能の世界－唱導文化の日韓比較研究への試み－』（編書）全 64p，「唱導文化の比較研究」班，

2007 年 7 月 31 日

　７　その他

　　「熊野文化に華やいだ秋」『南紀州新聞』2007 年 12 月 19 日（水）「くまの文化」欄（新聞署名記事）

Ⅲ　研究状況・研究広報

　人間文化研究機構・連携研究「ユーラシアと日本：交流と表象」の「唱導文化の比較研究」班研究分担

者を中心に，本館准教授小池淳一氏と共同で『国文学解釈と鑑賞』特集「唱導文化の展望」（72 巻 10 号，

2007 年 10 月発行）を企画編集したが，上記研究の中間報告的なものであり，さらに研鑽を積むべく努め

ていきたい。

　さらに，2007 年 9 月下旬，長野市・西方寺及び長野市生涯学習センターで視聴したチベットの絵解きに

ついては，アジアの唱導文化の一環として『絵解き研究』22 号をその特集とすべく，企画を進めている。

松田政行　MATSUDA Masayuki　客員教授
 （森・濱田松本法律事務所弁護士，青山学院大学大学院法務研究科特任教授）
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［機関研究員］

石川岳彦　ISHIKAWA Takehiko　機関研究員
 （基幹研究「『三国志』魏書東夷伝の国際環境」／東　潮）

1975 年生【学歴】東京大学文学部歴史文化学科考古学専修課程 1998 年卒業，東京大学大学院人文社会

系研究科修士課程 2000 年修了，東京大学大学院人文社会系研究科博士課程 2005 年単位取得退学【職歴】

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研究部研究機関研究員（2005 年 8 月～ 2006

年 3 月），同機関研究員（2006 年4 月～）【学位】修士（文学），東京大学，2000 年 3 月【所属学会】日本中国

考古学会，東北亜細亜考古学研究会【専門】考古学（東アジア・東北アジア）【主な研究テーマ】紀元前一千

年期から紀元後 5 世紀にかけての東アジアの考古学的研究／ Archaeological study of East Asia，from the 

1st millennium B.C. to the 5th century A.D.

Ⅰ　研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

1．本館基幹研究 ｢『三国志』魏書東夷伝の国際環境 ｣（研究代表  東 潮）共同研究員

2007 年度第 1 回研究会・調査，10 月 23 日～ 30 日，中華人民共和国内蒙古自治区鄂倫春博物館・嘎

仙洞鮮卑遺跡，遼寧省石台子遺跡・遼寧省博物館

2007 年度第 2 回研究会・調査，1 月 26 日・27 日，国立歴史民俗博物館 

研究発表「考古学的資料からみた遼東郡の位置づけ」，1 月 26 日

2．個人研究「中原勢力拡大期における東北アジア」

A　青銅器時代から初期鉄器時代（西周期から春秋戦国期）

東北アジア南部における青銅器文化関連遺跡・遺物の調査，9 月 2 日～ 9 日，中華人民共和国遼寧省

営城子壁画墓及び漢代墳墓・崗上墓・旅順博物館・双房遺跡・遼寧省文物考古研究所・遼寧省博物館，

内蒙古自治区戦国燕内長城遺跡・赤峰市博物館・紅山遺跡・遼中京博物館・南山根遺跡・小黒石溝遺

跡（文部科学省･科学研究費補助金 学術創成研究　弥生農耕の起源と東アジア（代表 西本豊弘）の調

査）

ポスター発表「遼寧式銅剣の起源と年代」，日本中国考古学会2007年大会，12月1日～2日，成城大学（春

成秀爾・宮本一夫・小林青樹と共同）

B　秦漢時代から魏晋時代

東京大学考古学研究室所蔵の中国遼寧省遼陽周辺所在の墳墓から出土した土器（漢魏時期）の整理調査

Ⅱ　業績目録

　2a　論文
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「4-2.「牧羊城二・三類土器」における戦国時代土器」『遼寧を中心とする東北アジア古代史の再構成　

課題番号：16320106　平成 16 年度～平成 18 年度科学研究費補助金（基盤研究（B））研究成果報告

書（研究代表者　大貫静夫（東京大学大学院人文社会系研究科））』，pp.174 ～ 180，東京大学大学院

人文社会系研究科考古学研究室，2007 年 3 月

「遼西式銅戈と朝鮮式銅戈の起源」『中国考古学』第七号，pp.57 ～ 76，日本中国考古学会，12 月（小

林青樹，宮本一夫，春成秀爾と連名）

「牧羊城をめぐる諸問題」『中国考古学』第七号，pp.77 ～ 96，日本中国考古学会，12 月（大貫静夫，

鄭仁盛，中村亜希子，古澤義久と連名）

　５　学会・外部研究会発表要旨

「遼寧式銅剣の起源と年代」『日本中国考古学会 2007 年大会発表資料集』（春成秀爾，宮本一夫，小林

青樹と連名），pp93 ～ 99，成城大学，12 月

Ⅲ　研究状況・研究広報

本年度の研究は上記活動にも記したように「中原勢力拡大期における東北アジア」を研究テーマに中国遼

寧省，内蒙古自治区の紀元前一千年期後半から紀元後一千年紀前半にわたる時期をおもな対象として行った。

その研究の概略を大きく二つの時期にわけて以下に示す。

　 a 　青銅器時代から初期鉄器時代（西周期から春秋戦国期）

秦漢時代以前に関しては東北アジア南部地域を対象に青銅器文化に関する研究を中心に行った。秋に中国

遼寧省，内蒙古自治区で関係遺物・遺跡の調査等をおこなった。これらの調査・研究においては現地中国の

研究者や研究機関から多大の協力を仰ぐことができ，非常に多くの収穫があった。研究の成果は日本の中国

考古学会等で発表している。

b　秦漢時代から魏晋時代

秦漢時代以降については引き続き東京大学考古学研究室所蔵の中国遼寧省遼陽附近の墳墓から出土した副

葬土器と遼東半島の牧羊城出土土器の整理調査をおこなった。これらの研究成果は，共同研究員を務める本

館共同研究「『三国志』魏書東夷伝の国際環境」本年度第 2 回研究会にて発表した。

またこの ｢『三国志』魏書東夷伝の国際環境 ｣ の海外調査として中国黒龍江省・内蒙古自治区の関連遺跡

踏査と遺物調査を秋に行った。天候の影響を受けて予定が変更になったところもあったが，鮮卑の関連遺跡・

遺物の調査において収穫があった。

また，昨年までの研究の成果を本年度は上記の複数の論文，報告として刊行している。

中條（藤井）英樹　CHUJO（FUJII）Hideki　機関研究員
 （基幹研究「６世紀墓制にみる倭の対外交流と文化変容の比較研究」／研究部 杉山晋作）

 1973 年生【学歴】早稲田大学第二文学部東洋文化専修 1997 年卒業，早稲田大学大学院文学研究科史学（考

古学）専攻修士課程 1999 年修了，早稲田大学大学院文学研究科史学（考古学）専攻博士後期課程 2004 年単
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位取得退学【職歴】早稲田大学會津八一記念博物館助手（2002），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研究部研究機関研究員（2005），同機関研究員（2006 ～）【学位】修士（文学），早稲田大

学，1999 年 3 月【所属学会】日本考古学協会，早稲田大学考古学会，東北・関東前方後円墳研究会【専門】

東洋考古学【主な研究テーマ】古墳時代における馬事文化の研究／ A Study of horsy culture in the Kofun 

Period　

Ⅰ 研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

１．本館基幹研究 ｢6 世紀墓制にみる倭の対外交流と文化受容の比較研究 ｣（共同研究員・研究代表者：杉

山晋作）。日本国内においては和歌山，大阪，兵庫の各県において古墳出土半島系遺物を中心に調査を

おこなった。

　　韓国においては慶尚南道・北道地域における倭系と考えられる埋葬施設や遺物の踏査・調査をおこ

なった。

２．11月 23・24日に韓国釜山大學校にて開催した国際研究集会『韓日三国・古墳時代の年代観（Ⅱ）』（韓

国釜山大學校博物館・国立歴史民俗博物館共催）では，事務局および発表要旨集の編集を担当した。

３．文部科学省科学研究費補助金・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」（研

究代表：中條（藤井）英樹）に基づき，中国・韓国・日本（大阪・静岡・愛知県）にて資料調査をおこなっ

た。

４．その他，夏季に群馬県高崎市中央第二遺跡（古墳時代～平安時代の集落址）の発掘調査をおこなった。

二　教育活動

１　教育

　早稲田大学文学部非常勤講師（考古学研究Ⅱ［通年］）

　専修大学文学部非常勤講師（考古学実習Ⅰ［通年］，考古学実習Ⅱ［後期のみ］）

Ⅱ　業績目録

　１　著書

『シルクロードの考古学』共著，pp.22 ～ 23，pp.52 ～ 53，pp.80 ～ 82，早稲田大学，2008 年 3 月（岡

内三眞，後藤健，宮里修，中條英樹，持田大輔，米澤雅美，久保田慎二）

　3a　調査・発掘調査報告書

『山名伊勢塚古墳－前方後円墳の確認調査－』高崎市埋蔵文化財発掘調査報告書第 223 集，p.99，

pp.101 ～ 105，p.109，pp.112 ～ 114，高崎市教育委員会，2008 年 3 月（土生田純之，中條英樹，

青木敬，小林孝秀ほか）

５　学会・外部研究会発表要旨

「初期馬事文化資料からみた東日本の渡来系文化・渡来人」『考古学研究会第 16 回東京例会〈シンポジ

ウム〉東日本の渡来文化・渡来人－ 5 世紀から 7 世紀の様相－発表資料集』，東京駒澤大学，2007
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年 10 月

Ⅲ　研究状況・研究広報

　本館基幹研究「6 世紀墓制にみる倭の対外交流と文化受容の比較研究」による活動は前述したが，特に大

阪・和歌山・兵庫において古墳編年や半島・列島との交流史研究上重要と考えられる馬具の調査をおこなう

ことができた。これら馬具の製作技術などを把握できたことは重要な成果であった。

　また，韓国の慶尚道地域の調査では，特に昌寧松峴洞 7 号墳出土鞍金具の鞍金具の構造を把握すること

ができたことを挙げておきたい。これまで外見上は九州出土鞍金具と類似していることは指摘されていたが，

細かな構造を把握することで，さらなる比較材料を持てたことは大きな成果である。

　一方，科学研究費補助金・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（課題番号

18720216）」では，中国・韓国・日本列島各地にて資料調査をおこなった。中国の調査では，広州南越王

墓出土馬具の調査をおこなったことで，東アジア出土馬具の暦年代観について考察する上で重要な情報を得

ることができた。

　また，韓国においては半島南西部百済地域において新出の馬具を調査することができた。未だ多くの意見

の相違が見られる百済地域と日本列島出土資料の併行関係を考える上で非常に参考になった。

　さらに，近年伽耶・新羅地域で資料が増加しつつある三韓時代の馬具数点を製作技術的視点から調査する

ことができた。この時期の馬具資料は中国北方に展開していた匈奴や夫余といった遊牧騎馬民族と関連があ

るとされる資料であり，広く東アジアの騎馬文化を考える上で重要な資料である。この時期の馬具を製作技

術的視点から観察する必要性は，昨年度執筆した論文で指摘したが，さらに数点の資料を観察・実測できた

ことは大きな成果である。

　その他，中国西域地方および内蒙古や東北地方の馬具集成も進行中である。昨年度一部の成果は上記の論

文にて公表したが，現状での集成を終えるとともに，近いうちにいくつかのテーマに関して論文として成果

を公表する予定である。

中島丈晴　NAKAJIMA Takeharu　機関研究員
 （基幹研究「中・近世における生業と技術・呪術信仰」／研究部 井原今朝男）

1973 年生【学歴】国学院大学二部文学部史学科 1998 年卒業，国学院大学大学院文学研究科日本史学

専攻修士課程 2000 年修了，総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻博士課程 2004 年単

位取得退学【職歴】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研究部研究機関研究員

（2005），同機関研究員（2006 ～）【学位】【所属学会】史学会，歴史学研究会，日本史研究会，大阪歴史学会，

国史学会【専門】日本中世史【主な研究テーマ】室町幕府軍事統合システムの研究／ A Study of Military 

Integration of the MuromachiBakufu，国人一揆の研究／ A Study of kokujin-ikki（order of local barons），

中世の関東における醍醐寺領の研究／ A Basic Examination of the Daigo Temple Territory in the Kanto 

District in the Middle Ages
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Ⅰ 研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

基幹研究「中近世における生業と技術・呪術信仰」（研究代表・井原今朝男）

１．歴博フォーラム報告集事務局

　　2006年 11月 18日（土）に第56回歴博フォーラム「新しい歴史学と生業－なぜ生業概念が必要か－」

を開催し，考古，民俗，歴史学におけるこれまでの生業論のありようと，生業論の持つ今後の可能性に

ついて議論した。そこでの報告および討論会に，論考とコラムをあわせた報告集を中間報告として刊行

することとなり，その事務局として，各執筆者や出版社との連絡調整および館内編集を担当した。報告

集は，歴博編『生業から見る日本史－新しい歴史学の射程－』（吉川弘文館，2008 年 3 月）と題して年

度内に無事刊行することができた。

２．伊勢湾内海の巡見調査

　　5 月 27 日から 28 日にかけて，今年度夏季調査予定地の伊勢湾内海（愛知県・三重県下）において巡

見調査を行い，本調査にむけて先方との日程調整をはかり内諾を得ると共に，調査ポイントについて踏

査した。その成果については 6 月 2 日の基幹研究第 7 回研究会において報告した。

３．伊勢湾内海調査事務局

　　9 月 8 日から 10 日にかけての伊勢湾内海現地調査会（第 9 回研究会）の事務局を担当し，5 月の調査

の成果・反省のうえに立って円滑に業務を遂行した。

　　主な調査ポイントは次の通り。

　常滑市民俗資料館－高速船にて伊勢湾を横断－浄明寺－里前遺跡－池の谷古墳－阿漕閻魔堂（旧ラグー

ン砂堆地）－雲出島貫遺跡－赤坂木造遺跡－松ヶ島城－松ヶ浦町

４．ニューズレターの編集発行

　　第八号・九号の編集・発行を担当した。

５．新規購入資料「清原氏旧蔵資料」の原本調査

　　4 月より「清原氏旧蔵資料」の調査研究を開始し，初年度はおもにカード採取と筆耕を中心に進めた。

なお，1 月の新収資料展において「清原氏旧蔵資料」のキャプションを執筆した。

四　社会連携

１　館外における各種委員

　武水別神社大頭祭（頭人行事）民俗調査　史料部会調査委員

　　① 2007 年 3 月 1 日から 2 日「小谷姓氏録」熟覧調査（戸倉郷土館）

　　② 12 月 10 日から 11 日　大頭祭現地踏査（武水別神社）

　　③ 2 月 13 日から 15 日　「松田家文書」の熟覧調査（武水別神社・戸倉郷土館）

Ⅱ　業績目録

　2b　研究ノート
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「今川了俊の軍事動員と所務沙汰訴訟－九州経営における吹挙システム－」『歴史学研究』829，pp.58

～ 67，歴史学研究会，７月

　3a　調査・発掘調査報告書

『〈記録選択〉武水別神社頭人行事民俗文化財調査－第 2 年次調査概報－』，千曲市教育委員会，2007

年 3 月，pp312 ～ 327，331 ～ 405（部内資料，非公表）

　3b　その他

「古辞書に見る生業」歴博編『生業から見る日本史－新しい歴史学の射程－』吉川弘文館，3 月，

pp242 ～ 252

　５　学会・外部研究会発表要旨

①「地域調査レポート」（伊勢湾内海），歴博基幹研究「中近世における生業と技術・呪術信仰」第 7 回

研究会，歴博第 2 研修室，6 月

②「伊勢湾内海における問題提起」歴博基幹研究「中近世における生業と技術・呪術信仰」第 9 回研究会，

常滑市民俗資料館，9 月

③「『石清水放生会部類記』注釈」（第 1 回），建内記研究会，神奈川大学，10 月

④「『石清水放生会部類記』注釈」（第 2 回），建内記研究会，神奈川大学，11 月

⑤「武水別八幡宮大頭祭御頭帳に関する一考察－書誌の紹介と作成者の歴史的変遷－」，社寺史料研究

会大会（セッション・信州武水別八幡宮の信仰・芸能世界），神田明神資料館，12 月

⑥「『石清水放生会部類記』注釈」（第 3 回），建内記研究会，神奈川大学，12 月

Ⅲ　研究状況・研究広報

　本年度は，室町幕府・探題の軍事統合に関するあらたな概念を提起した研究論文が学術誌に採用されたこ

とで，今後の博士論文に向けてはずみがついた。現在，「注進状」「勘文」といった軍事関係文書の分析を中

心として，発展的に議論を展開する準備をしている。また，8 月からは「建内記研究会」（代表・近藤好和氏）

に参加する機会を与えられ，これまで不十分であった室町期の記録類への理解も深めている。これらの研究

にかかる調査活動として，① 10 月 1 日東洋文庫：祢寝氏世録正統文献巻五の熟覧調査，② 10 月 2 日国立

公文書館内閣文庫：建内記諸写本の熟覧調査を実施した。また，昨年度に引き続く「武水別神社民俗行事調

査」においては，12 月の社寺史料研究会大会で報告の機会を与えられた。席上ではこれまでの調査結果を

踏まえ，御頭帳諸本や，神事と御頭帳との相互関係について論及した。報告内容は現在成稿中であり，早い

時期に公表したいと考えている。

馬場伸一郎　BABA Shin’ichiro　機関研究員
 （基幹研究「古代における生産と権力とイデオロギー」／研究部 広瀬和雄）

1974 年生【学歴】明治大学文学部史学地理学科考古学専攻 1996 年卒業，明治大学大学院博士前期過程

文学研究科史学専攻考古学専修 1998 年修了，明治大学大学院博士後期課程文学研究科史学専攻考古学専
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修 2002 年退学【職歴】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研究部研究機関研究

員（2005），同機関研究員（2006 ～）【学位】博士（史学），明治大学，2007 年 3 月【所属学会】日本考古学協会，

考古学研究会，長野県考古学会，石器使用痕研究会【専門】日本考古学【主な研究テーマ】弥生時代の石

器・石製品研究／ Research of lithics and articles of stone on Yayoi age，弥生時代手工業生産・流通論／

Circulation theory of manual industry production of  Yayoi age，弥生時代地域社会論／ Regional society 

theory of age of Yayoi

Ⅰ 研究・教育活動

一　研究・調査，成果公開方法としての報告・展示・国際シンポ・広報

１．基幹研究「古代における生産と権力とイデオロギー」

　【調査】中国陝西省西安市および郊外の前漢皇帝陵の踏査（茂陵・陽陵・杜陵），陝西省博物館，咸陽市

博物館の資料調査，8 月 23 日～ 27 日。

２．基盤研究「縄文・弥生集落遺跡の集成的研究」

　【調査】太宰府市内遺跡の踏査・資料調査，九州歴史資料館・九州国立博物館の資料調査，10月6日～7日。

鳥取県大山町妻木晩田遺跡・島根県田和山遺跡・同荒神谷遺跡・同西谷墳墓群の踏査，出雲市教育委員

会にて矢野遺跡など弥生前期遺物の調査，11 月 16 日～ 18 日。

　【研究報告】「中部高地弥生前半期の居住形態」5 月 26 日，歴博。

３．学術創成研究「弥生時代のはじまりと東アジア－炭素年代測定による高精度編年体系の構築－」

　【調査・試料採取】長野県立歴史館にて篠ノ井・松原遺跡の土器付着炭化物の採取，10 月 31 日。上越

市埋蔵文化財センターにて吹上・釜蓋遺跡の土器付着炭化物の採取，11 月 1 日。福井県教育庁埋蔵文

化財センターにて府中石田遺跡の土器付着炭化物採取，12 月 25 日～ 26 日。

４．個人研究「北陸・中部高地・関東の弥生中期広域編年網の作成と地域間交流の研究」

　【調査】　高山市風土記の丘学習館にて，ひじ山・赤保木遺跡の遺物調査，9 月 16 日。上宝村ふるさと

歴史館にて村内出土遺物の調査，高山市位山文化交流施設にて亀ケ平遺跡遺物の調査，9 月 17 日。飛

騨市国府町文化財収蔵庫にて荒城神社遺跡出土遺物などの調査，9 月 18 日。長野県立歴史館にて松原・

榎田・篠ノ井遺跡の遺物調査，9 月 28 日。石川県小松市埋蔵文化財調査室にて八日市地方遺跡出土遺

物の調査，9 月 29 日。福井県教育庁埋蔵文化財センターにて高柳・下安田遺跡出土の玉類調査，1 月

21 日～ 22 日。長野市立博物館にて松節遺跡出土の青銅器，長野県立歴史館にて柳沢遺跡出土青銅器，

さらしなの里歴史資料館にて若宮銅剣を調査，2 月 13 日。長野県立歴史館にて松原・春山 B・榎田遺

跡の武器形石製品を調査，2 月 27 日。富山県射水市教育委員会にて堀切・高島 A 遺跡出土の土器・石

器を調査，3 月 4 日。

５．個人研究「縄文時代から弥生時代移行期の石器製作技術の研究」

　【調査】　9 月 30 日。菜畑市末廬国資料館にて菜畑遺跡遺物の調査，10 月 4 日。福岡市埋蔵文化財セ

ンターにて，今山・雀居・板付・深新町遺跡の資料調査，10 月 5 日～ 6 日。

四　社会連携

２　館外講演・カルチャーセンター・出前授業



研　ばば

373

　「石器・石製品からみた北信濃の弥生時代」，長野市立博物館講演，3 月 20 日。

Ⅱ　業績目録 

2a　論文

2007.6：「大規模集落と手工業生産にみる弥生中期後葉の長野盆地南部」『考古学研究』第 54 巻第 1 号，

pp.47 ～ 67。

　2007.10：「弥生時代中部高地の黒曜石石材流通の復元」『日本考古学』第 24 号，pp.51 ～ 73。

2b　研究ノート

　2008.3：「信濃古代の馬匹生産と支配」『支配の古代史』，pp.106 ～ 117，学生社。

2008.3：「過去の生業を明らかにする実験使用痕研究」『生業からみた日本史』，pp.152 ～ 157，吉川

弘文館。

3a　調査・発掘調査報告書

　2007.9：「石製品」『朝日遺跡』VII，愛知県埋蔵文化財センター。

５　学会・外部研究会発表要旨

「弥生時代の物流とその背景－弥生 III 期後半～ IV 期の北陸・信濃北部・関東を事例に－」『中部弥生時

代研究会大会』，6 月 24 日，南山大学。

「栗林式土器の編年と分布論的研究」『生産流通史研究会』，10 月 14 日，美濃加茂市民ミュージアム。

「遺跡動態と竪穴住居構造の変化－地域史の推移を読み解くための一手法－」『考古学研究会東京例会』，

1 月 26 日，明治大学。

「磨製石斧の ｢ 流通 ｣ と ｢ 交易 ｣」『南山大学人類学博物館オープンリサーチ事業弥生部会公開研究会』，

生産と流通の民族学・考古学，1 月 27 日，南山大学。

Ⅲ　研究状況・研究広報

任期中 3 年間の研究テーマとした中部高地の弥生社会研究に，一つの区切りをつけることができた。

今年度は石器・石製品研究のほか，遺跡論・遺構論・土器論・祭祀論へ研究の対象を拡大。遺跡論は同成

社の『弥生時代の考古学』に「松原遺跡」と題して執筆し，遺構論は「縄文時代晩期から弥生時代の長野盆

地南部の遺跡動態と竪穴住居構造」を，土器論は「弥生中期栗林式編年の再検討」を，祭祀論は「武器形石

製品と弥生中期栗林式文化」を執筆した。様々な資料の分析により，石器・石製品と同様に，弥生中期栗林

期が文化的・社会的・交流史的画期であることを改めて確認することができた。弥生中期を主たる対象とし

て進めてきた研究を土台とし，今後，弥生前期・後期の時期へも分析を広げ，中部高地の弥生時代の歴史的

意義を全国的な弥生時代史のなかに位置づける作業に取り組みたいと考えている。

さて，今年度は新しい試みとして，石器からみた北部九州の弥生時代開始期の研究と，中部高地・北陸東

部のAMS年代測定に着手した。前者は北部九州における弥生時代開始期前後の石器製作技術について検討。

継続要素と変化要素の具体的解明に着手した。観察・分析の途上であるが，突帯文単純期に「端正な石鏃製

作技法」が確立する可能性を見いだした。今後，継続して分析を継続したい。後者は前処理作業を担当し，
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来年度中に結果を報告する予定である。

今年度に発表した論文 2 本では，弥生中期の石器生産・流通論から中部高地弥生中期の社会を考察した。

また，単行書には実験使用痕研究の意義と古代信濃の馬匹生産と支配についてをまとめる。後者は積石塚・

横穴式石室の時代から律令時代の馬匹生産を，支配というキーワードから整理した。


