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１ 
 

共同研究 
 

 

［概 要］ 
 

 「共同研究」は，大学共同利用機関としての歴博が国内外の研究者の参加を得て実施する研究プロジェク

トであり，研究課題は広義の歴史学の今日的動向をふまえて設定されてきた。共同研究の特徴は，1981 年に

機関設置されて以来，歴史学，考古学，民俗学および自然科学を含む関連諸学の連携による学際的で実証的

な研究に基本をおいてきた点にある。 

 「共同研究」は，「基幹研究」「基盤研究」「個別共同研究」の３つの柱から成り立っている。「基幹研究」

は人間の営為と歴史に注目した大きな研究課題の下に学際的研究を目指すテーマを設定したものであり，「基

盤研究」は館蔵資料の高度情報化や新しい歴史研究の方法論的基盤を作るための課題を設定したものである。

この２つを「共同研究」の核とすれば，「個別共同研究」には，三学並びに関連諸学に固有な課題や，今後に

発展しうる萌芽的課題を設定することで，「共同研究」全体を実りあるものとする役割を担っている。 

 本年度の「共同研究」は，「基幹研究」７課題，「基盤研究」15 課題，「個別共同研究」２課題の計 24 課題

について進めてきた。うち基幹研究１課題，基盤研究３課題が本年度よりスタートした。以下，本年度新た

にスタートした新規課題を中心に説明を行う。 

 【基幹研究】基幹研究の一つである「列島における生活誌の総合的研究」では，2012（平成 24）年度（2013

年３月）の展示リニューアルをめざして，民俗の精神文化の部分を対象とした「兆・応・禁・呪の民俗誌」

が進められているが，今年度から近代の技術と生業を対象とした「自然と技の生活誌」が，そして来年度か

ら「地域開発における文化の保存と利用」が開始されることとなった。いずれも総合展示の開設およびリニ

ューアルのための学術的基盤を高めるための共同研究という，歴博がめざす博物館型研究統合の実践例であ

る。 

 【基盤研究】昨年度は，リーダーシップ経費で予備的に行なわれてきた韓国国立中央博物館を中心とする

韓国の分析科学等の研究者との研究交流をふまえて「日韓青銅製品の鉛同位体比を利用した産地推定の研究」

が基盤研究として開始された。また，展示型共同研究として，「中近世における武士と武家の資料論的研究」

が開始され，2010（平成 22）年度秋にその研究成果が企画展示で公開される予定である。さらに，公募型共

同研究として田中穣氏旧蔵典籍古文書を対象とする研究に応募があり，名古屋大学の阿部泰郎教授を代表と

する「中世における儀礼テクストの綜合的研究－館蔵田中旧蔵文書『転法輪鈔』を中心として－」が開始さ

れた。 

 来年度以降も，2006 年度に策定した「歴博共同研究の基本方針」に基づき，共同研究計画および共同研究

員の公募を行い，大学共同利用機関としての役割を果たしていくことが重要である。 

 なお，個別共同研究については，将来計画会議の答申により，任期付き助教を代表として開発的性格を有

する研究を目指すという趣旨に変更されたが，今年度は該当する助教の採用がなかったため募集には至らな

かった。 

共同研究担当 関沢まゆみ・仁藤敦史 
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［共同研究活動一覧表］ 

研究課題 研究代表者（所属・氏名） 
第１期中期計画 

16 17 18 19 20 21

基幹研究        

１ 20 世紀に関する総合的研究Ⅱ        

 Ａ．20 世紀における戦争Ⅱ 本館・研究部 安田 常雄       

 Ｂ．高度経済成長と生活変化 本館・研究部 新谷 尚紀       

２ 列島における生活誌の総合的研究        

 Ａ．兆・応・禁・呪の民俗誌 本館・研究部 常光 徹       

 Ｂ．自然と技の生活誌 本館・研究部 安室 知       

基幹研究（人間文化研究機構連携研究）        

１ 交流と文化変容に関する史的研究        

 Ａ．唱導文化の比較研究 明治大学法学部・教授 林 雅彦       

 Ｂ．国民国家の比較史的研究 千葉大学文学部・教授 趙 景達       

 Ｃ．移民史の比較研究 法政大学国際文化学部・准教授 

今泉 裕美子 

      

基盤研究        

１ 科学的資料分析研究        

 Ａ．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 

本館・研究部 齋藤 努       

 Ｂ．【科研型】日韓青銅製品の鉛同位体比を利

用した産地推定の研究 

本館・研究部 齋藤 努       

２ 総合的年代研究        

 Ａ．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 

本館・研究部 坂本 稔       

 Ｂ．東アジア比較建築文化史 本館・研究部 玉井 哲雄       

３ 高度歴史情報化研究        

 Ａ．「高松宮家伝来禁裏本」の総合的研究 本館・研究部 吉岡 眞之       

 Ｂ．紀州徳川家伝来楽器コレクションの研究 東京文化財研究所・芸能部音楽舞

踊研究室長 高桑 いづみ 

      

 Ｃ．マンローコレクション研究：館蔵の写真資

料を中心に 

本館・研究部 内田 順子       

 Ｄ．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 

本館・研究部 原山 浩介       

 Ｅ．民俗研究映像の制作と資料化に関する研究 本館・研究部 青木 隆浩       

 Ｆ．【準備研究】古代における文字文化の形成

過程の基礎的研究 

本館・館長 平川 南       

 Ｇ．【展示型】中近世における武士と武家の資

料論的研究 

本館・研究部 高橋 一樹       

 Ｈ．【公募型】中世における儀礼テクストの綜

合的研究－館蔵田中旧蔵文書『転法輪鈔』

を中心として－ 

名古屋大学文学研究科・教授 

阿部 泰郎 

      

４ 博物館学的研究        

 Ａ．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 

本館・研究部 佐藤 優香       

 Ｂ．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 

本館・研究部 安達 文夫       

 Ｃ．【準備研究】表象型展示システムの構築に

関する総合研究 

本館・研究部 西谷 大       

個別共同研究        

１ 身体と人格をめぐる言説と実践 本館・研究部 山田 慎也       

２ 東アジア先史時代の定住化過程の研究 本館・研究部 小林 謙一       

人間文化研究連携研究        

１ 日本とユーラシアの交流に関する総合的研究        

 Ａ．ユーラシアと日本：交流と表象         

２ 文化資源の高度活用        

 Ａ．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－ 

本館・研究部 吉岡 眞之       

 Ｂ．武士関連資料の総合化－比較史および異文

化表象の素材として－ 

本館・研究部 小島 道裕       

 Ｃ．アイヌ文化の図像表象に関する比較研究－

『夷茜列像図』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－ 

民博研究戦略センター・教授 

佐々木 史郎 

      

  ①視覚文化におけるアイヌ・マンローコレク

ション研究 

本館・研究部 内田 順子       
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［基幹研究］ 
 

（1） 「20 世紀に関する総合的研究Ⅱ」2007～2009 年度 

（総括研究代表者 安田常雄） 

 

１．目 的 

 本研究は，「20 世紀に関する総合的研究Ⅰ」（2004～2006 年度）の研究成果の継承の上で，２つのブランチ

をもって構成する。「20 世紀における戦争Ⅱ」は，「社会」（戦争と兵士），「表象」（戦争と文化），「外地」（戦

争とアジア・南洋）の３つの視点からアプローチした第一期の研究組織の枠組みを，「表象と記憶」「地域モ

ダニズム」「南洋・沖縄」の３つの柱に再編成した。「表象と記憶」は，「社会」（戦争と兵士）班の継続の上

で，特に山梨県甲府出身の兵士によって撮影された写真帳４冊の共同研究を中心に設定する。この写真帳は，

1937 年 11 月から 12 月にわたる日中戦争の最も重要な時期に，上海上陸から南京周辺にかけて軍の行動とと

もに記録された貴重な写真である。共同研究では，所属部隊・軍の行動の軌跡と中国の町との関係を明らか

にするとともに，撮影された写真そのものの真偽・技術などの分析を含めて，本写真帳の意義を解明する。

またこの写真撮影者の調査を行い，1920 年代における甲府周辺の「地域モダニズム」との関係を明らかにす

る。第２の「地域モダニズム」については，「表象」（戦争と文化）班の継続の上で，地域の実態に即して，

同時代の「地域モダニズム」の特質と戦争との関わりを解明する。「地域モダニズム」は，たとえば函館・秋

田・新潟・金沢・敦賀・下関，そして阪神間や東京などの地域に展開し，それは同時に 1920 年代の世界史的

文化動向と密接に連動していた。本研究では，先行研究の成果を共有し，具体的な地域を設定した上で，上

記の課題に接近する。また第３の「南洋・沖縄」は，第１期の「外地」（戦争とアジア・南洋）という設定を

「沖縄」を中心に絞込み，同時に戦前だけではなく戦後まで対象を拡大し，沖縄戦・米軍統治・復帰運動の

流れを文化状況と戦争の語りの変化を軸に解明する。研究会は出来るだけ現地研究者との共同研究と調査を

重視し，具体的な素材を共有しつつ行っていく。 

 また第２ブランチの「高度経済成長と生活変化」は，今年度から新設されたテーマである。その特徴は，

第１には経済史・民俗学・医療史・植生景観史などの学際的研究組織によって行うこと，第２に実際の運営

にあたっては，館内研究会とともに研究メンバーによる現地調査を重視し，その成果を集約する形で行われ

る点にある。特に第１点は，さらに学際研究の射程を地理学・社会学などにも広げる展望をも含み，学界な

どでおこなわれる研究とは異なる本研究の独自性を表現している。 

 本研究の２つのブランチは，いずれも 2010 年オープンが予定されている総合展示「現代」を目標に設定さ

れており，本館の新しい理念である「博物館型研究統合」の実践として位置づけられている。 

２．研究成果 

 「20 世紀に関する総合的研究Ⅱ」では，A，B班とも年度の当初計画に従って共同研究をすすめた。「20 世

紀における戦争Ⅱ」（A班）では，昨年度に引き続き，山梨県の戦争写真帳に関する調査を行った。特に甲府

市とその周辺地域における軍隊とモダニズムの関係を把握するため，山梨平和ミュージアム・笛吹市春日郷

土館を中心とする巡検を実施し，周辺の近代化遺産などの調査を行った。また本年の最大の成果は，懸案で

あった石川県金沢市において現地調査と研究会を実施したことである。金沢は第９師団を中心とする軍都で

あるとともに，モダニズムの街である。軍都であることは，広範囲に存在する遺跡や墓地のおびただしさに
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端的に表現され，また石川県博に所蔵公開されている「第９師団出征の記録映画」のリアリティはその象徴

でもある。モダニズムは，第四高等学校を中心とする教養主義文化と映画や風俗などのなかに大きく花開い

た。こうした両面が深く関連した金沢の街の構造が，商業や文化施設をはじめ，文化運動や社会運動にも大

きな影響を与えていることを確認することができた。そしてこの連関そのものが，1920 年代の世界史的動向

とも密接に結びついていることが重要な特徴である。また本年度は，沖縄の離島である石垣島調査を実施し，

八重山における戦争がマラリアなど地域固有の条件と密接に関連していることを確認できた。また離島にお

ける慰霊と寺院との密接な関わりを確認できた収穫もあった。また「高度経済成長と生活変化」（B班）では，

４回の研究会を実施した。経済史学，民俗学などの学際的メンバーで行っている研究会において，各分野と

もこの時代の生活変化に焦点をあてた研究は必ずしも多くないことを確認した。またワークショップ２「高

度経済成長期の生産と消費」では，山村の急激な変容，大量物流とゴミ処理問題，メディアの影響力などが

議論され，この研究会の記録は，討論記録集としてまとめられた。 

 

Ａ 「20 世紀における戦争Ⅱ」2007～2009 年度 

（研究代表者 安田常雄） 

 

１．目 的 

 本研究は，2006 年度までの「20 世紀における戦争Ⅰ」を継承・発展させ，アジア・太平洋戦争をはじめと

する一連の戦争を，20 世紀という時代のダイナミズムのなかで捉え換えそうとするものである。前年度まで

の共同研究では，対象時期を主に戦時期に絞って研究を進めてきたが，本研究では，地域モダニズム，表象

と記憶をめぐり，戦後をも射程に収めている。具体的には，戦後における地域社会形成や，戦争の記憶・表

象とその継承を視野に入れ，いわば「歴史としての現代」という視角から研究を進めようとするものである。

また，とりわけ南洋（沖縄を含む）をめぐっては，個別の研究テーマを立て，戦場となったこと，あるいは

植民地ないしは内的植民地として統治されたこととの関連に注目しながら研究を行う。 

 具体的には，以下の３つの研究領域を設定し，相互に関連させながら研究を進めている。 

 １）地域モダニズムと戦争・兵士（「地域モダニズム」） 

   主として 1920 年代に，文化運動が活発に展開した地方都市に注目し，そこでの文化状況を，戦後に至

るまでの地域社会の変容と関わらせながら研究する。なお，ここでは満州や朝鮮半島といった，外地の

地域文化も視野に入れるよう努める。 

 ２）戦争の表象と記憶（「表象と記憶」） 

   地域に残された戦争や戦場に関わる記録（体験記・写真など）を手がかりに，そこでの表象の背景を

なしている戦争・戦場の実態と突き合わせて資料の検証を行うとともに，そうした記録に関わって地域

や家族がどのように戦争を経験し，あるいは記憶を継承してきたのかを研究する。 

 ３）南洋（沖縄を含む）における戦争経験と記憶・表象（「南洋（沖縄を含む）」） 

   上記２点につき，とりわけ南洋（沖縄を含む）という場において，戦争・戦場の実態と関わらせなが

ら研究を進める。また，とりわけ沖縄における，1920 年代から戦時を経て米軍統治に至るまでの文化運

動に関して，資料状況の確認とその分析を試みる。 

 本研究では，以上を通じて，近現代史研究ならびに戦争研究の新たな分析視角を構築するとともに，これ
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を実証的な研究課題の遂行によって，ひとつの研究方法として示すことを目的とする。さらに本研究は，同

時進行で進められている国立歴史民俗博物館第６室展示新構築と連動し，研究上で獲得される視点に即した

資料収集を遂行すると同時に，展示表象のあり方についても討議し，新たな戦争・現代史の表象の可能性を

実践的に模索することを目指している。 

２．今年度の研究目的 

 今年度は，石川県立歴史博物館の協力を得て，金沢における巡検と現地研究会を実施することとした。金

沢は近代において軍事上の拠点であったほか，早くから近代文化の開花が見られた地域であった。そうした

様々な特質を持つ地域を横断的に調査することで，モダニズムと戦争の連関を考える重要な素材となるもの

と考えられる。また，沖縄に関しては，これまで沖縄本島を中心に調査を進めてきたが，本年度は離島に焦

点を当て，戦争と慰霊の実態を検討していくことにする。更に，昨年度からの取り組みを継承する形で，写

真帳をベースに甲府の調査を実施する。 

３．今年度の研究経過 

 第１回研究会（現地調査） 10 月 11 日・12 日 甲府市及びその周辺 

  「記憶と表象」で分析対象とする写真帳に関連して，甲府市とその周辺地域のモダニズムに関して状況

を把握するため，山梨平和ミュージアム・笛吹市春日居郷土館を中心とする巡検と，周辺の近代化遺産等

の調査を実施した。 

 第２回研究会（現地調査） ７月 12 日・13 日 金沢市 

  金沢の地域モダニズムに関わる調査を実施するべく，石川県立歴史博物館の協力を得て，金沢市内の近

代化遺産や戦争関連遺跡の巡検を実施した。また併せて，石川県での現地研究会開催に向けた検討を行っ

た。 

 第３回研究会 11 月 15 日・16 日 石川県立歴史博物館 

  北陸地方の地域モダニズムを題材として，石川県立歴史博物館において現地研究会を実施した。 

 第４回研究会 ３月 18 日～21 日 石垣島 

  離島における戦争と慰霊について新しいビジョンを見出すため，石垣島において博物館の現状を調査す

ると共に，石垣における慰霊関連施設の巡検を実施した。 

４．今年度の研究成果 

 金沢における現地調査と研究会を通じて，同地域に置かれた第九師団が地域社会にもたらした様々な影響

が，一面では第四高等学校を中心とするモダニズムと連動する形で，金沢の近代を作る重要な契機なってい

ったことが確認できた。その影響は，商業や文化施設，そして文化人の輩出や社会運動など多岐にわたって

おり，そうした連関性は戦争の時代を見ていく上でこれまで見落としてきた部分でもある。そしてもちろん，

軍都になったということは，他方で帰らぬ人びとを多数戦地へと送り出したということでもあり，その痕跡

は遺跡や墓地など様々な形で残されている。そうした明暗が混然一体となった金沢という都市は，近代とい

う時代が抱えた諸要素を凝縮しているため，近代を見る上で様々な示唆を得られたといえる。 

 また石垣島調査においては，八重山における戦争がマラリアなど地域固有の事情との関連から言及されて

いることと並んで，慰霊と寺院との密接な関わりが地域レベルで存在することが看取された。この点につい

ては，慰霊と現代の信仰という文脈から，さらなる調査を実施する計画である。 
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５．共同研究員（◎は研究代表者，○は研究副代表者） 

 荒川 章二 静岡大学情報学部           一ノ瀬俊也 埼玉大学教養学部 

 今泉裕美子 法政大学国際文化学部         大岡  聡 日本大学法学部 

 大串 潤児 信州大学人文学部           大野沢あかね 立教大学文学部 

 河西 英通 広島大学大学院文学研究科       高岡 裕之 関西学院大学文学部 

 鳥山  淳 沖縄大学地域研究所          永島 広紀 佐賀大学文化教育学部 

 中野  聡 一橋大学社会学部           原田 敬一 佛教大学文学部 

 真鍋 昌賢 大阪大学文学部            屋嘉 比収 沖縄大学法経学部 

 山本 和重 東海大学文学部            吉田  裕 一橋大学社会学部 

○原山 浩介 本館・研究部・助教         ◎安田 常雄 本館・研究部・教授 

 ［リサーチアシスタント］ 

 根津 朝彦 総合研究大学院大学・大学院生 

 

Ｂ 「高度経済成長と生活変化」2007～2009 年度 

（研究代表者 新谷尚紀） 

 

１．目 的 

 1960，70 年代の高度経済成長とそれにともなう列島規模の生活大変化は，1945 年以降の経済復興から経済

成長へ，経済大国化から国際貢献へ，という戦後日本の歴史的展開の中でも戦後史を画期づける一大現象で

あった。したがって同時代感覚的に民俗学のみならず歴史学，社会学，経済学，地理学など各分野の研究課

題として対象化されそれぞれの分野で研究の深化もみられる。日本の歴史と文化を研究するための広義の歴

史学の開拓をその活動の主眼とする本館にとっても，この研究課題はあらためて重要課題として位置づける

必要がある。この高度経済成長をめぐる諸問題は単に経済史上の問題としてだけでなく，日本の社会を大き

く構造変換させた現代史上の大問題であり，いわゆる上からの政策的な企画立案とその推進に関する現場情

報の収集作業と，その政策推進の大波の影響を受ける地域社会でのいわゆる下からの受容対抗含めた対応の

あり方の現場情報の収集作業とが，両者併行的にあわせ行なわれることが肝要である。そして，とくに画一

的な政策実現への大波に対して各地域社会の伝統的な生活知識や生活技能がどのように対応したのか，綿密

な現場調査によってその力学関係とその展開の構図が多様性を含みながらも追跡再確認される必要がある。

つまり，地域差，時間差，階層差を視野に入れた視点である。なお，生活革命とも名づけられているこの歴

史的事象がはたして日本特有の現象なのか，と世界史的に相対化する視点も必要である。アメリカや西ヨー

ロッパ諸国の戦後，社会主義諸国の戦後，中南米やアフリカやイスラーム諸国の第二次大戦後の動向など，

世界史的視野も将来的には射程におきながらも，まずは日本列島のそれぞれの地域社会の現場情報の収集と

整理の作業をふまえた分析を中心に試みることによって，伝統的生活の変化と継続の関係性をめぐる動態理

論の現場論的構築を本研究の目的としたい。そして，本館の展示リニューアル計画における第６室構想案の

充実へまた改良へと貢献できるように推進することを一つの重要な目的としている。 

２．今年度の研究目的 

 共同研究員各位でそれぞれの研究実績をもとに選定する現地調査を都市や農山漁村の調査地で実施し，高
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度経済成長期の生活変化についての具体的なデータをもちより，研究会においてその報告と検討を積み重ね

ていく作業を継続する。また，昨年度に検討した高度経済成長と生活変化に関する３つの課題のうち，今年

度は「高度経済成長期の生産と消費」をめぐる問題についてワークショップを行ない，その報告・討論記録

集を刊行する。そして，これらの研究成果は研究報告としてはもちろんのことそれとあわせて総合展示のパ

ネルや解説にも活かせるよう考慮する。 

３．今年度の研究経過 

［研究会］ 今年度は４回の研究会を開催することができた。 

 第１回研究会 ４月 26 日（土）・27日（日） 本館 

  研究発表 

   田中 宣一「『山村調査』追跡調査からみた高度経済成長と民俗の変化」 

   井上 治代（東洋大学・准教授） 

        「高度経済成長と葬墓制の変化－日本を中心に韓国との比較研究－」 

   山崎 澄江（昭和女子大学・非常勤講師） 

        「高度成長期地域開発政策の形成－新産業都市の事例－」 

  調査報告 

   共同研究員各位による調査・研究の近況報告 

 第２回研究会 ６月 21 日（土）・22日（日） 本館 

  ワークショップ２「高度経済成長期の生産と消費」を開催 

   発表１ 浅井 良夫「開発の 50 年代・成長の 60 年代－高度成長期の経済と社会－」 

   発表２ 小堀  聡（名古屋大学経済学部講師・経済史） 

            「高度経済成長とエネルギー革命－その日本的特徴－」 

   発表３ 湯川 洋司「高度成長時代における山村の生業・生活変化 

                  －愛媛県西予市野村町惣川を中心に－」 

   発表４ 中村 政則「大量生産・大量消費・大量廃棄－ゴミ処理問題を中心に－」 

       楡井  久（NPO 法人日本地質汚染審査機構理事長 地質汚染診断士） 

            「教えてください。－土壌汚染対策法にともなう環境ビジネス 

            （調査浄化ビジネス・土地取引ビジネス）は，実体経済の概念での経済活動で 

しょうか？」 

   総合討論（座長：浅井良夫） 

 第３回研究会 ８月 31 日（土）・９月１日（日） RCC 文化センター会議室（広島）・岡山 

  研究発表 

   千田 武志（広島国際大学・教授） 

    「高度経済成長が川上と川下の住民にもたらした影響－太田川を例として－」 

   藤井  昭（広島女学院大学・名誉教授） 

    「高度経済成長期前後における村内集団の変遷 

             －太田川中流域（真宗地域）の場合－」 

   安藤 福平（広島県立文書館・副館長）「開発の時代－広島県行政文書 1955－1975」 
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  現地見学 水島コンビナート 新日本石油精製（株）水島製油所他 

 第４回研究会 12 月 20 日（土）・21日（日） 本館 

  研究発表 

   山田 和代（滋賀大学・准教授）「労働組合運動と女性－高度経済成長期を中心に－」 

   市原  博（駿河台大学・教授）「サラリーマンの社会経済史」 

   澤畑 利昭「鬼の舞う庭は，どうなった」 

   関沢まゆみ「高度経済成長と地域社会の変化－栃木県芳賀郡市貝町の調査より－」 

４．今年度の研究成果 

 上記のような今年度の計４回の研究会の開催に関する記述にもあるとおり，経済史学や民俗学に限らず多

様な学問分野の研究動向が紹介され，その知的情報と問題の所在に関する情報を共有することができた。そ

して，このような多様な学問分野における高度経済成長期に関する研究動向の確認により，各分野ともこの

時代の生活変化に焦点をあてた研究は実はまだ必ずしも多くないことがわかってきた。それにより，この時

代の生活変化をとらえるための，共通課題の設定を試みることとして，今年度は第２回研究会においてワー

クショップ２「高度経済成長期の生産と消費」を開催し，研究発表の後，とくに資源と生活についての討論

を行なった。エネルギー革命の後，1970 年代以降，山村における生活が大きく変化したことをあらためて確

認するとともに，高度経済成長期の大量物流とゴミ処理問題とそれに対する自治体の対応の実態，またメデ

ィアのもつ世論への影響の大きさ，などが議論された。この研究会記録は報告・討論記録集として簡易製本

（194 ページ）のかたちでまとめることができた。 

５．共同研究員（◎は研究代表者，○は研究副代表者） 

 浅井 良夫 成城大学経済学部           岩本 通弥 東京大学大学院総合文化研究科 

 小椋 純一 京都精華大学人文学部         小島 孝夫 成城大学文芸学部 

 澤畑 利昭 フリー・プロデューサー        新村  拓 北里大学一般教育部 

 田中 宣一 成城大学文芸学部           永江 雅和 専修大学経済学部 

 湯川 洋司 山口大学人文学部           中村 政則 一橋大学名誉教授 

 松田 睦彦 成城大学文芸学部          ○関沢まゆみ 本館・研究部・准教授 

 原山 浩介 本館・研究部・助教         ◎新谷 尚紀 本館・研究部・教授 

 安田 常雄 本館・研究部・教授 

 

 

（2） 「列島における生活誌の総合的研究」 

（研究代表者 常光 徹） 

 

１．目 的 

 人びとが生きていく生活の現場を注視するとき，そこに展開している知（知識）と技（わざ）（技術・技能）

に関する伝承は，人間の営為の根幹に横たわるテーマとして浮上してくる。本研究は，日本列島を舞台に日々

の生活を営む人びとのあいだに培われてきた知と技のあり方を，現代の民俗を基軸に総合的に研究するもの

である。 
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 Ａブランチ「兆・応・禁・呪の民俗誌」は，人の生死にまつわる予兆や禁忌，治病の呪いなど，日々の人

間関係や衣食住・身体などに関する伝承が対象である。災禍を防除する方法・手段としての呪術（呪い）は

生活技術として機能しているが，従来，技術を裏づける基礎としてあるべき知識や心意との関係については

十分な検討がなされてこなかった。ここでは，技術と知識のありかたを多面的な視座から考察することで新

たな知見の獲得を目指したい。 

 人間は手段としての技術を介して自然に働きかけていくが，そこには技術を保有する人びとの自然観や自

然認識が深く関与している場合が少なくない。Ｂブランチ「自然と技の生活誌」では，農業，漁業，狩猟，

採集，都市の生業等を取り上げて，自然と直に向かい合う人びとの身体的技能の特質と，技能を裏づけてい

る自然知や暗黙知の考察をすすめる。さらに，生業の技術をとりまく社会的，歴史的課題に取り組む。生業

の現場における自然と人間が織り成す知と技との関係が主題である。 

 Ａ・Ｂ両ブランチが措定する対象の違いとそこでの多様なありようへの関心は，知と技の関係について総

合的研究を目論む本企画の基本的な枠組みだが，同時に，一見異質に映る両者のあいだに通底している諸課

題についても議論を重ねたい。自然知や暗黙知といわれるものの内実は，兆・応・禁・呪の背後にある感性

や価値観といった心性の問題と深層のレベルで交錯していると予想される。相互の研究状況を共有し幅広い

発想を醸成する機会として，年に１回は合同研究会の開催を計画したい。 

 

Ａ 「兆・応・禁・呪の民俗誌」2007～2009 年度 

（研究代表者 常光 徹） 

 

１．目 的 

 本研究は，俗信という用語で総称される「兆」「応」「禁」「呪」に関する知識と技術のあり方を，民俗学を

基軸に考古学，歴史学，文化人類学，宗教学等の知見を総合することで，多面的な視座から明らかにしよう

とするものである。 

 兆（予兆）は「カラス鳴きがわるいと誰か死ぬ」といった伝承で，ある現象を手がかりとして現在から未

来を推測する知識をいい，その対象は自然現象をはじめ身体，動植物など多岐に及ぶ。応は何らかの結果を

確認して，つまり現実に発生した事象から過去に向かって原因を推測する知識である。禁（禁忌）は「何々

をしない」という禁止事項で，違反した際の予想される制裁を伴っている場合が多い。呪（呪術）は主に災

禍を防ぎ除去するための手段・方法だが，禁忌と呪術は共に生活技術として機能しているといってよい。 

 知識・技術としての俗信は，列島における民俗文化の多様な領域に亘って伝承されているだけでなく，史

資料をはじめ文学作品や絵画資料等のなかに数多く確認することができる。本研究では，俗信の民俗をめぐ

る多彩な研究の可能性を探るとともに，文献資料や絵画資料等にみえる俗信がどのような意味を含み，歴史

的展開や変容の過程をたどったのか，諸資料をもとに現在の伝承を視野に入れながら解明したい。また，俗

信の実態調査を行い，生活の具体的な場面で機能している伝承の拘束性や民俗的な意味について明らかにす

る。従来，「兆」「応」「禁」「呪」は心意現象と深くかかわる伝承として注目されてきた。俗信の深層にある

人びとのものの感じ方や世界観といった心性をめぐるテーマも検討課題である。とくに，本研究の成果を総

合展示に活用する目的から，妖怪や幽霊を対象とした他界観に関する議論を深めたい。 
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２．今年度の研究目的 

 「兆」「応」「禁」「呪」は多領域にまたがる越境的な性格を帯びている。共同研究者が関心をもっているテ

ーマをもとに研究発表を行い，学際的な討議を重ねるなかから，知識と技術としての俗信の多様な可能性を

探る。とくに，民俗とは異なるテーマについて，俗信的な発想や研究の成果を視野に入れることで拓けてく

る多彩な可能性を追究したい。また，フィールド調査を実施し，俗信の動態的な把握を目指す。調査では，

これまでのような各分野に散在する俗信というとらえ方ではなく，俗信そのものに視点を据えたところから

民俗事象を見ていく，「俗信の民俗誌」とでもいうべき方法を念頭に置いた聞き取りを行いたい。また，総合

展示を視野に入れた妖怪・怪談に関する資料の収集と研究を推進したい。 

３．今年度の研究経過 

 第１回研究会 

  ６月 14 日（土） 国立歴史民俗博物館 

   大久保純一「暗闇の発見－江戸末期浮世絵の怪奇表現」 

   勝田  至「火車の誕生」 

  ６月 15 日（日）国立歴史民俗博物館 

   川田 牧人「身体と諒解－ポスト世俗的呪術論としての半・反理解」 

 第２回研究会 

  10 月 18 日（土） 国立歴史民俗博物館 

   荻野 夏木「『俗信』と『文明開化』」 

   横山 泰子「江戸時代の手品とおまじない」 

  10 月 19 日（日） 

   村木 二郎「経塚の造営と聖地の形成」 

   花部 英雄「夢の呪い歌」 

 第３回研究会 

  ２月７日（土） 高知県立歴史民俗資料館 

   樋口かほり「葬送習俗『正月女』の伝承－高知県における葬儀社の介在－」 

   山本 志乃「市の生活誌－高知の日曜市と千葉・大多喜の定期市から－」 

   梅野 光興「『潮ばかり』考」 

  ２月８日（日），９日（月） 

   高知県須崎市，津野町，檮原町の民俗調査（潮ばかり・高野の舞台・竜王神社） 

４．今年の研究成果 

 多領域にまたがって伝承されてきた俗信について，近世絵画や信仰，葬送習俗など多面的な視座から検討

し，俗信の機能とその影響力について議論を深めることができた。たとえば，勝田至「火車の誕生」は，火

車に関する多数の史料や民俗事例を分析し，話型の分類やその歴史的な変遷，民間伝承との関係について明

らかにした。荻野夏木「『俗信』と『文明開化』」は，明治初期において，民衆の生活のなかにどのような俗

信が伝承されていたか，また，それと関係してどのような社会現象がみられたのかを論じたものである。梅

野光興「『潮ばかり』考」は，高知県指定文化財「野見の潮ばかり」について関連する民俗行事を視野に入れ

ながら潮ばかりの年占的な性格について考察した。２月の研究会は，Ｂブランチ「自然と技の生活誌」と共
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同で開催し，民俗知と技のあり方について有益な議論を展開した。また，民俗展示の新規構築にかかわる妖

怪・怪異についても近世の事例を中心に検討した。 

５．共同研究員（◎は研究代表者，○は研究副代表者） 

 梅野 光興 高知県立歴史民俗資料館         梅屋  潔 東北学院大学教養学部 

 勝田  至 芦屋大学                川島 秀一 気仙沼リアス・アーク美術館 

 川田 牧人 中京大学現代社会学部          川野 和昭 鹿児島歴史資料センター黎明館 

 小島 博巳 ノートルダム清心女子大学人間生活学部  斉藤 研一 武蔵大学 

 篠原  徹 人間文化研究機構            鈴木 正崇 慶應義塾大学文学部 

 崔  錫栄 韓国中央大学校             花部 英雄 國學院大学文学部 

 横山 泰子 法政大学工学部             鯨井千佐登 宮城工業高等専門学校（客員教授） 

 大久保純一 本館・研究部・教授           村木 二郎 本館・研究部・准教授 

 小池 淳一 本館・研究部・准教授         ◎常光  徹 本館・研究部・教授 

○松尾 恒一 本館・研究部・教授           安室  知 本館・研究部・教授 

 山田 慎也 本館・研究部・准教授 

 ［リサーチアシスタント］ 

 村山 絵美 総合研究大学院大学・大学院生 

 

Ｂ 「自然と技の生活誌」2008～2010 年度 

（代表研究者 安室 知） 

 

１．研究の目的 

 人は「生きていく方法」として，直接的であれ間接的であれ，自然と対峙し，その関係性のなかで生業を

営んできた。この自然と人の間を媒介するのが技術ということになるが，その基盤をなすのは豊に蓄積され

た自然をめぐる民俗知識である。 

 本研究において第一に着目する点は，列島における生業の技術である。生業の技術とは，道具（機械）と

身体的技能および生態的技能の総和であるという観点から，とくに身体的技能と生態的技能に焦点をあわせ

て，民俗知識（自然知・暗黙知）の総体とその構造を明らかにしたい。 

 また，生業として取り上げる対象は農業，漁業，林業，狩猟採集，都市型生業および交通・交易など多岐

におよぶが，生業の技術に支えられる生活を，生業複合という高次の技術段階から列島の生業文化を捉えな

おすことが，第二の着目点となる。 

 一般に人の生活は進化史的な理解をされてきたが，それは技術のうち道具（機械）の発達に注目した観点

であり，実態は道具の進歩と身体的技能および生態的技能は反比例の関係にあるのではないかというのが，

本研究の基本的なアイディアである。たとえば，近世農書や現在の生業技術からうかがうことのできる近世

の生業は，身体的技能や生態的技能は，工業技術化の進んだ現代農業より高いレベルにあった可能性もある。

したがって，生業技術の変遷として，近世末・昭和初期・現代に時間軸を設定して技術の連続性と非連続性

を明らかにする。これが第三の着目点である。 

 そして「生きていく方法」としての生業活動を突き動かすのは，人の生活を包含する社会性である。従来，
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人の生業活動における社会的な側面はあまり重視されてこなかった。生産の場である山や海などの所有関係

には生業活動との関連でとくに注目したい。つまり親族構造や社会関係などを技術の社会知としてとらえ，

それらの運用が技術の効率にどのように関連するか考察することを第四の着目点としたい。 

 以上の研究を通して新たな生活環境史の構築を構想する。そして，それをもって，総合展示第４室（民俗）

リニューアルにおける「生活世界における生業と技術」の展示研究および展示資料収集を推進することを本

研究の主な成果としたい。 

２．今年度の研究目的 

 基本的には，研究目的に挙げた四つの着目点を順次年度毎にテーマとして研究を遂行する。第１年目とな

る本年度は，諸生業における身体的技能と生態的技能に注目して列島の技術の特徴を探る。対象としては，

共同研究者が対象としている生業研究（農業，漁業，林業，狩猟採集，そしていわゆる職人などといわれる

人びとの生業）における身体的技能および生態的技能をとりあげた。研究の進め方としては，共同研究メン

バー各自によるフィールドワーク（資料収集を含む）を進めるとともに，その成果をもとに共同研究会を開

催する。また，Ａブランチの共同研究会との合同の研究会・合同調査もおこなった。 

３．今年度の研究経過 

 ○第１回共同研究会 

  ７月 11，12 日（土・日）に，歴博第２会議室にて開催した。 

  研究代表者が本共同研究の目的と，そこに至るまでの研究経過について説明した。また，本共同研究の

目的のひとつである総合展示リニューアル（第４室民俗展示）の構想について現在の進捗状況を説明し，

質疑応答をおこなった。その後，本共同研究で取り組む研究テーマについて共同研究メンバー各人が構想

を述べ，全体で検討をおこなった。 

 ○第２回共同研究会 

  10 月 12，13 日（日・月）に，歴博第２会議室にて開催した。 

  テーマを「農をめぐる技術と技」に設定し，「土地に刻まれた記憶と歴史－溜池の呼称変化に注目して－」

（安室知，歴博：共同研究メンバー），「近江の環境と農耕技術」（岸本誠司，東北芸術工科大学：ゲストス

ピーカー），「農業技術＝農具＋わざ：農具には遺伝子がある」（河野通明，神奈川大学：ゲストスピーカー）

の３本の研究発表をおこない，農の世界にみる技術の体系と民俗知の関係について検討した。 

 ○第３回共同研究会 

  2009 年２月７，８，９日（土・日・月）に，高知市において，Ａブランチの共同研究「兆・応・禁・呪

の民俗誌」と合同して共同研究会を開催した。基幹共同研究「列島の生活誌に関する総合的研究」を形成

する２つのブランチが共同して，日曜市（高知市），潮ばかり神事（須崎市），檮原の各地を巡検調査した。

また，「市の生活誌－高知日曜市と大多喜の定期市から－」（山本志乃，旅の文化研究所：Ｂ共同研究メン

バー），「葬送習俗『正月女』の伝承－高知県における葬儀社の介在－」（樋口かほり，高知大学学生：ゲス

トスピーカー），「潮ばかり考」（梅野光興，高知県立歴史民俗資料館：Ａ共同研究メンバー）の３本の研究

発表をおこない，現代の町場と農村部の生業について比較討論した。 

４．今年度の研究成果 

 農に関する技術と民俗知について，口頭伝承，文献資料，および物質文化（民具）の各視点から検討する

ことができた。その結果，農をめぐる複合生業のあり方について検討を深めることができた。また，町場の
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生業技術に関しては，市の商いについて，高知の日曜市を実際に巡検することで，実態に即した議論をおこ

なうことができた。 

 そうした共同研究会における研究発表や巡検調査とは別に，佐渡島，屋久島，岐阜白川郷，北海道白老町，

千葉大多喜町などにおいて共同研究メンバーによる個別のフィールド・ワークが進められた。この個別調査

は共同研究会の目的にあわせておこなわれたものであり，その成果については順次，共同研究会の場で披露

される予定である。 

５．共同研究員（◎は研究代表者，○は研究副代表者） 

 池田 哲夫 新潟大学教育研究院          篠原  徹 人間文化研究機構 

 高橋 美貴 東京農工大学大学院          田口 洋美 東北芸術工科大学芸術学部 

 中井 精一 富山大学人文学部           中西僚太郎 筑波大学大学院 

 山下 裕作 農村工学研究所            山本 志乃 旅の文化研究所 

 湯川 洋司 山口大学人文学部           青木 隆浩 本館・研究部・准教授 

 小池 淳一 本館・研究部・准教授         内田 順子 本館・研究部・准教授 

 常光  徹 本館・研究部・教授          西谷  大 本館・研究部・准教授 

◎安室  知 本館・研究部・教授         ○吉村 郊子 本館・研究部・助教 

 ［リサーチアシスタント］ 

 渡部 鮎美 総合研究大学院大学・大学院生 

 

 

［基幹研究］（人間文化研究機構連携研究） 
 

（1） 交流と文化変容に関する史的研究 2006～2009 年度 
 

Ａ 「唱導文化の比較研究」2006～2009 年度 

（研究代表者 林 雅彦） 

 

１．目 的 

 ユーラシアと日本における人間文化の様相を宗教の側面から解明することが本研究の根幹の目的である。

21 世紀において宗教の問題は政治経済などをめぐるイデオロギーの問題以上に根深く，困難であることが地

球規模で確認されつつある。そうした問題を考え，解決につなげるために多様な学問の学際的な協力が必要

であることはいうまでもない。2005 年に日本で開催された第 19 回国際宗教学宗教史会議世界大会でもそう

した意識のもとに多くのパネルが組まれたことは記憶に新しい。しかし，宗教学や宗教史学以外の学問領域

との接合や越境的な討論の場は未だ充分に設けられていない。本研究はそうした欠を補うべく，東アジア各

地域における宗教の生活文化への展開の様相を民俗学，歴史学，文学といった複眼的な視点で解明していく

ことを目標としている。 

 東アジアにおいては仏教が宗教としては最も広くさまざまな地域の文化への浸透，融合を遂げている。ま

た道教やイスラム教も一定の広がりを持ち，儒教や日本の神祇信仰も歴史のなかで大きな役割を果たしてき
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た。さらに陰陽道や修験道は日本列島におけるローカルな宗教的知ではあるが，アジアにおける諸宗教の混

淆をよく示すものである。しかし，それらを宗教の多様性と伝播としてとらえただけでは，正確な理解は困

難である。なぜならば，生活世界における仏教の影響は宗教的な領域に限らず，文芸や絵画，彫刻あるいは

習俗などといった多くの面に及んでおり，そうした領域におけるさまざまな展開は単純な宗教の受容をこえ

て，当該の社会における一種の文化的な特徴を形成しているからである。そこで，こうした生活のなかに展

開した宗教文化の姿をとらえる視点として，仏教用語の「唱導」という語を積極的に用いて，宗教文化の比

較研究の基本的かつ斬新な視座を追究することを目的としたのである。 

２．今年度の研究目的 

 年度末に開催する国際シンポジウムの企画立案を通して，唱導文化研究の方法論的な特質について議論を

深めていく。また，国内においては地域社会における修験道の展開と文書，典籍の書誌的な調査を引き続き

実施し，資料の整理を進める。併せて映像資料の媒体変換を通して新たな研究方法の模索も行う。 

３．今年度の研究経過 

 （1）年度末の国際シンポジウムに向けて，連携研究の「ユーラシアにおける音楽・芸能と交流のイメージ」

班との合同研究会を開催し，相互理解を深めるとともに，シンポジウムの方向性や海外から招聘する研究者

の人選等を議論した。 

 ①第１回研究会（2008 年４月 26 日，明治大学） 

  １）インドにおける芸能・音楽に関する調査報告（田森雅一，福原敏男） 

  ２）「唱導文化」研究の動向と可能性（小池淳一） 

 ②第２回研究会（2008 年 11 月３日，明治大学） 

  １）各セッションの企画者による趣旨説明（寺田吉孝，笹原亮二，小池淳一）と討論 

  ２）シンポジウムにおける発表予定者４名による発表内容の紹介（伊東信宏［寺田が代理で報告］，高達

奈緒美，荒見泰史，福岡正太） 

 （2）福島県只見町の里修験の聖教類に関する調査，検討を行った。関連資料は整理の上，福島県歴史資料

センターに移管されることになり，目録作成が急務となった。 

 （3）週一回のペースで，映像資料の媒体変換および目録作成作業を進めた。原資料所有者である絵解き研

究会との間で，利用協定を結ぶ報告で条件整理を進めている。 

４．研究成果の公開 

 上記のように国際シンポジウム「パフォーマンスと文化－ユーラシアと日本における交流と表象－」の開

催及び，予稿集の編集，刊行を通して，本共同研究の成果を公開，社会発信した。 

５．共同研究員（◎は研究代表者，○は研究副代表者） 

 浅野 春二 國學院大學             阿諏訪青美 横浜市歴史博物館 

 荒見 泰史 広島大学              伊藤 龍平 台湾・南台科技大学 

 金  時徳 大韓民国・国立民俗博物館      久野 俊彦 栃木翔南高校 

 洪  潤植 大韓民国・東国大学         高達奈緒美 東洋大学 

 笹原 亮二 国立民族学博物館          澤  博勝 福井県立博物館 

 徳田 和夫 学習院女子大学           南  根祐 大韓民国・東国大学校 

◎林  雅彦 明治大学              原   聖 女子美術大学 
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 ブライアン・ルパート アメリカ・イリノイ大学  丸山  宏 筑波大学 

 山田 厳子 弘前大学              尹  光鳳 広島大学 

 吉原 浩人 早稲田大学             渡  浩一 明治大学 

○小池 淳一 本館・研究部・准教授        常光  徹 本館・研究部・教授 

 松尾 恒一 本館・研究部・准教授        山田 慎也 本館・研究部・准教授 

 

Ｂ 「国民国家の比較史的研究」2006～2009 年度 

（研究代表者 趙 景達） 

 

１．目 的 

 本研究は，非ヨーロッパ世界で，ヨーロッパとの接触・交流によって，国民国家が形成される歴史的過程

について，主に 19 世紀という時間的枠組みを設定して比較研究しようとするものである。19 世紀という枠

組みを設定したのは，たとえば日本で考えてみると，18 世紀末期の寛政期に明確になり始めた社会的な変化

が，ロシアの南下政策をきっかけとする対外的危機と関係しながら，広く，深く進行することを念頭におい

ているからである。19 世紀の前半期は，18 世紀後半以降の民間教育力の飛躍的な向上，生産流通過程の下か

ら変質を背景として，おもに都市・在郷町の文化人層を担い手としてではあるが，自らの地域社会から広く

国家・民族全体にまで及ぶ歴史や文化を自覚的に学ぼうという動きが顕著に見られる。こうした言わば対外

的な危機感に刺激されつつ，自らの民族的アイデンティティを探そうとする動きのなかから，のちの国文学・

国史学・民俗学などにつながるような諸学問が生まれ，あえて言えば「国民」を形成する歴史や文化を「発

見」することになる。こうした内的な契機を考慮しつつ，その後の対外関係（ヨーロッパ世界との接触・交

流）をも含めた政治過程を追うことで，日本における国民国家形成の特質を考えることが現在の日本史研究

上では大きな課題となっている。さらに，従来，近世と近代とを分かつ画期を明治維新（もっとも広くとっ

て，天保期から明治憲法体制の成立まで）に置いてきたことについても，「近代」そのものへの懐疑や時期区

分論そのものの見直しを迫る動向とあいまって，再考することが求められている。宮地正人が示したように

社会構造の変化と関わった日露戦後経営の持つ意味をも含めて考えると，18世紀末から19世紀初頭まで，「長

い 19 世紀」としてくくることで，日本における国民国家形成過程を総体として捉え直すことができるのでは

ないかと考える。 

 一方，目を日本以外の非ヨーロッパ世界に転じてみると，国家権力によって一方的に「国民が創られる」

のではなく，「国民になる」という自発的契機をも含めて考え直すことが求められているとともに，ヨーロッ

パ世界，とくにフランスで「発見された」国民国家のモジュールをそのまま当てはめるのではなく，非ヨー

ロッパ世界のそれぞれの国家や社会における特質をも含めて比較研究することが不可欠であることはあらた

めて言うまでもない。本研究では，中国・韓国からトルコまでの範囲の「アジア」や東欧・北欧のなかから

のいくつかの国や地域を選択し，今後比較研究を進めるために不可欠な論点の整理と研究条件の整備とを課

題にしたい。 

２．今年度の研究目的 

 近代アジアにおいて国民国家化に「成功」した日本とベトナムの国民国家化とを比較し，その違いについ

て考える。そのためにベトナムを訪問，現地研究者との意見交換を行った。また，11 月 29 日に「国民国家
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形成期の民衆運動と政治文化」と題するシンポジウムを行った。 

３．今年度の研究経過 

 ９月にベトナムを訪問し，ハノイ国家大学人文社会科学大学の研究者とシンポジウムを開いた。この時の

成果もふまえて，11 月 29 日には「国民国家形成期の民衆運動と政治文化」と題するシンポジウムを明治大

学で行い，他の国家との比較もまじえて日本の国民国家化との違いについて討論した。さらに，３月 28～29

日に国立歴史民俗博物館において開催された国際シンポジウム「パフォーマンスと文化－ユーラシアと日本

における交流と表象－」に参加した。 

４．今年度の研究成果 

 ハノイ国家大学人文社会科学大学において行われたシンポジウムの成果を，報告集『ベトナムにおける国

家と民族』として刊行した。 

５．共同研究員（◎は研究代表者，○は研究副代表者） 

 秋葉  淳 千葉大学            アン．ウォルソール カリフォルニア大学 

 石田  憲 千葉大学            今井 昭夫 東京外語大学 

 小河原宏幸 明治大学            小沢 弘明 千葉大学 

 川口 幸也 国立民族学博物館        愼  蒼宇 都留文科大学 

 須田  努 明治大学            高木 博志 京都大学人文科学研究所 

◎趙  景達 千葉大学            鶴巻 孝雄 東京成徳大学 

 野林 厚志 国立民族学博物館        羽賀 祥二 名古屋大学大学院 

 朴  花珍 大韓民国釜慶大学        M・Ｓスティール 国際基督教大学 

 山田  賢 千葉大学            若尾 政希 一橋大学 

 渡辺 浩一 国文学研究資料館        青山 宏夫 本館・研究部・教授 

 岩淵 令治 本館・研究部・准教授      大久保純一 本館・研究部・教授 

○久留島 浩 本館・研究部・教授       小池 淳一 本館・研究部・准教授 

 日高  薫 本館・研究部・准教授 

 

Ｃ 「移民史の比較研究」2006～2009 年度 

（研究代表者 今泉裕美子） 

 

１．目 的 

 本研究は，日本へのあるいは日本からの移民の往来，定着を第二次世界大戦を軸に比較研究することで，

ユーラシアにおける東アジア地域の形成と変容を移民という「人の交流」から明らかにすることを目的とす

る。 

 従来，日本へのあるいは日本からの移民に関する研究では，移民政策と移民現象の関連づけ，移民の送り

出し・受け入れ地域社会の形成・変容と相互の関係性，移民を通じたモノ，カネ，情報，技術，文化，思想

の往来が地域社会の形成や変容にどのような影響を及ぼしたのか，については十分に検討されてこなかった。

また，東アジアという地域の形成や変容を，移民を対象とする上述のようなアプローチによる「人の交流」

から特徴づけた研究は行なわれていない。一方，第二次世界大戦を軸に据えた日本人移民の研究については，
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総合的な研究が発表されているが（移民研究会編『戦争と日本人移民』東洋書林，1997 年），各地域におけ

る移民政策と移民現象を共時的に関連づけたり，東アジア地域の形成・変容という視点からのアプローチは

なされてこなかった。 

 この研究では，日本からの移民の送り出し・受け入れについて，従来の研究の成果を踏まえつつ，移民の

くらし，送り出されたあるいは定着した地域社会のありようを政治，経済，社会，文化の側面から分析し，

地域社会の制度，階層，階級を形成，変容させる移民を，国家，民族，同郷者，運動体，ジェンダー，家族，

職業，子ども，学校，などのさまざまな集団の諸関係から捉える。その際，従来は移民という範疇では必ず

しも十分に対象とされてこなかった在日朝鮮人，アイヌなどについてもとりあげる。 

 また，第二次世界大戦を軸に，日本の植民地支配体制の戦時化，敗戦による日本の植民地・占領地の脱植

民地化，日本の国際社会への「復帰」という過程のなかで，移民の進出，引揚げ，あるいは定着から移民の

送り出し・受け入れ地域社会の変容を通時的に捉えることで，ユーラシアの変動のなかに東アジア地域の変

容を特徴づける。 

２．今年度の研究経過 

 ・第１回研究会 2007 年４月 22 日 「引揚げ」研究をめぐっての議論と史料状況についての情報交換 

（於：法政大学市ヶ谷キャンパス） 

   本研究班では，終戦後の外地からの引揚げに焦点を絞り，各共同研究者が担当地域に関する資料の収

集と引揚げをめぐる分析を行うことを策定した。また，資料状況についての情報交換を行い，今後の研

究推進のための手順を策定した。 

 ・第２回研究会 ７月 23 日～24 日 「博多港における引揚げの実態と研究動向」研究集会 

   ７月 23 日 午前中に九州大学箱崎キャンパス中央図書館旧農学部蔵書における旧植民地関係資料の

調査。閲覧・複写を行った。 

   午後は，シンポジウム「博多港における引揚げの実態と研究動向」を開催し，①「引揚港博多を考え

るつどい」のメンバー３名からの証言，②博多港引揚資料目録作成に関する福岡市職員の方による説明

をうかがい，最後に一橋大学院生による朝鮮人帰還に関する研究動向の報告を受け，活発な討論を行っ

た。 

   ７月 24 日 午前中に博多港にある引揚記念塔を見学したのち，福岡市市民福祉プラザに所蔵されてい

る，博多港引揚資料目録記載の資料に関して閲覧・複写を行った。 

 ・第３回研究会 ８月 24 日～９月 15 日 米国シアトルにて日系人関係資料に関する研究交流および史料

調査，アーキビストとの研究交流，ならびにワシントン DC における資料調査 

   歴博６室展示プロジェクトと合同で，シアトルにおいて日系人関係資料の調査を行った。また，

Bainbridge Museum，シアトル市内の日系移民資料センターDENDSHO，ならびにタコマ大学で研究交流を

行い，日系移民の戦中の動向，ならびに引揚げをめぐり議論を行った。この他，ワシントン DC の National 

Archive において，引揚げに関わる資料調査を実施した。 

 ・第４回研究会 10 月 20 日 各メンバーによる研究報告（於：法政大学市ヶ谷キャンパス） 

   共同研究メンバーが，研究の進捗状況を報告し，また，資料の所在等に関する情報の整理を行った 

 ・第５回研究会 11 月 10 日（於：法政大学市ヶ谷キャンパス） 

   「中国南北の国境地域における人の移動と交流，および国家政策」班（塚田代表）との合同研究会。 



22 

   「中国人と日本人の移住の方式の比較研究－華人の移住と日本人の中国への移住を中心として」 

   現在の中国人とくに華僑華人の各地（北米・日本・東南アジア）への世代の違いをふまえた移住の方

式，および 20 世紀前半期における日本人の中国への移住の方式の事例を通じて，中国人と日本人の移住

方式の比較検討を行った。さらには中国の国境地域の非漢族の場合との相違，日本人の他地域への移住

との相違，ついで国家を含む地域社会と移住との関わり，移住を通じて見えてくる地域社会のありよう

といった問題につなげて，東アジアにおける移住・移動の位置づけについて検討した。研究分担者の方

法論の違いを活かした，対象に迫るうえでの学際的な議論を行い得た。報告者，コメンテーターは以下

の通り。 

  陳天璽氏（国立民族学博物館）「華人の移動とその目的－世代・地域別比較の試み」（塚田班） 

  コメント：木村自氏（大阪大学）（塚田班） 

  柳沢遊氏（慶応大学）「日本人の中国進出とその定着」（今泉班） 

  コメント：曽士才氏（法政大学）（今泉班） 

 ・第６回研究会 12 月 22 日（於：沖縄県立芸術大学） 

   「ユーラシアにおける音楽・芸能と交流のイメージ」班との合同研究会。 

   「移民社会の芸能の記録－映像メディアの可能性」 

   国立民族学博物館制作のビデオ番組「大阪のエイサー」を上映し，映画の内容に基づいて，移民社会

における音楽・芸能の位置づけ，音楽・芸能の記録における映像メディアの可能性などについてディス

カッションを行った。 

 ・第７回研究会 2008 年１月 25 日（於：法政大学市ヶ谷キャンパス） 

   2007 年度国際シンポジウム準備報告会及び本年度研究活動の総括 

   本班のシンポジウム報告予定者宮本正明氏による報告（「日本占領期における朝鮮人の移動と日本政府

の認識・対応」）と，１年間の研究活動に関する総括および来年度の研究計画に関する議論を行った。 

 ・第８回研究会 2008 年２月 24 日～28 日（於：韓国，国民大学校日本学研究所・韓国学研究所） 

   2008 度の同研究所との研究交流会の準備研究会として，韓国の国民大学校の日本学研究所ならびに韓

国学研究所の関係者と意見交換をおこなうとともに，日本敗戦に伴う朝鮮人の帰国や朝鮮からの日本人

の引揚げに関わる韓国での研究動向について情報を収集する。 

３．今年度の研究成果 

 これまでの研究調査・交流について報告集を作成中であるが，一部はすでに国際シンポジウム『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』（2008 年３月１～２日，於：京都市国際交

流会館）の第３セッション「人間の移動から見た国民国家」において，報告した。 

  「日本占領期における朝鮮人の移動と日本政府の認識・対応」宮本正明 

４．共同研究員（◎は研究代表者，○は研究副代表者） 

 榮野川 敦 沖縄県うるま市教育委員会文化部    木村 健二 下関市立大学経済学部 

       市史編さん課 

 曽  士才 法政大学国際文化学部         竹野  学 札幌医科大学医学部 

 宮本 正明 （財）世界人権問題研究センター    村川 庸子 敬愛大学国際学部 

 柳沢  遊 慶応義塾大学経済学部         山下 靖子 津田塾大学国際関係研究所 



23 

◎今泉裕美子 法政大学国際文化学部（本館客員教授） 原山 浩介 本館・研究部・助教 

○安田 常雄 本館・研究部・教授 

 ［リサーチアシスタント］ 

 佐久間俊明 総合研究大学院大学・大学院生 

 

 

［基盤研究］ 
 

（1） 科学的資料分析研究 
 

Ａ 「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」 

2007～2009 年度 

（研究代表者 齋藤 努） 

 

１．目 的 

 様々な歴史資料の材質や産地・年代を明らかにする方法として，これまで行われてきた化学分析のほかに

画像分析を加えて多角的に資料の特性を把握するための開発研究を行う。研究の蓄積のある金属技術資料を

中心とし，画像分析による材質判定の開発研究を試行するのに適した関連資料についても対象とし，工芸技

術全般の解明をめざす。化学分析については，組成分析，鉛同位体比法による原料産地推定，金属組織によ

る材質調査，年代測定などを主に行う。画像分析については，光源・撮影状態による材質の判定分析，各部

の形状の自動判断による分類，表面状態の判別，分光反射率や可視蛍光反応などの手法を用いた立体物の評

価について，分析方法の開発とその有効性を検討する。 

２．今年度の研究計画 

 平成 19 年度には，対象にできそうな資料の絞り込みを行い，その材質と研究目的に最も適した調査手法を

多くの画像分析法の中から選択するための検討を行ったが，これまでの経験の蓄積があまりない新規な分野

のため，試行錯誤で進めている状態であり，まだ十分に資料種別や方法を確定できていない。平成 20 年度も

引き続き試行を行いながら検討を加えていく必要がある。 

 鉄製品・青銅製品については，国内出土資料についての調査を継続し，青銅製品として形状のわかりやす

い馬形帯鉤，鏡など館蔵資料から画像形状の数値化判定や材質の画像分析などの試みを開始する。製錬開始

時期関係資料については，仏教関係資料として梵鐘，経筒のほか，相輪，風鐸なども視野に入れ，資料選択

と平行して化学分析と画像分析を開始する。美術工芸品・武器類については，主として錦絵を対象とし，製

品の他に版木に残存する染料，顔料も含めて，化学分析と画像分析の測定法の検討とデータの蓄積を行う。 

３．今年度の研究経過 

 今年度は本研究の主旨に合致するような研究対象資料をいくつか抽出し，分析と考察を加えた。全体研究

会は下記のとおりである。 

 10 月 16 日 （歴博） 

 ・研究発表 
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  「日本出土のヒ素含有鉄器について」（永嶋正春） 

  「韓国蔚山・達川遺跡から出土したヒ素を含む資料の分析結果」（高塚秀治） 

  「日本刀製作時の焼き入れ温度と焼刃土の効果」（齋藤努） 

 ３月５日 （歴博） 

 ・研究発表 

  「ラマンイメージングによる錦絵顔料の分析」（小瀬戸恵美） 

  「画像工学と分析化学の連携による歴史資料解析手法の検討」（宮田公佳） 

４．今年度の研究成果 

 鉄製品と錦絵に対する研究結果に重点をおいて検討を行った。以前から問題になっていたヒ素を高濃度で

含む鉄製品について，国内の出土資料分析結果と遺跡の検討から朝鮮半島との関連が浮かび上がり，また韓

国の達川遺跡出土資料との比較から，韓国蔚山がその原料産地である可能性が指摘された。これについては

特に韓国出土資料について分析例を蓄積していく必要がある。日本刀の焼き入れ工程を対象として，赤外線

サーモグラフィーを利用した温度測定が実施され，刃文と加熱温度との関係，焼刃土の保温効果について検

討が加えられた。錦絵顔料について携帯型ラマン分光分析装置によって材質分析が行われた。この成果は企

画展示「錦絵はいかにつくられたか」でも発表された。 

５．共同研究員（◎は研究代表者，○は研究副代表者） 

 亀田 修一 岡山理科大学総合情報学部      高塚 秀治 学識経験者 

 土生田純之 専修大学文学部           原田 一敏 東京国立博物館 

 安達 文夫 本館・研究部・教授         小瀬戸恵美 本館・研究部・助教 

◎齋藤  努 本館・研究部・准教授       ○坂本  稔 本館・研究部・准教授 

 杉山 晋作 本館・研究部・教授         鈴木 卓治 本館・研究部・准教授 

 永嶋 正春 本館・研究部・准教授        藤尾慎一郎 本館・研究部・教授 

 宮田 公佳 本館・研究部・助教         村木 二郎 本館・研究部・准教授 

 

Ｂ 「【科研型】日韓青銅製品の鉛同位体比を利用した産地推定の研究」 

2008～2010 年度 

（研究代表者 齋藤 努） 

 

１．目 的 

 2004～2006 年度に行った科研費基盤研究「東アジア地域における青銅器文化の移入と変容および流通に関

する多角的比較研究」において，青銅器時代～三国時代を中心に韓国慶尚道地域（旧加耶諸国および新羅の

一部）と日本列島出土の青銅製品を調査し，鉛同位体比測定を行った結果，これまで中国華南産の鉛と考え

られていたグループの中に，慶尚北道大邸近郊の漆谷鉱山産の鉛が含まれる可能性のあることがわかった。

この鉛を含む青銅製品が４世紀ころ出現し増え始める事実が，新羅の大邸地方への勢力版図の拡大と一致す

る傾向が認められた。 

 本研究ではこれと同時代の旧百済地域における状況を調査していく計画である。2007 年度にその端緒とし

て，韓国国立中央博物館と本館との国際学術交流協定にもとづく研究プロジェクトの一環として，リーダー
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シップ支援経費により，韓国国立中央博物館（中央博）が所蔵する青銅製品と日本国内出土資料について調

査を行った。 

 2008 年度からは科研型の共同研究として，引き続き韓国中央博とともに，主として三国時代を中心に韓国

出土資料およびそれと比較できる日本出土資料の調査を行う。当初の申し合わせにより国際学術交流協定に

よる中央博との研究プロジェクトは 2008 年度までを予定しているので，その後は中央博とあらためて協議の

上，場合によっては旧百済地域の資料を所蔵する他機関を含める形で，研究を展開する。 

２．今年度の研究計画 

 下記のような調査・研究を実施する。特に，研究方法と成果の共有化を目的として，日韓の研究者が共同

で資料調査とサンプリングを実施し，また結果に対して考察を加える。 

 ・日本側メンバーによる 2007 年度の研究成果と 2008 年度調査対象資料の検討および事前調査。 

 ・韓国側メンバーが来日し，日本出土資料の調査およびサンプリングを共同で実施。 

 ・日本側メンバーによる国内遺跡の調査およびサンプリングの実施。 

 ・日本側メンバーが韓国を訪問し，日本国内サンプリング資料の結果を検討。また韓国出土資料の調査お

よびサンプリングを共同で実施。 

 ・韓国中央博物館において 2008 年度調査分の結果を検討し，考古学的な考察を行う。 

３．今年度の研究経過 

 ６月３日～７日 

  中央博より３名が来日し，鳥取県，島根県，岡山県，福岡県において朝鮮半島との関連が考えられる古

墳出土資料と，日本における製錬開始前後の鉱山・鋳造資料からの共同サンプリングを実施。 

 ７月 23 日 

  日本側メンバーによる群馬県内における古墳出土資料からのサンプリング。 

 ８月 28 日～31 日 

  日本側メンバー４名が韓国を訪問し，６月サンプリング資料の結果について検討。国立慶州博物館，釜

山大学校博物館において三国時代古墳出土資料からの共同サンプリングを実施。 

 ２月 19 日～21 日 

  日本側メンバー４名が中央博を訪問し，2008 年度調査分の結果を検討。その成果は，２月 20 日に中央

博で開催された学術セミナーにおいて広く韓国内の研究者に公表された。 

４．今年度の研究成果 

 日韓それぞれで行われている分析法について，共同サンプリングによって手法の統一がはかられ，またク

ロスチェックによってほぼ同一の数値を示すことがわかり，データの共有化が可能であることが確認された。

日本国内出土資料については，2007 年度までの成果と同様，これまで中国産と解釈されてきた原料の中に，

朝鮮半島産である可能性のあるものが含まれていることが認められた。また日本において大量の国産原料が

使用開始された際の産地として山口県の鉱山が考えられてきたが，これについても他の産地のものが混ざっ

ている可能性のあることが示唆された。韓国内出土資料については，同一産地の原料と考えられるもののグ

ルーピングと，破片接合資料が同一個体に由来するものかどうかの検討が行われた。 

 これらの成果は２月に中央博で行われた学術セミナーにおいて公表された。詳細は下記の通りである。 

 日本国立歴史民俗博物館－韓国国立中央博物館 共同学術セミナー 
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 『三国時代青銅製品の鉛同位体比を利用した産地推定の研究』 

  日時：2009 年２月 20 日 10：00～17：30 

  場所：国立中央博物館 

     「開会挨拶」李源福（中央博学芸研究室長）・安田常雄（歴博研究連携センター長） 

     「三国時代の銅製品製作について」宋義政 

     「古墳時代後期における西毛（群馬県西部）の渡来系文物」土生田純之 

     「韓国および日本の古代遺跡出土青銅器の鉛同位体比分析」安珠暎・姜炯台 

     「日韓青銅器の鉛同位体比測定結果」齋藤努 

     「三国時代の青銅容器について」金昡希 

     「日本における銅生産の始まり」亀田修一 

     （通訳：李昌煕・平郡達哉） 

５．共同研究員（◎は研究代表者，○は研究副代表者） 

 亀田 修一 岡山理科大学総合情報学部     土生田純之 専修大学文学部 

◎齋藤  努 本館・研究部・准教授      ○藤尾慎一郎 本館・研究部・教授 

 宋  義政 国立中央博物館          金  昡希 国立慶州博物館 

 姜  炯台 国立中央博物館          安  珠暎 国立中央博物館 

 金  在弘 国立中央博物館 

 ［リサーチアシスタント］ 

 李  昌熙 総合研究大学院大学・大学院生 

 

 

（2） 総合的年代研究 
 

Ａ 「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」 

2006～2008 年度 

（研究代表者 坂本 稔） 

 

１．目 的 

 歴史研究において，時間軸は最も基礎的な情報の一つである。形質学に基づく資料調査で獲得されてきた

従来の年代観は，文化圏の相互作用や環境事象との相関といった研究に役立てられている。近年これらの資

料に，年輪年代法や炭素 14 年代法など，自然科学的な手法で信頼度の高い絶対年代が与えられるようになり，

従来の相対年代では困難だった精密な年代観の構築が可能になった。 

 本研究は，自然科学的な年代測定法を軸に，歴史資料の高精度年代を集成することで歴史研究をより実証

的な形で推進させることを目的とする。先史時代については，絶対的な時間軸から日本列島の文化史体系を

確立し，世界史の中での位置づけを図ることを目標とする。また歴史時代については，より高い精度による

年代測定法の可能性を探り，積極的に応用する。 
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２．今年度の研究目的 

 2007 年度に引き続き，年輪年代法や AMS-炭素 14 年代法などの自然科学的な年代測定の活用，とりわけ炭

素 14-ウィグルマッチ法（年代間隔が既知の木材などの試料が対象で，±10～20 年あるいはそれ以下の高精

度の年代測定が可能）により，歴史資料などの年代検証，古民家など文化財建造物の年代，伝統芸能に関わ

る服飾品の年代など，歴史時代に関連した年代研究への新たな展開をはかる。特に，資料から得られる他の

歴史情報との関連性や整合性を検討することで，新知見の創出をめざす。その他考古学的な研究として，集

落あるいは遺構の形成過程，旧石器・縄文移行期とその環境を主題に，先史時代遺物に関連した年代研究を

進める。 

 なお研究形態としては，分担者が個々に年代測定研究者とチームを組んで試料採取や測定計画，結果の解

析・評価，総合分析を行う。このほか研究法の高度化にむけ，確度・精度の向上や微量試料などへの取り組

みについても随時行っていく。 

３．今年度の研究経過 

 今年度前半は主に炭素 14 年代法による年代測定を蓄積し，その成果に基づいた研究会を２回開催した。 

 ○第１回研究会：2009 年１月 28 日，国立歴史民俗博物館 

  坂本  稔「平成 20 年度の進捗状況」 

  小林 謙一「縄文草創期の研究」 

  小林 謙一「古墳開始年代の測定」 

  井原今朝男「古代・中世紙の年代研究について」 

 ○第２回研究会：2009 年３月 13 日，国立歴史民俗博物館 

  中尾 七重「放射性炭素による古民家の年代研究」 

  小田 寛貴「古文書・古写経の C14 年代測定」 

  伊達 元成（ゲストスピーカー，総合研究大学院大学）「近世アイヌ遺跡出土人骨の年代と食性」 

４．今年度の研究成果 

 国立歴史民俗博物館では，科学研究費補助金（学術創成研究）による「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－」が 2005 年度から 2008 年度にかけて実施された。本研究は時期の

設定や手法などの面から，その補完的な位置づけが期待されていた。しかしながら，測定試料およびリソー

スの多くが科研費による研究に費やされ，結果的に差別化を図ることが困難であった。それでも研究会を通

じて，測定結果に基づいた歴史学・考古学的な年代研究の推進が図られた。先史時代の年代研究に関して，

本研究の成果の一部は 2009 年秋に予定される企画展示「縄文はいつから!?－１万５千年前になにがおこった

のか－」に反映される。弥生開始期の研究に次ぐ古代史再構築において，古墳開始期の年代が整理された。 

 何よりも自然科学的な年代測定法が，先史時代をくだる「歴史時代」に応用される道筋をつけたことが成

果として挙げられる。文字や筆致，技法，様式などから導かれてきた歴史資料の年代との整合性は，炭素 14

年代法の精度向上によって検討が可能になる。測定例は未だ多くはないものの，原理的に誤差を生じない年

輪年代法とともに，従来の方法では困難な年代情報の獲得に応用できるものと思われる。 

５．共同研究員（◎は研究代表者） 

 大河内隆之 奈良文化財研究所埋蔵文化財センター  小田 寛貴 名古屋大学年代測定総合研究センター 

 門脇 幸恵 国立能楽堂調査資料係         川井 秀一 京都大学生存圏研究所 
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 小林 謙一 中央大学文学部            中尾 七重 武蔵大学文学部・非常勤講師 

 松崎 浩之 東京大学大学院工学系研究科      井原今朝雄 本館・研究部・教授 

 齋藤  努 本館・研究部・准教授        ◎坂本  稔 本館・研究部・准教授 

 永嶋 正春 本館・研究部・准教授         西本 豊弘 本館・研究部・教授 

 広瀬 和雄 本館・研究部・教授          藤尾慎一郎 本館・研究部・教授 

 

Ｂ 「東アジア比較建築文化史」2008～2009 年度 

（研究代表者 玉井哲雄） 

 

１．目 的 

 日本建築史学は明治以来，工学部建築学科に置かれ，実際の建築を作る工学技術の一環としての建築学の

一部として扱われてきた。また，建築を文化財として評価し，その維持修理のための技術を研究し，技術者

を養成することも行ってきた。一方，技術にこだわらず広く文化としての建築を見る立場からは，人間を扱

う広い意味での歴史学の一分野として建築史を考えることがある。ここでは，後者の建築史学を広い意味で

の歴史学の中に位置づける立場から，日本建築史の再構築を目指している。 

 そのためには，一つは，日本建築の歴史を日本列島内で完結したものと見なす一国建築史から脱却して，

広く東アジアにおける日本建築を考える必要がある。今まで十分に行われてこなかった韓国・中国などとの

間での比較研究を進め，この作業を通して身近にある寺院・神社，宮殿・城郭・民家などの実際の建物を通

して東アジア，さらには広く世界を意識できるようになることを目指したい。 

 歴博においては，建築模型や建築古材など日本建築史に関する有用な直接的な資料を所蔵しているが，展

示などに十分活用しているとはいいがたい。また，建築の飾り方・使われ方などを理解するために重要な絵

画資料，陶磁器などの器物もかなりの程度所蔵しているが，建築との関わり方を重視した形で展示に用いら

れた例は少ない。これらは従来の日本建築史学が一国建築史の枠組みにとらわれて日本建築史を広い視野か

ら見直す試みが十分なされてこなかったことも大きな要因であったと考える。そこで東アジアという広い視

野から日本建築の歴史を見直すことによって，より本質的な意味での建築と社会との関係を歴史的に考察す

ることが歴史博物館としての国立歴史民俗博物館における建築史研究の目的になると考える。 

２．今年度の研究目的 

 2007 年度に行った中国四川・雲南調査を受けて，中国周辺部の建築文化の例として台湾の現地調査を行い，

中国建築からの影響関係を調査するとともに，台湾独自の建築文化の確認も行うことにした。さらに中国本

土で日本建築と密接な関係にあるとされる中国福建省の各種建築の現地調査を行うことにした。 

 また 2007 年度の国際シンポジウム「日中比較建築文化史の構築」（2009 年３月報告書刊行）の内容を受け

て，共同研究の最終的なまとめとして，東アジア全体ないし広くアジア全体の建築比較を目指したシンポジ

ウム「アジア比較建築文化史の構築」を開催することも目的とした。 

 さらに最終年度であり，共同研究全体のまとめを目指した。ただ，この共同研究の成果のまとめとしても

企画した企画展示「日本建築は特異なのか－東アジアの宮殿・寺院・住宅－」（2009 年６月 30 日～８月 30

日開催予定）の展示プロジェクトと実質的には同時進行で進めことにした。 
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３．今年度の研究経過 

 本年度の研究成果をまとめて述べる。 

 ①台湾の現地調査（2008 年７月 17 日～24 日）を行った。共同研究メンバーとして，玉井哲雄，金東旭，

藤井恵介，大田省一，黄蘭翔が参加した。現地のコーディネートは黄蘭翔が行い，台北，台南，台中，高雄

各地の伝統的な住宅建築を中心に調査を行った。 

 ②この期間中の７月 20 日に台湾大学において台湾研究者との交流の研究会を行った。台湾の建築史研究者

との交流をめざしたもので，報告者は日本および韓国から共同研究メンバー４人（玉井哲雄，金東旭，藤井

恵介，大田省一），台湾側の研究者３名（関華山，李乾朗，賴志彰）であった。共同研究メンバーでもある黄

蘭翔（台湾大学芸術史研究所）のコーディネートで，台湾の研究者，香港の研究者，そして夏休み中にもか

かわらず，かなりの数の学生の参加を得て盛会となった。当日配布のプログラム内容を示す。 

 ■台日建築史学者学術交流会議 

  時間：2008 年７月 20 日 09：00～17：00 

  地点：台湾大学第二活動中心（集思会議中心） 

  議程 

   第一場 伝統民宅 玉井哲雄（日本国立歴史民俗博物館） 

           ・日本の伝統的民家 

            関 華山（台湾東海大学） 

           ・台湾的伝統民宅 

   第二場 韓国的伝統建築 金 東旭（韓国京畿大学校） 

           ・韓国的伝統建築 

   第三場 宗教建築 藤井恵介（日本東京大学） 

           ・日本人は中国建築システムをどう受け止めたのか 

            李 乾朗（台湾文化大学） 

           ・台湾的伝統廟宇建築 

   第四場 越南與台湾 大田省一（日本東京大学） 

           ・ベトナムの町屋と民家について 

            賴 志彰（台湾台南大学） 

           ・地方性與現実性的台湾伝統民居 

  語言：日文與中文 （翻訳：黄蘭翔 五十嵐祐紀子） 

  主辧：台湾大学芸術研究所，日本国立歴史民俗博物館「東亜比較建築史構築研究会」 

 主な参加者は曽光宗（台湾中原大学），梁以華（香港大学），張志源（台湾国立雲林科技大学），呉淑英（行

政院文化建設委員会）ほか 

 ③ 台湾および，ネパールの研究者の参加を得て，2008 年 12 月６日～７日に，歴博国際シンポジウム 2008

「アジア比較建築文化史の構築－宮殿・寺廟・住宅－」（開催場所 国立歴史民俗博物館大会議室，成田山新

勝寺）を開催した。詳細は国際交流の項で述べる。 

 ④ 中国福建省の建築現地調査（2009 年２月 23 日～27 日）を行った。共同研究メンバーとして，玉井哲

雄，小泉和子，黄蘭翔が参加し，コーディネータ・通訳として包慕萍（東京大学生産技術研究所）の協力を
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得た。華安県仙都鎮大地村の円形土楼，泉州の清浄寺，開元寺などの寺院，福州の華林寺，アモイの町並な

ど日本との関連が想定されている建築の調査を行い，また朱永春（福州大学建築歴史研究所所長）氏をはじ

めとする現地の建築史研究者と情報交換・研究交流を行った。 

４．今年度の研究成果 

 日本と韓国の比較を行った 2006 年の「日韓比較建築文化史の構築」，日本と中国の比較を行った 2007 年の

「日中比較建築文化史の構築」に続いて，2008 年の国際シンポジウム「アジア比較建築文化史の構築」にお

いては，日本と中国周縁国，南アジア，東南アジアの建築史さらに都市史研究に関して全体的な見通しとな

る議論ができた。本シンポジウムの成果の一つは，これまでほとんど行われることのなかった，アジア建築

史の研究者が一同に会して議論を行ったことである。この議論により，日本を含む比較建築文化史を構築す

るためには，東アジアからアジアへ対象を広げることが有効であり，重要な研究成果が期待できることがあ

きらかになったと考える。 

 また実際の建築現地調査は，台湾と福建省という中国大陸周辺部，ないし外縁部における建築文化を実際

に調査することができ，日本建築との様々な形での関係を確認することができた。またいずれの地域におい

ても，現地の建築史研究者との交流を行い，学術上の貴重な情報交換ができた。今後様々な形で研究者の実

質的な交流を行うことが，やや停滞している東アジア建築史研究の新しい展開を可能にする道であることを

痛感した。 

 なお，2009 年度以降，ベトナムや，インドネシアさらに南アジアに視野を広げ，中国文明圏周辺の建築と

都市の文化を取り上げる「建築と都市のアジア比較文化史」を共同研究として計画した。あくまで日本建築

を理解するために視野を東アジアから中国文明圏外のアジアに広げるということ。そして現地研究者との交

流をはかるという視点は持ち続けたい。 

５．共同研究員（◎は研究代表者，○は研究副代表者） 

 大田 省一 東京大学生産技術研究所    川本 重雄 京都女子大学家政学部 

 金  東旭 京畿大学校建築専門大学院   小泉 和子 昭和のくらし博物館 

 田中  淡 京都大学人文科学研究所    黄  蘭翔 台湾大学 

 福田 美穂 京都大学人文科学研究所    藤井 恵介 東京大学大学院工学系研究科 

 布野 修司 滋賀県立大学工学部     ◎玉井 哲雄 本館・研究部・教授 

 岩淵 令治 本館・研究部・准教授    ○小島 道裕 本館・研究部・教授 

 仁藤 敦史 本館・研究部・教授      小野 正敏 本館・研究部・教授 

 

 

（3）高度歴史情報化研究 
 

Ａ 「『高松宮家伝来禁裏本』の総合的研究」2003～2008 年度 

（研究代表者 吉岡眞之） 

 

１．目 的 

 研究計画を２期に分け，まず第１期（2003～2006 年度。課題名は「『高松宮家伝来禁裏本』の基礎研究」）
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は本館所蔵のコレクション「高松宮家伝来禁裏本」（以下，高松宮本と略称）を構成する個別資料の悉皆調査

を実施して書誌データを集積し，これによって高松宮本の性格について見通しを得ることを目的とする。 

 第２期（2007・2008 年度。課題名は「『高松宮家伝来禁裏本』の総合的研究」）は第１期の悉皆調査にもと

づいて資料目録を編纂・刊行し，高松宮本の全体像を広く公表することを目的とする。 

 この調査と目録編纂を通じて，高松宮本の形成・伝来の経緯およびコレクションの性格，および中世後期

～近世前期の宮廷・貴族社会における古典研究の広がりの実態を解明するための基礎を構築する。 

２．今年度の研究目的・計画 

 今年度は第２期計画の第２年度に当たり，資料目録の編纂・刊行を目的とする。そのため，前年度に入力

した高松宮本の書誌データを点検するとともに，資料目録の形態を検討し，目録の形態に即してデータを整

理する。またデータの点検に必要な資料の原本調査を実施する。 

 なお本共同研究は，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－」（2005～2008 年度）と密接に関連しており，連携研究の基礎研究として行った資料の

原本調査・研究（高松宮本・東山御文庫本等の調査・研究）の成果を本共同研究にも反映させることに留意

する。 

３．今年度の研究経過 

 今年度は資料目録の編纂に向け，必要な原本調査を実施することに重点を置いた。ことに個々の資料名称

の再検討，形式の統一，調査・研究成果の付加などを中心に，目録原稿の整理を行った。この過程では，人

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

の共同作業により連携研究の成果を多く取り入れることができた。 

４．今年度の研究成果 

 『高松宮家伝来禁裏本目録［分類目録編］』（国立歴史民俗博物館資料目録［８－１］）および『高松宮家伝

来禁裏本目録［奥書刊記集成・解説編］』（国立歴史民俗博物館資料目録［８－２］）を刊行した。 

５．共同研究員（◎は研究代表者，○は研究副代表者） 

 内田 澪子 東京大学資料編纂所         大内 瑞恵 都留文科大学 

 小川 剛生 国文学研究資料館          小倉真紀子 日本学術振興会・特別研究員 

 久保木秀夫 国文学研究資料館          酒井 茂幸 埼玉大学 

 高橋  智 慶應義塾大学附属研究所軌道文庫   井原今朝男 本館・研究部・教授 

○高橋 一樹 本館・研究部・准教授        松尾 恒一 本館・研究部・准教授 

◎吉岡 眞之 本館・研究部・教授 

 

Ｂ 「紀州徳川家伝来楽器コレクションの研究」2006～2008 年度 

（研究代表者 高桑いづみ） 

 

１．目 的 

 本研究は，本館が所蔵する紀州徳川家伝来楽器コレクションを対象とし，音楽史，楽器史のみならず，美

術史学，文献史学，自然科学など，多角的な視点からの資料研究をおこなうものである。対象となる資料に

関しては，2003 年度の資料図録の刊行，2004 年度の DB 公開によって，すでに基礎的な資料情報が整備され
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ている。続く 2005 年夏に特別企画を開催したことにより，関係分野の研究者の関心も高まり，調査依頼や，

より詳細な情報提供等，外部からの要請も高い。このような意味で，本コレクションに関する共同研究の発

足は，時宜を得ているといえるだろう。 

 今回の研究計画における主たる目的としては，以下の２点を設定する。 

 ① 複合的視点からの楽器調査 

 本コレクションの特徴のひとつに，楽器に付属する文書資料に恵まれていることがあげられる。付属文書

を読み込むことにより，楽器コレクションが形成された経緯がより明確となり，また当時の文化状況を読み

とることも可能である。しかし，記された楽器の来歴や鑑定に関わる内容が事実であるかどうかについては，

文献資料からの検討や，外見上の詳細な調査観察に加え，楽器内部の撮影や，使用されている素材の特定な

どの科学的調査が必要となる。本研究では，今後の楽器調査に求められる科学的調査方法の検討も合わせて

行いたい。 

 ② 楽譜類の研究 

 本コレクションは多くの楽譜類を含んでいるが，これらに関する基礎的な研究はおこなわれていない。コ

レクション中の 30 件の楽譜を，他の伝本と比較研究して，本コレクションの伝承の系譜を明らかにする。 

 本研究においては，楽器コレクション研究の問題点を明確にし，将来の発展的研究の基礎を築くことを当

面の目標とする。自然科学的手法による調査については，楽器のコンディションを確認しながら，調査方法

を検討し，今後の可能性を探る。 

２．今年度の研究目的 

 本研究では，楽器の種別ごとの調査研究・楽譜研究・付属文書の研究・楽器の科学的調査による研究など

を並行して進めていく。本年度は，琵琶および箏類に関する多角的調査を完了することを目標とした。 

３．今年度の研究経過 

 今年度は，コレクション中点数の多い琵琶を中心として調査をおこない，あわせて箏・琴類の調査もおこ

なった。また，これらの調査を通じて，CCD 内視カメラによる内部調査の方法について検討した。 

 １）琵琶の調査 

   ８月７日（木） 内視カメラによる調査の実験・打ち合わせ 於：歴博 

   ８月 18 日（月）・19 日（火）・20 日（水）琵琶の調査 於：歴博 

         美女（H-46-97）・筑夫島（H-46-98）・白鳳（H-46-92）・朝暘（H-46-95）・ 

         箕面（H-46-94）・雲鶴（H-46-103）・嘉吉丸（H-46-101）・白菊（H-46-113）・ 

         小嵐（H-46-96） 

   ２月 24 日（火）・26 日（木）・３月３日（火）琵琶の調査 於：歴博 

         千歳丸（H-46-102）・雲上（H-46-105）・武蔵野（H-46-107）・白神（H-46-108）・ 

         文殊丸（H-46-100）・箕面（H-46-94）・小白菊（H-46-93）・花園（H-46-99）・ 

         小車（H-46-110）・満月（H-46-111） 

 調査方法は，詳細な法量測定，肉眼観察による技法の検討などの基本調査，および CCD カメラによる槽内

観察（一部の資料のみ），透過Ｘ線撮影である。 

 ２）箏の調査 

  コレクション中の箏・琴類に関して，詳細な法量測定，肉眼観察による技法の検討などの基本調査，一
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部の資料に関して CCD カメラによる内部観察）をおこなった。 

 ３）関連資料の調査と情報収集 

   紀州徳川家伝来楽器コレクションとの比較研究のため，関連資料の調査等を行った。 

   ６月 24 日（火） 箏の調査 於：常寂光寺・平等寺 

   ６月 30 日（月） 箏６面の調査 於：彦根城博物館 

   ２月 12 日（木） 琵琶の X線写真の閲覧と撮影方法に関する意見交換 於：宮内庁正倉院事務所 

 ４）楽譜資料および付属文書資料の整理 

   楽譜および付属文書研究をすすめた。 

   ７月７日（月） 楽譜調査に関する打ち合わせ 於：学芸大学 

   ９月 24 日（水）・25 日（木）・26 日（金） 楽譜調査（H-46-159） 於：歴博 

   ２月 19 日（木）・20 日（金） 楽譜調査（H-46-159） 於：歴博 

   ３月２日（木） 楽譜調査（H-46-159） 於：歴博 

 ５）辻家資料の研究 

   辻家文書資料の調査を行った。 

   ７月 28 日（月） 辻家資料調査（寄託資料） 於：歴博 

４．今年度の研究成果 

（1）楽譜資料の調査研究を完了した。 

（2）琵琶・箏類の構造・製作技法等に関して，新たな知見を多く得ることができた。 

（3）琵琶の一部に関して，今後の研究資料として活用するため，透過Ｘ線等による撮影を行った。 

（4）附属文書の検討により，従来の情報を修正する新たな知見を多く得ることができた。 

（5）CCD カメラによる内部観察など，科学的調査方法について検討し，今後の調査研究の手がかりを得た。 

５．共同研究員（◎は研究代表者，○は研究副代表者） 

 遠藤  徹 東京学芸大学教育学部        小代  渉 

 薦田 治子 武蔵野音楽大学音楽学部       清水 淑子 

 高橋 美都 同志社大学文化情報学部       中里 壽克 

 野川美穂子                   能代 修一 森林総合研究所 

 水野 僚子 大分県立芸術文化短期大学     ◎高桑いづみ 東京文化財研究所（本館客員教授） 

 永嶋 正春 本館・研究部・准教授       ○日高  薫 本館・研究部・准教授 

 宮田 公佳 本館・研究部・助教         久留島 浩 本館・研究部・教授 

 内田 順子 本館・研究部・准教授 

 

Ｃ 「マンローコレクション研究：館蔵の資料を中心に」2006～2008 年度 

（研究代表者 内田順子） 

 

１．目 的 

 本館は，ニール・ゴードン・マンローが残したアイヌ文化に関わる写真資料を所蔵しているが，撮影内容

の調査等，公開に必要な基盤的な資料整理がまだおこなわれていないほか，これらの写真資料の公開にあた
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っては，肖像権などの人権に関わる問題を解決する必要がある。本共同研究では，主たる撮影地である平取

町において聞き取り調査をおこなうほか，館蔵の写真資料の資料批判的研究をおこないながら，研究や教育

に活用するための基盤を整備することを目的とする。 

２．今年度の研究目的 

 写真に写されている人物について補足的な調査をおこない，アイヌ民族の人権に配慮した公開方法を検討

する。 

３．今年度の研究経過 

【研究会】 

 ・１月 22 日～１月 27 日（釧路市） 

  釧路市埋蔵文化センター等において，マンローの考古学研究に関する資料を調査したほか，館蔵の写真

資料のバックデータともなる英国王立人類学協会が所蔵するマンローの書簡の内容検討をおこなった。ま

た，研究成果のまとめかたについて議論・確認をおこなった。 

 ・３月 14 日（歴博） 

  ３年間の各研究分担課題の成果に基づき，研究成果のまとめかたを検討した。 

【調査・研究打ち合わせ】 

 ・７月 22 日～７月 24 日（平取町） 

  本館所蔵の写真に写っている人物の遺族に人物の確認をおこない，研究資料としての活用について意見

をうかがった。それらをもとに，今後の研究・調査方法・成果の公開方法について打ち合わせをおこなっ

た。 

 ・11 月８日～11 月９日（平取町） 

  研究成果の公開方法の検討をおこなった。 

 ・12 月 21 日～12 月 23 日（平取町，札幌市，白老町） 

  研究成果のまとめかたについて打ち合わせをおこなった。 

 ・２月 22 日～２月 23 日（平取町，阿寒町） 

  研究成果について，第４室リニューアルにおいて活用するための調査をおこなった。 

 ・３月 26 日（歴博） 

  研究成果のまとめかたについて打ち合わせをおこなった。 

 ・３月 30 日（札幌市） 

  北海道大学所蔵のマンロー関係の映画フィルムについて，歴博の関連する映画フィルムや写真との比較

研究の結果を報告し，成果のまとめかたについて打ち合わせをおこなった。 

４．今年度の研究成果 

 これまでの２年間で，本館所蔵のガラス乾板を中心に，写っている人物について聞き取り調査をおこなっ

てきたが，撮影から 70 年以上経過していることもあり，人物を特定することは非常に難しかった。今年度は，

継続調査によって人物が特定できる可能性のある資料を中心に調査を行い，わずかながらではあるが，新た

に人物が判明した資料もあった。 

 人物が特定できた写真については，遺族の意向を参考にしながら，これらの資料をどのように研究利用に

供していくか議論を進めた。そして，写されている人々，アイヌ民族の人権に配慮しつつ，学術研究やアイ
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ヌ文化の伝承に有効に活用できるよう，資料の公開基準を検討した。本共同研究の成果としての公開基準に

基づいて，まずは本館の研究報告書として，成果の公開をおこなっていく予定である。 

 なお，本共同研究は，機構連携研究「アイヌ文化の図像表象に関する比較研究－『夷酋列像図』とマンロ

ーコレクションのデジタルコンテンツ化の試み－」（2006～08 年度）および科学研究費（基盤 B）「欧米の人

類学映画・写真に見えるアイヌ文化のイメージについての研究」（2006～08 年度）と密接に関わりながら進

められてきた。予定されている研究報告書では，これらの関連プロジェクトの成果も活用する予定である。 

５．共同研究員（◎は研究代表者，○は研究副代表者） 

 岡田 一男 下中記念財団            佐々木史郎 国立民族学博物館 

 佐々木利和 国立民族学博物館          手塚  薫 北海道開拓記念館 

 出利葉浩司 北海道開拓記念館          森岡 健治 沙流川歴史館 

 吉原 秀喜 平取町アイヌ文化振興対策室    ◎内田 順子 本館・研究部・准教授 

○宮田 公佳 本館・研究部・助教 

 ［研究協力者］ 

 貝澤 耕一 室蘭工業大学            貝澤  徹 工芸家 

 萱野 志朗 萱野茂・二風谷アイヌ資料館     山岸 俊紀 平取町教育委員会 

 

Ｄ 「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」 

2007～2009 年度 

（研究代表者 原山浩介） 

 

１．目 的 

 本研究では，主として終戦から 1950 年代半ばまでのニュース映画「日本ニュース」をめぐり，その研究資

源化と，研究資料としての活用手法の確立，ならびに展示資料としての活用方法の模索を行う。 

 本研究で対象となる資料，すなわち占領期以降のニュース映画「日本ニュース」については，そもそもの

権利保有者である制作会社が既に消滅しており，現在は映像所有者が利用料金を徴収する形で流通させてい

るのが実態である。またその取り扱いについては，テレビ局等における利用のための，営利水準の利用枠組

みは存在するものの，研究・教育目的の利用に供する枠組みは確立していない。 

 この研究・教育に関わる枠組みの欠如は，単なる貸出システムの不在という問題にとどまるものではない。

むしろ，歴史研究において，映像資料の研究資源としての重要性，および分析等の方法論に関する議論がほ

とんど蓄積されておらず，研究をベースとした映像利用を構想しようとする際の学的な枠組みの不在という

ところに，根源的な問題性があるといえる。このことは，博物館における映像利用に関わる方針の未確立と

も関係する。まず第一に，現状では，展示場における映像利用は，効果的な素材として現存する映像の中か

ら必要なものを切り取るという形にならざるを得ず，映像そのものに対する資料批判や，映像の持つ意味を

踏まえた利用になりにくいのが実態といえる。また第二に，博物館の収蔵資料として映像をどのように収集・

整理するべきなのかという方針が立たず，対応が不十分であるという問題がある。 

 こうした状況に鑑み，本研究では，占領期のニュース映画を対象とし，これを歴史研究における研究資源

と位置づけながら，研究上における円滑な利用に必要となるデータベース等のあり方を模索するとともに，
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映像に対する資料批判や，映像分析の歴史学的手法の構築を目指す。また同時に，2010 年に開室予定の第６

展示室におけるニュース映画の利用をめぐり，そのコンテンツを選定し，当該映像に関わる諸事情を解明す

ることで，展示内容の充実させるとともに，博物館における映像の扱いについて一定の指針を示したいと考

えている。 

２．今年度の研究目的 

 今年度は，ニュース映画のデータベース化に向けた具体的な方法を確立すると共に，共同研究参加者がニ

ュース映画を題材としてどのような研究を展開できるかを検討する。データベースに関しては，かつて NHK

がまとめた資料集があるものの，番組作成を念頭に置いたものであるため，研究で利用するには十分な作り

になっていない。ニュース映画は現在のところ，検索・閲覧システムの不在により研究資料としてアクセス

することが困難であるため，この障碍を乗り越えるための手法を，今年度中に確立することを目指す。また，

ニュース映画という媒体を，歴史研究のなかでいかに活用できるのか，その際にどのようなアプローチがあ

り得るのかは，これまでの歴史研究においてあまり省みられてこなかった。ニュース映画のメディアとして

の特性に配慮しつつ，いわゆる表象分析の水準を超えて，実質としての研究資料として活用する方法の模索

と併せて，それぞれに研究テーマを立ててもらうことをもう一つの目標とする。 

３．今年度の研究経過 

 ４月 27 日 第１回研究会（於 国立歴史民俗博物館） 

  ニュース映画を題材とした研究テーマがどのように成立しうるのかを検討した。また，アメリカ軍政下

の沖縄で放映されていた『琉球ニュース』を視聴し，その性格について検討を行った。 

 ６月 14 日 第２回研究会（於 川崎市市民ミュージアム） 

  ニュースフィルムの分析を行い，各フィルムに関する論点の整理を行った。 

 ８月２日 第３回研究会（於 川崎市市民ミュージアム） 

  ニュースフィルムの分析を行い，各フィルムに関する論点の整理を行った。 

 10 月 18 日 第４回研究会（於 川崎市市民ミュージアム） 

  ニュースフィルムの分析を継続して実施した。また，ニュース映画のデータベース化の方法について検

討を行った。 

 11 月７日 データベース作成検討（於 早稲田大学戸山キャンパス） 

  データベース作成に当たり，早稲田大学大学院国際情報通信研究科・亀山渉研究室の協力を得て，研究

委託の形でこの作業を実施することとし，その打ち合わせを実施した。なお，手法としては，テキストマ

イニングを用い，PC への負荷が少ない形のシステムを構築し，枠組みとしては映像を埋め込むことも可能

なシステムの構築を目指すこととした。 

 12 月 19 日 データベース作成検討（於 早稲田大学戸山キャンパス） 

  11 月に引き続き，データベースの作成計画についての検討を行った。 

 12 月 21 日 第５回研究会（於 川崎市市民ミュージアム） 

  ニュースフィルムの分析を継続して実施した。また，ニュース映画のデータベース化につき，早稲田大

学側との協議結果に基づき，改善点などの検討を行った。 

 ２月 12 日 データベース作成検討（於 早稲田大学本庄キャンパス） 

  データベースの具体的な形態，とりわけインタフェースにすいての検討を行った。 
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 ２月 15 日 第６回研究会（於 川崎市市民ミュージアム） 

  ニュースフィルムの分析を継続して実施するとともに，データベース作成計画の現状について報告し，

具体的な方針について検討を行った。 

４．今年度の研究成果 

 ニュース映画の内容については，その試聴に非常に長い時間を要する。本共同研究期間内に，全員がそろ

った形でこの資料調査を完遂することは物理的に不可能であるとの見通しにたち，むしろデータベース作成

と研究利用に関わる方針を立てるために，ニュースの作られ方の傾向を読み解いていくという形で，調査を

継続した。またその過程で，データベース作成について，具体的にはテキストマイニングという手法を用い

たデータベース構築を行うこととし，その作業については早稲田大学への委託研究という形を取ることでコ

ストを抑え，かつ，研究利用に即したシステムにしていく方向で，共同研究内部，および早稲田大学との間

で検討を重ねた。その結果，年度内にテキストのデータベースのベータ版が完成させることができた。今後

のは，このベータ版に改良を加え，またデータそのものの校正等を行いながら，データベースの完成を目指

していくことになる。なお，共同研究員それぞれの研究テーマについては，データベースが完成した後でな

いと事実上，詳細な議論が不可能であるとの見地に立ち，今年度はブレーンストーミングにとどめ，次年度

にこのベータ版を用いてそれぞれのテーマを煮詰めていくこととした。 

５．共同研究員（◎は研究代表者，○は研究副代表者） 

 上田  学 京都市立芸術大学       植野 真澄 しょうけい館 

 大岡  聡 日本大学法学部        加藤 厚子 映画専門大学院大学映画プロデュース研究科 

 高嶋 修一 青山学院大学経済学部     高田 知和 東京国際大学人間社会学部 

 高村 竜平 神戸山手大学人文学部     濱崎 好治 川崎市市民ミュージアム 

 身崎とめこ ジェンダー文化研究所    ○内田 順子 本館・研究部・准教授 

 玉井 哲雄 本館・研究部・教授     ◎原山 浩介 本館・研究部・助教 

 安田 常雄 本館・研究部・教授 

 ［リサーチアシスタント］ 

 木村 智哉 千葉大学・大学院生 

 

Ｅ 「民俗研究映像の制作と資料化に関する研究」2007～2009 年度 

（研究代表者 青木隆浩） 

 

１．目 的 

 歴博では 1988 年より，映像を用いた民俗学の研究手法として民俗研究映像の制作を進めてきたが，制作さ

れた映像を学術的に評価することや，映像を資料として蓄積し，それらを再分析・再活用できる状態にする

ための方法についてはこれまで充分な議論がおこなわれてこなかったとの反省があった。そこで，2004～2006

年度に「民俗研究映像の資料論的研究」を立ち上げ，過去または新規制作の作品ついて議論を行うとともに，

制作後の作品を保存・活用するにあたって，制作会社との契約についてどのようなものが適切であるか検討

を進めてきた。その結果，契約のあり方についてはおおよその見通しがついてきた。 

 だが，一方で法的な権利関係の処理や過去の作品の劣化，映像素材の保存といった大きな問題が残ってい
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る。そこで，本研究会では民俗研究映像の制作を継続してそれに対する討論をおこなうとともに，共同研究

員間で法的な権利関係について処理方法を共有し，かつ既存作品のデジタル化による保存・活用と映像素材

の整理を進めていく。 

２．今年度の研究目的 

 映像制作：小池淳一「筆記の近代誌－万年筆をめぐる人びと－」 

 内容：人間にとって文字を用いて記録を残すことができるようになったことは，文化の歴史のなかで大き

な転換であったに違いない。民俗学はそうした文字記録と一線を画することで独自の文化史を構築してきた

が，近代において庶民生活は文字とそれに連なるさまざまな事象と実は無縁ではない。積極的に文字とそれ

に依拠する文化とを民俗学的な視点から取り上げ，筆記行為とその物質的環境の形成について映像による記

録作成を行う必要があると考えられよう。具体的には日本近代において長く公的な筆記具として遇されてき

た万年筆とその製作・販売をめぐる民俗誌的な映像を作成する予定である。 

 その他，民俗研究映像の完成品上映とそれに対する検討，映像論に関する研究会の開催，過去の作品のデ

ジタル化，映像素材の整理・保存，法的な権利関係の処理をおこなう。 

３．今年度の研究経過 

 第４回研究会 

  日 時：2008 年７月 13 日（日）13時 30 分～ 

  場 所：国立歴史民俗博物館 講堂・第２研修室 

  上映会：松尾恒一制作の民俗研究映像 

      「興福寺・春日大社－神仏習合の祭儀と支える人々－」（約 70 分） 

      「薬師寺 花会式－行法と支える人々－」（約 70 分） 

      松尾恒一による解説と質疑応答 

 第５回研究会 

  日 時：2008 年９月 23 日（火・祝）13 時 30 分～ 

  場 所：国立歴史民俗博物館 講堂・第２会議室 

  上 映：「安東地方の河回村における別神グッドの仮面劇」（2005 年） 

      朴奉男監督，Fortune Media 製作，30 分 

      「安東権氏沖齋権 宗家の祭礼と供物」（2004 年） 

      金光植監督，民族映像製作，29 分 47 秒 

      映像解説：崔淑慶（チェ・スクン，韓国国立文化財研究所，本館外国人研究員） 

      報告：崔淑慶「日本の無形遺産記録の方法論の現況と課題」 

      質疑応答 

 第６回研究会 

  日 時：2009 年２月 28 日（土）13時 30 分～ 

  場 所：国立歴史民俗博物館 講堂・第２会議室 

  上 映：川瀬慈監督の人類学映像 

      「ラリベロッチ－終わりなき祝福に生きる－」（2007 年，30 分，日本語字幕） 

      「Room 11, Ethiopia Hotel」（2007 年，23 分，日本語字幕） 
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      報告：川瀬慈「デジタル時代の人類学映画の課題と展望」 

      2009 年度民俗研究映像制作企画：青木隆浩「平成の酒造り」（仮題） 

      質疑応答 

４．今年度の研究成果 

［映像制作］ 

 共同研究員の小池淳一が「筆記の近代誌－万年筆をめぐる人びと－」というタイトルで民俗研究映像を制

作した。とくに，ここ数年間の大きな課題であった制作要領や仕様書の作成，映画会社や出演者との権利関

係においては，だいぶ整備された。 

 研究会においては，第４回でまず松尾恒一制作の民俗研究映像「興福寺・春日大社－神仏習合の祭儀と支

える人々－」と「薬師寺 花会式－行法と支える人々－」を上映し，歴博映像フォーラム３に向けた討論を

おこない，第５回で民俗映像の制作が盛んな韓国の作品を上映し，その方法論を比較検討した。第６回では

映像人類学の分野で高い評価を受けている川瀬慈監督を招き，代表的な作品２本を上映するとともに，撮影・

編集の手法や制作の意図などについて議論をおこなった。 

 また，研究代表者の青木隆浩が来年度制作予定の「平成の酒造り」（仮題）に向けて，出演者への協力依頼

や撮影準備をおこなった。 

［歴博映像フォーラム］ 

 日 時：2008 年 11 月 29 日（土）13時 00 分～17 時 00 分 

 場 所：新宿明治安田生命ホール 

 内 容：第３回目の歴博映像フォーラムは，「海を渡った仏教 儀礼と芸能」と題し，松尾恒一制作の民俗

研究映像「薬師寺花会式～行法と支える人々～」と「興福寺・春日大社～神仏習合の祭儀と支え

る人々～」を上映した。その後，松尾恒一の司会により阿部泰郎（名古屋大学大学院）と尹光鳳

（広島大学大学院）で討論会をおこなった。 

５．共同研究員（◎は研究代表者，○は研究副代表） 

 川村 清志 札幌大学文化学部      敷田 麻実 北海道大学大学院国際広報メディア研究科 

 篠原  徹 人間文化研究機構      湯澤 規子 明治大学経営学部 

◎青木 隆浩 本館・研究部・准教授    上野 和男 本館・研究部・教授 

○内田 順子 本館・研究部・准教授    小池 淳一 本館・研究部・准教授 

 佐藤 優香 本館・研究部・助教     常光  徹 本館・研究部・教授 

 新谷 尚紀 本館・研究部・教授     関沢まゆみ 本館・研究部・准教授 

 原山 浩介 本館・研究部・助教     松尾 恒一 本館・研究部・准教授 

 安室  知 本館・研究部・教授     山田 慎也 本館・研究部・准教授 

 ［リサーチアシスタント］ 

 太田 岳人 千葉大学・大学院生 

 

 

 

 



40 

Ｆ 「【準備研究】古代における文字文化の形成過程の基礎的研究」 

2008 年度 

（研究代表者 平川 南） 

 

１．目 的 

 国立歴史民俗博物館では，木簡・漆紙文書・墨書土器・金石文・銅印・銭貨など，これまで古代資料につ

いての資料単位の調査研究実績を重ねてきた。それらの調査研究実績を踏まえ，その総合化を目指すことが

本研究の目的である。その総合的研究の前提として，東アジア諸国の文字文化の伝播の実態と古代日本にお

ける文字文化の全体像を描くことが必要となる。 

２．今年度の研究目的 

 本年度は，その準備研究として，おもに木簡を考察対象とした。木簡を取りあげる理由は，書写材料の材

質・用途，さらにはその機能において大きな差異があるが，基本的には竹を含む木材が書写材料として用い

られていたという共通性が指摘でき，その背景には，韓国と日本は中国から漢字という文字，筆と墨という

筆記用具・木や紙という書写材料など文字文化を一括して受容したことが指摘できることにある。古代東ア

ジア社会は同一の文字，同一の書写材料，同一の筆記用具を有している点で，一つの統一世界として把握で

きる可能性が指摘できるのである。検討対象として，本年度は中国走馬楼呉簡，韓国木簡，日本の滋賀県西

河原遺跡群出土木簡をとりあげた。 

３．今年度の研究経過 

 第１回研究会  2008 年７月 13 日（日） 国立歴史民俗博物館 

   平川  南  主旨説明・報告「木簡を観る」 

   橋本  繁  「韓国木簡研究の成果と課題」 

   關尾 史郎  「魏晋期簡牘の諸問題－長沙走馬楼出土呉簡を中心として－」 

   質疑・討論 

 第２回研究会  2008 年９月６日（土） 滋賀県立安土城考古博物館 

   展示見学   企画展「古代地方木簡の世紀－文字資料から見た古代の近江－」 

   市  大樹  「西河原木簡群からみた遺跡の性格」 

   大橋 信弥  「近淡海安国造と葦浦屯倉－西河原木簡群から見えてくるもの－」 

   質疑・討論 

   現地見学会  西河原遺跡群周辺 

 第３回研究会  2009 年３月７日（土） 国立歴史民俗博物館 

   安部聡一郎  「長沙走馬楼呉簡にみえる賦税納入簡について」 

   李  成市  「韓国出土の『論語』木簡－新羅の識字教育と『論語』」 

   平川  南  「扶餘双北里遺跡出土木簡について」 

          「山口県山口市小郡町小郡文化資料館蔵刻書石について」 

   質疑・討論 

 現地調査    2009 年３月 29 日（日） 滋賀県立安土城考古博物館 

   西河原遺跡群出土木簡調査 
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４．今年度の研究成果 

 共同研究参加者は，日本史・中国史・古代朝鮮史と分野を異にしているが，それぞれの概要的報告によっ

て，参加者全員で共通した基礎的理解を得ることができた。研究会には，研究分担者のほか，ゲストスピー

カーや各大学の大学院生も加わり，活発な意見交換がなされた。 

 走馬楼呉簡については，關尾報告により日中における現在までの研究成果が報告され，安部報告によって，

特にその中の賦税納入簡について具体的な内容の報告が行われた。質疑では，名籍の抜き書きの木簡が宮城

県多賀城跡出土の木簡に類似するなどの指摘を得たほか，賦税納入における「莂」（一つの簡を半分に割って

同一簡をふたつ作成する）などの簡牘の使用法についても言及があった。また，走馬楼木簡は現在公表され

ているのが一部に留まり，今後順次公表されていくため，今後の課題として未公表簡の検討も重要になると

指摘された。 

 韓国木簡については，橋本報告によって現在までに出土している韓国国内における木簡の紹介と研究のた

めの視点が提示された。さらに，李報告では，新羅の『論語』受容過程における木簡の使用法が指摘された。

論語木簡については，日本でも徳島県観音寺遺跡などでの出土例もあり，日韓双方での典籍受容過程におけ

る木簡の使用法について注意する必要があることを確認した。また，平川報告では近年の出土木簡について

の報告がなされた。走馬楼同様，韓国でも近年，新羅・百済双方の地域から木簡の出土が相次いでおり，日

本木簡との関係を今後系譜的に位置付けていく必要があるとの課題が明らかとなった。 

 日本の木簡については，７世紀の滋賀県西河原木簡について，市・大橋両氏の報告を得るとともに，現地

に赴き実見調査の機会を得た。５～７世紀はまさに古代日本の文字文化受容の時期にあたり，西河原遺跡木

簡群の中には「文作人」など６世紀新羅碑にみえる表記と同様の表記がみられることが指摘された。また，

８世紀以降にはみられない７世紀特有の表記などが指摘され，それらと韓国木簡（金石文）との共通性が見

出された。 

 これらの検討をとおして，日・韓・中における木簡（竹簡）の内容の共通性・問題点が明らかとなった。

また内容にとどまらず，木簡の作成方法や形態・使用方法などについても共通点があることが確認された。 

 今回の準備研究では，木簡だけでなく金石文や墨書土器にみえる字形・表記法との共通性が話題にあがっ

た。今後，これらの出土資料や正倉院文書までを視野に入れることで，東アジア全体における文字文化の伝

播過程，さらには古代日本における文字文化受容の実態を明らかにすることができると考える。 

５．研究組織（◎は研究代表者，○は研究副代表） 

 安部聡一郎 金沢大学              市  大樹 独立行政法人奈良文化財研究所 

       人間社会研究域歴史言語文化学系   犬飼  隆 愛知県立大学文学部 

 神野志隆光 東京大学総合文化研究科       大橋 信弥 滋賀県立安土城考古博物館 

 關尾 史郎 新潟大学人文社会教育科学系     新川登亀男 早稲田大学文学学術院 

 田中 史生 関東学院大学経済学部        橋本  繁 早稲田大学・非常勤講師 

 三上 喜孝 山形大学人文学部          森下 章司 大手前大学人文科学部 

 山口 英男 東京大学史料編纂所         李  成市 早稲田大学文学学術院 

 小池 淳一 本館・研究部・准教授        高橋 一樹 本館・研究部・准教授 

 永嶋 正春 本館・研究部・准教授       ○仁藤 敦史 本館・研究部・教授 

◎平川  南 本館・館長             吉岡 眞之 本館・研究部・教授 
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 ［リサーチアシスタント］ 

 武井 紀子 東京大学・大学院生 

 

Ｇ 「【展示型】中近世における武士と武家の資料論的研究」 

2008～2010 年度 

（研究代表者 高橋一樹） 

 

１．目 的 

 本研究は，日本における通史的武士像構築のための段階的・問題提起的研究として，中世・近世の武家文

書以下の武士資料にもとづいた新しい時代像・歴史像を検討するものである。 

 歴史資料としての武家文書は，これまで，①内容分析による歴史叙述，②様式分類を中心とした古文書学

的研究，それぞれの素材として取り扱われてきた。そこでは，中世と近世という既存の時代区分に依拠して

研究が分断的に進められてきた。また，近世以来の考証史学的手法と近代歴史学に共通する古文書の偏重姿

勢によって，それと一緒に伝来した多様な史資料との関連性が等閑視されてきた。 

 しかし，12 世紀末葉から 19 世紀後半におよぶ武人政権の断続的な出現や「武士」「侍」の存在といった歴

史的事実，あるいは近代以降の武士イメージの再生産や新たな創出といった政治的イデオロギーとの関係に

照らしても，従来型の細切れ的な研究方法がもつ弊害を認めないわけにはいかない。比較史的研究が警鐘を

鳴らしているように，長期間にわたる武人政権の存続と武士の行政官僚化は特殊日本的な現象である。武士

が文書行政の担い手として展開するプロセスをはじめ，武士やその家にもとめられる政治的・社会的要素の

変化が文書以下のモノ資料にいかに反映し，どのような影響を与えたのか，つまり武士を武士たらしめてい

るものは何か，ということも決して自明ではない。 

 文書などの武士資料は，家を媒介として一定の時間軸のもとに連続性をもって伝来・存在している。この

ことに注視しながらも，それを固定的にとらえるのではなく，たとえば文書の内容や性格の移り変わり（中

世の権利証書から近世の儀礼資料へ），文書そのものの移動や偽作，頻繁な書写や情報の改竄・隠蔽，資料群

としての再編成の繰り返しなど，モノとしての動態的な要素を観察することによって，それを行う人間＝武

士の意識や武士（武家）の連続と断絶を明らかにし，それらを取り巻く国家・社会のあり方を読み解き，既

存の時間区分とは異なる新たな枠組みを設定することが可能と考える。 

 本研究は，武家文書の通時代的研究の必要性を訴える近年の研究動向もふまえながら，既存の時代区分の

枠を取り除いて，上記のような観点から文書以下の武家資料群を原本調査に即して分析する。さしあたって

は，モノとしての文書のライフサイクルはもとより，文書のフォーマットや外的な形態に着目し，公家文書

や寺社文書あるいは地域の民衆世界に残された文書史料とあわせみることによって，武家文書の作成・保存・

機能がもつ社会的影響を考察する。また，モノとしての機能や伝来理由という点については，武士あるいは

武家の表象としての文書（たとえば威信材）という視点を導入し，文書以外の史資料（武器武具・絵画・和

歌資料・茶道具・華道資料など）との関係構造を検討する。その際，これまで研究の蓄積の薄い中近世の漆

紙文書などの考古資料も検討材料として重視する。 

 研究の体制としては，本館が所蔵する中世・近世の武家文書等を中核としつつも，人間文化研究機構内の

研究機関はもとより，国内の歴史博物館との協業により，幅広い資料の集成と検討の体制を作りたい。あわ
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せて，本館を含む全国の歴史系博物館・資料館が抱える文書展示の困難性を打開するために，情報工学等と

の連携により，新たな文書展示の方法を開拓することも模索したい。 

２．今年度の研究目的 

 ①全体研究会・資料調査 武士・武家の史資料（群）に関して，史料学的研究の報告と表象論的研究の報

告を中心にした研究会を開催するとともに，企画展示を見据えて中近世にわたる武家の家伝資料群の原本調

査および研究会を館外で１回開催する。 

 ②館蔵資料の継続的調査 越前島津家文書・亀井家文書・本多家文書などの資料調査を，ワーキンググル

ープ形式で館外共同研究員の随時参加を得て進める。その成果は随時，研究組織全体で共有する。 

 ③館外での展示・資料調査 関東圏を中心に歴史系博物館で開催される武士・武家関係資料の展示の見学

を随時行い，資料情報および現場での議論の詳細を整理・文字化して共同研究員で共有し，全体研究会での

議論の素材とする。また，過去に開催された武士・武家資料に関係する他館の展示図録等について網羅的に

情報を収集し，武士展示の手法（現代の研究者による表象の方法）やその歴史についても検討を行う。 

 ④展示準備活動 上記の調査研究活動と並行して，展示構成および展示資料の具体化と選定を推進する。

また，文書資料および絵画資料を素材としたデジタル技術の援用による展示手法の開発を進める。 

３．今年度の研究経過 

 全体研究会 

  第１回 2008 年７月 14 日 国立歴史民俗博物館 

   高橋 一樹「共同研究の開始にあたって」 

   高久 智久「国立歴史民俗博物館所蔵本多家文書について」 

   小島 道裕「館蔵『対馬番家（小宮家）文書』『石見亀井家文書』『越前島津家文書』解説」 

  第２回 ７月 19 日 国立歴史民俗博物館 

   高橋 一樹「共同研究の目的と研究計画」 

  第３回 ９月 11 日 東京国立博物館 

   高橋 裕次「東京国立博物館所蔵の歴史展示について」 

   恵美千鶴子「東京国立博物館所蔵の生人形について」 

  第４回 12 月７日 国立歴史民俗博物館 

   高橋 一樹「中世武家文書の保存と廃棄」 

  第５回 2009 年３月７日 国立歴史民俗博物館 

   近藤 好和「武士と戦闘」 

   安達 文夫「文献史料を使った歴史展示とデジタル技術の応用」 

   菱沼 一憲「中世前期における「武士」の用法」 

 展示・資料調査 

   研究方法上の特色として，本館等での研究会や熟覧的手続きの要する資料調査とは別に，関東圏の博

物館・資料館で開催される武士・武家関係資料の企画展示・特別展を随時見学し，展示担当者を含めた

共同研究メンバー参加者による資料原本・展示現場に即したディスカッションを機動的に行った。 

   群馬県立歴史博物館「戦国武将からの手紙」展 

   神奈川県立歴史博物館「戦国大名後北条氏とその文書」展 
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   深川江戸資料館「江戸の武士と釣り文化」展 

   熊谷市立図書館「郷土の雄・熊谷次郎直実」展 

   群馬県立歴史博物館「日本刀は語る」展 

 個別資料調査 

   品川歴史館・中川船番所資料館・江戸東京博物館・石川県立図書館・前田土佐守資料館・新潟市歴史

博物館・村上市郷土資料館・村上歴史文化館・大阪城天守閣・京都府立総合資料館 

４．今年度の研究成果 

 武士・武家の関係資料をどのように資料論的に把握するかについて，文書・典籍・武器武具・絵画・諸道

具などのように，学問分野や研究方法に立脚した即物的なステレオタイプの分類ではなく，現代までを視野

に入れた通時的な機能の観点から，①武士・武家による自己表象，②おもに武士・武家以外の他者による表

象，という類型立てを作業仮説として提起した。さらに，機構連携研究「武士関係資料の総合化」との合同

の研究会・資料調査および討論を経て，そこに資料生成の動機の変化や伝来形態のバリエーション，あるい

は多次的な機能の変容といった，資料をめぐる歴史的動態を組み込むために時間軸を導入し，おおまかには

ア）同時代とイ）後世の軸で把握する方法が提案された。未だ武士・武家関係資料の総体も十分に掴み切れ

ていないが，現実には多様なかたちで存在する（存在した）資料の立ち位置を理論的に整理・把握する仮説

が得られたことは大きな成果である。 

 そのうえで，館蔵資料の調査や関東圏の博物館で開催されている展示の見学を重ねるなかで，中近世を通

じた武家の家伝資料群のバリエーションについても，研究史のレビューから得られた想定を超える事例が，

具体的な素材（資料群）の裏付けをもって獲得できた。具体的には， 

 ａ）中世から近世を通じて武家として存立した 

 ｂ）中世には武士であったが断絶するか近世には百姓など他身分に属した 

 ｃ）中世は不明で近世（おもに初頭から）は武士身分であった 

 ｄ）近世に新たに武家を創設した 

 ｅ）ａとｂの双方を兼ね備える（ある歴史段階で分離する） 

という５つのパターンを確認した。そして，それらの実際の展示（現代における歴史研究に裏付けられた表

象）方法のあり方についても，展示の現場で議論することができた点も重要である。 

 また，デジタル技術の応用による文書資料・絵画資料の新たな展示手法の開拓に関しては，本共同研究の

メンバー（とくに館外研究者）によるスムーズな資料へのアクセスと日常的な分析を可能にするため，本館

所蔵本多家文書のマイクロフィルムの一部デジタル化と簡易閲覧システムの構築を行った（次年度前半に全

巻完成予定）。これは本共同研究の成果として 22 年度に開催予定の企画展示においても活用が可能なコンテ

ンツであると同時に，「博物館研究統合」を念頭に置いた具体的な実践として，近い将来に同家文書を中核と

した，より発展的・専門的な共同研究・企画展示が組織されることを想定した資料情報高度化の作業でもあ

る。同様の作業としては，本館所蔵前九年合戦絵巻のデジタル化を共同研究メンバー・安達文夫の協力のも

とに行った。 

５．共同研究員（◎は研究代表者，○は研究副代表者） 

 大友 一雄 国文学研究資料館アーカイヴズ研究系  久留島典子 東京大学史料編纂所 

 近藤 好和 神奈川大学経済学部          佐伯 真一 青山学院大学文学部 
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 高久 智広 神戸市立博物館            高橋 裕次 東京国立博物館 

 富田 正弘 富山大学・名誉教授          マルクス・リュッターマン 国際日本文化研究センター 

 前嶋  敏 新潟県立歴史博物館・主任研究員    青山 宏夫 本館・研究部・教授 

 安達 文夫 本館・研究部・教授          岩淵 令治 本館・研究部・准教授 

 井原今朝男 本館・研究部・教授          大久保純一 本館・研究部・教授 

 久留島 浩 本館・研究部・教授         ○小島 道裕 本館・研究部・教授 

◎高橋 一樹 本館・研究部・准教授 

 ［リサーチアシスタント］ 

 西山  剛 総合研究大学院大学・大学院生     三野 行徳 総合研究大学院大学・大学院生 

 

Ｈ 「【公募型】中世における儀礼テクストの綜合的研究－館蔵田中旧蔵

文書『転法輪鈔』を中心として－」2005～2007 年度 

（研究代表者 阿部泰郎） 

 

１．目 的 

 唱導文献は，中世の仏教文化の中核を担うテクストとして，儀礼と結びつき，芸能に展開する基盤となり，

また，歴史状況と密接に関わり，時代をその人間の心意を象る史料としても高い価値を有する資料である。

その研究は，文献学的資料調査と解読分析を基礎として，人文学の諸分野から学際的になされる必要がある。 

 田中文書中の『転法輪鈔』は，中世唱導の主流であった安居院唱導の代表的文献の中で最古最善のテクス

トであり，金沢文庫蔵安居院唱導文献群に比して遙かに古態を留め，それらを位置付ける上で不可欠な伝本

である。安居院唱導文献の研究については，『安居院唱導集上巻』（1975）以降，大きな進展がみられない。

その停滞は，こうした基幹資料が多く未公刊であることが影響している。この状況を打開する一歩として，

歴博本『転法輪鈔』を研究・紹介することは急務であり，その公刊は，歴史・文学および美術史と建築史等

の重要資料として学界の求めに応えるものとなろう。 

 加えて，唱導文献を広く宗教テクストとして認識し，特に儀礼テクストとしての普遍性の許に把えること

により，唱導が担う仏教文化の構造と体系が明らかになり，ひいては説経や延年など芸能へと展開する機能

を明らかにできよう。それらは，仏教が王権や国家と結びついた東アジアに共通する現象であり，中国・韓

国の仏教儀礼と芸能の研究者が参加することは，そうした広い地平において唱導文献の位相を捉える格好の

機会となろう。また米国の中世仏教に深い知識と多様な問題意識を有する研究者の参加も，こうした課題を

国際的な視野の許で展開する契機である。 

 すでに研究代表者は，副代表も加わった共同研究として，科研費基盤研究（Ｂ）「中世寺院の知的体系の研

究」で真福寺等において唱導文献を含む仏教資料全般にわたる綜合的研究を深め，また 21 世紀 COE プログラ

ム「統合テクスト科学の構築」の推進担当者として，その宗教テクストとしての普遍的構造を追究してきた。

さらに，新たに採択されたグローバル COE「テクスト布置の解釈学的研究と教育」では，その成果をより高

度化して，自身の科研費研究の主題である中世宗教テクストの綜合的研究を，国際的な連携を築きつつ展開

すべく努めているが，その重要な基盤をなす本研究は，これらと連動してより大きな次元の成果へ発展させ

ることが可能となるだろう。 
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２．今年度の研究経過 

 第１回 研究会 ５月 16 日 名古屋 真福寺 

  真福寺蔵の聖教調査と今年度の研究計画についての討議 

 第２回 研究会 ６月５日～６日 韓国 ソウル 

 〔５日〕研究発表 於ソウル Metro Hotel 

   坂田沙代（ソウル大学校国語国文学科博士課程）「金剛山遊覧と僧侶の役割」 

   松尾恒一「奉元寺霊山斎について」 

 〔６日〕ソウル奉元寺にて霊山斎の調査 

 第３回 研究会 ６月 20 日 神奈川県立金沢文庫 

  金沢文庫蔵の唱導関係を中心とする資料の調査 

  研究発表 阿部美香「金沢文庫蔵「上素帖」について」 

 第４回 研究会 ８月 22 日～23 日 国立歴史民俗博物館 

  『転法輪鈔』他，館蔵田中旧蔵文書の調査 

  研究発表 高橋一樹・内田澪子「歴博蔵田中旧蔵文書について」 

  康保成「仏典の「謗仏」物語と大足「謗仏不孝」石刻－変文・変相図と演劇との関係をも視野に－」 

 第５回 研究会 11 月 29 日 新宿明治安田生命ホール 

  映像フォーラム「海を渡った仏教 儀礼と芸能」 

  報告  阿部泰郎「堂童子」 

      尹光鳳「韓日仏教儀礼と芸能」 

 第６回 研究会 １月 23 日～24 日 国立歴史民俗博物館 

  歴博蔵『転法輪鈔』ほか，中世唱導関係資料調査 

   筒井早苗「「為小堂供養祈修同供祭文」の考察－『転法輪鈔』中間報告として－」 

   牧野淳司「歴博蔵『転法輪鈔』の翻刻と解題作成についての経過報告」 

 研究会は，第１回（５月）には，名古屋の真福寺において本共同研究の主旨説明と研究計画打ち合わせを

行い，大須文庫所蔵の唱導・法儀テクストの閲覧と断簡中の唱導文献について整理と分析を行った。 

 第２回（６月）は韓国ソウル市に赴いて奉元寺の霊山斎の見学・調査記録と，ゲストスピーカー坂田沙代

氏による「金剛山遊覧と僧侶の役割」の発表を中心とする研究会を行った。なお，本研究会には，韓国東国

大学洪潤植名誉教授が参加し，活発な討議が行われた。 

 第３回（６月）は金沢文庫にて特別展『五寸四方の文学世界』を見学し，展示された称名寺聖教中の唱導

文献の全体像について，共同研究員の西岡芳文学芸員からレクチャーを受け，その他重要な唱導資料の閲覧

を行った。 

 第４回（８月）は歴博において，所蔵田中穣旧蔵文書中の唱導・儀礼テクストを中心に閲覧を行い，その

内容を検討し，あわせて研究会でその概要について高橋・内田両氏から説明を受け，研究代表者による中世

唱導テクストの体系の試論が提示され，第３回に引き続き阿部美香氏から『上素帖』に関する報告がなされ，

共同研究員である中国中山大学康保成氏による研究発表が行われた。 

 また，仁和寺蔵の法儀・声明書について，小島裕子氏を中心に調査を実地した（９月）。 

 第５回は，昨年度の民俗研究映像「薬師寺花会式」「春日大社・興福寺の年中行事」を一般公開上映した映
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像フォーラム（11 月）において，本共同研究の共同研究員（阿部代表・松尾副代表・尹）による，報告と討

議を行った。寺院の建造に関わる職能者の行事への奉仕と，大陸より伝播した仏教の，日本と同様に古代以

来の歴史を有する韓国の事例との比較討議を行った。 

 第６回（１月），歴博において『転法輪鈔』のほか，中世唱導関係資料調査を行い，また，筒井早苗氏の「「為

小堂供養祈修同供祭文」の考察」の研究発表が行われ，牧野淳司氏により『転法輪鈔』の翻刻と解題作成に

ついての進捗報告が行われた。 

３．今年度の研究成果 

 初年度となる今年度は，研究対象となる中世唱導文献と儀礼テクストについて，主要な寺院と文庫に伝来・

所蔵されている資料の輪郭を把握し，それらの中での歴博蔵田中旧蔵資料の含む範囲や位置を確認した。 

 その過程で，中心的な研究対象である歴博蔵『転法輪鈔』の本格的な輪読と原稿作成も開始された。 

 加えて，密接に関連する安居院唱導資料『上素帖』（金沢文庫所蔵）や『安極玉泉集』断簡（真福寺）等の

新発見資料の開拓的研究が推進された。 

 東アジアにおける仏教儀礼，及び，これと深く関わった芸能の伝承の実見・調査として，韓国奉元寺霊山

斎の調査を行ったが，密教的作法や，禅宗的な儀礼等との複合，在地の精霊信仰に基づく諸作法等が確認さ

れ，中国を経由して伝来した仏教の地域的な定着と展開を考究するうえで，今後，日本の諸事例との比較が

必要となる確信を得た。 

４．共同研究員（◎は研究代表者，○は研究副代表者） 

 阿部 美香 昭和女子大学・非常勤講師       康  保成 中国・中山大学 

 小島 裕子 和光大学他・非常勤講師        近本 謙介 筑波大学 

 筒井 早苗 金城学院大学・非常勤講師       西岡 芳文 神奈川県立金沢文庫 

 Brian Ruppert アメリカ・イリノイ大学       牧野 淳司 明治大学 

 箕輪 顕量 愛知学院大学             尹  光鳳 広島大学 

◎阿部 泰郎 名古屋大学・本館客員教授       内田 澪子 本館・研究支援推進員 

 小池 淳一 本館・研究部・准教授         高橋 一樹 本館・研究部・准教授 

○松尾 恒一 本館・研究部・准教授 

 

 

（4） 博物館学的研究 
 

Ａ 「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」 

2006～2008 年度 

（研究代表者 佐藤優香） 

 

１．目 的 

 本共同研究のテーマにある「コミュニケーションデザイン」とは，「専門知識を持つ者ともたない者，利害

や立場のことなる人々，その間をつなぐコミュニケーション回路を構想・設計すること」などと定義されて

いる。この「専門家と非専門家」は，本共同研究においては，博物館における研究者（研究成果）と来館者
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であり，展示やその鑑賞を支援するメディアが「コミュニケーション回路」となる。本研究では，博物館に

おける研究成果の伝達や，来館者の様ざまなコミュニケーションに関する問題について研究を行う。特に，

人と人，人ともの（資料）をとりむすぶメディアに着目して研究を進める。具体的には，フォーマティブリ

サーチ（制作途中に実施する形成的評価）を積極的に取り入れ，研究組織メンバーの専門性を活かしたチー

ムアプローチによる歴博を活用したプログラム開発と試行を行う。プログラムの開発過程を通して博物館に

おけるコミュニケーションデザインに関する実践と研究のシステムを構築していきたい。すなわち，博物館

におけるコミュニケーションの問題を広い視野から検討していくと同時に，本館の展示場も研究の一フィー

ルドとする。 

２．今年度の研究目的 

 共同研究会メンバーからの報告をもとに博物館におけるコミュニケーションについて総合的に議論してい

く。また，本館の展示や資料などを活用したプログラム開発を実践的に行う。具体的には，館蔵の洛中洛外

図屏風を活用した中学校の修学旅行学習プログラムを実践すると共に，各種のツールを制作し，パッケージ

化を試みる。 

３．今年度の研究経過 

 2008 年５月 26 日（月） 

  プログラム実践 於国立歴史民俗博物館 

  四街道北中学校生徒による，洛中洛外図屏風を活用した修学旅行事前学習プログラム 

 2008 年６月４日（水） 

  プログラム実践 於四街道北中学校 

  中学校における事後学習プログラム 

 2008 年 11 月 16 日（日） 

  研究会 於国立歴史民俗博物館 

   若林尚樹（東京工科大学） 

   「水族館における展示支援のためのコンテンツデザインの実践研究」 

   楠 房子（多摩美術大学） 

   「動物園における GPS 携帯電話を用いた学習内容提示システムの実践と評価」 

 2009 年１月 22 日（木） 於国立歴史民俗博物館 

  報告論集に向けての鼎談「博物館におけるコミュニケーションをめぐって」 

   布谷知夫（滋賀県立琵琶湖博物館） 

   上田信行（同志社女子大学） 

   広瀬和雄（国立歴史民俗博物館） 

 2009 年１月 31 日（土） 

  研究会 於国立歴史民俗博物館 

   小島道裕（国立歴史民俗博物館） 

   「洛中洛外図屏風を活用するプログラム」 

   原田 泰（千葉工業大学） 

   「洛中洛外屏風と現代をつなぐ PSP コンテンツの開発」 
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   居郷翔（協力者：千葉工業大学学生） 

   「洛中洛外図屏風を読み解く道具の開発」 

４．今年度の研究成果 

 京都への修学旅行プログラムや携帯端末コンテンツなどについて引き続き実践的な取り組みを実施し，プ

ログラムを充実化させると共に，ミニ屏風，携帯ゲーム機（PSP）を用いた画像とテキストのデータ集，ワー

クシートなどのツール制作を行い，予定していたプログラムのパッケージ化をほぼ実現することができた。 

 研究会においては，個別報告や鼎談を行い，今後報告論集として刊行するめどを付けることができた。 

 報告論集は，およそ下記の構成を予定している。 

 １）博物館展示における表象 

 ２）学校教育と博物館 

 ３）博物館におけるプログラムの開発 

 ４）歴博の展示を活用したコミュニケーションプログラムの開発 

５．共同研究員（◎は研究代表者，○は研究副代表者） 

 上田 信行 同志社女子大学現代社会学部    小川 英昭 佐倉市立印南小学校 

 金子  淳 静岡大学             苅宿 俊文 大東文化大学 

 楠  房子 多摩美術大学           田中 結輝 四街道市立四街道北中学校 

 並木美砂子 千葉市動物公園          布谷 和夫 滋賀県立琵琶湖博物館 

 平井京之介 国立民族学博物館         森茂 岳雄 中央大学 

 若林 尚樹 東京工科大学           安達 文夫 本館・研究部・教授 

 久留島 浩 本館・研究部・教授        小池 淳一 本館・研究部・准教授 

○小島 道裕 本館・研究部・教授       ◎佐藤 優香 本館・研究部・助教 

 澤田 和人 本館・研究部・助教        杉山 晋作 本館・研究部・教授 

 広瀬 和雄 本館・研究部・教授        藤尾慎一郎 本館・研究部・教授 

 宮田 公佳 本館・研究部・助教 

 

Ｂ 「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」 

2007～2009 年度 

（研究代表者 安達文夫） 

 

１．目 的 

 今後ますます多様化し数も増加すると考えられるデジタル化された資料について，その利用を促進し，デ

ジタル化資料の情報の交換を容易にするため，その本質的な記述法を，情報の発生や利用のモデルに基づい

て明らかにすることを目的とする。 

 実物の資料に関する情報記述法は研究が進んでいるが，ディジタル化された資料に対しては明確な情報記

述法がない状況にある。これは，デジタル化された資料では，取得（発生）の過程が多様であり，複合した

制作物が存在することにより，記述に関する考え方が複雑となっていることによる。そして，デジタル化し

た資料は複製が容易であることも考慮すべき事項である。 
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 本研究は，デジタル化された資料の発生と取得の過程，並びに利用をモデル化することにより，複雑に見

える情報の記述を簡明なものとして，情報記述法の確立を目指すものである。写真やマイクロフィルム，映

像資料はデジタル資料と共通する特性があり，これらに関する記述も視野に入れ研究を進める。 

２．今年度の研究目的 

 昨年度のデジタル資料の現状調査と利用形態の整理に引き続き，今年度は，従来型資料の情報記述法の課

題を整理した上で，デジタル資料の特性を，制作過程，複合構造，原資料の記述との関連の点から分析し，

記述のモデル化を行う。 

３．今年度の研究経過 

 従来型資料の情報記述に関する理解を深め，デジタル化された資料の著作権情報の記述を含む課題と要求

条件を明らかにするため，４回の全体の研究会を以下のように開催するとともに，具体的なデジタル資料記

述法を検討するため，４回の分科会（７，10，12，３月）を開催した。 

 第１回研究会 2008 年６月 23 日 

  ・『ミュージアム資料情報構造化モデル』と博物館業務支援システム    村田良二（東京国立博物館） 

  ・浮世絵研究とデータベース－歴博所蔵錦絵データベースを中心に－  大久保純一（本館） 

  ・第３展示室の電子コンテンツについて               鈴木卓治（本館） 

 第２回研究会 2008 年９月 11 日 

  ・発掘遺構の記録と活用          村木二郎（本館） 

  ・古代資料のデジタルコンテンツについて  仁藤敦史（本館） 

  ・正倉院文書の諸要素とメタデータ     後藤 真（花園大学） 

 第３回研究会 2008 年 11 月 17 日 

  ・NII の学術情報流通事業の概要と学術情報流通の最新動向 

                       細川聖二（国立情報学研究所）：ゲストスピーカー 

  ・著作権情報の記述とメタデータ      曽根原登（国立情報学研究所） 

 第４回研究会 2009 年２月 25 日 

  ・そのメタデータの作者は誰か       師 茂樹（花園大学） 

  ・地域情報学とハノイ研究からのメタ情報  柴山 守（京都大学） 

４．今年度の研究成果 

 それぞれ４回の研究会と分科会での検討を通じ，以下を整理した。デジタル資料の現状と利用形態から見

て，記述対象はデータが収録された記録メディアやファイルとするのではなく，デジタル資料の元となる資

料を意識できる記述とすることが求められる。元の資料の記述との連続性が望まれるが，実用性と記述の論

理性との整合をとる必要がある。 

 複数の資料を基に構成されたデジタル資料や，画像・テキスト・音声など複合した形態のデジタル資料に

対して構造を記述できること，改変や改版などの制作過程をデジタル資料の管理に応じて柔軟に記述ができ

ること，デジタル化の対象となった原資料の情報と矛盾なく連携できることが記述法の条件となる。 

 デジタル資料の記述として，複合物を構成物に分解し，この単位で制作過程を記述するとともに，デジタ

ル資料に転写される内容，記録表現の様式，記録体の形式の３要素に分けて記述するモデルを導出した。こ

れにより，写真や複製物さらに原資料の対応関係を明確化できる。 
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５．共同研究員（◎は研究代表者，○は研究副代表者） 

 宇陀 則彦 筑波大学図書館情報メディア研究科   五島 敏芳 京都大学総合博物館 

 後藤  真 花園大学文学部            柴山  守 京都大学東南アジア研究所 

 曽根原 登 国立情報学研究所           田良島 哲 東京国立博物館 

 松村  敦 筑波大学図書館情報メディア研究科   村田 良二 東京国立博物館 

 師  茂樹 花園大学文学部            山田 太造 東京大学史料編纂所 

 横山 伊徳 東京大学史料編纂所          山本 泰則 国立民族学博物館 

◎安達 文夫 本館・研究部・教授          大久保純一 本館・研究部・教授 

○鈴木 卓治 本館・研究部・准教授         仁藤 敦史 本館・研究部・教授 

 高橋 一樹 本館・研究部・准教授         村木 二郎 本館・研究部・准教授 

 内田 順子 本館・研究部・准教授 

 ［リサーチアシスタント］ 

 石田七奈子 総合研究大学院大学・大学院生 

 

Ｃ 「【準備研究】表象型展示システムの構築に関する総合研究」 

2008 年度 

（研究代表者 西谷 大） 

 

１．目 的 

 本研究は，博物館の所蔵資料を，近年の人類学・歴史学・芸術学など各分野の研究によって深まりをみせ

ている「表象」の概念を導入して再評価し，博物館展示に適合する形で理論化することにより，従来にない

新しい博物館のコンセプトを提起する。ここでいう「表象」とは，現代日本の文化の枠組みだけではなく，

資料が製作され，様々な時代の様々な状況を経てきた歴史や文化との関係性や，あるいは異なる文化を有す

る海外からの視点などによる，複数の価値観や意義を一つの資料から惹起することを意味する。 

 その上で，実資料とそれから抽出された情報を効果的に観客に伝えることに加えて，観客自身が博物館に

おける歴史表象の形成に参加して歴史への理解を深められるような展示システムを具現化することをめざ

す。これによって様々な時代・国・文化との関係性から捉え直した，資料が内包する深く豊かな姿を，それ

ぞれに効果的かつダイナミックな双方向の展示手法を用いて観客に提示することを目的とする。 

２．今年度の研究経過 

 第１回研究会 ８月 19 日 国立歴史民俗博物館 

  表象研究の現状と，歴博での表象展示の可能性について議論をおこなった。 

 第２回研究会（現地調査） 11 月１日～３日 

  表象展示と展示技法を視察するため旭川市を訪れた。特にアイヌ関係の表象展示として，アイヌ展示を

重点に 11 月１日にリニューアルオープンした旭川市博物館とアイヌ記念館を視察した。また展示技法を参

考にするため，旭山動物園を視察した。 

 第３回研究会（現地調査） １月 29 日・30 日 

  トヨタ博物館と明治村を視察した。トヨタ博物館では，企業が自動車をとりまく社会との関係性をどの
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ように表現しているのかを中心に視察した。明治村では，野外博物館の展示技法について検討した。 

 第４回研究会（現地調査） ２月 19 日～22 日 

  鉄道博物館（埼玉県さいたま市），感覚ミュージアム（宮城県大崎市），南部杜氏伝承館（岩手県花巻市），

小川原湖民俗博物館（閉館中）（青森県三沢市）の博物館を訪れ，表象展示と展示技法について検討した。 

３．研究の成果 

 現在岐路にたっている従来からの博物館における展示のあり方とその表現手法について，これまでの表象

研究の成果の視点から根本的な見直しをはかり，理論構築とともにそれを具現化する方法までも研究する必

要があるという結論にいたった。 

 博物館は，観客という一般市民との関わりを失えば存続意義はない。今後，博物館は研究レベルの高さを

維持しつつ，一般市民の要望に応え，さらに一般市民の意識を刺激し高めていくという「博物館と観客の共

進」が必要不可欠である。これまで博物館展示とは，一つのストーリーを提示する「教育」的な場であった。

今後は，数多くの情報の中から観客が主体的に必要な情報を選択して，歴史表象を形成できるような展示環

境を整備し，自ら学ぶことのできる観客を創出することが必要であろう。 

 今後はこうした研究を持続的に行うことによって，「歴博モデル」ともいえる研究・実践の手法モデルの，

全国の博物館への波及をはかることにより，今後の新たな博物館展示の姿を作っていくことができると考え

られる。またこのような研究の成果は日本の博物館，博物館を研究する大学等の研究機関だけでなく広く世

界に発信することによって，発展的な議論の提起が期待できる。 

４．共同研究員（◎は研究代表者，○は研究副代表者） 

 篠原  徹 人間文化研究機構         高橋 則英 日本大学 

 林  良博 東京大学総合研究博物館      布谷 知夫 滋賀県立琵琶湖博物館 

 吉田 憲司 国立民族学博物館        ○内田 順子 本館・研究部・准教授 

 大久保純一 本館・研究部・教授        久留島 浩 本館・研究部・教授 

 小島 道裕 本館・研究部・教授        齋藤  努 本館・研究部・准教授 

 澤田 和人 本館・研究部・助教       ◎西谷  大 本館・研究部・准教授 

 日高  薫 本館・研究部・准教授       宮田 公佳 本館・研究部・助教 

 村木 二郎 本館・研究部・准教授       山田 慎也 本館・研究部・准教授 

 

 

［個別共同研究］ 
 

（1） 「身体と人格をめぐる言説と実践」2006～2008 年度 

（研究代表者 山田慎也） 

 

１．目 的 

 ひとの人格について様々な言説や実践を取り上げ，従来あまり注目されなかった身体性について分析し，

近代化過程における歴史的変遷と民俗的多様性について，民俗調査，文書や絵画資料などに基づいて検討を

行う。 
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 ひとは社会的存在であり，その人格は身体を通して表出され，他者から把握されている。つまり，身体は

物質的存在でありながら，物質として還元することはできず，人格との分離は容易ではない。特に近年，生

命工学の発達によって，臓器移植やヒト胚性幹細胞の培養など，身体の物質的操作が行われるようになり，

その倫理性も問われるようになっている。こうしたことが社会的に問題になるもの，身体が人格を帯びた存

在であり，ひととしての根幹的な問題に通じるからである。 

 一方で，身体と人格をめぐる問題は現代医療の分野だけでなく，従来から生活の過程の中で生じている。

誕生や死，憑依現象などがそうした例としてあげられる。それは従来，霊魂と肉体という関係で捉えられる

場合も多かった。しかし霊魂は，実際の語りや表象の場面では，身体性を帯びて表されることが多く，その

関係を切り離すことは難しい。さらに，現代社会において，霊魂への信念が希薄になってきており，霊魂観

として現代的な事象を把握することは困難である。しかし例えば，誕生や死の場面において，人格として捉

え直すことで，現代における生者と死者の関係を理解することが可能となるなど，従来の研究の蓄積を生か

して，現代との連関を検討することが可能となる。 

 本研究では，それぞれ別個に取り上げられてきたこうした問題系を，生活過程における人格をふまえた身

体イメージに焦点を当てて捉え直し，現代医療，シャーマニズム，生命観を中心に民俗学，歴史学，文化人

類学社会学など関連諸科学の中で総合的に議論していきたい。なお，この共同研究は総合誌『歴博』特集「身

体のイメージ」の企画を代表者が担当する中で具体化し計画された。 

２．今年度の研究目的 

 20 年度は最終年度であり，「身体と人格の関係性における総括」ということで，当初の２年間に扱えなか

ったテーマを中心に取り上げ，共同研究の総括を行う。 

 まず人格と身体との関係の多様性については，死者を中心に取り上げてきたが，従来あまり扱うことがあ

まりなかった点，例えば病気状態における人格との関係などについて検討を行う。病気という通常とは異な

る状態における人格表象について検討を行うことで，死者とも通常の生者とも異なる身体性との関連が照射

されよう。 

 また人格表象における象徴の扱い方である。人格表象にはさまざまな象徴が動員され，物質的なものから

言説までをふくめて，身体の登場の仕方について考察する。その出現のレベルは幅広く，その多様性につい

て検討をおこないたい。 

 さらに言説と実践の落差の問題である。言説での設定と実践の相違を検討するだけでなく，その落差の生

じる要因についても考察することで，身体と人格の複雑な関係性が明らかになると考えられる。 

３．今年度の研究経過 

 第 10 回研究会は，2008 年６月 21 日，22 日の両日に行われた。金菱清氏（東北学院大学）が「「不法占拠」

地域における ふたつの人格をめぐる言説と実践」を，医療人類学の浜雄亮氏（日本学術振興会特別研究員）

「苦しむことと集うこと」を報告した。また「研究会収束に向けて」の相談も行った。 

 第 11 回研究会は，2008 年 10 月 11 日～13 日まで，宮城県気仙沼市及びその周辺地域でのフィールドワー

クを東北学院大学 OB 会気仙沼支部の協力のもと行った。気仙沼市リアスアーク美術館での研究会のあと，唐

桑半島の民間宗教者，旧家での民俗宗教調査等を行い，地域への還元として，ミニシンポジウムを気仙沼中

央会館で開催した。 

 第 12 回研究会は，2008 年 11 月８日慶応人類学研究会との共催により，合同セッションを慶應義塾大学に
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て開催した。阿部年春氏（埼玉大学名誉教授）「「方法としての習俗－ケニア・ルオ社会における影（テイポ）

をめぐって－」」を，佐藤守弘氏（京都精華大学）「遺影写真の視覚性／触覚性」を報告した。慶應人類学研

究会のメンバーの他，多くの大学からの参加があった。 

 第 13 回研究会は，12月 13 日～14 日，歴博にて行われた。上野祥史氏（国立歴史民俗博物館）が「中国葬

墓資料の身体論的考察」を岩淵令治氏（国立歴史民俗博物館）が「大名家菩提寺・葬礼」というテーマで報

告した。そして研究報告への執筆などについて話し合った。 

４．今年度の研究成果 

 最終年度として，２年間で扱ってこなかった視点から，人格の表象と存在についての歴史的，文化的状況

を検討した。例えば，空港など物質を人格的に捉える現象を通して社会紛争とその解決について，また影を

例としてひとの表象と習俗との関係，また美術史の立場から遺影の視覚性と身体性を通しての人格表象の議

論など，広範な視点から議論が行われた。また昨年から引き続き，身体の取り扱いと死の前後における人格

表象の検討なども行った。つまり，ひろく人文社会科学における人間観と身体との問題について現在改めて

考える必要があることがこの研究会によって明らかになった。そのため，社会学や医療人類学，歴史学など

学際分野における検討は議論の活発化の上でも重要であることを再認識し，各人がこうした問題意識を共有

し，報告書を作成することとなった。 

５．共同研究員（◎は研究代表者，○は研究副代表者） 

 池上 良正 駒澤大学文化学部             浮ヶ谷幸代 立教大学 

 梅屋  潔 東北学院大学教養学部           金菱  清 東北学院大学教養学部 

 川添 裕子 松蔭大学異文化コミュニケーション学部   木下 光生 神戸女子大学 

 田中 藤司 成城大学民俗学研究所           谷川 章雄 早稲田大学人間科学部 

 田原 範子 四天王寺国際仏教大学社会学部       出口  顯 島根大学法文学部 

 土居  浩 ものつくり大学建設技能工芸学科      長沢 利明 法政大学 

 村上 興匡 大正大学文学部              宮下 克也 北里大学 

 岩淵 令治 本館・研究部・准教授           上野 祥史 本館・研究部・助教 

 内田 順子 本館・研究部・准教授          ○小池 淳一 本館・研究部・准教授 

◎山田 慎也 本館・研究部・准教授 

 

 

（2） 「東アジア先史時代の定住化過程の研究」2007～2009 年度 

（研究代表者 小林謙一） 

 

１．目 的 

 縄文時代の集落研究は，土器編年研究と並び，日本先史考古学の大きな柱となってきたが，その成果は決

して充分とは言えない。高度成長期による大規模開発に伴う広域調査により，集落調査例は膨大なものとな

ったが，その実体については不明であり，特に最も遺跡数が多く集落も多く発見されている東日本縄文中期

についてみると，同時存在住居の把握や集落の定住性について，異論が続いている。縄文中期と草創期の居

住遺跡（集落と洞窟またはキャンプサイト的セツルメント）は，縄文集落研究さらには縄文社会論の上で，
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重要かつ典型的な研究対象となる。集落構造や居住形態について解明を進め，さらに土器編年や年代測定研

究とあわせ検討することで，先史社会研究にとして，大きな成果があげられるものと考える。将来的には，

縄文時代全般，列島全域・東アジア全体の先史集落に対して，縄文集落遺跡の集成的研究を行っていき，共

有化し得る研究資源としたい。 

２．今年度の研究目的 

 東日本縄文中期集落，西日本草創期遺跡の代表的な事例を検討する研究会を行う。例えば，これまでに小

林が研究してきた関東地方の中期集落や，2004－2006 年度に共同研究を行った上黒岩遺跡これまでの研究を

発展させた内容について議論し，2009 年度の特別展に成果を提示できるようにする。同時に，補助員を用い

て国立歴史民俗博物館収蔵報告書より，集落遺跡の地名集成を行い，研究会で予備調査をおこない，次年度

にこのデータに詳しい内容を加味したデータ集成を行う。 

３．今年度の研究経過 

 ・研究会の開催と共同調査，資料集成を進めている。主な活動は以下の通り。 

   第１回研究会 ６月 21 日（土）本館 

    研究分担者・協力者による研究報告 

     中山 真治 多摩ニュータウン№446 遺跡の縄文中期中葉の集落の検討 

     領家 玲美 相模原市における縄文中期集落研究 

     今福 理恵 山梨県域における縄文集落研究 

     矢作 健二 縄文草創期の遺跡立地と周辺環境 

     村本 周三 北海道における縄文集落調査 

     合田恵美子 北関東における縄文中期集落集成について 

     福島 雅儀 会津盆地における縄文前中期遺跡の分布について 

     津村 宏臣 縄文中期集落の空間分析 

   第２回研究会・現地調査 ８月 24 日（日） 相模原市大日野原遺跡 

     縄紋中期集落調査現場における周辺環境調査 

   第３回研究会 ９月 11 日～14 日（木～日）北海道斜里町続縄文・擦文遺跡調査現地調査 

     帯広市百年記念館埋蔵文化財センター（大正３遺跡他），斜里町知床博物館，斜里町ウトロ遺跡調

査現場見学および周辺遺跡の陥没竪穴跡の調査 

   第４回研究会 2009 年２月７日（土） 本館 

    研究分担者・協力者による研究報告 

     小林 謙一 縄文草創期の居住施設について 

     中山 真治 府中市本宿町遺跡について 

     宇佐美哲也 武蔵野台地東辺の様相 

     纐纈  茂 集落分析の時間軸・東海の場合 

     黒尾 和久 縄文中期後半の時間軸再考 南武蔵の加曽利Ｅ１・２式編年研究の課題 近接同時

期住居の時間関係 

     村本 周三 ウトロ遺跡の調査 

     櫛原 功一 六角形竪穴の一例 
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 ・研究会以外の活動（本館および分担者各自の調査作業） 

   中期における定住集落の展開を明らかにする目的で，研究者が分担し，一部補助員を用いて遺跡集成

と，遺跡内空間分析用ソフトによる住居内遺物分布の分析を行い，縄文中期における定住活動の内容を

検討する基礎データを作成した。 

   上黒岩遺跡を題材に，縄文草創期における定住化の度合いを検討するため，遺跡の層位や遺物など基

礎データを作成した。そのため，共同研究者のほか中橋孝博，丑野毅，二宮修治氏など分析の専門家に

必要に応じて協力を依頼し，上黒岩遺跡出土物の調査・分析を行った。 

   縄文集落調査のため，千葉県加曽利貝塚博物館，茨城県真壁町歴史資料館において，縄文集落出土土

器の資料調査を行った。また，東京都中期集落集成担当の分担者打ち合わせなど，個別の研究打ち合わ

せを数度行った。 

４．今年度の研究成果 

 縄文中期については，今年度の集落データ集成の成果の一部を用いて，東京都縄文中期集落遺跡集成を，

データベース化し人間文化研究機構資源共有化データーベースにて公開した。さらにその内容を補完してい

くことを進めている 

 縄文草創期については，一昨年度の「愛媛県上黒岩遺跡の研究」の成果を含めてまとめつつあり，その成

果を『国立歴史民俗博物館研究報告』特集号として刊行する予定である。 

５．共同研究員（◎は研究代表者，○は研究副代表者） 

 今福 利恵 山梨県教育庁学術文化財課       大内 千年 千葉県教育振興部 

 遠部  慎 北海道大学埋蔵文化財調査室      郭  鐘喆 （財）ウリ文化財研究所 

 櫛原 功一 山梨文化財研究所           黒尾 和久 東京都あきる野市前原遺跡調査会 

 纐纈  茂 名古屋市見晴台考古館        ◎小林 謙一 中央大学文学部 

 武川 夏樹 栃木県教育委員会           津村 宏臣 同志社大学文化情報学部 

 中村 哲也 青森県埋蔵文化財センター       中山 真治 府中市教育委員会 

 橋本真紀夫 パリノ・サーヴェイ株式会社      兵頭  勲 愛媛県埋蔵文化財センター 

 福島 雅儀 福島県埋蔵文化財センター       矢作 健二 パリノ・サーヴェイ株式会社 

 綿貫 俊一 大分県教育庁埋蔵文化財センター   ○西本 豊弘 本館・研究部・教授 

 春成 秀爾 本館・研究部・名誉教授        藤尾慎一郎 本館・研究部・教授 
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［人間文化研究機構連携研究］ 
 

（1） 日本とユーラシアの交流に関する総合的研究 
 

Ａ 「ユーラシアと日本：交流と表象」2005～2009 年度 

（研究代表者 久留島 浩） 

 

１．目 的 

 ユーラシア大陸の諸国家・諸民族社会と日本とは，歴史上，密接な交流を行なって来た。この交流は，も

のの移動という意味での交易だけでなく，ものや文化を伴った人の移動，さらに技術や文化面での相互作用

など情報の伝達などを含めて広範な範囲に及ぶ。またこのさまざまなレベルでの交流は，その接触の局面で

みると，協調的な関係のみならず衝突・戦争などの対立関係も見られる。こうした相互交流に関する諸問題・

諸局面に注目した研究は少なくないが，「ユーラシアと日本」という関係に限定してみると，文明地帯（中国

や西欧）と非文明地帯（日本を含む周辺地域）という対比的なとらえ方から自由ではなく，海域という交流

の媒介項を入れた新しい地域研究や双方向的・相関的な関係という観点からとらえ直そうという研究潮流は

あるものの，その方法や視点，対象そのものについては，まだ検討する余地を残していると考えられる。ま

た，日本の歴史を見直すためには，ユーラシア大陸にまたがる広大な地域を視野に入れ，ものとひとと情報

の往来に注目した，ユーラシアと日本の相互作用についての総合的な議論と比較研究が必要である。 

 さらに，ユーラシアと日本との関わりにおいて，相互にどのようなイメージで見てきたのか，逆にどう見

なされてきたのかという点の解明は，近年異文化と自文化という対比や，他者表象・自己認識の問題として

注目されているが，そこでも解明されるべき論点は少なくない。他者表象ひとつをとってみても，異集団と

の接触によって「自然に」生み出されるものではなく，そこに支配・被支配関係が介在してはじめて生じる

とも言えよう。日本を含む東アジア世界ではそれが，権力システムや国家システムの一部をなすことも多か

った。たとえば，中国で生まれた周辺諸民族を表す「東夷・西戎・南蛮・北狄」という用語や概念は，中国

の国家像や国家システムと密接に結びついており，日本や朝鮮では，それが「小中華」という二重構造とな

っているだけでなく，その「小中華」同士の歴史的関係性にも留意する必要がある。他者表象と権力システ

ムとの関連を，異集団間の相互作用と独自性に留意しつつ検討することは，ユーラシアと日本とのちがいや

共通点を構造的に明らかにする際に重要なポイントとなるのではないかと考える。 

 そこで，本研究は，おおきくは「交流と表象」という観点から「ユーラシアと日本」の関係史について，

「比較」という研究手法で検討することにしたい。具体的には，「交流」「権力システム」「表象」の３つを共

有テーマとし，それぞれ「ひとやものの移動から文化の受容と変容および文化表象の問題を見直すこと」，「権

力システムだけでなく，ひとの移動をも視野に入れて国民国家形成過程を比較すること」「文化の表象から物

質文化を問い直すこと」と相互に関連づける課題を設定して比較研究を深めたい。 

２．今年度の研究成果 

 この研究プロジェクト全体は，以下の８つの研究ブランチに分かれ，それぞれ３つの共有テーマに関わる

サブテーマをたてて，自律的に研究を進めている。 

 １ 「古代東アジアにおける対外交流と文化受容の比較研究」班（代表者：杉山晋作＝歴博） 



58 

 ２ 「日本周辺海域における物資と情報の往来」班（代表者：佐々木史郎＝民博） 

 ３ 「中国南北の国境地域における人の移動と交流，および国家政策」班（代表者：塚田誠之＝民博） 

 ４ 「移民史の比較研究」班（代表者：今泉裕美子＝法政大学 歴博客員教授） 

 ５ 「国民国家の比較史的研究」班（代表者：趙景達＝千葉大学 歴博客員教授） 

 ６ 「人間の移動から見た国民国家」班（代表者：竹沢尚一郎＝民博） 

 ７ 「ユーラシアにおける音楽・芸能と交流のイメージ」班（代表者：寺田吉孝，笹原亮二＝民博） 

 ８ 「唱導文化の比較研究」班（代表者：林 雅彦＝明治大学 歴博客員教授） 

 このうち４つの班の代表者のうち１名が歴博教員，３名が歴博の客員教授である。 

 なお，この研究全体を統括するのが，総括班会議であり，この総括班会議には，各研究ブランチの代表・

副代表が参加することになっている。まず，この総括班会議の活動概要から説明する。総括班会議は，計３

回開催し，全体の予算の配分および国際シンポジウムなど研究計画をたてた。また，各研究ブランチの活動

を相互に結びつけるために，ニュースレター「交流と表象」を３回発行した。 

 今年度の研究プロジェクト全体としての成果は以下のとおりである。 

 

 ①国際シンポジウム「パフォーマンスと文化」 2009 年３月 28 日・29 日 国立歴史民俗博物館 

 セッション１「ロマニ音楽の交流と表象」 

 ロマニの人々はユーラシアの音楽文化の形成にきわめて重要な役割を果たしてきた。かれらが南アジアか

ら西アジアを経由してヨーロッパに移動するにともない，音楽もまた移動し，その経路で多くのユニークな

音楽文化が生まれた。ズルナのようにユーラシアの広大な地域に分布する楽器のいくつかはロマニによって

伝播したと考えられている。従来の音楽・楽器の伝播に関する研究は，移動を俯瞰的にとらえる傾向があり，

個々の音楽実践の基礎となるロマニの人々の主体性アイデンティティや感情・動機などを調査対象にするこ

とはなかった。最近の研究のなかには，Bright Balkan Morning や Rom Musicians in Kosovo などのように，

特定地域における個別の音楽家・集団に焦点をあて，日常生活との関連から彼らの音楽活動を詳細に分析す

るものも存在するが，このような研究は特定地域内の音楽民族誌であり，地域間の移動・交流などに言及す

ることは少ない。本セッションでは，ロマニのユーラシア音楽文化に対する貢献を，ロマニの主体性や人権

に関する諸問題にも注目しながら再検討することによって，上記の２つのアプローチの統合の可能性を探り

たい。 

 

 セッション２「唱導と布教の国際比較－絵と声と音と－」 

 ユーラシア両端における宗教の問題を布教や唱導という生活文化に密着した領域の事例を取りあげ，比較

の視点を探りたい。宗教とそれをめぐる文化は，国家や経済のしくみとは別個に展開し，時には逸脱してい

く場合すらある。ここではキリスト教と仏教における絵画や音，文字テキストなどからそれぞれの布教・唱

導の特質を探り，それらと社会との関係や変容のプロセスに着目したい。同時に遺された絵画や楽器などか

ら，身体とパフォーマンスの問題にどのように迫れるかという方法論的な問題も取りあげたい。 

 とりわけ絵画資料は，文字テキストと異なり，描かれた内容を具体的に把握することが容易であるととも

に，象徴性や喚起力の点でも優れたものと思われる。そうした特質は結果として唱導をユニークなものにし

たと考えられる。教典や説話との対応関係に限らず，生活や民俗との関わりを積極的にとらえることで，そ
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の特徴を検討していく。これらは人間の感覚に訴え，文字や建造物のように後世にそのまま残るものではな

いが，それだけに情緒的かつ圧倒的な表象形成であり，思想的な宇宙の具体的な表現であるということがで

きる。ここでは，ユーラシアと日本という広大な地域に展開してきたこれら感覚に訴える資料を俎上に乗せ

ることを試みたい。 

 

 セッション３「パフォーマンスとしての音楽・芸能と演じられる場の諸相」 

 音楽や芸能は，芸態的側面に注目すると，身体を用いた一定の形式を有する実践的な表現技法，即ちパフ

ォーマンスと見ることができる。そうしたパフォーマンスとしての音楽や芸能は，形式的な身体技法として

の完結性故に，原理的には，それが演じられる機会・地域・コミュニティといった「場」から容易に離床し，

時間的・空間的に伝播・交流することが可能となる。事実，音楽や芸能が，時間的・空間的に伝播・交流し

てきた事例は，ユーラシア・日本を問わず枚挙にいとまはない。 

 しかし，一旦音楽や芸能が伝播し演じられるようになると，そのパフォーマンスは決して単独では存在し

得ない。それは，機会・コミュニティ・地域社会といった，それが演じられる具体的なそれぞれの「場」と

の多種多様かつ密接な関係性において初めて実現し，その結果，政治的・経済的・宗教的・社会的など，様々

な意味や機能や表象を発現するに至る。 

 このセッションでは，音楽や芸能を，そのパフォーマンスの「場」の周囲で生起する様々な社会的・文化

的・歴史的な事象との布置連関や，パフォーマンスの「場」が帰属する社会的・文化的・歴史的な文脈との

関連において検討すると共に，一旦成立した「場」のありようを再び解体させてしまう，あるいはそこから

離脱してしまう過剰・放埒な力を内に秘めた行為実践として，歴史的・動的に捕捉する視角を模索する。 

 

 【日程】 

   開会挨拶 金田章裕（人間文化研究機構長） 

   開会挨拶 平川 南（国立歴史民俗博物館長） 

   趣旨説明 寺田吉孝（国立民族学博物館） 

   公開講演 「音楽のテクスト・メタファー・コンテクスト」徳丸吉彦（聖徳大学・放送大学） 

 

 セッション１ ロマニ音楽の交流と表象 

  報告１ 「ロマニ史における最近の研究成果とロマニの芸術への貢献」イアン・ハンコック（テキサス

大学） 

  報告２ 「文化的媒介者としてのロマニ音楽家－コソヴォにおける交流と表象のパターン」スヴァニボ

ル・ペッタン（リュブリアナ大学） 

  報告３ 「ブルガリアの「チャルガ」＝「ポップフォーク」におけるロマの位置」伊東信宏（大阪大学） 

 

 セッション２「唱導と布教の国際比較－絵と声と音と－」 

  報告１ 「キリスト教入門教育における絵解き説教：16 世紀から 20 世紀までの歴史を振り返る」イザ

ベル・サンマルタン（パリ高等学術研究院） 

  報告２ 「キリスト教絵解きの伝播－極東地方を中心として－」原聖（女子美術大学） 
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  報告３ 「地獄を語り，地獄を唄う－女性に関する唱導を中心として－」高達奈緒美（東洋大学） 

  報告４ 「敦煌の唱導資料と表演」荒見泰史（広島大学） 

 

 セッション３「パフォーマンスとしての音楽・芸能と演じられる場の諸相」 

  報告１ 「街頭の立体曼荼羅－中世の唱導芸能の一姿－」徳田和夫（学習院女子大学・） 

  報告２ 「南アジアにおける音楽とトランスロケーション－２つの事例－」リチャード・ウルフ（ハー

バード大学） 

  報告３ 「ムハンマド生誕祭におけるガムラン－パフォーマンスを通じた聖人の力の発現－」福岡正太

（国立民族学博物館） 

 

 ②各研究グループ主催の国際シンポジウム 

 （1）国際シンポジウム「中国辺境民族的遷徙，交流和文化動態」（「中国南北の国境地域における人の移動

と交流，ネットワーク，文化の動態」）：「中国南北の国境地域における人の移動と交流，および国家政策（交

流・近代以降）」（代表：塚田誠之）主催：2008 年９月２日・３日，中国昆明，雲南大学：科研費「中国南北

の国境地域における多民族のネットワーク構築と文化の動態」との合同開催。 

 中国南北の国境地域には多くの少数民族が居住している。多くの場合，国境線をはさんで中国および中国

と隣接する諸国に同一あるいは同系の民族が居住している。このような同じ民族集団が多国間に跨って居住

するものを「跨境民族」と呼ぶ。本研究は，多種多様な「跨境民族」に焦点をあて，中国の国境地域におけ

る諸民族の移動，交流，ネットワーク構築の実態，それら民族の文化の動態を解明することを目的とした。

課題に対して日中の 19 名の研究者がそれぞれの観点から最新の材料を用いて報告や発言を行った。課題の国

境を越える民族集団の移動・移住現象とその文化・アイデンティティに及ぼす影響，国境を越える諸集団間

の交流の実態，それら諸集団のネットワークの実態，最新の文化の動態に関して掘り下げた検討が行われ，

新たな知見が多く得られるとともに，国境を越える「跨境民族」の研究の重要性と多方面からの分析の必要

性が再認識された。異なる観点から異なる研究を行っている日中の研究者が一堂に会し，共同で討論をする

機会が実現したことは大きな収穫である。このシンポジウムは，国境を越える民族の今後の一層の研究の進

展を得るために重大な意義を持つものである。なお，本シンポジウムの成果が論文集として雲南大学出版社

から刊行された。 

 （2）国際シンポジウム「19 世紀後半から 20 世紀初頭におけるベトナム・ナショナリズムと国民国家構想

の形成」（「国民国家の比較史的研究（権力システム）」（代表趙景達）主催：2008 年９月 10 日（水）ハノイ

国家大学・人文社会科学大学 

   開会の挨拶と趣旨説明（趙景達） 

    ファン・フイ・レー（人文社会科学大学歴史学科教授） 

            「ベトナム史における民族と民族主義の形成」 

    ヴォー・ズオン・ニン（人文社会科学大学歴史学科教授） 

            「近現代のベトナムの国民国家の形成史」 

    グエン・ハイ・ケー（人文社会科学大学歴史学科教授） 

            「19 世紀末・20 世紀初のベトナムの民族問題と民族文化」 
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 （3）国際シンポジウム「国民国家形成期の民衆運動と政治文化」（「国民国家の比較史的研究（権力システ

ム）」（趙景達代表）：アジア民衆史研究会と共催：11 月 29 日，明治大学 

    講演 深谷克己 「東アジア法文明圏と政治文化－『百姓成立』論の視界」 

    問題提起 趙景達 

    報告 久留島浩「近世後期地域社会の運営と民衆運動－19 世紀の美作地域を中心に－」 

       秋葉 淳「19 世紀オスマン帝国における改革と抵抗－アナトリアの事例から－」 

       藤谷浩悦「民国初期の政治的統合と地域社会－第二革命前後の湖南省を中心に－」 

       愼 蒼宇「武装せる『無頼之徒』－韓国併合期における抗日蜂起とその政治文化－」 

       割田聖史「異化と統合のはざまで－帝都ベルリンのポーランド人－」 

    コメント 石田 憲 

 

 ③海外にある日本資料の調査・収集（新たな研究資源の開拓） 

 【ブランデンシュタイン家所蔵シーボルト関係資料の緊急調査およびミュンヘン民族学博物館収蔵日本漆

器調査】科研「『シーボルトが紹介しようとした日本』の復元的研究」（代表：長崎純心大学宮坂正英，2008

－2011 年）との共催 

 この「交流と表象」研究プロジェクトの当初の目的として，「19 世紀の日本関係海外資料」を総合的に調

査するとともに，所蔵機関・所蔵者などと協力してデジタル化を進めることが不可欠だと考えてきた。例と

してあげたのは，さしあたりブロンホフ・フィッセル・シーボルト，あるいはモースなどが日本で収集し持

ち帰った資料群である。これらの多くは，すでに何度か日本の研究者あるいは研究グループが調査をしてい

るが，全体像や画像を含むデータ化と研究者への公開は，所蔵機関との関係もあって実現できていない。公

的機関で所蔵されているものには緊急性はないが，個人で所蔵しているものについては，現状を調査したう

えで，保存あるいはデジタルによる記録化を急ぐ必要がある。今年度は，昨年度からの継続で，ドイツのシ

ュルヒテルン郊外に住むブランデンシュタイン家が所蔵するシーボルト関係資料の現状調査と地図類・対外

関係および日本と関わりを持った二人の息子に関する史料のデジタル撮影を進めた。また，ミュンヘン国立

民族学博物館には，シーボルトが持ち帰った漆器を含め日本製の漆器が多数収蔵されており，悉皆的な調査

が行われたことがなかったので，一点別の調査・撮影を実施した（今後も継続する）。 

  【日程】 ９月３～13 日 

    ドイツ シュルヒテルン フォン・ブランデンシュタイン家調査 

        ミュンヘン ミュンヘン国立民族学博物館所蔵漆器調査 

        ヴュルツブルグ シーボルト記念館調査 

 ★なお，各研究班が開催した研究会などの活動については，ここでは省略した。歴博の研究者および客員

教授が中心となって運営している各研究班の活動報告は別に掲げる（17－22 頁）。 
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（2） 文化資源の高度活用 
 

Ａ 「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－」2005～2008 年度 

（研究代表者 吉岡眞之） 

 

１．目 的 

 中世後期～近世前期には，禁裏，公家社会を中心に書籍群の形成の動きが顕著に見られる。このような書

籍群の形成を古典学の成果としてとらえ，その展開の諸相を明らかにすることが本研究の目的である。研究

を実施するに当たっては，研究課題のサブタイトルにあるように，本館所蔵の「高松宮家伝来禁裏本」（以下，

高松宮本と略す）をメインの材料とする。その主たる理由は，高松宮本が禁裏の蔵書（禁裏本）を核として

形成されているという性格を有していることによる。古来，古典の研究は禁裏を中核とする公家社会が中心

となっており，また列島社会への文化の発信の拠点でもあった。列島社会の各層に伝播していった古典研究

の成果は，禁裏に集積された蔵書群がその根本となっており，古典研究の展開の諸相を解明する上で，禁裏

本は多くの重要な手懸かりを内包している。高松宮本はそのような禁裏本の一部が旧有栖川宮家，さらに高

松宮家に伝えられ，現在に至っている。 

 こうした条件を備えた高松宮本を本研究の主たる素材とするが，高松宮本は禁裏本の一部を伝えるにすぎ

ず，それだけでは「禁裏の蔵書と古典学」の実像を解明するには不十分である。よって禁裏本の本体ともい

うべき東山御文庫に伝来している蔵書群（東山御文庫本）はもとより，それが形成される前提としての役割

を担っている宮家・公家諸家などの蔵書群にも対象を広げて検討を加え，中・近世宮廷・貴族社会における

古典研究の広がりの実態を解明する。 

２．今年度の研究目的・計画 

 前記の研究目的を実現するための前提として，高松宮本の原本調査による個々の資料の書誌データを集積

し，これを研究組織として共有することが必要である。この目的の下に，今年度も前年度に引き続いて，連

携研究員各自の研究課題に即して高松宮本の調査を実施するとともに，東山御文庫本および宮家・公家等の

旧蔵書の調査を実施した。禁裏本研究の要である東山御文庫の調査は，2006・2007 年度に引き続いて 2008

年度にも行うことを計画した。 

 なお今年度は研究計画の最終年度に当たるため，連携研究員の研究成果をまとめることを計画した。 

３．今年度の研究経過 

 （1）書誌データ，特に資料名称の正確化を期して，その再検討を行った。これによる成果は，本館共同研

究「『高松宮家伝来禁裏本』の総合的研究」にも反映させた。これは共同研究の目標である資料目録の編纂に

資するものである。 

 （2）2008 年 10 月 26～28 日に，禁裏本の本体である東山御文庫本の調査を実施した。また連携研究員各

自が，それぞれの研究目的に応じて高松宮本の原本調査を随時実施した。 

４．今年度の研究成果 

 （1）一昨年度以来，本館共同研究「『高松宮家伝来禁裏本』の基礎研究」および同「『高松宮家伝来禁裏本』

の総合的研究」との連携による高松宮本の共同調査・研究が行われ，高松宮本の全資料についての調査，書
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誌データの収集とその再検討が行われたことにより，共同研究の目的である資料目録の編纂・刊行に大きく

寄与した。 

 （2）一昨年度・昨年度に引き続いて今年度も東山御文庫本の調査が実現したことは，禁裏本研究の進展に

資する点が少なくない。 

 （3）連携研究の研究成果を『禁裏本と古典学』（塙書房，2009 年３月刊）にまとめて刊行した。 

 

Ｂ 「武士関連資料の総合化－比較史および異文化表象の素材として－」

2005～2008 年度 

（研究代表者 小島道裕） 

 

１．目 的 

 国立歴史民俗博物館は多くの武士関係資料を所蔵している。例を挙げれば，甲冑や鉄炮をはじめとする武

器・武具コレクション，中世・近世の武家文書（越前島津家文書＜鎌倉～江戸＞，亀井家文書＜織豊～江戸

＞，旗本本多家資料＜江戸＞など），洛中洛外図屏風・江戸図屏風などの屏風絵，前九年合戦絵詞・結城合戦

絵巻などの絵巻物，後世の表象としての錦絵，威信材としての陶磁器，瓦などの城郭に関する遺物，近世武

家の服飾，などである。 

 これらの資料群は，個々の資料分野やコレクションごとの目録は作成されているが，それらを作成し使用

し伝来させた武士という社会的存在と結びつけて，総合的に把握する研究はなされてこなかった。しかし，

このような資料を武士という観点から総合化していけば，武士自体の実像と意味を浮かび上がらせていくこ

とができるはずである。 

 そのために，これらの資料を他機関が所蔵する他の資料群と合わせて検討すると共に，海外の異文化にお

ける同種の資料とも比較史的に研究することで，その意義を明らかにしたい。 

 武士やその資料を総合化していくためには，武士という存在自体を相対化して考えることが必要であり，

そのためには比較史的見地は欠かすことができない。また，展示という形でその全体像を表象するという目

標を定めることで，資料に基づいた一つの客観性を持つ歴史像として武士を描き出すことが可能になる。従

って，そのためには海外において「異文化」として武士を展示するという仮想的な方法が有効であると考え

られ，本研究では，フランスにおいて実際に武士（侍）の展示を行う意欲を持つ博物館と連携することで具

体化を図り，このような展示を前提として，武士という存在をどのように分析し，これらの資料を歴史と文

化を表象する素材としてどのように活用することができるかを検討する。 

 武士は日本史においては自明の存在と考えられているが，しかし比較史的見地から見れば，武士自体につ

いての歴史的かつ総合的な説明が必要となり，その観点から武士関係資料を見直すことは，研究上新たな視

角を生み出し，その活用に新たな道を開く。 

 また，海外において「異文化」としての自らについて展示を行うことは，表象論と博物館研究にとっての

実験的な試みでもあり，文化の相互理解へも貢献することができる。それは，単に今回想定する武士関係の

展示のみでなく，今後他の分野や，さまざまな地域での「異文化としての自文化」の展示や紹介にも有効な

研究となるはずである。 
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２．今年度の研究目的 

 ①国際研究集会の開催 

  昨年度フランス側の事情で開催できなかった，第４回日仏シンポジウムを開催する。この研究の枠組み

としては最終回となるものであり，武士・騎士と資料の問題について，今後の成果物作成に向けて総括的

な議論を行う。 

  また，昨年度訪問したドイツ歴史博物館とも，国際セミナーを開催して，歴史展示についての対話を継

続する。 

 ②国内研究会の開催 

  国立歴史民俗博物館の所蔵資料と展示を相対化するために，東京国立博物館蔵において研究会を開催し，

検討を行う。 

３．今年度の研究経過 

【国際研究集会】 

  2008 年４月 21 日～27 日 

  日仏シンポジウムの開催，およびギメ博物館（リヨン），リヨン市立図書館等の調査 

  第４回 日仏シンポジウム「武士像・騎士像と資料－各時代の武士・騎士の認識－」 

  日 時：2008 年４月 22 日（火） 10：00～18：30 

  場 所：フランス国立伝統民衆芸術博物館 11 階ホール 

  出席者：23 名 

  大友一雄，笠谷和比古，小島道裕，近藤好和，佐伯真一，千田嘉博，高橋一樹，堀越宏一 

  岩淵令治（本館），中島圭一（慶応大学） 

  ミシェル・コラルデル（ヨーロッパ地中海文明博物館） 

  ピエール・スイリ（ジュネーブ大学） 

  エリック・ブルナゼール（パリ第２大学） 

  ジャンミシェル・ビュテル（国立東洋言語学院 INALCO） 

  エチエンヌ・ユベール（国立社会科学高等研究院 EHESS） 

  アンヌマリー・チェス（国立社会科学高等研究院 EHESS） 

  アルノ・ナンタ（国立科学研究センターCNRS） 

  アンヌマリー・フランバール・エリシェ（カン大学） 

  デニミシェル・ボエル（海洋博物館） 

  ナディン・ゴエ（グルノーブル大学）  他３名 

  ＜日 程＞ 

   挨拶：ミシェル・コラルデル，小島 道裕 

  セッション１「社会的なカテゴリーとしての武士・騎士の誕生－中世の諸資料にみる武士・騎士」 

   司会：エリック・ブルナゼール 

   高橋一樹「日本中世の武士と文書」 

   近藤好和「日欧比較甲冑論」 

   小島道裕「洛中洛外図屏風に描かれた人物像－武士と公家－」 
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   千田嘉博「アジアの中の日本城郭」 

  セッション２「近世・近代の武士と武士像－国民国家形成プロセスの中の武士と武士像，武士の反映と

衰退」 

   司会：堀越宏一 

   笠谷和比古「近世（17，18 世紀）における武士と騎士」 

   大友一雄「近世武家の年中儀礼と言説」 

   佐伯真一「近代日本の武士観と『武士道』」 

   コメント：アンヌマリー・チェス 

   総括：ピエール・スイリ 

【研究会】 

 2008 年９月 11 日 於：東京国立博物館 

 ・報告 高橋裕次「東京国立博物館の歴史展示について」 

 ・武士関係資料と展示の見学 

【国際セミナー】 

 2008 年 11 月 29 日 於：国立歴史民俗博物館 

 国際セミナー「ドイツ歴史博物館との対話」 

 ・報告：ハンス・マーティン・ヒンツ「ベルリン ドイツ歴史博物館」（英語による） 

 ・コメント：安田常雄（本館）「20 世紀展示に関する若干の問題－Hinz 氏の報告についてのコメント」 

  通訳：マルクス・リュッターマン（国際日本文化研究センター），太田歩（本館） 

【研究会】 

 2009 年３月５日 於：国立歴史民俗博物館 

 研究会 報告論集に向けて（執筆内容によるミニシンポジウム） 

４．今年度の研究成果 

 成果のとりまとめに向けて，最終年度に予定していた計画をほぼ実現することができた。 

 まず，第４回日仏シンポジウム「武士像・騎士像と資料－各時代の武士・騎士の認識－」は，本来は昨年

度，マルセイユに建設中の地中海文明博物館で開催されることになっていたのだが，大統領の交代に伴う予

算凍結等，ホスト側であるフランスの事情によって，今年度に延期され，規模を縮小してパリで開催された

ものである。 

 論点としては，古代と中世の継続性，武士と貴族，北東アジアにおける共通性，近世での変化，近代にお

ける中世観，といった問題が取り上げられた。 

 ５年間にわたって続けた比較史的検討の成果については，日本側では，研究論集の刊行と，歴博での中近

世武士資料を中心とした企画展示で問うことを目指している。2009 年度中には，フランス側からの論文を含

む報告論集を出版社から刊行する予定である。 

 ドイツ歴史博物館は，昨年度訪問して中世の資料や展示について多くの知見を得たが，今年度は，同館の

ヒンツ副館長が東アジアに出張される予定があったため，その機会を利用して，歴博において国際セミナー

を開催し，当館で現代展示を担当している安田常雄氏に当日のコメントをお願いした。直接武士や騎士を扱

ったものではないが，歴史展示一般の問題として示唆に富む内容であった。 
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 東京国立博物館における研究会では，同館の所蔵する武士関係資料にどのようなものがあるか，また再現

人形を使った過去の歴史展示などについてご報告いただき，歴博などとの比較的考察を行うことができた。 

 報告書としては，上記の二つの国際集会については，2008 年度分の報告書として印刷し，関係者に配布し

た。 

 また，人間文化研究機構から，中間報告として，下記を刊行している。 

 小島道裕編『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 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－』2008 年２月 

 この他，人間文化研究機構から発行されている『論壇人間文化』第３号（2008 年 11 月）にも中間的な総

括を掲載している。これまでの全体的な活動と成果については，そちらをご覧いただきたい。 

 なお，第３回シンポジウムの報告のひとつである佐伯真一氏の「武士道」に関する研究が，メンバーのひ

とりであるピエール・スイリ氏の尽力によって，フランスの学会誌に掲載された。 

 Saeki Shin’ichi “Figures du samourai dans l’histoire japonaise Depuis Le Dit des Heike jusqu’

au Bushido” Annales, 63-4, 2008 

 （佐伯真一「『平家物語』における武士の形象と『武士道』」（仏訳ピエール・スイリ），『アナール』63-4，

2008 年７月） この研究の直接の成果として特記しておきたい。 

５．研究員（◎は代表者） 

 大友 一雄 国文学研究資料館        笠谷和比古 国際日本文化研究センター 

 川口 幸也 国立民族学博物館        近藤 好和 神奈川大学経済学部 

 佐伯 真一 青山学院大学文学部       千田 嘉博 奈良大学文学部 

 高橋 裕次 東京国立博物館         堀越 宏一 東洋大学文学部 

 渡辺 節夫 青山学院大学文学部       マルクス・リュッターマン 国際日本文化研究センター 

 ピエール・スイリ ジュネーブ大学文学部   ミシェル・コラルデル ヨーロッパ地中海文明博物館 

 井原今朝男 本館・研究部・教授       小野 正敏 本館・研究部・教授 

 大久保純一 本館・研究部・教授      ◎小島 道裕 本館・研究部・教授 

 新谷 尚紀 本館・研究部・教授       高橋 一樹 本館・研究部・准教授 

 

Ｃ 「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－」（マンロー研究

班）2006～2008 年度 

（研究代表者 佐々木史郎，マンロー研究班総括 内田順子） 

 

１．目 的 

 マンローのアイヌ研究に関する資料のうち，器物類についてはすでに全体像が把握され，カタログ化され

ているが，写真，映画，テキスト類については悉皆調査が未着手である。国内外にある研究機関の協力の下

に，これらの資料の全体をリスト化し，デジタル化および整理をおこなって，資料批判，比較研究をおこな

うほか，アイヌ民族の人権に配慮した研究利用の基盤を整備することを目的とする。 

 



67 

２．今年度の研究目的 

 アイヌ民族の人権に配慮した資料活用のための公開基準について，関連資料を所蔵する日英の機関と協議

する。また，デジタルデータの共有方法や活用方法について検討する。 

３．今年度の研究経過 

【研究会・調査】 

 ・６月８日～９日（平取町） 

   「マンロー先生を偲ぶ会」（於：北海道大学文学部二風谷研究室）に参加したほか，同会とともに，北

海道大学所蔵のマンロー関係の映画についての公開検討会（於：沙流川歴史館）を開催した。 

 ・６月 13 日～６月 15 日（平取町，札幌市） 

   「北海道大学アイヌ・先住民研究センター・サテライト 2008 年度第１回講座」に参加し，マンロー研

究についての最新の研究情報を共有した。 

 ・11 月 24 日～11 月 29 日（ロンドン） 

   英国王立人類学協会において，マンローの映画についての最新の研究成果の報告をおこなうほか，マ

ンロー関係資料デジタル化プロジェクトの参加機関で交わす予定の契約書・成果の公開方法について検

討する会議をおこなった。大英博物館では，1910 年開催の英日博覧会の時に平取のアイヌたちが残した

資料の調査をおこなった。 

 ・３月２日～３月９日（ロンドン・ハンブルク・リューベック） 

   王立人類学協会において，デジタル化プロジェクト契約書の最終的な案について議論し，合意案が概

ね定まったほか，それぞれの機関が所有するデジタルデータの共有方法や，公開範囲，研究成果の公開

方法について検討し，今後１年間かけて詳細をつめていくことが合意された。 

   また，リューベック在住のマンローの遺族を訪ね，マンロー関係資料のデジタル化や，今後の活用に

ついて説明し，了解を得た。 

４．今年度の研究成果 

 本年度は，本プロジェクトと密接に関連しながら進めている本館の共同研究「マンローコレクション研究

－館蔵の写真資料を中心に」で検討を進めてきた，本館の写真の公開基準が，英国側の関連資料にも適用可

能かどうかについて研究を進めてきた。日本側の提案については，イギリス側の関係機関の担当者も理解を

示し，日英の関連資料は，ほぼ同様の基準のもとで公開される見込みとなった。資料の公開によってアイヌ

民族等の人権を侵害している可能性が確認された場合の対応については，さらに検討が必要だというイギリ

ス側の指摘を受けて，今後はメール会議等で詳細を詰めていくことが合意された。 

 また，日英の著作権法の相違についても相互理解が進み，かつ，資料保存に関連して検討されているヨー

ロッパにおける著作権法の改正案についても現状を把握する機会が得られた。これらの経験は，今後の国際

的なプロジェクト運営の際に役立つものと思われる。 

 さらに，本プロジェクトと連携して進めている科学研究費「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」（代表：内田順子，2006～08 年度）において，昨年度デジタル化して収集した

北海大学所蔵のマンロー関係の映画フィルムについて，本連携研究の枠組みで資料批判，内容分析を進める

ことができた。 

 本連携研究の成果は，科学研究費「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
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究」（代表：内田順子，2006～08 年度）の成果とあわせて，本館の共同研究「マンローコレクション研究－

館蔵の写真資料を中心に」の成果を中心にまとめる研究報告書の中で，一部扱う予定である。 

５．共同研究員（◎は研究代表者） 

 岡田 一男 下中記念財団           ◎佐々木史郎 国立民族学博物館 

 佐々木利和 国立民族学博物館          手塚  薫 北海道開拓記念館 

 出利葉浩司 北海道開拓記念館          森岡 健治 沙流川歴史館 

 吉原 秀喜 平取町アイヌ文化振興対策室     内田 順子 本館・研究部・准教授 

                         （マンロー研究班総括） 

 宮田 公佳 本館・研究部・助教 

［研究協力者］ 

 貝澤 耕一 室蘭工業大学            貝澤  徹 工芸家 

 萱野 志朗 萱野茂・二風谷アイヌ資料館     山岸 俊紀 平取町教育委員会 

 

 


