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外部資金による研究 
 

 

［概 要］ 
 

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

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

資金である科学研究費補助金については，本年度は文部科学省から講師（吉田正男科学研究費第三係長）を

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

る研究費使用の啓蒙普及活動も行なった。 

 2008（平成 20）年度科学研究費補助金の採択件数は６件で，継続を含めた採択件数では 21 件，総額

134,975,000 円であった（採択課題一覧参照）。なお，科学研究費補助金以外には，民間からの寄付金１件に

よる研究も推進された。 

 

共同研究担当 関沢まゆみ・仁藤敦史 

 

［採択課題一覧］ 

 種 目 研 究 課 題 研究代表者 

新 
 
 
 
 

規 

基盤研究（Ｂ） 
亜熱帯地域における多民族の生業経済と定期市－海南
島と雲南省を事例として－ 

研究部 
 西谷 大 

基盤研究（Ｃ） 室町期禁裏・室町殿統合システムの基礎的研究 
研究部 
 井原今朝男 

基盤研究（Ｃ） 
高齢化社会における老年世代の生きがいと技能の継承
をめぐる民俗学的研究 

研究部 
 関沢まゆみ 

基盤研究（Ｃ） 
情報伝達における歴史像イメージングの構築とその博
物館学的評価 

研究部 
 宮田公佳 

若手研究（Ｂ） 
土器付着炭化物，および土器胎土吸着物を用いた先史 
時代の食性研究 

科研費支援研究員 
 宮田佳樹 

若手研究（Ｂ） 中近世における聖地の形成・展開・消失 
研究部 
 村木二郎 

継 
 
 

続 

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

研究部 
 西本豊弘 

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

研究部 
 小野正敏 

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

研究部 
 日高 薫 

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

研究部 
 安達文夫 
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 種 目 研 究 課 題 研究代表者 

継 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

続 

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

研究部 
 山本光正 

基盤研究（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 

研究部 
 内田順子 

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

研究部 
 佐藤優香 

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

研究部 
 鈴木卓治 

萌芽研究 
鍛冶職人の伝統技術を数値的に把握する方法の創設へ
むけた基礎研究 

研究部 
 齋藤 努 

若手研究（スタート
アップ） 

先史時代における貝塚出現期の年代学的研究 

科研費支援技術 
補佐員 
 遠部 慎 
（～2008. 8. 17） 

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

外来研究員 
 廣瀬千晃 

若手研究（Ｂ） 酒造出稼ぎ人の後継者問題と技術継承 
研究部 
 青木隆浩 

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

研究部 
 山田慎也 

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

外来研究員 
 山田岳晴 

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

 寄付金 AMS 炭素 14 年代測定法を用いた豊島の考古学的研究 

科研費支援技術 
補佐員 
 遠部 慎 
（～2008. 8. 17） 

 

 

［新 規］ 
 

（1） 基盤研究（Ｂ） 

「亜熱帯地域における生業経済と市－海南島と雲南省を事例として」 

2008～2012 年度 

（研究代表者 西谷 大） 

 

１．目 的 

 水田や焼畑を開くためには，一次植生を一度切り開く必要がある。そして農耕地周辺の生態的な攪乱によ

って生まれる二次的自然と人為との中間的な空間は，食用となる野生植物の生育や，あるいは狩猟対象とな

る野生動物の生育に適しており，人間にとっては周辺的な生業の場を提供することになる。また水田が発達
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すると，水田やその周囲の水系に生息するドジョウ，フナ，タウナギなどの水田魚類を捕ることで，漁撈を

水田に内部化し，それが自給的な食料となってきた。さらには水田の畦畔という人為の加わった攪乱環境で

繁殖する水田雑草も副食の野菜として利用されてきた。伝統的な技術でおこなわれてきた農耕は，ある特定

の生業に特化するのではなく，農耕，漁撈，狩猟，採集といった生業を複合的におこなうことに特徴があり，

これが生態的な環境の多様で持続的な利用につながってきた。 

 本研究では，中国・海南省の五指山地域と，雲南省紅河州金平県者米地域，そして怒江上流の丙中洛の３

つの地域をとりあげ，伝統農耕の実践と政府主導による開発，そして自然環境という三者を，動的なシステ

ム（いきすぎた開発と環境の復元力）としてとらえ，その関係性の解明を目的とする。 

 これまで我々が調査してきた海南省五指山地域では，リー族と呼ばれる人々が居住し，水田，焼畑，狩猟

採集という生業を複合的におこなってきた。しかし 1980 年代以降の国家の開放政策にともなう市場経済のグ

ローバル化によって，伝統的な焼畑や山焼き，それに狩猟が禁止され，換金作物を植えることが奨励された。

その結果伝統農耕と自然環境の関係性は劇的に変化している。しかも，リー族社会において伝統農耕と自然

環境との関係性の変化は一様ではない。すなわち（1）保力村では換金作物の導入が進む一方で，森林伐採に

よる木材の販売と出稼ぎが中心で自然環境は劣化しつつある。（2）大平村では，近郊農村という特徴を生か

し都市部への野菜販売によって現金獲得が盛んでありつつ伝統農耕も維持されている。（3）水満村は国家保

護地区・観光開発区に位置するため，焼畑と狩猟採集が禁止され，水田雑草を集約的に利用する点に特徴が

ある。（4）初保村は，交通の不便さによる市場アクセスの悪さから，環境保全的な伝統農耕が もよく維持

されている。 

 こうした海南省のリー族と比較を試みたいのが，やはり環境保全と市場のグローバル化による開発とがせ

めぎあう雲南省紅河州金平県である。金平県の者米地域では，９つのエスニック・グループがそれぞれに特

徴のある複合的な生業をおこないながら居住している。すなわち（1）海抜 500ｍ前後の河谷平地に住むタイ

族は水田耕作を中心にし，水田雑草や水田漁撈といった生業を複合的におこなってきた。（2）海抜 800～1300

ｍの山の斜面に居住するアールー族やハニ族は，棚田による水田耕作と焼畑を複合的におこなってきた。ヤ

オ族は水田耕作と焼畑，森林内での換金作物の栽培や狩猟採集を生業の中心にしてきた。（3）さらに海 1300

ｍ以上の高地では，移動的な焼畑と狩猟採集を複合的におこなってきたクーツォン族が居住していた。 

 各エスニック・グループは高度によって棲み分けをおこない山を垂直に利用してきた。自然環境利用の相

違と生業の違いは，生産物に差異を生み出してきた。タイ族は水田に特化し，コメと綿布を交易品としてき

た。アールー族の棚田は大規模で複雑な灌漑システムをもつが，むしろ畑作に特化し野菜等の生産に重点を

おいてきた。またクーツォン族は狩猟による野生動物を特産品としてきた。そしてヤオ族は中国ではすでに

非常に希少な，トラ，テナガザルなどが棲むベトナム国境近くの原生的な亜熱帯林の辺縁で藍を栽培しそれ

を特産品としてきた。 

 こうした生産物は，河谷平地の町で開かれる６日ごとの定期市を介することで，民族間の交易が日常的に

おこなわれてきた。つまり者米地域に居住するそれぞれのエスニック・グループは，自然環境の差異を生業

戦略に結びつけ特産品を生み出すことで，者米という一つ地域内で生業複合体を形成してきた。そして生業

の差異を定期市に結びつけた内発的な生業経済によって，自然環境と人間の生業との調和を生み出し，その

ことが自然環境の多様で持続的な利用につながってきたことが明らかになってきた。つまり地域の内発的な

生業経済の発展は，世界規模での急激な市場経済のグローバル化に対して，バッファーになってきたと考え
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られる。 

 現在，この伝統農耕と地域社会の交易システムが大きく変化している。中国政府の政策によって，かつて

は移動的焼畑と狩猟採集という生業を複合的におこなっていたクーツォン族は，河谷平地近くに移住させら

れ棚田による水田農耕を強制されている。また政府の環境保護政策によって，焼畑や狩猟は禁止され，換金

作物であるパラゴム，バナナ，トウモロコシ，キャッサバ，レモングラスなどを栽培することが奨励されて

いる。原生的な亜熱帯林の辺縁で藍を栽培してきたヤオ族は，藍に変えて彼らの伝統的な技術である草果栽

培（ショウガ科 Zingiberaceae 草果 Amomum tsao-ko （ソウカ）の成熟種子を乾燥したもの。料理の香辛料

として使用する）をおこない市場で販売するようになった。そのため，各エスニック・グループの伝統農耕

が変化するだけでなく，交易によって成り立っていたエスニック・グループ間の関係性も変化しつつある。

さらに地域社会の交易の中心だった定期市は，外部の市場経済との接点になりその役割も変化しつつある。

しかしこの地域において中国では非常に希少な原生林を破壊せずに保全することは重要であり，また地域社

会で内発的な生業経済を発展させることが，自然環境と調和的な経済の発展に結びつくだけでなく，急激な

市場経済化に対するバッファーになると考えられる。 

 本研究においては，それぞれの地域および村落において環境破壊と保全の程度を生態学的に調査し，その

背景と原因となってきた要因を抽出しつつ，中国政府の環境保護政策と開発のなかでエスニック・グループ

がおこなう生業適応戦略を抽出し，自然環境と人間の生業との調和と，自然環境の多様で持続的な利用には

何が必要なのかを明らかにすることを 終的な目標とする。 

 具体的には各地域の生業戦略の歴史的変遷を，生態学的な調査から明らかにしつつ，植生調査を実施しリ

モートセンシング衛星データの分析によって空間的に把握する。対象する３つの地域の現象は「エスノ・サ

イエンスによる伝統農耕と環境保全技術」「共同体意識と環境保全」「地域社会の交易とグローバルな市場経

済の影響」など，アジア地域の環境問題を考える上で重要な視点を含んでいる。 

 中国の急速な経済発展は，さまざまな社会的矛盾を生み出すだけなく，激しい環境破壊をもたらした。2006

年から開始した第 11 次５カ年計画は，中国政府が推進している「小康社会（生活に多少ゆとりのある社会）」

の達成に重要な役割を担うものと位置づけられている。特に経済を持続可能な成長モデルに転換するため循

環型に切り替え，生態系の保護，省エネルギー，資源節約，環境にやさしい社会の建設を加速するといった

環境政策の大変革をおこなおうとしている。国家権力が強固な中央集権的な構造をもつ中国において，国家

の政策が周辺における伝統農耕にもたらす変容とシステムを明らかにすることで，環境保全と地域社会の生

業経済を両立させるモデルを提供できると考えている。 

２．今年度の研究成果 

 伝統的な技術でおこなわれてきた農耕は，ある特定の生業に特化するのではなく，農耕，漁撈，狩猟，採

集といった生業を複合的におこなうことに特徴があり，これが生態的な環境の多様で持続的な利用につなが

ってきた。今年度は，海南島五指山地域の生業戦略の歴史的変遷を，生態学的な調査から明らかにしつつ，

植生調査を実施しリモートセンシング衛星データの分析によって空間的に把握することをおこなった。 

 その結果，棚田，焼畑，狩猟採集といった生業の背景には，共通した自然資源利用の民族的規範が存在す

ることが判明した。第一に個人や村単位が，村境や土地の所有を明確にせず，むしろ曖昧にすることで自然

資源を重複しながら利用していた。第二に水田や焼畑といった耕作地でさえも，所有があいまいで放棄すれ

ば誰もが利用可能であった。このことが五指山地域のリー族が自然資源を多様に，しかも持続的な利用を可
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能にしてきたと考えられる。 

３．研究組織 

 篠原  徹 人間文化研究機構       ◎西谷  大 本館・研究部・准教授 

 安室  知 本館・研究部・教授 

 

 

（2） 基盤研究（Ｃ） 

「室町期禁裏・室町殿統合システムの基礎的研究」2008～2010 年度 

（研究代表者 井原今朝男） 

 

１．目 的 

 室町期における禁裏と室町殿の統合システムを解明し，公家と武家共同の官僚機構論を構築する。 

 本研究においては，蔵人で弁官をつとめて権中納言になった甘露寺親長の古記録・古文書を中核にして，

後土御門天皇・後花園院の禁裏と室町殿義政と将軍家義尚の幕府とが，どのように合議をして共同意志を決

定し，それを伝奏・蔵人弁官・官務・局務という公家官僚機構と管領・政所・奉行人という武家官僚機構と

がどのように共同執政を具体的におこなっていたかを解明する。 

 １）室町戦国期の禁裏関係史料の未刊行史料の発掘とそこにおける公家・武家による共同執行事務の実態

を解明する。歴博であらたに入手した船橋清原家史料の調査をすすめ，大宮時元の新出史料を紹介する。 

 ２）公家と武家による共同の経済基盤と財政的共同執行の実態を解明する。公事執行における武家からの

下行システムを具体化し，公方御倉と御料所と守護出銭の相互関係を解明する。 

２．今年度の研究計画 

 １）歴博所蔵高松宮本の『親長卿記』と京都大学総合博物館所蔵勧修寺家文書の書写本のリストにもとづ

いて，親長が武家と禁裏の合議に関係した史料群を抽出する。惣伝奏と伝奏に任命された多くの伝奏集団が

存在したこと，その人選は禁裏と室町殿の意向によって選出されていたことを中納言・大納言の人事ととも

に具体的に解明する。 

 ２）船橋清原家所蔵資料と密接に関係する宮内庁所蔵壬生家資料の購入をはかり，「時元記」と対比しつつ

即位料下行関係史料を翻刻する。それが幕府奉行人飯尾大和守元連や摂津氏・斎藤氏との共同での行政事務

執行がなされていた実態をあきらかにする。戦国期即位料下行帳を翻刻をはじめ，３年度以降，その写本で

ある宮内庁本や京都大学本や田中本との比較検討をおこなう基礎づくりにあたる。 

 ３）歴博所蔵高松宮本と田中本には，甘露寺親長関係史料群が含まれている。その関係史料が京都大総合

博物館所蔵勧修寺家史料にあるためその調査を行い，基礎データを収集する。 

３．今年度の研究経過 

 １）佐賀県武雄神社文書の調査，京都大学総合博物館所蔵勧修寺文書の調査，長野県広沢寺所蔵小笠原武

家故実史料調査を実施した。神社史料・公家史料・武家史料における禁裏・室町殿との統合システムとの関

係を調査した。勧修寺文書における還幸伝奏記と，歴博所蔵の高松宮家旧蔵禁裏本の書写本との対比・校合

をおこなった。その詳細報告は，『禁裏本と古典学』に報告することができた。 

 ２）船橋清原家史料の即位料下行関係史料の翻刻作業をおこなった。 
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 とりわけ，田中本の出納平田家史料との対比検討とおこなった。それによって，後柏原天皇の即位伝奏に

なった広橋守光が関係史料を書写・収集しており，行事官中原行賢が幕府の即位惣奉行摂津元親の下行帳を

書写したものを官務の大宮時元が書写・伝用して，船橋清原家に相伝された資料群であることが判明した。

これらの報告は『歴博』150 号（2008）に報告することができた。 

４．今年度の研究成果 

 １）歴博所蔵高松宮家旧蔵禁裏本の「親長卿記」「還幸伝奏記」の書写本と，京都大学総合博物館所蔵勧修

寺家文書の「還幸伝奏記」の原本を対比研究した。禁裏と室町殿の合議機関として，武家伝奏・惣伝奏・儀

式伝奏の合議や伝奏による奏事目録作成と天皇の仰せを儀式伝奏－武家伝奏－室町殿のルートで意見調整を

していた事実をあきらかにした。 

 ２）儀式伝奏の指揮下に武家方では惣奉行摂津氏のほか儀式奉行の飯尾・斎藤氏が任命されるとともに，

公家方でも職事弁官の奉行として三条実興や官務・局務の壬生・大宮・中原・清原らが任命されて中央行政

執行機関として機能しており，伝奏奉書－惣奉行の下書－奉行連署奉書－公方御倉からの下行として国家財

政の支払システムが機能していた。 

 ３）これらの諸成果を論文「甘露寺親長の儀式伝奏と別記『伝奏記』の作成」として『禁裏本と古典文化』

（塙書房）に公開した。 

５．研究組織 

 井原今朝男 本館・研究部・教授      中島 丈晴 研究補助員 

 

 

（3） 基盤研究（Ｃ） 

「高齢化社会における老年世代の生きがいと技能の継承をめぐる民

俗学的研究」2008～2010 年度 

（研究代表者 関沢まゆみ） 

 

１．目 的 

 この研究によって明らかにしようとしている課題は以下の通りである。第一に，企業や農村・漁村におけ

る現役引退を前にした高齢者から次世代への技術・技能の継承についての具体的な事例分析（会社生活で培

った技術・技能，村落生活における漁業や神社祭祀における技術・技能，家庭生活における衣食住に関する

技能など），第二に，社会的定年後の加齢にともなう生活変化とそれに対応する新たな生活の充実への努力や

実践についての具体的な事例分析，第三に，一定程度の介護を必要とする身体的定年後の生活の場の選択に

関する具体的な事例分析である。いずれも聞き取り調査による事例収集とその分析を中心とする。そのうえ

で分析枠組の構築と理論化を試みる。なお調査対象として，高度経済成長期に農村から都市に出てきて勤め

人になった人々の場合と農村や漁村で生活している人々の場合とを考えており，それぞれの課題をめぐる地

域差についても明らかにしたいと考えている。 

２．今年度の研究計画 

 本年度は，1960 年代～70 年代と 1990 年代～2000 年代とにおける家族生活の変化と高齢者の有する技能の

伝承と生活の充実についての調査を行う。栃木県芳賀郡市貝町および周辺地域と，北上市和賀町，三重県鳥
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羽市などを主な調査地とする。 

３．今年度の研究経過 

 栃木県芳賀郡市貝町および周辺地域と，北上市和賀町，三重県鳥羽市などの調査を実施した。 

４．今年度の研究成果 

 第一に，栃木県芳賀郡市貝町の専業農家への 1960 年代以降の農業の変化についての調査を重点的に行なっ

た。そのなかで，この市貝町では北部から南部にかけて現在大規模圃場整備事業が行なわれており，その完

工に向けては換地等々の困難な問題を抱えているが，現在 70 歳代の世代が交渉にあたり利害の調整役となっ

ている。その土地の交渉の仕方には，この農業に従事してきた 70 歳代の人物ならではの老練の技術があるこ

とが明らかになった。このことは交渉の方法にも世代による相違があることを示唆していると思われ，老年

世代の技能の一つとしてさらに調査と分析を継続していく必要がある。第二に，三重県鳥羽市神島における

生活変化と老年世代の役割についての調査を行なった。神島は 2008 年現在高齢化率 40％で高齢化が進行し

ている島である。昭和 33 年の『専修大学地理学研究会紀要』５（専修大学地理学研究会 1958 年）に報告

されている当時の神島の生活と，高度経済成長後の現在の神島の生活との比較を行ない，漁港の整備と連絡

船の運航や電気・水道・ガスの普及，などによって日常生活が便利になった一方，若年世代の島外流出など

の問題をかかえながら，1960 年代・70 年代を経て島の生活が大きく変わったことが確認された。しかし，宮

持や隠居衆と呼ばれる島の神社祭祀などを行なう長老衆の組織やその役割は維持，継承されていることも確

認されている。今後は，女性の海女の技能の継承と家事労働の変化についてなどの調査が課題として残され

ており，調査を継続していく予定である。 

５．研究組織 

 関沢まゆみ 本館・研究部・准教授 

 

 

（4） 基盤研究（Ｃ） 

「情報伝達における歴史像イメージングの構築とその博物館学的評

価」2008～2010 年度 

（研究代表者 宮田公佳） 

 

１．目 的 

 デジタルミュージアムは，このままではブームで終わる可能性が高い。その理由として，デジタルミュー

ジアムは技術偏重の傾向が強く，現実の博物館での活動と隔たりがあること，特に学芸員が情報技術の取り

扱いに不慣れであること，さらに来館者には高齢の方々も非常に多いにもかかわらず，利用者に過剰な技術

理解を強いるという，「利用者側の視線」が欠けていることが挙げられる。結果としてデジタルミュージアム

には，利便性を提供するどころかデジタルデバイドを増長させ，人々の博物館利用にさらなる格差を生む危

険性がある。一方で，将来の現実世界はバーチャル化の方向にあることも認識しなければならない。あらゆ

る資料がデジタル情報に置き換えられ，手書き文書は絶滅の危機にある。博物館はこのようにバーチャル化

しつつある現実社会とどのように向き合い，社会貢献のためにテクノロジをどのように使いこなしていくの

かを早急に見直さなければならない時期に来ている。本研究では，博物館が保有する複雑な情報資源を効果
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的に活用し，来館者が楽しみ学ぶための環境を改善するための手法として画像技術に着目し，情報を統一的

に活用するための手法を検討するとともに，現実社会の博物館に広く受け入れられ，利用者にとって真に有

意義となる技術を博物館学及び画像工学の観点から研究する。 

２．今年度の研究計画 

 博物館は文化財，歴史資料，芸術作品等の多種多様な資料を収集し，調査研究に供するとともに，それら

資料を人類共通の財産として後世に長く伝えるべく，保存管理を厳格に行っている．これは物質的な流れと

いう観点からは，博物館へ収蔵された時点でその流れが止まることとなる。一方，博物館で行われている調

査・研究活動によって，そのような資料から新たな情報が生み出されている。情報は活用される毎にその価

値を増し，新たな情報への創成へと繋がっていく。すなわち，情報は流れを形成することでその価値を高め

るといえる。本年度では，博物館を情報活用の拠点と位置づけ，資料に関する情報の流れを生み出し，人々

に還元していくための手法について研究する。具体的には下記に示す計画に沿って研究を遂行する。 

 １）多様な資料情報を画像化する手法の検討：情報エンコード手法の検討 

 エンコードすべき基本情報として下記情報に着目し，基本的情報エンコード手法を検討する。 

 ・資料の物理情報：分光反射率，表面光沢特性，立体形状 

 ・資料の属性情報：法量，制作年代，制作者，素材，権利情報等をメタデータ化 

 ２）画像化された情報源から所望情報を抽出する手法の検討：情報デコード手法の検討 

 エンコード手法の検討と同時に，デコード手法の検討も平行して行う。上記（1）で得られた異なる次元の

情報を統一的に管理する方法を検討する。デコードすべき情報と状況を下記のように設定し，基本的情報デ

コード手法の検討を行う。 

 ・データベース検索における検索語入力の画像化と検索結果の画像による可視化 

 ・複数資料間における相関関係を相関マップなどとして可視化 

 ３）プロトタイプの構築へ向けた準備 

 プロトタイプ運用に向けたシステム設計，実際の展示に応用するための基礎検討として，試験的なミニ展

示を設置する。そして，実際の利用者の様子を観察し，その反応をインタビュー調査等でデータを収集し分

析する。 

３．今年度の研究経過 

 基盤共同研究「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」と連携を図りつつ研究活

動を展開した。本研究で行っている画像技術に基づいた歴史資料から情報を抽出する手法を応用することに

ついて検討を行った。 

４．今年度の研究成果 

 本年度では，博物館を情報活用の拠点と位置づけ，資料に関する情報の流れを生み出し，人々に還元して

いくための手法について研究した。具体的には書きに示す事項について研究を行った。 

 １）多様な資料情報を画像化する手法の検討：情報エンコード手法の検討 

 基本情報として下記情報に着目し，基本的情報エンコード手法を検討した。 

 ・資料の物理情報：分光反射率，色彩情報の空間分布 

 ・資料の属性情報：法量，制作年代，制作者，素材等をメタデータ化 

 ２）画像化された情報源から所望情報を抽出する手法の検討：情報デコード手法の検討 
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 上記１）での検討と平行して，デコードすべき情報と状況を下記のように設定し，基本的情報デコード手

法の検討を行った。 

 ・資料の物理情報と人間の色覚特性との関係から，人間にとっては不可視な状況に情報をエンコード 

 ・その状態からデータプロジェクタを用いて不可視情報を可視化することでデコード 

 ３）プロトタイプの構築へ向けた準備 

 プロトタイプ運用に向けたシステム設計，実際の展示に応用するための基礎検討として，試験的なミニ展

示を想定して，卓上型の資料閲覧システムを構築した。 

 今年度の研究成果として，雑誌論文１件，学会発表３件を行った。 

５．研究組織 

 井上 由佳 文教大学国際学部          宮田 公佳 本館・研究部・助教 

 

 

（5） 若手研究（Ｂ） 

「土器付着炭化物，および土器胎土吸着物を用いた先史時代の食性研

究」2008～2009 年度 

（研究代表者 宮田佳樹） 

 

１．目 的 

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

て付着する。また，土器胎土にも植物起源の残存有機物が保存されていることがある。そこで，本研究の目

的はこれらの土器付着炭化物や土器胎土吸着物の起源を AMS-14C 年代測定，安定同位体分析（炭素，窒素同

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

２．今年度の研究計画 

 平成 20 年度は，主として，以下のテーマに関して研究を行う。 

 考古学的に由来がきちんと整った遺跡の同一包含層から出土した複数の遺物（土器付着炭化物，炭化材，

貝，骨など）でもそれらの炭素年代が大きく異なる値を示すことがある。そこで，遺物に生じる海洋リザー

バー効果の違いという観点から，それら複数の遺物で観察される炭素年代の相対的な関係を整理し，土器付

着物，吸着物の起源を詳細に検討する。 

３．今年度の研究経過 

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

本研究テーマでは，土器付着炭化物の起源を追求することを目的とする。 

 土器付着炭化物の起源を探るために，AMS-14C 年代測定，安定同位体分析，ステロール分析法を有機的に

結びつけ，古食性の解明を試みた。特に，試料は，考古学的な由来がきちんと整った遺跡の同一包含層から

出土した複数の遺物に焦点を絞った。複数の遺物間の見かけ上の炭素年代の大小関係を，測定した遺物の由

来や生育環境などを考慮して，詳細に考察した結果，海洋リザーバー効果の観点から，それらの複数の遺物

間の炭素年代の関係を包括的に理解することができた。 

 陸上から海洋へと測定した試料を並べてみると，海の影響が強くなるにつれて，海洋リザーバー効果が強
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く現れる。また，その関係から大きく外れるものは，その試料特有の理由が存在するのか，あるいは，何ら

かのコンタミネーション（試料の混入）である可能性が高い。例えば，東道ノ上（3）遺跡から出土した貝類

が示す海洋リザーバー効果の大きさは，ヤマトシジミが 180 年，マガキが 270 年，アサリが 450 年と次第に

大きくなっていく。このことは，貝類の生息環境が淡水から外洋へ変化し，塩分濃度が上昇することに対応

している。また，浜中２遺跡からは，遺跡周辺を流れる宗谷海流が示す海洋リザーバー効果よりも，200 年

以上も古い炭素年代を示す土器付着炭化物が見つかった。化学分析による詳細な検討と考古学的な所見によ

って，ニホンアシカを調理した痕跡と考えると，それらの炭素年代の関係をうまく説明することができるこ

とがわかった。それは，ニホンアシカが摂取する魚介類が，海洋リザーバー効果の大きな東サハリン海流な

どの寒流の影響を強く受けていた可能性が高いためと考えられる。 

 人骨を含めた各遺物が示す炭素年代は，海洋の影響を受けた程度（海産物を摂取した割合）に応じて変化

する。その原理をうまく利用することによって，複数の遺物の間にみられる見かけ上の炭素年代の大小関係

から，当時の遺跡環境における，各遺物の食性の関係（摂取した食料の違い）を読みとることができるかも

しれない。今後，炭素年代を狂わせる海洋リザーバー効果という現象を逆手にとって，例えば同時代の海洋

環境に存在するものの人間が直接利用することが困難であった深魚を摂取する海獣，遺物として出土しにく

い表層の魚介類などを摂取する海鳥などの動物骨やそれらを調理した際に生じる土器付着炭化物などを用い

て，当時の海洋環境を評価し，生業を復元する研究に発展していくかもしれない。 

４．今年度の研究成果 

 研究の成果は，以下の論文，紀要，雑誌，学会，研究会発表，図書，講演，授業の形で行った。 

【論文・雑誌・紀要等】 

１）Miyata, Y., Horiuchi, A., Paleo Labo AMS Dating Group and Nishimoto, T., Trace of sea mammals 

on pottery from the Hamanaka 2 archaeological site, Rebun Island, Japan: Implications from sterol 

analysis, stable isotopes, and radiocarbon dating. in press. 

２）遠部 慎，熊谷博志，中島直樹，山内基樹，角縁 進，宮田佳樹，米田 穣，楠原 透，小野 勢，

小野 伸（2009）瀬戸内海新発見の縄文早期貝塚－犬島貝塚（小野伸コレクション）の報告－，汽水域

研究 15 巻，25－32． 

３）住田雅和，西本豊弘，宮田佳樹，中島友文（2008），縄文時代中期の北日本におけるイヌビエ（Echinochloa 

crus-galli（L.）Beauv.）栽培について，動物考古学 第 24 号，p. 37-43． 

４）遠部 慎，小林謙一，宮田佳樹，植田弥生（2008）竪穴住居覆土内における混入の検討，古代 122 号，

1-12． 

５）宮田佳樹，堀内晶子，パレオ・ラボ AMS 年代測定グループ，西本豊弘（2008），礼文島浜中２遺跡出土土

器の炭素年代測定－土器に残された海獣の痕跡と C/N 比を用いた続成作用の評価－，AMS シンポジウム

報告書，第 10 巻，161-164． 

６）宮田佳樹，南 雅代，遠部 慎，坂本 稔，今村峯雄（2009）琵琶湖における淡水リザーバー効果に関

する研究，名古屋大学加速器質量分析計業績報告書ＸＸ，112-116． 

７）宮田佳樹，堀内晶子，パレオ・ラボ AMS 年代測定グループ，西本豊弘（印刷中）土器付着炭化物の高精

度炭素年代測定－内面効果，AMS シンポジウム報告書 11 巻． 

８）遠部 慎，宮田佳樹（2008）黄島貝塚出土貝類の年代測定，同志社大学歴史資料館館報，17-22． 
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９）遠部 慎，宮田佳樹（2009）鹿児島市湯屋原遺跡の土器付着炭化物の炭素 14 年代測定，鹿児島市立ふる

さと考古歴史館年報，17-23． 

10）遠部 慎，宮田佳樹（2009）三重県における縄文時代早期土器付着炭化物の炭素 14 年代，三重埋蔵文化

財センター年報，17-23． 

11）遠部 慎，宮田佳樹（2009）島根県島根大学構内遺跡（14 次）出土試料の炭素 14 年代測定，島根大学

ミュージアム年報． 

【学会・研究会発表等】 

１）Miyata, Y., Horiuchi, A., Kondo, M., Onbe, S., Yoshida, K., Paleo Labo AMS Dating Group and Nishimoto 

（2009）Dietary analysis of archaeological remains using radiocarbon dates and sterol analysis 

in pottery. 11th International Conference on Accelerator Mass Spectrometry, 14-19 September, 2008. 

Roma, Italy 

２）宮田佳樹・遠部 慎・坂本 稔・今村峯雄（2008）琵琶湖周辺低湿地遺跡の炭素 14 年代と淡水リザーバ

ー効果の可能性，第 25 回日本文化財科学会，2008 年６月 13 日～14 日，鹿児島国際大学：鹿児島. 

３）宮田佳樹・遠部 慎・坂本 稔・今村峯雄（2008）低湿地遺跡出土試料から見た琵琶湖の淡水リザーバ

ー効果の可能性，第 26 回日本有機地球化学シンポジウム，2008 年７月 24 日～25 日，名古屋大学：名古

屋. 

４）宮田佳樹・遠部 慎・南 雅代・坂本 稔・今村峯雄（2008）土器付着炭化物と現生生態試料の炭素年

代測定結果から推定される琵琶湖における淡水リザーバー効果，日本第四紀学会 2008 年大会，2008 年

８月 25 日～26 日，東京大学，東京. 

５）宮田佳樹・堀内晶子・近藤 恵・遠部 慎・吉田邦夫・パレオ・ラボ AMS 年代測定グループ・西本豊弘

（2008）炭素年代測定とステロール分析を用いた土器による古食性の復元，日本地球化学会第 55 回年会，

2008 年９月 17 日～19 日，東京大学，東京. 

６）宮田佳樹・堀内晶子・パレオ・ラボ AMS 年代測定グループ・西本豊弘（2008）礼文島浜中２遺跡出土土

器の食性研究，動物考古研究集会，2008 年 11 月 29 日～30 日，島根県埋蔵文化財センター，島根． 

７）宮田佳樹・堀内晶子・近藤 恵・遠部 慎・吉田邦夫・パレオ・ラボ AMS 年代測定グループ・西本豊弘

（2008）礼文島浜中２遺跡出土遺物の食性解析土器付着炭化物，動物骨，貝の炭素年代測定，動物考古

研究集会，2008 年 11 月 29 日～30 日，島根県埋蔵文化財センター，島根． 

８）宮田佳樹・堀内晶子・近藤 恵・遠部 慎・吉田邦夫・パレオ・ラボ AMS 年代測定グループ・西本豊弘

（2009）琵琶湖における淡水リザーバー効果に関する研究，第 21回名古屋大学年代測定総合研究センタ

ーシンポジウム，2009 年１月 15 日～16 日，名古屋大学，名古屋． 

９）宮田佳樹・堀内晶子・遠部 慎・坂本 稔・今村峯雄（2009）土器付着炭化物の高精度炭素年代測定－

内面効果と吹きこぼれ－，第 11 回 AMS シンポジウム，2009 年１月 14 日～15 日，名古屋大学，名古屋． 

10）遠部 慎，小林謙一，宮田佳樹，坂本 稔，西本豊弘（2008）南九州における縄文時代草創期から早期

の炭素 14 年代測定，日本文化財科学会，2008 年６月 13 日～14 日，鹿児島国際大学：鹿児島． 

【図書等】 

１）宮田佳樹（2009）遺物に見られる海洋リザーバー効果“新弥生時代のはじまり” 第四巻，雄山閣，pp. 

83-90． 
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２）遠部 慎，宮田佳樹，小林謙一（2008）考古学リーダー15 縄文研究の新地平（続）－竪穴住居・集落

調査のリサーチデザイン－，pp. 168-175． 

【講演，授業等】 

１）日本第四紀学会，土器の野焼きと調理に関する実験考古学“炭素年代測定と安定同位体を用いた食性研

究”，平成 20年６月７日，東北芸術工科大学 

２）東北芸術工科大学保存修復学部，考古遺物測定法 特別講師，平成 20 年 11 月 21 日，東北芸術工科大学 

３）東京工業大学理学部地球惑星学科，同位体地球科学 非常勤講師，平成 20 年 12 月９日，東京工業大学 

５．研究組織（研究分担者） 

 宮田 佳樹 本館・科研費支援研究員 

 

 

（6） 若手研究（Ｂ） 

「中近世における聖地の形成・展開・消失」2008～2011 年度 

（研究代表者 村木二郎） 

 

１．目 的 

 中世になると，全国各地に信仰遺跡が急増する。浄土教思想の浸透にともない，莫大な数の経塚がつくら

れることに，その数的要因がある。また，五輪塔や宝篋印塔，板碑などの石塔類がつくられるが，これらは

供養塔として立てられると，それを聖地の標識として周辺に信仰遺跡が展開していく。このようにして中世

前半に各地で簇出する信仰遺跡には，形成のあり方に一定のパターンがあると考えられる。経塚や石塔を，

周辺遺跡と絡めながら調査することにより，そのモデルを描きたい。また，その後の遺跡の展開は，形成要

因と大いに関わると考えるため，継続的に展開する良好な遺跡を抽出し，集中的に調査をおこなうこととす

る。さらに，廃絶した信仰空間については，その消失原因も追究し，聖地の存在意義を明らかにする。この

ような手法により，基層信仰の考古学的研究としての基礎研究を試みる。 

２．今年度の研究計画 

 初年度であるため，基礎資料の蓄積に重点を注ぎたい。 

 まず，国立歴史民俗博物館考古資料の情報集成的研究で経塚資料を蓄積してきているが，まだまだ完全に

は至っていない。そこでその欠を補うためにも，資料の補足調査をおこなう必要がある。また，自治体史や

市町村単位で作成されている，中近世の石塔調査報告書の文献目録を作成する。これらを進行させながら，

経塚や石塔の所在した（する）現地を踏査し，周辺に墓地や寺社などが存在するかどうか，有機的な関連を

もつ信仰空間であるかどうかを確認する。 

 できるだけ多くの現地調査を実施することにより，モデルとなりうる良好な調査対象を抽出するのが今年

度の目的である。 

３．今年度の研究経過と成果 

 ８月に箱根神社から日金山を経由し，伊豆山神社へ至る信仰空間を踏査した。この地域は経塚も多く残っ

ており，伊豆山神社出土資料も調査した。また，韮山周辺の石塔を見学した。一般に石材は伊豆・箱根産安

山岩と呼称しているが，もう少し細かな区分が可能な目途がたちつつある。 
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 ９月には福島県立博物館で行われた「山寺サミット」に参加し，慧日寺周辺の宗教遺跡を踏査した。また，

それに関連して南会津の山間部に入り，会津周辺の信仰空間の外縁部の様相を調べた。 

 12 月には福岡県久山町で開催された「首羅山遺跡」のシンポジウムに参加した。近年総合調査が進んでい

る当遺跡は，経塚のほか，石塔や寺院も確認されており，信仰空間を考えるにあたってのモデルになりうる

重要な遺跡である。また，宗像地域の経塚，石塔を見学し，中世港周辺に残る多様な宗教遺物のあり方を確

認した。 

 ３月には国東半島において近年出土した経塚資料を調査した。半島内には非常に稠密に経塚・石造物と寺

院が分布するが，今後当研究を進めていくにあたって重要な地域との認識を新たにした。 

４．研究組織 

 村木 二郎 本館・研究部・准教授 

 

 

［継 続］ 
 

（7） 学術創成研究費 

「弥生農耕の起源と東アジア－炭素年代測定による高精度編年体系

の構築－」2004～2008 年度 

（研究代表者 西本豊弘） 

 

１．目 的 

 この研究の目的は，弥生時代の始まりを水田稲作農耕の始まりと定義して，その開始時期を明らかにする

ことである。2008 年度はその研究の 終年度であり，まとめの年度である。 

２．今年度の研究経過 

 炭素 14 年代測定を行うために，全国の研究者の協力を得てこの５年間で考古資料を約 10,000 点収集した。

そして約 8,000 点の試料について汚染を除去するための前処理を行い，そのうち日本版較正曲線用を含めて

5,000 点以上を年代測定した。 

 この研究では年代測定を行うだけではなく，暦年代を推定して世界しの中に弥生時代を位置付けることと

して世界基準の構成曲線を用いて歴年代を推定した。さらに，世界基準が日本列島に適応できるかどうかを

検証するために，独自に厚生曲線を作る試みを行った。また，土器付着炭化物の内容を検討するために炭素

と窒素の量を比較するなども実施した。 

３．今年度の研究成果 

 弥生農耕の始まりについては，北部九州に水田稲作が伝わったのは紀元前 10 世紀末で得あることが確実と

なった。その後，近畿地方には紀元前 600 年ころに伝わり，奈良盆地など近畿地方に広がり，琵琶湖沿岸を

経て濃尾平野にも伝播した。関東地方には少し遅れて弥生前期末から中期初めの紀元前４世紀になってから

である。紀元前３世紀には日本海ルートにより青森県でも水田稲作がおこなわれるようになった。 

 日本版較正曲線の整備についての研究では，紀元後１世紀から３世紀にかけての時期で世界基準とずれて

いることがわかり，これまでの較正曲線を利用した場合では実際よりも 50 年から 100 年古く計算されていた
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と推測された。このことは古墳時代の始まりの年代研究に大きく影響するであろう。これらの研究成果につ

いては，2009 年１月に歴博で開催した研究集会で公表するとともに，ニュースレターや研究成果報告書や一

般出版物などで公表した。 

４．研究組織 

 尾嵜 大真 科研費支援研究員           遠部  慎 科研費支援研究員 

 小林 青樹 國學院大學栃木短期大學        小林 謙一 中央大学文学部 

 近藤  恵 お茶の水女子大学生活科学部      櫻井 敬久 山形大学理学部 

 設楽 博巳 駒澤大学文学部            住田 雅和 科研費支援研究員 

 中村 俊夫 名古屋大学年代測定総合研究センター  松崎 浩之 東京大学大学院工学系研究科 

 三上 喜孝 山形大学人文学部           光谷 拓実 奈良文化財研究所 

 宮田 佳樹 科研費支援研究員           宮本 一夫 九州大学大学院人文科学研究員 

 今村 峯雄 本館・研究部・名誉教授        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 

 

 

（8） 基盤研究（Ａ） 

「中世東アジアにおける技術の交流と移転－モデル・人・技術」 

2006～2009 年度 

（研究代表者 小野正敏） 

 

１．目 的 

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

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

多様な資料と方法により，実証的に解明することを目的とする。 

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

共通して，広く大量に流通した中国商品とその裏付けとなった生産技術であった。それらはひとつひとつは

小さなモノであり，直接的には政治力や武力を持たないが，広く普遍的に日常生活レベルで常に必要とされ

る品々であることが特徴である。日本を含め，アジア各地では，高級文物のみならず，日常商品においても

さまざまなものが，文化的，経済商品としてあこがれの上位モデルとして機能し，地元向けに翻案され，コ

ピーされた。そのため実物のモノの流通にとどまらず，生産技術が移植され，それを移転する人間集団が動

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

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

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

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

内では各地域間の関係としても検証される。モノ資料や技術の模倣・移植・受容という視点をとおして，各

レベルにおける東アジア内の地域に与えた問題を考えたい。 

２．今年度の研究計画と経過 
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 研究目的にそって，対象とするのは，モノ資料として実物の交易・交流が広く存在し，考古学的な比較調

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

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

どの技術，漆技術である。 

 ３年次となる 2008 年度は，上記のような技術や地域から，特に石製品や石垣に関する技術，金属技術の調

査，また，各技術のジャンルを超えて時代的様相や流通・消費などの画期をキーワードに統合化することを

目指して研究会を計画した。 

 主たる研究経過は次のようである。 

 2008 年４月，埼玉県小川町で板碑の丁場，群馬県南牧村で上野砥石の丁場の現地調査を実施した。 

    ５月，福井県高浜町において，15 世紀を中心に西日本の海岸地域に遠隔流通したとされる特徴ある

日引石の産地と製品，また京都府亀岡市において丹波砥石の丁場などの現地調査を実施した。 

    ６月，神奈川県箱根町所在の神奈川県立生命の星地球博物館において，箱根由来の石製品の原材で

ある安山岩などの企画展示「箱根火山」を見学。 

    ７月，大分県豊後府内遺跡，臼杵市で，外来技術の受容を視点にすえた生産技術関連の遺物と遺跡

の調査を実施，また，大分県埋蔵文化財センターにおいて調査関係者による研究発表を行った。 

    ・原田昭一「豊後の石塔について」 

    ・後藤晃一「キリシタン関係遺物について」 

    ・吉田 寛「豊後府内出土の分銅について」 

    ８月，陶器・製鉄・鋳造・木工・漆工など複合的な生産を確認できる新潟県北澤遺跡，寺前遺跡，

赤阪山窯跡などの調査資料を新発田市文化財整理室，新潟県立埋蔵文化財調査事業団において調査し

た。また，近年調査が進展している佐渡金山関連の鶴子銀山遺跡や上相川遺跡，下相川，椿尾など精

錬に関係する石臼などの丁場についても調査した。 

    ８月，フィリピン・マニラ市の国立博物館にて，豊後府内ならびに長崎出土品との比較研究のため，

沈没船サンディエゴ号とレナ・ショウ号の遺物を調査した。 

    ９月，香川県大串石丁場や讃岐の石造物の調査を実施し，寺社と職人に関連した研究会を開催した。 

     ・福島金治「炭竈について」 

     ・佐伯弘治「中世博多の職人と寺院」 

     ・大澤研一「摂津四天王寺の職能民」 

    10 月，石川県七尾城の生産関連遺物並びに明泉寺石塔群，前波石丁場の調査を実施した。また，七

尾市サンライフプラザにおいて公開シンポジウム「中世都市と職人」を七尾市教育委員会と共催で開

催し，市民にも公開した。 

     ・小野正敏「町と村の商人・職人たち」 

     ・善端 直「戦国城下『七尾』の職人」 

     ・大澤研一「職人からみた中世都市『堺』」 

     ・坂本嘉弘「豊後府内の商職人」 

     ・大庭康時「中世港湾都市『博多』の職人」 

    12 月，日本海側における戦国時代の石材産地として著名な福井県福井市足羽山の笏谷石と福井市・
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浄教寺砥石の丁場を現地調査した。 

    12 月，スペイン・バルセロナのカタルーニャ美術館にて所蔵のメダイの調査をおこない，科学的材

質分析のための試料採取を行った。 

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

望について議論した。報告テーマは次の通りである。なお，連携研究者からも報告を受けた。 

     １ 栗木  崇「中世の矢穴技法について」 

     ２ 池谷 初恵「帯磁率は石材研究に有効か」 

     ３ 山田 康雄「いわゆる伊豆石の生産について」 

     ４ 佐々木健策「石塔未製品からの加工方法の分析」 

     ５ 村木 二郎「搬入石材と在地石材について－房総半島を例に」 

     ６ 坂本 嘉弘「豊後府内の六角井戸の系譜」 

     ７ 大庭 康時「モデルとコピー，範型の搬入－カムィヤキと高麗系無釉陶器」 

     ８ 嶋谷 和彦「中世における無文銭の生産と使用」 

     ９ 新田 栄治「薩摩山ヶ野金山開山事情とその技術－史料と考古学から」 

     10 佐伯 弘治「中世博多の職人と寺社」 

     11 福島 金治「三河滝山寺縁起にみる造営と職人」 

     12 関  周一「『朝鮮王朝実録』からみた日朝間の技術交流・続」 

     13 小野 正敏「陶磁器にみる消費拡大期と技術模倣・移植の諸相－東国を例に」 

    2009 年１月，千葉県房総半島の石造物調査と鋸山石丁場の調査を実施した。 

       １月，山口県赤間砥石の石丁場，下関の中世港湾，関などの調査を実施した。 

３．研究組織 

 金沢  陽 出光美術館・学芸員         菊池 誠一 昭和女子大学・人間文化学部 

 佐伯 弘次 九州大学・文学部          中島 圭一 慶應義塾大学・文学部 

 篠原  徹 人間文化研究機構          福島 金治 愛知学院大学・文学部 

 新田 栄治 鹿児島大学・法文学部       ◎小野 正敏 本館・研究部・教授 

 上野 祥史 本館・研究部・助教         齋藤  努 本館・研究部・教授 

 小瀬戸恵美 本館・研究部・助教         西谷  大 本館・研究部・准教授 

 藤尾慎一郎 本館・研究部・教授         村木 二郎 本館・研究部・准教授 

 

 

（9） 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」2005～2008 年度 

（研究代表者 日高 薫） 

 

１．目 的 

 本研究は，16 世紀後半から 17 世紀初めにかけて日本を訪れた西洋人との交流によって生み出された工芸
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品（いわゆる「南蛮工芸」）および同時代の日本において制作された国内向け工芸品を対象とし，これらをヨ

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

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

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

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

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

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

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

 ②南蛮輸出漆器の新出作品および珍しい作品の調査と紹介 

 ③南米経由でスペインに至る交易ルートによる交流の解明とその影響 

 ④初期洋風画と諸外国（中国・インド・南米など）の洋風画との比較 

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

 ⑥近世初期の国内向け工芸品への外来影響の諸相と影響度 

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

２．今年度の研究計画 

 今年度は，ハンガリーおよびフランス国内の日本関係コレクションについて調査をおこない，あわせて受

容の実態について検討することを主たる目標とした。 

３．今年度の研究経過 

 １）2008 年８月 26 日～９月３日 フランス国内所在の日本美術および関連資料の調査（漆器を中心に）

ヴィヴネル美術館（コンピエーニュ），ナンシー美術館，ルーブル美術館（ティエール・コレクション），ニ

ッシム＝ド＝カモンド美術館，チェルヌスキ美術館，フランス国立図書館 

 ２）2008 年３月 12 日～18 日 ハンガリー所在の日本美術および関連資料の調査 

 ホップ・フェレンツ東洋美術館，ラート・ジェルジ博物館，エステルハージ宮殿 

４．今年度の研究成果 

 １）フランス所在の日本コレクションに関しては，従来，ギメ東洋美術館など，パリを中心としたいくつ

かのコレクションに限定して研究が進行してきた。今回の調査によって，地方美術館が所蔵する未紹介の日

本美術コレクションを確認し，漆器を中心に調査を行うことができたことが，大きな成果である。さらに，

現地の研究者との交流により，フランス所在の関連資料について多くの情報を得ることができた。 

 ２）ホップ・フェレンツ東洋美術館，ラート・ジェルジ博物館は，ハンガリーの主要な日本美術コレクシ

ョンとしてよく知られているが，その内容について調査を行った。また，エステルハージ宮殿における日本

美術の装飾的機能について調査し，ヨーロッパ西部に一般的な東方趣味と共通する日本美術受容の実態を確

認することができた。 

５．研究組織 

 荒川 正明 学習院大学文学部          岩崎 均史 たばこと塩の博物館 

 岡  泰正 神戸市立博物館           丸山 伸彦 武蔵大学人文学部 

 山崎  剛 金沢美術工芸大学美術工芸学部    坂本  満 本館・名誉教授 

 澤田 和人 本館・研究部・助教         中尾 優衣 京都国立近代美術館 
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◎日高  薫 本館・研究部・准教授 

 

 

（10） 基盤研究（Ｂ） 

「超精細画像による歴史資料の研究・展示のための高度閲覧方式の研

究」2006～2008 年度 

（研究代表者 安達文夫） 

 

１．目 的 

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

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

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

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

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

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

る。 

 本研究は歴史資料の様々な特性と研究手法を勘案した歴史資料の調査研究支援のための非常に高精細な画

像を適用した高度な画像閲覧方式を確立するとともに，歴史の研究成果を公開する一つの形態である展示に

おいて，資料中の対象画像とこれに関連する説明を利用者に自然に分かりやすく提示できる画像閲覧方式を

確立することを目的とする。 

２．実施事項 

 緩やかな対応関係がある資料同士の比較について，予め与えた幾つかの対応点から比較画像の表示位置を

算出する方法を具体化し，実資料による評価を実施した。表示される資料画像に応じて解説を適切に表示す

る位置を求めるため，モデル画像と実資料による評価を行った。自由な操作による閲覧と予め用意したシナ

リオに基づく閲覧とを融合する統合閲覧方式を実装した。 

３．成 果 

 対応関係が完全ではない資料同士を比較表示するため，予め対応する点を指定しておき，この中から，部

分的な写像の線形性を仮定して，一方の画像の表示位置の 近傍の３点を選択し，これを基に他方の表示位

置を算出して表示する方法を実装した。組織的な対応付けを行わなくとも，額田寺伽藍条里図の原資料と復

元複製では，４隅＋１点で実施的な対応表示が可能であり，正保日本図と享保日本図の比較では，本州北端

と九州南端を含む８点程の対応点を取ることで，画像の大きさの違い，図像の回転，記載位置のずれに対し

て概ね対応した表示が可能となる。但し，洛中洛外図屏風の甲本と乙本のように，描かれた対象の位置関係

にい違いがある場合は，対応点の選択方法に課題があることが示された。 

 資料中の対象が表示画面中のどの位置にあるときに解説を提示すべきかを明らかにするため，無地の背景

に矩形の対象物と表示物を配したモデル画像において，既に明らかにしている対象物と表示物が同じ大きさ

の場合に加えて異なる場合についても評価を行い，解説表示の境界について以下を明らかにした。（1）対象

物が小さく教示されると境界は対象物の中心に近寄る。対象物の大きさの対数と境界の対象物中心からの距
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離は平均的に見ると直線的な関係にある。（2）対象物に対する表示物の大きさの比率が大きくなる，対象物

と表示物の距離が短くなると境界は対象物中心に近寄る。評価データより重回帰モデルを求め，実資料を対

象とした評価結果との対応関係を明らかにした。 

 画像資料自在閲覧システムには，利用者の自由な操作で閲覧するマニュアルモードと，用意したシナリオ

に沿って次へ／戻るのボタン操作により画像と解説を表示するシナリオモードがある。これらをボタンで切

替えるようにしているが，切替の操作が分からなかったり，切り替えると表示中の画面が変わることが課題

であった。この二つを融合するため，様々な状態での操作に関し，利用者にとって自然な動作，特に画像の

移動や拡大・縮小の操作に引き続くシナリオの次へ／戻るの動作を考慮して統合モードを実現した。 

 これらの成果を，学会の大会および研究会において発表した。 

４．研究組織（◎は研究代表者） 

◎安達 文夫 本館研究部・教授           鈴木 卓治 本館研究部・准教授 

 徳永 幸生 芝浦工業大学・工学部 

 

 

（11） 基盤研究（Ｂ） 

「江戸初期と幕末維新期における鉄砲技術の伝統と革新に関する総

合的研究」2006～2008 年度 

（研究代表者 山本光正） 

 

１．目 的 

 わが国において銃砲の製作・運用技術が大きな変革をとげた江戸時代初期と幕末維新期を対象とし，どの

ような歴史的背景のもとに，どのような変化が起きたのかということを，文献調査と実物資料の材質・製作

技法調査という異なる方向からのアプローチにより，実証的かつ総合的に解明することである。文献資料と

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

式銃の型式・製法・性能に関する文書，西洋式調練・戦略のテキスト類などを，また実物資料としては，伝

世された和銃（火縄銃，火矢筒，大筒，木砲）および洋式銃（滑腔・施戔，前装・後装），その弾丸類，古戦

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

と江戸時代の鉄炮を使用した実射実験をおこなう。 

２．今年度の研究計画 

 終年度であるので，研究のまとめに向けて資料の集成を心がける。 

 幕末維新期の資料について，武器・兵器類を中心とした日蘭交流を専門とする軍事博物館館長 Pauljac 

Verhoeven 氏が５月に来日予定であるので，共同調査と意見交換を行う。 

 昨年度に引き続き，館蔵資料を中心に，江戸時代初期資料の調査を継続する。 

 博物館・資料館等が所蔵する資料の選択を行い（宇田川・山本・保谷），製作技法の調査（三宅），EPMA，

蛍光Ｘ線分析装置などによって金属組織・成分の分析を実施する（齋藤）。野戦から攻城戦への戦の形態の変

化についても，同様に保谷が調査を行う。 

 日本美術刀剣保存協会の日刀保たたらで得られた銑を原料とし，昨年度に製作した送風量測定装置を利用
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して送風条件を記録しながら大鍛冶の再現実験を行い，操業全体について考察の集大成を行う。 

３．今年度の研究経過 

 研究代表者を，宇田川武久の定年退職に伴い，山本光正に変更した。 

 他機関が所蔵する資料のほか，それらに対応する館蔵の文献史料（炮術秘伝書）と実物資料（銃砲），特に

新規購入資料についても調査を行い体系化した。すなわち，日本銃砲史は 16 世紀なかば鉄炮伝来から 19世

紀末の明治初年におよぶが，この時期をその特徴から５期に区分し，なおかつ歴史の中での銃砲の製作技術

を含めてどのように変遷遷移したかを明らかにし，その中での本研究課題の位置づけについて明確にするこ

とができた。 

 江戸時代の鉄炮銃身はきわめて低炭素の軟鉄（庖丁鉄）を素材としており，これは大鍛冶とよばれる精錬

技術によって作られたと考えられる。大鍛冶とは，わが国の近世から明治初期における製鉄の工程の中で，

原料の砂鉄を還元して粗金属を得る製錬（smelting）に続いて行われる精錬（refining）の一つであり，特

に銑押法（ずくおしほう）において，生成した銑鉄の中の炭素を大幅に減少させて庖丁鉄（軟鉄）を作るた

めの技法であるが，現在は技術の伝承が途絶えている。その炉内反応などの詳細を明らかにするため，日刀

保たたらの銑を原料として，送風量をモニターしつつ，高温サーモグラフィー放射温度計によって炉内温度

分布を非接触で測定・記録しながら再現実験を実施した。これによって文献記録にある各工程の意味が明ら

かとなり，記録と同様の生成物を得ることに成功した。 

４．研究組織 

 保谷  徹 東京大学史料編纂所        三宅 宏司 武庫川女子大学 

 齋藤  努 本館・研究部・教授       ◎山本 光正 本館・研究部・教授 

 

 

（12） 基盤研究（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」2006～2008 年度 

（研究代表者 内田順子） 

 

１．目 的 

 本研究は，アイヌ文化を記録した欧米の人類学映画・写真について調査・収集を行い，写真・映画をもち

いた欧米の人類学研究において，イメージの複製や引用によって，「アイヌ文化」がどのように再生産されて

きたのかについて考察することを目的とする。 

２．今年度の研究計画 

 本プロジェクトでデジタル化した資料について，試験的に統合的なデータベースを作成し，関連資料の比

較研究をおこなう。 

３．今年度の研究経過 

【試験的データベースの作成】 

 本館所蔵のマンロー関係の写真資料のほか，本科研においてデジタル化をおこなった北海道開拓記念館所

蔵のマンロー関係のランタンスライド，英国王立人類学協会および国立スコットランド博物館所蔵のマンロ
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ー関係の写真・文書について，それらを統合的に検索できるデータベースを試作し，比較研究をおこなった。 

【調査・研究打ち合わせ】 

 ・３月２日～３月９日（ロンドン・ハンブルク・リューベック） 

   英国王立人類学協会において開催した会議において，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，アイヌ民族の人権に配慮した研究成果の公開方法について検討したほか，リュー

ベック在住のマンローの遺族と打ち合わせをおこない，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 

 写真，映画と，そのバックデータとしての文書類を統合することで，1900 年代初めから 30 年代までの間

に，マンローがヨーロッパに，アイヌ文化のイメージをどのようなものとして伝えようとしていたのか考察

することが可能になった。 

 ヨーロッパでは，19 世紀の後半から，アイヌ民族はヨーロッパ人に起源を有する民族であるという認識が

広まり，アイヌとヨーロッパの人々の頭蓋骨の比較などがなされていた。マンローが撮影した写真には，ア

イヌの人々の身体的特徴を計測する目的で撮影されたものが少なからず存在することから，当時のヨーロッ

パの人類学の関心が影響していると考えられる。 

 一方でマンロー自身は，悪霊払い（ウエポタラ）などの呪術宗教的な儀式や，ことばや音楽などに反応す

る精神・身体的な現象（イム）に深い関心を寄せ，写真と映画を使って，その現場を克明に記録しようとし

ている。 

 マンローは，1930 年に撮影した熊送り儀礼（イヨマンテ）の映画を完成させてイギリスに送ったが，イヨ

マンテよりも，ウエポタラやイムなどの呪術宗教的な儀式の記録映画のほうが人類学的に重要だと考えてお

り，くり返し，映画での撮影に挑戦していた。 

 しかし，精神性が表れるこうした儀式や現象を撮影するためには，撮影される人々との信頼関係が何より

も必要である。英国王立人類学協会所蔵の手紙には，アイヌ民族との信頼関係の形成に深い注意をはらって

いたマンローの姿が読み取れる。チャールズ・セリグマンの助言のもとで，性急な一般化を避け，地域ごと

の多様性をもつアイヌ文化を克明に記録しようとする姿勢は，写真や映画の撮影においても貫かれていると

言えるだろう。 

５．研究組織 

 手塚  薫 北海道開拓記念館         出利葉浩司 北海道開拓記念館 

◎内田 順子 本館・研究部・准教授       宮田 公佳 本館・研究部・助教 

 

 

（13） 基盤研究（Ｃ） 

「展示制作プロセスの共有化とミュージアムリテラシーに関する実

践的研究」2007～2008 年度 

（研究代表者 佐藤優香） 
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（14） 基盤研究（Ｃ） 

「博物館資料の超精細画像の保存活用のための画像フォーマット及

びビューワに関する研究」2007～2008 年度 

（研究代表者 鈴木卓治） 

 

１．目 的 

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

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

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

開発し，そのソースコードをすべて公開し提供すること。 

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

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

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

合わせて柔軟に記述し提供できる）環境を提供する。 

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

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

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

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

ータの意味情報を与えるメタ情報まで）を同一場所で保存管理することにより，情報喪失の危険性を下げる

ことが必要である。 

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

うに，十分単純であるように構成すること。 

２．今年度の研究計画 

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

ズ，５．公開フェーズ，の５つに分かれる。 

 平成 19 年度は，2008 年３月 18 日にリニューアル開室した第３展示室の電子コンテンツ（28 台の情報端末，

87 の番組，のべ 1700 画面分の分量からなる）の作成業務に予想以上の労力がかかってしまい，設計フェー

ズの一部を実施するにとどまった。しかしその反面，電子コンテンツの作成過程において，大量の電子コン

テンツを作成するためのソフトウェアツールに求められる要求要件を知るための貴重な知見を得ることがで

きた。（詳しくは前年度年報の報告を参照のこと。） 

 平成 20 年度は，前年度達成できなかった設計・製作フェーズを実施したのち，評価，改良，公開フェーズ

とすすめる。 

 評価フェーズでは，こちらで何人かの協力者を募り，作成したビューワの評価を依頼する。あわせて，Web

ページで評価版を公開し，興味をもつ一般利用者に評価版の試用をお願いする。 

 評価フェーズの成果をふまえて，公開版の作成を行なう（改良フェーズ）。 

 公開フェーズでは，超大画像フォーマットおよびビューワに関するドキュメントを作成し，研究成果報告

書に添付するとともに Web ページにも掲載する。プログラムとドキュメントを収めた CD-ROM を作成し報告書
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に添付する。報告書は 100 部程度を作成し，情報技術に興味を持つ博物館美術館の学芸員を中心に配布する

計画とする。 

 システム検証のためのサンプル画像データとして，国立歴史民俗博物館が所蔵する館蔵錦絵コレクション

を撮影した錦絵画像を使用する。これらの画像の作成と整理は補助業務により行う。 

３．今年度の研究経過 

 （研究成果の欄でまとめて述べる。） 

４．今年度の研究成果 

 平成 20 年度は，製作フェーズの実施を行ったが，既存の「超大画像自在閲覧システム」と同等の機能をも

つ実行可能プログラムを作成するにとどまった。本務の多忙に加えて，DirectX 等の 新の画面表示技術の

習得に予想外の時間を費やしてしまったことが大きい。しかしながら，平成 21年２月 24 日から５月６日ま

で国立歴史民俗博物館にて企画展示「錦絵はいかにつくられたか」において，「幻の錦絵『御庭の飼鳥』版木

画像」ならびに「館蔵錦絵高精細画像（館蔵歌川国芳作品一覧（134 枚），三代歌川豊国役者見立東海道五十

三次（96 枚），館蔵死絵一覧（44 枚）」を出展し，開発した高精細ビューワを使用して錦絵および版木画像の

閲覧に供することができた。この展示は来館者の好評を博し，NHK のニューズ・番組を始め各種メディアで

取りあげられた。 

 

５．研究組織 

 鈴木 卓治 本館・研究部・准教授 
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（15） 萌芽研究 

「鍛冶職人の伝統技術を数値的に把握する方法の創設へむけた基礎

研究」2007～2009 年度 

（研究代表者 齋藤 努） 

 

１．目 的 

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

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

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

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

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

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

的にとらえる手法を開発し，研究を行う。 

２．今年度の研究計画 

 昨年度に予定していたが風量測定装置の製作に時間がかかってしまったため実施できなかった（その代わ

りに昨年度は刀剣焼き入れ工程の温度条件測定を前倒しで行った），大鍛冶工程の再現実験を行う。 

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

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

ら操業を行う。原料は江戸時代に銑鉄で作られた肘金など前近代の砂鉄製錬の産物のほか，日本美術刀剣保

存協会が年に１回操業しているたたらの生産物を入手して使用する。生成物を分析し， 適な操業条件を定

める。市販の送風機に，微細な送風量の変化を関知し，時系列に従って記録できる風量測定装置（昨年度製

作・設置済）を組み合わせて送風量を記録する。炎と炉内各部の温度は，高温用サーモグラフィー（設置済）

を使い，操業状況をビデオ記録しながら測定する。生成物の分析は，EPMA，硬度測定装置，燃焼炭素濃度測

定装置，Ｘ線回折装置を使用し，炭素をはじめとする各元素濃度，非金属介在物の化学組成と鉱物組成，金

属組織を調べる。 

３．今年度の研究経過 

 これまでの，マッフル炉内の加熱実験と，炉内温度，送風量をモニターしつつスケールダウンした開放炉

で行った操業実験により，大鍛冶の細部について，以下の点が明らかになった。（1）操業時間全体のほぼ半

分を占める予備加熱の工程は，これに続く熔融のための加熱に備え，原料全体の温度をあらかじめ上げてお

くことを目的としており，表面に脱炭層を作らないようにするために，800℃程度に留める必要がある。（2）

温度を上げると原料銑鉄の熔融・滴下が起こるので，それが定常的に続くように温度を微調整する必要があ

る。脱炭反応は熔融銑鉄の滴下途中ではなく，炉床に溜まった熔融物に羽口からの風があたることによって

酸化して進行する。 

 この解析結果に基づき，前近代の砂鉄製錬による産物（江戸時代に銑鉄で作られた肘金）と，同じく砂鉄

を原料として日本美術刀剣保存協会が年に１回操業する「日刀保たたら」で生産された銑鉄を原料とし，赤

外線高温サーモグラフィーと送風量測定装置つきのブロアを使用して，炉内や原料各部の温度をリアルタイ

ムでモニターしながら大鍛冶工程の再現実験を行った。この生成物について，EPMA，硬度測定装置などを使
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用し，炭素濃度，非金属介在物の化学組成と鉱物組成，金属組織を調べた結果，明治時代の操業記録にある

ものと同様の軟鉄（庖丁鉄）を得ることに成功したことがわかった。 

４．研究組織（◎は研究代表者） 

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

 

 

（16） 若手研究（スタートアップ） 

「先史時代における貝塚出現期の年代学的研究」2007～2008 年度 

（研究代表者 遠部 慎） 

 

１．目 的 

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

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

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

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

文時代早期から前期の西日本を中心としたエリアの年代研究を推し進める。 

２．今年度の研究経過 

 今年度の研究経過としては，福井県鳥浜貝塚，三重県鴻ノ木・高皿遺跡，鳥取県渡り上がり遺跡，島根県

島根大学構内遺跡，岡山県黄島貝塚，犬島貝塚，愛媛県上黒岩遺跡，鹿児島県湯屋原遺跡などのサンプルの

年代測定を実施し，それらについて報告をまとめた。特に西日本の縄文時代草創期後半から縄文時代早期の

年代測定を推し進め，西日本における貝塚出現期の押型文土器や貝殻文円筒形土器の実年代については大ま

かな見通しを得ることが出来た。さらに，瀬戸内海の縄文時代早期・前期の貝塚群の年代測定を進め，縄文

時代早期のハイガイ貝塚群以前とされるヤマトシジミ貝塚群にも年代差があること（礼田崎→犬島→黒島），

魚類を伴う本格的な貝塚群は前期後半以降にいちづけられる可能性が高いことがわかった。本研究の結果，

西日本における出現期貝塚を考察する上で重要な定点となる年代値を多数得ることができた。 

３．今年度の研究成果 

【論文・報告】 

 遠部 慎・宮田佳樹・小林謙一，2008. 6，「年代測定における同定作業－炭化材を中心に－」『考古学リー

ダー15 縄文研究の新地平（続）－竪穴住居・集落調査のリサーチデザイン－』pp. 168-175，六一書房：東

京 

 遠部 慎，2008. 9，「アワビの年代学的研究」『2008 年次日本島嶼学会三重鳥羽大会 10 周年記念大会研究

報告要旨集』pp. 50-52，日本島嶼学会：鹿児島 

 遠部 慎・小林謙一・宮田佳樹・植田弥生，2008. 12，「竪穴住居覆土内における混入の検討」『古代』第

122 号，pp. 1-12，早稲田考古学会：東京 

 遠部 慎，2008. 11，「瀬戸内海の縄文時代早期貝塚」『季刊考古学』105 号，pp. 71-75，雄山閣：東京 

 遠部 慎・熊谷博志・中島直樹・山内基樹・角縁 進・宮田佳樹・米田 穣・楠原 透・小野 勢・小野 

伸，2008. 12，「瀬戸内海新発見の縄文時代早期貝塚－犬島貝塚（小野伸コレクション）の報告－」『Laguna』
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15，pp. 1-8，汽水域研究センター：島根 

 遠部 慎，2009. 3，「貝類の年代測定」『新弥生時代のはじまり』４巻，pp. 91-99，雄山閣：東京 

 遠部 慎，2009. 8，「縄文時代前期西川津式土器の実年代」木村剛朗さん追悼論集『考古学の源流』pp. 53-61，

木村剛朗さん追悼論集刊行会：愛媛 

 遠部 慎・宮田佳樹，2008. 3，「鹿児島県風呂ノ口遺跡出土試料の炭素 14 年代測定」『南九州縄文通信』

No. 19，pp. 67-71，南九州縄文研究会：鹿児島 

 遠部 慎・宮田佳樹，2008. 6，「宮崎県における土器付着炭化物の炭素 14 年代測定－縄文時代前半期を中

心に－」『宮崎考古』第 20 号，pp. 41-54，宮崎県考古学会：宮崎 

 遠部 慎，2008. 7，「犬島貝塚の炭素 14 年代測定」『犬島貝塚の発見』，pp. 17-22，犬島貝塚調査保護プ

ロジェクトチーム：千葉 

 遠部 慎・宮田佳樹，2008. 10，「黄島貝塚出土貝類の年代測定」『同志社大学歴史資料館館報』，pp. 17-22，

同志社大学歴史資料館：京都 

 遠部 慎・宮田佳樹，2009. 3，「鹿児島市湯屋原遺跡の土器付着炭化物の炭素 14 年代測定」『鹿児島市立

ふるさと考古歴史館年報 平成 20 年度』鹿児島市立ふるさと考古歴史館：鹿児島 

 遠部 慎・宮田佳樹，2009. 3，「三重県における縄文時代早期土器付着炭化物の炭素 14 年代」『三重県埋

蔵文化財センター年報』pp. 17-23，三重県埋蔵文化財センター年報：三重 

 遠部 慎・加藤久雄・米田 穣・畑山智史，2009. 3，「羽島貝塚，磯ノ森貝塚の年代学的研究」『倉敷の歴

史』19 号，pp. 1-17，倉敷市市史編纂会：倉敷 

 遠部 慎・山内基樹・加藤久雄・角縁 進，2009. 3，「広島県立歴史博物館所蔵資料紹介：岡山県瀬戸内

市黄島貝塚」『広島県立歴史博物館研究紀要』10 号，pp. 1-27，広島県立歴史博物館 

【研究発表・講演】 

 遠部 慎・小林謙一・春成秀爾・西本豊弘，2008. 5，「上黒岩遺跡の年代学的研究」『日本考古学協会第

74 回総会』，日本考古学協会 

 遠部 慎・宮田佳樹・小林謙一・坂本 稔・西本豊弘，2008. 5，「南九州における縄文時代草創期から早

期の炭素 14 年代測定」『日本文化財科学会第 25 回大会』日本文化財科学会 

 遠部 慎・畑山智史，2008. 11，「鹿児島県小崎遺跡の研究」『第 11 回動物考古学研究集会要旨集』動物考

古学研究会 

 S. ONBE, H. Kumagai, N. Nakajima, M. Yamauchi, S. Kakubuchi, Y. Miyata, M. Yoneda, T. Kusuhara, 

S. Ono, S. Ono, T. Okajima, S. Hatakeyama, N. Tomioka （2008. 12） 「New discovery of shell mound 

on Early period in the Seto Inland Sea」『ANTHROPOLOGICAL SCIENCE』vol. 116-3, p. 246, THE OFFICIAL 

JOURNAL OF THE ANTHROPOLOGICAL SOCIETY OF NIPPON 

４．研究組織 

 遠部  慎 本館・科研費支援技術補佐員 
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（17） 若手研究（Ｂ） 

「古代日本における雅楽奏舞と儀式の関連およびその展開について

の研究」2006～2008 年度 

（研究代表者 廣瀬千晃） 

 

１．研究目的 

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

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

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

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

２．今年度の研究計画 

 １）古代日本において雅楽が宮廷諸儀式の場でいかに奏されたのかといった具体的な様子を古記録や儀式

書などの収集を随時続けること。 

 ２）収集した記録類史料に基づき，儀式と奏舞の関連を解明するための年表を作成すること。 

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

 ４）雅楽奏舞と儀式の関係を分析すること。 

３．今年度の研究経過 

 研究費の交付を受けた３ヵ年の間の 終年度として，古代雅楽の実像を究明するための も基本的なデー

タとなる「日本古代雅楽年表」を作成した。データ入力が多少残されているが，これによって古代における

雅楽全体の奏舞分析が可能になったと言える。今後も逸文や新出史料を見つけ次第，逐次補充していくつも

りである。 

 今年度の具体的な成果としては，今年度は本研究の個々の演目分析の一例として，「真言密教と芸能」を執

筆した。これは，古代に行われた真言法会（安鎮法）にともなう雅楽について注目したもので，まずは安鎮

法で奏される「鎮舞」は舞楽の何に当たるのかを比定し，そのうえで雅楽演目「振桙」「按摩」の分析と，雅

楽を奏する意義・背景について主催者側・観客者側のねらいと受け取り方について言及した。その結果，法

会で奏される雅楽は法会趣旨と奏される演目内容とが一致するものに選定されていることや，法会において

雅楽奏舞を奏することは祈願果報を願う人々の意識の一致した演出であることを指摘した。なお，この儀式

と舞曲の分析は，『古代日本雅楽辞典』の一部となるものである。 

 さらに，今まで研究を進めてきた「古代の抜頭」について今一度全面的に改訂分析を行い，原稿をまとめ

ている。この内容については，今年６月 14 日に同志社女子大学にて行われる藝能史研究会の大会報告にて発

表することになっている。 

 また，研究費交付の２年度目より仏教（密教）法会での雅楽にとくに注目しており，昨年度は東洋音楽学

会にて近世における天野社舞楽曼荼羅供の様相を発表し，今年秋の報告書にむけて現在修正執筆中である。 

 今年度の調査は，春日若宮おん祭りの再調査を行った。おん祭りは古代より中世にかけて行われていた芸

能が多く奏される祭礼で，時代の変遷を経るたびにその他の諸要素が付加されてきたものである。以前，科

学研究費の交付を受ける前に調査に入ったことがあるものの，一人では春日大社周辺で同時並行的に行われ

る祭礼の全体を見学することはできなかった。そこで，今回は以前見学できなかった「大宿祭（湯立て神事）」
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「遷行の儀」「暁祭」「南大門交名の儀」「松の下式」「流鏑馬神事」をはじめ，「お旅所祭」で奉納される芸能

（とくに細(せい)男(のお)・猿楽・田楽・雅楽）の調査を行った。記録だけからでは判明しにくい内容も，

実際目にすることで理解できることも多いので，今後の研究の糧として，大いに参考になった。 

 今までの史料収集の成果やデータの整理を通して，より充実した学術論文の発表と『古代雅楽辞典』の執

筆を進めていきたい。 

４．今年度の研究成果 

 「真言密教と芸能」（『真言密教を探る』大正大学出版会，2009［印刷中］） 

 「古代の抜頭」（藝能史研究会大会報告，2009 年６月 14 日 於同志社女子大学） 

５．研究組織 

 廣瀬 千晃 本館・外来研究員 

 

 

（18）若手研究（Ｂ） 

「酒造出稼ぎ人の後継者問題と技術継承」2006～2008 年度 

（研究代表者 青木隆浩） 

 

１．目 的 

 近世以来，冬季の就業機会に恵まれていない農村の出稼ぎ労働者にとって，清酒製造業は農家経営を維持

するための 大でかつ も重要な就業先であった。なぜなら，酒造出稼ぎは冬に行われるため，本業の農業

と仕事の時期が重ならないからである。また，賄い付きで就業期間中，ほとんど休みなく働けるので，実入

りの多い仕事であった。ところが近年，酒造出稼ぎ人がとくに新潟県で急速に減少している。そこで，これ

まで越後杜氏を数多く採用してきた関東地方の酒造家は，酒造りの担い手を家族と地元労働力に求めるよう

になっている。これによって，従来の蔵人制度による酒造技術の継承は困難となり，家族と地元労働力によ

る酒造りは勤務体制を大きく変更させるに至っている。 

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

諸問題を追究していく。なお，酒造出稼ぎの後継者不足を家業経営や地元周辺労働市場との関連から明らか

にする研究はすでに存在するが，酒造技術の継承問題については，管見の限りほとんど研究の蓄積がない。

したがって，本研究では越後杜氏と南部杜氏，酒造家の家族と地元労働力による酒造りそのものの比較研究

に重点をおく。そのために，酒造りの講習会や研究会，清酒品評会などの資料収集と酒造家や酒造組合，杜

氏，杜氏組合への聞き取り調査をおもな研究方法とする。 

２．今年度の研究計画 

 平成 20 年度は，まず栃木県の酒造家と酒造組合への聞き取り調査を中心に進めていく。なぜなら，越後杜

氏の数が急激に減りつつある中で，栃木県には比較的越後杜氏が多く残っているからである。ただし，多い

とはいっても数軒の酒造家に杜氏だけが勤めている状況で，伝統的な親方制度はほぼ消滅している。残った

杜氏についても，高齢化が進んでおり，この先何年続けられるか不安な状況である。南部杜氏，丹波杜氏と

並んで三大杜氏と呼ばれてきた越後杜氏ではあるが，彼らに関する調査研究はいよいよ緊急性を増してきて

いる。 
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 また，18・19 年度に続いて越後杜氏の出身地と出稼ぎ先に関するデータを収集・整理し，かつ史料調査に

よって技術指導や講習会，品評会の歴史的変化について分析を進めていく。越後杜氏の出身地と出稼ぎ先に

関するデータは柏崎市立図書館に所蔵されている。史料調査については，前年度と同様に入間市博物館所蔵

の友野家文書と上越市所蔵の故坂口謹一郎氏収集資料を中心に閲覧・分析を進めていく予定である。他にも

良い資料が見つかれば，その都度新たな調査対象に加えていきたい。本研究課題にとっては，とくに組合資

料の類が重要である。加えて，酒造技術とその普及方法の変化を調べるため，組合史や社史，技術指導書，

業界誌の購入を昨年度と同様に続けていく。 

 一方，新たな酒造りの担い手として，栃木県では下野杜氏が育ってきている。下野杜氏は，栃木県酒造組

合と栃木県産業技術センターが協力してつくった新しい技術者認定制度であり，おもに酒造家の家族や地元

労働力を対象として，一定の基準をクリアした人々に与えられる称号である。この下野杜氏と酒造講習会に

対する調査にも重点をおきたい。そして，下野杜氏の台頭により，酒造技術と酒質がどのように変化しつつ

あるのか，伝統的な酒造りとの比較分析を行う。 

 もう１つ重要なのは，兵庫県や岡山県の山田錦が生産量を減らしていることにより，酒米生産が全国各地

に分散しつつあることである。酒造技術と酒質は，酒米の新たな開発や地元農家との契約栽培などによって

も変化する。中には，原料米を全量地元産にした酒造家も何軒か出てきており，その結果，酒造家と地元の

関係も変わりつつある。たいへん興味深い動向なので，これについても詳細な調査を進めていきたい。 

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

作成している出稼ぎ関連資料を収集し，本研究課題の基礎資料としたい。 

３．今年度の研究経過 

 本年は，酒造技術の継承方法と現場労働の実態を把握するため，栃木県をおもなフィールドとして，南部

杜氏・越後杜氏・下野杜氏（地元杜氏）の比較調査をおこなった。具体的には，南部杜氏から下野杜氏への

継承については宇都宮市の宇都宮酒造株式会社を，越後杜氏から下野杜氏への継承については佐野市の第一

酒造株式会社を，そしていち早く地元労働力のみの酒造りを実践して全国的に注目を集めたさくら市の株式

会社せんきんと下野杜氏のリーダー的存在である真岡市の株式会社辻善兵衛商店を事例として，酒造りの現

場を見せていただくとともに，技術の習得方法や労働形態の変化などについて教わった。 

 また，栃木県産業技術センターに訪問し，県職員による酒造家への技術指導の様子やとちぎ酵母の開発過

程，栃木県独自の酒造好適米である「とちぎ酒 14」の特徴や普及状況についても教わった。同センターでは，

新酒の出来を確認するためのきき酒会や研究会にも参加させていただき，技術指導の様子を体験することが

できた。栃木県酒造組合では，酒造家と農家の契約栽培や南部杜氏・越後杜氏・下野杜氏の割合などについ

て教わった。 

 さらに，昨年度に引き続き埼玉県入間市の入間市博物館所蔵「友野家文書」を調査し，明治時代から昭和

初期にかけての税務署と酒造組合による技術指導の様子や品評会の成績，酒造りの労働編成などについて調

査をおこなった。これにより，酒造技術や酒造労働の長期的な変化，地域的な違いなどを検討することがで

きた。 

４．研究組織 

 青木 隆浩 本館・研究部・准教授 
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（19） 若手研究（Ｂ） 

「近代化過程における遺影の展開と死生観の変容に関する民俗学的

調査研究」2006～2008 年度 

（研究代表者 山田慎也） 

 

１．目 的 

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

え，死生観の変容をもたらしたことをについて分析を行う。 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

なる。 

２．今年度の研究計画 

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

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

し，全国的な遺影の傾向を把握する。 

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

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

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

める。 

 １）岩手県中部地域，沿岸部を中心とした地域 

  遺影に関する現地調査（旅費）（カメラなど調査器具） 

  ・遺影奉納の聞き取り調査と調査依頼 

  ・寺院における遺影の悉皆調査 

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

しているか），その他の奉納物 

  必要に応じて寺院の許可を得て過去帳等も調査を行う 

  ・地域の葬制と供養法 とくに一般の死者と異常死者についての葬制 

 ２）遺影に関する資料調査（葬制写真資料） 

  遺影の使用に関する文献や写真資料，葬儀自体を写真にとってアルバムや絵はがき，写真マットとして
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使用する慣習があるが，こうした葬制と写真との関連をうかがわせる資料を収集分析することで，全国的

な遺影の傾向を把握し，近代における写真の位置づけを検討する。 

 ３）岩手県以外の葬制と遺影の調査 

  他地域の様々な動向を把握するため 

 ４）補足調査 

３．今年度の研究経過 

 １）岩手県中部地域の遺影に関する現地調査 

  本年度は，岩手県中央部の紫波町や遠野市，花巻市の調査を行った。また北上市，宮古市など調査，分

析も継続した。岩手県中央では供養絵額を奉納する風習があり，それが次第に遺影に替わっていくことが

わかっていたが，供養絵額のある地域の寺院は数は少なくなっているものの比較的保存しやすい傾向があ

ることも明らかになった。また写真ははずしても絵額だけは保存している寺院もあった。そこでは遺影は

喪家だけでなく，友人や弟子達など複数人の奉納も行われており，やはり特別の追悼や供養の側面が大き

いことがわかった。こうした遺影は夭折の死者が比較的多く，長寿を全うしたものが後の時代になると多

くなっていくことがわかった。 

  つまり岩手県中央部など供養絵額奉納の習慣のある地域では，夭折の死者を供養するという絵額の延長

上に軍人や夭折の死者などの遺影を奉納するようになっていき，しだいに長寿を全うする死者まで死者一

般に拡大していき，遺影を用いた死者の個別供養が一般的になっていくことがわかる。また絵額の奉納が

ない岩手県の周辺部では，遺影の奉納の慣習ができあがっていくがやはり，ここでも当初は夭折など特別

の供養を必要とする死者が中心となり，それが次第に一般の死者に拡大していくことが明らかになった。 

 ２）遺影に関する資料調査 

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

調査も進めた。 

 ３）岩手県以外の葬制と遺影の調査 

  初盆や新盆における盆棚と遺影の位置づけについては，千葉県の調査を行った。 

４．今年度の研究成果 

 2009 年３月，「現代における葬儀の変容」『高野山安居会講義録』が発行された。葬儀における近代化の過

程を全般的に述べていく中で，遺影の存在が死生観形成の上で大きな影響を与えている点についても指摘し

た。この研究の中では写真資料の重要性が改めて確認され，今後ひきつづき資料を収集分析していく必要性

を再認識した。 

５．研究組織 

 山田 慎也 本館・研究部・准教授 
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（20） 若手研究（Ｂ） 

「世界文化遺産厳島神社における災害と防災及び維持活動に関する

史的研究」2006～2008 年度 

（研究代表者 山田岳晴） 

 

１．目 的 

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

厳島神社は，自然を巧みに生かした日本を代表する文化財である。 

 その厳島神社は，台風などによって，能舞台の倒壊，平舞台・楽房の流失など幾度も暴風・高潮の災害を

受けてきた。また，土石流災害も度々発生している。高潮に関しては台風時に限らず， 近では通常の大潮

時に水没することも多く，自然からの災害に絶えずさいなまれてきた。現在，そうした災害に対して，伝統

文化と自然との調和を損なう防災・維持方法が検討課題とされつつある。 

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

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

防災に関する建築技法と建築の維持活動について調査し，災害は自然との共存の関係から生じることを視野

に入れながら，分析を試みるものである。 

 明らかにしようとした課題は具体的には，厳島神社における災害とその内容についての具体的な事例分析，

どのように災害から免れ，災害を許容できる範囲に縮小させるか（自然と一体である災害とどううまく付き

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

ある。 

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

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

うとするものである。 

２．今年度の研究計画 

 平成 20 年度において，上半期は主に本研究の学術的特色である文献史料と建造物本体を総合的に用いた検

証のための史資料の補完と関連資料の調査補完を目的とし計画した。 

 そのために，厳島神社における災害と防災及び維持活動について文献史料の補完作業を行う。具体的には，

厳島神社などに存在する厳島神社に関する現場記録および，厳島神社に関連する造営史料を対象とする補完

調査・撮影を行う。 

 また，社寺などの災害と防災及び維持活動に関する文化財建造物の類例の選定を行い，文化財建造物の保

護・維持機能について実地調査により資料の収集補完を行う。具体的には，厳島神社以外の社寺建築をはじ

めとする文化財建造物などを対象とし，その現状などの実地調査を行い，災害と防災及び維持活動に関する

要素について調査を行う。 

 下半期は主に収集した資料の整理及び分析を計画した。また，総合的検証及び解析・精査し，成果の公表・

発表も積極的に行う。具体的には，厳島神社の記録や史料，文化財建造物の類例調査により，それぞれの特

徴を見出し，比較・検討等を行い，共通点や特異点を検証し，それらが生じる要因について解析を行う。ま

た，今後の研究の進展を鑑みて，成果の広がりを視野に入れ，広範な史資料にあたることにする。 
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 研究成果については，積極的に学会誌，学会大会および講演会などを通じて社会に公表し，還元すること

を目指した。 

３．今年度の研究経過 

 文献史料調査，類例資料実地調査は７月，８月，９月，10 月，11 月，12 月に７回実施した。 

 ・厳島神社に関する史料調査〔広島大学など〕 

 ・広島県地方の類例調査〔広島東照宮など〕 

 ・山陰地方の海岸地及び山沿いの類例調査〔出雲大社など〕 

 ・瀬戸内海の沿岸地の類例調査〔福山市鞆の浦の伝統的港湾施設・伝統的建造物群など〕 

 収集した史資料の整理及び分析は随時実施した。また 終年度にあたり，下半期を中心に総合的検証及び

解析・精査し，成果の公表・発表も行った。 

４．今年度の研究成果 

 本研究は，現場記録などの文献調査と建造物の実地調査を総合的に用いるのが特徴であり，それらにより

多くの成果があった。今年度は 終年度であるので，以下にまとめておく。 

 １）直接的研究成果 

  ①文献史料調査による直接的成果 

  まず，文献史料調査による直接的な成果として，未刊行文書の発見および確認がある。 

  厳島神社に関する文献史料として，厳島神社に保管されていた社務日誌や営繕書類などの現場記録を確

認した。そのなかに，長橋の変更計画図面や，大鳥居や拝殿などの大規模修理時の取替材等の図面など災

害や維持活動に関する史料を発見した。大願寺においては，大願寺文書の原本を確認し，また，それ以外

の厳島神社の造営書類も確認した。 

  ②実地建築調査による直接的成果 

  次に，実地類例調査による直接的な成果として，個別の建築物の研究成果がある。個別の調査は，広島

東照宮など広島県地方の類例調査，羽黒山の社寺など東北地方山岳地の類例調査，諏訪大社など中部地方

山間地の類例調査，都久夫須麻神社など琵琶湖周辺湖岸地域の類例調査，御上神社など琵琶湖周辺山沿い

の類例調査，出雲大社など山陰地方海岸地及び山沿いの類例調査，功山寺・姫路城など瀬戸内海沿岸地の

類例調査を行った。また，災害に関連する史資料も調査対象とし，国立天文台での災害認識に関する史料

調査などを行った。それらの調査成果等については，学会等で発表している。 

  成果のなかから具体的な一例を挙げると，山形県天童市の若松寺において複数部材を一木で造り出す一

木造出を有していることを確認した。若松寺の一木造出は，建築物内部の大梁等の構造が反映されており，

構造補強として用いられていることが明らかとなった。一木造出技法は玉殿でも多数行われているが，若

松寺のような一般の大きさの社寺建築とは，その使用の意義に違いが見られた。 

 ２）総合的研究成果 

  ①突発的災害への防災・維持活動 

  総合的に資料を用いた研究成果として，現在の厳島神社の社殿が海上に建ち自然との調和に成功した一

方，海と共存するために，社殿の突発的災害への防災・維持活動が必要であったことが確認できた。材木

注文や再建棟札など多くの文献史料により，楽房など諸社殿の被害の発生状況を確認した。その結果，突

発的災害のうち暴風や土石流は二百年に一度程度の割合で起こっていた。一方，本殿・拝殿・祓殿といっ
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た主要社殿については，災害による再建等の文献史料はほとんどない。また，現存している社殿群におい

ても重要な社殿ほど床高が高くなり，かつ安全な場所に配置されている。よって，突発的災害に対して，

主要部は配置等によって災害を避けながら，周辺部においてはある程度災害を許容し，復旧活動で対応す

るという伝統的技法が明らかとなった。 

  ②海上社殿の日常の維持活動 

  厳島神社においては，突発的な災害以外にも海上社殿であるが故の維持活動が必要であったことが確認

できた。厳島神社所蔵の明治以降に書かれた営繕書類には，県知事などに宛てた修繕願や修繕の図が多数

ある。これは，干満により海水が床下に入り，浸水と乾燥を毎日二回繰り返すという条件によって，腐朽

が通常の建築物より著しく早いためである。修繕の図によれば，柱などはほとんど根継ぎとなっており，

取替指示が半数を超えるものも少なくなく，継続維持を基本とする建築物にとっては過酷な条件であった。

そのため，日常の維持活動は，海に建つ厳島神社にとっては必須の活動であり，造営当初から維持のため

に許容し，行われ続けてきたものであった。 

  ③海上の本殿内の玉殿安置形式 

  本殿の内部の機能や神体の奉安形態である玉殿安置形式と，厳島神社における防災や維持活動について

も関係が認められた。 

  一番重要な建築物である本殿内に安置された玉殿は，社殿の中で も高く配置されている。また，玉殿

は本殿内に建つため，地面や海水とは接していない。日常の維持活動においては，本殿などの接地・接水

している社殿の柱根などの部材を取り替えることで対応すればよく，神社建築における 重要部である本

殿内部や玉殿を極力変更・変質しないように図られている。信仰の面からも，玉殿を安置し外側を巨大な

本殿とする形式が有効であり，本殿内に玉殿を安置する形式は海上社殿に由来する一種の防災・維持活動

であったとも言える。 

  ④玉殿の安芸国分布と祖型 

  厳島神社に採用された本殿内に玉殿を安置する形式について安芸国を見てみると，各神社の本殿のほぼ

すべてに玉殿を安置しており，玉殿安置形式は広く分布していることが分かる。それら玉殿のうち，中世

の玉殿を中心に細部意匠などを調査，分析した結果，大型であること，高床としないこと，角柱を用いる

ことなど古い特徴を厳島神社玉殿はすべて有しており，安芸国における玉殿の祖型は厳島神社玉殿であっ

たことが判明した。 

  ⑤玉殿の一木造出 

  安芸国の玉殿のうち，玉殿が備える防災の機能として，玉殿には複数部材を一木で造り出す一木造出技

法を有しているものが少なくないことを確認した。これについては，小規模建築である玉殿を精巧に作り

上げ，欠損等を防ぐと同時に，非常時の玉殿の移動も考慮した可能性が指摘できる。 

  一木造出は安芸国に見られる玉殿の建築的特徴である。玉殿における一木造出は，一般の大きさの社寺

建築とは考え方が異なっており，玉殿特有の技法として注目できる。今後の研究発展が期待でき，この一

木造出については，研究を深めていく予定である。 

  ⑥沿岸の伝統的建築物の維持の共通点 

  伝統的建造物に対する防災と維持活動に関する保護機能と災害回避機能および災害認識についても検証

を進めた。 
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  伝統的建造物の維持に関して，中世からの港町である広島県内の鞆町の小規模町家や石造港湾施設など

について調査し，技法上の特徴を分析した結果，沿岸に建つ伝統的建造物の維持には共通点が見出された。

波止においては，一定規模以上の高波について，あえて波が越えて港湾内に入ることを許容することで，

建造物の維持継続を図っている。この点は厳島神社でも同様であり，海という条件を考慮した場合，ある

程度の被害を許容することによって，総合的には 大限の有益性を引き出していると言える。 

 ３）発展的研究成果 

  ①当時の災害認識 

  今後の発展が期待できるものとして，当時の災害認識に関する研究がある。史料調査により，暦と災害

が結びつけられて認識されていることを確認した。干満や潮，季節が海の災害とは密接に関わっており，

そうした観点から，暦と災害が結びついた認識となった可能性も指摘できる。 

  ②寝殿造の解明への寄与 

  厳島神社の社殿には寝殿造が取り入れられている。そうした寝殿造が描かれた絵巻等の絵図資料の分析

により，寝殿造外門の経年変化が確認でき，牛車の通過に由来する事前の対策と偶発的な損傷があること

が分かった。寝殿造の解明に寄与するものと考えられ，研究を継続していく予定である。 

 ４）研究成果のまとめ 

  ①研究成果の有益性 

  以上，経験に裏付けられた伝統的建築物の技法の再評価ができた。また，伝統的技法のなかから災害へ

の対応手法などの知識が見出された。それらは，災害を許容できるまで減少させる手法であり，自然と調

和した総合的に有益な解決方法であって，文化財的価値を損なわない文化財保護に寄与するものである。 

  災害と防災・維持活動の関係，厳島神社の実態収集，類例の調査分析を通じて，文化財における災害回

避と保護機能の検証ができた。 

  ②得られた成果の位置づけ 

  本成果は，見た目や美しさの評価だけではなく，内在する伝統や文化，人間活動などの背景まで含めた

文化財の真の価値の理解を深めるものである。また，外国人の認知度が高い文化財である厳島神社の歴史，

文化，自然景観などのさらなる評価が期待されるものである。 

  ③今後の展望 

  同様の手法により，ほかの伝統的建築物にも研究を広げることが可能であり，有益で総合的な防災維持

に関する伝統的技法の解明へのさらなる期待ができ，今後も継続が必要と考えられる。 

  また，本研究で得られた成果は，関連分野へ問題を提起するものもあり，そうした研究も継続し，発展

させる必要がある。 

 ５）本年度の主な発表論文等 

  本年度の研究成果の一部については，学会において発表し，梗概集等に概要を掲載した。また，研究の

公表として論文にまとめたので，以下に挙げる。 

  山田岳晴「慶長度及び宝治度出雲大社内殿の復元考察」『日本建築学会大会学術講演梗概集』，平成 20

年９月 

  山田岳晴「頭貫の華頭折上技法」広島史学研究会大会，平成 20 年 10 月 

  山田岳晴「寝殿造住宅外門の下部構造の技法」中国四国歴史学地理学協会大会，平成 20 年 11 月 
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  山田岳晴「神社玉殿の起源と特質－安芸国の玉殿を中心として－」『国立歴史民俗博物館研究報告』第

148 集，平成 20 年 12 月 

  山田岳晴「福山市鞆の浦における伝統的石造港湾施設の調査研究」『民俗建築』第 135 集，平成 21 年５

月（掲載決定） 

 研究成果については，今後も学会発表や論文として公表していく予定である。 

５．研究組織 

 山田 岳晴 本館・外来研究員 

 

 

（21） 特別研究員奨励費 

「日本古代における『文書主義』の導入と，その展開過程」 

2006～2008 年度 

（研究代表者 渡辺 滋） 

 

１．目 的 

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

２．今年度の研究計画 

 本年度は，二年間の研究・調査の成果をふまえ，主にこれと他地域の文字資料を検討し，両者間の比較・

分析を進める。 

３．今年度の研究経過 

 二年間の研究成果を下敷きに提出した博士号請求論文によって，博士（史学）号を修得した。また年度末

には，三年間の研究成果の集大成として，「国立歴史民俗博物館所蔵の古代史料に関する書誌的検討」を提出

した。これまで未整理・未紹介のままであった大量の古代史料の分析を行い，その成果を広く学界で共有で

きる形で公表した点は，高く評価されよう。 

４．今年度の研究成果 

 ・「『執政所抄』の成立と伝来－院政期の家政運営マニュアルの実態－」『禁裏公家文庫研究』３，2009 年

４月 

 ・「国立歴史民俗博物館所蔵の古代史料に関する書誌的検討」『国立歴史民俗博物館研究報告』未定号，二

〇〇九年度 

５．研究組織 

 渡辺  滋 本館・外来研究員 
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寄付金「犬島貝塚調査保護プロジェクト」2008 年度 

（研究代表者 遠部 慎） 

 

１．目 的 

 岡山県岡山市に所在する犬島貝塚は，概ね約半世紀振りの発見となる瀬戸内海 古級の貝塚である。しか

しながら，その実態については明らかでなく，これまで小野伸らによって収集された考古学資料の調査研究，

公表が必要である。 

 また，１つの島に２箇所の貝塚が存在しており，遺跡の保存状況は極めてよいが，近年の台風被害でこれ

まで遺跡を保護してきた樹木が倒立し，花崗岩の地山とともに，貝塚そのものの崩落が進行している。その

ため，犬島貝塚の保存・保護を含め，早急な対策が必要となる。この対策を立てるためには，調査研究とと

もに，具体的な遺跡の正確・規模を把握するために発掘調査が必要である。本年度は，地権者との調整を行

い，貝塚本体，ないしは周辺に試掘調査を実施することを目標とする。 

 なお，これらの調査は，①第四紀学的な意味から，②犬島貝塚以外にも，濃密に先史時代の遺跡が分布す

る可能性が高く，それについても新たな発見が見込まれるので，行政が行う期間や調査目的の限られた調査

ではなく，総合的な学術調査の実施が望ましいと考えられた。 

２．今年度の研究経過 

 これまでに得られている犬島貝塚の資料（小野伸コレクション）について，資料整理を行い，遺跡の概要

を把握する作業を行った。さらに分布調査や測量を実施し，南側に第１貝塚，北側に第２貝塚の２つの貝塚

が存在することを明らかにした。それを踏まえ，地権者，各種機関と調整を行い，2008 年８月と 2009 年３

月に犬島貝塚の発掘調査を行った。発掘調査は第２貝塚を中心に行った。 

 その結果，瀬戸内海縄文時代早期の貝塚としては，屈指の規模であり，さらにこれまで瀬戸内海 古の貝

塚であった礼田崎貝塚にかなり近い年代の貝塚であることがわかった。また犬島で初となる古墳も発見され

た。そして，第２貝塚の方が，第１貝塚と比べてかなり状態がよくないことが，PH 分析，GX や VIVID による

測量結果から判明した。 

 こうした研究成果や作業の状況については，いち早く公表につとめた。新聞等を中心とした報道でも数多

く取り上げられ，２次にわたる発掘調査を実施する前に行った研究会・講演会では 150 名以上の参加者があ

った。研究発表は，日本人類学会，汽水域研究発表会などで，ポスター発表も日本島嶼学会，動物考古学研

究集会，瀬戸内海研究フォーラムなどで行った。また Blog「犬島発掘」を立ち上げ，その活動の様子をいち

早くわかるようにした。 

 さらに，現地説明会を実施し，現代アートイベント「犬島時間」や犬島再発見の会，瀬戸内海の島々のグ

ループとの協力し，アイランダー2008 などで出展を行い，ワークショップ「犬島貝塚発掘体験」を実施した。 

３．今年度の研究成果 

【論文・報告】 

 遠部 慎・熊谷博志・中島直樹・山内基樹・角縁 進・宮田佳樹・米田 穣・楠原 透・小野 勢・小野 

伸 2008. 12「瀬戸内海新発見の縄文時代早期貝塚－犬島貝塚（小野伸コレクション）の報告－」『Laguna』

15，pp. 1-8，汽水域研究センター：島根 

 遠部 慎 2009. 3「岡山市犬島貝塚第１次発掘調査」『考古学ジャーナル』583，pp. 32-35，ニューサイ
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エンス社 

 遠部 慎・畑山智史・岡嶋隆史 2009. 3「現代アートと考古学－第５回「犬島時間」参加記－」『考古学

研究』第 55 巻第４号，pp. 21-25，考古学研究会：岡山 

 犬島貝塚調査保護プロジェクトチーム編 2008. 7『第１回研究会・講演会資料集「犬島貝塚の発見」－１

万年前の瀬戸内海－』犬島貝塚調査保護プロジェクトチーム：千葉 

 犬島貝塚調査保護プロジェクトチーム編 2008. 7『第２回研究会・講演会資料集 犬島貝塚の発掘 2008』

犬島貝塚調査保護プロジェクトチーム：北海道 

【研究発表・講演】 

 犬島貝塚調査保護プロジェクトチーム編 2008. 8『講演会「犬島貝塚 vol. 1/vol. 2」資料集（犬島時間）』

犬島貝塚調査保護プロジェクトチーム 

 遠部 慎「犬島貝塚の発見と発掘成果」，小谷政治「測量技術の 先端」2008. 8「犬島貝塚の発見と発掘

成果」報告会，山南中学校区各連合町内会，犬島貝塚保護調査プロジェクトチーム 

 小野伸 2008. 8「犬島貝塚の発見の経緯」『第６回島の学校資料集』pp. 1-3，豊島・島の学校実行委員会 

 岡嶋隆司・遠部 慎・松本紀安彦・熊谷智史・中島直樹・山内基樹・角縁 進・宮田佳樹・米田 穣・楠

原 透・小野 伸・畑山智史・富岡直人 2009. 9「瀬戸内海新発見の縄文時代早期貝塚－岡山市犬島貝塚－」

『瀬戸内海研究フォーラム in 福岡』p. 38，瀬戸内海研究会議 

 遠部 慎・熊谷智史・松本紀安彦・中島直樹・山内基樹・宮田佳樹・米田 穣・楠原 透・小野 伸・岡

嶋隆司・畑山智史・富岡直人 2008. 11「瀬戸内海新発見の縄文時代早期貝塚」『第 62 回日本人類学会大会』

p. 85，日本人類学会 

 畑山智史・富岡直人・遠部 慎 2008. 11「犬島貝塚第１貝塚出土シジミ類の貝殻成長線分析」『第 12 回

動物考古学研究集会』，動物考古学会 

 佐々木亨暢・畑山智史・大智淳宏・立石和也・遠部 慎・岡嶋隆司・小野 伸・松本安紀彦・竹並千穂・

富岡直人（犬島貝塚調査保護プロジェクトチーム）2008. 11「ポスターセッション 犬島貝塚の調査」『第

12 回動物考古学研究集会』，動物考古学会 

 遠部 慎 2009. 1「岡山県岡山市犬島貝塚の発掘調査」『第 16回「汽水域研究発表会」講演要旨集』p. 8，

島根大学汽水域研究センター 

 犬島貝塚調査保護プロジェクトチーム編 2009. 3『犬島貝塚第２次調査現地説明会』犬島貝塚調査保護プ

ロジェクトチーム 

【新聞報道ほか】 

2008. 5. 5  「犬島貝塚遺跡の崩落進む」毎日新聞 

       「瀬戸内 古級の岡山・犬島貝塚 学術調査スタート」山陽新聞 

       「内海化直前」解明へ」岡山日々新聞 

2008. 5.12  「犬島諸島の貝塚 西日本 古級と判明」朝日新聞 

2008. 5.26  「無人島に縄文貝塚」聖教新聞 

2008. 7.15  「焼成前穿孔土器が出土」毎日新聞 

       「九州系の土器初発見」山陽新聞 

       「犬島貝塚の年代確定」岡山日々新聞 
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2008. 7.19  「焼成前穿孔土器の一部 本州で初 九州との交流示す史料」」読売新聞 

2008. 8. 6  「RSK ラジオ おかやま朝まるステーション」出演 

       「犬島貝塚に熱視線」山陽新聞 

2008. 8. 9  「犬島貝塚発掘始まる」毎日新聞 

       「瀬戸内海の歴史解明へ」山陽新聞 

       「第２貝塚発掘開始」岡山日々新聞 

2008. 8.13  「犬島第２貝塚発掘を調査終了 保存状態は 高レベル」岡山日々新聞 

2008. 8.19  「一万年前に思い馳せ」読売新聞 

2008.11.23  「犬島などが魅力アピール 東京で離島振興イベント」山陽新聞 

2008.12.25  「岡山文化界この１年」山陽新聞 

2009. 3. 2  「西日本 古の可能性」岡山日々新聞夕刊 

2009. 3. 3  「犬島貝塚，西日本 古か」朝日新聞 

       「犬島貝塚は西日本 古？」読売新聞 

       「西日本 古か 山形押型文土器を確認」毎日新聞 

       「100-200 年さかのぼる？」山陽新聞 

2009. 3.23  「岡山犬島貝塚 第２次発掘調査始まる」山陽新聞 

2009. 3.28  「犬島貝塚（岡山）第２次発掘調査 貝類の変化確認」山陽新聞 

2009. 3.31  「発見と驚き，そして再会－「アイランダー2008」開催」『季刊しま』No. 217，pp. 138-142 

2009. 4. 7  「地竹ノ子島で古墳」山陽新聞 

４．研究組織（◎は研究代表者） 

 小野  伸 犬島再発見の会             岡嶋 隆司 日本考古学協会会員 

 角縁  進 佐賀大学文化教育学部          富岡 直人 岡山理科大学 

 米田  穣 東京大学大学院新領域創成科学研究科  ◎遠部  慎 本館・科研費支援技術補佐員 

 坂本  稔 本館・研究部・准教授 

研究協力者 

 在本 桂子 犬島再発見の会             扇崎  由 岡山市教育委員会 

 大森  透 犬島再発見の会             小野  勢 犬島再発見の会 

 鈴木  茂 ㈱パレオ・ラボ分析調査研究部      松本安紀彦 高知県埋蔵文化財センター 

 森  隆恭 犬島再発見の会             山内 基樹 ㈱文化財サービス 

調査指導・助言者 

 小林 謙一 中央大学                西本 豊弘 本館・研究部・教授 

 春成 秀樹 本館・研究部・名誉教授 

 

 


