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１ 
 

講演会・フォーラム等による研究広報 
 

 

［概 要］ 
 

 国立歴史民俗博物館では，日常的な研究の実施状況を広く内外に公開するためにさまざまな催しを行って

いる。主要なものとしては歴博講演会，歴博フォーラム，歴博シンポジウムが挙げられる。また歴史系総合

誌『歴博』の編集刊行を多年にわたって継続しているのに加え，2006 年度からは歴博映像フォーラムを開催

している。こうした催しや刊行物を通じて，一般の方々に歴博の活動に興味と関心を持っていただくことを

目的として，博物館型研究統合に基づく研究活動とその成果の発信を行っている。 

 本年度は，歴博講演会 12 回，歴博フォーラム７回，歴博映像フォーラム１回，機構連携シンポジウム１回，

歴博映画の会３回をそれぞれ開催したほか，『歴博』誌６冊の刊行を行った。また科学研究費補助金・学術創

成研究に関わる研究集会，報告会も随時行っており，研究成果の発信と周知，それに伴う討論や反響を経て，

さらなる調査研究の課題を模索している。 

広報担当 日高 薫 

 

 

［歴博講演会］ 毎月第２土曜日 14：00～16：00 歴博講堂にて 

 

 当館教員や館外の研究者が，自らの研究分野の最新情報を一般の聴講者にも分かり易く発表する。毎月第

２土曜日に本館講堂で実施し，2009 年度は 12 回開催した。 

 

 第304回 ４月11日（土）「伊勢市の版木に見る錦絵の彫と摺」 岩切 友里子 

 （国際浮世絵学会・編集委員） 

 第305回 ５月９日（土）「呪術を使った職能者たち」 松尾 恒一（本館・研究部） 

 第306回 ６月13日（土）「中世の借金事情」 井原 今朝男（本館・研究部） 

 第307回 ７月18日（土）「東アジアからみた日本建築史」 玉井 哲雄（本館・研究部） 

 第308回 ８月８日（土）「アジアの建築と都市」 布野 修司 

 （滋賀県立大学環境科学部・教授） 

 第309回 ９月12日（土）「中国の棚田－雲南省の辺境に生きる人々－」 西谷 大（本館・研究部） 

 第310回 10月10日（土）「縄文土器のなぞを探る」 小林 謙一（本館客員教員） 

 第311回 11月14日（土）「縄文・弥生時代を炭素14でみる」 坂本 稔（本館・研究部） 

 第312回 12月12日（土）「生業からみた旧石器から縄文」 西本 豊弘（本館・研究部） 

 第313回 １月９日（土）「東海道の創造力」 山本 光正（本館・研究部） 

 第314回 ２月13日（土）「正倉院文書を複製する」 吉岡 眞之（本館・研究部） 

 第315回 ３月13日（土）「日本の家族の行方」 上野 和男（本館・研究部） 
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［歴博フォーラム・歴博映像フォーラム・機構連携シンポジウム］ 
 

第 68 回歴博フォーラム 

「東アジアの建築文化」 2009 年６月６日（土） 

 主 催 国立歴史民俗博物館 

 会 場 新宿明治安田生命ホール 

 参加者 166 名 

 

１．開催趣旨 

 平成 21 年６月 30 日～８月 30 日開催予定の企画展示「日本建築は特異なのか－東アジアの宮殿・寺院・住

宅－」の内容を研究者だけではなく，広く一般の人々を対象に説明紹介するための企画である。 

 Ⅰ部では，田中淡（中国の建築），金東旭（韓国の建築），小泉和子（古代東アジアの椅子），藤井恵介（東

アジアの屋根デザイン）の分担で報告を行い，Ⅱ部では，メンバーによるパネルディスカッション（司会：

玉井哲雄）を行う。東アジアの建築を紹介する画像などを用いてできる限り建築を具体的に説明する。 

２．開催内容 

 13：00～13：10 開会の挨拶 平川 南（国立歴史民俗博物館長） 

 13：10～13：30 趣旨説明  玉井哲雄（国立歴史民俗博物館情報資料研究系） 

 13：30～14：00 報 告１ 「中国の建築」 

               田中 淡（京都大学人文科学研究所） 

 14：00～14：30 報 告２ 「韓国の建築」 

               金 東 旭（韓国京畿大学校） 

 14：30～15：00 報 告３ 「古代東アジアの椅子」 

               小泉和子（昭和のくらし博物館） 

 15：00～15：30 報 告４ 「東アジアの屋根デザイン」 

               藤井恵介（東京大学大学院工学系研究科） 

 15：30～15：45 休   憩 

 15：45～16：55 パネルディスカッション 

         司  会：玉井哲雄 

         パネラー：田中，金，小泉，藤井 

 16：55～17：00 閉会の挨拶 

３．総括 

 今回のフォーラムは企画展示「日本建築は特異なのか－東アジアの宮殿・寺院・住宅－」の内容を紹介す

るだけではなく，この企画展示の基礎作業でもあった，歴博共同研究「東アジア比較建築文化史」の研究成

果を広く紹介する場でもあり，そのための報告と討論が行われた。 

 日本独自であって，日本固有のものと考えられることが多い日本建築であるが，中国・韓国の建築と具体

的に比較するならば，必ずしも特異ではなく，それぞれの地域と相互に密接な関係を保ちつつ変容をとげて

きたことがわかる。中国を中心とする東アジアという枠組みの中で考えてはじめて，それぞれの地域の建築



189 

の特質もあきらかになるというのが前提となる共通の認識であった。 

 まず田中淡氏は奥行きの深さが立派な建築の指標であったことと，天上世界を目指すという歴史を通じて

変わらない中国建築の特質を提示した。次に金東旭氏は中国の建築術を基にしながらも，気候や自然地形，

社会構成の中で朝鮮特有の建築形態や空間を造り出したとした。 

 一方，小泉和子氏は古代において中国も朝鮮も日本もユカ座であったものが，中国ではイス座化し，朝鮮

半島では支配階級のみがイス座化して庶民はユカ座のままで，日本では一時的に支配階級がイス座を取り入

れるものの定着せず全体としてユカ座のままであったことをあきらかにしてその要因を論じた。そして藤井

恵介氏は東アジアの屋根デザインを構成する組物を取り上げて，中国で発展したものが韓国，日本で独自な

形に変形していくことを論じた。 

 討論は会場からの中国建築へのギリシャ・中東からの影響，東アジア建築のおける方位・方角，建築生産

体制の比較，床座・椅子座と土足などの質問を素材にそれぞれの立場から見解が述べられ，議論が行われた。 

最後に，比較することから重要な論点が導き出され，今後の研究にも有意義であることがあらためて指摘さ 

れ，今後も継続的に研究を進めるべきであるということを確認した。 

 

 

第 69 回歴博フォーラム 

「高度経済成長と生活変化」 2009 年６月 20 日（土） 

 主 催 国立歴史民俗博物館 

 会 場 一橋記念講堂 

 参加者 261 名 

 

１．開催趣旨 

 本フォーラムは，歴博「現代展示」の後半部分にあたる「高度経済成長と生活変化」のテーマに即したも

のである。昭和 30 年代後半から 40 年代の高度経済成長とは何だったのか，この時代の農村から都市への大

量の人口移動，産業化の進む日本列島，都市型家族における生活変化などについて，そのタイムラグも射程

に入れながら，経済史学，社会学，民俗学の研究成果をもとに学際的に掘り下げる。 

２．開催内容 

 13：00～13：10 開会の挨拶 平川 南（国立歴史民俗博物館長） 

 13：10～13：20 趣旨説明  新谷尚紀（国立歴史民俗博物館民俗研究系） 

 13：20～14：50 基調講演 「高度経済成長とは何だったのか？」 

               中村政則（一橋大学・名誉教授） 

 

 14：50～15：10 報 告１ 「現代日常生活の誕生 

                   －昭和 37 年度厚生白書を中心に－」 

               岩本通弥（東京大学大学院総合文化研究科） 

 15：10～15：30 報 告２ 「地域社会の生活変化」 

               関澤まゆみ（国立歴史民俗博物館民俗研究系） 
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 15：30～15：45 休  憩 

 15：45～16：55 コメント１ 浅井良夫（成城大学経済学部） 

         コメント２ 加瀬和俊（東京大学社会科学研究所） 

         討  論 

         司  会：新谷尚紀 

         パネラー：中村，岩本，浅井，加瀬，関澤 

 16：55～17：00 閉会の挨拶 

３．総 括 

 本フォーラムでは，来年３月にオープンする第６室「現代」展示の，後半の「戦後の生活革命」のうち，

「高度経済成長と生活変化」の部分について，展示構成や見所などを紹介しつつ学術的な裏づけについて解

説した。基調講演「高度経済成長とは何だったのか？」（中村）では，高度経済成長の要因と変化の諸相，戦

後史における高度経済成長期の位置づけ，などについて経済史学の視点からまた生活感覚をふまえた講演が

なされた。報告１「現代日常生活の誕生－昭和 37 年度厚生白書を中心に－」（岩本）では，高度経済成長期

における家族構成の変化や，団地における新しい生活様式の特徴などについて報告がなされ，高度経済成長

期に新しい都市型生活が誕生したことが解説された。報告２「高度経済成長と地域社会の変化－展示パネル

の紹介から－」（関澤）では，1970 年から始まった生産調整いわゆる減反政策への対応の地域差について，

中山間地域における中小規模農業経営の場合と平野部の開発地域における大規模農業経営の場合との比較の

視点から解説がなされた。また，タッチパネルの一部の内容紹介として，「消えた農耕儀礼」，「村境の意味の

変化」を例に，農業の機械化との関係，バイクや自動車の普及との関係，など，1960 年代を通しておこった

農村の変化についての紹介がなされた。 

 コメント１（浅井）では，報告１を受けて都市の変化を中心に，歴史の神話化（高度成長の歴史について

の神話化がどのようになされるのか），1950 年代（開発の時代・格差拡大）と 60 年代（貿易の時代・平準化）

という時代区分とそれぞれの時代の特徴などを中心としたコメントがなされた。 

コメント２（加瀬）では，報告２を受けて農村の変化を中心に，高度経済成長期は生産性上昇のマイナス面

を吸収できた昭和 30 年代と，マイナス面が表出してきた 40 年代という把握の仕方や，単身者の都市集中と

核家族意識の形成，農村女性の意識の変化などを中心としたコメントがなされた。 
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第 70 回歴博フォーラム 

「戦争と平和」 2009 年８月１日（土） 

 主 催 国立歴史民俗博物館 

 会 場 東商ホール 

 参加者 362 名 

 

１．開催趣旨 

 本フォーラムは，歴博「現代展示」の前半部分にあたる「戦争と平和」（1931～1945）のテーマに即して，

現在の戦争研究と戦争展示との関連を総合的に考えることを目的にしている。併せて同時代を生きた人びと

の経験がどのように歴史叙述に描かれ，また展示に表象されるか，近代の戦争の歴史をふり返り，植民地な

どの視点から考えたい。 

２．開催内容 

 13：00～13：10 開会の挨拶 平川 南（国立歴史民俗博物館長） 

 13：10～13：30 趣旨説明  安田常雄（国立歴史民俗博物館研究部歴史研究系） 

 13：30～14：30 基調講演 「戦争研究と戦争展示」 

               加藤陽子（東京大学大学院人文社会系研究科） 

 14：30～14：45 休   憩 

 14：45～15：05 コメント１「戦争史研究の現在（満州事変以後を中心に）」 

               吉田 裕（一橋大学大学院社会学研究科） 

 15：05～15：25 コメント２「近代日本の戦争（日清・日露戦争を中心に）」 

               原田敬一（佛教大学文学部） 

 15：25～15：45 コメント３「戦争と植民地」 

               杉原 達（大阪大学大学院文学研究科） 

 15：45～16：00 休    憩 

 16：00～16：55 パネルディスカッション 

         司  会：安田常雄 

         パネラー：加藤，吉田，杉原 

 16：55～17：00 閉会の挨拶 

３．総 括 

 本フォーラムでは，来年３月にオープンする第６室「現代」展示の前半である「戦争と平和」について，

展示のねらいや構成などを紹介しつつ，現在の戦争研究と展示との関わり，歴博「現代展示」の意義などに

ついて，報告・討論が行われた。 

基調講演「戦争研究と戦争展示」（加藤）では，他の歴史資料館と比べて， 

千葉県に基礎をおき，「日本人」全体に目配りをしていること，またシステムとしての「国家」を正確に捉え，

日本側の主観的見方を相対化する視点をもっていることなどが評価された。また，戦争を知る世代の消滅と

いう状況のなかで，戦争をいかに語り続けるかという試みの重要性が強調された。 

 コメント１「戦争展示のあり方についての若干のコメント」（吉田）では，戦争や軍隊に対する強い忌避感
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や平和意識，平和の礎となった戦没者などが「戦争展示」の前提であり，特にアジア諸国との関係では，異

なる歴史認識をつきあわせることによって自己認識を相対化することの重要性などが指摘された。 

 コメント２「日清・日露戦争研究の現在から」（原田）では，「戦争」の実態を粛々とえがくことが重要で 

あること，素材としては「錦絵」からみる戦争という視点が興味深いこと，また戦争研究には，たとえば清

国賠償金の意義のような経済史の視点が必要であること，そして軍隊研究では，「兵隊盃」のようなモノの意

味を階層的視点を入れてどのように読むかなどが重要であることが述べられた。 

 コメント３「戦争と植民地」（杉原）では，1930 年の東アジア諸地域の人の移動の概観をつかんだ上で，

内地のなかにも戦争があったことの意味を，朝鮮出身の日本兵士として南方に狩り出され，BC級戦犯として

処刑された一兵士の遺書を素材に，日本と朝鮮のはざまに生きた人生の意味についてコメントがなされた。 

 

 

第 71 回歴博フォーラム 

「占領下の民衆生活」 2009 年 10 月 17 日（土） 

 主 催 国立歴史民俗博物館 

 会 場 国立歴史民俗博物館講堂 

 参加者 147 名 

 

１．開催趣旨 

 本フォーラムは，歴博「現代展示」の前半部分にあたる「戦争と平和」（1931～1952）のうち，いわゆる終

戦にあたる 1945 年８月 15 日から 1952 年までの占領期の展示内容に即して，この時期の日本並びにその周辺

の社会を，主に経済史・生活史の観点から考えることを目的としている。併せて，終戦に伴う植民地・占領

地の喪失に伴って問題化した諸問題，とりわけ後に「在日朝鮮人」と呼ばれる人々の問題にも焦点を当て，

戦後の日本の国民国家の輪郭がどのように作られたのかも同時に考えることにする。 

２．開催内容 

 13：00～13：10 開会の挨拶 平川 南（国立歴史民俗博物館長） 

 13：10～13：30 趣旨説明  原山浩介（国立歴史民俗博物館研究部歴史研究系） 

 13：30～14：30 基調講演 「戦後改革と占領期の日本社会」 

               浅井良夫（成城大学経済学部） 

 14：30～14：45 休   憩 

 14：45～15：05 コメント１「占領期の生活と婦人の解放」 

               天野正子（東京家政学院大学） 

 15：05～15：25 コメント２「民衆生活からみた占領期」 

               大串潤児（信州大学人文学部） 

 15：25～15：45 コメント３「占領期の在日朝鮮人とその生活」 

               趙 景 達（千葉大学大学院人文社会科学研究科） 

 15：45～16：00 休    憩 

 16：00～16：55 パネルディスカッション 
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         司  会：原山浩介 

         パネラー：浅井，天野，大串，趙 

 16：55～17：00 閉会の挨拶 

３．総括 

 本フォーラムでは，来年３月にオープンする第６室「現代」展示の前半である「戦争と平和」のうち，占

領期に関わる展示について，展示内容と関わる論点につき報告・討論を行った。 

 基調講演「戦後改革と占領期の日本社会－『占領革命』のバランスシート」（浅井良夫）では，経済史の視

角に根ざして，戦後改革が日本における民衆生活にどのような影響を及ぼしたのかを論じた。その際，戦後

改革を戦前との連関のなかで捉えようとする貫戦史的な見方が孕む問題性を指摘し，占領期という時代の特

異性が強調された。 

 三者のコメントは，基調講演を補完する内容のものとなった。 

 コメント１「占領期の生活と婦人の『解放』」（天野正子）では，女性にとっての占領期という時代の意味

が，この時代の生活史との連関のなかで示された。 

 コメント２「民衆生活からみた占領期」（大串潤児）では，民衆生活史として占領期を捉えていく上での論

点が，これまでの研究史に根ざした形で示されるとともに，「民衆史」とは何かという根源的な問いに迫る議

論が展開された。 

 コメント３「占領期の在日朝鮮人とその生活」（趙景達）では，在日朝鮮人史の観点から占領期が論じられ

た。特に，社会の片隅に追いやられた日本人たちの間の連帯と，朝鮮人の間の連帯が，厳しい生活条件のな

かで成立していく過程が強調され，日本人と朝鮮人，ないしは差別と被差別という枠を超えた，立体的な議

論となった。 

 以上の議論を踏まえ，質問票による会場からの質問を交えながら総合討論を行い，占領期を経済史・生活

史の文脈から把握する方法を検討した。 

 今回のフォーラムは，全体として研究の色合いが濃い内容となった。来場者からの意見を見る限りでは，

このことに対する評価は様々であったが，総合討論前に退席した来場者が多かったことを考えると，全体の

構成やプレゼンテーションの手法などにさらに工夫が必要であると考えられる。 

 

 

第 71 回歴博フォーラム 

「縄文はいつから!?」 2009 年 11 月 21 日（土） 

 主 催 国立歴史民俗博物館 

 会 場 国立歴史民俗博物館講堂 

 参加者 228 名 

 

１．開催趣旨 

 企画展示「縄文はいつから!?」においては，土器の発明が人類史的な大事件であり，その舞台が環境の一

大変革期にあたる晩氷期の東アジア地域にあったことをメインテーマに，日本列島の南から北までの縄文時

代草創期資料を集めて，日本列島で最古の土器が出現した頃の古環境や，最新の年代測定によるその年代的
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位置づけを示します。また，草創期の土器の系統性，狩猟具である石器の組成や形態の変化，動植物相との

関わりなどを，資料及びパネル等で示します。展示では，個別的な問題については議論が不充分な部分もあ

るため，フォーラムにおいて討議し，縄文時代の始まりに関する研究を深化させたいと考えています。また，

展示開催期間中にフォーラムを開催することにより，より一層の効果を図ります。 

２．開催内容 

 13：00～13：05  開会の挨拶 平川 南（国立歴史民俗博物館長） 

 13：05～13：10  「縄文はいつから!?」趣旨説明 

                坂本 稔（国立歴史民俗博物館情報研究系准教授） 

 13：10～13：35  「弓矢の始まり－石器からみた旧石器時代の終焉と縄文の始まり」 

                小畑弘己（熊本大学文学部准教授） 

 13：35～14：00  「土器の始まり」 

                宮尾 亨（新潟県立歴史博物館主任研究員） 

 14：00～14：25  「定住化の始まり」 

                小林謙一（中央大学文学部准教授） 

 14：25～14：50  「気候変化と文化変化」 

                工藤雄一郎（国立歴史民俗博物館考古研究系助教） 

 14：50～15：00  休   憩 

 15：00～15：15  「植物相からみた縄文の始まり」 

                鈴木三男（東北大学植物園長・教授） 

 15：15～15：30  「地形の変動からみた遺跡立地」 

                橋本真紀夫（（株）パリノ・サーヴェイ調査研究部長） 

 15：30～15：45  「東北地方の縄文草創期の様相」 

                酒井宗孝（花巻市博物館学芸調査員） 

 15：45～16：00  「関東南西部の縄文時代草創期の様相」 

                安藤広道（慶應義塾大学文学部准教授） 

 16：00～16：10  休   憩 

 16：10～16：55  質疑応答  （司会 坂本 稔） 

 16：55～17：00  閉会の挨拶 （小林謙一） 

３．総 括 

 本フォーラムでは，開催中の企画展「縄文はいつから!?－15000 年前になにがおこったのか－」について，

展示内容と関わる論点につき報告・討論を行った。 

趣旨説明「縄文はいつから!?」坂本 稔では，企画展示およびフォーラムの開催主旨として，縄文文化の始

まりを土器の出現，弓矢の出現，定住化の文化要素及び環境から検討することを説明した。 

 基調講演として４本の講演を行った。「弓矢の始まり－石器からみた旧石器時代の終焉と縄文の始まり」小

畑弘己では，東アジアの中でのあり方を比較しつつ弓矢を初めとする石器の変化を，「土器の始まり」 宮尾 

亨では世界各地の様相を含めて土器の用途からの出現の様相を，「定住化の始まり」 小林謙一では竪穴住居

の出現を中心に居住のあり方を説明し，「気候変化と文化変化」 工藤雄一郎では氷河期の終わりを中心とし
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た環境変動と文化変化のあり方をまとめた。 

 コメントとして「植物相からみた縄文の始まり」 鈴木三男では，当時の資源環境と植物相が亜寒帯性針葉

樹林帯からブナ・ナラを中心とした森林へ変わったことを，「地形の変動からみた遺跡立地」 橋本真紀夫で

は海岸線の変化やクロボク土の形成と谷地形の形成などからの環境変化を説明した。また，各地での実例と

して「東北地方の縄文草創期の様相」 酒井宗孝，「関東南西部の縄文時代草創期の様相」 安藤広道として，

遺跡の具体的な内容紹介や，地形と遺跡分布の関係などを説明し，縄文草創期の生活説明の補足とした。 

 総合討論では，「縄文はいつから？」について３つの意見すなわち土器出現期から，隆線文期にみる土器普

及から，貝塚が出現する縄文早期からという考えを紹介し，議論が行われていること，また基調講演での土

器出現動機について複数の見解があったことを補足的に説明した。質問票による会場からの質問として，土

器の底が丸いことの意義，海岸線の変化に伴う遺跡分布のとらえ方，埋没林による年輪年代の把握，縄文時

代全体に対する理解への影響についての質問に答えながら議論を行った。 

 今回のフォーラムは，全体として研究の色合いが濃い内容となった。来場者からの意見を見る限りでは，

このことに対する評価はおおむね好評であったが，講演数が多かったことについては，多角的な理解ができ

たとの意見と，多岐にわたりすぎているので絞るべきまたは午前中から行うなど発表時間を多くするべきと

の意見が見られた。時間的な問題にも関連して，発表者が早口など発表に余裕をもつべきとの指摘が目立っ

た。 

 会場もほぼ満員で質疑応答になっても多くの人が残り，質問票も多く寄せられ紹介しきれないほどであっ

た。縄文および考古学に対する興味関心の深さが窺え，実りあるフォーラムとなったが，年代測定や考古学

的により踏み込んだ部分についてより深く知りたい人には不満が残ると同時に，縄文文化全体に興味を示す

ような人には，縄文草創期の細かい議論に終始した観があるようで未消化の部分が残るという点もあったよ

うに見受けられた。研究的な内容のフォーラムの場合は，午前中から行うなど，時間を多く取る必要があろ

う。ただし，歴博でのフォーラムということについて，展示見学とあわせて聞くことができた点を評価する

意見もあったので，見学の時間を確保するなど工夫も必要である。 

 

 

第 73 回歴博フォーラム 

「戦後日本の大衆文化」 2009 年 12 月 19 日（土） 

 主 催 国立歴史民俗博物館 

 会 場 東商ホール 

 参加者 216 名 

 

１．開催趣旨 

 本フォーラムは，歴博「現代展示」の後半部分にあたる「大衆文化を通してみる戦後日本のイメージ」の

テーマに即して，現代史研究と大衆文化との関連を総合的に考えることを目的にしている。それは大衆文化

という視角からみると，戦後日本はどのように見えるかを検討し，合わせて映画・雑誌・テレビ CM・ニュー

ス映像などの資料が，私たちの現代史認識とどのように関わっているかなどを，多角的に考えたい。 
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２．開催内容 

 13：00～13：10 開会の挨拶 平川 南（国立歴史民俗博物館長） 

 13：10～13：30 趣旨説明  安田常雄（国立歴史民俗博物館研究部歴史研究系） 

 13：30～14：30 基調講演  荒川章二（静岡大学情報学部） 

               「大衆文化からみた戦後の日本社会」 

 戦後日本の大衆社会化と文化の特徴に関する学問状況を見わたし，また

他の博物館における戦後文化の展示などと比較しながら，歴博の「現代展

示」の意義を考察する。 

 14：30～14：45 休  憩 

 14：45～15：05 コメント１ 「戦後日本の暮らしと大衆文化」 

               大門正克（横浜国立大学経済学部） 

 15：05～15：25 コメント２ 「成瀬巳喜男の映画と『浮雲』の美術」 

               竹中和雄（美術監督） 

 15：25～15：45 コメント３ 「戦後日本と沖縄－写真・映像を中心に」 

               仲里 効（写真家・映像批評家） 

 15：45～16：00 休  憩 

 16：00～16：55 パネルディスカッション 

         司  会：安田常雄 

         パネラー：荒川，大門，竹中，仲里 

 16：55～17：00 閉会の挨拶 

３．総 括 

 本フォーラムでは，来年３月にオープンする第６室「現代」展示の後半である「戦後日本の大衆文化」に

ついて，展示のねらいや構成などを紹介しつつ，現在の大衆文化研究と展示との関わり，歴博「現代展示」

の意義などについて，報告・討論が行なわれた。 

 基調講演「大衆文化からみた戦後の日本社会」（荒川）では，戦後社会を特徴づける枠組みとして，敗戦と

植民地の喪失，占領から日米安保条約，日本国憲法，東アジアの冷戦・熱戦，都市化の５つがあげられ，歴

博「現代展示」の特色として，第１に生活視点を基軸にそこから見える政治経済社会の諸問題を総合的，立

体的に把握する初めての試みであること，第２に実物資料の実証性とイメージの双方を提示すること，第３

に子どもの世界への高い注目度，第４にさまざまな歴史的主体への注目の４点が評価された。 

 コメント１「戦後日本の暮らしと大衆文化」（大門）では，戦後日本では「書く」「読む」に加えて「歌う」

という身体表現方法の重要性が増したと捉え，50～60 年代のうたごえ運動，フォークソング，詩の朗読会な

どの事例が紹介された。 

 コメント２「成瀬巳喜男の映画と『浮雲』の美術」（竹中）では，戦中戦後の個人史を背景に，昭和 30年

前後の東宝撮影所の風景と特徴が描きだされた。特に映画美術においては，「焼き板」処理の技術が考案され，

「浮雲」でも大きな効果を発揮したこと，また成瀬映画は平凡・寡黙を貫き，高度な技術によって自然以上

の自然を造型したことが指摘された。 

 コメント３「戦後日本と沖縄－写真・映像を中心に」（仲里）では，沖縄の写真家は沖縄を取り巻く「イメ
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ージをめぐる政治」を独自の方法と切口で描き出し，映画の世界では，高嶺剛が撮られる主体から撮る主体

への方法的実験を展開したことが，映像実写とともに提起された。特に「島クトゥバで語る戦世」は，証言

の在り方を根本的に問い直す意義をもったと強調され，日本と沖縄の戦後は，二つの異質な戦後を象徴する

と結ばれた。 

 

 

第 74 回歴博フォーラム 

「新春トラの巻」 2010 年１月 16 日（土） 

 主 催 国立歴史民俗博物館 

 会 場 ヤクルトホール 

 参加者 461 名 

 

１．開催趣旨 

 年末年始は十二支に因んだものに触れる機会が多く，各年の干支である動物のイメージが膨らむ季節であ

る。動物は，歴史の流れの中で，さまざまな意味を付加され，時代ごとに異なる評価を与えられ，時々でそ

の姿を変える。各年の干支を取上げ，動物という視点を通じて，歴史上の諸事象を検討し，背後に広がる豊

かな世界を紹介することにする。身近な干支に因んで，歴史に興味をもっていただくことを目指したい。 

２．開催内容 

 13：00～13：10  開会の挨拶 平川 南（国立歴史民俗博物館長） 

 13：10～13：35  報告１「人生とトラ」山田慎也（国立歴史民俗博物館民俗研究系） 

 13：35～14：00  報告２「トラの昔話と芸能」小池淳一（国立歴史民俗博物館民俗研究系） 

 14：00～14：15  休 憩 

 14：15～14：40  報告３「トラを描く」日高 薫（国立歴史民俗博物館情報資料研究系） 

 14：40～15：05  報告４「寅年のトラ」大久保純一（国立歴史民俗博物館情報資料研究系） 

 15：05～15：30  報告５「江戸のトラ」岩淵令治（国立歴史民俗博物館歴史研究系） 

 15：30～15：45  休 憩  

 15：45～16：10  報告６「“虎の威を借る”中世武士」高橋一樹（国立歴史民俗博物館歴史研究系） 

 16：10～16：35  報告７「中国古代のトラ」上野祥史（国立歴史民俗博物館考古研究系） 

 16：35～16：55  質疑応答  該当者 

 16：55～17：00  閉会の挨拶 

３．総 括 

 本企画は，身近な干支を題材として，一般に幅広く歴史への関心をもってもらうことを目的に開催した事

業である。歴博の PR という広報的な効果を期待して，従前と同じく都内で開催することとした。460 名の参

加があり，アンケートを通じて 260 名近くの方の意見を聞くことが出来た。この「声」をもとに，本企画の

総括をしてみたい。 

 まず，都内及び神奈川県や埼玉県など，地理的に歴博から離れた地域からの参加が目立った。また，参加

者のうち，歴博への来館経験がない方が１/３程度であり，歴博フォーラムへ参加したことのない方が半数を
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超えている。そして，今後の歴博企画には注意したい，或いは歴博を訪れてみたいという，具体的な声が寄

せられている。こうしたことから，本企画を通じた歴博の PR 活動は効果的であったと評価できよう。 

 また，ポスター・チラシによる広報効果が極めて大きいことや，博物館や図書館・公民館などの公共機関

でフォーラムを知る割合が高いことを改めて確認することができた。 

 歴史，民俗，美術，考古という視点から「トラ」の姿を紹介した内容については，概して好印象の意見が

多かった。そして，「トラ」への関心から参加した方には，歴史世界への誘いを果たしえたものと感じる。ま

た，相互に深く関係した各報告は，発表者にとっても多くの知見を得る機会であったとの感を受ける。 

最後に，本企画は「干支」を対象とした４回目のフォーラムとなるが，一般には新春の恒例事業として認識

されつつある。今後の「干支」企画に期待する声が多く寄せられた。また，都内での開催を歓迎し，その継

続を望む声も多かった。こうした声に耳を傾けつつ，今後も「干支」企画を推進してゆきたいと思う。 

 

 

歴博映像フォーラム４ 

「筆記の近代詩－万年筆をめぐる人びと－」 2009 年 12 月５日（土） 

 主 催 国立歴史民俗博物館 

 会 場 新宿明治安田生命ホール 

 参加者 171 名 

 

１．開催趣旨と内容 

近代日本においてさまざまなかたちで用いられてきた万年筆の製造技術を現代においてとらえ，その技の系

譜と心意を映像によって記録することを試みた民俗研究映像「筆記の近代誌－万年筆をめぐる人びと－」（平

成 20 年度製作）の上映を軸とするフォーラムである。ここでは映像の上映およびそれに関わる講演，報告，

討論をおこない，民俗研究における映像利用の可能性や職人技術の保存，顕彰にまつわるさまざまな問題に

ついて考える。 

２．開催内容 

 10：30～10：40  開会の挨拶 常光 徹（国立歴史民俗博物館副館長） 

          趣旨説明  小池淳一（国立歴史民俗博物館研究部民俗研究系） 

 10：40～11：35  上映Ⅰ「筆記の近代誌－万年筆をめぐる人びと－（本篇）」 

 11：35～12：35  基調講演「万年筆に魅せられて－職人技を追う－」 

               古山浩一（画家） 

 12：35～13：35  休憩（昼食） 

 13：35～14：05  報告１「ハイブリッドとしての万年筆」 

              川村清志（札幌大学文化学部教授） 

 14：05～14：35  報告２「万年筆をめぐる技と身体」 

              重信幸彦（北九州市立大学基盤教育センター教授） 

 14：35～14：50  休憩 

 14：50～15：30  討論（古山，川村，重信），司会 小池淳一 



199 

 15：30～17：10  上映Ⅱ「筆記の近代誌－万年筆をめぐる人びと－（列伝篇）」 

 17：10～17：15  閉会の挨拶 

３．総 括 

 映像フォーラムは民俗研究映像を軸とした学術フォーラムである。４回目を迎えた今回は万年筆の製造，

流通，修理にまつわる職人の技とその記録，顕彰にまつわる問題を取り上げた。近代の代表的な筆記具のひ

とつである万年筆は，単なる筆記具としての利用以外にも長期の愛用，細密な装飾，多様な書き味などの特

色があり，手書きの文化を象徴する道具としての意味合いも持っている。本フォーラムでは，自己の画業に

万年筆を積極的に活用するばかりではなく，多くの職人との対話記録を残してきた古山浩一氏に基調講演を

依頼し，万年筆と職人技の魅力について存分に語っていただいた。報告１は多様な技術や鑑賞点の複合とし

ての視点から川村清志氏に提言いただき，報告２では工業製品の完成度と個々人の使用法との間にある「余

白」の重要性について重信幸彦氏に論じていただいた。討論では職人と日本の多様な文字表記の視点を中心

に講演，報告の補足が行われた。２本の映像は併せて 151 分に及ぶ長編であったが，最後まで熱心に視聴す

る観客が大部分を占めた。 

 今回のフォーラムを通して，万年筆という今日では趣味的にとらえられがちなモノを通して技や作業を記

録することの重要性とそれに関する映像の有効性を提示することには成功したと思われる。ただし，映像フ

ォーラムとしてはなお，留意・改善すべき問題点も存在することが明らかになった。特に製作，上映した映

像の頒布，インターネットでの常時公開に関する希望が多く寄せられた。研究レベルでの記録にとどまらな

い映像の利用と一般への提供については，肖像権，編集権等の問題を含んでいる。その点での困難さがある

ことの啓蒙も必要であり，一方で，より有効な公開，活用方法について検討していく必要があることが判明

したといえよう。また職人の技術保存については文字記録だけでは不充分極まりないことが確認されたが，

記録製作には多くの制約があり，この点を意識した調査を多角的に継続していく必要があることが浮き彫り

となった。また広報についてはテーマごとの工夫が必要であるとの声が来場者からも寄せられた。この点に

ついても模索を継続していきたい。 

 

 

人間文化研究機構第 10 回公開講演会・シンポジウム 

「百鬼夜行の世界」 2009 年７月 11 日（土） 

 主 催 国立歴史民俗博物館 

 会 場 有楽町朝日ホール（有楽町マリオン） 

 参加者 548 名 

 

１．開催趣旨 

 近年，創造力の文化や精神世界の高まりとともに，その一環として怪異や妖怪画が注目を集め学際的な研

究が展開されている。国際日本文化研究センター，国立歴史民俗博物館，国文学研究資料館では，これまで

怪異・妖怪に関する共同研究や異界についての企画展示を開催し，関連する資料の収集をおこなってきた。

連携展示「百鬼夜行の世界」（平成 21 年７月 18 日～８月 30 日）を開催するに先立ち，百鬼夜行絵巻を中心

とした怪異や妖怪文化について，その発生と展開，影響関係等に関する研究成果と課題を報告し議論を深め
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ることで新たな情報を発信する。 

２．開催内容 

 13：00～13：15  開会の辞 石上英一（人間文化研究機構広報担当理事） 

          あいさつ 金田章裕（人間文化研究機構長） 

               平川  南（国立歴史民俗博物館長） 

               今西祐一郎（国文学研究資料館長） 

 

 13：15～13：55  基調講演「妖怪絵巻誕生の謎を解く」 

               小松和彦（国際日本文化研究センター教授） 

 13：55～14：15  報 告１「美術史の立場から」 

               若杉準治（京都国立博物館列品管理室長） 

 14：15～14：35  報 告２「国文学の立場から」 

               徳田和夫（学習院女子大学教授） 

 14：35～14：55  報 告３「情報学の立場から」 

               山田奨治（国際日本文化研究センター准教授） 

 14：55～15：10  休  憩 

 15：10～15：25  コメント１ 香川雅信（兵庫県立歴史博物館学芸員） 

 15：25～15：40  コメント２ 小林健二（国文学研究資料館教授） 

 15：40～16：55  パネルディスカッション 

          司  会：常光 徹（国立歴史民俗博物館副館長） 

          パネラー：小松・若杉・徳田・山田・香川・小林 

 16：55～17：00  閉会の辞 石上 英一（人間文化研究機構広報担当理事） 

 

 

［歴博映画の会］ 
 

 国立歴史民俗博物館では，日本の民俗と歴史に関する映像資料の制作と収集をおこなってきた。 

 当館の映像制作には，おもにふたつのカテゴリーがある。ひとつは「民俗研究映像」で，当館の民俗研究

系の研究者が研究している対象を，研究者の視点で映像化するものである。1988 年より制作を開始し，すで

に 22 作品が制作された。もうひとつは，歴博と文化庁とで協議の上，「記録作成等の措置を講ずべき無形の

民俗文化財」の中から撮影対象を選び，一般向けにわかりやすく対象を映像化する「民俗文化財映像資料」

である。1984 年より制作が始まり，2008 年に至るまで，計 25 作品が制作された。 

 当館ではそのほか，民俗研究の一環として，民俗学・歴史学関連の民俗誌映画・記録映画を収集し，保管

している。 

 これらの映像を通じて民俗と歴史への知識と理解がより深められることを期待し，2007 年年度より，国立

歴史民俗博物館友の会の協力を得て，「歴博映画の会」を開催して上映することとした。2009 年度の開催は

下記の通りである。 
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第６回 歴博映画の会 

１．主  催：国立歴史民俗博物館，協力：国立歴史民俗博物館友の会 

２．開 催 日：2009 年６月６日（土）14 時 30 分～16 時 30 分 

３．場  所：国立歴史民俗博物館講堂 

４．入 場 料：無料 

５．テ ー マ：「黒島（沖縄県）の民俗－生活と自然」 

６．上映作品：「黒島民俗誌」（1993 年制作，上演時間 120 分） 

  制  作：篠原 徹 製作協力：（株）エービーシー 製作：国立歴史民俗博物館 

  内  容：「黒島民俗誌」は，隆起珊瑚礁の島である黒島（沖縄県八重山郡竹富町）の人々の，生活と自

然との関わりをテーマとした作品。牛の飼養と水をめぐる問題をあつかった「牛と海の賦」

（60 分）と，伝統的行事である豊年祭について，その担い手である青年会に焦点をあてて描

いた「島譜のなかの神々」（60 分）とから構成される。 

７．解  説：内田順子（本館・研究部） 

 

第７回 歴博映画の会 

１．主  催：国立歴史民俗博物館，協力：国立歴史民俗博物館友の会 

２．開 催 日：2009 年９月５日（土）14 時 30 分～16 時 30 分 

３．場  所：国立歴史民俗博物館講堂 

４．入 場 料：無料 

５．テ ー マ：「壺屋焼の伝統と創造」 

６．上映作品：「沖縄の焼物 伝統の現在」（2000 年制作，上演時間 83 分） 

  制  作：松井 健 制作協力：篠原 徹 製作：国立歴史民俗博物館 製作協力：毎日映画社，ナッ

ク・ビジュアル 

  内  容：工芸においては，伝統は新しい創造の深い源泉でもある。この記録映画では，今日の沖縄に

おいて，「伝統的な」焼物（ヤチムン）づくりを志す人たちの営みを追い，特に彼らの制作活

動の過程に焦点をあてて，工芸における伝統と創造のダイナミズムを考察している。 

７．解  説：青木隆浩（本館・研究部） 

 

第８回 歴博映画の会 

１．主  催：国立歴史民俗博物館，協力：国立歴史民俗博物館友の会 

２．開 催 日：2010 年３月６日（土）14 時 30 分～16 時 30 分 

３．場  所：国立歴史民俗博物館講堂 

４．入 場 料：無料 

５．テ ー マ：「米軍撮影フィルムにみる占領期日本」 

６．内  容：原爆投下後の広島・長崎，闇市，農村風景など，米軍兵士が切り取った占領期の日本の姿。

ここで紹介するフィルムからは，カメラマンの対象への感情移入はあまり読み取れず，むし

ろ記録を取るための冷めた眼差しを感じさせる。このことを，フィルムに残された映像その
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ものの興味深さと併せて考えてゆく。なお，フィルムは全てサイレントであるため，随時，

解説を行う。また，３月 16 日の総合展示第６展示室「現代」開室に先立ち，展示室で放映す

るカットも織り交ぜ，展示の紹介もおこなう。 

７．解  説：原山浩介（本館・研究部） 


