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２ 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（吉田正男学術研究助成課科学研究

費第一係長）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。 

 2010（平成 22）年度科学研究費補助金の採択件数は７件で，継続を含めた採択件数では 21 件，総額

79,445,000 円であった（採択課題一覧参照）。 

 

共同研究担当 山田慎也・小倉慈司 

 

[採択課題一覧] 

 種 目 研 究 課 題 研究代表者 

基盤研究（Ａ） 古代における文字文化形成過程の総合的研究 
館長 
平川 南 

基盤研究（Ｂ） 消費社会における民俗と歴史の利用 
研究部 
常光 徹 

基盤研究（Ｃ） 漢代地域圏の学際的研究 
研究部 
上野 祥史 

若手研究（Ｂ） 奥むめおの婦人運動に関する貫戦史的研究 
研究部 
原山 浩介 

若手研究（Ｂ） 縄文時代の植物利用史に関する年代学的研究 
研究部 
工藤 雄一郎 

特別研究員奨励費 
出土文字資料を用いた古代日本地方支配の実態的研
究 

外来研究員 
武井 紀子 

研究成果公開促進費（学術図書） 陰陽道の歴史民俗学的研究 
研究部 
小池 淳一 

新
 

 

規 

受託研究 勝瑞城館跡出土の動物遺体 
研究部 
西本豊弘 

基盤研究（Ａ） 
日本産樹木年輪による炭素 14 年代の高精度較正曲
線の作成 

研究部 
坂本 稔 

継 

続 

基盤研究（Ａ） 霞ヶ浦沿岸花室川流域の旧石器文化の研究 
研究部 
西本 豊弘 
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 種 目 研 究 課 題 研究代表者 

基盤研究（Ｂ） 洛中洛外図屏風歴博甲本の総合的研究 
研究部 
小島 道裕 

基盤研究（Ｂ） 
古代日韓における青銅器の製作および流通と原料産
地の変遷に関する研究 

研究部 
齋藤 努 

基盤研究（Ｂ） 
シノワズリの中の日本 17～19 世紀の西洋におけ
る日本文化受容と中国 

研究部 
日高 薫 

基盤研究（Ｂ） 

海外学術調査 

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（Ｂ） 

海外学術調査 

民俗信仰と創唱宗教の習合に関する比較民俗学的研
究－仏英の五月祭の調査を中心に－ 

研究部 
関沢 まゆみ 

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 

基盤研究（Ｃ） 
異業種間の職人における技術の伝承と応用性に関す
る研究 

研究部 
青木 隆浩 

基盤研究（Ｃ） 
博物館の展示・研究に資するデジタルコンテンツの
簡便な作成技法に関する研究 

研究部 
鈴木 卓治 

若手研究（Ｂ） 造瓦からみた６～８世紀の日朝交渉 
研究部 
高田 貫太 

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 

受託研究 
文化財等複合材料評価用ラマンイメージング装置の
開発 

研究部 
小瀬戸 恵美 

 

[新 規] 

 

(１) 基盤研究（Ａ） 

  「古代における文字文化形成過程の総合的研究」2010～2014 年度 

（研究代表者 平川 南） 

 
１．目 的 

本研究課題の 大の眼目は，古代文字資料についての資料単位の調査実績を踏まえ，東アジア諸国，とく

に中国・韓国そして日本における文字資料の比較検討を経て，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である。 

国立歴史民俗博物館での 20 年以上にわたる全国各地からの木簡・漆紙文書・墨書土器・銅印・銭貨などの
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出土文字資料の調査，古代日本の石碑の複製製作展示，古代荘園図の収集・複製・研究，そして現在継続中

の国立歴史民俗博物館の重点事業である日本古代史研究の重要史料である正倉院文書約 800 巻の完全複製作

業などの実績をふまえ，近年出土のめざましい韓国古代木簡や石碑資料，さらには走馬楼呉簡などの中国簡

牘を視野に入れ，体系的な東アジアの古代文字文化形成のあり方をさぐる。 

具体的には，中・韓・日における書写材料の検討や，文法・発音など字音表記の国語学的分析による古代

朝鮮の複雑な実態とその影響を受けた古代日本の実態の解明，文字文化が伝播する上で大きな役割を果たし

た仏教・儒教・道教・呪術などの宗教的要素の解明，口頭伝達や木簡・正倉院文書など古代日本の文字文化

の全体的な骨格の解明などを切り口に検討を進める。 

２．今年度の研究計画 

本研究では，中国・韓国の文字資料調査が重要となる。そこで，今年度は韓国の文字資料調査を中心に行

う。 

また，国内においては，七世紀代の文字資料を重点的に調査する。今年度は，渡来人が多く居住し文字文

化が地域社会に早期に浸透していた近江国（滋賀県）地域を重要なフィールドとして位置付け，関連する文

字資料の検討を中心に調査・検討会を進める。このほか，各地の出土文字資料についても，調査検討する機

会を可能な限り設ける。 

さらに，本研究代表者（平川）が集めた 20 年間におよぶ全国各地の遺跡出土の文字資料調査に伴う文字資

料の出土直後における貴重かつ膨大な写真資料を，画像データとして整理し公開する。そのための写真整理

と画像データ化に着手する。 

３．今年度の研究経過 

第 1回研究会  2010 年６月 12 日（土）  国立歴史民俗博物館 

 平川南 共同研究の概要説明および研究計画の検討・確認 

第１回調査    2010 年８月２日（月）～５日（木） 韓国羅州市・ソウル市 

 韓国羅州文化財研究所にて，韓国初の地方木簡である伏岩里遺跡出土木簡を調査。 

 韓国国立中央博物館において，南山新城碑碑文など展示されている碑文の調査を実施。 

第２回調査    2010 年９月８日（水）～12 日（日） 韓国ソウル市・慶州市 

韓国国立慶州博物館において，所蔵・展示中の雁鴨池出土の墨書土器・刻書土器を調査。伝仁容寺址遺跡・

月城垓子・雁鴨池など古代新羅関連の遺跡の現地調査をあわせて実施した。また，ソウルでは国立中央博

物館で展示中の墨書土器・石碑調査にくわえ，風納土城など漢城期百済関連遺跡を現地調査した。 

第２回研究会  2010 年 10 月 30 日（土） 国立歴史民俗博物館 

 武井紀子「慶州雁鴨池出土文字資料 調査報告」 

 三上喜孝「日韓出土の「龍王」関係文字資料―資料紹介と若干の検討」 

 李 成市 「韓日古代社会における羅州伏岩里木簡の位置」 

 平川 南 「日本古代の地方木簡と羅州木簡」 

第３回調査・研究会 2010 年 11 月 28 日（日） 飛鳥資料館 

秋季特別展「木簡黎明―飛鳥に集ういにしえの文字たち」開催にともなう七世紀木簡の調査。あわせて奈

良文化財研究所山本崇氏を交えて検討会を実施した。 

第４回調査・研究会 2011 年３月 26 日（土）～27 日（日） 大津市超明寺・安土考古博物館 
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大津市超明寺の「養老元年碑」の実見調査。また，安土考古博物館において，大津市穴太廃寺出土の七世

紀代の文字瓦，草津市中畑遺跡出土古代印・甲賀市北脇遺跡出土古代印，および滋賀県出土の古代木簡の

実見調査を実施した。さらに，古代近江の資料に精通した滋賀県立安土城考古博物館大橋信弥氏，(財)滋

賀県文化財保護協会濱修氏，草津市・甲賀市の発掘担当者とともに，実見資料についての検討会および研

究会を実施した。 

平川 南 「秋田県由利本荘市出土古代印について」 

橋本 繁 「新出土の百済木簡について」 

４．今年度の研究成果 

本年度は国内・韓国における出土文字資料の調査研究を中心に行った。国内では，飛鳥地方の７世紀木簡

の検討・釈文の再検討を行い，研究会では７世紀木簡研究の課題を抽出した。また，古代近江地域は渡来人

が数多く居住し，早くから文字文化が浸透していた地域であることから，滋賀県内の多様な古代文字資料（文

字瓦・古印・超明寺養老元年碑）の調査を実施した。 

韓国では，韓国で初めての地方官衙木簡と考えられる羅州伏岩里遺跡の木簡および出土地の調査を通じ，

労働力編成や穀物栽培のあり方など，古代日本にも通じる百済の地方社会および支配の実態が明らかとなっ

た。    

さらに，韓国国立中央博物館との共同研究として，伝仁容寺址遺跡出土木簡や慶州雁鴨池出土墨書・刻書

土器の調査を実施した。また，これらの調査に合わせて，歴博および早稲田大学において韓国古代木簡研究

会を定期的に実施し，調査の事前準備及び検討結果の整理を行った。 

また，全国各地の遺跡出土の文字写真資料について，公開を前提とする画像データ化については，今後の

方針を検討するとともに，委託業者を選定し，約 1,600 枚のデータ化を終了させた。 

５．研究組織 

李  成市 早稲田大学文学学術院・教授      犬飼  隆 愛知県立大学文学部・教授 

吉岡 眞之 東京大学史料編纂所・特任教授     新川登亀男 早稲田大学文学学術院・教授 

關尾 史郎 新潟大学人文社会教育科学系・教授   山口 英男 東京大学史料編纂所・教授 

神野志隆光 明治大学大学院・特任教授       三上 喜孝 山形大学文学部・准教授 

市  大樹 大阪大学大学院文学研究科・准教授   安部聡一郎 金沢大学文学部・准教授 

田中 史生 関東学院大学経済学部・教授      森下 章司 大手前大学人文科学部・准教授 

中林 隆之 新潟大学人文社会教育科学系・准教授  寺崎 保広 奈良大学文学部・教授 

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

永嶋 正春 本館・研究部・准教授         高田 貫太 本館・研究部・准教授 

仁藤 敦史 本館・研究部・教授          小倉 慈司 本館・研究部・准教授 

◎平川  南 本館・館長 
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(２) 基盤研究（Ｂ） 

  「消費社会における民俗と歴史の利用」2010～2012 年度 

（研究代表者 常光 徹） 

 

１．目 的 

近代以降，消費文化は日常の家族生活から通過儀礼，年中行事，祭礼・イベント，エコツアーにまで浸透

し，「民俗」と「歴史」は，伝統的な装いのもとに新たな価値を見出され，需要を喚起する役割を果たしてい

る。このような状況に対し，本研究は民俗学を基軸としつつ，歴史学や経済学の視点や分析手法を取り込ん

で，「民俗」と「歴史」の大衆消費化の過程とそれを生み出す社会的・経済的背景を解明するものである。と

くに以下の二点を中心に研究を進めていく。 

(１) 百貨店における商品開発の過程で創出される歴史表象を分析し，さらに当時の学問が正統性を与える

など，その関与の様相を解明する。さらに，商品の地方への浸透とそれを用いた儀礼や家族生活の検証によ

り，中央の百貨店から提示された理想的な家族像・地域像を，地方や各家庭がどのように受容し，新たな民

俗を形成していったのか明らかにする。一方，地方での「工芸」や「民芸」，「土産品」の分析を通して，地

方文化の都市受容を考察する。これにより「民俗」と「歴史」の商品化の動向を都市と地方の双方向につい

て一体的に把握する。 

(２) 文化と自然を観光資源として用いる場合には，従来の経済原理とは異なる，価値観の転換がなされる。

その転換がどのような経緯で行われ，かつ住民生活にどのような影響を及ぼすのか，現地調査を中心とした

分析を行う。とくに地域開発に伴って文化の保存措置が図られる例や農林水産業や炭鉱業の衰退に伴う地域

経済の停滞から，自然と文化を観光開発に利用する道を選ぶ事例など数多く見られる。これらの価値付けに

は，しばしば文化行政が関与している。そこで本研究では，文化と自然に対する価値観の変化を，観光に対

する地域の意見対立や拮抗といった当事者の視点と，そこを訪れる観光客，開発資本，文化行政といった外

部からの視点を含め総合的に捉える。  

２．今年度の研究計画 

Ａ班（都市の消費生活） 

Ａ班では年中行事，通過儀礼，家族生活に用いる商品の流行を創出する過程を明らかにするため，まずは

三越百貨店を中心とした大手百貨店のカタログを収集・分析する。これらの資料を撮影・複写して分析に用

いる。また，古書店で販売されている百貨店のカタログや見本帳，広告については，貴重な現物資料である

ため，購入して詳細な分析を行う。 

次に，それらが地方への波及を追跡するため，大手百貨店の通信販売や地方百貨店のカタログ，ポスター，

チラシなどの所在調査を行う。また，流行創出に「民俗」や「歴史」がどのように取り込まれていったのか

を確認するため，学術雑誌や専門書，古写真を探して収集する。実際に家族生活に取り込まれた商品につい

ては，長野県須坂市の田中本家博物館や，他の地域の旧家調査を行う。さらに，近代以降に発行された主要

な婦人向け雑誌を，年中行事や通過儀礼の特集を組んでいるものに重点をおいて収集し，詳細な分析に用い

る。 

工芸品や土産品の開発と地方発信，全国画一化については，東京周辺の各都道府県のアンテナショップや

全国の主要な物産展，物産市で現地調査を行う。また土産品のカタログ，ガイドを収集し，全国的な商品展
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開の動向を考察する。 

Ｂ班（地方文化の商品化） 

 Ｂ班は，開発による地域への影響と，地域おこしのために開発要求の強い事例として，世界遺産登録地域

と現在登録を目指している地域，さらには積極的な観光開発が進められてきた北海道と沖縄・八重山諸島を

中心に研究を進める。 

まず，開発による景観変化の調査として，世間的な注目度が高いゆえに環境負荷の大きい世界自然遺産登

録地域の白神山地，屋久島と従来から開発圧力の強い北海道，沖縄・八重山諸島に注目をする。そこでは自

然保護の様々な論争があり，自然への価値変化が生じて観光資源となる一方で，それが従来の生活に大きな

影響を及ぼしている。またアイヌ観光やマタギツアーなど，観光開発による生活変化が，これまで伝承され

てきた自然知や自然利用のあり方を観光向けへと転用した例が見られる。そこで民俗学の観光研究で遅れて

いた自然知や自然利用の価値変化と観光利用の問題を取り上げる。 

次に，地域振興の面から観光化への要求が強く，そのために景観を中心とした文化資源の発見と開発保存

の顕著な例として，白川郷・五箇山と北九州の近代化遺産を取り上げる。さらに民話による地域おこしをす

すめる遠野，佐賀の調査も行う。また世界遺産登録地域の日光，熊野古道と登録を目指している四国巡礼を

随時調査する。調査の内容は，まず紙資料や映像資料，観光グッズの発掘・収集と分析をおこない，その歴

史的変化を概観する。次に観光協会やツアーガイドなどへの聞き取り調査を通じて，観光化の動機と地域社

会におけるそれらの位置づけについて明らかにする。 

３．今年度の研究経過 

Ａ班（都市の消費生活） 

田中本家博物館（長野県須坂市）での三越関連資料の調査と研究会 

  ６月 28 日（月），12月 11 日（土）～13 日（月），１月 29日（土）～31 日（月）の３回 

三越関係資料の収集と整理 

百貨店，スーパーマーケットの資料収集と整理 

婦人向け雑誌の収集と誌面分析 

化粧品・トイレタリー用品，ファッション関連の資料収集と整理 

家族生活に関する統計データの収集と分析 

結婚・育児，人生儀礼関連の商品化に関する資料の収集と分析 

Ｂ班（地方文化の商品化） 

 屋久島調査 

  12 月 16 日（木）～18 日（土），１月 20 日（月）・21 日（火），２月 23日（水）・24日（木） 

 青森恐山の調査 

  ９月 24 日（金）～26 日（日），11 月 20 日（土）・21 日（日） 

 青森白神山地におけるマタギの調査 

  ２月 18 日（金）・19日（土） 

 世界遺産，近代化遺産，エコツアー，アイヌ観光，沖縄・八重山観光関連の資料収集と整理 

 炭坑・製鉄業に関する組合誌や社史，政府刊行物などの収集と整理 

 沖縄・広島・長崎の戦跡関連資料の収集と整理 
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４．今年度の研究成果 

Ａ班（都市の消費生活） 

 Ａ班ではまず，株式会社三越に所蔵されている「花ごろも」「夏衣」「春模様」「夏模様」「氷面鏡」「みやこ

ふり」「時好」「三越タイムス」「三越」といった近代のＰＲ誌を全頁撮影し，そのデータを研究代表者と分担

者全員で共有した。また，消費文化の歴史的展開を明らかにするため，三越とその他の百貨店，スーパーマー

ケットの社史や社内報，ＰＲ誌，営業案内などを収集し，研究会全体の基礎データとした。 

 また，昭和に入ってから消費に占める女性の役割が大きくなるため，その潮流を形成した婦人向け雑誌や

化粧品・トイレタリー用品・ファッション関連の会社社史，社内報などを収集した。来年度には，それらの

データを整理し，重要な資料について誌面分析をおこなう予定である。 

 都市の消費生活については，その担い手となる都市と都市近郊の家族形態の変化も重要な点である。これ

については，政府統計や企業アンケートの結果などを用いて，家族構成や住居形態，職業，通勤手段，余暇

時間の利用法など全体的な流れを押さえることとした。その上で，結婚から葬儀に至るまでの様々な家族生

活や人生儀礼が商品化の波に取り込まれていった様子について調査を行った。 

Ｂ班（地方文化の商品化） 

 Ｂ班ではまず，屋久島と白神山地の観光業について現地調査をおこなったが，予想以上に観光客が激減し

ている現状を目の当たりにすることになった。そこで， 初に白神山地を事例として，農業・漁業や土木建

築業から観光業へと大きく方向転換した結果，現在の地域社会にどのような影響が出ているのか緊急に調査

した。その結果は，青木が 11 月７日（日）に八重洲ビジネスセンターで開催された総合研究大学院大学の学

術交流フォーラムで，「世界自然遺産の保護と観光化の諸問題」というタイトルにより報告した。 

 また，屋久島については，屋久杉の商品化について調査をするため，工芸家数件を訪ね，材料となる土埋

木の入手方法や製品の作り方などを教わった。その過程で，より詳細な調査をするために，土埋木や屋久杉

工芸品を入手し，博物館に収蔵することとなった。 

 アイヌ観光については，アイヌ民族がどのように表象されてきたのかを調査するため，古い絵葉書や写真，

学術書などを収集・整理した。とくに絵葉書は大量に発行されていることがわかったが，フィクションと思

われるものが少なからず発見されており，慎重な分析を要することが確認された。 

 炭坑と製鉄業を中心とした近代化遺産は，事業の変遷や労働者の生活変化，その後の文化財としての保護

活動などによって，景観を大きく変化させてきた。今年度は，新旧の絵葉書や写真，会社案内，社史，労働

組合史などを収集して，景観変化の様子を明らかにしようと試みた。また，九州各地に残されている炭坑と

製鉄業に関連した資料の所在調査をおこなった結果，高島，宮若，八幡を重点的に分析することとした。 

 戦跡関連の資料は長崎に多く，沖縄に少ないという特徴があるが，できるだけ第二次世界大戦前後の景観

変化とその後の観光化の様子がわかるよう，長期的な資料の収集と整理に努めた。また，沖縄の場合は戦跡

が土木開発とも絡んでいるため，その歴史的推移との関連も意識したい。 

５．研究組織 

神野 由紀 関東学院大学人間環境学部・准教授 

 青木 隆浩 本館・研究部・准教授       岩淵 令治 本館・研究部・准教授 

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

 柴崎 茂光 本館・研究部・准教授      ◎常光  徹 本館・研究部・教授 
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 山田 慎也 本館・研究部・准教授 

 

(３) 基盤研究（Ｃ） 

  「漢代地域圏の学際的研究」2010～2012 年度 

（研究代表者 上野 祥史） 

 

１．目 的 

 漢代は古代中国世界の一つの到達点であり，統一を背景とした共通性が強調されることが多い。本研究は，

歴史情報と地理情報に基づいて漢代の地域圏を整理して，考古学・文献史学・自然地理学という視点から地

域圏を評価することで，漢代社会の構造を明らかにしようとするものである。城郭・墓葬・自然境界を分析

の手段として地域圏を析出し，地域圏相互の関係に基づいて，漢という世界の共通性が何であるのかを問う。 

２．今年度の研究計画 

今年度は，華北地域東部の河南・山西・山東・河北・遼寧・内蒙古等の地域を，本年度の研究対象地域と

して設定する。漢代歴史情報地図の作成に向けて，この地域に関連した地理情報と歴史情報を集成すること

と，それに基づいて地域圏の検討をおこなうことを目標とした。 

漢代歴史情報地図の作成  高精度地図及び衛星写真を基礎資料として情報を集成・整理し，情報を集約

した地形利用図の作成に取り組み，発掘報告書及び文物地図集を基礎資料として，遺跡・遺物情報の集成・

整理を進め，『漢書』『後漢書』等の文献資料を基礎資料として，対象地域に関連した歴史事件や対象地域へ

の認識について，情報を集成・整理する。 

 地域圏の学際的検討  集成した地理情報及び歴史情報に基づいて，考古学・文献史学・自然地理学の視

点から地域圏を析出し検討を加える。 

３．今年度の研究成果 

本年度は，華北地域東部の河南・山西・山東・河北・遼寧・内蒙古を中心に漢代地域圏に関する基礎情報

の整理を中心に研究を進めた。漢代歴史情報地図の作成にむけて，地理情報と歴史情報の集成や整理を進め

つつ，その過程で深化した各視点からの地域圏の認識を対照して，「地域圏の析出とその評価」について議論

を重ねた。漢代の地域圏に対する検討は予察の域にとどまるが，考古情報や文献情報という資料形態にとら

われることなく，「王権の戦略」と「地域の紐帯」を対照して漢代の地域圏の実態を評価する取り組みや，地

理環境や生業適応など地理学的検討を反映した地形利用図を重ねることによって，漢代の地域圏を相対化す

る取り組みにおいて，一定程度の成果を得ることができた。 

４．研究組織 

阿子島 功 福島大学・人文学類研究系・教授   杉本 憲司 佛教大学・文学部・名誉教授 

◎上野 祥史 本館・研究部・准教授 
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(４) 若手研究（Ｂ） 

  「奥むめおの婦人運動に関する貫戦史的研究」2010～2012年度 

（研究代表者 原山 浩介） 

 

１．目 的 

本研究は，戦前に主として婦人運動を，戦後には消費者運動を担った奥むめおに焦点を当て，戦前期の婦

人参政権獲得運動と職業婦人を支援する運動，戦時の戦争協力，そして戦後の消費者運動が，一人の活動家

のなかでどのような一貫性を有したのかを析出することを目的としている。 

さらに，この作業を敷衍する形で，手をさしのべるべき生活者への支援という，ごく素朴な運動への意志

が，体制の変化を経験することで，運動の政治的なポジションが変わり，かつ，運動の形態さえも変わって

しまうという事態が，ある必然性を伴いながら起こる，そのメカニズムを解明しようとするものである。 

２．今年度の研究計画 

奥むめおならびに戦前の婦人運動の思想史的系譜に関する分析を行う。 

ここでは，奥むめおの思想史的系譜を辿るべく，奥むめおが主宰した『職業婦人』における約 20 年にわ

たる議論の系譜を分析し，同時に奥むめおの婦人セツルメントと消費組合に関する活動についての全体像を

構築する。またとりわけ戦時の奥むめおの発言については，同時期の彼女の発言を網羅的に把握しつつ，戦

争協力と，彼女なりの女性の生活擁護・救済の論理の親和性を析出する。さらに戦後の主婦連合会を中心と

する活動については，国立女性教育会館に所蔵されている関係資料の調査を通じて，政府・企業との関係，

関連婦人諸団体との関係，ならびに消費者運動における彼女の論理と戦前・戦中における活動の整合性につ

いて吟味する。 

またその一方で，戦前の婦人運動をめぐっては，奥むめおと関係を持った婦人活動家たちの思想性の相違

に焦点を当てながら，様々な方向へ分岐していった婦人運動の全体像を把握するとともに，生活者の経済面

にことさらの関心を抱いた奥むめおの活動家としての特異性が，婦人運動全体のなかでどのように位置付く

のかを明らかにする。 

３．今年度の研究経過と成果 

 本年度は，主として基礎的な資料調査を行い，とりわけ戦前期から戦中にかけての婦人活動家の動きをめ

ぐり，奥むめおを軸に据えながら分析を行った。 

 奥むめおが婦人参政権運動を離れて，「働く婦人の家」など，職業婦人救済の運動に取り組んでいったのは

周知の事実である。そうした運動の延長線上に，戦時の「戦争協力」があるわけだが，興味深いのは，この

間に，奥といったんは袂を分かった活動家もまた，活動の広がりを持つようになっていく，つまり婦人運動

のテーマの拡散がみられるという点である。典型的には，市川房枝らが，婦人参政権運動が一段落したとこ

ろで，東京の塵芥処理をめぐって，悪臭を放つ焼却をやめさせ，塵芥を他のゴミと分別して回収させようと

した取り組みがある。回収された塵芥は，家畜の餌としても利用され，これが戦時になると「資源の有効利

用」の文脈で，総力戦体制下の戦争協力の論理へと回収されていく。 

 戦前に婦人運動が，一定の政治性を有しつつも生活改善への指向を持っていったことそのものの意味と，

それらの戦時体制との連続性を，より広く分析する必要が生じたといえる。また，婦人活動家の総力戦体制

への包摂のメカニズムを検討する上で，奥むめおのみならず，他の活動家にも同様の傾向があることがはっ
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きりしてきたことは，今後，分析を進める上で，大きな足がかりとなる。これらを含めて，次年度以降の研

究課題の析出と，研究目標への到達の筋道ができた。 

４．研究組織 

 原山 浩介 本館・研究部・助教 

 

(５) 若手研究（Ｂ） 

  「縄文時代の植物利用史に関する年代学的研究」2010～2013 年度 

（研究代表者 工藤 雄一郎） 

 

１．目 的 

 1980 年代以降，低湿地遺跡の発掘調査事例が増加したことから，通常の遺跡では残りにくい植物遺体の検

出例やその研究が蓄積されてきている。その結果，この 20 年で縄文時代の植物利用に関する研究が著しく進

展し，縄文時代の植物利用の実態が少しずつ解明されてきた。この中には，食料資源として利用したものだ

けではなく，建築・土木用材，塗料，繊維など，様々な形で利用されていた植物が含まれている。 

 縄文時代の人々が高度な植物利用技術を有していたことは一般的に理解されつつある。しかしながら，それ

ぞれの種の利用が「いつ」，「どのように」始まったのか，縄文時代以降の「環境変遷史」とどのように関係

していたのか，また，どの程度縄文時代の人々が生態系を改変して「人為的な環境」を作り出していたのか，

これらの諸点については，十分には議論されていない。そのため，年代的位置づけが不明確な重要な植物遺

体の 14Ｃ年代測定を重点的に行い，出土資料の帰属年代を明確化し，文化史を復元するだけでなく，環境史

との関係を議論していくことが必要不可欠である。 

したがって，本研究の目的は，縄文時代の人と植物との関係史について，その証拠となる遺跡出土植物遺

体の研究とその 14Ｃ年代測定を通じて，生態学的に明らかにすることである。具体的には，現在明らかになっ

ている縄文時代の植物利用に関連する遺跡出土資料を再検討し，人が積極的に働きかけたと思われる種の時

間的・空間的な出土傾向を年代学的に整理する。特に，それぞれの種の利用が，いつ，どのように始まり，

ピークがいつだったのか，またその変遷は環境変遷史とどのように関係していたのかを解明することである。 

２．今年度の研究計画 

 平成 22 年度については，まず，日本列島各地の縄文時代の遺跡から出土した植物遺体の資料調査を行い，

関係機関との年代測定の可能性の有無についての協議・調整を行う。14Ｃ年代測定および同位体分析は破壊

分析となることから，出土点数が少ない重要な種実遺体の場合，測定の許可を得るのに時間がかかることが

予想されるためである。 

このような資料には，鹿児島県東黒土田遺跡から出土した縄文時代 古の貯蔵穴出土炭化コナラ属子葉や，

福井県鳥浜貝塚から出土した縄文時代草創期に遡る可能性があるウルシの木材，東京都下宅部遺跡で出土し

た縄文時代中期に遡る可能性があるダイズ属の種子などがある。これらの重要な資料について，14Ｃ年代測

定のための試料提供について交渉を進めていき，採取許可が得られたものから分析を進める。 

一方，すでに試料採取と分析の許可が得られている東京都下宅部遺跡のウルシ利用関連遺物の年代測定な

どの資料については，年代測定を順次進めていく。 
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３．今年度の研究経過および成果 

本年度に試料採取，およびそれらの分析を行ったのはおもに以下の５項目である。 

１）鹿児島県東黒土田遺跡出土縄文時代草創期の貯蔵穴出土堅果類の 14Ｃ年代測定 

２）鹿児島県西多羅ヶ迫遺跡・上床城跡遺跡の草創期および早期土器付着物の 14Ｃ年代測定・同位体分析 

３）群馬県白井十二遺跡出土縄文時代草創期末～早期初頭の表裏縄文土器の安定同位体分析 

４）岡山県津島岡大遺跡出土土器の付着炭化物の 14Ｃ年代測定および同位体分析 

５）東京都下宅部遺跡から出土した縄文時代中期のウルシ内果皮および後期のウルシ材の 14Ｃ年代測定 

東黒土田遺跡からは出土した貯蔵穴とコナラ属子葉は縄文時代 古のものであり，縄文時代の開始期の植

物利用を考える上で極めて重要な資料である。過去にβ線計測法で測定されていたが，今回，新たに２点の

炭化子葉についてＡＭＳ法による 14Ｃ年代測定を実施した。その結果，縄文時代草創期の隆帯文期に位置づ

けられることを再確認することができた。 

 これに関連し，鹿児島県の縄文時代草創期の遺跡である西多羅ヶ迫遺跡および縄文時代早期初頭の上床城

遺跡の資料については，内面および外面から採取した付着炭化物の分析を行い，これらの土器の年代的位置

づけを示すとともに，内面付着物の安定同位体分析によって煮炊きの内容物の検討を行った。これらの土器

では，動物起源の有機物を煮炊きした可能性が高いことが分かり，縄文時代草創期から早期の南九州の土器

利用を考える上で重要な資料が得られた。縄文時代草創期における土器の利用と植物質食料資源利用との関

係性の解明は極めて重要な課題であり，群馬県白井十二遺跡の内面付着炭化物についても，現在分析を進め

ているところである。なお，土器の出現の年代に関連しては，IntCal09 と IntCal04 による土器出現期の較

正年代の差についても検討を行っている（土器出現期の 13,000 年問題）。 

 岡山県津島岡大遺跡から出土した縄文時代後期と推定される土器には，外面に種実のような圧痕が検出さ

れ，内面に付着炭化物が残っていたために，この試料の 14Ｃ年代測定および同位体分析による内容物の検討

を行った。その結果，この土器が縄文時代後期中葉に位置づけられること，植物質の食料資源を煮炊きして

いたこと，やや窒素を多く含むことなどが分かった。 

 縄文時代の漆利用に関連する遺物が多数出土している下宅部遺跡の資料については，新たに縄文時代中期

のクルミ塚から出土したウルシ内果皮の 14Ｃ年代測定をおこなった。内果皮ではウルシ属までしか同定でき

なかったが，近年内果皮でもウルシが同定可能であることが吉川純子氏らの研究によって示され，下宅部遺

跡でもウルシ属内果皮の中にウルシの内果皮があることが確かめられた。今回はその試料の年代測定によっ

て，これが縄文時代中期後葉に位置づけられ，遺跡周辺に中期の段階からウルシの木が生育していた可能性

があることを示した。縄文時代後期に下宅部遺跡では漆利用が活発化し，河道の杭列からは漆掻き痕跡のあ

るウルシの杭が多数見つかっている。その多くはすでに保存処理されているため 14Ｃ年代測定ができなかっ

たが，新たに見つかった未処理のウルシの杭１点の 14Ｃ年代測定を実施し，このウルシ杭が縄文時代後期前

葉に位置づけられることを確かめた。 

 なお，以上の研究の成果の一部は，以下の論文，紀要，学会発表等の形で行っている。 

【学術雑誌・紀要等】 

１）工藤雄一郎・東 和幸（2011）「巻頭写真 鹿児島県東黒土田遺跡から出土した縄文時代 古の貯蔵穴」

『植生史研究』18-２，43-44.  

２）工藤雄一郎（2011）「津島岡大遺跡から出土したマメ圧痕土器の付着炭化物の分析」『岡山大学埋蔵文化
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財調査研究センター紀要』2009, 27-31. 

【学会・研究会発表等】 

＜ポスター発表＞ 

３）工藤雄一郎（2010）「日本列島における土器出現期の較正年代について－IntCal04とIntCal09の違い－」，

2010 年６月 26～27 日，日本旧石器学会，於：明治大学  

４）工藤雄一郎（2011）「東京都下宅部遺跡から出土した縄文時代のウルシ杭の年代」，2011 年１月 14～15

日，漆サミット 2011‐危機に直面している国産漆－，於：明治大学 

４．研究組織（研究分担者） 

 工藤雄一郎 本館・考古研究系・助教 

 

(６) 特別研究員奨励費 

  「出土文字資料を用いた古代日本地方支配の実態的研究」2010〜2012 年

度 

（研究代表者 武井 紀子） 

 

１．目 的 

 本研究では，古代日本において地方支配がいかに行われていたかについて，法制度のもとで実際に機能し

ていた支配構造，およびその制度的淵源について，日本国内の個々の出土文字資料を用いて明らかにするこ

とを目的とする。具体的には，倉の出納管理や財政管理・穀物の収取体制について，関連する法制度と文字

資料との検討から，上記の課題を明らかにする。 

２．今年度の研究計画 

 今年度は，主に古代日本の地方支配に関わる出土文字資料および出土遺跡の調査を中心に実施する。 

３．今年度の研究経過 

  調査の際は出来るだけ現物資料にあたるとともに，可能な限り出土遺跡も見学し，その立地条件などを

把握するように心がけた。調査は，科学研究費基盤研究（Ａ）「古代文字文化形成過程の総合的研究」（代表：

平川南）における調査および研究会に合わせて実施した。 

国内では島根県出雲国庁跡出土漆紙文書・宮城県多賀城跡多賀城碑および出土文字資料・宮城県市川橋遺

跡出土漆紙文書・福島県荒田目条里遺跡出土木簡・七世紀代の飛鳥地方木簡および滋賀県近江木簡の実見調

査，千葉県栄町龍角寺瓦窯群出土文字瓦，市川市北下遺跡出土墨書土器の調査・石川県津幡町加茂遺跡や北

中条遺跡の文字資料の調査などを行った。 

 また，日本国内だけではなく，韓国においても同様に調査を行った。具体的な調査地は，韓国扶余木簡お

よび周辺史跡調査，韓国初の地方官衙関連遺跡での出土木簡である羅州伏岩里遺跡出土木簡の調査，慶州雁

鴨池関連の出土文字資料（土器関連を中心に）の調査検討，さらに韓国国立中央博物館にて墨書土器・石碑

の調査に参加した。 

４．今年度の研究成果 

調査した文字資料については国内・韓国ともに，文字情報にくわえて資料自体の特徴をつかむとともに，

立地調査によって資料の作成された背景をさぐる事ができた。また，調査資料のうち，上総国分寺墨書土器
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の再釈読や宮城県市川橋遺跡出土の漆紙文書，島根県出雲国府跡出土漆紙文書については調査レポート作成

に従事した。 

また，倉からの稲の出し入れに関わる出納木簡，穀物の換算に関係する木簡などを『木簡研究』や各報告

書から収集した。これらの資料については次年度考察を加える予定である。 

さらに研究論文としては，文字資料の検討と平行して行っている倉庫令を中心とした法制史料研究の一環

として，「律令財政構造と軍事」（『唐代史研究』13号）を発表した。本稿は，2009 年８月の唐代史研究会で

の報告を成稿したもので，律令財政における軍事財源の位置づけについて日唐比較を行いながら明らかにし

た。 

５．研究組織 

 武井 紀子 本館・外来研究員 

 

[その他の外部資金] 

 

(７) 受託研究 

  「勝瑞城館跡出土の動物遺体の鑑定及び分析」2010 年度 

（研究代表者 西本 豊弘） 

 

１．研究目的 

 本研究は，徳島県板野郡藍住町の戦国時代の大名である三好氏の勝瑞城館跡から出土した動物遺体を鑑定

および分析することを目的とし，人間文化研究機構長が藍住町長より受託したものである。  

２．研究経過 

 平成 22 年８月に受託研究契約が締結され，その後２度藍住町を訪れて，遺跡調査事務所にて動物遺体の分

類を行った。この作業には名古屋大学博物館の新美倫子准教授と，名古屋大学大学院生の大谷茂之氏および

西本研究室の岡奈穂美氏が参加した。 

３．研究結果 

 現地での分類作業の結果，哺乳類ではウマ・ウシ・ブタ・イヌ・ネコ・タヌキ・ニホンザル・ノウサギ・

シカ・イノシシ・イルカ・クジラ類，鳥類ではニワトリ・カモ・トビ・カワウ・カモメ類などが確認された。

ウマやウシが少ないことが特徴で，外国から持ち込まれたと思われるブタの骨が１点含まれていたことが注

目される。イヌは中型犬が数個体分と も多く出土している。解体痕を持つものがあることから，ペットと

して飼育されたのではなく，タカのエサや人の食用にされたのであろう。鳥類では，ニワトリ類は多いこと

が特徴で，ニワトリとシャモの両方が見られた。この研究成果は発掘調査報告書に掲載される予定である。 

４．研究代表者 

西本 豊弘 本館・研究部・教授 

 

研究協力者 

新 美智子 名古屋大学博物館         大谷 茂之 名古屋大学大学院生 

 岡 奈穂美 研究補助業務従事者 
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[継 続] 

 

(８) 基盤研究（Ａ） 

  「日本産樹木年輪による炭素 14 年代の高精度較正曲線の作成」2009〜 

2012 年度 

（研究代表者 坂本 稔） 

 

１．目 的 

 本研究は，高い精度が求められる日本歴史学・考古学の年代研究において必要不可欠な，炭素 14 年代の較

正曲線を日本産樹木に基づいて整備することを目的とする。 

 未知試料の「炭素 14 年代」の暦年代を得るためには，年輪年代法で年代の判明した樹木年輪の炭素 14年

代などと比較する「較正」という操作が必要になる。年代較正には一般的に，欧米産樹木年輪のデータを集

成した較正曲線「IntCal」が用いられている。ところが，平成 16〜20 年度科学研究費補助金（学術創成）「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−」による日本産樹木年輪の炭素 14 年代

の測定で，弥生から古墳にかけての時期について IntCal と系統的にずれている可能性が明らかになってきた。

この時期の較正年代の不自然さについては，考古学の立場からの指摘も多かった。 

 炭素 14 年代法は高精度の暦年代を導きうる方法であるが，基準となる較正曲線に不備があれば誤った年代

観が構築される恐れがある。日本歴史学・考古学において，古墳の開始期は極めて大きな関心事であり，日

本産樹木年輪による当該期の較正曲線の整備が早急に求められる。 

２．今年度の研究計画 

 昨年度採取された天理市柳本大塚古墳出土木棺の柱状試料（240 層前後）と，桜井市茶臼山古墳出土木棺

の柱状試料（270 層前後）の，炭素 14年代法による測定を実施する。先行した学術創成研究では，箱根町と

長野県遠山川の埋没樹幹から日本版較正曲線（J-Cal）の候補が提案されていて，一連の測定結果を IntCal

とともに比較する。並行して当該期試料の測定を実施し，地域効果の空間的な広がりとその理由を考察する。 

 なお健康上の理由により，今年度から研究分担者を変更した。 

３．今年度の研究経過 

 柱状試料は基本的に５年輪を一単位とし，10 年ごとの炭素 14 年代測定を実施した。一連の測定結果と

IntCal09 および J-Cal との整合性は，必ずしも優劣の付くものではなかった。ところが両試料の 外層は，

IntCal09 では茶臼山が柳本大塚より 33 年古くなる一方，J-Cal では 11 年新しくなった。年輪年代こそ定ま

らなかったものの両試料は年輪幅の同調が確認され， 外層の年代差は J-Cal による結果と整合的であった。

これは J-Cal に特徴的な系統的なずれが，畿内の木棺試料についても確認されたことを意味する。 

 同時期の試料として，年輪年代の定まった糸魚川市姫御前遺跡の埋没樹幹（252 層）の炭素 14 年代測定を

実施した。一連の測定結果はやはり J-Cal と整合的で，IntCal からの系統的なずれが日本海側でも確認され

た。ところが，やはり同時期の試料である韓国東南岸の古村遺跡出土柱根（156 層）の測定結果はむしろ IntCal

に近く，J-Cal に近づく時期は限定的であった。当時の大気中 14Ｃ濃度の変動が，日本列島と韓半島との間

で異なっていた可能性を示唆する結果となった。 
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４．今年度の研究成果 

 研究代表者は 2009〜2011 年度国立歴史民俗博物館共同研究（基盤研究：総合的年代研究）「歴史・考古資

料研究における高精度年代論」の研究代表者として，本研究との連関を図っている。 

 弥生から古墳にかけての時期の大気中 14Ｃ濃度の変動が確認され，日本列島と漢半島南部という，比較的

隣接した地域での地域差のが確認された。日本産樹木年輪による較正曲線は IntCal と，南半球用の較正曲線

である SHCal との間を往来していることが分かっていて，熱帯収束帯（ＩＴＣＺ）によって分けられる「南

半球的な」14Ｃ濃度の流入がおきていたことが予想される。 

 次年度には，日本産樹木年輪に含まれる酸素の安定同位体比から，大気環境の復元と酸素同位体比からの

樹木年輪の同調を確認する予定である。 

５．研究組織 

光谷 拓実 総合地球環境研究所・客員教授     坂本  稔 本館・研究部・准教授 

 

(９) 基盤研究（Ａ） 

  「霞ケ浦沿岸花室川流域の旧石器文化の研究」2009～2011 年度 

（研究代表者 西本 豊弘） 

 

１．目 的 

 この研究の目的は，茨城県の霞ケ浦にそそぐ花室川流域が約３万年前の旧石器時代の遺跡群であり，この

地域でナウマンゾウやバイソンなどの狩猟がおこなわれたことを明らかにすることである。そして，縄文時

代へどのように受け継がれていったのか検討することである。 

２．今年度の研究計画 

 昨年度に発掘したＮ地点出土の木材の樹種同定と年代測定を行い，花室川の植生環境を復元することと，

動物骨と石器を伴うことを証明するために発掘調査を実施することである。 

３．研究経過 

 まず 2009 年度に行った花室川左岸のＮ地点の発掘調査で出土した植物遺体の樹種同定と炭素 14 による年

代測定を行った。その結果，この地点では約４万年前から４万５千年前にヤマザクラやカエデなどが生息す

る環境であったことが明らかとなった。その時期はヴルム氷期の中の亜間氷期と推定される。これらの成果

は，バイソンやトナカイの年代測定結果とともに 2010 年５月に行われた考古学協会でポスター発表した。 

 2010 年度の発掘調査は花室川の永田橋の上手の左岸河川敷を発掘した。しかし，この地点は約２万年前の

川の流心部と推測され，木材も少なく動物骨や石器は発見できなかった。 

４．研究成果 

 これまでの研究活動で，花室川の堆積物は約４万５千年前のヴルム氷期の中の亜間氷期の温かい時期が含

まれており，その頃にナウマンゾウが分布していたと推測される。その後約３万年から２万年前の氷期には

トウヒ類などが多くなり，バイソンやトナカイが分布したと推測される。 

５．研究分担者(◎は研究代表者) 

 安藤 壽男 茨城大学理学部   

松浦 秀治 お茶の水女子大学人間文化創世科学研究科 
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新美 倫子 名古屋大学博物館 

白石 浩之 愛知学院大学文学部 

中島  礼 産業技術総合研究所 

鈴木 三男 東北大学学術資源研究公開センター 

工藤雄一郎 本館・研究部・助教 

◎西本 豊弘 本館・研究部・教授 

 

(10) 基盤研究（Ｂ） 

  「洛中洛外図屏風歴博甲本の総合的研究」2009～2011 年度 

（研究代表者 小島 道裕） 

 

１．目 的 

 洛中洛外図屏風歴博甲本（以下「歴博甲本」）は，現存 古の洛中洛外図屏風として著名な，館の代表的

資料のひとつである。しかし，これまでの洛中洛外図屏風研究は上杉本に偏っていたため，歴博甲本独自の

研究は必ずしも盛んでなかった。 

しかし，2007 年に開催した企画展示「西のみやこ 東のみやこ―描かれた中・近世都市―」を契機とした

館内の研究から，発注者，作者，制作目的，制作時期などの基本的な成立事情について仮説を提示するに至

り，描かれた人物の特定や事物の解釈も進んできた。 

 洛中洛外図屏風は歴史資料としても大きな価値を持つため，その研究の進展は，美術史のみならず，政治

史，社会史など多くの分野に影響をおよぼし，新たな課題を生み出すことになると思われる。そこで，この

機会に館外からも各分野の研究者の参加を求め，共同研究として研究を進めることで，成果を学界共有のも

のとすることを目指している。 

 また，歴博甲本は，一部に大きな欠失部分があり，全体的にも画面の破損・汚損がかなりあるため，本来

の画像を復元した複製を制作することが以前から館内で検討され，館外でも欠失部分復元の試みがなされて

いた。これについても，図像研究の水準が上がり，また今日のデジタル技術を用いることで，蓋然性の高い

復元を行う条件が整ってきた。 

復元という共通の目標を掲げて図像研究を行うことは，各分野からの研究を，焦点を合わせて進展させる

効果が期待でき，また絵画をどのように分析しどのような手続きで復元していくかという作業自体もすぐれ

て研究的な営為である。 

 そして，成果として制作された復元画像は，展示や教育普及活動の素材として活用することが可能であり，

そのための活用方法の研究もまた，これまで当館で行われてきた博物館学的研究を受け継ぐものとして重要

である。 

 このように，本研究は洛中洛外図研究の水準を向上させ共有化すると共に，復元複製についても研究実績

を積み，またその成果を用いて博物館活動の充実化にも資することを目的とする。 

２．今年度の研究計画 

 引き続き各分野からの報告を行うことで，歴博甲本の研究状況と今後の課題を共有し，前進させる。画像

の復元に関しては，昨年度作成した現状複製の画像データを加工して，図像の修復を進める。原本の調査や，
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類例に基づいて，個別の画像について妥当な復元案を考案し，試行的な出力を行いつつ，検討を進める。活

用方法については，人物データベースの構築を引き続き進め，現状複製等の活用についても，実践的な機会

をとらえて検討を進める。 

３．今年度の研究経過   

 昨年度の３回に続き，今年度は研究会を４回開催し，また随時関係者が参加する形で作業を行った。 

 研究会では，描かれた法華寺院，衣服，踊りと祭礼などの問題を通じて，画像の意味や年代を考察し，ま

た実際の現地で，描かれたものとの対比を行った。歴博甲本および関連資料の原本調査も行い，特に復元作

業における今年度の中心的な課題であった，欠失した画像の復元については，研究会で検討を行う他，原本

の接写や赤外線写真撮影も行いながら，関係者が随時協議を行った。 

 

第４回研究会 

日時：2010 年６月 10 日（木） 

場所：国立歴史民俗博物館 第２研修室 

【作業の報告と検討】 

 復元複製に向けて 

・欠損部分の補筆 方法と現状の検討 

・人物データベースの作成 改善版の現状 

【研究発表】 

 古川元也（神奈川県立歴史博物館） 

 「描かれた洛中寺院―法華寺院を中心に―」 

 澤田和人（国立歴史民俗博物館） 

 「サントリー本『三十二番職人歌合』の制作年代について－洛中洛外図屏風を手掛かりにして─」 

 

第５回研究会 

日時：2010 年９月 16 日（木） 

場所：国立歴史民俗博物館 第２研修室他 

【復元作業の報告と検討】 

 ・欠損部分の補筆と疵等の修復 方法と現状の検討（左隻作業の現況確認） 

【研究発表】 

 松尾 恒一 （国立歴史民俗博物館） 

 「中世京都の風流─踊りと祭礼─」 

 

第６回研究会 

日時：2011 年１月 19 日（水）～20日（木） 

場所：同志社大学寒梅館会議室 

   同志社大学構内遺構（旧相国寺境内）発掘調査現場 
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 19 日は，発掘担当者の鋤柄俊夫氏（同志社大学文化情報学部）より，現在の発掘状況，およびこれまでに

発掘が行われた「花の御所跡」「近衛邸跡」の調査について，現地および会議室で，案内と報告をいただい

た。 

 20 日は，「歴博甲本」に描かれた，「柳の御所」跡付近と，法華寺院＜妙顕寺・本法寺・妙覚寺・妙蓮寺

＞を中心に，上京の巡見を行った。法華寺院については，古川元也氏から，現地でご報告いただいた。 

 

 この外，人間文化研究機構連携研究「中近世の都市を描く絵画と地誌に関する研究─京都と江戸─」（都

市風俗画研究会）と合同で，下記の研究会を開催した。 

期日：2010 年 11 月 25 日（木） 

場所：国立歴史民俗博物館 第２研修室および第２修復室 

【研究発表】 

 岩崎均史「洛中洛外図屏風歴博Ｅ本と『京童』」 

 および「洛中洛外図屏風歴博Ｅ本」原本調査 

 

４．今年の研究成果 

 研究会での発表や，現地での検討，原本の調査等によって，それぞれの分野での検討を進めた。 

 画像の復元に関しては，既存部分や類似資料の検討に基づいて，疵の修復や新たな画像の作成を行った。

また，後世の補筆が予想外に多いことも判明したため，これも極力オリジナルの状態に戻す方向で作業を進

めた。一通りの画像復元は終えることができ，全体の復元に向けて大きく前進した。 

 人物データベースの作成も引き続き進め，すでに過半の作業を終えて，描かれた内容についての理解を深

めると共に，画像データとリンクしての活用などにも展望を持つことができた。 

  成果発表の場でもある企画展示についても検討し，内容をほぼ固めることができた。 

 なお，『歴博』No.164（特集「洛中洛外図」，2011 年１月）において，研究員が分担執筆して，これまで

の研究成果の紹介を行った。 

 

５．研究組織 

岩崎 均史 たばこと塩の博物館      岩永てるみ 愛知県立芸術大学美術学部 

神庭 信幸 東京国立博物館保存修復課   佐多 芳彦 立正大学文学部 

末柄  豊 東京大学史料編纂所      鋤柄 俊夫 同志社大学文化情報学部 

古川 元也 神奈川県立歴史博物館     安達 文夫 本館・研究部・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 

◎小島 道裕 本館・研究部・教授      小瀬戸恵美 本館・研究部・准教授 

澤田 和人 本館・研究部・准教授     高橋 一樹 本館・研究部・准教授 

玉井 哲雄 本館・研究部・教授      松尾 恒一 本館・研究部・教授 

宮田 公佳 本館・研究部・准教授 

 

※共同研究でも，「科研型」として同じ課題で進めている。経費的には，研究会開催に関する部分を共同研
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究で，複製制作の作業に関わる部分を基本的に科研費で扱っている。 

 

(11) 基盤研究（Ｂ） 

  「古代日韓における青銅器の製作および流通と原料産地の変遷に関する

研究」2009～2011 年度 

（研究代表者 齋藤 努） 

 

１．目 的 

 本研究は，古代の朝鮮半島と日本の青銅器を対象としてとりあげ，鉛同位体比分析と元素組成分析によっ

て原料産地を系統的に調べることで，中国～朝鮮半島～日本における技術とモノの動きや，製錬開始時期に

ついて考察を行うことを目的としている。 

日本と朝鮮半島の青銅器製作は当初，銅・鉛などの原料を輸入して始まったと考えられる。その際，どの地

域から原料が供給されていたかということは，地域間の交流のあらわれであり，歴史的背景を反映している。

その後，それぞれが自前で採掘や製錬を行い青銅器原料の銅や鉛を得るようになっていくが，様々な種類の

青銅器に，大量に，また継続的にその原料が使われるようになるためには，鉱山の開発，大規模な採掘と製

錬そして鋳造に至るまでの一連の工程が高水準で維持されなければならず，あるレベル以上の政治的な集権

化が達成されている必要がある。したがって「製錬開始時期」はその地域における王権などの成立状況を知

る上で，きわめて重要な情報の一つである。 

 本研究は歴博基盤研究【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）として開始され，2009 年度より科研費が採択されたものである。 

２．今年度の研究計画 

大きく分けて２つの課題に重点をおいて研究を展開する。 

（１）朝鮮半島出土資料を対象とする研究 

韓国の文化財調査財団（韓国文化遺産研究院，漢江文化財研究院，京畿文化財研究院など）が所蔵する青

銅器時代・三国時代の青銅製品を中心として調査を行う。本研究の目的に合わせ，日本の古墳出土資料と対

応関係が比較できるものや，考古学的な型式の研究から年代的な系統を追うことのできる資料を意識的に選

択する。 

（２）日本出土資料を対象とする研究 

今年度は東国（群馬県）を中心に新羅・百済系の遺物を出土している古墳の調査を行う。 

３．今年度の研究経過 

７月６日～８日 

韓国・漢江文化財研究院において共同研究の打ち合わせと，金浦・雲陽洞遺跡出土資料の調査および鉛同

位体比分析用試料の採取 

７月 21 日～25 日 

韓国文化遺産研究院より３名の研究者が来日し，青銅資料に関する共同研究の打ち合わせと，日本出土資

料の調査 

９月６日～９日 
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竹原市，高松市，真庭市，津山市，智頭町において，古墳出土の銅鋺などの調査および鉛同位体比分析用

試料の採取 

９月 20 日～22 日 

出雲弥生の森博物館において，中村１号墳出土資料の調査と鉛同位体比分析用試料の採取 

３月 15 日～18 日 

かみつけの里と藤岡市教育委員会において，古墳出土青銅資料および遺跡調査と，鉛同位体比分析用試料

の採取 

４．今年度の研究成果 

日本の銅・鉛製錬開始時期前後の資料と，韓国で製錬が始まった可能性が想定される青銅器時代～三国時

代における旧百済地域の資料について鉛同位体比測定を行い，データを蓄積した。現在までのところ，以前

に実施した韓国嶺南地域（旧加耶諸国および新羅の南の一部）の研究で見出されたのと同様の数値を示すも

のが検出されている。 

これまで，鉛同位体比分析によって指摘された日本で も古い国産鉛の使用例としては，出雲市上塩冶築

山古墳出土の銅鈴（６世紀後半～７世紀初）と，安来市高広Ⅳ区３号墓出土の耳環（６世紀末～７世紀初）

がある。今年度の研究により，島根県出雲市の中村１号墳（６世紀末～７世紀初）出土資料の中から，日本

産と判断される原料を使用しているものが見出された。これは，前記の２例に続いて新たに見つかった，６

世紀末～７世紀初において日本産原料が使用されていたと推定される事例である。 

５．研究組織 

 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 

 

(12) 基盤研究（Ｂ） 

  「シノワズリの中の日本 17～19 世紀の西洋における日本文化受容と中

国」2009～2012 年度 

（研究代表者 日高 薫） 

 

１．目 的 

19 世紀末に始まるジャポニスムの潮流は，新たな方向性を模索していた西洋美術の革新に貢献するのみな

らず，日本に関する情報の増大と日本文化への理解をうながし，西洋における日本イメージを鮮明にしたこ

とが知られている。しかし，これ以前のいわゆる「鎖国」の時代にも，無視できない量の日本の文物や文化

が海を渡り，西洋文化にさまざまな波紋を投げかけていた。この点に関しては，有田磁器の輸出の例をひき

あいに，従来からしばしば指摘されてはきたものの，受容の実態の詳細な把握や，その文化史的意義につい

ての本格的な考察はいまだなされていない。 

本研究は，日本が西欧世界と邂逅し文物・文化の交流が活発化した 17 世紀から開国前後の 19 世紀半ばま

での期間に焦点をあて，西洋においては「シノワズリ（中国趣味）」と呼ばれる文化現象の中の一部とみなさ

れてきた日本文化受容のありさまを，分野横断的視点から総合的にとらえることを目的とする。当時の日本

イメージ形成に大きく関与した漆器・陶磁器・染織などの交易品の受容とその模倣・影響の問題を中心とし
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つつ，室内装飾や庭園・音楽・演劇・文学・生活様式など西洋文化の広範な領域にみられる日本趣味を検証

する。あわせて，当時の西洋人にとって「幻想の東洋」の代表的存在であった中国の交易品との比較や，中

国をはじめとする実体としてのアジア諸国と日本・西洋の交易や交流も視野に含め，アジアからの視点でシ

ノワズリを把握する一助としたい。 

２．今年度の研究計画 

 今年度は，イタリア国内の日本漆器・磁器コレクションとシノワズリの室内装飾について調査をおこない，

日本および東洋からの文物の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）2010 年６月 19 日 研究会（於：学習院大学） 

 テーマ：ドイツ調査報告 

報告１ 磁器室と鏡の間を中心に（櫻庭 美咲） 

報告２ いわゆる「沈香壺」について（荒川 正明） 

報告３ バイロイト・バンベルクのシノワズリ装飾（日高 薫） 

報告４ ラシュタット・ミュンヘン・ルードヴィクスブルクのシノワズリ（山崎 剛） 

ドイツ調査の結果を整理検討し，今後の研究課題・方法について討議した。 

２）2011 年３月 20 日～31 日 イタリア国内所在のシノワズリの漆の間・中国の間および日本関連資料の

調査と，現地研究者との意見・情報交換 

［ヴェネツィア］ドゥッカーレ宮殿（ヴェネツィア製漆塗盾の調査），レッツォニコ宮殿（ヴェネツィア漆

器および日本・中国製磁器の調査） 

［トリノ］マダマ宮殿（シノワズリ室内装飾の調査），ヴィラ・デラ・レジーナ（シノワズリ室内装飾・漆

の間・ヴェネツィア漆器の調査），王宮（漆の間・日本製磁器の調査），装飾美術館（シノワズリ室

内装飾の調査） 

［ジェノヴァ］王宮，赤の宮殿，白の宮殿，スピノーラ宮殿（日本製および中国製磁器の調査） 

［フィレンツェ］ピッティ宮殿（日本製漆器および磁器の調査） 

［ローマ］ヴェネツィア宮殿（日本製磁器の調査），ギャラリー・ドーリア・パンフィーリ（シノワズリ絵

画・シノワズリ庭園に関する資料調査），ヴァチカン美術館，東洋美術館（東洋美術の調査） 

［パレルモ］ヴァルガルネーラ・ガンジ宮殿（日本製磁器の調査），中国小館（シノワズリ室内装飾の調査） 

 ３）在外の日本漆器および関連資料の情報収集およびデータベース作成 

４．今年度の研究成果 

イタリアにおいて，シノワズリ装飾の部屋の調査をおこない，日本製磁器・中国製磁器・ヨーロッパ製磁

器・日本製漆器・ジャパニング漆器・中国の染織品・中国製壁紙等が室内装飾においてどのように機能して

いるかを検証した。またヨーロッパで考案されたシノワズリ図案のイメージの源泉や傾向についての資料を

蓄積した。 

ほとんどの調査先は，日本人による本格的な調査が行われておらず，多くの成果を得ることができた。と

くにピエモンテ地方およびシチリア島は，フランスほかの国々との交流の結果，豊かなシノワズリ装飾が発

展したことが確認できた。また，メディチ家の東洋文物のコレクションには極めて早い時期の例もあり，い

わゆる「シノワズリ」以前の東方趣味からの連続性についても目を配る必要をあらためて認識した。 
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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           櫻庭 美咲 京都造形芸術大学 

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 

吉田 雅子 京都市立芸術大学          ヨーゼフ・クライナー 法政大学 

坂本  満 本館・名誉教授           澤田 和人 本館・研究部・准教授 

◎日高  薫 本館・研究部・教授  

 

(13) 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―」2008～2012 年度 

（研究代表者 西谷 大） 

 

１．目 的 

 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３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。 

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。対象とする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．今年度の研究計画 

 本年度（～平成 23 年３月 31 日）の研究実施計画 

１．打合せ会議および研究会：５月中旬に全体会議を開催し，今年度の全体計画を検討する。 

２．住み込み調査：昨年度は，海南省・五指山地区のリー族を中心に，実地調査をおこなった。 

今年度も海南島・五指山地区においては，特に水満村を中心にして，住み込み調査をおこなう。また戦前

に旧日本軍が海南島で民族，経済，地質，植生といったさまざまな学問分野にわたる調査をおこなっている。

それらの資料が台湾の国立台湾大学に所蔵されていることが昨年度の調査でわかった。今年度は，その資料
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の詳細な調査を８月と 12 月におこなう。 

雲南省紅河州金平県者米地域においては，昨年度から中国政府の正式な調査許可を得られない状態が続い

ている。それだけでなく雲南省内において外国人による人類学関係の長期の調査は，ほぼ不可能になってい

る。６月には雲南昆明に赴き，調査再開の努力をする予定である。しかしもし今年度の調査が不可能な場合

は，昨年度から中国での調査成果をもとにして，日本の岩手県久慈市から九戸地域，四国の木頭地域におい

て行ってきた，自然資源の利用形態の比較調査を継続する予定である。 

海南島と雲南省における調査の方法は，まずそれぞれの村落周辺地域を，「水田ゾーン」「水田周辺ゾーン」

「斜面畑ゾーン」「斜面畑周辺ゾーン」「二次林ゾーン」「自然林ゾーン」の６つに識別し，それぞれのゾーン

における環境利用の質的・量的側面を網羅的に記録する。さらにそれぞれの行動が環境にどのような影響を

与えているかについての村人の認識を聞き取る。環境利用の実践，その環境影響に関する認識が，経時的に

どう変化してきたか，外部からの開発にどう影響されてきたかについて聞き取り調査を実施する。交易に関

しては，市の調査を中心にして，モノの流れと生業の関係性を明らかにする。 

３．今年度の研究成果 

 昨年度は，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，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につとめた。また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し

た。 

 さらに，これまでおこなってきた海南島五指山地域や雲南省者米谷での調査をまとめ，国際学会で発表す

るだけでなく，これまでの成果の一部を論文にする準備をすすめた。 

しかし雲南省での外国人の調査について，政府の許可が全面的に停止しているため，これまで中国におけ

る山地利用の成果を，日本の岩手県九戸地域や，徳島県木頭地域だけでなく，千葉県の清澄周辺でも調査を

おこない，日本の山地利用と中国とを比較することで，各地域の環境利用の差異と，中国における生業を複

合的におこなう上で，背景に存在する自然資源利用の民族的規範を抽出することを試みた。 

４．研究組織 

 西谷  大 本館・研究部・准教授 

[連携研究者] 

梅崎 昌裕 東京大学大学院医学系研究科国際保健学専攻・准教授 

農耕民のエスノ・サイエンス調査及びリモートセンシング 

 

(14) 基盤研究（Ｂ） 

  「民俗信仰と創唱宗教の習合に関する比較民俗学的研究 －英仏の五月

祭の調査を中心に－」2009～2011 年度 

（研究代表者 関沢 まゆみ） 

 

１．目 的 

 本研究の目的は，柳田國男が創始した日本民俗学の継承と発展の一環としてその国際化をはかることにあ

る。これまで申請者の科研費助成による調査研究で明らかになったフランスのブルターニュ地方の民俗行事
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に関する知見から，同様の民俗がプロヴァンスなど遠隔の地域にも見出され，文献によりかつて広くフラン

ス各地にみられたものであることがわかってきた。そして，イングランドの民俗行事との関連性も注目され

る。地域差の中に時代差を読み取る生活文化の変遷史，広義の歴史学として創立された日本民俗学の視点と

方法による調査と分析を進め，フランスやイングランドの研究者との研究交流を進め日本民俗学の国際化を

推進することを目的とする。 

２．今年度の研究計画 

（1）これまでのブルターニュ地方での調査研究で得られた資料情報と比較するうえで，研究者間で手分けし

て，第一にプロヴァンス地方のキュキュロンにおける五月の木と呼ばれる民俗行事の現地における参与観察

調査と文献など関係資料の収集，第二にフランスの「五月の木」の行事との比較枠として，イングランド南

西部のコーンウォール地方，パッドストーの木馬の祭りとヘルストンのファリーダンスの参与観察調査を，

それぞれ行なう。 

（2）これまで聞き取り調査等で情報収集を行なってきているプロヴァンスの祭礼行事について，とくにキリ

スト教カトリックの要素と民俗信仰の要素との習合をめぐる問題や，祭礼の伝承力学をめぐる問題の分析を

行なうためにさらに調査を継続する。 

（3）A.V.Gennep,Manuel de folklore français contemporain に収録されているフランス各地の五月に行な

われる祭礼行事について資料集成の作成を継続する。 

３．今年度の研究経過 

 研究者間で分担し，2010 年５月にキュキュロンの「五月の木」の行事，イングランドのコーンウォール地

方,パッドストーの木馬祭り,ヘルストンのファリーダンスなどの実地調査を行なった。また,2011 年２月に

はキュキュロン周辺村落における「五月の木」の行事の情報収集のほか,先に 2003 年に予備調査を行なって

いたシュバル・ブロンの「ベルの祭り」の参与観察を行なった。このほか，A.V.Gennep,Manuel de folklore 
français contemporain の翻訳を継続した。 

４．今年度の研究成果 

昨年，祭りの執行次第等について予備調査を行なった南プロヴァンス地方のキュキュロン(Cucuron）にお

いて 2010 年５月 22 日に行なわれた「五月の木」の行事について，木の伐り出し，プロセシオン(木を担いで

の行進)，教会の入口に木を立て，聖女チュールへの奉献，など一連の行事の実地調査とビデオ撮影を行なっ

た。また，同地方のヴァハージュ(Varages)という町でも，プロヴァンサリストと呼ばれるプロヴァンス地

方の伝統を守ろうとする若者たちによって，近年，町の聖人サン・ホタンに「五月の木」を捧げる行事が行

なわれていることが確認された。しかし，キュキュロンでは 18 世紀にペストから町を守った聖女への信仰が

「五月の木」の行事の背景にあり伝承が維持されているのに対し，ヴァハージュの場合，一度途絶えた伝承

が復活した点も明らかになった。また，キュキュロンに関して，『聖女チュールの五月の木－リュベロンに

おける歴史と伝統－』（René VOLOT,Le mai de sanite Tulle;Histoire et Tradition en Luberon,Editions 

CLC,2003）の翻訳を行なった。またこれまで調査研究蓄積のあるブルターニュ地方とは異なる様相の，信

仰よりもイベント的なプロヴァンス地方の祭礼行事の事例として，先に 2003 年に聞き取りによる予備調査を

行なっているシュヴァル・ブロン(Cheval-Blanc)の2011年２月25日～26日に行なわれた若者たちによる「ベ

ルの祭り」と呼ばれる，四旬節の行事の実地調査を行なった。教会の関与は全くなく，かわって日常の秩序

の逆転と祭りの 後に火で不浄なものを焼却するという火の信仰が特徴的であり，また，町の人だけでしか
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も参加したい人だけで行なうというタイプの祭りの運営が注目された。なお，イギリスの五月祭の調査も昨

年予備調査を行なった，コーンウォール地方の，パッドストーの木馬祭り，ヘルストンのファリーダンスな

どの実地調査を行ない，観光化し活発に行なわれていることが確認された。 

５．研究組織 

関沢 まゆみ 本館・研究部・准教授      新谷 尚紀 國學院大學・教授 

トム・ギル  明治学院大学・教授 

 

(15) 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」2008～2011年度 

（研究代表者 井原 今朝男） 

 

１．目 的 

（１）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。 

（２）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。 

（３）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。 

２．2010年度の研究計画 

（イ）歴博所蔵高松宮本の『親長卿記』と昨年までに写真デ－タを入手した京都大学総合博物館所蔵勧修寺

家文書の『遷幸伝奏記』の比較検討を行い，親長が武家と禁裏の合議に関係した史料群を抽出する。そのう

ち儀式と外記局・弁官局の地下官人に関する中世史料調査を行う。 

（ロ）船橋清原家所蔵資料の翻刻を昨年にひきつづいて行い，田中本所蔵の即位料下行関係史料との異同を

調査する。戦国期即位料下行帳の刻をはじめ，歴博所蔵広橋本の関係史料との関係を調査し，比較検討をお

こなう。 

（ハ）歴博所蔵高松宮本と田中本にある甘露寺親長関係史料群と京都大学総合博物館所蔵勧修寺家史料との

比較検討を行うとともに，記録にでてくる禁裏御料所や諸司領についての現状調査を昨年につづいて実施す

る。そのため，京都・丹波や地方の禁裏御料所についての情報収集調査を行い，基礎データを収集する。 

３．2010年度の研究経過 

（イ）儀式伝奏甘露寺親長とともに武家伝奏をつとめた廣橋綱光が，担当した義政の院御所参院行事につい

て，歴博所蔵の『義政公院司拝賀雑事文書』を翻刻・調査して，伝奏と職事弁官と局務・官務と六位外記史

の行動について，動向を抽出した。 

（ロ）舟橋清原家旧蔵史料の翻刻調査と並行して，歴博による史料保存のために修理作業に協力し，業者で

の保存のための助言・与条件の作成をおこなうとともに，紙資料の詳細調査を実施した。 
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（ハ）禁裏御料所の丹波国今安保・桐野河内郷・佐伯荘・氷所保などの荘園遺構調査を実施した。 

（ニ）昨年につづいて船橋清原家旧蔵史料の整理・翻刻・データ入力をすすめた。 

４．今年度の研究成果 

（イ）儀式伝奏甘露寺親長と武家伝奏廣橋綱光との儀式史料である『義政公院司拝賀雑事文書』調査・研究

の成果の一部を国際日本文化研究センターでの共同研究『日記の総合的研究』（2010.７.17）で報告した。 

（ロ）禁裏と室町殿との共同儀礼として仏教法会が実施されており，その実態についての歴博関係史料の紹

介と分析を行い『史実中世仏教第１巻』（興山社）で刊行した。 

（ハ）禁裏と室町殿の共同による仏教法会について「中世禁裏の宸筆御八講をめぐる諸問題と『久安四年宸

筆御八講記』」『国立歴史民俗博物館研究報告』160 集（2010.12 pp.207-221）を公表した。 

（二）室町殿と地方国人との関係動向について「室町将軍足利義政と井上・須田・高梨氏の一門評定―高井

地方の中世史４―」（『須高』70 2010.４ pp.1-32）を公表した。 

（ホ）将軍と朝廷の関係について，中世前期について「関東武士 運慶のパトロン」（『週刊朝日百科 国宝

の美 27 彫刻 10 運慶と康慶』朝日新聞出版 2010.２ pp.30-31）を公表した。 

（ヘ）船橋清原家旧蔵史料の翻刻・調査の成果を「口絵 年未詳十二月廿五日大宮時元書状土代」『日本歴史』

748 号（2010.９）で公開した。 

５．研究組織（◎は研究代表者） 

◎ 井原今朝男 本館・研究部・教授        中島 丈晴 研究補助員 

 

（16）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 

 本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。 
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２．今年度の研究計画 

 本年度は，（１）一定程度の介護を必要とする身体的定年の後の生活の場の選択に関する具体的な調査,

（２）これまでの調査の補充,（３）本研究課題に関わる調査から得られた資料の一部を資料集成としてまと

めること，を行なう。 

３．今年度の研究経過 

 介護の場に医師が積極的に関与している事例に注目し,『家庭のような病院を』（文芸春秋 2008 年）の

著者，佐藤伸彦医師が 2010 年４月に砺波市にオープンしたナラティブホームについて，佐藤医師へのインタ

ビューと資料収集を行なうとともに,栃木県芳賀郡市貝町で昭和 50 年代に倉持医師が計画し平成３年に創設

された杉の樹園の建設の経緯と運営について，幅広く聞き取り調査を行なった。このほか，東北地方，関東

地方，近畿地方などでこれまで行なってきた調査の補充を行ない，さらに本研究期間中に得られた資料と調

査ノートなどの一部を資料集成としてまとめた。 

４．今年度の研究成果 

家族の介護力の低下が指摘されているが，高齢者の医療に直接関与している医師たちがその問題に積極的

に関わっている事例の調査を開始した。一つは，中山間地農村の栃木県芳賀郡市貝町の事例である。市貝町

北部の続谷地区で昭和 47 年（1972）から父親の跡をついで往診を行なうなかで，家族が勤めに出た後，一人

ハナレで寝ている（枕元にはおにぎり一つとお茶が置かれているだけ）高齢者たちの現状を目の当たりにし

て，何とかしなければという強い思いから，特別養護老人ホーム杉の樹園（平成３年竣工）を建設するにい

たった故倉持玄白医師（昭和 10 年生まれ）について，当時，立ち上げに協力した仲間たちや跡を継いでいる

息子夫婦への聞き取りを行なった。市貝町北部や茂木町の山間部では，昭和 40年代半ば以降，息子夫婦が会

社や工場に働きに出る家が増えてきていたため，このように昼間，老親が一人残されている家は少なくなかっ

た。そこで，僻地医療や往診で地域の事情をよく知っている医師が，介護の場を家庭から施設へと移そうと

したのである。しかし，2010 年の聞き取りでは，まだまだ同じ町内の施設に親を入れることへの抵抗感が強

いことも明らかになった。家族の介護力の低下という現実と，介護や家族（特に嫁）がするものという意識

とのズレが注目された。 

この問題についての，もう一つの事例は，2010 年４月に富山県砺波市にオープンしたナラティブホームの

事例である。佐藤伸彦医師が「家庭のような病院を」という理念のもと，家で過ごすように自由で，しかも

診療が行なわれるので安心できる高齢者の施設として建設されたものである。このナラティブホームでは，

患者一人ひとりにナラティブノートが用意され，職員たちが患者との会話や患者の様子についてメモをとり

ためていく。佐藤医師はナラティブを「患者の生活史」と位置付け重要視している。実際にそのノートを読

むと，生と死とのぎりぎりのところにいる患者たちが，語ることで自己表現し，生きた証を残しているよう

に看取できる。この事例からは，生と死と語りという問題をあらためて考えさせられた。 

本研究期間中に，死へとむかう世代継承と技術の伝承，家族の介護力の低下，生と死と語り，について，

新しい視点が得られた。また，研究期間中に得られた資料と調査ノートなどの一部を資料集成として『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 資料集』（平成 23 年３月刊行）と

して簡易製本しておいたが，今後その分析を進めて，民俗学の視点からの高齢化社会へ向けての具体的で効

果的な提言を見出すことが一つの重要な課題である。 
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５．研究組織 

 関沢まゆみ 本館・研究部・准教授 

 

(17) 基盤研究（Ｃ） 

  「情報伝達における歴史像の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

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 

 昨年度までに行った研究成果に基づいて，本年度では利用者にとっての有用性を検証するとともに，本研

究を総括する。具体的には下記の事項について研究を行う。 

（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詳細検討 

 各種のマーカや，画像が有している空間的情報と色彩的情報に文献あるいはデータベース等に記されてい

る資料情報をエンコードする手法の詳細検討を行い，資料情報の有効活用方法を研究する。また，情報デコー

ド手法においてはカメラとプロジェクタを用いることから，この手法による読み取り精度を改善するための

エンコード手法について研究する。 

（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詳細検討 

 利用状況として博物館展示室及び展示に向けた資料調査・研究を想定し，カメラとプロジェクタを連動さ

せたデコード情報の提示手法の詳細検討を行う。プロジェクタはデコードされた情報を提示することを主眼

としているが，ユーザインタフェイスとしての機能についても検討する。 

（３）プロトタイプの運用と改善 

 これまの研究で開発したプロトタイプでは，システムの安定性に課題が残されたため，システム安定制の

改善を行い，カメラとプロジェクタから構成される卓上型資料閲覧システムを構築する。情報提示手法とし

てＡＲ（Augmented Reality）技術を応用し，博物館来館者が資料に触れているかのようなユーザインタフェ
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イスと，利用者が所望する領域への情報提示手法を研究する。 

（４）実証実験 

 博物館展示での適用を想定した実証実験を行い，検討手法の博物館学的評価とその解析を実施する。また，

潜在的博物館利用者を想定して博物館以外の機関における検証を行い，他機関での連携における有用性を検

討する。これらの実証実験の結果をフィードバックする手法を検討し，一過性の技術として終わらせないた

めの方策について研究する。 

３．今年度の研究経過および成果 

 基盤共同研究「洛中洛外図屏風歴博甲本の総合的研究」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。具

体的には，本年度では下記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詳細検討 

 歴史資料が有する多様な資料情報をデータベースとして管理するためのワークフローを検討し，省力化さ

れたデータベース構築手段を検討した。さらに，データベース内に保存されているテキスト情報を２次元バー

コードとして画像化する手法を，ウェブベースシステムとして導入した。また，テキスト情報を画像化する

手法に関して，フリーツールを主体としたシステムとして構築し，従来は煩雑であった文字と画像が混在し

たデジタルコンテンツの制作プロセスを省力化する手法を検討した。 

 バーコードだけでなく，ＡＲ技術を応用し，ＡＲマーカという形態で情報をエンコードする手法の検討を

行った。ＡＲマーカは，システムだけが理解できる抽象化されたマーカだけでなく，人間にとっても理解で

きる文字を主体としたマーカの両方を検討した。 

（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詳細検討 

 ２次元バーコード化された情報は，携帯電話を用いることで活用した。２次元バーコードを資料画像に合

成することで，携帯電話で資料を読み解く効果を検討した。資料の解説情報を２次元バーコード化すること

で，多数の利用者が文字情報を同時に取得することができるようにした。この手法は非接触で情報を獲得で

きるため，展示ケース内に２次元バーコードを設置することもできる。 

 ＡＲマーカという形態でエンコードされた情報を，カメラとプロジェクタを応用したシステムによってデ

コードする手法を検討した。このシステムは，本研究におけるプロトタイプシステムの根幹をなしている。 

（３）プロトタイプの運用と改善 

 これまでの研究で開発したプロトタイプでは，システムの安定性に課題が残されたため，システム安定性

の改善を行い，カメラとプロジェクタから構成される卓上型資料閲覧システムを構築した。情報提示手法と

してＡＲ技術を応用し，博物館来館者が資料に触れているかのようなユーザインタフェイスと，利用者が所

望する領域への情報提示手法を研究した。 

（４）実証実験 

 博物館展示におけるデジタルコンテンツの開発環境として，プロトタイプを用いた実証実験を行った。研

究分担者の所属機関である文教大学国際学部において，利用者によるプロトタイプシステムの評価実験を行

い，プロトタイプシステムの効果について検討した。プロトタイプシステムの運用においては，コンテンツ

の制作方法において汎用ソフトを用いて提示情報を作成する手法を検討し，同一のコンピュータプログラム

であってもコンテンツデータを変更することで別の資料のためのコンテンツに容易に改修できるように検討
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を行った。これらの実証実験の結果をフィードバックする手法として，システムログを記録する手段を設け，

主観評価実験のプロセスを再現すること，シナリオモードとしてデジタルコンテンツの自動再生を行うこと，

新たなコンテンツ開発のための検討素材を提供すること等の機能を実現した。これらの手段及び機能を活用

することで，コンピュータプログラミングに詳しくないコンテンツ制作者であっても，システムの構築と改

修を行えるようにして，一度導入したシステムが一過性のものとならないようにするための検討を行った。 

 今年度の研究成果として，学術雑誌における速報論文（査読無し）１件，学会発表２件を行った。 

４．全期間の研究成果 

 本研究では，博物館が保有する資料だけでなく，複雑な関連情報を情報資源として効果的に活用する手法

を検討し，来館者自らが楽しみ学ぶための環境構築を目指した実験を行った。その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した。全期間の研究成果

として，博物館において利用されているデジタルコンテンツの在り方を再検討し，資料情報の集積から保存，

活用に至るまでの情報の流れをコントロールする手法を検討した。その検討結果に基づいて，資料情報を画

像ベースでエンコード・デコードする手段を構築し，その有用性について検証実験によって議論した。本研

究において行った研究発表は以下の通りである。 

学術雑誌（査読付き） 

(1) Kimiyoshi Miyata, Yuka Inoue, Takahiro Takiguchi, Norimichi Tsumura, Toshiya Nakaguchi, Yoichi 

Miyake, Application of an Imaging System to a Museum Exhibition for Developing Interactive 

Exhibitions, Journal of Electronic Imaging, Vol.18, No.4, pp.043008-043008-6, 2009. 

学術雑誌（査読無し） 

(1) 井上由佳，現代のミュージアムにおける視聴覚メディアの役割に関する考察―コレクションと来館者を

結ぶものとして―，湘南フォーラム（文教大学湘南総合研究所紀要），Vol.13，pp.71-78，2009. 

(2) 井上由佳，宮田公佳，城石梨奈，ＡＲ技術を用いた古銭資料の展示手法-試行実験とその評価-，博物館

学雑誌，Vo.6，No.1，pp.141-156，2010. 

国際学会招待講演 

(1) Kimiyoshi Miyata, Workflow in Digital Archive for Historical Materials, Proc. TELDAP 

International Conference, pp.11, 2010. 

(2) Kimiyoshi Miyata, Digital Archive for Cultural Properties Based on the Imaging Technology, 

TELDAP International Conference, 2010. (no printed material) 

国際学会発表 

(1) Kimiyoshi Miyata, Development of Practical Investigation System for Cultural Properties based on 

a Projector-Camera System, Proc. IS&T/SPIE’s Symposium on Electronic Imaging, Vol.7241, 

pp.724104-1-8, 2009. 

(2) Kimiyoshi Miyata, Rina Shiroishi, Yuka Inoue, Applying AR Technology with a Projector-Camera 

System in a History Museum, Proc. IS&T/SPIE’s Symposium on Electronic Imaging, 2011. (in 

printing) 

(3) Yuka Inoue, Enhancing Visitors’ Understanding of Artifacts in Museums: Implementation and 
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Evaluation of a Visual Guidance System, The 32nd InSEA (International Society for Education 

through Art) World Congress, 2008. 

(4) Yuka Inoue, Learning in world heritage sites in Japan, GEM (Group for Education in Museums) 

Conference, 2008. 

国内学会発表 

(1) 井上由佳，歴史的資料への理解を促す実験的展示：歴史像のイメージ化に向けて，全日本博物館学会第

35 回研究大会，2009. 

(2) 井上由佳，宮田公佳，城石梨奈，歴史資料のイメージング支援ツールの開発：ＡＲ技術の展示への試行

的応用，全日本博物館学会第 36 回研究大会発表要旨集，pp.17-18，2010. 

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・准教授 

 

(18) 基盤研究（Ｃ） 

  「異業種間の職人における技術の伝承と応用性に関する研究」 

2009～2011 年度 

（研究代表者 青木 隆浩） 

 

１．目 的 

本研究は，伝統産業の技術が近代化・工場化の進展するなかで，位置づけをたえず変化させていく様子を

近現代の長期的な視野から明らかにするものである。なお，変化の原因は，必ずしも自産業の内発的な動機

に限られない。むしろ現実には，直接的な取引関係や技術提携の有無に関わらず，異なる産業が相互に影響

しあって，技術変化の大きなうねりを生み出していることが少なくない。そこで，本研究では研究対象を１

つの業種に限定せず，ある技術が存続・衰退・復活する様子を他業種との関連から明らかにする。 

 具体的な内容としては，研究代表者の青木がこれまで扱ってきた酒造業を事例として，さまざまな雇用の

発生と技術伝承の仕組み，さらには他業種への影響を長期的なスパンで調査する。次に，この研究視角の応

用性を確認するため，酒造業と同様に伝統的な手作りと工場化が共存している業種について，同じ視点から

の分析を試みる。 

 これらに関連する業種は少なくないが，本研究ではとくに轆轤をめぐる職人のネットワークや技術伝承の

仕組みに力点をおく。その理由は，轆轤が本来正確に円形の製品を形作るための道具であり，その意味で旋

盤を用いた工場化への連続性を有するにも関わらず，今もなお陶磁器や漆器，文房具といったさまざまな分

野の手作りに用いられているからである。以上の比較により，異業種間で相互に影響しあいつつある職人の

技術とその位置づけが，長期的には変化しつつも共存していく様子を明らかにできると思われる。 

 なお，本研究の特徴的な成果としては，①モノを通じて，異業種間における職人の直接的・間接的な相互

関係を明らかにできる，②家族経営や企業経営の原理とは異なった側面から，職人の雇用が発生している要

因と，彼らの技術が変化しつつ伝承されている様子について，共通の原理を見いだすことができる。 

２．今年度の研究計画 

本研究の目的に対し，研究代表者の青木隆浩が清酒と陶磁器，さらにはそれらに関連した産業，研究分担
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者の小池淳一が木工品，文具とそれらに関連した産業について研究をおこなう。研究方法は，フィールド調

査を中心としつつ，文字資料やモノ資料，統計データ，映像，写真の分析・加工を主とする。 

 まず，研究代表者の青木は，清酒製造を事例として，それに関わるさまざまな職人の技術と道具，機械の

関係を明らかにする。酒蔵には，杜氏をはじめとする蔵人集団のほか，桶・樽職人，酒造道具の製造・修復

を担う大工などが出入りしてきた。また，戦後は機械化も進んでいる。貯蔵や流通に関しては，陶磁器やビ

ン，ステンレスが酒の品質を左右するほどに重要な役割を果たしている。これらについて，おもに聞き取り

調査や「職工日雇帳」，技術指導書，職人・職工道具のカタログ等を用いて研究を進める。 

 なかでも今年度注目したいのは，酒造家の数が減少し，あらゆる酒造道具・酒造機械が受注生産となり，

あるいは生産中止となる中で，酒造り専用でない汎用性のあるものが代用されてきている現象である。実際

に，医療機器や果物ジュースの製造機が酒造りの設備として導入されている。 

 次に，桶と樽の製造と利用法について調査をおこなう。先述したように，桶はまず清酒製造を目的として

つくられた後，いったん解体されて組み直され，醤油や味噌の醸造，漬物の製造，染料の容器などに再利用

されてきた。ところが，多くの酒造家がすっきりとしたきれいな酒質を目指す中で，木桶はホーローやステ

ンレスのタンクに替わられた。ところが近年，清酒製造に木桶が復活してきている。そこには，酒質の個性

化，木桶造りのブランド化といった従来とは異なる価値付けがある。一方で，木桶造りにはこれまで進めて

きた作業省力化と逆行した労働形態が必要となる。このような１つの出来事があらゆる職人の技術や労働形

態に大きな影響を及ぼす実態を，聞き取り調査や映像資料などから明らかにする。 

 また，青木は木の桶・樽と異なる材質の容器である陶磁器についても調査をおこなう。陶磁器業はロクロ

を用いた職人技から，型による成形を基本とした工場生産へと移行してきた。それにも関わらず，現在でも

手ロクロや蹴ロクロが利用されつづけている。そこで，青木はロクロと型という道具を軸として，職人の技

術の変遷とそれに対する価値観の変化を調査する。 

 研究分担者の小池は，木地挽きをおもな事例として，ロクロを利用した職人の技術について研究を進める。

木地挽きの代表的な商品は，椀物とこけしなどの玩具であろう。だが，もともと木地挽きで用いられていた

ロクロも，さまざまな材質を加工する道具として応用されてきた。例えば，硬化ゴムのエボナイトが誕生す

ると，ロクロは万年筆などの筆記具の加工に用いられるようになった。加工する材質が異なれば，必要とさ

れる技術も少しずつ異なってくる。そして，万年筆をはじめとする文具製造に用いる道具は，職人によって

使いやすいようにアレンジされていく。このような様々な分野で，ロクロの技術が次々と応用され，共通性

と違いを生み出していった過程を，職人のライフヒストリーとモノ資料から明らかにする。 

 研究代表者の青木と研究分担者の小池は，ともに国立歴史民俗博物館に所属している。この博物館には，

「金沢地方近代生活資料」や「秋山郷の山村生活用具」といった職人道具のコレクションが所蔵されている。

この職人道具の材質や用途について現地調査をおこなうことにより，聞き取り調査や資史料分析の結果を実

物と交えて分析できると考えている。 

３．今年度の研究経過 

 今年度は，まず青木が昨年度，栃木県で撮影した酒造りの映像記録を用いて，南部杜氏や越後杜氏といっ

た従来型の蔵人集団と 2006 年に新設された下野杜氏の製造工程と分業形態を比較検討した。その結果，蒸

米・麹米の混ぜ方や櫂棒の回し方，五感の使い方などに違いがあることが判明した。やはり，清酒製造の教

本に書かれていない点については，先輩杜氏の技を見て学ぶことが必要だとあらためて感じた。この映像は，
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歴博映像フォーラム５で公開した。 

 また，青木は陶磁器業の技術変化についても昨年に引き続き調査をおこなった。とくに大正時代から昭和

30 年代にかけてデザインを大きく変え，民芸ブームへと至った壺屋焼と，それまで汽車土瓶や山水土瓶，カ

メなどの日用雑器を主要製品としていたのが，濱田庄司の移住によって多くの作家が集まる場へと急激に変

化した益子焼，さらにはこれまで有田焼ブランドとして販売されてきたが，近年独自の産地ブランドを強化

している波佐見焼について調査をおこなった。さらに，昨年度から引き続き，多治見市で美濃焼の窯道具や

製品変化についても調査した。美濃焼と壺屋焼は近代以降の製品や窯道具が一般市場や博物館・資料館等に

残っているので調査しやすいが，益子焼と波佐見焼のそれらはなぜかほとんど残っていないため，同じ方法

で調査できない。このため，調査方法に工夫をする必要があると考えている。 

一方，小池は甲府をおもなフィールドとして，筆記具の製造や修理方法について調査した。その結果，製

造や修理に使っていた道具類の寄贈を受け，博物館に収蔵することとなった。これまでは，製造現場での観

察と聞き取り調査が主体であったが，今後はそれらの収蔵資料についても詳しく調査していく予定である。 

４．今年度の研究成果 

 青木隆浩「近代の酒造技術－東京市場をめぐる品質競争－」，歴史研究の 前線 13，47－85 頁 

 青木隆浩「平成の酒造り」，歴博映像フォーラム５，2010 年９月４日（土），新宿明治安田生命ホール 

５．研究組織 

 ◎青木 隆浩 本館・研究部・准教授          小池 淳一 本館・研究部・准教授 

 

(19) 基盤研究（Ｃ） 

  「博物館の展示・研究に資するデジタルコンテンツの簡便な作成技法に

関する研究」2009～2011 年度 
（研究代表者 鈴木 卓治） 

 
１．目 的 

本研究は，学芸員（博物館業務に携わる職員）が自らの手で，博物館の展示および研究に資するデジタル

コンテンツを開発しようとするとき，なるべく簡便にコンテンツを開発できるようにするために必要な作成

技法についての方法論を確立し，実際に開発支援ソフトウェアを構築してまとまった単位のデジタルコンテ

ンツを実際に作成し，評価を行うことを目的とする。 

代表者が大規模情報コンテンツの作成経験によって得た，大量の博物館向け電子コンテンツを作成するた

めの開発支援ソフトウェアに求められる要求要件は，下記のように要約できる。 

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

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

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

理するバッチ処理による作業の方が，かえって誤りなく作業をすすめられること。当初，作業者の教育の問

題が懸念されたが，手順が決まれば，対話的なツールよりもバッチ処理の方が効率よく作業してもらえるこ

ともわかった。 

２）コンテンツの構造をいくつかにパターン化することで，デザインのための対話ツールについても，適切
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なものが作成できる見通しを得たこと。第３展示室電子コンテンツの作成にあたって業者に作らせたオーサ

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

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

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

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

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

きることが確かめられた。 

３）ハードウェアやソフトウェアの寿命に考慮した設計が必要であること。コンピュータやタッチパネルモ

ニタの寿命は数年であり，またオペレーティングシステムや情報ブラウザのバージョンアップも数年に１度

のペースで行われる。10～15 年使い続けられる展示にあっては，定期的な交換を前提として，装置の交換に

伴うコンテンツの導入処理をいかに自動化するかや，コンピュータ環境の変化に強いソフトウェアの選択な

どを考慮する必要がある。 

本研究は，研究期間として３年を設定し，下記の目標を達成することをめざす。 

１. あらためて第３展示室の情報コンテンツの作成経験を振り返り，博物館における情報コンテンツの汎

用的なパターンを見出すこと。 

２. バッチ処理によるコンテンツの一括作成のメカニズムを確立すること。インターフェイスとしては

Excel等の表計算ソフトを利用し，ソフトウェア操作の習熟に費やされるコストを軽減するとともに，

データを書き込んだシートをそのまま印刷すれば，作成したコンテンツの記録文書とすることができ

るようにする。業務の引き継ぎや業者に委託などでは，きちんとした記録の存在が労力の削減に大き

く寄与するからである。 

３. 実際に開発支援ソフトウェアを開発し，第３展示室の情報コンテンツをそのままテストデータに用い

ることによって，大規模情報コンテンツの作成に耐えうることを実証的に確かめること。 

４. 開発したソフトウェアをライセンスフリーとし，利用を希望する人に広く提供すること。 

２．今年度の研究計画 

平成 22 年度は目標３「実際に開発支援ソフトウェアを開発し，第３展示室の情報コンテンツをそのままテ

ストデータに用いることによって，大規模情報コンテンツの作成に耐えうることを実証的に確かめること」

を実施する。この作業は平成 23 年度の前半までかかってしまうかもしれない。「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」で開発した，ライセンスフリー（プログラ

ムソース付き）で Web ブラウザに組み込んで使える超大画像自在閲覧システムは，このシステムの一部とし

て組み込む。ほかに，通常サイズの静止画，動画像，および音声データを基本的なコンテンツとして扱える

ようにする。フラッシュコンテンツなどの他の Web コンテンツについては，当初目標が達成できたときの発

展課題として考える。 

３．今年度の研究経過 

 （研究成果の欄でまとめて述べる。） 

４．今年度の研究成果 

目標３を実施したが完了できなかった。現在平成23年度の前半いっぱいかかる予定である。 

本研究の下地となっている，当館第３展示室における情報コンテンツの作成事例について，画像電子学会
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画像ミュージアム研究会で発表する機会を得た。発表をまとめる過程で，あらためて今回の研究に係るコン

テンツ開発支援システムの仕様について，考えを整理し確信を深めることができ，間接的ではあるが，研究

の発展に寄与した。 

本研究の関連の深い，第４展示室の展示造作工事が平成 23 年度から始まるので，平成 22 年度の後半では，

情報端末および情報コンテンツの 終的な仕様を決定する作業を行った。本研究におけるコンテンツ開発支

援システムの設計思想をいかした仕様策定を実施することができた。とくに，情報コンテンツの柔軟かつ自

動的な更新を可能にする仕組み，コンテンツ閲覧中に自由に表示言語を切り替えられる仕組み，コンテンツ

の閲覧途中で放置された端末の自動復旧，ウイルス検知駆除ソフトの更新を保ちつつ，可能な限り端末のイ

ンターネット直接接続を制限する方策，など，汎用のパーソナルコンピュータを博物館の情報端末として転

用するときに必要となる諸技術に関する知見を盛り込むことができた。 

５．研究組織 

 鈴木 卓治 本館・研究部・准教授 

 

(20) 若手研究（Ｂ） 

  「造瓦からみた６～８世紀の日朝交渉」 2009～2011 年度 

（研究代表者 高田 貫太） 

 

１．目 的 

本研究は，瓦を通してみた６～８世紀代における日朝交渉の動態を考古学的に検討することを目的とする。

特に新羅との関係を重要視する。まず，朝鮮半島，特に新羅の古代寺院の瓦資料を集成し，現地においてで

きる限り実物を観察，分析することで，その地域性を明らかにしたい。次に，これまで確認されている日本

列島の渡来系寺院の軒瓦を網羅的に集成し，その系譜関係や地域性を浮き彫りにすることに努める。それら

の成果に基づいて瓦の系統関係を探り，具体的に朝鮮半島のどの地域と日本列島のどの地域とにつながりを

認められるのかを辿ることで，当時の交渉内容を具体化していく。そして，文献史学における成果との総合

化を目指しつつ，当時の日朝交渉について歴史的な評価を与えていきたい。その際に日本側の視点よりも，

朝鮮半島側から見た交渉の展開過程を浮き彫りにしていきたい。 

２．今年度の研究計画 

現在までに報告されている，日本列島近畿地域とその周辺で確認された，渡来系寺院の軒瓦（創建段階を

中心に）を抽出し，データベースを作成する。韓国公州・扶余・益山地域の軒瓦資料の収集につとめる。そ

して日韓両地域の資料を集成する中で，相関性が認められる資料群を抽出し，その紋様的，製作技法的な関

係を具体化させていく。それによって，次年度に行う，本格的な交流関係の検討に備える。これもまた，大

韓民国並びに近畿圏に赴き資料調査を重ねることが肝要となる。 

３．今年度の研究経過と成果 

日本列島近畿地域とその周辺で確認された，渡来系寺院の軒瓦（創建段階を中心に）を抽出し，データベー

スを作成した。特に，新羅系資料の抽出に注意を払った。資料見学としては，2011 年２月に慶州花川里遺跡

の発掘調査現場を見学し，出土瓦の調査を行った。合わせて，国立慶州文化財研究所が発掘調査中の四天王

寺址を見学し，出土軒瓦の調査を行うことができた。国内の資料見学は，奈良文化財研究所にて，平吉遺跡
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出土瓦（豊浦寺所用）の調査を行った。その中で，特に宇治市隼上り窯産の軒丸瓦（豊浦寺所用）や飛鳥

寺禅院所用と推定される軒丸瓦，そして本薬師寺所用軒丸瓦に認められる新羅との関係について具体的

に分析することができた。その内容を要約する。 
 ７世紀に日本（倭）が新羅との活発な交渉を通して先進文化や諸制度を摂取した状況を考古学的な観点か

ら検討していく必要がある。宇治市隼上り瓦窯跡４号窯に伴う軒丸瓦（Ａ・Ｅ型式）は，新羅から渡ってき

た異なる技術伝統を有する二組の工人達によって製作された可能性も考えられる。飛鳥寺禅院の所用軒丸瓦

はそれぞれ独自性が高く，系譜をたどると新羅，百済，そして中国南朝に系譜が追え，相対的に新羅的要素

が色濃く認められる。７世紀の瓦資料からみると，日本（倭）と新羅は継続的に７世紀を通して交流を重ね

ていたことがうかがえる。その背景として，朝鮮三国の抗争の中で，折を見て倭との提携を模索する新羅の

姿を認めることは許されよう。 

 以上のような検討について，韓国慶北大学校考古人類学科 30 周年記念論集にその成果を公表し，さらに検

討を深めた論考を国立歴史民俗博物館研究報告に投稿することができた。 
４．研究組織 

 高田 貫太  本館・研究部・准教授 

 

(21) 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 

  中世の信仰関連遺跡とその周辺をできるだけ多く現地調査する。信仰遺跡は単発で調査されているケース

が多いが，現地に行けば伝承等を含め，有機的な関連をもちうる遺跡や場所がある。 

そのなかで，考古学的な手法をメインに調査をおこなっている限り，どうしても生産，流通の視点が欠かせ

ない。周辺遺跡に目配せをする際，今年度は特に生産関連遺跡に注目しながら進めることとする。 

３．今年度の研究経過と成果 

  ６月に北関東での研究会に参加した。その際，周辺遺跡の調査を実施して，12 世紀以降の中世全般にわた

る足利～日光方面の展開をしった。これまで近世以降で注目されていた日光地域に，意外と中世の雰囲気が

残っている点は，該地の山岳信仰を中世資料にもとづいて探求しなおす必要をもうながす。 
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  ６月に逗子周辺の石塔調査をおこなった。従来知られている大型製品ではなく，小型の石製品に着目して，

地元の方の案内をお願いして丹念に回った。中世後半の安山岩製石塔が多数見受けられ，箱根伊豆方面から

の搬入が中世を通じて絶えることなく続いていることが確認できた。房総でのあり方も含め，重要なフィー

ルドといえる。 

  ８・10・11 月に関西で資料調査および巡見を実施した。関東での石造物のあり方に比べ，やはり関西の石

造物は石の移動範囲が狭く感じられる。そのなかで，形態差のふらつきが少ない点は，生産側の姿勢を考え

る手がかりになろう。関東と関西での石造物生産の比較を通して，新たな切り口を見いだせそうである。 

４．研究組織 

  村木 二郎  本館・研究部・准教授 

 

[その他の外部資金] 

 

（22）受託研究 

（独立行政法人科学技術振興機構 先端計測分析技術・機器開発事業 

（プロトタイプ実証・実用化プログラム）） 

「文化財等複合材料評価用ラマンイメージング装置の開発」 

2009 年度～2011 年度 
（研究代表者 小瀬戸 恵美） 

 
１．目 的 

我々は科学技術振興機構の革新技術開発研究事業(平成 17－19 年度)の課題名「文化財測定用携帯型ラマン

イメージング・顕微赤外分光装置の開発研究」において開発したラマンイメージング装置の分光器部には，

液晶チューナブルフィルター（ＬＣＴＦ）を採用し小型化を図った。しかし，ＬＣＴＦには①20 分以上の長

い測定時間，②10cm-1程度に制約されたスペクトル分解(能)，③高い価格，等課題がある。 

実際の試料測定体験から，ラマン測定装置としては，「広い波数範囲にわたるスペクトル測定」と「短時間

での測定」の２点がもっとも求められる点であると確信し，実用型ラマンイメージング装置として，２次元

イメージの各部位の広い波数範囲にわたるラマンスペクトルを一度に測定できる方式の装置の開発を計画し

た。今回開発する方式は，「次元圧縮型イメージファイバーを用いた可搬型ラマンイメージング実用装置」で

ある。次元圧縮型と名づけたイメージファイバーは，試料側で２次元に配置された個々のファイバー素線を

分光器側で１列に並べ直したものである。この次元圧縮型ファイバーの利用によって，光分散素子に回折格

子を使用したラマンイメージング装置が可能になる。 

また，着色剤，和紙，布，膠着剤などの文化財構成材料のスペクトルデータベース,文献などから過去に報

告されている文化財材料の組成，構造，色，修復記録などの知識データベースの充実を図り，文化財構成材

料の構造同定作業の軽減化を実現する。 

 主な開発達成目標は，イメージ測定エリア：0.1mm～数 mm 平方，一回のイメージ測定におけるイメージポ

イント数：512～1024，オートステージ機能の充実：～３センチメートル，スペクトル分解（能）：５cm-1，

スペクトル測定領域：200～2500cm-1，測定時間（スペクトルとイメージの同時測定）：１秒～５分，コスト
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低減，である。 

 本館では上記のうち，着色剤，和紙，布，膠着剤などの文化財構成材料のスペクトルデータベース,文献な

どから過去に報告されている文化財材料の組成，構造，色，修復記録などの知識データベースの製作を主に

担当する。具体的な内容は以下のとおりである。 

 本館では本課題において，日本の文化財ごとに修復の履歴や色味や着色剤の推定構造などの文献調査を行

い，データベース化していく。これは，少なくとも日本の文化財に対する初めての「知識データベース」と

なる。この知識データベースに構成材料の構造情報，埼玉大学で作成するスペクトルデータベース，本課題

でおこなう実資料の測定結果を加えていくことによって，文化財ごとのより詳細な履歴書が出来上がり，系

統的文化財研究の礎として非常に有効となる。本課題では，この総合的知識データベースの基盤の確立を目

的とする。同時に総合的知識データベースの使用が容易に可能となるデータベース検索ソフトウェアの仕様

作成，製作をおこなう。 

 また，プロトタイプ機及び本開発装置を使用し，当館所蔵の江戸後期の歌川派錦絵版木（国芳，広重，三

代豊国）とそれを用いて製作された浮世絵，同時期の民画である泥絵及び江戸期の屏風絵を対象として実測

定と解析を実施し，プロトタイプ機の使用を通じて判明した問題点や改善要望点のフィードバックにより本

開発装置の総合評価をおこなう。 

２．今年度の研究経過 

当館における委託業務としては以下の二点が挙げられる。一つは本課題において，日本の文化財ごとに修

復の履歴や色味や着色剤の推定構造などの文献調査を行い，データベース化していき，「知識データベース」

を作成すること，もう一点はプロトタイプ機及び本開発装置を使用し，実測定と解析を実施し，プロトタイ

プ機の使用を通じて判明した問題点や改善要望点のフィードバックにより本開発装置の総合評価をおこなう

ことである。 

当該年度における開発内容は知識データベースの充実及びスペクトルデータのデータベース格納フォー

マットの設計，実測定と解析を開始することである。実測定の対象資料は主に歌川派錦絵版木群および関連

錦絵とし，今年度の達成目標は以下のとおりである。 

・データベースの充実及びスペクトルデータのデータベース格納フォーマットの設計・・・70％完了 

・実測定と解析を開始する・・・70％完了 

３．今年度の研究成果 

(1)知識データベースの充実については４月より補助業務者２名により，既存知識データベースの精査及

び新たなデータの入力を開始した。現時点において「Journal of the American Institute for Conservation」

1977-2005 年分，「Studies in Conservation」1952－54 年，2005－09 年分の調査が終了し，適宜，必要デー

タの入力を行っている。また，同時に格納フォーマットに適したデータベースの形式の変更もおこなった。

データベース格納フォーマットの設計については６月に歴博情報処理部門とのミーティング，９月以降随

時，歴博情報処理部門及び設計業者とのミーティングを行い，試行フォーマットを１月に完成した。歴博ホー

ムページ及び人間文化研究機構ホームページよりアクセスできる「データベースれきはく１」にて「文化財

材料知識データベース」の名称で内容公開の許可を得え， 終調整を行っている。 

(2)文化財の実測定と解析（含装置評価）は装置のトラブルにより，S.T.Japan にて調整が行われ，９月

末に当館に搬入されたのをうけ，調整と基本データ取得を行った。その後，随時，中世屏風の模擬資料の測
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定を行い，データを得た。また，実用化にあたり，装置の操作性についてフィードバックをおこなった。実

測定は未知試料および顔料塗膜層や箔層の測定により判別困難なデータしか得られてないが，当該年度は，

実用化に向けた装置の操作性，測定・解析ソフトウェアの問題提起や改善要望のフィードバックに重点をお

いたことを合わせて考えると当初目標に沿い開発は進んでいるといえよう。 

学会発表 

Akira Sakamoto, Shukichi Ochiai, Hisamitsu Higashiyama, Koji Masutani, Jun-ichi Kimura, Emi 

Koseto-Horyu, and Mitsuo Tasumi, "Development and Improvement of Portable Raman Imaging 

Spectrometers for Studying Cultural Properties", XXII International Conference on Raman 

Spectroscopy (ICORS 2010) [August 2010, Boston, Massachusetts, USA] 

４．研究組織 

  東山 尚光 （株）エス・ティ・ジャパン  落合 周吉 （株）エス・ティ・ジャパン 

増谷 浩二 （株）エス・ティ・ジャパン  坂本  章 埼玉大学大学院理工学研究科サブリーダー 

小瀬戸恵美 本館・研究部・准教授     大久保純一 本館・研究部・教授 
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