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外部資金による研究 
 

 

［概 要］ 

 外部資金の導入により，研究を活性化させることは歴博が取り組むべき課題の一つである。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助成事業については，本年度は（独）日本学術振興会から講師（古川友和研究助成第

二課課長代理）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った。 

 2013（平成25）年度科学研究費助成事業の採択件数は８件で，継続を含めた採択件数では27件，総額

88,070,000円であった（採択課題一覧参照）。 

 

共同研究担当 樋口雄彦・村木二郎 

［採択課題一覧］ 

 種 目 研 究 課 題 研究代表者 

新 
 
 
 
 
規 

基盤研究（Ｂ） 
東アジア産樹木年輪による過去千年間の大気中炭素 14 濃度
の復原 

研究部 
坂本 稔 

基盤研究（Ｂ） 
東西貿易と東洋趣味コレクション─17～19 世紀の日本美術
コレクションが担った役割 

研究部 
日高 薫 

基盤研究（Ｂ） 
愛知県保美貝塚出土資料による考古学・人類学のコラボレー
ションモデルの構築と展開 

研究部 
山田 康弘 

基盤研究（Ｂ） 武装具の集積現象と古墳時代中期社会の特質 
研究部 
上野 祥史 

基盤研究（Ｂ） 高度経済成長と生活革命についての民俗誌的追跡研究 
研究部 
関沢 まゆみ 

研究活動スター
ト支援 

明治維新と武家の北海道移住に関する研究 
外来研究員 
三野 行徳 

特別研究員奨励
費 

近世後期の大名家臣団における「家」結合の具体相とその変
容 

外来研究員 
藤方 博之 

研究成果公開促
進費 学術図書 

西洋宮廷と日本輸出磁器 ─東西貿易の文化創造─ 
研究部 
櫻庭 美咲 

受託研究 魚住泊跡出土木材の調査研究 
研究部 
工藤 雄一郎 

 
 
 
 
 

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） 
江戸時代から明治初期にかけての絵画・版画・和本の色材と
制作技術に関する研究 

研究部 
小瀬戸 恵美 
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 種 目 研 究 課 題 研究代表者 

 
 
 
 
 
継 
 
 
 
 
続 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
継 
 
 
 
 
続 

基盤研究（Ｂ） 超精細画像による博物館資料の高度比較表示方式の研究 
研究部 
安達 文夫 

基盤研究（Ｂ） 世界自然遺産の再資源化に向けたアクションリサーチ 
研究部 
柴崎 茂光 

基盤研究（Ｂ） 「中世」を作った技術─生産からみる時代史 
研究部 
村木 二郎 

基盤研究（Ｂ） 日韓古代人骨の分析化学・年代学的研究と三国時代の実年代 
研究部 
藤尾 慎一郎 

基盤研究（Ｂ） 国民儀礼化する通過儀礼・年中行事の資料論的研究 
研究部 
山田 慎也 

基盤研究（Ｂ） 
日韓における青銅器原料の国産開始時期と産地の変遷に関
する研究 

研究部 
齋藤 努 

基盤研究（Ｂ） 日本古代における官衙機構の成立と展開 
研究部 
林部 均 

基盤研究（Ｃ） 軍都としての帝都東京─明治・大正期を中心に─ 
研究部 
荒川 章二 

基盤研究（Ｃ） 中世禁裏・幕府共同財政帳簿の基礎的研究 
研究部 
井原 今朝男 

基盤研究（Ｃ） 図書寮蔵書形成過程の基礎的研究 
研究部 
小倉 慈司 

基盤研究（Ｃ） 
職人技術における伝統の保持と近代化に関する研究─「手作
り」を視点に─ 

研究部 
小池 淳一 

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 

若手研究（Ｂ） 
残存デンプン粒分析を用いた縄文時代の植物利用に関する
分析学的研究 

研究部 
渋谷 綾子 

若手研究（Ｂ） 
伝承技術の歴史・民俗学的研究─採石技術の究明と記録保存
─ 

研究部 
松田 睦彦 

若手研究（Ｂ） 日本中世漢籍受容の歴史的研究 
研究部 
高田 宗平 

特別研究員奨励
費 

織豊政権による天下統一過程の政治史的研究 
外来研究員 
竹井 英文 

特別研究員奨励
費 

炭素 14 年代法による韓半島青銅器時代の編年体系の構築 
研究部 
坂本 稔 
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（１）基盤研究（B） 

   「東アジア産樹木年輪による過去千年間の大気中炭素14濃度の復原」 
   （研究代表者 坂本 稔） 

 

１．目的 

 日本列島を含む東アジア地域における，過去千年間の較正曲線の整備を目的とする。日本産樹木において

確認されている，国際標準曲線 IntCal からの乖離が東アジア地域内でどれほど再現されるかを検証し，東ア

ジア版較正曲線の整備に導く。 

 

２．今年度の研究計画 

 以下の試料について，炭素 14 年代測定を実施する。 

Ａ）中国・白頭山埋没樹（およそ 150 年輪） 

Ｂ）長野県池口寺古材（およそ 300 年輪） 

Ｃ）山梨県棲雲寺古材（およそ 200 年輪） 

Ｄ）三重県伊勢神宮倒木（およそ 400 年輪） 

 A）は東北日本に広がる B-Tm 火山灰層の年代推定につながる 10 世紀頃の試料であるが，その炭素 14 年代

の変動パターンが IntCal から乖離し，年代の特定に至っていない。これが A）に特徴的なものか，または弥

生～古墳期と同様に日本産（東アジア産）樹木の示す特徴なのかを明らかにするために，ほぼ同時期の試料

と推定される B）を測定する。A）との関連を明らかにした上で，A）と B）の年輪セルロースのδ18O 変動と

の相関について検討する。 

 C）は 16 世紀台と推定される木材である。16 世紀は主に建築史の立場から精確な炭素 14 年代測定の要望

の強い時期であるが，一方で得られた実年代からやはり日本産樹木の IntCal からの乖離が疑われている。興

味深いことに B）による 10 世紀頃と同様，16 世紀頃の樹木は存在が限られ入手が難しい。これらの樹木年輪

の炭素 14 年代測定を実施し，日本列島における過去千年間の較正曲線の整備に役立てる。 

 

３．今年度の研究経過 

 試料は木口面から１mm 厚の年輪層を切り出し，塩素漂白でセルロース化してから各年輪に切り分け，炭素

14 年代測定を実施した。しかしながら，A）は試料の劣化が著しく，十分なセルロースを回収できなかった。

また建築史からの要請が強いことから，今年度から D）の処理・測定を前倒しで実施した。しかしながら同

時期に測定された他の試料が，年輪層を切り出す際に用いた切断機からダイヤモンド粉が混入したためと思

われる異常値を示したことから，本試料についても継続的な測定を中止し，処理方法を検討した上で再測定

を実施することとした。 

 

４．今年度の研究成果 

 研究経過で述べた通り，今年度は年輪試料のセルロース化に課題を残した。D）の測定結果は較正曲線

IntCal13 と比べ異常値と思えるほどの乖離は見せていないが，16 世紀後半に系統的なずれが確認されている。

しかしながら，切断に用いたダイヤモンドカッターによる汚染が他の試料に見られたため，D）についてもこ
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のずれの審議が確認できない。そこで，窒化ホウ素など炭素を含まない切断刃を用いて試料を再処理するこ

ととした。 

 当該時期の日本版較正曲線の作成は，特に建築史の立場からの要請が強い。特に年輪年代法が適用できな

い樹種が多く，年輪数も十分でない部材が用いられる古民家建築は，ウィグルマッチ法による較正年代の絞

り込みが必要である。既にいくつかの部材の炭素 14 年代測定で，北半球用の IntCal よりも南半球用の SHCal

にマッチングさせた方が良好な結果の得られる例が確認されていて，より詳細な日本版較正曲線の整備が急

務といえる。 

 なお，本研究は国立歴史民俗博物館共同研究「年代情報に基づく木材の利用・活用に関する横断的研究」

と連関し，建築部材をはじめとする試料の測定も実施された。その中には十分な年輪数を持ち，酸素同位体

法による年輪年代の確定が見込まれる試料も含まれている。次年度以降は両測定を平行させ，較正曲線に反

映させたい。 

 

５．研究組織 

 中塚  武 総合地球環境学研究所・教授   ◎坂本  稔 本館研究部・教授 

 

（２）基盤研究（Ｂ） 

   「東西貿易と東洋趣味コレクション─17～19世紀の 

  日本美術コレクションが担った役割」2013～2016年度 
   （研究代表者 日高 薫） 

 

１．目 的 

 16 世紀に始まる西洋との交流を通じて，17 世紀から 19 世紀にかけてのいわゆる「鎖国」の時代に海を渡

った日本の美術工芸品は，当時の西洋を席捲した「China Mode（独）」，「Le goût chinois（仏）」と呼ばれ

る東洋趣味の一環として収集され，受容された。本研究では，当時の日本イメージ形成にも大きく関与した

漆器・陶磁器・染織品・屏風などの交易品の輸出の実態と，中国・日本製品を中心とした東洋趣味のコレク

ションの形成および受容のありさまを，文献資料と伝世する美術資料をもとに検討し，西洋における東洋趣

味の文化において日本の美術工芸が担った役割や，収集の担い手になった王侯貴族を中心とする西洋人の意

識などを明らかにするものである。 

 

２．今年度の研究計画 

 今年度は，オランダ国内に現存する日本漆器・磁器・染織品のコレクションと，シノワズリの工芸品につ

いて調査をおこない，日本および東洋からの文物の交易と受容の実態について検討することを主たる目標と

した。当初予定していたイギリスの調査については，所蔵機関との調整をおこない，次年度に実施すること

とした。 

 

３．今年度の研究経過 

 2014 年３月 11 日～18 日オランダ国内所在の日本関連資料の調査と，現地研究者との意見・情報交換 
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［アムステルダム］アムステルダム国立博物館（日本製漆器・磁器・染織品・漆器のための下絵の調査），ア

ムステルダム海事博物館（交易史関連資料の調査） 

［ロッテルダム］ロッテルダム海事博物館（日本製漆器・交易関係資料の調査），ボイマンス・ヴァン・ベー

ニンゲン美術館（インド・ポルトガル美術など交易史関係資料の調査） 

［アペルドールン］ヘット・ロー宮殿（日本製漆器・磁器・染織品の調査） 

2014 年３月 24 日 研究会 

 関連諸分野の研究者にも参加を募って，国立歴史民俗博物館外国人研究員として滞在中のシンシア・フィ

アレ氏による研究発表「日本輸出漆器に関する 19 世紀オランダの史料」をおこなうとともに，国立歴史民俗

博物館が所蔵する 19 世紀の輸出漆器の見学会をおこなった。 

 

４．今年度の研究成果 

 オランダにおいて，日本製の漆器・磁器・染織品の調査を通じて，17～19 世紀の交易品に関する多くの新

知見を得ることができた。とくに，アムステルダム国立博物館が近年新たに収蔵した蒔絵櫃および蒔絵下絵，

ヘット・ロー宮殿およびアムステルダム国立博物館所蔵のヤポンセ・ロッケンの調査をおこなうことができ

たことは有益であった。また，オランダの研究者や文献史学の研究者とともに，遺品として確認できる交易

品と文献資料，制作時の下絵など，メディアの異なる資料を関連づけるための情報交換をおこなうことがで

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         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        坂本  満 本館・名誉教授 

 櫻庭 美咲 本館研究部・機関研究員     澤田 和人 本館研究部・准教授 

◎日高  薫 本館研究部・教授 

 

（３）基盤研究（Ｂ） 

   「愛知県保美貝塚出土資料による考古学・人類学の 

   コラボレーションモデルの構築と展開」2013～2015年度 
   （研究代表者 山田 康弘） 

 

１．目的 

 考古学者と人類学者が共同して愛知県保美貝塚出土資料の調査を行い，昨年度までに新規に入手した人骨

資料を基にして，その考古学的情報と人類学的情報（形質，DNA，歯冠計測法による血縁関係の推定，同位体

による食性分析および移動の有無など）をつき合わせることによって新たな社会像を提示するとともに，考

古学・人類学のコラボレーション・モデルを構築し，それを今後の研究モデルのスタンダードとして展開さ

せることを目的とする。 
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２．今年度の研究計画 

 昨年度までの発掘調査成果を整理するとともに追加調査の必要がある場合には，保美貝塚の発掘調査を行

う。また，これまでの出土資料のデータ化をおこなうとともに，考古資料と出土人骨の分析を行い，考古学

的な所見と人類学的な所見を突き合わせ，集団構造・生業形態・居住形態・精神文化の分析を開始する。 

 また，平成 24 年度までの出土資料を基にした速報展を地元博物館等において開催し，これにあわせて遺跡

調査成果の概要を記したリーフレットを作成する。また，地元小中学校との教育的連携を模索する。 

 以上の作業は研究分担者各自によって進められるが，その進捗状況の確認，成果の共有をはかるため，組

織内部研究会を２～３回程度開催する。さらにはブログや Face Book などを利用して web 上において，調査

研究成果を発信する。 

 

３．今年度の研究成果 

 これまでの発掘調査において出土した土器・石器・人骨については，基礎的な整理作業が終了し，実質的

な分析作業へと進んだ。その結果，盤状集骨葬における 小個体数が 10 体前後であること，年齢としては３

歳くらいの幼児から老年期段階まで事例が含まれること，男女比はほぼ半々であることなどが判明した。ま

た，関係諸遺跡における出土人骨の年代測定を行ない，保美貝塚出土人骨と比較してその年代的位置づけを

明確にした。さらには，遺跡内出土植物遺存体，赤色顔料等の分析も行うなど，遺跡資料の分析に関わるデ

ータを着実に積み上げている。これらの成果については，日本人類学会において発表を行ない，学会におい

て中間報告を行なっている。 

 この他，地元との教育的連携としては，保美貝塚などについて概要を記した一般啓蒙書を執筆し，各小中

学校・図書館に寄贈し，地域との連携を図った。 

 また，ＨＰ（ブログ）において研究の進捗状況を適宜発信している。 

 

４．研究組織（◎は研究代表者） 

 設楽 博己 東京大学大学院・人文社会系研究科・教授 

 山本 直人 名古屋大学大学院・文学研究科・教授 

 山崎  健 国立文化財研究機構奈良文化財研究所・埋蔵文化財センター・研究員 

 佐々木由香 明治大学・研究知財戦略機構・研究員 

 茂原 信生 国立文化財機構奈良文化財研究所・埋蔵文化財センター・客員研究員 

 近藤  修 東京大学大学院・理学系研究科・准教授 

 五十嵐由里子 日本大学・歯学部・講師 

 谷畑 美帆 明治大学・研究知財戦略機構・研究員 

 松村 博文 札幌医科大学・医学部・准教授 

 米田  穣 東京大学・総合研究博物館・教授 

 太田 博樹 北里大学・医学部・准教授 

 水嶋崇一郎 聖マリアンナ医科大学・医学部・助教 

 坂本  稔 本館・研究部・教授 

◎山田 康弘 本館・研究部・准教授 
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（４）基盤研究（Ｂ） 

   「武装具の集積現象と古墳時代中期社会の特質」 
   （研究代表者 上野 祥史） 

 

１．目的 

 古墳時代は，象徴的な器物の授受を通じて，王権中枢が地域社会との関係を構築した時代である。５世紀

の古墳時代中期には，武器と武具とを組み合わせた武装具が，王権から地域社会（首長）へと配布される象

徴的器物であった。本研究では，武装具が古墳に集積する現象に注目し，古墳時代中期社会の特質を描き出

すことを目的とする。奈良県円照寺墓山１号墳出土資料を事例として取り上げ，武装具が集積することの意

味を「王権」「地域」「東アジア」という３つの視座から検討する。 

 

２．今年度の研究計画 

 円照寺墓山１号墳出土資料について，実測図の作成を中心とした作業を進める。資料を所蔵する東京国立

博物館にて，１回４日程度の検討会を年度に４回開催し高精度の実測図の作成に専心する。対象資料は数量

が膨大であり，かつ特殊な資料を多分に含んでいるため，研究分担者と連携研究者に専門的見識をもつ研究

協力者を加えて取り組むことにする。なお，円照寺墓山１号墳出土資料に即した東京国立博物館での研究活

動の他に，各自が分担する研究課題への取り組みや分担資料の整理を進める上で必要になる，関連資料の調

査を独自に進めることにする。一方，対象資料に対する理化学的分析を併行して進めるとともに，古墳時代

中期の暦年代体系の構築や技術系譜の検討を見据えて，同時期の関連資料に対しても，精力的に理化学的分

析を進め，情報を蓄積してゆくことにする。 

 そして，東京国立博物館で開催する検討会では，それぞれが分担する研究課題に対して論点を整理し，そ

れを共有することで，「武装具の集積現象」の検討に向けた準備を進めることにしたい。 

 

３．今年度の研究経過 

 本年度は円照寺墓山１号墳出土資料の基礎情報を整理し，実測図の作成を精力的に推進した。当該資料は

収蔵後 70 年を経ているが，1933 年報告の他には情報がなく，この報告と対照して破片資料を含めた全資料

を展開し，資料の全貌を明らかにする作業をおこなった。同時に遺存状態の良好な大型資料を中心に，研究

分担者・研究協力者を含めた 12 名で高精度の実測図作成に取り組んだ。都合７回に及ぶ調査検討の機会を設

定して，研究を推進した。 

 

４．今年度の研究成果 

 本年度は第１年度にあたり，明確な形で研究成果を提示できるには至っていないが，調査検討の機会を通

じて，武装具の様式態論や保有論，あるいは表象論について議論を重ねており，その一端は各研究者の研究

活動と情報発信にも反映されている。 

 基礎情報の整理と実測図の作成は，各分担者によって違いはあるものの，概ね順調に進展しており，円照

寺墓山１号墳出土資料を対象とした研究作業は，全体の 50〜60%程度の進捗状況を示している。これは，当

初の想定よりもやや早い進行状況である。しかし，Ｘ線図像解析をはじめとする理化学的な分析は，機関の
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設備環境の都合から十分に進めることができなかった。着手できることから優先して着実にこなした結果と

して，当初計画した目標は達成しえたと考える。 

 

５．研究組織 

研究代表者 

 上野祥史（本館研究部） 

研究分担者 

 諫早直人（奈良文化財研究所）       川畑 純（奈良文化財研究所） 

 齊藤 努（本館研究部）          阪口英毅（京都大学大学院文学研究科） 

 坂本 稔（本館研究部）          杉井 健（熊本大学文学部） 

 橋本達也（鹿児島大学総合研究博物館）   古谷 毅（東京国立博物館） 

連携研究者 

 清水和明（大阪文化財研究所）       高橋 工（大阪文化財研究所） 

研究協力者 

 鈴木一有（浜松市文化課）         西嶋剛広（宮崎市教育委員会） 

（50 音順） 

 

（５）基盤研究（Ｂ） 

   「高度経済成長と生活革命についての民俗誌的追跡研究」 

   2013～2015年度 
   （研究代表者 関沢 まゆみ） 

 

１．目 的 

 本研究の目的は，1950 年代半ばから 1970 年代初めまでの高度経済成長期を経て人びとの生活がどのよう

に変化したかについて，（１）従来の，農村，山村，漁村を対象に経済伝承，社会伝承，信仰・儀礼伝承など

のテーマについて聞き取り調査が行なわれ記録化がなされている各地の民俗誌から調査地を選定し，その追

跡調査を実施し，具体的な生活変化の実態を把握すること，（２）個別事例の資料の比較検討から，列島全体

におけるこの時代の生活変化が画一的であったのか，それとも段階的で多様であったのか，その変化の実情

と特徴とを明らかにすること，（３）その変化とは生活様式の変化であると同時に意識の変化でもあったと推

定されるが，その両者の関係性が具体的にどのようであったか，それについての追跡確認を試みることであ

る。 

 

２．今年度の研究計画 

 既刊の民俗誌や，研究員各位が昭和 40 年代以降，民俗調査を行なった地域をそれぞれ選択し，その民俗の

変化についての追跡調査の可能性をさぐる予備的調査を行なう。その際，新しい試みとしてまた本研究の特

徴として，研究者間で共有し相互に活用できるような共通の民俗調査項目の作成を試みることとする。また，

高度経済成長期とその前後の植生景観の変化を明らかにするための現地調査と土壌分析も同時に進める。 
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３．今年度の研究経過 

 科研研究員各位によるそれぞれの役割分担にしたがってのフィールドワークが開始された。 

 福岡市南区弥永地域の団地の建設とその生活史の追跡調査，広島県中山間地農村における講中という地域

のつながりが強い日常および葬儀など非日常の生活変化をめぐる民俗誌的調査，中国山地（八幡高原地域）

の植生景観の変化（草原利用の変化など）についての現地調査と土壌分析，1950 年の河川総合開発事業（特

定地域総合開発計画事業）で特定地域として指定された 22 地域の一つ，芸北・太田川水系に建設された樽床

ダムの見学と移転した樽床集落（72 軒の農村）の生活についての体験者からの聞き取り調査および文献資料

調査などを始めることができた。 

 

４．今年度の研究成果 

 これまで高度経済成長と生活変化をとらえる民俗学の研究として，福島県南会津郡の田子倉の事例から，

高度経済成長を支え，人々の生活を都市型生活へと変えたのは，水力，電力の安定的供給であること，その

一方で山村の生活が消滅したことなどが指摘されていたが，その点についてより深化させるために，研究員

が共同で田子倉ダムと同じ時期に建設された広島県北広島町の樽床ダムおよびその周辺の実地調査と樽床か

ら移転した経験者の話を伺う機会を設けた。昭和 30 年前後にダム建設が行なわれ，移転を直接経験した人々

への聞き取り調査も時代的，世代的に現在がラストチャンスといえるが，共通の質問項目を作成し，各地の

事例を収集することで，集落の移転をめぐる対応（ダム建設が決まってから協定締結・調印まで，移転が決

定して，移転後など）にも地域差がみられる可能性が指摘された。基準をそろえた民俗調査項目の必要性は，

民俗学にとってその基礎構築のためにも，研究情報の相互活用の上でも重要不可欠と認識されてきており，

その有効性の一つは 1960 年代の変化の特徴が画一的か段階的か，地域差はどのようにみられるかなどを明ら

かにすることによって，柳田國男が想定した「文化変化の遅速」のようなグラデーション的変化がみられる

かどうかを具体的に追跡確認できる点にある。 

 生活変化の研究対象としては，ダム建設によって水没し急になくなった農山村（移転），村落は維持されな

がらも徐々に変わっていく農山漁村，新しくできた都市近郊団地の生活，など場の違いによる場合と，また

一方，衣食住など個別テーマの場合などが考えられることが共通の理解となった。これらによって，研究会

では各位の調査報告とあわせて共通の質問項目案の作成も行なっていくという方向性が確認された。 

 

５．研究組織 

 小椋 純一  京都精華大学・人文学部・教授 

 宮内 貴久  お茶の水女子大学大学院・人間文化創成科学研究科・教授 

 竹内由紀子  愛国学園短期大学・講師 

 新谷 尚紀  國學院大學・文学部・教授 

 関沢まゆみ  本館・研究部・教授 
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（６）研究活動スタート支援 

   「明治維新と武家の北海道移住に関する研究」2013～2014年度 
   （研究代表者 三野 行徳） 

 

１．目 的 

 本研究は，北海道へ移住した武家３家（亘理伊達家・片倉家・富江五島家）を対象に，その移住と，移住

後のあらたな共同体の形成過程を検討することを目的とする。このさい，①移住によって惹起される新たな

「関係」と，②移住によって分断される「アーカイブズ」に留意して検討を進める。上記３家は移住にさい

し，何らかの選別をしたうえでアーカイブズを北海道へ持ち込んでおり，アーカイブズは旧領地と移住先と

に分断されて伝来している。これらは中世末期から近世・近代の各家の記憶を伝える一方，移住先でのあら

たな関係や共同体の形成過程を克明に記録している。また，屯田兵や近代戦争，高度成長を経て現在に至る

まで，社会のなかで固有の役割を果たしている。本研究は，特に現在に至る伝来過程に注目してアーカイブ

ズを悉皆調査することにより，武家の北海道移住が惹起する新たな「関係」と，アーカイブズの歴史的役割

を検討することを目的とする。 

 

２．今年度の研究計画 

 上記の目的のもとで本研究を遂行するにあたっては，なにより関連するアーカイブズの悉皆調査をおこな

い，地理的に分断関係にある史料群を復元的に検討することが課題となる。研究対象である亘理伊達家・白

石片倉家・富江五島家に関するアーカイブズは，現在，北海道伊達市・登別市・札幌市・礒谷郡蘭越町，宮

城県白石市・仙台市・亘理郡亘理町，東京都世田谷区，京都府京都市，長崎県五島市・長崎市の個人宅・史

料保存機関・大学などに伝来している。また，本研究課題である武家の北海道移住を検討するためには，多

くの移住者を出した東北と九州の諸藩の資料調査が必要となる。 

 そのため，本年度は，月に一回程度，資料の実地調査をおこなう。調査先は，【鹿児島県鹿児島市・霧島市

（鹿児島大学附属図書館・鹿児島県歴史資料センター黎明館・霧島市個人宅）】【宮城県亘理郡亘理町（亘理

町立郷土資料館）】【北海道札幌市（北海道立文書館・北海道大学附属図書館）】【京都府京都市（京都府総合

資料館）】【山形県鶴岡市（鶴岡市郷土資料館）】【宮城県仙台市（宮城県立公文書館）】の６箇所を予定してい

る。 

 以上の調査は a.亘理伊達家関係資料（亘理町・仙台市・京都府）b.九州諸藩移住関係資料（鹿児島市・霧

島市個人宅）c.東北諸藩移住関係資料（鶴岡市・仙台市）の３つの内容に関わる調査である。a の調査によ

り，これまでの予備調査と併せて，近世段階では仙台─亘理で管理保管されていた亘理伊達家アーカイブズ

の復元的検討を行うとともに，近代以降現代に至る伝来過程も含めて，【武家の北海道移住とアーカイブズ】

という視角のモデル構築に取りかかることが可能になる。また，bc は，aのモデルをより普遍化するための

予備調査である。 

 また以上の資料調査における資料撮影のための機材（デジタルカメラ・三脚）とデータ管理のためのモバ

イル PC を購入するとともに，個人宅で所蔵されている資料は，調査に加えて保存のために整理を行う必要が

あるため，資料整理用の封筒を購入する。 

 



109 

３．今年度の研究経過 

 上記計画に基づき，今年度は下記日程にて資料調査を行った。 

11 月４日～６日 鹿児島県調査（黎明館・鹿児島県立図書館等） 

11 月 14 日～16 日 亘理町・仙台調査（亘理町立郷土資料館・宮城県立公文書館等） 

12 月６日～８日 京都府調査（京都府立総合資料館等） 

12 月 15 日～18 日 札幌市調査（北海道大学附属図書館北方資料室・北海道立図書館・北海道立文書館等） 

 調査撮影資料が膨大な量となったため，年度末は撮影データの整理を行い，当初予定していた山形県鶴岡

市の調査は実施しなかった。 

 また，本研究助成申請以前から行っていた史料調査に基づき，亘理伊達家の北海道移住についての研究を

すすめ，以下の研究成果を発表した。 

 「明治維新と武家の北海道移住─有珠郡における新たな共同体形成─」（『旅の文化研究所 研究報告 

no.23』2013 年 12 月，旅の文化研究所発行） 

 

４．今年度の研究成果 

 今年度の研究成果はおもに①亘理伊達家の北海道移住に関する資料調査，②亘理伊達家の北海道移住に関

する研究，③東北・九州諸藩の北海道移住に関する基礎調査，の３点である。 

 ①については，とくに仙台市（宮城県立文書館）と札幌市（北海道大学付属図書館）での資料調査におい

て，新たに多くの成果を得ることができた。今後も引き続き調査が必要な資料が多くあるため，次年度も調

査を行う。③については，東北諸藩の北海道移住については多くの資料の所在が確認できたが，九州諸藩の

北海道移住については，北海道立文書館所蔵の開拓使文書で移住の実態は確認できるものの，当事者たる九

州諸藩では，主要資料の発見に至っていない。 

 今年度の研究成果としては，②の亘理伊達家の北海道移住について，ある程度の見通しを得ることができ

た。以下，その概要を示しておきたい。 

 本研究テーマは，明治維新後，北海道へ移住した武家を対象に，明治維新後，武家・武士がどのように新

たな社会に対応したのか，どのような歴史的存在であったのかを検討するもので，研究にあたっては，アイ

ヌ・和人との関係，記憶の継承（アーカイブズの伝来）を特に重視して進めている。すなわち，従来，開拓

史と，その反射鏡としての被侵略史として明治初年の北海道史が描かれてきたが，予断にとらわれず，アイ

ヌ・和人・開拓武家がどのように関係を構築していったのかを，復元的に検討することを目的としている。

そのためには，現在に伝わる北海道移住武家の記録の発掘・検証が欠かせない。これは，近世やそれ以前の

武家の記憶がどのように移住先へ持ち込まれるのか，その過程には，当時の社会のなかでアーカイブズが持

っていた意味が刻印されているはずであり，アーカイブズの意味を問うことになると同時に，アイヌ・和人

との間で構築された関係も，その多くは，移住武家のアーカイブズの中に記録されているのであり，両者は

相互を補完する関係にある。以下，亘理伊達家と移住先の有珠郡に即して，得られた成果をまとめておく。 

 亘理伊達家の北海道移住は，明治維新の政治闘争の結果，敗軍となった仙台藩の矛盾解消のため，亘理伊

達家中 1332 家の生計の途を獲得するべく，亘理伊達家が主体となって遂行された。移住先となった有珠郡は，

有珠場所─有珠会所，場所を請け負っていた商人和賀屋とそのもとで働く支配人・番人，有珠場所周辺で暮

らし和賀屋と交易を行うアイヌによる会所地域が形成され，さらに，幕府直営の牧と牧士，会所地域の人び
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との信仰の拠点として有珠善光寺が所在していた。決して無人の荒野だったわけでは無い。有珠郡の領有権

は，松前藩の時代は松前藩に，幕府直轄領時代は幕府にあった。亘理伊達家は有珠郡の領有を認められ移住

を行うわけであるが，これまでの場所請負制度下の会所のように，交易を行い漁業を管轄するために数名の

和人が住むのでは無く，地域の居住者として数百名の武家が移住するわけであるから，先住者であるアイヌ

とのコンタクトは不可避である。蝦夷地の支配は，松前藩・幕府・東北諸藩による北方警衛と数度変わった

が，居住者として大規模の武家が移住してくるという，それまでに無かった大きな変化が起こる。 

 亘理伊達家も，領主としてアイヌ居住地を含めて管轄する権利を得るとはいえ，有珠郡の産業基盤はアイ

ヌによる漁業であり，慣れない寒冷地での開拓を遂行するためにも，アイヌとの関係を慎重に構築する必要

があった。亘理伊達家は，移住にさいし，アイヌとの関係を慎重に結ぶよう訓示する一方，開拓地を有珠会

所の所在する有珠から離れた紋別に設定し，会所地域はそれまでどおり和賀屋に委任（105 両で請け負い）

することにより，アイヌの権益を侵害すること無く開拓を進めようとした。 

 こうして，有珠地域を中心とした会所による漁業経営は近世以来のままで継続する一方，移住者達により

紋別地域を中心に開拓が進展していくことになる。また，新たな領主として，アイヌと年中行事を通じた関

係を取り結ぶことも行われていた。このように，有珠地域を中心に明治維新後の変化を見れば，新たな領主

として亘理伊達家が任じられ，場所請負商人やアイヌと，それまで同様の関係を結んでいくことになる。一

方で，漁業を基盤とした生活のなかでは居住に適さなかった地域が移住者によって開拓され，漁業では無く

農業を基盤とした紋別地域があらたに形成されていくのである。こうした関係は明治４年まで続くが，廃藩

置県を受け，有珠場所－会所が開拓使に收公されるとともに，亘理伊達家の移住者は，亘理伊達家家臣では

無く，開拓使貫属として有珠郡の住民となり，農業を基盤とした生活を続けていくことになる。明治５年頃

には五穀の収穫が可能となるまで開拓が進み，「農」の実効を挙げるに至るのである。 

 一方，廃藩置県によって亘理伊達「家」という法的な組織は解体する。亘理伊達家当主伊達邦成と元家臣

団を結ぶ法的な紐帯は無くなるが，それでも亘理伊達家を介した亘理郡から有珠郡への移住は続き，元家臣

団たちは武家意識─家臣団意識を持ち続ける。その根拠となったのが，選別の上で亘理から持ち込んだ家伝

来の資料─アーカイブズであり，そこに記された亘理伊達家当主との主従関係の痕跡である。亘理伊達家家

臣団は，廃藩置県にさいして平民籍に編入されるが，それでも武士意識を持ち続けるため，屯田兵・西南戦

争と積極的に従軍して新たな戦功─「武」の実効を挙げ，アーカイブズが証明する武家の由緒と併せて，明

治 18 年にあらためて士族となることを求めて士族復籍運動を展開する。そして士族復籍に成功した亘理伊達

家家臣団は，士族契約会を結成し，あらたな規範を制定する。開拓武士団にとって，「農」の実効を挙げて生

計を立ててきたうえで武士としての意識を保つためには，内部の規範を新たに制定する必要があったのであ

る。 

 以上の亘理伊達家─有珠郡に即して得られた見取り図と分析方法は，他の移住武家や移住者を受け入れた

北海道各地域についてもある程度適用可能な，汎用性のある見取り図・分析方法であると考えられる。次年

度は，亘理伊達家─有珠郡での分析を深めるとともに，東北・九州諸藩や，旗本・寺社なども含めた資料調

査・分析を行い，明治初年における武家の北海道移住の歴史的意義解明の基礎構築に取り組みたい。 

 

５．研究組織 

 三野 行徳 本館研究部・外来研究員 
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（７）特別研究員奨励費 

   「近世後期の大名家臣団における「家」結合の具体相とその変容」 

   2013～2015年度 
   （研究代表者 藤方 博之） 

 

１．目 的 

 近世の政治権力を構成し，また近代においては家族制度の範型とされた武士の「家」について，博士論文

に引き続きその実像を明らかにする研究を進める。特に，大名家を対象として，武士の「家」々の結合のあ

り方が，近世後期においていかに変容していったかに焦点を当てる。その際，近代における士族の「家」に

ついても分析対象に含め，近世から近代にかけて「家」のあり方を連続して分析する。このことによって，近

代「家」制度の研究蓄積が進んでいる，家族社会学・法社会学といった分野における知見との接続を図ること

ができ，近世から近代にかけて「家」の何が変化したのか，その一端を明らかにすることができると考える。 

 

２．今年度の研究計画 

 これまでは新規取立大名において，武士の「家」結合の特質が明確に現われるであろうと予想し，佐倉藩

堀田氏を対象として研究を進めてきた。そこから得られた成果を敷衍するため，同じ観点から他大名家の家

臣団を分析する。 

 上記の作業と並行して，佐倉藩堀田氏を対象とし，近世後期の「家」結合の変化について具体的に描出す

るための準備作業（史料調査・整理）を進める。 

 

３．今年度の研究経過 

 今年度は，史料調査・整理を通じて，筆者の研究上利用できる史料を収集し，読解することに重点を置い

た。 

 まず，これまで筆者が主要な分析対象としていた，佐倉藩堀田氏との比較分析ができる大名家臣団を選択

すべく，各地にて史料調査を行った。具体的には，黒羽藩大関氏，米沢藩上杉氏，島原藩松平氏，人吉藩相

良氏，篠山藩青山氏（調査順）の各大名家である。 

 また，佐倉藩堀田氏の研究を進めるため，マイクロフィルム版堀田家文書を利用した分析を続けるととも

に，家臣家史料の整理も行った。 

 一つは，幕末期の佐倉藩士であり，明治期も家職として堀田家に留まった田村利貞，及びその家族の史料

群である。これを古書店より購入し，整理作業を行った。作業は科学研究費補助業務として大学院生２名に

補助を依頼し，2013 年９月中，３回にわたって実施，完了させることができた。 

 いま一つは，重臣である熊谷家の史料群である。2013 年７月より，佐倉市市史編さん担当が史料整理作業

に着手し，筆者もこれに参画している。これまでに史料整理５回，聞き取り調査１回を実施した。熊谷家に

ついては，次年度も引き続き整理作業に参画する予定である。 

 

４．今年度の研究成果 

 佐倉藩堀田氏の比較対象を選ぶ作業については，調査した大名家臣団のうちから，黒羽藩大関氏や篠山藩
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青山氏など今後分析を深めるべき対象を見出すことができた。 

 佐倉藩堀田氏については，検討内容を広げることができた。戊辰戦争時の出羽国における佐倉藩飛地領の

動向を分析する作業に着手し，調査の必要上から米沢藩への関心にもつながった。 

 近代への接続については，堀田氏家臣の熊谷家文書のなかに，素材となり得る史料があるのではないかと

いう感触を得た。 

 今年度全体を通じて，約 350 点，12000 コマ超の史料を撮影することができた。 

 今年度行った口頭報告としては，まず，佐倉藩堀田氏における家臣団の相続保障を切り口とし，「家」結合

のあり方とその変容の兆しについて取り上げた「堀田氏家臣団における相続保障規定の変遷」（第 15 回近世

法史研究会，於東京，2013 年９月）を発表した。また，明治大学大学院情報コミュニケーション研究科の授

業「学際研究」の外部講師として招かれ，上位権力と「家」内部の問題との関係について論じた「近世大名

家臣団にみる「家」結合の具体相─正俊系堀田氏を事例に─」（於東京，2013 年 11 月）を発表した。 

 研究論文としては，近代における旧藩主・堀田氏の活動を論じた「明治期佐倉における旧藩主堀田家の活

動─教育・産業分野を中心に─」（『地方教育史研究』34 号，2013 年５月）を発表した。また，上述した明治

大学大学院における講義録が刊行された（「近世大名家臣団にみる「家」結合の具体相─正俊系堀田氏を事例

に─」『情報コミュニケーション学 学際研究』第３号，明治大学大学院情報コミュニケーション研究科，2014

年３月）。 

 

５．研究組織 

 藤方 博之 本館・外来研究員 

 

（８）研究成果公開促進費（学術図書） 

   「西洋宮廷と日本輸出磁器─東西貿易の文化創造─」2013年度 
   （研究代表者 櫻庭美咲） 

 

１．刊行物の概要 

 本書は，西洋における日本磁器の流行と東西貿易の相互関係を，美術史および貿易史の視点からとらえ，

総合的に描き出そうとする学術書である。 

 本書の執筆にあたり，筆者は，あえて美術史および貿易史研究の立場に徹するよう努めたが，文化史研究

や考古学など隣接する研究領域の要請にも応える内容を含んでいる。また，従来の西欧人研究者による研究

に欠けていた視点を補う新しい方向性を提示することにより，海外における研究に波紋を投じることを目的

とするものである。筆者は，日本人の研究者による西洋宮廷の文化と輸出磁器の関係を探る初めての本格的

専門書として本書を刊行することにより，日本における輸出磁器研究の進展に大きく貢献することができる

と考えている。 

 17 世紀後半から 18 世紀半ばまでの時代に，日本から西洋へ輸出された磁器は，西洋で独創的な文化を形

成しながら受容された。膨大な磁器が有田で製作された理由は，まさにその文化を再生産するためであった。

このような目的のために輸出される日本磁器が，蘭・英・中という多様な国の商人によって輸出された史実

について，美術史および文献史学の視点から考察を加えるものである。これまで知られていなかった西洋に
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おける肥前磁器の受容層の拡張範囲を正確に把握し，流通ルートについては日蘭貿易以外も視野に入れ総合

的に再認識することで，対象地域を限定した地域研究的手法が主流となった昨今の日欧における研究で見落

とされてきた当該領域の研究に，新たな視座を提示する。 

 

２．成 果 

 2014 年５月 31 日に『西洋宮廷と日本輸出磁器─東西貿易の文化創造─』として株式会社藝華書院より刊

行に至った。 

 

３．研究組織（研究代表者） 

 櫻庭 美咲  本館研究部・機関研究員 

 

（９）受託研究 

   「魚住泊跡出土木材の調査研究」2013年度 
   （研究代表者 工藤 雄一郎） 

 

１．目 的 

 魚住泊は，天平年間に僧行基が播磨・摂津国に置いた五泊の一つであり，奈良時代以来，播磨の重要な船

泊であった。しかし，その場所については，現魚住港という説や，明石市大久保町江井ヶ島の江井島港とい

う説があるが，確かな証拠に乏しかった。 

 1984 年，江井島港の漁業協同組合の事務所の前を浚渫工事中に海中からマツの丸太材が多数引き上げられ

た。丸太は，径 0.7～１m，長さ５～６ｍの大きなマツ材で，両端に繰り抜きの孔をあけてコ字形に抉ってあ

り，その間隔は 3.5～3.7ｍあった。これらの丸太は井桁状に組まれ，その上に人頭大の石が多数置かれてい

た。そこで，これらの丸太は海または河口の護岸工事の基礎として使ったものと推定された。また 1986 年，

同様の木材が赤根川河口の東岸の海中からも引き上げられた。木材は計 13 本であり，両端に運搬用の繰り抜

きの孔をあけてあった。これらの構築物は，巨木を井桁状に組み，それを海底に沈め，中に石を詰め，それ

を幾段にも重ねたものをずらっとつないだ石椋であったものと推定された。 

 その後，2012 年９月，赤根川河口の浚渫工事に先立って明石市教育委員会は発掘トレンチをいれて状況の

把握につとめた。しかし，このときは木材の出土はなく，この地点ではさきのような構造物は崩壊している

と判断された。 

 赤根川河口から見つかった木材は，その重要性にもかかわらず，現在保存されているのは，1986 年の出土

品の一部を切り取ったサンプルが明石市立文化博物館と同志社大学考古学資料館に，それぞれ１点だけであ

り，その年代もわかっていない。そこで，この木材の 14C 年代測定を実施することにより，この構築物いつ

作られたものなのかを明らかにすること，魚住泊との関係を明確化することを目的とした。 

 

２．今年度の研究経過 

 分析した資料は，明石市立文化博物館に保管されている，赤根川加工出土木材である。この木材は 1986

年の赤根川河口の浚渫工事において複数本が海中から引き上げられた長さ５～６m 程度の丸太材の一部であ
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る。現在，明石市立文化博物館では長さ１m 弱に輪切りした状態で２点の木材が保管されており，そのうち

の１点から試料を採取した。 

 この木材は年輪が約 105 年確認できた。そこで，この輪切りの木材の中央から 10 年輪目付近（AK-01，お

およそ 10～12 年輪目に相当），50 年目輪目付近（AK-02，47～51 年輪目に相当），100 年輪目付近（AK-03，

おおよそ 101～105 年輪目， 外部）の３つの試料を採取して，14C 年代測定を実施した。また，ウイグルマ

ッチング法により，高精度に年代を決定することを試みた。木材の樹種同定も実施した。 

 

３．今年度の研究成果 

 １）樹種同定の結果 

 今回測定した木材は，樹種同定の結果，針葉樹のマツ属複維管束亜属であった。1984 年７月の赤根川河口

の浚渫工事で引き上げられた際に，材木商によって，木の種類が日向松と指摘したとの記載がある。これら

の樹種はアカマツであったと考えて問題ないだろう。 

 ２）14C 年代測定の結果 

  AK-01，AK-02，AK-03 の３点の 14C 年代測定結果と年輪に基づく３点の試料の年代的関係を用いて，ベ

イズ統計を用いたウイグルマッチング法によってより高精度な年代決定を試みた。その結果， 外部の AK-03

の年代が，２σの範囲で 860～940 cal AD，１σの範囲で 880～940 cal AD の範囲まで絞り込めた。これは，

おおよそ９世紀末から 10 世紀初頭にあたる。３点の試料の年輪による時間的関係から考えると，AK-03 の年

代が 940 cal AD まで新しくなるとは考えにくいため，AK-03 は，紀元後 900 年前後の年輪の可能性が高いと

推測した。ただし，AK-03 の外側の年輪がどの程度失われているのかが不明であり，伐採年は紀元後 900 年

よりも確実に新しい。他の出土木材には腐敗していない外皮が付いている巨木もあったとの記載がある。今

回試料とした木材は丸木であり表面が加工されていたとは考えにくく，設置，埋没，取り上げの過程で表面

の一部が失われたとしても，10 世紀中に伐採された木材と考えてよいと推測した。 

 魚住泊は播磨・摂津五泊の一つで奈良時代に行基によって整備されたと伝えられ，平安時代から鎌倉時代

には複数回修築が行われたことが史料に示されている。今回の測定試料は平安時代にあたることから，この

時期に行われた修築の際に新たに設置された木材の一つであった可能性が考えられた。 

 なお，この成果については，2014 年度刊行予定の「国立歴史民俗博物館研究報告」で成果の詳細を公表す

る予定である。 

 

４．研究組織 

 工藤雄一郎 本館研究部・准教授 

 

（10）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



115 

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 30 年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としてとりくんでいる正倉院文書約 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，これまで継続的に韓国内の文字資料調査を行ってきた。その過程で，韓国内の古代文字資料

の徹底的な調査が必要であるという認識に至った。そこで本年度は，昨年度に引き続き，韓国の文字資料調

査を中心に行うことにする。本年度は，2014 年度秋に開催される歴博の特別展も視野に入れ，原品，複製を

含めた朝鮮半島の古代石碑資料の調査，そして，近年出土した木簡資料の調査を行うことにする。 

 また，国内においては，秋田城や胆沢城など，東北の城柵から過去に出土した漆紙文書の再検討を行う。

研究分担者の犬飼隆を中心に，名古屋市博物館において古代文字資料に関わる展示を行うことになっており，

この中で，国内の文字資料がかなりまとまった形で集められることになっている。この機会に，展示される

資料の調査・検討もおこなう。 

 さらに，本研究代表者（平川）が集めた 30 年以上におよぶ全国各地の遺跡の文字資料調査に伴う出土直後

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。前年度に引き続きそのための写真

整理と画像データ化を進める。 

 さらに，昨年度に行われた歴博国際シンポジウム「古代日本と古代朝鮮の文字文化交流」の報告と討論を

書籍にまとめ，刊行する。 

 

３．今年度の研究経過 

第１回研究会 2013 年６月 23 日（土） 国立歴史民俗博物館 

 武井紀子 「出土直後撮影文字資料データベースについて」 

 平川 南 「秋田城跡出土文字資料の再検討」 

第１回調査 2013 年７月 24 日（水）～27 日（土） 於秋田城跡調査事務所 

 平川，武井により，秋田城跡出土漆紙文書について，全点の再調査を行った。従来知られていなかった知

見を数多く得ることができた。 

第２回調査 2013 年９月３日（火）～７日（土） 韓国・ソウル・慶州 

 韓国ソウルの国立中央博物館において，古代朝鮮の石碑資料の実見調査を行った。また，慶州の国立慶州

博物館においても，博物館所蔵の古代石碑の実見調査，雁鴨池出土資料の実見調査を行った。さらに国立慶
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州文化財研究所において，伝仁容寺跡出土木簡の実見調査を行った。 

第２回研究会 2013 年 11 月４日（月） 国立歴史民俗博物館 

 武井紀子「秋田城漆紙文書の使用方法」 

第３回調査 2014 年３月１日（土）～２日（日） 

 名古屋市博物館において，特別展「文字のチカラ 古代東海地方の文字世界」の展示見学ならびに資料調

査を行った。この特別展は，研究分担者の犬飼が展示代表者として関わったものである。本研究課題とも密

接に関わる特別展であり，展示のために集められた資料を詳細に検討することにより，新たな知見を得るこ

とができた。 

 

４．今年度の研究成果 

 本年度は，前年度に引き続き，韓国の古代文字資料の調査を行ったが，とりわけ古代の石碑の調査に重点

を置き，多くの知見を得ることができた。また，慶州出土の木簡についての実見調査を行うこともできた。 

 国内においては，秋田城跡漆紙文書の再検討を通じて，これまで明らかではなかった知見を得ることがで

きた。８世紀における秋田城の位置づけについては，これを国府とみる説と，国府ではないとする説が対立

しているが，これまで，出土文字資料の検討からそのことが論じられたことはほとんどなかった。本年度の

漆紙文書の再検討により，あらためて秋田城の位置づけについて議論の素材を提供することが可能になった

と思われる。 

 また，全国各地の遺跡出土の文字写真資料に関して，公開を前提とする画像データ化の作業も引き続き進

めた。 

 なお，2012 年 12 月 15 日（土），16 日（日）にイイノホールで行われた歴博国際シンポジウム「古代日本

と古代朝鮮の文字文化交流」をまとめた書籍を，大修館書店から刊行した（国立歴史民俗博物館・平川南編

『古代日本と古代朝鮮の文字文化交流』大修館書店，2014 年３月）。本書は，研究課題の中間報告的な意味

を持つものと位置づけられる。 

 

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 武蔵大学人文学部・教授 

 小池 淳一 本館研究部・教授          永嶋 正春 本館研究部・客員教授 

 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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（11）基盤研究（B） 

   「江戸時代から明治初期にかけての絵画・版画・和本と色材と 

   製作技術に関する研究」2011～2013年度 
   （研究代表者 小瀬戸 恵美） 

 

１．目 的 

 歴史資料において，その構成材料を明らかにすることは保存や修復のみならず，資料の歴史的・美術史的

位置づけをおこなううえでも非常に重要である。本研究では江戸時代から明治初期の美術工芸品，特に錦絵，

泥絵，屏風，和本を主な対象とし，その製作技術や材質について，自然科学と美術史学の観点から詳細な検

討を行い，年代や製作地による技術の変遷や伝播の過程を解明することをめざす。また画像解析の手法を適

用することによって，製作時の色彩復元や技術解明も行うとともに，画像分析については，歴史資料計測に

適した光源や資料の表面状態を観察するのに適した解析法の検討などを行う。対象資料は国立歴史民俗博物

館（以下，歴博）が所蔵する資料のほか，国内外の関連美術資料，製作法や色材に関する文献記録などを対

象として総合的に調査し，比較検討する。 

 主な対象資料とテーマは以下のとおりである。 

（１）絵画資料の色材と製作技法 

 江戸時代の絵画・版画・和本資料の色材については，美術史研究者の研究（肉眼観察）により，時期によ

ってかなり色感の違いが認められることが指摘されているが，ごく限定された時期・種類のものしか自然科

学的な分析が行われていない。これらについて，時期を追って系統的に調査することで，年代や製作地，製

作者による違いを明らかにしていく。対象資料は歴博所蔵の泥絵，歌川派錦絵版木群，和本ほか，各地の機

関や個人が所蔵する資料を広く対象とする。 

（２）顔料・染料や膠着材の流通 

 「１」と関連し，日本とアジア各地・西洋との間での顔料・染料・膠着材など材料の双交流の解明を目的

として調査を行う。特に江戸後期は，例えば人工顔料であるプルシアンブルーが当初はオランダ船による脇

荷として持ち込まれ，後に中国経由で安価に輸入されるなどという，西洋の人工顔料の日本への輸入やアジ

ア経由での材料の流入が文献記録として残っているので，化学分析とあわせて流通の解明をめざす。これと

「１」とを総合することによって，日本とアジア各地・西洋との材料の双交流ならびに文化の双交流と意義

を明らかにすることを目的とする。 

（３）天然顔料の原料となる金属鉱物の産地推定 

 伝統的な天然顔料は金属鉱物を原料として製作された。古くは丹羽鉱山が有名ではあるが江戸期には秋田

の太良鉱山などが鉛鉱物を産出し鉛顔料を生産したといわれている。本研究では，これらの鉛顔料のほか，

不純物として鉛を含む銅・ヒ素系顔料について，鉛同位体比分析を適用する。また銅系顔料については，早

川（2009）などによりヒ素や亜鉛など共存元素の異なるいくつかの種類の存在が指摘されているので，元素

組成も分析し，これらの結果を併せて，顔料や原材料の産出地の解明をめざす。 

 

２．今年度の研究計画 

 平成 24 年度と同様に平成 23 年度検討結果をもとに色材・鉱石・顔料素材分析および日本・欧米・アジア
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の流通について考察する。また， 終年として上記３つのテーマとも，調査対象とした資料について，美術

史学的な基本課題に関する検討結果に化学分析・画像分析の結果を加味して検討を行う。これらの成果をあ

わせ，江戸時代から明治初期にかけての絵画資料，特に色材・膠着材などの材料の変遷や，それに伴って絵

画に生じた画題など美術上の影響，また海外からの流通を含む原料供給の移り変わりなどについて，総合的

に考察する。 

 

３．今年度の研究経過 

 研究会は行わず各自で研究をおこない，情報共有をした。 

 

４．今年度の研究成果 

（１）絵画資料の色材と製作技法 

 平成 24 年度にひきつづき色材分析及び画像測定を行った。また，得られた色材の分析データの蓋然性を高

めるために蛍光Ｘ線装置による元素同定およびイムノブロット法による膠着材の種別同定を開始した。また，

25 年度に予定していたエルミタージュ美術館での調査・研究会議が困難となったため，平成 26 年度におこ

なうこととした， 

（２）顔料・染料や膠着材の流通 

 欧米・東西アジアの顔料・染料・膠着材について，文献や美術史関係資料などをもとに情報収集を行い，

記述を精査する。本研究の課題である「日本の江戸時代～明治初期における絵画原料と技法」に関連する色

材・膠着材の種類を抽出し，所在確認をおこなった。 

（３）天然顔料の原料となる金属鉱物の産地推定 

 前年度に引き続き，日本における天然顔料の原材料を採取していた鉱山や製作・精製方法などについての

記録・文献調査を主に内容精査をおこなった。 

 本年度は 終年度であるが，海外機関での調査・研究会議が次年度になったことをうけ，次年度に 終的

な研究取りまとめをおこなう予定である。 

 

５．研究組織 

 谷口 陽子 筑波大学大学院人文社会科学研究科・助教 

 高嶋 美穂 国立西洋美術館・保存科学研究員 

 眞鍋 佳嗣 千葉大学大学院融合科学研究科・教授 

 坂本  稔 本館研究部・准教授           鈴木 卓治 本館研究部・准教授 

 大久保純一 本館研究部・教授            齋藤  努 本館研究部・教授 

◎小瀬戸恵美 本館研究部・准教授 
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（12）基盤研究（B） 

   「超高精細画像による博物館資料の高度比較表示方式の研究」 
   （研究代表者 安達文夫） 

 

１．目 的 

 博物館資料の画像をデジタル化し，展示や資料の調査研究に適用することが進められている。その際に，

幾つかの資料を相互に比較できるようにすることは，展示および調査研究において有用な手段となる。本研

究は，非常に高精細な画像を適用した比較表示方式において，これまでの画像閲覧方式を基として，比較表

示する対象を拡大するよう高度化を図り，利用者にとって自然で分かりやすく使いやすい比較表示方式を確

立することを目的とする。 

 これまでの適用から明らかとなった課題の解決を目指し，具体的には，屏風のように同一題材を描いた絵

画資料に見られる描かれた対象の位置関係が異なり対応関係が不連続となる資料間の比較，横長資料である

紙背文書の表裏の比較─特に正倉院文書の元あった並びに仮想的に復元する際の表裏の比較─に関する高度

な表示方式を実現する。さらに３点以上の資料の同時比較方法について検討を加える。そして，これまでに

実現してきた表示と併せ，比較表示方式の体系化を図る。 

 

２．研究計画 

 上記のうち， 終年度として残った次の課題について研究を進める。 

（１）横長資料である紙背文書の表裏の比較表示について，正倉院文書（複製）を具体的対象とし，表裏の

画像のズレの補正のための対応点の効果的な設定方法を明らかにする。そして，仮想的に再構成し，表裏を

比較表示するために必要となる料紙と繋紙の切り分け手法の高精度化を図る。 

（２）展示への適用を想定した横長の紙背文書を配列した画像の表裏の比較表示について，文書のたわみに

起因する表裏の画像のずれに留意し，安定して動作する比較表示法を検討する。 

 

３．研究経過 

 正倉院文書正集 45 巻（複製）の配列画像の表裏の比較に，昨年度までに実現した表示方法を適用したとこ

ろ，文書の縁において適切とは言えない動作が生じ得ることが判明した。そこで，一巻ごとの比較表示に立

ち戻り，表示誤差の発生機構について詳細な検討を行うとともに，対応点の設定数と表示誤差について，定

量的な評価を実施した。 

 本件は，機構連携研究「正倉院文書の高度情報化研究」（研究代表者：仁藤敦史）と連携して研究を進めた。 

 

４．研究成果 

（１）横長の紙背文書の表裏の比較に関し，表裏の画像のズレに起因する表示誤差の補正のため，対応点を

文書の上辺と下辺に対で取る必要があることを確認した。さらに，文書の縦方向の位置で誤差が異なること，

表を基準にした裏の誤差と裏を基準にした表の誤差が異なること，並びに，対応点対を追加すると誤差が増

えることがあるとの複雑な振舞をすることが明らかとなった。これらを勘案して評価を行い，対応点を７対

取れば８割の資料の 大表示誤差を５％以下にできることを明らかにした。 
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（２）正倉院文書を元あった並びに仮想的に再構成し表裏を比較表示するための前段階として必要な料紙と

繋紙の領域の切り分けを，色相に基づいて行う方法について，料紙に対応する赤のピークと繋紙に対応する

蒼のピークの値から閾値を動的に定める方法が固定の方法より切り分けの精度を高められることを明らかに

した。 

 以上の成果を，学会の大会および研究会において発表した。また，対応関係が不連続な資料間の比較表示

として昨年度までに実施した洛中洛外図屏風の甲本と乙本の比較表示を含む閲覧システムの展示での利用状

況の分析結果を本館の研究報告の論文としてまとめたものが刊行となった。 

 

５．研究組織（◎は研究代表者） 

 米村 俊一 芝浦工業大学・工学部・教授 

 鈴木 卓治 本館研究部            ◎安達 文夫 本館研究部 

 

（13）基盤研究（B） 

   「世界自然遺産の再資源化に向けたアクションリサーチ」 

   2011～2013年度 
   （研究代表者 柴崎茂光） 

 

１．目的 

 世界自然遺産を保全する枠組みは発展途上の段階といえる。屋久島においても遺産登録後に観光客が急増

し，登山道の荒廃や混雑現象などが深刻になっているが，未だに十分な対策がとられていない。本研究では，

屋久島を主な対象として①過剰利用を軽減するための必要施策を検討する。また自然資源に過度に依存した

観光形態から脱却するために，②自然遺産に関わりのある歴史・民俗を再評価する。③歴史・民俗の観光資

源化の可能性を慎重に検討しつつ，また海外の事例も参考しつつ，持続可能な世界遺産地域の保全のあり方

を提案する。 

 

２．今年度の研究計画 

（１）世界自然遺産の価値を維持させる政策の提案 

 昨年度に引き続き，入込地点（屋久島空港・宮之浦港・安房港）において，来島者の行動特性（訪問・宿

泊先・観光支出額））を把握する対面式のアンケート調査と，来島者の屋久島に対するイメージ・意識や現状

の管理に対する意向などを質問するアンケート調査を併用し，データを入手する。また，登山道について

も，新植状況や違法刈り払いの状況の状況などを踏まえつつ，情報を収集し，登山エリアの原生状況を把

握する。 

（２）埋もれている歴史・民俗の再発見 

 廃村での生活経験を持つ高齢者や，第二次世界大戦中に山岳地域に疎開していた高齢者を対象として，ラ

イフヒストリーを記録する。なおそれぞれの調査者は，『生業』，『国有林との関係性』，『自然資源の狩猟・採

取』，などのテーマを設定しながら，情報を収集する。また昨年度に引き続き，宮之浦および安房周辺におけ

る廃村地域の遺構調査も継続して実施する。また昨年度実施できなかった地域においても同様なフィールド
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調査を実施する。このほかに，過去のツアー情報誌などで屋久島の観光がどのように把握されて来たかなど

の情報を収集し，現在の屋久島ブームの形成過程を明らかにする。 

 

３．今年度の研究成果 

 本年度は，昨年度からの現地調査を補足調査として実施した。まず，利用者の需要特性については 2013

年８月に宮之浦港・安房港・屋久島空港において対面式のアンケート調査および郵送方式の意向調査を併用

する形でのアンケート調査を実施した。2013 年夏期の結果においても，関東・近畿・中部地方の来訪者が占

める，エコツアー利用率，パッケージツアー利用率がそれぞれ上昇していること，特定の観光地（縄文杉，

白谷雲水峡，いなか浜など）への集中が進み，繁忙期には混雑を実感している観光客が多いことなどの，結

果が支持された。これは，昨年度までの調査とも合致しており，傾向が継続していることを示唆している。

歴史・民俗的資源に関する調査は，国有林内にかつて存在していた廃村調査を継続して実施した。とりわけ

今年度は，険しいゴルジュを何度も横断しており，アクセスが困難な栗生集落上流部の軌道全線を明らかに

した。また栗生官行集落の生活経験者に対する聞き取り調査を実施した。 

 このほかに，観光雑誌などを参考にしながら，観光地「屋久島」の表象のされ方の変遷を明らかにした。

その結果，観光地「屋久島」のイメージは時代ごとに，秘境としての南国の暮らしから，徐々に山岳地域の

ヤクスギ（縄文杉）などが作り出す原生的なイメージに大きく変わってきたことが明らかになった。 

 これらの結果を踏まえるならば，近年世界遺産のブランドが，山岳地域の一部の自然資源に注目されてお

り，それを訪問しようと多くの観光客ら来訪していることが示唆された。また，そうしたブランド力は，観

光業以外には十分生かされていないため，屋久島の一次産業は停滞を続けていることも明らかになった。 

 

４．研究組織 

 愛甲 哲也 北海道大学大学院農学研究院・准教授 

 熊谷 嘉隆 国際教養大学地域環境研究センター・教授 

 才津祐美子 長崎大学大学院水産環境科学総合研究科・准教授 

 八巻 一成 森林総合研究所北海道支所・グループ長 

 奥山洋一郎 愛媛大学農学部・助教 

 西谷  大 本館研究部・教授           青木 隆浩 本館研究部・准教授 

 川村 清志 本館研究部・准教授         ◎柴崎 茂光 本館研究部・准教授 

 

（14）基盤研究（Ｂ） 

   「「中世」を作った技術─生産からみる時代史」2011～2013年度 
   （研究代表者 村木 二郎） 

 

１．目 的 

 列島各地の中世遺跡の発掘では，地域，階層の上下を問わず，日常什器として磁器・陶器の碗皿，陶器の

甕・壺・擂鉢が出土する。保存条件がよければ漆器がこれに伴う。この 12 世紀に普遍化する，前代とは大き

く異なる「中世的」生活様相の実現（技術・生産流通消費の様相）には， も基礎的な日常分野であるがゆ
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えに，そこに中世の特質をみることができる。一方，例えば織田信長の安土城築城は，自らの権力・権威を

誇示・正当化するモニュメントと位置付けられるが，それを実現した各技術は長く寺院が保持してきた異種

技術（集団）を統合したものであった。時代を動かした権力にとって，技術は，経済的権益のみならず，権

力自体を表象するものでもあり，そのあり方は時代そのものの変化であったといえる。 

 こうした視点にもとづき，本研究では，考古的な個別モノ生産の技術変遷に終わらず，中世の特性を技術

の全体像を通じて明らかにすることを目指す。そのため，考古学を主体に中世史，都市史，城郭史，陶磁史

など多様な視点から統合する方法論をたてる。「職人尽絵」などの絵画資料や，現在に継承される伝統技術な

ども積極的に比較検討する。 

 

２．今年度の研究計画 

 国立歴史民俗博物館の平成 25 年度企画展示「時代を作った技─中世の生産革命─」を，本研究の成果発表

の場と位置付けている。そのため，年度の前半に活動の中心を置き，データの収集，資料化をおこなう。展

示に盛り込めない研究分野も当然出てくるので，研究会やフォーラムなどの発表の場を設けて，研究成果を

まとめる。 

 また，本研究をおこなううちに，民俗学的手法による生産技術の研究が非常に有効であることがわかって

きた。そこで，中世以来の伝統的技術で陶器生産をおこなっている，越前焼の工房を調査し，遺跡から出土

する資料との比較材料を蓄積する。 

 

３．今年度の研究成果 

 前年度までの２年間で各地の中世生産関連遺跡を調査してきた。これからの中から重点的に研究を深め，

展示に盛り込む遺跡を選び，資料化するのが今年度の第一の課題であった。そこで，次の遺跡の資料を調査

し，写真撮影等をおこなった。 

 中世大友府内町跡：西洋からの吹きガラスの流入と，それを国産化するまでの過渡的な状況が確認できた。

12 世紀の博多における単発的な吹きガラスの出現と，近世長崎の吹きガラスの国産化を歴史的に捉える重要

な資料群と位置付けられた。また，鉄や青銅の鍵・錠前が多数出土しており，真鍮製の可能性も示唆されて

いたため，蛍光Ｘ線分析をおこなった。真鍮製の資料は確認できなかったが，他の遺跡に比べて鉛の含有量

が非常に高いことが判明した。 

 京都左京三条四坊十町跡：近世初頭の真鍮生産が具体的にわかる好資料である。共伴遺物の中にタイやベ

トナム，中国の壺や甕が含まれており，それらの内面に付着していた漆類からは，チチオールやラッコール，

ウルシオールが検出される。漆箆からも同様の成分が検出されており，南蛮漆器の生産工房の可能性がでて

きた。これまでそれぞれの要素が分断されて知られていたが，多分野のメンバーで調査することによって新

たな知見が生まれた。 

 桑下東窯跡：瀬戸大窯生産遺跡の好資料で，窯道具の工夫が非常によくわかる。匣鉢や挟み皿を駆使して

施釉陶器を大量生産した様相が具体的に知られるとともに，縁釉挟み皿を多用していることもわかった。す

ぐそばの上品野西金地遺跡からは在地向けの製品が一括で出土しており，大窯期の瀬戸の焼物の生産と流通

の状況が捉えられた。 

 七尾城跡シッケ地区：七尾城下町にある職人の様相が知られるが，とくに漆器生産の多様性が判明した。
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ケヤキの木地に漆を何層も重ねた上に朱漆で文様を描く高級漆器が出土する一方で，炭粉渋下地の安物漆器

が相当混入している。安物漆器を今回，木地の分析にかけたところ，いずれもブナやトチノキなどの雑木と

判明した。地方の都市部において，需要層に応じた多様な生産がおこなわれていたことがよくわかる。 

 一乗谷朝倉氏遺跡：城下町の生産がよく知られる遺跡として有名であるが，今回は数珠屋の生活に焦点を

当てて家財道具を析出した。一般庶民層の家財がどの程度であったのか，考古学的手法で迫るには限界があ

るものの，予想以上に物質的には豊かな暮らしをしていたことが理解できた。 

 また，南伊豆における生産と流通拠点，越前焼の工房調査を実施した。港湾部の重要性が再認識されると

ともに，工房調査ではおもいのほか生産のための道具が単純であることがわかった。職人の技術に依存する

部分が多く，考古や文献だけでなく，民俗的な視点からの追究が重要であることが認識された。 

 これらに関する研究報告やフォーラム発表タイトルは以下の通りである。 

 村木二郎「中世技術の 先端」／鈴木康之「町の暮らしと技術」／福島金治「中世鎌倉の寺院と職人」／ 佐々

木健策「権力と技術」／関周一「外来技術の伝来」／坪根伸也「外来技術と豊後府内─鍵・錠前の形態と素

材からみる外来技術導入─」／日高薫「輸出向け漆器と技術」／中島圭一「時代が技術を変え，技術が時代

を作る─生産革命の実像─」／佐々木健策「権力主導による技術の伝播─小田原北条氏を例に─」／ 川口洋

平「外来技術と南蛮貿易」／住吉朋彦「中世渡来刻工の出版」 

 

４．研究組織 

［研究分担者］ 

 小野 正敏 人間文化研究機構・理事      坂井 秀弥 奈良大学文学部・教授 

 金沢  陽 出光美術館・学芸員        福島 金治 愛知学院大学文学部・教授 

 藤澤 良祐 愛知学院大学文学部・教授 

 齋藤  努 本館研究部・教授         日高  薫 本館研究部・教授 

 仁藤 敦史 本館研究部・教授         松田 睦彦 本館研究部・助教 

◎村木 二郎 本館研究部・准教授 

［研究協力者］ 

 池谷 初恵 伊豆の国市・学芸員        大澤 研一 大阪歴史博物館・学芸員 

 大庭 康時 福岡市埋蔵文化財センター・所長  川口 洋平 学識経験者 

 栗木  崇 熱海市教育委員会・学芸員     佐々木健策 小田原市・主査 

 鈴木 康之 広島県立歴史博物館・学芸員    住吉 朋彦 慶應義塾大学斯道文庫・教授 

 関  周一 つくば国際大学産業社会学部・講師 坪根 伸也 大分市教育委員会・主査 

 中島 圭一 慶應義塾大学文学部・教授 
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（15）基盤研究（Ｂ） 

   「日韓古代人骨の分析化学・年代学的研究と三国時代の実年代」 

   2012～2014年度 
   （研究代表者 藤尾 慎一郎） 

 

１．目 的 

 本研究課題の 大の眼目は，併行期でありながら日本と韓国で年代観が食い違っている古墳時代と三国時

代の実年代を，加速器質量分析（AMS）─炭素 14 年代測定法を用いることによって決定することにある。昨

年度の韓国慶尚南道礼安里古墳群（３世紀～６世紀）につづいて，慶尚北道林堂古墳群出土の人骨や土器付

着炭化物を測定対象とした。林堂古墳群にも武器や武具，陶質土器など日本の同時期の古墳にも副葬されて

いる器物が副葬されているので，人骨の年代がわかれば副葬された器物の副葬年代を求めることができる。

その結果に基づいて日韓両国で年代が食い違っている古墳前期，中期の開始年代を初めとした年代観の統一

をはかり，この時代の新しい日韓交流史を考えるための，共通の年代観という研究基盤を造ることを目的と

する。 

 

２．今年度の研究計画 

 今年度は 終年度なので，昨年度と今年度にサンプリングした５～６世紀を中心とした慶山林堂（キョン

サン・イムダン）古墳群出土人骨と佳川洞（カチョンドン）遺跡出土人骨の年代測定をおこない，その結果

を所蔵者へ報告した。また一昨年に試料調査を行った釜山市オンチョンドン遺跡のレポートが釜山市立博物

館刊行の発掘調査報告書に掲載された。 

 また平成 26 年３月 12 日には（財）嶺南文化財研究院の朴升圭院長と禹炳喆調査課長を歴博の国際交流経

費で招へいして，次年度以降の研究の方向性についても議論を行った。 

 本科研費の 終成果は，下記にあるように平成 27 年１月に大邱で開催されるシンポジウムの発表をもとに

書き起こした論文を，『国立歴史民俗博物館研究報告』通常号に投稿・刊行することで果たしたいと考えてい

る。 

 この３年間で三国時代の遺跡から出土した複数の人骨，90 点の年代測定を行ったが，礼安里古墳の試料を

除いてはことのほか良好な状態で依存するコラーゲンに恵まれず，整合性のある測定値が得られた試料が少

なかったことは否めない。ただ中には IntCal とはどうしても合わない時期があることもわかり，日本列島と

同様，考古学的な年代から補正を行って IntCal を補正した K-Cal 構築の必要性も確認することができた。今

後とも遺存状態のよい試料の測定数を増やしていくことが必要である。 

 

３．今年度の研究経過 

平成 25 年７月 28 日～平成 25 年８月２日 

 東亜細亜文化財研究院蔚山発掘調査事務所，嶺南文化財研究院，釜山大学校博物館 

７月 31 日 

 嶺南文化財研究院（大邱佳川洞（テグ・カチョンドン）遺跡出土人骨のサンプリング） 

平成 26 年３月 12 日 
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 嶺南文化財研究院の朴院長と，この２年間の共同研究の成果をどのような形でまとめて公開していくかに

ついての話し合いを行い，平成 27 年１月 23 日～25 日に大邱でシンポジウムを行うことで合意した。その内

容は，まだまだ自然科学的な調査と考古学との関係が一般によく知られていない韓国考古学界に注目して，

炭素 14 年代測定，鉛同位体比分析などの紹介を兼ねたシンポジウムにしたいという希望が示された。 

 

４．今年度の研究成果 

 以下の３本のレポートを作成した。 

 「韓国林洞古墳群出土人骨の炭素 14 年代測定」嶺南文化財研究院蔵 

 「韓国大邱佳川洞古墳群出土人骨の炭素 14 年代測定」嶺南文化財研究院蔵 

 「韓国新文里遺跡出土試料の炭素 14 年代測定」東亜細亜文化財研究院蔵 

①林洞古墳群 2013年２月にサンプリングした試料である。５世紀第１四半期から６世紀第１四半期までの

人骨である。もともと保存処理のため人骨表面に樹脂が塗布されていたことから，炭素14年代測定の試

料となるコラーゲンに影響を与えないようにする必要がある。そのため，表面の樹脂の除去を東京大学

総合研究博物館放射性炭素年代測定室にお願いした。 

 ９点の試料の炭素・窒素分析，炭素14年代測定を実施した。その結果，２点については考古学的知見と整

合性をもつ結果を得られたが，ほかの７点は新しい年代を示した。また同位体分析の結果，窒素の値が

高いことがわかり，水産物との関係がうかがわれた。 

②佳川洞古墳群 2013年７月にサンプリングした試料である。５世紀第１四半期から６世紀第１四半期まで

の人骨，18点を東京大学総合研究博物館放射性炭素年代測定室で，コラーゲンの抽出と炭素14年代の測

定をお願いした。その結果，１点以外はコラーゲンの劣化に伴い，本来の値を示さない可能性があるこ

とがわかった。唯一１点，５世紀第３四半期～第４四半期の試料は，較正曲線の平坦な時期にあたり，

５世紀前葉から６世紀中頃までのどこかにはいるとまでしか，絞り込むことができない。５世紀後葉と

いう考古学的な推定年代がこの中に収まっているとはいえ，まだまだ実用性に乏しい段階にとどまって

いる。佳川洞の人骨も窒素の値が高いことから，水産物の利用の高さが推定される。 

③新文里遺跡 2012年８月に東亜細亜文化財研究院においてサンプリングした２点の試料である。貝層や住

居跡から見つかった土器に着いていた炭化物の炭素14年代測定を行った。１点は鉱物に由来する炭素の

影響を受けて古い値が出ている。初期鉄器時代の値を示している。 

 

５．研究組織 

 李  昌煕 本館・外来研究員      山田 康弘 本館研究部・准教授 

 坂本  稔 本館研究部・教授      高田 貫太 本館研究部・准教授 

 齋藤  努 本館研究部・教授     ◎藤尾慎一郎 本館研究部・教授 
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（16）基盤研究（Ｂ） 

   「国民儀礼化する通過儀礼・年中行事の資料論的研究」2011～2014年度 
   （研究代表者 山田 慎也） 

 

１．目 的 

 人々の生活の中に浸透し日常を規律していた通過儀礼や年中行事等の民俗儀礼は，現在，地域のコンテキ

ストから切り離されて変容し，均質化してきた。これらの要因について，様々な分析がなされてきたが，大

きく以下の四つに整理できよう。まず法令の施行や行政の働きかけ，風俗改良運動や生活改善運動などの影

響などを含む①政治的要因，出産や終末期，医師による死亡確認など生物医療の進展による②医療的要因，

またデパートや葬祭業など，儀礼の商品化による消費文化の進展による③経済的要因，核家族化と地域コミ

ュニティーの変容，地域の過疎化，少子高齢化などによる④社会的要因による変容である。 

 これらの要因は，日本という国民国家形成による動向であり，その作用によって儀礼が均質化している点

で「国民儀礼」ということができる。しかしこれらについては実際には相互に影響を及ぼしあって作用して

いるものの，個別に理解されてきたのであった。そこで，本研究ではその諸要因を分析し，変容の過程を明

らかにしたうえで，相互の関係を総合理論化することを目的とする。民俗学においては，地域性を持つ特有

の儀礼を中心に研究が進められ，地域のコンテキストを離れた儀礼は対象化されにくい状況であった。だが，

現在実践されている民俗を検討するためには，均質化する諸要因を分析検討し総合化することが必要であり，

その動態のなかで，改めて地域の民俗をとらえ直すことによって，現代の儀礼の実態が明らかになる。 

 その際，従来あまり重視されなかった国民儀礼化した儀礼資料について，報告書や動画，画像資料にかた

よらず，モノ資料をも含めた総合的な資料論を検討し，現在の儀礼の動態を示す資料収集の方法と方向性の

構築をも目的としている。なかでも国民儀礼化した民俗については，地域博物館で体系的，総合的に研究を

し，また資料を収集，展示することは限界がある。そこで本研究は，単にその研究成果を出すだけでなく，

それを資料の体系的収集の指針を構築することとし，多様な成果に発展する点に特色がある。 

 現代の民俗に関する資料は，現代資料同様，過去の歴史史料のようにすでに時間を経て選択されておらず，

すべてを対象化することとなるが，それは不可能であり，そのなかで何を選択するかその指針を得ることは

資料収集のために，きわめて重要であり，同時代研究の資料論にも寄与するものである。 

 

２．今年度の計画 

 本研究を達成するため，以下のようにすすめる。 

Ａ班（政治的要因・医療的要因と儀礼の変容） 

 ここでは，政治的動向，とくに近代の風俗改良運動や地方改良運動，生活改善運動，戦後の新生活運動に

関する資料調査を行う。運動に際し配布された冊子などの資料は購入して詳細な検討を継続して行う。医療

的要因に関しては，関連資料の収集，とくに看護学や家政学における衛生的対処への資料調査，終末期と死

亡確認についての資料調査と葬儀の変容について調査を行う。こうした中でどのような民俗儀礼が対象化さ

れ，また法令や行政の指導等によって改良が加えられていくかについても分析する。さらに呪術的な儀礼の

変容について，現地調査に基づいて儀礼観の変遷を照射する。とくに地域的な影響と儀礼の変容について現

地調査を行い，具体的事例とする。 
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B 班（社会的要因・経済的要因と儀礼の変容） 

 社会的要因については，結婚式の変容に関する資料収集を行い，家族観の変容と結婚式の変遷に対する調

査を引き続き行う。また経済的要因に対しては消費文化の浸透を調査するため，東京，京都，名古屋などの

デパート，スーパーマーケットのカタログ，チラシ等から儀礼に関する調査分析を進める。そのためカタロ

グ，チラシ等の収集と撮影等を行い，調査資料とする。また近代におけるデパート等の資料は詳細に調査分

析が必要なため，積極的に収集する。 

 全国的動向と地方との儀礼の差異を一般の人々がどのように捉えているかを把握するため，民俗儀礼の作

法書やマニュアル本などを引き続き収集分析し，全国的に取り上げられている儀礼等について，整理分析を

進める。 

 

３．今年度の研究経過と成果 

 Ａ班については，民俗儀礼の変容をもたらす生活改善運動の資料を引き続き収集しており，それに対応し

た地方の資料も今年度収集することができ，現在分析を継続している。生活改善の対象とされた雛祭りは，

節供の商品化とも連動しており並行して調査をした。また墓地法制の関連で，納骨堂に関する戦前期の資料

を収集し，関東大震災や戦地など大量の異常死者に関する施設が多いことが判明した。 

 医療的な要因については，遺体の清拭の浸透とエンバーミングなどの普及のための衛生教育の進展が見ら

れ，それに対する教育等にも広がっていることがわかり，専門教育の内容についてさら調査する必要がある。 

 

 Ｂ班については，社会的要因では永島婚礼会が日刊紙や婦人雑誌などメディアの露出を重視し，それが結

婚式の専門式場の利用を促進していったことが判明した。さらに目黒雅叙園など他の結婚式場に関する資料

も入手するとともに，戦後の結婚式場の中心となった互助会関連の調査もおこなった。また葬儀場の成立に

ついては新聞記事などから，通夜の位置づけの変化によって，式場の利用が進んでいることが解明された。 

 経済的要因については，消費文化の浸透によって，従来節供をしない地域においても流通の変化によって

ひな祭りが行われるようになっていった。そこである家庭の世代別の節供行事について調査をし，国民儀礼

化する節供の様相が明らかになった。さらに結婚式や葬儀の商品化に関しては，贈答用品の変化について調

査をし，生活必需品との関連が判明した。 

 

４．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・教授 

 常光  徹 本館研究部・教授      松尾 恒一 本館研究部・教授 

 原山 浩介 本館研究部・准教授    ◎山田 慎也 本館研究部・准教授 
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（17）基盤研究（Ｂ） 

   「日韓における青銅器原料の国産開始時期と産地の変遷に関する研究」 

   2012～2014年度 
   （研究代表者 齋藤 努） 

 

１．目 的 

 古代の朝鮮半島と日本の青銅器を対象とし，鉛同位体比分析や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，朝鮮半島と日本における原料国産化の開始時期と，その前後における原料産地の変遷および

両地域間の技術とモノの動きを考察することが本研究の目的である。 

 本研究では，2006 年～2008 年および 2009～2011 年に実施した科研費の成果を踏まえ，以下の研究を実施

する。 

１）青銅器時代～三国時代における朝鮮半島の北よりの地域（旧百済を中心とし，新羅北部地域のほか高句

麗系資料が多く出土する地域を含む）における状況を調べる。すなわち当該地域出土資料の主要な原料

の産地と年代的変遷，また楽浪郡や高句麗との関連性などについて調査する。 

２）日本における，輸入原料を専ら使用していた時期から国産化の開始が想定される時期にかけての資料を

対象とし，原料供給の変遷を詳細に調べる。これまでに報告された国産原料の可能性がある６世紀後

半～７世紀初の資料はいずれも島根県出土のものなので，同県内の類例をさがすとともに周辺他地域

での事例の有無についても検討する。また，これらにみられる長登銅山タイプ原料と同じ鉛同位体比

を示す鉱石が，福岡県香春岳銅山産鉱石の中から検出された。香春岳は，周辺遺跡の状況から，７世

紀代に朝鮮半島からの渡来系技術者が鉱山開発に関わった可能性が指摘されている。これについても

特に朝鮮半島からの技術やモノの移入状況について考察を行い，青銅器からみた日本と朝鮮半島との

関係を明らかにしていく。 

 

２．今年度の研究計画 

 韓国の資料については，東亜細亜文化財研究院，嶺南文化財研究院などの考古調査財団や市立博物館，大

学博物館などを研究協力機関として，連携をとって研究を進める。 

 古代における鉱山開発や技術との関連性について考察を深めるために，古代史（文献史学）を専門とする

研究者に参加していただくことを検討中である。本研究では，日本産原料の開始時期がテーマの一つとなっ

ており，考古学と自然科学の両面からほぼ確実と考えられているのが７世紀中葉頃，自然科学的な分析から

可能性の指摘されているのが６世紀末～７世紀初である。これまで古墳時代～古代の資料の調査を行ってき

たところでは，九州北部から中国地方の北西部において国産原料を使用した古い時期のものが見つかる可能

性があるので，それぞれの地域の研究者などにゲストスピーカーとして参加していただき，資料の調査を進

める予定である。 

 

３．今年度の研究経過 

 日韓の出土資料を対象として，下記の調査と試料採取，研究会を行った。 

７月 
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 韓国・東亜細亜文化財研究院，義城召文国博物館，嶺南文化財研究院において，青銅器の調査と鉛同位体

比分析用試料のサンプリング。 

11 月 

 新潟県胎内市教育委員会において，青銅鏡，銅鏃の調査と鉛同位体比分析用試料のサンプリング。 

１月 

 韓国・東亜細亜文化財研究院において，青銅器の調査と鉛同位体比分析用試料のサンプリング。 

２月 

 鹿児島県喜界町において，青銅鋤先の調査と鉛同位体比分析用試料のサンプリング。 

韓国研究者２名を招聘し，歴博において，韓国内の鉛鉱床分析結果と青銅資料との関連性に関する研究会。 

 

４．今年度の研究成果 

 韓国の各財団および日本国内の教育委員会が所蔵する青銅資料について，鉛同位体比測定用試料のサンプ

リングと，それらの分析を行った。また， 近，韓国内の鉛鉱床を系統的に鉛同位体比分析した研究者と，

それと韓国出土青銅資料との関連性を考察している研究者の２名を招聘し，研究会を実施した。その報告に

よれば，韓国内の鉛同位体比は，地質によって大きく４つのゾーンにわけることができ，判別分析によって

高い確率で相互の識別が可能であることがわかった。また，予備的研究として，忠清道南部の水中から引き

上げられた，高麗時代の難破船に積まれていた青銅容器類の原料産地が，「ゾーンⅢ」（嶺南山塊の中部～西

南部と沃川褶曲帯）内に帰属すると推定された。 

 

５．研究組織 

 亀田 修一 岡山理科大学・総合情報学部 

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

 高田 貫太 本館研究部・准教授 

 

（18）基盤研究（Ｂ） 

   「日本古代における官衙機構の成立と展開」2012～2015年度 
   （研究代表者 林部 均） 

 

１．目 的 

 七世紀後半に成立した律令国家は列島社会を支配するため，中央と地方に国家統治機構を整備した。中央

には藤原宮や平城宮・長岡宮・平安宮などの王宮，地方には国府，郡家などの地方官衙をおいて列島社会を

支配した。いっぽう，王宮や地方官衙は，儀式や政務をおこなう中枢だけで機能していたわけではない。そ

の周囲には，その機能を支えた様々な実務的な官衙が配置されていた。また，それらの周辺では，手工業生

産にかかわる遺跡の存在なども明らかとなっている。 

 本研究では，これまでの王宮や地方官衙の中枢を中心とした研究ではなく，とくに，その中枢の周囲に配

置された実務的な官衙に焦点をあて，具体的に発掘調査の成果を集積し，分析することにより，それが，い

かに成立し，展開していくのかを検討する。また，王宮や地方官衙から出土する木簡や墨書土器といった出
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土文字史料の分析，文献史料の再検討をおこない，実務的な官衙が，実際にどのように機能していたのかを

分析する。そして，考古学からの遺跡の検討と文献史学からの検討を総合することにより，律令国家の実際

的な機能の形成，展開過程を明らかにする。すなわち「本質としての律令制の導入」の実態を具体的，かつ

総合的に明らかにすることを目的とする。 

 

２．今年度の研究計画 

 王宮の調査では，藤原宮・平城宮を重点的に調査する。発掘調査の成果を集積し，実態としてどのような

官衙遺跡が存在するのかを把握する。また，木簡や墨書土器といった出土文字史料の調査・分析も並行して

おこなう。 

 地方官衙の調査では，まず，郡家や国府といった地方官衙や地方官衙を支えた様々な遺跡についての情報

を発掘調査報告書などをもとに集積する。また，多賀城跡と大宰府跡，秋田城跡は，それぞれの発掘調査を

担当している九州歴史資料館，太宰府市教育委員会，宮城県多賀城跡調査研究所，秋田市教育委員会秋田城

跡調査事務所の協力を得つつ，発掘調査資料を集積する。 

 作業の進捗の確認と，成果報告のための研究会を国立歴史民俗博物館で３回，現地調査を１回実施した。

なお，この共同研究は，本館の基幹研究「古代列島世界の再構築」の１ブランチである「古代地域社会の実

像」と一体で運営をおこない，より成果があがるように配慮した。 

 

３．今年度の研究経過 

 今年度は４回の研究会を開催した。 

第１回研究会 2013 年７月 13 日（土）・14 日（日） 国立歴史民俗博物館 

研究報告 江口 桂「古代武蔵国府の機能と役割─国府と周辺集落跡の検討から─」 

     渥美賢吾「古代那賀郡における官衙の形成とその意義」 

     池田敏宏「古代東国の仏堂施設・仏教系遺物─在地仏教信仰史へ向けての小序─」 

     内山敏行「７・８世紀の渡来系文化─栃木県地域─」 

     川尻秋生「古代東国の地域的特質」 

第２回研究会 2013年９月28日（土）～30日（月）秋田市教育委員会秋田城跡調査事務所ならびに遺跡踏査 

研究報告 伊藤武士「近年の調査成果から見た古代城柵秋田城跡の史的位置づけ」 

遺跡踏査 「米代川流域の古代遺跡」 

     大館市博物館（秋田県大館市）・矢立廃寺跡（秋田県大館市）・胡桃館遺跡（秋田県北秋田市）・

大館遺跡（秋田県能代市）・石崎遺跡（秋田県南秋田郡五城目町）・秋田城跡（秋田県秋田市） 

第３回研究会 2014 年１月 25 日（土） 

研究報告 小嶋芳孝「渤海と日本の交流」 

     梁淑子「益山王宮里遺跡の調査成果」 

第４回研究会 2014 年３月 15 日（土） 

研究報告 島田崇正「半布里戸籍故地の古代集落遺跡について」 

     田中弘志「弥勒寺官衙遺跡群について」 

     富田真一郎「『不破関』の再検討」 
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     高田康成「美濃国分寺跡」（資料配付のみ） 

 

４．今年度の研究成果 

 昨年度に引き続いて，できるだけ具体的に事例に即して分析を加えることを目標とした。 

 今年度も，大宰府跡，多賀城跡，秋田城跡という，地域支配の拠点となる官衙遺跡を調査し，政庁とよば

れる中枢施設に対して，曹司と呼ばれる周辺の官衙施設が，いつ頃から，どの程度整備されていくのかを具

体的に分析した。その結果，どの遺跡でも，その初期段階には，実務をおこなった官衙といえるような建物

などはみつかっておらず，中途段階から整備されることが明らかとなった。実務的な官衙が存在しない時期，

役所の実務はどこでおこなっていたのかという課題ができた。 

 また，近年の秋田城跡の発掘調査の成果を整理して，遺跡の踏査もおこない， 北の城柵として，行政と

軍事，外交・交流の重要な拠点であることを確認した。そして，対蝦夷・対北方交流と交易の拠点として，

律令国家の「北の窓口」として位置づけた。 

 さらに，都でつかわれた土師器（畿内産土師器）の列島各地への搬入を調査し，地域支配の進展や官衙の

成立に深くかかわることを明らかにした。 

 その他，宮崎県西都市日向国府跡，福岡県行橋市福原長者原遺跡，東京都府中市武蔵国府跡などの調査も

おこない，定型化する以前の国府の様相の把握に努めた。さらに，群馬県伊勢崎市三軒屋遺跡，群馬県太田

市天良七堂遺跡，埼玉県深谷市幡羅遺跡・熊野遺跡，岐阜県弥勒寺官衙遺跡，茨城県水戸市台渡官衙遺跡群

などの郡衙遺跡についても調査をおこなった。 

 

５．研究組織 

 今泉 隆雄  東北歴史博物館館長（2013 年 12 月に逝去） 

 佐藤  信  東京大学大学院人文社会系研究科  吉川 真司  京都大学大学院文学研究科 

 渡辺 晃宏  独立行政法人国立文化財機構 奈良文化財研究所 

 坂井 秀弥  奈良大学文学部          高橋 一樹  武蔵大学人文学部 

 高田 貫太  本館研究部・准教授        仁藤 敦史  本館研究部・教授 

◎林部  均  本館研究部・教授 

 

（19）基盤研究（C） 

   「軍都としての帝都東京─明治・大正期を中心に─」2012～2015年度 
   （研究代表者 荒川 章二） 

 

１．目 的 

 本研究は，近年の軍事史研究の一つの特徴をなす＜軍隊と地域社会＞の研究の一環に位置づけられ，首都

東京の軍都としての歴史的性格を解明することを目的とする。軍都研究は，昨今いくつの地域事例を積み重

ねているが，首都圏・関西圏等の巨大都市の軍事的性格・特質に関する研究は，時期的にも対象領域的にも

断片的成果にとどまる。本研究では，東京の，巨大都市圏の中枢（大阪と共通），かつ帝都（首都，かつ宮城

の所在地＝東京独自の性格）という両側面に注目しつつ，軍事都市としての形成期から大正期に至る時期を
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主たる対象にして，軍都としての帝都東京の特質，変遷を明らかにする。 

 〈軍隊と地域〉関係史研究は，近々十年余の間に多くの成果を上げ，軍事史研究の一つの潮流をなしてき

た。研究状況を示す 新の文献リストは，土田宏成『近代日本の「国民防空」体制』（神田外語大学出版局，

2011.1）序章の詳細な注（P35）が参考になる。ここには掲げられていないが，坂根嘉弘編『軍港都市史研究

Ⅰ舞鶴編』（清文堂，2010.1）を皮切りに，軍港地域史（海軍軍都）研究も組織的に始まりつつある。これら

一連の研究は，総体として見れば，軍用地と地域社会，軍事化と都市化，軍隊の駐屯と地域経済，軍事演習

と地域，地域行政の軍事適合化，軍隊と地域文化，戦死者の慰霊空間の形成など，社会の広領域に及ぶ軍事

化の影響に着目し，軍事組織と戦時経験が近代日本社会を深くとらえていく様相を，多領域から解明しつつ

ある。 

 研究代表者もこれまで，『軍隊と地域』（単著，青木書店，2001 年）において，静岡県及び愛知県の一部を

フィールドとして，〈軍隊と地域〉関係史の方法を個別実証的に提起し，『軍用地と都市・民衆』（単著，山川

出版社，2007 年）では，都市形成や地域発展と軍用地の展開との関係を全国レベルで概観した。また，論文

「基地の起源と自治体・地域社会」（『都市問題』2010.11 月号）では，戦前と戦後の軍用地・軍事都市の継

続・断絶両面の問題を提起した。このほか，「第六師団の歴史と地域社会」（熊本近代史研究会編『第六師団

と軍都熊本』2011.3）では，戦前の軍都と呼ばれる都市群の中での熊本市の特質を考察した。 

 しかし，これらの研究蓄積の中で，大都市圏を一つの「地域」として設定し，軍事史的視角からアプロー

チした研究は，上山和雄編著『帝都と軍隊』（日本経済評論社，2002 年）のみであり，拙著『軍用地と都市・

民衆』や土田前掲書が，部分的あるいは特定領域に限定してふれるにとどまっている。そして，上山編の集

団研究は貴重な成果であるが，防空体制や東京周辺の軍事地域化に焦点が置かれており，「帝都」の軍隊の中

枢をなす第一師団および近衛師団の編成や地域への影響などには分析が及んでいない。 

 したがって，両師団の形成過程，徴募のあり方，軍用地の取得を含む展開過程，定期検閲や各種演習（機

動演習～特別大演習）の実態と地域への影響，戦時における首都の銃後形成の特質など，両師団を中心に据

えての基礎的研究がまずは必要と思われる。 

 また，東京及びその周辺（千葉や埼玉）には，陸軍省・参謀本部や教育総幹部が管轄する多数の教育機関

（例えば戸山学校）が集中していた。いうまでもないが，これだけの軍関係教育機関を集積した地域はほか

にない。前掲「第六師団の歴史と地域社会」において，師団所在地での軍学校設置により士官層及びその予

備軍の多大な集積がなされ，そのことが地域の文化や思想，学問研究，民衆意識にどのような影響を与えた

のか解明すべきとの問題提起をしたが，この問題は，より広く東京について解明さるべき課題であろう。さ

らに，早い時期からの造兵廠（東京工廠）や兵器廠，被服廠など軍需工場の集積（軍需工場用地と職員・職

工）も東京の特質（ただし，巨大都市に共通した特質）である。これら東京の軍事性を総合的にとらえるこ

とによって，他に比類のない軍都としての東京論を提起できると思われる。 

本研究の学術的な特色，意義としては 

ⅰ 軍隊と地域社会の関係史研究は，軍隊がある地域社会に設置され活動することがいかなる 

意味をもつのか，地域部隊（郷土部隊）の設置により，軍隊を支える地域の構造や心性がどう生まれるのか，

一方でその構造はどのような問題性を含んでいたのかを追及してきた（拙著『軍用地と都市・民衆』序章）。

しかし，首都圏における〈軍隊と地域〉関係史は，単に研究の空白を埋めるだけではなく，首都圏の文化的

発信力や人口集積とあわせて考えれば，〈軍隊と地域〉関係史の要として，他地域の軍都研究以上の意味を持
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とう。さらに，首都圏から広がる「国民」形成過程（国民としての規律化）の考察にも繋がるだろう。 

ⅱ 首都の軍事諸組織，部隊の形成・展開の基礎的研究は，近代日本の首都東京の軍事的性格を も基本的

なところから明らかにする作業と位置づけられるだろう。その軍事的性格は，軍事都市としての形成期，植

民地帝国の「帝都」となっていく過程と軍都としての本格的形成が相関性を持って展開していく時期に大別

できると予想されるが，この分析作業は，「帝都東京」とはどのような存在であったのか，軍事的視点から問

うことになるだろう。 

ⅲ 本研究のねらいの一つは，近衛師団・連隊の研究を東京という地域との関わりにおいて研究することに

ある。御親兵から発展した，日本で も早い近代軍隊であった近衛兵の特殊任務は，宮城と天皇・皇族の守

備である。当初の兵士は，徴集ではなく，各鎭台諸兵から精選され，しかも服役期間は５年間であった（明

治６年より）。まさに，諸部隊・諸兵の上位に位置づけられた「天皇の軍隊」であった。その後，明治 16 年

の徴兵令改正で近衛兵は各軍管区からの徴集する仕組みに切り替わるが，それにしても，近衛という軍組織

を地域社会との関係から考察するのは難があると思われる向きもあるだろう。しかし，日清戦後の一時期，

近衛師団の徴集は第一師管とされ，旧来の全国徴集に復した明治 32 年の徴兵事務条例改正後も，歩兵と騎兵

の諸部隊以外の兵士は第一師管からの徴集が続いた（『近衛師団沿革概要』）。また，検閲や演習が第一師管区

内で行われたことはいうまでもない。これらの点に注目して，近衛師団を地域との関係で考察し，第一師団

と合わせて，首都の軍隊の存在形態を総合的に把握していく。 

 

２．今年度の研究計画 

 ４年計画のうち，２年目にあたる本年度において，本研究を達成するために必要な作業目標としたのは，

大きく分けて次の三点である。 

①防衛省防衛研究所資料閲覧室の資料調査 

  本年度の防衛研究所資料調査の重点は，首都圏の諸部隊の詳細な実態を知るための基本資料の一つとし

て，明治期の師団・各連隊の状況報告や演習報告・定期検閲報告，あるいは植民地の状況報告などを多

く含む千代田文庫資料の調査を行い，補足的に各部隊史の基本資料として「部隊歴史」として分類されて

いる資料群の調査を行うことに置いた。前者の資料群の多くは，大元帥である天皇への上奏のためにま

とめられた資料であり，数ヶ月から１年単位での軍の状況や変化をまとめた報告書を多く含んでいる。 

②靖国神社靖国偕行文庫の文献調査 

  部隊史の文献では，防衛研究所では複写を複写出来ないものも多いので，同文庫での調査を主として進

める。こちらでは，複写量の制限があるが，当日複写が可能である。 

③アジア歴史資料センターのデジタルアーカイブで陸軍省大日記関係調査 

  同センターで公開されている防衛研究所関係資料群は膨大であり，陸軍省の発来翰の綴である大日記類

も10種類以上の多岐にわたる。このうち，軍用地関係の文書を大量に含む『陸軍省大日記乙輯』の基本的

な調査は先に行っているので，本年度は，『蜜大日記』を中心に，検閲など部隊の状況報告を含むもの，

事件性を持つ出来事の報告など部隊の内情が見える文書を調査することにした。 

④本年は２年目であるので，以上の資料の調査と資料の分析を通じて，中間報告的な調査まとめ作業を並行

して行うこととした。 
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３．今年度の研究経過および成果 

 研究計画のうち，①防衛省防衛研究所資料閲覧室の資料調査のうち，千代田文庫資料については，約 200

冊の綴の内容を確認し，そのうち 100 冊余について，近衛関係部隊及び第一師団関係部隊に関し，部隊規律

の現状や演習結果の状況，徴兵の状況などを考察することができる検閲報告文書を収集，複写した。この結

果，両部隊に関して，一部欠落がありつつも，明治 10 年代前半から明治末までの検閲報告を揃えることがで

き，近衛と第一師団を比較しつつ，長期的に検討することによって，上奏文という限界はあるものの，下記

に記す部隊史関係では伺えない時期毎（数年から 10 年程度の単位）の部隊の変化（問題点や部隊建設の課題）

に接近することが可能になった。 

 さらに，防衛研究所では，数十点の部隊歴史関係綴の調査を行った。複写不可能なものがほとんどで，筆

写が必要なものは，来年度の詳細調査にまわさざるを得なかったが，とりあえずは②の靖国偕行文庫の調査

で，大正～昭和初期に刊行された主要な聯隊史，大隊歴史など基本文献をそろえることができた。戦後刊行

された部隊史は，明治大正期の記述が薄いものが多いが，これらの文献収集により，部隊史の基本骨格を把

握することが可能になったと考えられる。 

 ③の調査課題に関しては，明治後半から大正期までの綴の内容チェックを行った。首都の部隊関係資料で

は，編制関係の外，演習関係や軍紀に関わる文書，徴兵・徴発関係の文書を確認したが，複写は未了であり，

分析は今後の課題である。 

 

【発表論文等】 

荒川章二編著『首都の軍隊』（『地域の中の軍隊 第２巻 関東編』）として刊行予定（吉川弘文館） 

 

４．研究組織 

◎荒川 章二 本館研究部・教授 

 

（20）基盤研究（C） 

   「中世禁裏・幕府共同財政帳簿の基礎的研究」2012～2014年度 
   （研究代表者 井原 今朝男） 

 

１．目 的 

 幕府と朝廷の共同財政帳簿であることが判明した即位下行帳の具体的な内容分析と，惣用下行帳や即位下

行帳が幕府の奉行人と禁裏の官務官人によってどのように運用されていたかの具体的実態を解明することが，

本研究の目的である。 

 惣用下行帳に関する史料群を集積し，帳簿の作成に関与した幕府奉行人と禁裏官務官人の人名データベー

スをつくり，基礎的史料群のデータを掌握することを３年間の研究目標とする。 

（１）７冊の即位下行帳の内容分析を行い，明応・文亀・永正年間の同時代史料である公家日記をはじめ，

歴博所蔵廣橋家旧蔵典籍群から惣用下行帳に関する史料群と照合して，惣用下行帳に関する網羅的な史料デ

ータを集積する。 

（２）当面は公家関係史料群から開始して武家関係史料群と守護・禁裏領の調査を行う。 
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２．今年度の研究計画 

（１）明応・文亀・永正年間の禁裏・幕府共同財政の運営に従事した官僚組織のメンバーと，その職歴・人

的ネットワークの史料リストを基礎データとしてデータ入力をつづけ，そのリストアップの集計にとりかか

る。とりわけ，広橋・甘露寺・勧修寺・清原業忠・業賢・中原師富・大宮時元らの史料を整理して官僚組織

の構造をあきらかにし，天皇の官僚組織の内実を論文化する 

（２）即位下行帳の永正七年から十八年の即位伝奏広橋守光の関係史料を，田中本，高松宮本，広橋本など

から抽出し，データの集約を進める。後柏原天皇の即位関係史料とその財政運営にあたった官僚組織とメン

バーを探索する。 

（３）即位下行帳に登場する六位外記史ら地下官人をリストアップする作業を継続し，データ入力を推進す

るとともに，調査分析をすすめ，重層的な家司・家礼関係を解明・まとめにかかる。 

（４）惣用下行帳に関する関係史料を集積し，即位下行帳との関係を検討する。 

（５）諸司領・官渡領・殿下渡領・将軍家領・禁裏御領との相互関係の資料を集成するとともに，禁裏御領

の拡大傾向の背景とその個別荘園調査を継続する。中下級貴族や地下官人らが天皇の官吏であるとともに，

室町殿・摂家の家司・家礼という家産官僚制の官人でもあったという二面性を解明する。 

 

３．今年度の研究経過 

（１）禁裏と幕府の共同財政帳簿である「即位下行帳」の運営に関与した公家官僚と幕府官僚のリストアッ

プをすすめ，その集約をおこなった。その結果，公家のメンバーでは，広橋兼宣・綱光・兼顕・守光，町廣

光，中御門宣胤・宣光，勧修寺経成・教秀，甘露寺清長・房長・親長・元長・伊長，三条西実隆・公条らが，

儀式伝奏や行事蔵人・奉行弁として関与していることが判明した。いずれも名家・羽林家の家格をもつ中級

貴族である。 

 さらに，共同財政帳簿である「即位下行帳」に関与する実務官人として，官務の大宮長興・時元・伊治，

壬生干恒らの存在が明白になった。いずれも弁官局の首長に相当する左大史・新四史＝官務であることが判

明した。幕府方の共同財政運営の実務官人としては，「惣奉行」として摂津之親・元親・政親・元造，「相奉

行」として松田長秀・秀俊，斉藤基雄，飯尾貞連が確認された。惣奉行は儀式伝奏の発した切符の下書を追

筆する役割であり，相奉行は，連署して公方御倉に相当銭貨の支払いを命じる役割を果たしたことが判明し

た。 

 禁裏と室町殿の共同財政帳簿は，官務の大宮時元が，惣奉行の摂津之親の自筆史料を，担当奉行の元親か

ら借用・書写して，それを基礎データにして，必要用途項目ごとに「増減」を加えて予算原案をつくり，即

位伝奏に提出した。即位伝奏の奏事によって天皇の意思がしめされ，室町殿と合議する。即位伝奏と管領・

政所執事伊勢氏，惣奉行攝津氏らを介して両者の合意が形成され，即位用途の 終案が出来るシステムにな

っていることが判明した。言い換えれば，先代の天皇の即位用途の下行帳をもっている武家奉行人の即位惣

奉行攝津氏の家文書が，禁裏の官務によって書写され，禁裏の即位用途の予算原案が作成されており，公武

一体の官僚機構が即位伝奏・即位惣奉行・蔵人頭・官務・公方御倉によって構成されていたことがわかる。 

（２）即位下行帳の作成や請求書・注文・目録などの作成に関与した地下官人のリストアップをすすめ，そ

の集約を行った。 

 右大史として「安倍盛俊」・「安倍盛久」，左大史として「高橋範職」，左少史として「小槻道祐」・「高橋重
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職」，左史生として「紀員定」・「紀氏広」「宗岡（中原）行賢」（「行事官行賢」），右史生として「菅野職治」・

「菅野国清」，右官掌として「紀氏重」「紀末重」「氏村」，左官掌として「紀助兼」，召使として「行秀」「宗

岡行継」があげられた。また「主殿大夫職行」，「堀川祐弘」，「出納中原職盛」，「高橋宗国」，「行松兼清」，「正

六位少允藤井行吉」，「同少属藤井行国」らが判明した。いずれも弁官局の官務や外記局の局務の下におかれ

た六位外記と左右少史を兼務しているものが多い。さらにその下部である官の史生・官掌，召使など弁官局

の下部組織が室町戦国期においても行政機能を発揮していたことがわかる。それと較べて，蔵人所の六位蔵

人や極臈の下で実務機関となっていた出納・下部らの存在がきわめて陰が薄い。史料上も再調査が必要であ

る。 

（３）外記局の中原師胤・師郷・師富，清原宗業・業忠・宗賢・宣賢・業賢・枝賢，弁官局の官務大宮長興・

時元・伊治らのデータを集積して，室町・戦国期の「両局輩」と称された地下官人の役割と中央官僚組織を

解明する作業を継続した。その結果，局務の清原業賢が，大宮時元の女を妻として男子を出産しており，そ

れが枝賢であったことがわかる。『言継卿記』天文十四年（一五四五）四月十八日条に「清三位〈業賢卿〉官

務〈伊治宿禰〉今日西国へ下向云々，広橋，予，薄等三人花山院門前迄送候了」とある。ここから，大宮伊

治と三位清原業賢とが一緒に一五四五年四月十八日に京都を出発して周防に向かったことが判明する。これ

まで大宮伊治がいつ西国に下向したか不明とされており，清原家と大宮家との姻戚関係や共同行動の実態は

知られておらず，官務と局務の一体性という新しい史実の解明となった。 

（４）広橋家・甘露寺家・菅原家・清原家・大宮家など中級公家と下級公家や地下官人らの家領荘園や知行

地・屋敷地・公事地の史料を集成するとともに，禁裏御領との関係を検討した。その作業の過程で，中級公

家は天皇家の官僚として行事の蔵人や弁官，儀式伝奏や，天皇の近臣・近習になるとともに，摂関家や室町

殿の家司・家礼・殿上人・諸大夫ともなり，両者に兼属していたことが判明してきた。いかえれば，彼ら中

下級貴族と地下官人らが，天皇制の官吏であるとともに，室町殿・摂関家・院や女院など権門の家政職員で

もあり，国家官僚制と家産官僚制との二重の組織を又にかけていた二面性をもった官人であることが明確に

なった。 

（５）局務家の中原家・清原家の家領荘園や官務家の大宮家の家領荘園と禁裏御領との関係史料を集成して

その中間整理をおこなった。その結果，中原家のみならず清原家とも，局務でありながら，室町殿・摂関家

の家司・家礼を兼ねることによって，将軍家領や殿下渡領遠江国浅羽荘の荘園の一部や屋敷地を給分として

知行安堵を受けていたことが判明した。とりわけ，それらの所領は「局務渡領」とよばれ，局務在職中のも

のが荘園を知行することが許されたものであった。それには播州小犬丸や大炊寮領丹波今安保・掃部寮領上

野国綿貫荘などがふくまれていたことが判明した。局務が中原師孝から清原業忠に交代すると，局務渡領の

知行主も中原から清原に交代した。しかも，文安五年（一四四八）十二月三○日後花園天皇綸旨で，大炊寮

領の公領の売買契約を罪科として無効にする徳政令と公領興行を命じている。それにともない幕府も八カ国

に宛てた室町殿（義政）御教書を発給して，公領再興の興行令を発していたことが判明した。 

（６）官渡領・殿下渡領・公家領・室町将軍家領と禁裏御領の関係を示す史料群の中間まとめをおこなった。

その結果，甘露寺家領や殿下渡領や中級公家領などに対しては，文明三年・六年の幕府軍の近江出陣，文明

四年の越前への幕府軍出兵，明応四・七年山城・丹波・摂津への細川軍出兵に際して，兵粮米確保のため半

済令が復活・発令された事例を解明した。これらの半済令に対して，摂関家や一般公家はもとより後土御門

天皇も，家領や禁裏御領の半済令免除を幕府に要請した。とりわけ，後土御門天皇が半済令免除を要請した
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「公家門跡領」については，幕府・管領も半済令免除を公認した（『後法興院記』）。それらは，一般の禁裏御

領のほかに門跡・摂家・清華・大臣・羽林・名家・半家などの近臣公家領や禁裏女房領・官務家・局務家・

医師半井家・外記中原家・検非違使中原家・陰陽師家土御門家，院長官紀家を含み，寺社では松尾・稲荷・

吉田・泉涌寺・行蔵庵・悲田院の所領群であった。いずれも広義の禁裏御領が半済令免除の特別保護策をう

けて，禁裏御領の肥大化が進展していたことをあきらかにした。 

（７）禁裏御領や禁裏と関係の深い寺社の現地調査をおこなった。禁裏御領大炊寮領丹波国 

佐伯保を継続して現地調査した。院分国伊豆国との関係から将軍家と箱根別当・箱根別所の経済的社会的意

義の研究会をおこなった。また，大宮時元の発給文書控に数多く登場する伊勢祭主大中臣伊忠と神宮禰宜荒

木田守世との関係について伊勢神宮の現地調査を行った。とりわけ，二十年一度の遷宮の白石持ち行事にあ

わせて，神事・内宮本殿内部の見学，鳥羽の神饌などの現地調査をおこなった。 

（８）共同財政を運用した名家・羽林家の中級貴族と，幕府の惣奉行摂津氏の関係を調査するため，金沢市

立玉川図書館所蔵の加賀藩主前田家「松雲公遺稿古文書類纂」の書写本調査をおこなった。公家では，持明

院家・冷泉家・勧修寺・三条西・甘露寺家・中山家・烏丸家・薗家の八家の古文書を調査し，家領荘園の存

在を確認した。武家奉行人の摂津氏については，「摂津氏伝書」を調査し，摂津親秀から之親─政親─元親─

元直の歴代の加賀国倉見荘・伊賀国智村御薗・武蔵国岩手砂坊などの家領荘園を確認した。さらに「名主職

之補任状案」の調査を行い，加賀国倉見荘内岩方・木越村の名主職補任状が，中山康親・親綱父子の家司・

雑掌である大口加賀守雅善・親善によって作成されていたことが判明した。これら中山家の発給文書は，甘

露寺親長の「符案」とされる「案文書類巻」（歴博所蔵田中本）にも，書写されていることを確認した。 

（９）外記の局務をつとめた清原家は良賢─頼季─宗業─業忠─宗賢─宣賢とつづいた。この内良賢は出家

して常宗を法名とし，頼季─宗業は浄居庵を号した。業忠・宗賢・宣賢の三代は環翠軒を号した。この号に

ついて，今回相国寺文書の中に，応永十九年十一月七日付将軍義政御判御教書の存在が確認された。浄居庵

を大統院に命じて常宗（清原良賢）の管領にするように珍侍者に宛てた安堵状である。ここから禁裏の外記

である清原良賢が，室町殿からも屋敷地を安堵されていたことが判明した。大統院は，現在も建仁寺の塔頭

として現存するため，現地調査を実施した。ここから，清原家の高倉亭の中に建てられた「浄居庵」が，建

仁寺大統院の末寺で禅宗寺院であったことが判明した。 

 

４．今年度の研究成果 

（１）今年度の主要な目標であった「広橋・甘露寺・勧修寺・清原業忠・業賢・中原師富・大宮時元らの史

料を整理して官僚組織の構造をあきらかにし，天皇の官僚組織の内実を論文化する」という課題と（２）・（３）

の研究計画は，拙論「天皇の官僚制と室町殿・摂家の家司兼任体制」として論文化した。これまで公開して

きた諸論文を公武一体の天皇制の官僚制機構論として体系化し，仮説として室町期朝廷論をまとめ，論文集

『室町廷臣社会論』（塙書房二○一四年二月 pp1-602）を公刊することができた。 終目標を一年前倒しで達

成することができた。 

（２）研究計画の（５）「中下級貴族や地下官人らが天皇の官吏であるとともに，室町殿・摂家の家司・家礼

という家産官僚制の官人でもあったという二面性を解明する」については，論文集『室町廷臣社会論』（前傾

書）に組み込んで公開した。とくに，広橋家・甘露寺家・中山家・山科家・白川家・船橋清原家・中原家な

ど歴博所蔵の公家文書の研究と行政官僚組織については，歴博企画展示『中世の古文書』（小島道裕研究代表）
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の一部として公家文書の展示を担当して，実物史料群の公開展示をおこなった。展示図録『中世の古文書─

機能と形─』（歴博二○一三）で，史料番号 91－98，101－102，132－133，135－144，181 について史料解説

を担当し公開した。歴博フォーラム『中世の古文書』において「中世公家における家政と文書」の講演を

行い，天皇の発給文書である「綸旨」「院宣」「奏事目録」「伝奏奉書」などの公文書は，禁裏の場で作成さ

れたのではなく，名家・羽林家の家文書として本人と家政職員によって作成されていた構造をあきらかに

した。 

（３）広橋綱光が獲得した寛正三年広橋家領一括安堵の綸旨を紹介し，広橋家領荘園の全体像について，論

文「加賀と美濃の軽海郷について」を作成し，石川県立図書館史料編纂室『加能史料会報』24 号に二○一三

年六月に刊行した。奥付は三月と表記されている。 

（４）中世の禁裏財政を支えた中世の経済社会と飢饉や気候変動による「富裕と貧困」問題について，拙論

「生業論からみた富と貧困の淵源」作成した。その研究成果を論文集，井原今朝男編『富裕と貧困』（竹林舎，

二○一三年五月）として刊行した。 

 とりわけ，中世の自然環境や行き抜くための生業が近世社会のそれとは大きく時代的に異なる特質をもっ

ていた点について，私的所有の発展論としてでなく，共同労働・共同利用・共同所有の視点からあきらかに

しようとした。拙論「中世の生業とコモンズ」を秋道智彌編『日本のコモンズ思想』（岩波書店 二○一四年

三月）として公刊した。これで，室町朝廷論の社会的歴史的背景である中世独自の環境と生産条件を部分的

ではあるが，解明する糸口を問題提起することができた。 

 残す課題は，①先代の即位下行帳の書写作成過程，増減の査定による当代の即位下行帳（予算）の作成過

程，下行帳をめぐる天皇と室町殿との 終意見調整過程などの解明，②日本中世禁裏の財政運営システムと，

英仏プランタジネット王朝のパイプロールの財政運営システムとの比較研究，の二つである。 

 

５．研究組織 

◎井原今朝男 国立歴史民俗博物館教授          中島 丈晴 研究補助員 

 

（21）基盤研究（C） 

   「図書寮蔵書形成過程の基礎的研究」2012～2014年度 
   （研究代表者 小倉 慈司） 

 

１．目 的 

 宮内庁書陵部は 1884（明治 17）年に宮内省に設置された図書寮をその前身として 1949（昭和 24）年に設

けられたわが国有数の資料保存機関である。同部には近世の皇室伝来本に由来する資料群（「御所本」と呼ば

れている）や伏見宮家等の宮家旧蔵本，九条家・鷹司家・柳原家等の公家旧蔵本など，多数の貴重な典籍・

古文書類が蔵されており，それらは以前から日本史・東洋史や国文学・漢文学等の研究者の関心を呼び，重

要な研究対象とされてきた。特に近年は研究が深化し，史料学への関心が高まったこともあり，写本研究の

重要性が広く研究者の間で共有されつつある。 

 写本研究にあたっては原本あるいは古写本の捜索が重要であるが，それに劣らず，近世（もしくは近代）

の新写本を精査してより良質な本文を伝えている善写本を探すことも肝要である。そのためには，例えばあ
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る写本がどのような経緯を経て書写されたのか，またそれがどのような経緯を経て伝来したのか，という点

について調査把握することが重要な鍵となろう。加えて，そうした書写過程・伝来過程を明らかにすること

は，写本研究のみならず，前近代の知識ネットワークを解明するという観点からも注目される。 

 以上のような研究状況を踏まえて宮内庁書陵部の蔵書群を見わたした場合，その現状には，以下のような

問題点が挙げられる。 

 第一は，書陵部（旧図書寮）に収蔵される以前の伝来（旧蔵者）が必ずしも明確でないという点である。

書陵部の蔵書は宮内庁書陵部編『和漢図書分類目録』や『書陵部紀要』彙報欄によって紹介されており，そ

れらには必要に応じて家別記号が付されていて，旧蔵者の大要を知ることはできる。しかし家別記号が付さ

れていない書籍も多数存在し，それらの中に，実際には，伝来を明らかにすることのできる書籍が多数含ま

れていることを応募者は確認している。また一部分ではあるが，付されている家別記号に誤りがある，ある

いは誤りとは言えないものの，誤解を生じる可能性がある事例も確認される。「御所本」を例にとれば，現在，

一般的には，「御所本」とは近世より皇室に伝来してそのまま図書寮に引き継がれた書籍であると理解されて

いるが，実際には「御所本」とされている中に，明治期に皇室に献上された書籍や，昭和期に新たに収蔵さ

れた書籍ではあるものの伝来をたどれば近世の皇室の所蔵であったと判断されるところから「御所本」と分

類された書籍も含まれているのである。 

 第二には，第一の問題点に加えて，宮内庁書陵部における蔵書の整理が長期間にわたっているため，その

蔵書群の全体像を把握することが難しく，したがって旧蔵者ごとの蔵書の全体像を把握することも困難であ

る点が挙げられる。このことは，例えば公家単位での知の体系を明らかにするために蔵書の復原を行おうと

するときに大きな障害となる。 

 本研究では以上のような問題点を踏まえ，宮内庁書陵部の前身である宮内省図書寮における蔵書形成のあ

り方を明らかにすることを目的とする。 

 ただしその全貌を明らかにすることは容易ではなく長期間にわたる調査研究が必要と考えられるため，本

研究ではその第一段階として，特に明治～大正年間，なかでも図書寮設置当初からその蔵書とされてきた資

料群の調査に重点を置いて研究を進めることにしたい。具体的には以下の二点に力を注ぐ。 

①明治維新以降，図書寮創設期にいたるまでの蔵書の動きの解明 

  維新後，それまで京都御所に収蔵されていた皇室所蔵本の一部が東京に移されるとともに，宮内省内に

おいて新たに書籍が収集され，これが図書寮創設期の蔵書となる。この間の蔵書の動きは，宮内省内に

おいて一括管理がなされていなかったこともあり，不明確な点が多いが，出来る限り宮内庁書陵部所蔵

特定歴史公文書等や皇室図書中の関係資料を捜索し，その動きを明らかにする。 

②図書寮外に移管された宮内省旧蔵書や東山御文庫本との関係性の解明 

  ①に関連して，図書寮が設置される以前に東京書籍館（現国会図書館）等へ移管された資料が存在し，

また設置以後についても重複本として京都帝国大学等の機関へ移管されることがあった。さらに京都御

所より東京に運ばれなかった書籍は御物として東山御文庫に収蔵されることになる（東山御文庫本）ので

あるが，これらとの関係について丁寧に整理しておくことも，図書寮蔵書の動きを解明する上で重要と

考えられる。 

  本研究の実施により，これまで把握されていた以上の数の近世皇室伝来本が宮内庁書陵部に存在してい

たことを解明し，その一方で，従来，安易に近世皇室伝来本と考えられてきた書籍についても，その実



140 

際の伝来過程を明確にすることができる。 

  本研究は，これまで『和漢図書分類目録』段階にとどまっていた宮内庁書陵部の蔵書研究に新地平を拓

くものになると考える。本研究を進めることにより，宮内庁書陵部の蔵書についての理解が進み，それ

を用いた研究も活発化することが期待される。また同部所蔵と密接な関連を持つ国立歴史民俗博物館所

蔵高松宮家伝来禁裏本や東山御文庫御物等の禁裏伝来本の研究にも資するはずである。近年，一つの文

庫や史料群を総体として捉えようとする研究に関心が高まりつつあるが，本研究は，そうした研究を下

支えすることにもつながる。さらに，近代公文書を用いた前近代の史料学的研究という点からも，本研

究は一定の位置を占めることになろう。 

 

２．今年度の研究計画 

 本研究を達成するために必要な作業を，大きく分類すると，次の三点となる。 

①宮内庁書陵部宮内公文書館所蔵の特定歴史公文書等の調査 

  宮内庁書陵部宮内公文書館にて所蔵公開されている特定歴史公文書等の調査を行い，図書寮設置以前の

宮内省における蔵書の動き，また設置後に図書寮でなされた収書の過程がわかる資料を複写して収集

し，分析を加える。 

②宮内庁書陵部所蔵書籍の原本調査 

  ①における調査結果に基づき，書籍の対応関係が不明瞭な場合に，必要に応じて同部（図書寮文庫）所

蔵書籍の原本調査を行う。 

③関連資料所蔵機関の調査 

  書陵部外に蔵される関連資料には二種類存在する。一つは宮内省における蔵書の動きに関する資料であ

る。もう一つは，図書寮に収蔵された蔵書と元来は一体であった蔵書群で，具体的には国会図書館や国

立公文書館・京都大学附属図書館・京都府立総合資料館・東山御文庫・国立歴史民俗博物館などの機関

の蔵書に含まれている。これらの機関および所蔵資料についても可能な限り，調査を行いたい。 

 このうち，本年度は昨年度に引き続き，①の調査を進め，特に重要な資料については複写収集を行う。全

体量の五分の四程度の調査・収集をめざすことを目標とする。②③については昨年度に調査を進めた『吹上

御文庫書籍目録写』に基づいて，同史料に掲載された宮内庁書陵部および京都大学附属図書館・国立公文書

館所蔵書籍の原本調査を行う一方で，本研究に関連する資料の外部調査を進める。 

 

３．今年度の研究経過および成果 

 研究計画のうち，①宮内省書陵部宮内公文書館所蔵の特定歴史公文書等の調査については前年度に明治期

分を調査した『図書録』『総務課重要雑録』などの資料の大正期分の調査を進めるとともに，新たに『孝明天

皇御事蹟取調録』『侍講日記』『主殿寮出張所重要雑録』『主殿寮出張所日記』『図書録別冊』等の調査を開始

した。 

 また昨年度に翻刻作業を進めた文学御用掛旧蔵『吹上御文庫書籍目録写』に基づいて，②宮内庁書陵部図

書寮文庫所蔵書籍および③京都大学附属図書館・国立公文書館所蔵書籍の原本調査を進め，旧京都御所本の

検討を進めた。これについては『吹上御文庫書籍目録写』と現存本との対比をかなりの部分まで行ない，そ

の成果を活字化することができた。 
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 さらに天理大学附属図書館等に蔵される明治期の御物に関する資料の調査を行なった。 

【発表論文等】 

小倉慈司「宮内庁書陵部所蔵京都御所旧蔵本の由来─吹上御文庫本の検討 附 宮内庁書陵部所蔵『吹上御

文庫書籍目録写』翻刻」『国立歴史民俗博物館研究報告』第 183 集（2014 年３月 26 日）pp.83-207 

小倉慈司「飾抄」「堀河院鳥羽院元服記部類」『内閣文庫所蔵史籍叢刊』古代中世篇５（汲古書院 2013 年８

月）pp.520-525,556-558 

 

４．研究組織 

 髙田 義人 宮内庁書陵部編修課・主任研究官（研究協力者） 

 髙田 宗平 本館非常勤研究員（研究支援者） 

◎小倉 慈司 本館研究部・准教授 

 

（22）基盤研究（C） 

   「職人技術における伝統の保持と近代化に関する研究 

   ─「手作り」を視点として─」2012年度～2016年度 
   （研究代表者 小池 淳一） 

 

１．目 的 

 本研究は，伝統産業の近代化・工業化と伝統的・個人的技能との関係性を「手作り」という観念の位置づ

けを糸口に分析しようとするものである。一般に工業化の進展に伴い，個人的技能は淘汰され規格化される

と考えられがちであるが，実際はそうではない。伝統産業においても技術の細部においては個人の経験に基

づく卓越した技能が根幹をなし，それらは「手作り」あるいはそれに類する表現で流通・消費の場面でも協

調される。本研究は現代の伝統産業に内包される個人的技能を複数の業種の中から横断的に抽出し，その様

態と相互の関連性を明らかにする。 

 

２．今年度の研究計画 

 十名直喜は『現代産業に生きる技』（勁草書房，2008 年）において，個々の職人が保持している技能を普

遍的にとらえる視点として「型」という見方を提示したが，これは静態的な捉え方にとどまる憾みがある。

また竹内常善らは，個人の技術や技能が近代化のなかでも大きな意味を持つことを聞き取りや史料から明ら

かにした（竹内常善・阿部武司・沢井実編『近代日本における起業家の諸系譜』（大阪大学出版会，1996 年））。

こうした従来の研究成果に対して，本研究では現代における職人の伝統技術をとらえるために画像や動画を

積極的に用いて，動態的で非言語的な資料の分析を現代社会における伝統産業を対象として行う点が方法的

には新しく，特色といえよう。 

 平成 25 年度には研究代表者の小池が西日本の木工業の調査を東日本のそれと比較しながら進める。日本列

島の東西で用具とその呼称には差異があることが従来，指摘されており，それを確認しつつ，実際の用具の

使用法，職人の身体所作，技術の評価と継承などに留意しながら調査をさらに進める。 

 分担者の青木はこれまで蓄積してきた酒造業に関する調査成果をもとに醸造業の調査を継続する。 
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 列島内における伝統技術をめぐる意識を今年度の調査で意識し，歴史的な文脈や近代化過程における変容

を意識して検討を進める。特に前近代における宗教的倫理的な感覚がどのように展開したのかについて注意

を払い，その様相をとらえる。また前年度と同様に流通や消費圏の拡大によって遠隔地にまで評価が広がり，

その結果として，伝統技術が地域性を喪失したり，遠隔地に飛び火的に伝播する場合があることに留意する。 

 歴史的な文脈と職人の現場の感覚，さらには地域性の反映と新たな展開を位置づけるよう調査・研究を進

める。 

 

３．今年度の研究経過 

 東日本における木工業，とりわけ筆記具の製造工程に関する聞き取り調査および参与観察調査を実施した。

また近代化を問題とするために，前近代の職人がおかれていた知的な環境，特に宗教との関連について検討

を進めた。併せて調査手法の上で枢要なものとなるライフヒストリーインタビューの研究上の課題に関する

文献の収集と検討をおこなった。 

 今年度は前近代的な職人の意識や技術認識，道具に対する心情を民俗信仰や民衆間の仏教信仰，神祇信仰

などと関連させながら理解する必要を感じ，検討を進めた。日本宗教学会でその成果の一端を発表した。 

 

４．今年度の研究成果 

・筆記具を中心とする木工製品の作業過程の把握，とりわけ，ろくろおよび関連する器具の使用法を把握し

た。 

・漆工芸に関する基礎的な職人技術の様態を把握した。 

・日本宗教学会（2013年９月，國學院大学）において関連する研究発表（「職人道具の宗教性」）を行った。 

 

５．研究組織 

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

 

（23）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 30 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
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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 25 年度については，千葉県道免き谷津遺跡の漆関係資料や，福井県鳥浜貝塚，長崎県福井洞窟の資料

について 14C 年代測定を実施する。また，研究成果の一部について，2013 年４月にベルギーで開催される

Radiocarbon & Archaeology などの国際学会や，日本旧石器学会，日本植生史学会等で研究発表を行う。 

 

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３項目である。 

１）千葉県市川市道免き谷津遺跡から出土した漆製品および木材の 14C 年代測定 

２）長崎県佐世保市福井洞窟出土炭化材の 14C 年代測定 

３）福井県鳥浜貝塚出土の縄文時代草創期のクリ関係資料の 14C 年代測定 

 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（2013）「縄文時代の始まりと環境変動」第10回日韓新石器時代共同学術大会発表資料集「韓・

日初期新石器文化の比較研究」35−57，韓国新石器学会・九州縄文研究会 

２）工藤雄一郎・百原新（2014）「道免き谷津遺跡における大型植物遺体の14C年代─第１地点（４）および

ケースＢ試料─」『東京外かく環状道路埋蔵文化財調査報告書４ 市川市道免き谷津遺跡第１地点（３）』

273−275，千葉県教育振興財団． 

 

【学会・研究会発表等】 

〈口頭発表〉 

１）Kudo, Y. （2013） Utilization of plant food and the Incipient Jomon pottery during the Late Glacial 

time in Japan. ７th International Symposium "14C & Archaeology”Ghent, Belguim, April, 2013. 

2013年４月 

２）工藤雄一郎（2013）「縄文時代中期から後期の環境史と土器の年代」完新世の気候変動と縄紋文化の変化」

公開シンポジウムⅣ 『関東甲信越地方における中期/後期変動期』─4.3ｋaイベントに関する考古学

現象③─，2013年４月27日，於：早稲田大学 

３）工藤雄一郎（2013）「旧石器時代の年代と広域編年対比」シンポジウム「旧石器時代の年代と広域編年対

比」，日本旧石器学会第11回大会，2013年６月15日，於：東海大学 
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４）工藤雄一郎（2013）「縄文時代の始まりと環境変動」第10回日韓新石器時代研究会「韓・日初期新石器文

化の比較研究」．於：済州大学校博物館，2013年７月13日，済州，韓国 

５）工藤雄一郎（2014）「東アジアの土器出現の年代と煮炊きの内容物の検討」（中央大学人文科学研究所「島

と港の歴史学」公開研究会，中央大学，2014年１月25日） 

 

４．研究組織（研究分担者） 

 工藤雄一郎 本館研究部・准教授 

 

（24）若手研究（Ｂ） 

   「残存デンプン粒分析を用いた縄文時代の植物利用に関する 

   分析学的研究」2011～2013年度 
   （研究代表者 渋谷 綾子） 

 

１．目 的 

 縄文時代の植物利用に関する研究では，対象とする植物の種類によって利用実態の解明度に大きな差が生

じている。遺跡におけるクルミやクリなどの堅果類の出土例に比べて，ワラビやユリ，クズなどの鱗茎・根

茎類の出土事例は少ない。堅果類のようにかたい外皮や殻をもたない鱗茎・根茎類はどの植物部位も土壌に

分解されやすい性質をもち，しかも花粉を飛ばさない植物が多いため，土器付着炭化物などのような特別な

事例をのぞいて遺跡から検出されることが少ないためである。そのため，縄文時代の植物利用に関する研究

ではこれまで，検出事例の多い特定種類の植物に研究対象が偏重する傾向にあった。しかし，植物の構造体

であるデンプン粒にもとづく残存デンプン粒分析が日本の考古学研究でも近年本格的に取り組まれ，これま

での種実や花粉，珪酸体などの研究や民俗考古学的な研究では論及できなかった部分に対して成果をあげて

きた。 

 本研究は，縄文時代の遺跡から出土した石器や土器の付着物に含まれる残存デンプン粒を分析することに

よって，縄文時代の植物利用の実態を明らかにすることを目的としている。具体的には，植物の加工具とさ

れる石皿や磨石類，植物を煮炊きした痕跡である土器着植物遺体について残存デンプン粒の検出を試み，石

器や土器の加工対象となった植物を検討する。さらに，残存デンプン粒の由来する植物の種類を解明するだ

けでなく，デンプン粒から特定された植物の種類別に，石器や土器の器種，あるいは付着部位と対比するこ

とで，これらを用いた植物の加工・利用方法を復元することを主要な目的とした。 

 

２．今年度の研究計画 

 2013 年度は 終年度となるため，前半期と後半期に分けて研究を遂行する。2012 年度までに鹿児島県水迫

遺跡と東京都下宅部遺跡の調査研究が完了したため，2013 年度前半は比較研究とする神奈川県大日野原遺跡

と北海道北黄金貝塚の分析調査を主体的に行う。現生デンプン粒標本の作製も残存デンプン粒の植物同定で

必要となるため同時に進め，残存デンプン粒の植物種の検討を行う。後半期は研究成果を統括する。 

 研究成果については，４月の第 78 回アメリカ考古学会（SAA 78th Annual Meeting Honolulu, Hawaii）や

６月の国際古民族植物学会議第 16 回大会（16th Conference of the International Workgroup for 
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Palaeoethnobotany）で 2012 年度までに得られた成果を中心に報告し，2013 年度の成果を加えて，７月の日

本文化財科学会や 2014 年１月の第 20 回インド・太平洋先史学会（The 20th Congress of the Indo-Pacific 

Prehistory Association（IPPA））で報告する。 

 

３．今年度の研究経過および成果 

 本年度において分析・検討を行ったのは主に下記の項目である。 

１）北海道北黄金貝塚から出土した縄文時前期・中期の擦石や石皿の分析 

２）神奈川県大日野原遺跡から出土した縄文時代中期～後期の石皿・磨石類の分析 

３）現生デンプン粒標本の観察 

４）2011 年度～2013 年度研究成果の統括 

 上記成果は下記の論文や学会発表等の形ですでに報告しており，４は 2014 年度に国内外の学術雑誌へ投稿

予定である。 

【学術雑誌・紀要等】 

１）渋谷綾子．2014．縄文土器付着植物遺体と石器の残存デンプン粒分析からみた東京都下宅部遺跡の植物

利用．国立歴史民俗博物館研究報告第187集：357−386． 

２）渋谷綾子．2014．上黒岩第２岩陰遺跡から出土した石器の残存デンプン粒分析．「上黒岩第２岩陰遺跡

─2010・2011年度発掘調査─」（小林謙一・永田悠記・矢嶋良多・渋谷綾子編）．34−35．中央大学文学

部考古学研究室・久万高原町教育委員会，久万高原町． 

３）渋谷綾子．2014．大日野原遺跡から出土した石器の残存デンプン粒分析．「大日野原遺跡─第３次調査

─」遺物編（小林謙一・河本雅人・正洋樹・矢嶋良多・小澤政彦・小林尚子編）．81−84．中央大学文

学部考古学研究室・相模原市教育委員会．東京都． 

４）渋谷綾子．2014．中峠遺跡第６次調査から出土した石器の残存デンプン粒分析．下総考古学No.23：

160−161． 

【学会・研究会発表等】 

〈口頭発表〉 

５）Ayako Shibutani. 2013. Needs and Passions of Plant Food Consumption: Starch Reveals Functions 

of Ground Stone Tools and Potteries in Prehistoric Japan. SAA 78th Annual Meeting Honolulu, 

Hawaii, April ６th, 2013. 

６）渋谷綾子．2013．考古資料に残留する澱粉（デンプン）粒からわかること．第53回澱粉研究懇談会．静

岡県伊東市，2013年６月７日（招待講演）． 

７）Ayako Shibutani. 2013. Diversity of Plant Food Resources Used at Habitation Sites in Prehistoric 

Japan: Evidence from Macrobotanical Remains and Starch Granules. The 16th Conference of the 

International Workgroup for Palaeoethnobotany（IWGP）. June 19th, 2013. 

８）渋谷綾子・青野友哉・永谷幸人．2013．北海道式石冠は植物加工具か？ ─残存デンプン粒からみた北海

道伊達市北黄金貝塚の植物利用．弘前大学，2013年７月７日． 

９）渋谷綾子．2013．デンプンからわかる昔の食べもの─考古学者の 新道具「残存デンプン粒分析」．喜

界町教育文化講演会．鹿児島県喜界町，2013年７月18日（招待講演）． 
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10）Ayako Shibutani. 2014. Human Exploitation of Plant Food Resources in Prehistoric Japan: Evidence 

from Starch Granules on Ground Stone Tools. The 20th Congress of the Indo-Pacific Prehistory 

Association（IPPA）．Siem Reap, Kingdom of Cambodia, January 16th, 2014. 

 

４．研究組織（研究分担者） 

 渋谷 綾子 本館研究部・特任助教 

 

（25）若手研究（Ｂ） 

   「伝承技術の歴史・民俗学的研究─採石技術の究明と記録保存─」 

   2011～2013年度 
   （研究代表者 松田 睦彦） 

 

１．目 的 

 本研究は石材採掘にかかわる伝承技術について，とくに花崗岩の技術を中心に明らかにすると同時に，記

録保存を行なうことを目的とする。石材採掘技術は戦後の機械化により大きく変化したが，「石の目」に従っ

て穴をあけ，矢を打ち込んで石を割るという基本的な技術は中世以来変わらない。したがって，衰退しつつ

もなお辛うじて技術の保たれている現在の段階で，石材採掘技術や石工の文化を解明・記録しておくことは，

民俗学的に重要であると同時に，歴史学や考古学が対象とする中・近世の技術史の研究の進展に資するもの

である。 

 

２．今年度の研究計画 

 今年度の研究実施計画は①前年度に撮影した映像を整理し資料化すること，②本館で７月に開催予定の企

画展示「時代を作った技─中世の生産革命─」に向けて展示用映像の制作を進めること，③前年度に引き続

き，石材採掘業者からの聞き取りや道具の調査をとおして，花崗岩採掘技術および花崗岩採掘にともなう文

化について明らかにするとともに，考古学的・歴史学的な遺物をとおしてその使用例を確認すること，④前

年度に引き続き，花崗岩採掘技術との比較のために花崗岩以外の石材採掘技術およびその使用例について調

査を行なうこと，の４点であった。 

 

３．今年度の研究経過と成果 

 上記の計画に対し，今年度の成果は次のとおりである。 

 ①については撮影した映像を収めたＤＶテープおよびＤＶＤを館蔵資料として収蔵し資料化を行なった。

また，撮影内容についてはテープごとにリスト化した。 

 ②については，展示用映像の制作を昨年度のうちに終了することができたため，本年度は完成した映像を

企画展示において上映した。中世末から近世初頭における石材採掘技術についての展示の中で，江戸城の石

垣のために石を切り出した小田原市山中の遺跡を紹介した「江戸城の石を切る」，機械化以前の石割りを再現

した「鑿と矢で石を割る」，機械化が進みながらも，石の性質を見極めるという伝統的な要素を残す現代の採

石の様子を記録した「現在の花崗岩採掘」の３本の映像を上映し，来館者の展示理解を助けた。全てを見る
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と 20 分におよぶにもかかわらず，多くの人が映像の前で立ち止まり真剣に見入っていた。 

 ③については愛媛県今治市宮窪町における調査を継続的に行ない，映像記録のなかの不明点，とくに傷の

視認方法や規格に合わせた割り方についての確認を行なった。また，宮窪町は村上水軍関連の遺跡が多く所

在するため，能島城址・見近城址・甘崎城址等を見学し海城における岩礁の利用や海中の石垣についての調

査を行なった。さらに，現在発掘の進められている豊臣時代の大坂城石垣の現地調査も行なった。徳川時代

の大坂城に比べて石材の大きさにばらつきがあり，矢穴の数が少ないといった特徴を確認した。 

 ④については静岡県熱海市・高知城石垣等の調査・見学を行なった。熱海市では安山岩採掘に使われた道

具の使用方法についての聞き取り調査を行なった。安山岩は花崗岩と同じく硬質の岩石であり，割り方も花

崗岩と同じく鑿と矢が用いられる。それぞれの道具の名称も近似しており，花崗岩とまったく同じ方法で割

られているようにも見えるが，聞き取り調査からは花崗岩とは異なる技法が使われていることが明らかとな

った。また，高知城石垣については主にチャートが使用されているが，所々に矢穴が見られ，チャートにつ

いても矢を用いた採掘方法を花崗岩や安山岩との比較の視点から明らかにする必要があることが確認された。 

 なお，今後は花崗岩と同様に硬質の岩石であり，花崗岩と類似する技術で採掘される安山岩についての研

究へと発展させ，その技術の異同について明らかにしたいと考えている。 

 

４．研究組織 

松田 睦彦 本館・研究部・助教 

 

（26）若手研究（Ｂ） 

   「日本中世漢籍受容の歴史的研究」2012～2015年度 
   （研究代表者 髙田 宗平） 

 

１．目 的 

 日本中世漢籍受容の歴史的研究は，近年，活発な状況とは言い難い。このような状況に鑑み，日本史学，

日本文学，中国哲学，東洋史学，書誌学・文献学の諸分野からの研究成果を有機的に活かし，「漢籍受容史」

の新構築を目指し，日本中世漢籍受容の変遷の概要の把握を目的とする。 

 漢籍受容の変遷を跡づけるには，（ａ）漢籍を受容した人物・階層，（ｂ）受容した漢籍の名称，（ｃ）受容

した漢籍の性格・系統，等を考察し，総合的に研究する必要がある。本研究では，中世の漢籍を対象とし，

以上を解明する。 

 

２．研究計画 

 中世に於ける漢籍受容・漢学講究の研究の一環として，館蔵廣橋家旧蔵記録文書典籍類のうち年号勘文に

対象を絞って，日野家・廣橋家の漢籍受容の諸相を考察する。 

 また，中世に於ける『論語義疏』受容の実態の解明のため,『論語義疏』の事例を蒐集し，論文を執筆する。

その他，漢籍版本の書誌学的調査に基づき，中世に於ける『論語』受容の一端を解明する。 
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３．今年度の研究経過 

 館蔵廣橋家旧蔵記録文書典籍類・漢籍類，旧鈔本『論語義疏』，『論語義疏』の引用が認められる日本中世

典籍，等の原本調査を実施し，書誌事項等の基礎データを蒐集した。 

 館蔵廣橋家旧蔵記録文書典籍類のうち，中世・近世の漢学受容の一端を解明する上で重要な年号勘文に絞

って，検討した。 

 館蔵版本『論語集解』三本の書誌解題を執筆し，中世・近世に於ける『論語』受容史の基礎的な検討を行

った。 

 中世に於ける『論語義疏』受容の事例を蒐集し，データ化を図り，論文執筆の準備を行った。 

 

４．今年度の研究成果 

 以下の，論文，影印・翻印を各１点公表し，口頭発表を２回行った。 

 ○論文（中文） 

  「日本古代《論語義疏》受容史初探」（劉玉才主編『従鈔本到刻本：中日《論語》文献研究』，北京大学

出版社，2013年６月） 

 ○影印・翻印 

  名和敏光（山梨県立大学・准教授）との共著「国立歴史民俗博物館所蔵『日野家代々年号勘文自応保度

至応安度』影印・翻印篇」（『国立歴史民俗博物館研究報告』186集，2014年３月） 

 ○口頭発表 

 ①「国立歴史民俗博物館所蔵『論語集解』簡介」（国立歴史民俗博物館 共同研究 基盤研究「高松宮家伝来

書籍等を中心とする漢籍読書の歴史とその本文に関する研究」研究会，2013年11月３日 於国立歴史民

俗博物館） 

 ②「旧鈔本『論語義疏』の伝本並びに日本古代に於ける『論語義疏』受容の歴史」（京都大学人文科学研究

所 共同研究拠点 共同研究B「術数学─中国の科学と占術」〈研究代表者 京都大学人文科学研究所東方

学研究部教授・武田時昌〉研究会，2014年２月１日 於京都大学人文科学研究所本館） 

 

５．研究組織 

髙田宗平 本館・非常勤研究員（研究支援者） 

 

（27）特別研究員奨励費 

   「織豊政権による天下統一過程の政治史的研究」2011～2013年度 
   （研究代表者 竹井 英文） 

 

１．目 的 

 本研究の目的は，織豊政権による天下統一の実態を検討することによって，日本における中世から近世へ

の移行過程を政治史的な面から解明することである。具体的には，東国を中心とした各地域の戦国～織豊期

の政治史の検討を進めると同時に，それと中央政権たる織豊政権の政策とがどのように連関して，全体とし

て天下統一へと至ったのかを解明する。その際，文書史料による政治過程の研究のみならず，政治史の舞台
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であり織豊政権が大きな影響を与えた城郭という遺跡の研究も同時並行的に進め，具体的な地域史の解明を

も進める。 

 

２．今年度の研究計画 

 今年度も，引き続き戦国・織豊期の東国を中心とした政治社会史の研究を継続すると同時に，関係史料の

収集および小田原合戦後の東国政治史，個別城郭の研究を進める。 

 

３．今年度の研究経過と成果 

 今年度は，前年度に引き続き関連研究書・報告書の収集・読解とともに，関連史料調査・収集を継続して

行い，その成果を踏まえた論文執筆を重点的に行った。まず，『青森県史』『山内家史料』『柳川市史』などの

自治体史・史料集を使用して，戦国～織豊期の東国を中心とした政治史・城郭史関係史料を収集した。いず

れも重要文書についてはなるべく写真版を確認するようにした。史料調査としては，栃木県立文書館などに

て，小田原合戦・奥羽仕置関係文書や近世初頭の文書の写真版を見学した。それにより，重要史料の翻刻ミ

スなどを訂正できたこともあった。また，第 51 回中世史サマーセミナーに参加し，研究会に参加すると同時

に愛媛県内の中近世城館跡や古文書の調査見学を行い，西国統一過程に関わる舞台の実地見学をしてきた。

その他，今年度は愛知・滋賀・静岡・岩手・青森など東日本を中心とした各地にも調査に赴き，博物館・資

料館などで関連史料の収集・見学を行うとともにフィールドワークも行った。織豊政権による天下統一前後

の状況がよくわかる地域・城跡を見学し，城郭を中心とした地域社会のあり方について理解を深めることが

できた。また，前年度と同様研究に関係する城郭の発掘調査報告書や各城郭研究会発行の雑誌を収集・読解

して，各城郭の遺構・遺物・年代観・縄張図などの情報を収集した。こうした成果を踏まえつつ，豊臣秀吉

関係文書研究会や国史学会での学会発表や首都大学東京でのシンポジウムの報告を行ったと同時に，論文・

研究ノートの執筆に取り掛かり，学術雑誌への投稿や研究書などへの寄稿を複数行った。 

 研究成果は，以下の通りである。 

 

■論文 

①「豊臣政権と武蔵府中─府中御殿の再検討─」（『府中市郷土の森博物館紀要』第 26 号，2013 年３月）。 

 年度末刊行だったために前年度報告書に「詳細は次年度報告書に譲りたい」と記したため，本年度報告書

にその内容を記す。従来徳川家康が天正 18 年関東入国と同時に造営したとされる東京都府中市の府中御殿に

ついて，一次史料からその歴史を再検討したもの。その結果，府中御殿は家康が造営したものではなく，小

田原合戦が終結し奥羽仕置を実施する過程において，豊臣秀吉が自身の「御座所」として造営したものだっ

たことが明らかになった。また，「御座所」造営と同時に関東と奥羽を結ぶ街道整備が行われ，それが豊臣政

権の東国支配と密接に関係し，その後の街道のあり方にも影響したことを指摘した。 

②「岩付太田氏と難波田城」（黒田基樹編『岩付太田氏』岩田書院，2013 年５月） 

 以前活字化された論文を再録したもの。東国城郭の基礎的研究の一環として，埼玉県富士見市の難波田城

を，文献史学の観点から検討。従来は鎌倉期以来の在地領主難波田氏の居城であり，戦国期には北条氏家臣

上田氏の居城とされてきたが，一次史料を検討した結果，永禄４年（1561）頃に北条氏と敵対していた岩付

太田氏関係の城だったという新たな歴史が判明した。そのため，難波田氏や北条氏との関係を前提に検討さ
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れてきた通説の再検討を促した。再録にあたり誤字脱字などを訂正した。 

 本年度活字化された論文は以上だが，投稿中・執筆中の論文もあるため，来年度以降順次活字化される予

定である。 

 

■研究ノート・コラム・書評など 

①「文化財講演会発表要旨 戦国前期の東国と史跡深大寺城跡」（『調布の文化財』第49号，2013年３月，p

２～５） 

 2012年10月に行った同名の講演会の要旨である。既発表論文「戦国前期東国の戦争と城郭─深大寺城を中

心に─」（黒田基樹編『扇谷上杉氏』戎光祥出版，2012年，初出2009年）をもとに，その後の知見も踏ま

えて市民向けに深大寺城の歴史を解説しつつ，戦国前期の東国社会について考えたもの。 

②「2013年度歴史学研究会大会報告主旨説明 中世史部会 中世における地域権力の支配構造」（『歴史学

研究』第905号，2013年５月，p51～52） 

③「戦国期（関東・甲信越・東北）」（『史学雑誌 2012年の歴史学界─回顧と展望─』第122編第５号，史

学会，2013年５月，p82～84） 

④「天正十年～天正十八年」（黒田基樹編『北条氏年表 宗瑞・氏綱・氏康・氏政・氏直』高志書院，2013

年８月，p217～222） 

 戦国大名北条氏の政治・軍事・外交動向について，歴史叙述をしつつ年表風にまとめたもの。拙著の内容

を踏まえて，より政治史の流れを意識してわかりやすく叙述した。 

⑤「コラム 北条氏の城郭その後」（黒田基樹編『北条氏年表 宗瑞・氏綱・氏康・氏政・氏直』高志書院，

2013年８月，p223～226） 

 北条氏の城が滅亡後どのようになっていたのかを概観し論じたもの。北条氏の城の多くが徳川氏の時代に

も再利用されていることを確認し，北条氏の城として有名であってもその後の改修の有無まで考慮に入

れて検討するべきことを指摘し，移行期城郭論の方向性を論じた。 

⑥「書評 黒田基樹著『敗者の日本史10 小田原合戦と北条氏』」（『織豊期研究』第15号，2013年10月，

p110～119） 

⑦「館山市立博物館所蔵「里見吉政戦功覚書」の紹介と検討」（『千葉大学人文研究』第43号，2013年３月

刊行予定） 

 館山市立博物館に所蔵されている，「里見吉政戦功覚書」について，その全文翻刻と内容紹介・検討した

もの。上野国の一武士であった里見吉政が，主人を幾度となく替え，列島各地を渡り歩いていたこと，

終的には彦根藩の重臣となるも，何らかの原因で藩主井伊直孝から勘当を受けたこと，晩年になり子

孫に対して自身の戦功や教訓を書き残したものが本史料であり，中近世移行期武士論に関わる重要史料

であることを指摘した。 

 

■学会発表 

①「「豊臣政権と武蔵府中─府中御殿の再検討─付・秀吉の「御座所」について」（豊臣秀吉関係文書研究

会，2013年６月，東京大学） 

 上記拙稿「豊臣政権と武蔵府中─府中御殿の再検討─」の内容を口頭報告したもの。それに加えて，秀吉
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の「御座所」に関する史料を提示し，「御座所」プランの共通性，異質性を指摘しつつ，政治史研究のみ

ならず城郭史研究の観点からも注目すべき施設であることなどを議論した。 

②「徳川家康江戸入部の歴史的背景」（国史学会例会，2013年９月，国学院大学） 

 天正十八年（一五九〇）八月，徳川家康が江戸へ入部した背景について検討したもの。小田原合戦前後の

政治情勢および豊臣政権の東国支配構想や奥羽仕置との関係から検討し，北条氏滅亡後の関東経営を行

いつつ不安定な奥羽情勢に対応しなければならないという当時の緊迫した政治情勢のなかで，豊臣政権

は以前から関東・奥羽の問題に対応していた家康を関東へ移すにあたって，北関東・奥羽方面への交通

の要衝であった江戸へ入部させたと結論づけた。 

 

■講演活動 

①首都大学東京「学術成果の都民への発信拠点・組織の形成」研究グループ公開シンポジウム「秀吉を迎え

撃て─天正年間の関東の城─」（2013年７月14日，首都大学東京。コーディネーター：谷口央，パネリス

ト：齋藤慎一・諏訪間順・竹井英文） 

 首都大学東京からの依頼を受けて行ったもの。織豊政権による全国統一への動きと関東の大名や城郭がど

のように関わっていたのかについて報告するとともに，パネルディスカッションを行った。 

 

４．研究組織 

 竹井 英文 本館・外来研究員 

 

（28）特別研究員奨励費 

   「炭素14年代法による韓半島青銅器時代の編年体系の構築」 

   2012～2013年度 
   （研究代表者 坂本 稔，研究分担者 李 昌煕） 

 

１．目 的 

 炭素 14 年代法による，韓半島の青銅器時代の実年代と編年体系の新構築を目的とする。韓半島を介在した

文化や技術の伝播により，東アジア各地域での考古学的な併行関係が確認されている。炭素 14 年代法による

弥生時代の開始年代を青銅器時代と関連づけるため，同一の方法論を併行する青銅器時代に適用する。また，

青銅器時代早期と関わる中国資料の炭素 14 年代との比較分析を行い，東アジアの中での弥生時代，青銅器時

代の位置づけを図る。これにより韓半島の青銅器時代における，実年代に基づく高精度の編年体系を構築す

る初めての試みになる。また日韓それぞれの国内で議論の続く弥生時代の開始年代，および両国にまたがる

青銅器時代の年代観に合意点を導きだす手がかりとなる。得られた編年体系を基盤として周辺地域の遺物を

比較することで，紀元前一千年紀の日韓交渉史にみえる出来事を遺物や文献と整合させ，より正確な歴史叙

述を進めることができる。 

 以上の一連の作業は考古学者が自然科学的な方法で実年代を獲得するための手引きとなり，炭素 14 年代法

の活用の進展が期待される。自然科学的な分析法に対する考古学者の認識の変化にも寄与できる 
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２．今年度の研究計画 

 弥生時代開始期に当たる韓半島青銅器時代中期あるいはより古い早・前期の資料目録を作成し，炭素 14

年代および測定用試料を集める。特に 近新しく調査している資料を中心に調査を行い，韓国の埋蔵文化財

センターとの交渉の上で試料をサンプリングする。測定結果に基づいて，弥生時代の実年代と比較しながら

考古学的な分析を加えて，併行関係や編年体系を構築する。この結果に対して青銅器時代の著名な国内外の

研究者を招聘し，考古学的な解釈と自然科学的な結果を融合・議論する研究会を開催して，その成果を，

終目的を果たす原肥にする。 

 

３．今年度の研究成果 

 韓半島南部と日本列島西半部を中心とした地域において金属器の生産と流通が活発であった時期の実年代

を AMS による炭素 14 年代を用いて推定した。この時期の日常容器であった粘土帯土器の実年代を求め，土器

と金属器の考古学的な出土様相に基づいて鉄器の出現および細形銅剣文化の成立年代を求めようとした。 

 研究史の検討により粘土帯土器の紀元前 300 年上限説が学界の主流であることがわかるが，これは現在に

も支持されつづけており，細形銅剣文化の成立年代と初期鉄器時代の開始年代とも連動している。一方では

細形銅剣文化と円形粘土帯土器文化の成立を同調する見解を支持しない研究者もあり，木炭の炭素 14 年代を

用いて粘土帯土器の出現時期をより古くみる雰囲気が形成されていた。研究史から現われた問題点を指摘し

ながら筆者が自ら調査を行い，採取・処理した試料を中心に炭素 14 年代測定を実施し，その結果に基づいて

土器の年代を構築したが，その試料は約 100 点にのぼる。 

 円形粘土帯土器は紀元前６世紀に出現した可能性が非常に高く，三角形粘土帯土器は紀元前 300 年前後に

出現したことがわかった。鉄器は円形粘土帯土器の新しい段階に出現するため，その出現年代を紀元前４世

紀とみることができるが，これは実際に鉄器と円形粘土帯土器が共伴した遺構の炭素 14 年代とも整合的であ

った。これにより紀元前４世紀前半～中頃である可能性を提示し，初期鉄器が出土した遺跡より確実に前段

階に当たる初期の細形銅剣文化は紀元前５世紀まで遡る可能性が出てきた。このように推定された実年代は

弥生土器との併行関係および炭素 14 年代とも整合的であり，考古学的な事実に基づいているため，その可能

性が高いといえる。炭素 14 年代を用いた日韓共通の編年がはじめて構築されたのである。 

 新しく構築した年代によると，現在の学界の一般的な時代区分とは合わないため，年代を調整して新しい

修正案を提示した。鉄器の出現時期から初期鉄器時代と設定し，青銅器時代は円形粘土帯土器の古い段階と

細形銅剣文化を含めることとした。これを青銅器時代後期と設定し，松菊里式を中期とする案を提示した。 

 

４．研究組織 

 李 昌煕  本館・外来研究員 


