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［概 要］ 
 

 歴博では調査・研究活動の成果を広く公開すべく，多様な出版物を編集・刊行している。それらは，大学

共同利用機関として内外の研究者たちが協同しておこなってきた調査・研究や，博物館における地域との連

携などさまざまな活動の成果を，研究者などの専門家のみならず広く市民に伝える役割を担っている。 

 2013 年度は，研究報告８冊，展示図録３冊，資料図録１冊，資料目録１冊，歴史系総合誌『歴博』６冊を

刊行した。さらに，国際交流や機構連携研究のプロジェクトの成果として，研究集会やシンポジウムなどの

内容をまとめた報告書等を適宜，作成した。また，過去に開催された歴博フォーラムの成果をより広く知っ

てもらうために，その一部を館内外の共同研究者たちが編著者として論集にまとめなおして，書店から刊行

している（2013 年度は３冊）。 

 その他に，教育関連の活動報告をまとめた冊子『れきはくにいこうよ』は，「博物館型研究統合」の理念の

下に，近隣の学校団体やボランティアなどの協力を得ながら歴博がすすめてきた来館者支援に関する多様な

活動の成果をまとめたものである。また，大学院（総研大・日本歴史研究専攻）が例年開催する講演会の内

容を中心にまとめた「歴史研究の最前線」シリーズも刊行している（2013 年度は１冊）。 

広報担当 山田康弘・川村清志   

 

 

［国立歴史民俗博物館研究報告］ 

第 179 集（2013.11） 

［共同研究］ 

新しい古代国家像のための基礎的研究 

共同研究の経緯と概要 広瀬和雄 

【第１部】７世紀の地域社会 

終末期古墳の歴史的意義 広瀬和雄 

７世紀の地域社会と領域支配 岸本道昭 

７世紀における地域社会の変容 菱田哲郎 

７世紀における地域拠点の形成過程 鈴木一有 

東日本における古墳時代後期の朝鮮半島系遺物と

首長層の動向 太田博之 

【第２部】宮都と官衙 

近江大津宮をめぐる諸問題 吉永眞彦 

秋田城の成立・展開とその特質 熊谷公男 

宮城県地域における古代地方行政単位の形成過程

について 古川一明 

古人大兄皇子論 荒木敏夫 

【第３部】寺院と儀礼 

小治田寺・大后寺の基礎的考察 吉川真司 

「国占め」神話の歴史的前提 坂江 渉 

【第４部】異文化と境域 

古墳時代から飛鳥・奈良時代にかけての東北地方

日本海側の様相 藤沢 敦 

７～12 世紀の琉球列島をめぐる３つの問題 

 安里 進 

『日本書紀』の「任那」観 仁藤敦史 

定額制の成立 渡辺信一郎 
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第 180 集（2014.2） 
［共同研究］ 
洛中洛外図屏風歴博甲本の総合的研究 

研究の概要 小島道裕 

Ⅰ復元と描かれたものの検討 

洛中洛外図屏風歴博甲本右隻第二扇における欠損

部分の再現 岩永てるみ 

洛中洛外図屏風歴博甲本の復元工程 阪野智啓 

【研究ノート】 

洛中洛外図屏風（歴博甲本）に貼られた付箋の書 

 海野圭介・中村健太郎 

【調査研究活動報告】 

洛中洛外図屏風歴博甲本人物データベース各項目

の立項方法と入力語 大薮 海 

Ⅱ洛中洛外図屏風と社会的背景 

洛中洛外図屏風歴博甲本の制作事情をめぐって 

 小島道裕 

中世都市研究としての天文法華の乱 古川元也 

【研究ノート】 

洛中洛外図の中の京都 鋤柄俊夫 

洛中洛外図屏風歴博Ｆ本の位置づけについて 

 大塚活美 

Ⅲ洛中洛外図屏風の活用 

超高精細デジタル資料「洛中洛外図屏風」の閲覧

特性 安達文夫 

画像・文字情報融合手段としての人物データベー

ス構築 宮田公佳 

 

 

第 181 集（2014.3） 
［共同研究］ 
自然と技の生活誌 

共同研究「自然と技の生活誌」の目的と経過 

 安室 知 

Ⅰ生活誌の試み 

定期市における売り手の技術に関する試論 

 山本志乃 

「筑波研究学園都市の民俗」試論 山下裕作 

［研究ノート］箕と俗信 常光 徹 

遺された／生きる者にとっての,墓 吉村郊子 

Ⅱ生活環境史の試み 

絵馬を読む 松田睦彦 

［研究ノート］追尾士の捕鯨記録 川島秀一 

［研究ノート］環境変化に伴う生業のあり方 

［ウシガエルの流入を中心として」 秋山笑子 

再考,魚名の研究 安室 知 

  

第 182 集（2014.1） 
［共同研究］ 
中近世における武士と武家の資料論的研究 

共同研究の経過と概要 高橋一樹 

「軍神」（いくさがみ）考 佐伯真一 

地頭下文の基礎的考察 高橋一樹 

戦国期武家の日常使いの貿易陶磁の実像 

 水澤幸一 

城の受け取りと武家の財 佐藤宏之 

出世双六にみる幕臣の出世 髙久智広 

米沢藩中条氏における系譜認識と文書管理 

 前嶋 敏 

桐生彦部家の足利将軍家旧臣活動 菱沼一憲 

戦功の記録 久留島典子 

合戦図自在閲覧システム 

 安達文夫・鈴木卓治・徳永幸生 

【研究ノート】 

止戈枢要について 近藤好和 

「武士関係資料」再論 小島道裕 

 

第 183 集（2014.3） 

開館 30 周年記念論文集Ⅱ 

江戸期小判などの色揚げに関する自然科学的研究 

 齋藤 努 

東国の初期前方後円墳をめぐる諸問題 広瀬和雄 

西日本の弥生稲作開始年代 藤尾慎一郎 

歴博における映像資料の収集・製作・活用につい

て 内田順子 
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東日本大震災と文化資源 小池淳一 

石屋の祀る山の神・再考 松田睦彦 

結婚式場の成立と永島婚礼会 山田慎也 

中村惕斎と近世日本の楽律学をめぐる試論 

 遠藤 徹 

江戸城門番役の機能と情報管理 岩淵令治 

［研究ノート］ 

土葬から火葬へ 関沢まゆみ 

［資料紹介］ 

『大和三位入道宗恕家乗』 小島道裕 

幕臣博物学者鶴田清次とその資料 樋口雄彦 

 

第 184 集（2014.3） 

［共同研究］ 

博物館情報資源の機能的活用手法の検討とその

応用に関する研究 

共同研究の概要 宮田公佳 

【調査研究活動報告】 

博物館の情報資源活用のための情報デザイン 

 原田 奏 

デジタル技術を活用した色彩研究成果の博物館展

示への応用 Markku HAUTA-KASARI・宮田公佳 

 Jussi PARKKINEN 

【研究ノート】 

ジオラマ展示バーチャル散策システムに関する検

討 中口俊哉 

質感工学の博物館応用 津村徳道 

博物館情報資源の機能的活用のための画像技術と

著作権法の連携議論 宮田公佳・松田政行 

 

第 185 号（2014.2） 

［共同研究］ 

農耕社会の成立と展開─弥生時代像の再構築─

研究の経緯と成果・課題 藤尾慎一郎 

続縄文文化の資源・土地利用 高瀬克範 

韓半島の初期青銅器文化と初期弥生文化 

 李 亨源 

韓半島における初期鉄器の年代と特質 李 昌熙 

山陰地方における弥生時代前期の墓地構造 

 山田康弘 

人口と集落動態からみた弥生・古墳移行期の社会

変化 松木武彦 

弥生鉄史観の見直し 藤尾慎一郎 

研究史からみた弥生時代の鉄器文化 野島 永 

ユーラシア東部における青銅器文化 小林青樹 

弥生青銅器祭祀の展開と特質 吉田 広 

弥生移行期における土器使用状況からみた生業 

 小林謙一 

日本列島における中国鏡の分配システムの変革と

画期 上野祥史 

倭における国家形成と古墳時代開始のプロセス 

 岸本直文 

「水田中心史観批判」の功罪 安藤広道 

農耕文化複合と弥生文化 設楽博己 

【調査研究活動報告】 

福岡県小郡市大保横枕遺跡の年代学的調査 

 藤尾慎一郎・山崎頼人・坂本稔 

鳥取平野における水田稲作開始期の年代学的調査 

 藤尾慎一郎・濵田竜彦・坂本稔 

西関東地方における穀物栽培の開始 

 設楽博己・高瀬克範 

 

第 186 号（2014.3） 

伝承を持続させるものとは何か 鈴木正崇 

国立歴史民俗博物館蔵五山版目録解題 住吉朋彦 

【研究ノート】 

宮内庁書陵部所蔵京都御所旧蔵本の由来 

 小倉慈司 

共同研究「日本の中山間地域における人と自然の

文化誌」中間報告 

 西谷大・島立理子・大久保悟 

共同研究「日本の中山間地域における人と自然の
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文化誌」中間報告 

 上田大斗・大久保悟・島立理子・西谷大 

【資料紹介】 

中国出土簡牘の整理・研究における新進展 

 王 素 

史料研究『兼仲卿記』紙背文書正応元年八月巻 

 勘仲記裏文書の会 

国立歴史民俗博物館蔵『日野家代々年号勘文自応

保度至応安度』影印・翻印篇 

 髙田宗平・名和敏光 

【調査研究活動報告】 

国立歴史民俗博物館総合展示第１室（原始・古代）

の新構築事業 渋谷綾子 

共同研究「日本の中山間地域における人と自然の

文化誌」中間報告 

 島立理子・西谷大・大久保悟 

井原今朝男先生を送る 小島道裕 

井原今朝男年譜・研究業績目録 

常光徹先生を送る 小池淳一 

常光徹年譜・主要業績目録 

平川南館長を送る 

 久留島浩・青山宏夫・藤尾慎一郎・大久保純一 

平川南年譜・主要業績目録 

 

［展示図録］ 

『時代を作った技─中世の生産革命─』 

 （2013.7） 

『中世の古文書─機能と形─』 （2013.10） 

『歴史にみる震災』 （2014.3） 

 

［資料図録］ 

国立歴史民俗博物館館蔵資料図録 10 

『野村コレクション 服飾Ⅱ』（2014.3） 

 

［資料目録］ 

国立歴史民俗博物館館蔵資料目録 11 

『伊能茂左衛門家資料目録』（2014.3） 

［歴史系総合誌『歴博』］ 

 

第 178 号 

特集解説 

［特集］古典籍再発見 

 史料群再発見の視覚 

 井原今朝男 

 中国からやってきた書物たち 

 ─唐の詩人白楽天の詩巻を中心に─ 静永健 

 平安・中世和歌史と高松宮家伝来禁裏本 

 酒井茂幸 

 書道史からみた天皇の書 羽田聡 

 史料現物を見るということ 

 ─古代・中世史料の調査の現場から─ 渡辺滋 

［コラム］天下無二の重宝 ─上杉本『史記』（黄

善夫刻三家注）の価値について─ 陳 

［コラム］室町─戦国期の帳簿史料から見た禁裏

財政 久水俊和 

歴史の証人 写真による収蔵品紹介 

 古墳時代中期の武器と武具 

 ─熊本県マロ塚古墳出土資料─ 上野祥史 

歴史への招待状 企画展示 

 「時代を作った技─中世の生産革命─」 

  村木二郎 

シリーズ歴博三〇周年⑦ 研究者紹介 65 

 歴博雑感 高橋敏 

博物館展示のいま 30 

 一般財団法人 今日庵 茶道資料館 

 茶の湯の歴史と美を体感 降矢哲男 

［書評］ 

齋藤努 著『金属が語る日本史 銭貨・日本刀・鉄

炮』 佐野千絵 

れきはく井戸端会議〔展示室Ｑ＆Ａ〕 

歴博かわら版 
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第 179 号 

特集解説 

［特集］子供と博物館─「たいけんれきはく」開

室 

 博物館は子どもが行きたい場所か？ 澤田和人 

 博物館が子どもたちにプレゼントできるもの 

 大月ヒロ子 

 日本における子ども博物館のはじまり 

 佐藤優香 

 国立歴史民俗博物館における 

 子どもと子どもを取り巻く大人への取り組み 

 太田歩／澤田和人 

［コラム１］歴博における「子どもの博物館体験」

のデザイン 佐藤優香 

［コラム２］「中世の食事」キット─中世の食事っ

てなぜわかるの？ 村木二郎 

［コラム３］「きものの模様」キット 澤田和人 

［コラム４］「建築─すまいの造り」キット 

 玉井哲雄 

歴史の証人 写真による収蔵品紹介 

 子どもの考古学─東京都八王子市宮田遺跡出土

の「子抱き土偶」 山田康弘 

歴史けんきゅう便 第 47 回 

 デジタル展示の可能性を探る 鈴木卓治 

シリーズ歴博三〇周年⑧ 研究者紹介 66 

 交流史と「美術」のハイ・アンド・ロー 

 ─「マリア十五玄義図」など 

 坂本満 

博物館展示のいま 31 

 島根県立石見美術館 

 話芸と音楽で誘う，新感覚の美術鑑賞 

 川西由里 

〔書評〕 

国立歴史民俗博物館編『被災地の博物館に聞く 

─東日本大震災と歴史・文化資料』 

 日高真吾 

れきはく井戸端会議〔展示室Ｑ＆Ａ〕 

歴博かわら版 

 

第 180 号 

特集解説 

［特集］文字とコンピュータ 2013～文字コードは

踊る～ 

 文字とコンピュータと人間と 鈴木卓治 

 日本の文字コードの半世紀 

 ─国際社会との軋轢を越えて─ 安岡孝一 

 Windows 外字と，その互換性をめぐる争い 

 小形克宏 

 異体字と IVS（異体字シーケンス） 川幡太一 

［コラム１］グリフウィキ ─あらゆる漢字・異

字体を集積・共有する文字字形データベース─ 

 上地宏一 

［コラム２］コンピュータで書き表せる地名漢字 

 高田智和 

［コラム３］〔インタビュー〕フォントとＩＶＳ～

フォントベンダーの立場から～ 

 狩野宏樹／聞き手 鈴木卓治 

 

歴史の証人 写真による収蔵品紹介 

 古代出土文字の画像の公開を目指して 

 平川南／武井紀子 

歴史への招待状 企画展示「中世の古文書─機能

と形─」 小島道裕 

シリーズ歴博三〇周年⑨ 研究者紹介 67 

 あわただしく駆け抜けた八年 松崎憲三 

博物館展示のいま 32 

 千葉県立現代産業科学館 現代産業と科学技術

の展示室，その工夫 森田利仁 

［書評］ 

松尾恒一・国立歴史民俗博物館編『琉球弧 海洋

をめぐるモノ・人，文化』 

 エバレット・ブラウン 



272 

れきはく井戸端会議〔展示室Ｑ＆Ａ〕 

歴博かわら版 

 

第 181 号 

特集解説 

［特集］行列を追っかける 

 「行列」は観られなければならないという属性

を持つ 久留島浩 

パフォーマンスとしての参勤交代 

 コンスタンチン・ヴァポリス 

葬式の奴振り─葬列と僧列─ 福持昌之 

「デモを追いかけて」 木下ちがや 

街路をめぐる闘い─メーデー行進から「民族共同

体」へ 相馬保夫 

［コラム］精霊流と長崎くんち 原田博二 

歴史の証人 写真による収蔵品紹介 

 「有君之御方御下向御行列之図」 久留島浩 

歴博けんきゅう便 第 48 回 

 よみがえる錦絵と技術 小瀬戸恵美 

シリーズ歴博三〇周年⑩ 研究者紹介 68 

 陶磁社会史探求の一五年─共同研究・陶磁器コ

レクション・企画展 吉岡康暢 

博物館展示のいま 33 

 在日韓人歴史資料館 

 日本列島に受け継がれるアリラン在日コリアン

百年の歴史と文化 李美愛 

展示批評 

 「時代を作った技─中世の生産革命─」 

 鋤柄俊夫 

特集展示「さまざまな節供」 山田慎也 

歴博かわら版 

 

第 182 号 

特集解説 

［特集］保護地域（世界遺産や国立公園）と地域

社会 

 保護地域に指定されることで護られるもの・ 

 失われるもの 柴崎茂光 

 御林と地域社会─近世阿波・那賀川流域を事例

に─ 町田哲 

 北海道における森林の開発・保護と森林鉄道関

係遺構 八巻一成 

 国立公園と地域開発─離島の生業と観光化─ 

 葉山茂 

 三陸復興国立公園の創設と地域文化の保全 

  山本清龍 

［コラム］房総半島をめぐる資源保護と利用の歴

史 西谷大 

［コラム］自然公園は山村の文化的景観を守れる

か 奥敬一 

歴史の証人 写真による収蔵品紹介 

 「石川県白山麓山村生活用具」について 

 青木隆浩 

歴博への招待状 企画展示 

 「歴史にみる震災」 

 いま，震災の歴史を見直すこと 原山浩介 

シリーズ歴博三〇周年⑪ 研究者紹介 69 

 雑学情報論のすすめ 八重樫純樹 

博物館展示のいま 34 

 リアス・アーク美術館 

 博物館における表現の課題について─リアス・

アーク美術館常設展示『東日本大震災の記録と津

波の災害史』での試み 山内宏泰 

［書評］国立歴史民俗博物館・青木隆浩編 

歴博フォーラム民俗展示の新構築 地域開発と文

化資源 遺産開発の中に可能性を見いだす視点 

 俵木悟 

れきはく井戸端会議〔展示室Ｑ＆Ａ〕 

歴博かわら版 
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特集解説 

［特集］結婚のすがた 

 結婚のあり様とその儀礼の歴史的・地域的多様

性を考える 山田慎也 

  娘・嫁・主婦─女たちの人生街道 八木透 

  恋愛と夫婦のゆくえ 千田有紀 

  神前結婚式の誕生 石井研士 

  にっぽんの結婚式教会 五十嵐太郎 

［コラム］婚礼料理を担った「素人料理人」 

 竹内由紀子 

［コラム］家紋入りの婚礼道具 山崎会理 

歴史の証人 写真による収蔵品紹介 

 婚礼衣裳 澤田和人 

歴博けんきゅう便 第 49 回 

 先史時代における社会複雑化と地域多様化の研

究 山田康弘 

シリーズ歴博三〇周年⑫ 研究者紹介 70 

 歴博コンピュータ事始め 照井武彦 

博物館展示のいま 35 

 古河歴史博物館 

 固定しない常設展示・常設展示を補完する 

 テーマ展 立石尚之 

［展示批評］ 

 古文書の面白さ 

 ─企画展示「中世の古文書」を拝見して─ 

 山田邦明 

れきはく井戸端会議〔展示室Ｑ＆Ａ〕 

歴博かわら版 

 

 

［その他］ 

［研究集会・シンポジウム］ 

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』 

国立歴史民俗博物館・平川南編 大修館書店

（2014.3） 

『東アジアの宗教文化─越境と変容─』 

国立歴史民俗博物館・松尾恒一編 岩田書院

（2014.3） 

 

［歴博フォーラム］ 

『ここまでわかった！縄文人の植物利用』 

国立歴史民俗博物館・工藤雄一郎編 新泉社

（2014.1） 

民俗展示の新構築『河童とはなにか』 

国立歴史民俗博物館・常光徹編 岩田書院（2014.3） 

民俗展示の新構築『「江戸」の発見と商品化 大正

期における三越の流行創出と消費文化』 

国立歴史民俗博物館・岩淵令治編 岩田書院

（2014.3） 

 

もの資料で見る歴史─絵画と服飾─ 
（歴史研究の最前線 Vol.16） 

本書の刊行にあたって 

総合研究大学院大学 文化科学研究科 

日本歴史研究専攻について 仁藤敦史 

●特集１（夏季説明会講演１） 

名所絵をどう見るか 大久保純一 

●特集２（夏季説明会講演２） 

記号としての服飾─小袖意匠に映し出された身

分・階層 澤田和人 

●【大学院の魅力を語る】 

歴博で学んで─被災地で民俗誌を考える─ 

 葉山茂 

講演者・執筆者の紹介 

総合研究大学院大学日本歴史研究専攻について 

総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究

専攻 平成 25 年度授業科目 

学位取得者一覧 

大久保純一・澤田和人・葉山茂 編 

総研大日本歴史研究専攻・国立歴史民俗博物館

（2014.1） 


