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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，本年度は文部科学省から講師（鈴木慰人学術研究助成課課長補佐）

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。

　2014（平成26）年度科学研究費助成事業の新規採択件数は７件で，継続を含めた採択件数では25件，総額

74,360,000円であった（採択課題一覧参照）。

共同研究担当　村木　二郎・三上　喜孝　

［採択課題一覧］

種　目 研　究　課　題 研究代表者

新
　
　
規

基盤研究（Ｂ） 琉球帝国と東アジア海域の動態研究─集落・流通・技術─ 研究部
村木　二郎

基盤研究（Ｃ） 東アジア古代・中世における境界意識と仏教信仰の研究 研究部
三上　喜孝

挑戦的萌芽研究 歴史にみる自然資源利用の「身の丈に合った技術と知恵」 研究部
西谷　大

挑戦的萌芽研究 保護地域の規制やブランディングが地域社会に及ぼす影響 研究部
柴崎　茂光

挑戦的萌芽研究 被災地域のネットワーク化と持続的な文化的支援の可能性 研究部
川村　清志

若手研究（Ｂ） 北日本縄文時代の植物食文化に関する分析学的研究 研究部
渋谷　綾子

若手研究（Ｂ） 安山岩採掘に関する歴史・民俗学的研究 研究部
松田　睦彦

課題設定による
先導的人文・社
会科学研究推進
事業

歴史科学諸分野の連携・総合による文化進化学の構築
（代表：井原泰雄（東京大学））

考 古 学 グ ル ー プ
リーダー
研究部
松木　武彦

継
　
続

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 名誉教授
平川　南

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
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種　目 研　究　課　題 研究代表者

継
　
　
続

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（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

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

基盤研究（Ｃ） 近世遊郭の構造とその社会的基盤 研究部
横山　百合子

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

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 研究部

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 研究部

藤方　博之

特別研究員奨励
費

日本アニメーション産業確立期に関する基礎的資料の調査と研
究

研究部
木村　智哉
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（１）基盤研究（Ｂ）
　　  「琉球帝国と東アジア海域の動態研究─集落・流通・技術─」
　　  2014～2017年度
　　　（研究代表者　村木二郎）

１．目　的

　14～16世紀の東アジア海域では，世界史の中の大航海時代以前から，すでに活発な交易がおこなわれてい

た。その立役者は琉球王国である。大明帝国は海禁政策を建て前としたために自由な貿易ができず，冊封体

制下にある琉球王国に貿易公社としての役割を担わせた。これを逆手に，琉球は明と東南アジア諸国，朝鮮，

そして日本をつなぐパイプ役として積極的な交易活動を展開し，「大交易時代」を現出したのである。

　この間，琉球王府は異なった文化をもつ奄美諸島や，宮古，八重山といった先島諸島に侵攻し，中央集権

的な体制で支配した。それによって先島諸島の中世集落の構造は一変し，領主層を頂点とした個別権力体が

解体したと考えられる。琉球の帝国的側面はこれまで触れられなかったが，先島に残る集落遺跡の構造や，

威信財などの出土資料を検討することで，文献資料の希薄な当該地域の動態や琉球王国の実態を解明する。

２．今年度の研究計画

　琉球王国は，異なった文化をもつ奄美諸島や，宮古，八重山といった先島諸島に侵攻し，これらを支配し

た。文献資料の乏しいこの時期の動態を探るには，奄美や先島に残る考古資料を収集する必要がある。

　とくに，先島諸島には多くの中世集落遺跡が存在する。海岸に面した隆起珊瑚礁の崖上に立地し，２～３

メートルの高い石垣を巡らして防御し，さらに内部にも石垣で区画された多数の不整形な屋敷群が集合して

いる。先島の集落は近世以降は道路に沿った方眼の屋敷割が施されて現在に至るが，それ以前は全く異なる

村の姿があったのである。それらの集落遺跡のなかには地上に姿を現しているものもあるにもかかわらず，

これまでほとんど顧みられることがなかった。まずはそれらを踏査して，宮古，八重山の中世集落の概要を

知る必要がある。

　石垣島フルストバル遺跡，竹富島ハナスク遺跡，同新里村遺跡をできる限り多くのメンバーとともに踏査

し，この地域でのこれまでの調査を共有して，地元の研究者の理解を得ることから始める。申請額に対して

交付金額が大幅に削られたため，交通の便のよい石垣島を中心に，まずは八重山地域での未調査遺跡の情報

を収集し，新たなフィールド・ターゲットを探ることとする。

　陶器生産技術については，意外にわかっていないことが多い。中世の南西諸島には，徳之島で生産された

カムイ焼が流通しており，その生産についても検討する必要がある。その際に参考になるのが，中世以来の

技術を伝承してきた陶器生産地における職人や工房の情報である。福井県越前町には，数年前まで越前焼を

伝統的な手法で生産していた工房が残っているので，民俗学的手法でその工房の記録調査をおこない，中世

の陶器生産の具体的な姿を探る基礎資料を作成する。

　これらのフィールド調査を中心に据えて，各研究分担者には個別課題を進めてもらい，研究成果報告会を

おこなうこととする。
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３．今年度の研究経過および成果

　初年度であることから，まずは調査対象となる宮古・八重山に複数回赴き（６月，９月，11月，３月），

地元教育委員会の方々に協力を要請するとともに情報収集に努めた。また，これまでの研究史の整理と，近

年の研究成果を共有するために，11月22日には石垣市市立図書館会議室にて，研究会を開催した。参加者は

19名。報告題は下記の通りである。村木二郎「琉球帝国科研，歴博共同研究の趣旨と目的」／小野正敏「八

重山の中世村落について」／島袋綾野（石垣市教育委員会）「八重山の墓地について」。これらを踏まえて，

フルストバル遺跡（石垣島），マシュク村遺跡（波照間島），ハナスク・クマーラ村遺跡（竹富島），ユンドゥ

レースク遺跡（小浜島）などを踏査し，中世集落の特徴を把握することに努めた。なかでも，波照間島のミ

シュク遺跡は，石垣や井戸の残存状況がよく，集落構造を解明するための良好な遺跡であることが確認でき

たため，次年度以降，より詳細な調査を実施することとした。

　一方，陶器生産技術の調査のため，越前焼工房の記録調査を６月，９月，12月に実施した。近年まで使わ

れていた工房の間取りから，そこに残された道具や窯などを図面化し，当時の状況を記憶している方々から

は聞き取り調査をおこなった。地元の教育委員会や資料館との共同作業であり，来年度は概報を，再来年度

はより詳細な報告書を刊行する予定である。

４．研究組織

［研究分担者］

　池田　榮史　琉球大学法文学部・教授　　　　　岡本　弘道　県立広島大学人間文化学部・准教授

　佐伯　弘次　九州大学大学院人文科学研究院・教授

　関　　周一　宮崎大学教育文化学部・准教授　　中島　圭一　慶應義塾大学文学部・教授

　齋藤　　努　本館研究部・教授　　　　　　　　松田　睦彦　本館研究部・准教授

◎村木　二郎　本館研究部・准教授

［研究協力者］

　池谷　初恵　伊豆の国市文化振興課・学芸員　　岩元　康成　姶良市教育委員会・主事

　小野　正敏　学識経験者　　　　　　　　　　　川口　洋平　長崎県世界遺産推進課・係長

　久貝　弥嗣　宮古島市教育委員会・主事　　　　栗木　　崇　熱海市教育委員会・学芸員

　佐々木健策　小田原市文化財課・主査　　　　　鈴木　康之　県立広島大学人間文化学部・准教授

（２）基盤研究（Ｃ）
　　 「東アジア古代・中世における境界意識と仏教信仰の研究」
　　 2014～2016年度
　　　（研究代表者　三上喜孝）

２．目　的

　本研究は，前近代における東アジア世界の歴史的特質をとらえるための前提として，７世紀から14世紀に

至る時期における，東アジア諸地域の境界意識の変遷と，仏教をはじめとする信仰との関わりについて考察

することを目的とする。古代・中世の東アジア世界では，さまざまな地域にさまざまな「国家」が興亡する
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が，そこでは，現実の政治課題や外交問題と深く関わって「境界」が意識され，境界の外の世界を意識した

さまざまな信仰が行われていた。本研究では，日本，朝鮮半島，中国に残る境界世界の仏教信仰の痕跡を，

文献史料や現存する寺院資料，考古資料，さらには出土文字資料などを博捜し，前近代における東アジア諸

地域の境界意識の変遷とその歴史的背景，さらには各地域の比較研究などを試みる。

２．今年度の研究計画

　中国，朝鮮半島。日本に残る既存の文献史料から，古代・中世の境界地域における仏教信仰にかかわる記

事を抽出・収集し，さらに美術史や仏教史など，隣接諸分野で発表されている先行研究を収集することによ

り，論点を明確化することにつとめる。具体的には，中国の正史や説話集，朝鮮半島の『三国史記』『三国

遺事』『高麗史』などの既存の歴史書，日本の六国史や寺院縁起などから，境界地域における仏教信仰や寺

院にかかわる記事の読み直しを行い，本研究の問題関心から，これらの記事についてあらたな意義付けを試

みる。

　フィールド調査として，韓国内における古代・中世の仏教信仰関連資料の調査を行う。国立中央博物館（ソ

ウル市）をはじめとする各地の国立博物館，各大学の大学博物館，さらには，国立慶州文化財研究所などの

文化財研究所の所蔵する統一新羅，高麗時代の仏教信仰遺物を調査する。ただし所蔵資料は多岐にわたるた

め，韓国の研究者の指導を仰ぎながら，本研究にかかわる資料を吟味する。

　また，寺院踏査も行う。具体的には，百済の王宮が置かれた扶余の王興寺や陵山里寺，益山の弥勒寺や帝

釈寺，新羅の国土鎮護の目的で建立された慶州の四天王寺・感恩寺などである。これらの寺院がどのような

意図で，またどのような立地で建立されているかを現地踏査で確認し，国土鎮護としての仏教寺院の役割を

明らかにする。なかでも新羅時代に建立された慶州の四天王寺は，『三国遺事』によれば，敵対する唐の調

伏を目的として建立されたとする伝承があり，本研究のめざす国土守護としての仏教寺院の様相を如実に示

すものである。近年，国立慶州文化財研究所により発掘調査が進んでおり，最新の調査成果を取り入れつつ

研究を進めていく必要がある。

３．今年度の研究経過と成果

　韓国のフィールド調査としては，国立中央博物館における所蔵資料調査を行ったほか，益山の弥勒寺址，

王宮里，帝釈寺址などの踏査や，百済の王権を守護する寺院の役割について理解を深めた。

　また国内では，とりわけ九世紀の山陰地方における四天王法の広まりについて考察した。

　出雲国においては，出雲国庁跡の西側，島根県松江市山代町に所在する四王寺跡が，貞観９年に建立が命

じられた四天王寺（『日本三代実録』）に相当する可能性が指摘されている。四王寺跡は，『出雲国風土記』

にみえる，出雲臣弟山建立の新造院にあたることが通説になっているが，この寺が９世紀後半以降に四天王

像安置の寺となった可能性も指摘されている（『風土記の丘地内遺跡発掘調査報告Ⅴ　島根県松江市山代町

所在・四王寺跡』1988年，島根県教育委員会）。

　次に伯耆国についてみてみると，伯耆国庁跡の北，標高171.6ｍの四王寺山頂北寄りに，平安時代の寺院

跡である四王寺跡があるという（『日本歴史地名大系　鳥取県』平凡社）。現在も山頂に堂が残っているが，

これまでに数度の火災を受けており，当時の位置や規模は不明である。ただし，国庁の北側の山頂に置かれ

た点は大宰府大野城とも共通しており，日本海をのぞむ地に立てられたことは，貞観９年の記事（『日本三
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代実録』）にも対応している。

　長門国の場合は，山口県下関市長府の長門国庁推定地の北側に，やはり四王司山があり，この点も伯耆国

の場合と共通している。

　西海道においては，大宰府の北側の大野城に四天王寺が置かれ，出羽国においては，秋田城に隣接して四

天王寺が置かれている。出羽国の場合は，９世紀に国府が移転し，現在の山形県酒田市の城輪柵跡がそれに

あたるとされているが，さらに嘉祥３年（850）の大地震で壊滅的損害を受け，地形の変動によって周辺が

窪泥の地と化したため，議論を経た末，仁和３年に「旧府近側高敞之地」に移転したことが記されている（『日

本三代実録』仁和３年（887）５月20日条）。

　この「旧府近側高敞之地」に移転した国府については，現在の酒田市（旧八幡町）の八森遺跡であるとす

る説が有力とされている。八森遺跡は，城輪柵跡の東方約３キロメートルの八森丘陵上に位置し，発掘調査

の結果，城輪柵跡政庁とよく似た建物配置が確認された。遺跡の立地や存続年代などから，文献にみえる「旧

府近側高敞之地」にふさわしい場所といえる。

　注目されるのは，この八森遺跡に隣接して，古四王神社が存在していたと伝えられていることである。現

在，神社そのものは残っていないが，八森遺跡の西側に古四王道という古道が存在する。しかもこの八森丘

陵からは日本海を望むことができ，貞観９年の記事に見える「地勢高敞瞼瞰賊境」という，四天王寺建立の

地理的条件とも合致している。

　こうしてみてくると，９世紀半ばに日本海側諸国で行われた四天王法，ならびに四天王寺の建立は，国家

による政策的意図のもと，かなり画一的に進められていったと考えられる。今後は，山陰地域の四天王寺推

定地を踏査し，各地における国庁跡と四天王寺跡の地理的関係をさらに追究していくことを通じて，９世紀

以降における日本海側諸国の境界意識，国土意識について検討を深めていく予定である。

　以上の内容については，2014年７月26日に行われた第25回出雲古代史研究会で「古代の境界意識・対敵意

識と仏教信仰～９世紀の日本海側諸国における四天王法をめぐって～」と題して発表を行った。

　このほか，本研究の成果の一部は，以下の論文にまとめた。

三上喜孝「境界世界の仏法　─四天王法の広まりと四天王寺の変容」新川登亀男編『仏教文明と世俗秩序　

─国家・社会・聖地の形成』勉誠出版，2015年３月。

４．研究組織

◎三上　喜孝　　本館研究部・准教授

（３）挑戦的萌芽研究
　　 「歴史にみる自然資源利用の「身の丈にあった技術と知恵」」
　　 2014～2016年度
　　  （研究代表者　西谷　大）

１．研究目的

　本研究はフィールド調査と文献資料調査によって近世から現代における村の歴史を，自然環境・自然資源

利用の歴史，それに生業の歴史との関係性を含めて明らかにしつつ，人間側の歴史と生物側の歴史とを統一
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する方法をあみ出し，農村景観の背後に存在する自然資源利用の歴史的な特質とその変遷を，実証的，具体

的に明らかにすることである。その上で，地域の人びとが創造してきた自然資源を持続的に利用する「身の

丈にあった技術と知恵」の存在と，なぜそれが現在まで継続・継承さてきたのかを具体的な事例にそって明

らかにし，今後の持続的な自然資源利用を考える上で何が必要なのかを提示したい。

２．今年度の調査経過

　今年度は小櫃川の二五穴灌漑用水である，蔵玉折木沢用水，草川原用水，大戸用水，平山用水の文献およ

びこれまで調査してきたデータ整理を中心におこなった。

　特にこの地区には，近世から現代までの文書として，蔵玉区有文書，門生区有文書，黄和田地区有文書，

君津市所蔵の用水及び山利用に関する炭焼き・木材などの山林資源に関する文書が所有されている。その整

理及び解読を行った。

３．今年度の成果

　技術と資金と人が集約され，自然界の水の流れを変えて水田を開発し灌漑するという，自然を大きく改変

する大土木事業だといえる。

　蔵玉地区には二五穴以外にも，川廻し，横方向の井戸，天水田によって水田の灌漑をおこなっていた。二

五穴では，小河川の水が絶対に流れ込まない装置を作り，川廻しでは山の小河川の流れそのものを改変し，

水田に水が直接流れ込まない工夫をしている。二五穴と川廻しは，自然を人間側に有利に改変する点では共

通するのだが，水の利用方法が異なる別系統の灌漑システムだといえる。

　この地域の谷筋や谷津の川は，いったん雨が降ると急激に増水し，土砂を巻き込んだ急流になる。この土

砂を伴う水が二五穴に入ると，トンネルそのものが埋まったり破壊されたりする。1970年の大水害以降，黄

和田畑用水が放棄されたのは，開渠部の水路と掛け樋が破壊されただけでなく，トンネル内に大量の土砂が

入り修理不可能になったからだといわれている。

　二五穴や川廻しは自然界の水の流れそのものを，水田を維持するため人間側に都合のいいように改変して

はじめて機能する灌漑システムである。小櫃川沿いのこうした自然改変，土木事業の様子をみていると，彼

らの自然に対する態度は，「自然との共生」という安易な枠組みを当てはめても理解できず，むしろ人間側

に有利になるよう「自然をいかにして飼い慣らすか」を，繰り返し試行してきた歴史ではなかったかと推測

している。

４．メンバー

研究代表者　西谷　大　本館教授

以下連携研究者

　島立　理子　千葉県立中央博物館・上席研究員

　小田島高之　千葉県立中央博物館・上席研究員

　八木　令子　千葉県立中央博物館・上席研究員

　梅崎　昌裕　東京大学大学院医学系研究科国際保健学専攻人類生態学教室・准教授

　大久保　悟　国立研究開発法人農業環境技術研究所・主任研究員



110

　管根　幸裕　千葉経済大学経済学部・教授

　岩淵　令治　学習院女子大学・教授

　後藤　雅知　立教大学文学部史学科・教授

　江口　誠一　日本大学文理学部・准教授

　田　　瑞樹　東京情報大学 総合情報学部・講師

　村木　二郎　本館研究部・准教授

　柴崎　茂光　本館研究部・准教授

　青木　隆浩　本館研究部・准教授

　松田　睦彦　本館研究部・准教授

（４）挑戦的萌芽研究
　　 「保護地域の規制やブランディングが地域社会に及ぼす影響」
　　 2014～2015年度
　　  （研究代表者　柴崎茂光）

１．目的

　世界遺産や国立公園，史跡・名勝などに代表される保護地域に対する世間の関心が高まっている一方で，

指定・登録後に管理のあり方が，問われる問題が発生することが多い。本研究では，規制によるコンフリク

トの発生メカニズムや，ブランド化の展開，ならびに保護地域に関する法制度や定量分析を踏まえたうえで，

保護地域管理のあり方を考察する。

２．今年度の研究計画

　本研究は，日本の保護地域全体を包括的にとらえる「包括的な分析」とフィールド調査に基づく「地域分

析」という２種類から構成される。包括的な分析では，法制度面と，経済・社会的側面から，保護地域が存

在することによる規制の実態やその影響，観光・レクリエーションなど利用促進への影響を把握する。法制

度面の分析については，保護地域関連の法令等を調べ，規制範囲の強さや，逆に利用保全促進の強さを把握

する。経済・社会的側面の分析については，統計資料を活用しながら，国立公園に指定された市町村の特徴

を明らかにする。地域分析では，フィールド調査に基づいて，規制・利用促進に関連する管理の現状・課題

を明らかにする。

３．本年度の研究経過および研究成果

　法制度に関しては，景観保護に著しく偏ってきた一方で，生業維持や商品開発に対するに会する公的助成

制度は弱いことが判明した。また文化的資源の保全に関する法令の方が，自然資源の保全に関するものより

も，住民参加を前提としている度合いが強いことなども明らかになった。統計データを用いた分析の結果，

国立公園を有する自治体は，少子高齢化が進んでいることや財政状況があまりよくない状況が明らかとなっ

た。ただし，規模の小さい自治体では，国立公園の存在によって，過疎化に歯止めがかけられている可能性

が推定された。
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　このほかに，近代的な枠組みにおいて，保護地域に指定・登録される以前には，現在とは異なる価値が存

在していたことや，そうした歴史的価値が，近代的な保護地域の指定・登録後に必ずしも十分観光客などに

伝えられていない状況が明らかになった。たとえば世界遺産に登録された富士山山麓の山野では，幕府が地

元住民の林野利用を制限して薬草御用地を設ける一方で，富士講の御師家による薬草・薬品の独占的な採取

を継続的に認め，生産された薬草・薬品は，講集団に対する土産物として重宝された。また近代に入ると，

鹿児島県屋久島や北海道十勝三又などの林野地域では，国有林経営の本格化によって，森林鉄道が敷設され，

林業集落が形成されたが，現在は施業や公園事業などで，こうした林業遺構の一部が消失していることが判

明した。

４．研究組織

◎柴崎　茂光　本館研究部・准教授

　伊藤　幸男　岩手大学農学部・准教授　　　　　奥　　敬一　富山大学芸術文化学部・准教授

　金澤　悠介　岩手県立大学総合政策学部・講師　上机　美穂　札幌大学法学部法学科・准教授

　齋藤　暖生　東京大学大学院農学生命科学研究科附属演習林・助教

　深町加津枝　京都大学大学院地球環境学堂・准教授

　渡部　鮎美　神奈川大学歴史民俗資料学研究科・日本学術振興会PD

（５）挑戦的萌芽研究
　　 「被災地域のネットワーク化と持続的な文化的支援の可能性」
　　 2014年～2015年度
　　  （研究代表者　川村清志）

１．研究目的

　本研究は，被災地域における文化的支援がいかに地域の生活文化の復旧に貢献しうるのかについて可能性

と限界を検討し，文化的支援の新たな可能性を模索することを目的とする。

　東北地方太平洋沖地震後，有形・無形の文化財を救援してきた文化的支援は，改めて活動の意味・意義・

活用が問われ，被災地の生活をより深く理解するための手法の確立が求められている。この要請から本研究

は，被災地における文化的支援を対象とし，それらの背景にある個人及び集団の生活誌を描く実践を通じて，

文化的支援の意義・意味を問い，その活用モデルを確立する。具体的には民俗学・文化人類学が被災地で果

たす文化的支援モデルを構築し，「文化」を扱う研究が先験的に研究対象とする文化へのアプローチの手段

を深化させるものとする。

２．今年度の研究計画

　本研究は，「文化財」の救援に関する諸事業とその研究成果の「批判的検証」をへて，フィールドワーク

に基づく個別の「事例分析」による民俗誌実践のための方法論の確立を目指す。「批判的検証」は，既存の

文化財レスキューの報告や海外における災害研究に関する批判的検討を行ない，申請者自身が従事してきた

東日本大震災の「文化財レスキュー」の営みの整理を行う。「事例分析」では，文化人類学・民俗学的な参
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与観察とインタビューによるフィールドワークを継続的に行う。それらの作業によって，個別のテーマを設

定した三地域での多様なネットワークよる復興と再創造につながる民俗誌の作成を行う。ここでのケースス

タディは，以下の３つのテーマを対象とする。

⑴宮城県気仙沼市小々汐地区尾形家の調査とその再建プロジェクトに関する調査

　まず，宮城県気仙沼市小々汐では，津波で流された築二百年近い古民家の復興プロジェクトの過程と現況

について調査を行う。このプロジェクトは，建築家を中心としてナショナラルトラスト基金の支援を得て実

施されている。プロジェクトは震災１ヶ月後から部材を回収・保管し，現在山梨県に移送した上で，再建に

必要な部材の設計等を行なっている。同じ場所では，被災した住宅から生活用具・民具・文書等を救い生活

文化の復旧への支援を行う申請者等の行うプロジェクトが存在し，両者は密接に情報を交換しており詳細な

調査が可能である。

⑵宮城県気仙沼市浪板地区の虎舞と復興関連イベントに関する調査

　次に地域内部からの復興の事例として気仙沼市鹿折の事例をとりあげる。ここでは外部からの活動よりも

地元の民俗芸能「浪板虎舞」の活動を中心に調査を行う。この団体は，震災前よりかつての伝承地域を越え

て会員を募り，地域を越えたネットワークを構築していた。震災後に活動を再開し，他地域のイベントや地

元の祭りにも積極的に関わってきた。しかし，これまで芸能が奉納される村社，八幡神社の祭典は震災後行

われておらず，復興をめざして多くの議論が重ねられている。「虎舞」への取り組みを通じて地域内の集団

が再統合されていくとともに，地域の外部と新たなネットワークが築かれていく過程を検証することにした

い。

⑶宮城県七ヶ浜町の復興関連イベントに関する調査

　次に宮城県七ヶ浜町では，地域の祭礼とともに地元の神社に関連するアニメファンによるイベント活動等

を取りあげる。活動を担う「神薙町内会」は，被災地がモデルとされるマンガのファンたちの集いであった。

震災後，「神薙町内会」はボランティア活動を積極的に行うことで，地元の人びととの交流を深めてきた。

現在では，七ヶ浜町においてサブカルチャーを主軸としたイベントを行っており，地域外からの人びとの参

加を促すとともに，地元の商工会議所などとも協力しながら，仮設住宅の人たちへの支援も継続している。

さらに地元の神社である鼻節神社の祭りにも参加するようになる等，新たな営みがみられるようになった。

ここでは，地元と支援団体との関係構築のプロセスについて検討する。

３．今年度の研究経過

　今年度の研究調査は，実質的には７月から開始された。７月と９月，11月には，川村と兼城が，宮城県七ヶ

浜町で参与観察とインタビュー調査を行った。また，同じく７月と９月，10月，12月にかけては，川村と葉

山が中心となって，宮城県気仙沼市の小々汐地区と内湾地区における文化財の復興プロジェクトに関わる参

与観察を行なった。それらの調査と併行して，小々汐地区や浪板地区の話者から，震災以前と以後の生活文

化の変容とその現況についての聞き取り調査を行った。各々の詳細については，次項にゆずる。

４．今年度の研究成果

　2014年度は，当初の予定に従って気仙沼と七ヶ浜町での事例分析を行なった。

　気仙沼市では，被災した小々汐の尾形家について，震災以前の聞き取り調査を複数回にわたって行った。
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また，捕足的にこれらの地域の近代以後の社会変容と民俗文化の推移についての資料を収集している。他方

で，当初，研究テーマとしていた尾形家の再建プロジェクトは，現状においては大きな進捗が見られない。

そこで対象を拡大し，気仙沼市の市街地である内湾地区の登録文化財の復興プロジェクトについても，継続

的な調査を行うことにした。内湾地区の登録文化財は，小野建土蔵，千田家住宅，角星酒造，男山酒造本店，

武山米店，三事堂ささ木などである。しかし，三事堂ささ木以外の建築物は震災によって大きなダメージを

受けており，それらの修復作業とこれらのレスキューと文化財の現状を周知するためのプロジェクトが気仙

沼市教育委員会を中心に行なわれている。そこで，これらのプロジェクトへの参与観察を行なうとともに気

仙沼市教育委員会との協働作業として，記録映像の作成などに携わった。

　七ヶ浜町では，当初の計画通り，復興に端を発するサブカルチャーを主軸としたイベント「痛セブン」（2014

年９月23日）の参与観察を行なった。さらに七ヶ浜町のケーススタディでは，地元の人びと自身が震災の記

憶と震災以前の記憶を語り継ぎ，記録していこうとする試みが開始されている。このような地域の生活者自

身による記憶と記録の形態は，フィールドワークと密接につながるものであり，歴史資料と同等に口頭伝承

が重視されることにも注目されるべきである。よってこれらの復興活動に関わる社会実践についても，継続

的な調査を行っていく予定である。

５．研究組織

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　　　　　　　葉山　　茂　本館研究部・特任助教

兼城　糸絵　鹿児島大学・准教授　　　　　　　渡部　鮎美　学術振興会特別研究員P.D.

（６）若手研究（Ｂ）
　　  「北日本縄文時代の植物食文化に関する分析学的研究」
　　  2014～2016年度
　　　（研究代表者　渋谷綾子）

１．目　的

　本研究の目的は，北日本の縄文時代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，野生植物食料の加工技術を復元し，当時の植物食の実態を明らかにすることである。

具体的には，植物の加工具とされる石皿や磨石類，および土器の付着物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。

　石器や土器の付着物に含まれる残存デンプン粒を研究材料とすることは，縄文時代における石器や土器を

用いた植物の加工技術について直接議論できるという大きな利点がある。そこで本研究では，縄文時代にお

ける野生植物食料の加工技術を復元するため，植物加工具である石皿や磨石類が多数出土する遺跡や炭化物

の付着する土器が多く出土している遺跡，大型植物遺体の出土が少ない遺跡を調査の主な対象として，重点

的に残存デンプン粒分析を行う。さらに，考古学資料から検出される残存デンプン粒のタフォノミーを検討

するため，現生植物試料を用いた加工・調理・残留実験を行い，基礎的なデータを蓄積する。その上で，北

日本縄文時代の植物食の実態，縄文時代における人と植物との関係に関する新しいモデルの構築を目指す。
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２．今年度の研究計画

　2014年度は，すでに事前調査を実施している北海道伊達市北黄金貝塚の出土遺物について試料の採取を行

うとともに，伊達市若生貝塚の出土遺物について新規の調査を開始し，関係機関と分析の対象資料に関する

協議や調整を行う。残存デンプン粒分析は非破壊分析であり，近年周知されつつあるが，事前に分析の対象

資料を選定し，試料採取の許可を得る必要がある。採取許可が得られた資料から順次分析を実施していく。

さらに，残存デンプン粒の植物同定を行うため，現生植物を用いたデンプン粒標本を作製する。調査対象地

の北海道や東北地方において，植物試料の採集や顕微鏡観察を実施する。

　研究成果の一部については，2014年６月にモンゴルで開催される第６回東アジア考古学会（６th 

Worldwide Conference of the Society for East Asian Archaeology）や11月の第29回日本植生史学会大会で

報告する。

３．今年度の研究経過および成果

　今年度において分析・検討を行ったのは主に下記の項目である。

１）北海道伊達市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）北海道伊達市若生貝塚から出土した縄文時代前期の石器の分析

３）現生デンプン粒標本の観察

　上記の成果は下記の論文や学会発表ですでに報告している。

【学術雑誌・紀要等】

１） 渋谷綾子・青野友哉・永谷幸人．2015．残存デンプン粒分析におけるコンタミネーションの検討─北海

道伊達市北黄金貝塚を中心として─．国立歴史民俗博物館研究報告第195集：79－110．

【学会・研究会発表等】

＜口頭発表＞

２） Ayako Shibutani, Leo Aoi Hosoya, Oki Nakamura, Shinji Seguchi. Plant food ways reflected from 

microbotanical remains and grinding stones in prehistoric northern Japan. 6th Worldwide Conference 

of the Society for East Asian Archaeology（SEAA）, Ulaanbaatar, Mongolia, June 9th, 2014.

３） Leo Aoi Hosoya, Oki Nakamura, Shinji Seguchi, Ayako Shibutani. What did Jomon people eat in fact?: 

Chronological shifts in Japanese Jomon subsistence strategies on the basis of local characteristics of 

north Tohoku area. 6th Worldwide Conference of the Society for East Asian Archaeology（SEAA）, 

Ulaanbaatar, Mongolia, June 9th, 2014.

＜ポスター発表＞

４） 渋谷綾子．加工対象物か，それともコンタミネーションか？日本の残存デンプン粒分析における議論の

動向，第29回日本植生史学会大会，2014年11月22・23日，於：鹿児島大学．

４．研究組織（研究分担者）

　渋谷　綾子　本館研究部・特任助教
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（７）若手研究（B）
　　  「安山岩採掘に関する歴史・民俗学的研究」2014～2016年度
　　　（研究代表者　松田睦彦）

１．目　的

　本研究は，経験者の高齢化により，今まさに失われようとしている機械化以前の安山岩採掘技術と，それ

にともなう文化を明らかにし，記録することを目的とする。硬質の岩石である安山岩は，中世以来，割りた

い位置に沿って一列にノミ（鑿）で穴をあけ，そこにヤ（矢）と呼ばれる楔を打ち込んで割られてきた。こ

うした技術は花崗岩にも用いられており，応募者はその究明・記録を行なってきたが，花崗岩とは明らかに

異なる性質を有する安山岩においては，微妙な技術の違いだけでなく，特有の身体技法や知識の存在が予想

される。本研究では，上記の目的を達成すると同時に，こうした民俗学的成果を考古学や文献史学へも反映

させることを意図している。

２．今年度の研究計画

　本研究申請時の今年度の研究計画は神奈川県真鶴町を主なフィールドとして，①安山岩採掘職人からの聞

き取り調査および採掘現場での作業の観察を通して，採掘作業の全体的な工程を把握する，②安山岩採掘職

人の労働組織や技術伝承のあり方，信仰，日常生活など，技術以外の文化的側面について，聞き取り調査か

ら明らかにする，という２点を柱としていた。また，こうした作業と並行して，③他地域でも積極的な調査

を行なうことで安山岩採掘技術の地域差について検討し，安山岩以外の岩石の採掘技術についても比較の素

材として情報収集を行なう，④石材の採掘や使用に関連する遺跡について積極的に調査・見学を行ない，民

俗学的手法によって確認することのできる近現代の採掘技術の歴史的な位置づけを明確化することも目標と

していた。

　ただし，本年度の研究を進める過程で，後述する近世の絵図および付属文書の翻刻と内容の解読といった

作業が，当時の技術を示す採掘遺跡を把握する上でも，また，安山岩産出地域における近代への採掘文化の

伝承過程を解明する上でも不可欠であることが判明した。そこで，今年度は①②にかえて，上記作業を優先

して行なうこととした。

３．今年度の研究経過と成果

　今年度はまず，８月に静岡県沼津市内浦重寺および同市西浦久料・足保で検出された近世の安山岩採掘遺

跡の調査を行なった。その際，徳川林政史研究所所蔵の尾張家の石丁場に関する史料である「駿州 豆州 相

州 御石場絵図」を参照し現地比定を行なった。その結果，当該絵図およびその付属文書が近世における御

用丁場の管理方法および丁場の具体的範囲，石材の規格，採掘技術，さらにこうした石材採掘にかかわる伝

承等を明らかにする上で非常に重要な資料であることが明らかとなった。しかしながら，これまでその活用

は断片的であり，全編にわたる翻刻作業を行ない，報告書として刊行することが急がれるという認識にいたっ

た。そこで，10月には駿河・伊豆・相模の石丁場遺跡に詳しい現地の文化財担当者および文献史学の研究者

の協力を得て徳川林政史研究所において当該史料の原本の調査を行なった。さらに，絵図および付属文書の

大まかな翻刻作業を年度内に終了した。また３月には，今後，翻刻内容の確認を行ない，報告書として刊行
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するための作業工程について，現地の文化財担当者と打ち合わせを行なった。

　なお，本研究と関連する成果については以下の形で発表した。

【学術発表・講演】

「大陸伝来の石材採掘技術─中世と現代をつなぐ─」（国際シンポジウム「記憶の場としての東アジア」国

立歴史民俗博物館・華東師範大学，2014年８月，華東師範大学（中国））

「石を切る─花崗岩採掘の伝統と革新─」（「大島石シンポジウム」NPO法人能島の里，2014年10月，石文

化運動公園多目的ホール）

（８） 課題設定による先導的人文・社会科学研究推進事業（領域開拓プログ
ラム）「歴史科学諸分野の連携・総合による文化進化学の構築」

　　  2014～2017年度
　　　（研究代表者：井原泰雄（東京大学），考古学グループリーダー  研究部  松木武彦）

１．目　的

　本研究は，歴史科学に関わる諸学を分野横断的に総合した文化進化学の構築を目的とする。

　歴史を理解することは，あらゆる現象の本質を理解するために必須の作業である。それゆえ，歴史学や考

古学の専門的対象のみならず，経済・政治・科学といった社会現象から，心・生物・宇宙といった自然現象

に至るまで，さまざまな現象に関して歴史の考察が進められるべきである。しかし，このような歴史の思索

と考察は，研究テーマの細分化がますます顕著となってきたかたわら，文・理各分野の壁を越えた総合的な

営みはほとんど見られない。

　特に人間の文化（ここには装飾品や土器などの物質文化から，さまざまな風習・慣習・制度や規範などが

含まれる）の歴史を理解するにあたっては，それを生み出す生物学的基礎からその社会的伝達・変容過程ま

でを把握することが必須であり，文化の各側面を研究するさまざまな分野の協力が必要である。

　そこで，本研究においては，考古学・認知科学・科学哲学の研究者が共同し，「人文学・社会科学固有の

問題」でもある文化の歴史に関して，人文学・社会科学・自然科学の手法や知見を総合的に動員することの

よって，「人々が実際にどのように意思決定・行動し，どのような価値を受容・創造するのか」を歴史的に，

なおかつ人間の認知や行動に関する科学的研究の成果を取り入れながら考察し，ミクロレベルの個人の行動・

認知からマクロレベルの文化現象の歴史的変化に関する法則性を包括的に模索することを目的とする。ひい

ては，そこで得られた新たな歴史哲学のもとに，博物館等の媒体を通じて，人間の過去を考察した成果を社

会に還元していくことの未来に向けてのあり方を，宇宙的スケールで展望する。

２．今年度の研究計画

① 各メンバーのこれまでの研究を軸に，進化人類学・考古学・系統学・科学哲学のそれぞれの方法論と成果

とを比較・討論することにより，各々の価値観や方法論の違いを抽出し，融合の方向性とアジェンダを具

体化する。

② 進化人類学・考古学・系統学・科学哲学のそれぞれで先行研究の分析と関連研究の整理を進め，それらを

文化進化学として統合させる方策を具体化する。考古学では，とくに日本考古学において19世紀以来変わ
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らぬ形で実践されてきている「型式学」を今日の文化進化研究の視点から批判的に評価・再構築するため

の材料と理論とを準備する。

③ ②の検討対象として，考古学グループと進化人類学グループが中心となり，これまでの調査で収集されて

きたイラン北部由来の考古遺物に関する検討と再整理を行なう。広島大学イラン学術調査隊が1970年代に

当地で実施した遺跡踏査（306遺跡）と主要遺跡（４遺跡）の試掘で得た考古遺物（主に土器片12549点）

である。新石器時代からイスラム時代までを通史的に検討しうる資料が含まれている。また，上記の検討

の際，松木が関与する日本列島の考古資料・博物館資料のうちから有効な事例を比較対象として分析視点

を抽出する。

３．今年度の研究成果

① 考古学グループは，イラン北部と日本列島とで土器，墳墓，武器などの代表的考古資料を対象とした型式

学の先行研究を抽出し，上記の研究目標の素材となる作業をリストアップした。

② そのうちから，第一の作業として，考古学グループの有松と松木は，イラン北部の新石器時代の土器資料

を，これまでの型式学的年代論に沿いつつ実見し，その成否を検討して問題点を抽出した。さらに，本研

究の目的に沿って資料を新たに配列するためのいくつかの視点を抽出した。この視点に従って，これらの

土器の変化と変異とを新たな視点と方法で明示することを目的として，進化人類グループの田村による数

理解析・数理モデルに適用するためのデータ整理を東北大学にて行った。

③ 考古学のグループの松木は，日本の前方後円墳墳丘形態に関するこれまでの先行研究を整理し，本研究の

視点に沿ってそれらを再配列する目的で，田村の数理解析・数理モデルに適用するために必要な墳丘計測

点の抽出とデータ化を国立歴史民俗博物館にて行った。

４．研究組織

［研究代表者］

〇井原　泰雄　東京大学大学院理学系研究科・講師

［研究分担者］

　（進化人類グループ）

　Sean Sangheon Lee　学術振興会海外特別研究員　　田村　光平　 東京大学・大学院情報理工学系研究科・

特任研究員

　（考古学グループ）

　有松　　唯　東北大学・学際科学フロンティア　　〇松木　武彦　国立歴史民俗博物館　教授

　　　　　　　研究所・助教

　（系統学グループ）

〇三中　信宏　独立行政法人農業環境技術研究所・

　　　　　　　生態系計測研究領域・上席研究員

　（哲学グループ）

〇中尾　　央　総合研究大学院大学・先導科学

　　　　　　　研究科・助教
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＊〇印は平成26年度グループリーダー

（９）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

　本研究課題の最大の眼目は，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

　今年度は，これまでの古代文字資料の総合的調査の成果を，2014年10月開催の歴博の国際企画展示「文字

がつなぐ　古代の日本列島と朝鮮半島」に最大限に反映させることに主眼を置く。

　また本研究では継続的に韓国内の文字資料調査を行ってきた。本年度はそうした調査成果をふまえ，韓国

出土木簡の複製製作にとり組む。具体的には，昌寧・火旺山城出土の「龍王」銘人形木簡の複製を製作する。

この木簡は，人形型木製品としての形態的特徴を持つと同時に，墨書による顔や身体の描画や，雨乞いを目

的としたと思われる「龍王」など文字も書かれており，９世紀の新羅における信仰と器物と文字との関係を

知るきわめて重要な資料である。また，「龍王」信仰にもとづく雨乞い祭祀が，同時代の朝鮮半島や日本など，

東アジア諸地域に広がっていたこともこの木簡は示しており，今後の東アジアの木簡研究や信仰研究に不可

欠の資料となるだろう。複製製作のため，数回にわたり所蔵先の韓国国立金海博物館で調査ならびに作業を

行う。

　研究の成果は，国立歴史民俗博物館国際企画展示「文字がつなぐ　古代の日本列島と朝鮮半島」に反映さ

せ，展示や図録，フォーラム等を通じて公表していく。

　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。
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３．今年度の研究経過と成果

　最終年度である今年度は，研究成果の公表につとめた。

　韓国・昌寧・火旺山城出土木簡の複製製作のため，６月と９月に韓国国立金海博物館にて資料調査ならび

に複製製作作業を行った。

　2014年10月～12月に国立歴史民俗博物館企画展示「文字がつなぐ　古代の日本列島と朝鮮半島」を行い，

本研究の成果を展示と展示図録に反映させた。また成果物としての韓国出土木簡複製も，この企画展におい

て公開した。

　展示期間中の11月１日，歴博フォーラム「古代東アジアの文字文化交流」を，国立歴史民俗博物館講堂で

行い，本研究のメンバーである平川南，安部聡一郎，田中史生，仁藤敦史，三上喜孝，橋本繁（研究協力者）

がそれぞれ研究成果を発表した。また，韓国出土木簡研究の第一人者である李京燮氏を韓国よりお迎えし，

韓国出土木簡研究の現状について発表していただいた。それぞれの発表タイトルは以下の通りである（発表

順）。

　安部聡一郎「中国秦漢・魏晋南北朝期の出土資料と東アジアの文字文化」

　李京燮「６～７世紀古代日本の文字資料と韓国古代史研究」

　田中史生「漢字文化と渡来人」

　仁藤敦史「正倉院文書の世界　─公文と帳簿─」

　三上喜孝「文字がつなぐ古代東アジアの宗教と呪術」

　平川南「古代の「村」は生きている」

　橋本繁「高麗木簡からみた朝鮮半島の文字文化」

　なお，フォーラム当日の内容は2015年度に出版の予定である。

　2014年11月21日，韓国国立加耶文化財研究所の李柱憲所長をお招きし，韓国・咸安城山山城の近年の発掘

調査成果と遺跡の年代観についての研究発表をしていただき，出土木簡の作成年代について，本研究のメン

バーと意見交換を行った。

４．研究組織

李　　成市　早稲田大学文学学術院・教授　　　　　犬飼　　隆　前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　　　　　　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　　　　寺崎　保広　奈良大学文学部・教授

中林　隆之　新潟大学人文社会教育科学系・准教授　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・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　人間文化研究機構・理事

三上　喜孝　本館研究部・准教授
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（10）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

　今年度は最終年であり研究を完了するため，従来の現地調査や収集資料の分析を終え，必要に応じて補足

調査をおこなって，国民儀礼化の様相と資料収集の指針について最終的なとりまとめをする。

Ａ班

　民俗儀礼に影響を与える政治的な動向について，中央の動向と地方における対応と現状についてもとりま

とめる。生活改善運動などの場合には，昨年度収集した地方の対応に関する資料分析を進める。また法令の

規制と具体的対応の例として，例えば墓地埋葬法に対する納骨堂の展開などの事例を取り上げて調査をすす

め，政治的な影響による民俗変容を明らかにする。
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　医療的な要因に関しては，収集した近現代資料の分析を終えるだけでなく，医療観，衛生観の進展と死者

の取り扱いの変化について，資料だけでなく専門家教育なども含めてとりまとめる。

Ｂ班

　社会的要因については，結婚式等の儀礼変容に関する資料のとりまとめを行い，近代家族の成立と展開と

結婚式の変容について分析を終える。とくに儀礼空間の変容についても社会的要因も大きいため，その点に

留意しながら現地調査も踏まえつつ考察を進める。

　経済的要因については，収集したカタログやパンフレット，広報誌などを通しての儀礼の商品化の分析を，

補足調査も行いつつとりまとめる。慶弔用の贈答の変化なども視野に入れて，経済的要因による儀礼の変容

を照射する。

　３年間継続して収集した民俗儀礼の作法書やマニュアル本はすでに項目別に整理が終わっており，その内

容について地域別の特徴の記述の仕方，また広告を通しての商品化の分析などを行い，儀礼の平準化と国民

儀礼化を分析する。

３．今年度の研究経過と成果

　民俗儀礼に影響を与える政治的動向について，生活改善運動や新生活運動などが地域性を持って進められ

てきており，地域の民俗に対応しつつその重点が異なることがわかった。さらに地域によって墓地および埋

葬に関する法律などの対応により，墓地や納骨堂などの管理化が進んでいったことも明らかになった。さら

に医療化の動向に関しては，遺体の取り扱いが，医学的知識をもとにサービス化が進行しそれに対する教育

システムも構築されていることも解ってきた。

　社会的要因について儀礼空間の検討を行った。葬儀場の成立による儀礼の変化については，地域社会の変

化との関連から検討した。そこでは当初儀礼上の必要から，自宅及び寺院や墓地，火葬場での儀礼の二段階

であったが，儀礼の簡略化と近隣の関与の変化から自宅に収斂化され，さらに自宅で行った儀礼のすべてを

行うための空間として葬儀場が成立したのであり，その要因を含めて分析を行った。また経済的要因につい

ては，婚礼用品などのパック化がデパートなどによって作られ，さらに儀礼と婚礼用品のマニュアル化によっ

て，中間層の結婚イメージが形成されていることが解明された。

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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（11）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～三国時代における韓国の北よりの地域（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

　韓国内で，鉛鉱山の系統的な同位体比分析結果が発表されたので，日本国内の鉛鉱山のデータとの比較を

行う。これまでの研究の成果から，中国産原料とされてきた領域の中に，朝鮮半島産の可能性のあるものが

含まれている可能性があるという指摘を行っているので，その妥当性を検証する。また，過去の共同研究で

得られた朝鮮半島製青銅器の原料産地についても，あらためて見直しをはかり，これまで指摘してきたもの

以外に，朝鮮半島産原料のものが存在しているのかどうかについても，再検討を行う。

　韓国の資料については，引き続き，京畿文化財研究院，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，連携をとって調査を進める。本研究

でテーマの一つとなっている日本産原料の開始時期について，自然科学的な分析から可能性が指摘されてい

るのは６世紀後半～７世紀初であるが，国内ではまだ６点しか確認されていない。これまでに検出されてい

る資料の出土地域（島根県・岡山県）やその周辺の銅鋺・銅鈴・耳環などを中心に，調査を進める計画であ

る。
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３．今年度の研究経過

　日韓の出土資料を対象とし，またゲストスピーカーを招いて下記の研究会を行った。

８月20日

１．これまでの経緯に関する報告

２．「日本・韓国出土資料と鉛同位体比分析結果」（齋藤努）

３．「調査対象資料がもつ考古学的意義」（高田貫太）

４．研究報告特集号の刊行にむけたスケジュールについて

10月26日

１．これまでの経緯に関する報告

２．「上毛野における古墳時代青銅器の歴史的考察（予察）」（土生田純之）

３．「中四国地方で出土した銅鋺からみた銅鉛原材料の産出地」（澤田秀実：くらしき作陽大学）

４．研究報告特集号の刊行について

　韓国の嶺南文化財研究院からの招聘で，2015年１月24日に齋藤が第61回考古学研究公開講座『自然科学と

考古学の展望と課題』で，「鉛同位体比に基づく産地推定分析」という講演を行った。2015年２月１日～14

日に韓国の国立文化財研究所から金素珍氏が来館し，鉛同位体比分析を実施した。

　７月16～18日に飯田市上郷考古博物館で資料調査と分析用試料採取を行ったほか，富山大学資料等の試料

分析を開始した。

　分析調査結果を報告したものとして，国内では，新潟県胎内市の城の山古墳出土資料，千葉県名木不光寺

遺跡出土資料，長崎県立小野堀遺跡出土資料，鹿児島県加治木銭鋳銭場跡出土資料，鹿児島県川尻遺跡出土

資料，また国外では，韓国の嶺南文化財研究院所蔵資料，国防文化財研究院所蔵資料，東亜細亜文化財研究

院所蔵資料，アメリカ・フィールド自然史博物館と西オーストラリア博物館が所蔵するジャバ沈没船引き上

げ資料等がある。

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，これまでに得られたデータをまとめ，それぞれの資料がもつ考古

学的な意義とあわせて総合的な考察を加えた。研究会の中から出てきた課題に基づき，朝鮮半島で作られた

細形銅剣の型式と鉛同位体比の変遷を集積した。また次の共同研究へつなげていくためのステップとして，

本研究と同様の問題意識をもつ澤田氏を研究会に招聘し，中四国地方の銅鋺を中心として，原料の産地に関

する集成を話していただき，議論を加えた。

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・教授　　　　　　　○藤尾慎一郎　本館研究部・教授
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　高田　貫太　本館研究部・准教授

（12）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や手工業生産にかかわる遺跡に焦点をあて，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，飛鳥宮・藤原宮・平城宮を調査する。発掘調査の成果の集積を継続し，実態としてどの

ような官衙が存在し，成立・展開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

な遺跡の調査成果について，政庁といった中枢施設だけではなく，周辺の官衙や手工業生産遺跡の展開過程

を検討する。また，多賀城跡と大宰府跡，秋田城跡については，さらに深く検討するため，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，秋田市秋田城跡調

査事務所の協力を得て，発掘調査資料を分析する。さらに，昨年度の調査で飛鳥・奈良時代の畿内産土師器

には，役所が成立・展開していく過程が強く反映されていることがわかったので，今年度も継続して九州で

の出土例について検討する。

　作業の進捗の確認と，成果報告のための研究会を年３回，国立歴史民俗博物館でおこなう。また，遺跡の

踏査を２回，開催する。

　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

第１回研究会　2014年７月５日（土）・６日（日）　遺跡調査
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　共通テーマ「古代の美濃─弥勒寺官衙遺跡と不破関の調査」

遺跡調査　富加町郷土資料館（岐阜県加茂郡富加町）・東山浦遺跡（岐阜県加茂郡富加町）・関市弥勒寺官衙

遺跡群（岐阜県関市）・美濃国分寺跡・資料館（岐阜県大垣市）・美濃国府跡（岐阜県不破郡垂井町）・不破

関跡・資料館（岐阜県不破郡関ヶ原町）

　案内　田中弘志（関市教育委員会）・島田崇正（富加町教育委員会）・高田康成（大垣市教育委員会）・富

田真一郎（関ヶ原町教育委員会）

第２回研究会　2014年７月26日（土）～27日（日）　国立歴史民俗博物館

報告　小倉慈司「大宰主神司と律令神祇祭祀」

　　　吉野　武「多賀城創建私考」

　　　林部　均「九州島出土の飛鳥・奈良時代の畿内産土師器」

　　　仁藤敦史「東国論からみた伊豆国の成立」

　　　川尻秋生「古代東国の普遍性と特殊性」

第３回研究会　2014年９月27日（土）～29日　遺跡調査

　共通テーマ「古代の南九州─薩摩・大隅の遺跡から古代国家の南縁を考える─」

遺跡調査　指宿市立考古博物館（鹿児島県指宿市），敷領遺跡（指宿市），成川遺跡（指宿市），枚聞神社（指

宿市），鹿児島県立歴史資料センター黎明館特別展「南からみる中世の世界」（鹿児島市），薩摩川内市立歴

史民俗博物館（薩摩川内市），薩摩国分寺跡（薩摩川内市），薩摩国府跡（薩摩川内市），横岡古墳（薩摩川

内市），城ケ崎遺跡（姶良市），柳ガ迫遺跡（姶良市），宮田ケ岡瓦窯跡（大隅国分寺瓦窯），姶良市歴史民俗

資料館（姶良市），塚崎古墳群（肝属郡郡肝付町），唐仁古墳群（肝属郡郡東串良町），横瀬古墳（肝属郡郡

東串良町），鹿児島県立埋蔵文化財センター（霧島市）

案内　永山修一（ラ・サール学園）・深野信之（姶良市教育委員会）

第４回研究会　2014年12月22日（月）　国立歴史民俗博物館

報告　菱田哲郎「考古学からみた近畿地方北西部の古代地域社会」

　　　永山修一「古代の南九州と隼人支配」

　　　田中俊明「斯盧から新羅へ─５世紀末・６世紀初新羅の慶尚道領有─」

　　　右島和夫「終末期古墳から見た畿内と東国」

第５回研究会　2015年２月７日（土）・８日（日）　国立歴史民俗博物館

　　　平川　南「日本海沿岸地域の出土文字・地勢から交流拠点を探る」

　　　吉野　武「多賀城創建期の瓦窯跡─日の出山窯跡群を中心として─」

　　　吉川真司「古代仏都圏試論」

　　　渡辺晃弘「日本における大極殿の系譜」
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４．今年度の研究成果

　昨年度に引き続き，王宮や地方官衙について，中枢部だけではなく，周辺の官衙や手工業生産にかかわる

遺跡についての調査を継続した。とくに王宮や地方官衙の中枢を中心として，周辺の官衙も含めて官衙遺跡

群としてとらえるよう注意した。

　今年度は，大宰府政庁跡の不丁地区の官衙群，秋田城跡では，政庁西方官衙群の形成と展開について，具

体的な遺構・遺物に即して検討を加えた。とくにいつ，このような実務的な官衙が造営されるのかを検討し

た。多賀城跡では，外郭南門の発掘調査を受けて，遺構変遷を検討し，多賀城創建期には，この位置には門

は存在せず，その北にあったことを確認した。

　また，出雲国府跡にて，役所の実務空間でおこなわれた漆生産について検討した。また，出雲国府を中心

とした官衙遺跡のひろがりについて，八雲立つ風土記の丘資料館の復元模型をもとに検討した。

　宮崎県西都市日向国府跡，福岡県行橋市福原長者原遺跡，福岡県粕屋町阿恵遺跡群，岐阜県関市弥勒寺官

衙遺跡，埼玉県深谷市幡羅遺跡・熊野遺跡・中宿遺跡，群馬県前橋市上野国府跡，群馬県伊勢崎市三軒屋遺

跡，群馬県太田市天良七堂遺跡などにおいて，遺構・遺物の検討をおこなった。

　また，今年度は，南部九州での官衙の成立を考えるため，薩摩・大隅地域の調査をおこなった。また，近

年，発掘調査がおこなわれた鹿児島県大島郡喜界町城久遺跡群の調査をおこない，南島と呼ばれる地域での

官衙の実態を調査した。さらに，奄美市の小湊フワガネク遺跡を調査して，ヤコウガイ大量出土遺跡の年代，

性格について検討した。このような地域での動向が，どのように列島社会とかかわるのかという新しい課題

が見つかった。

　昨年度につづき，飛鳥・奈良時代の畿内産土師器の調査をおこなった。今年度は九州を中心として，いつ

頃から搬入がはじまり，いつピークをむかえるのかを具体的に検討し，それと官衙遺跡の成立がいかにかか

わるのかを考えた。ほぼ九州については，資料の確認，図面の作成作業を終えた。

５．研究組織

　今泉　隆雄　東北歴史博物館館長（平成25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

（13）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」
　　  2014～2016年度
　　　（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
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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

　昨年度発生した試料汚染を解決した上で，日本産樹木年輪の炭素14年代を蓄積する。あわせて，比較対象

として古建築部材の測定を蓄積し，炭素14-ウィグルマッチ法の結果がIntCal，SHCalどちらに整合的するか

を検討する。

　東アジア産の樹木年輪試料の捜索を進め，可能であれば測定を実施する。

３．今年度の研究経過

　前年度影響が疑われたダイヤモンドカッターの代わりに，炭素を含まない窒化ケイ素の刃を用いたが，試

験的な測定の結果やはり汚染と思われる値のずれが認められた。年輪層を切り分ける際，セルロース板は写

真アルバムに貼りこまれるが，その糊の影響が疑われる。そこで，処理済のセルロース板はアルバムを用い

ず，透明の写真袋にいれて切り分ける作業を行った。測定の結果，これまでに認められた値のずれはなく，

汚染が回避できたことが確認できた。この方法で新潟県新発田市白壁兵舎部材ならびに兵庫県姫路市円教寺

桔木枕の処理を行い，得られたセルロース板から５年輪を１単位として測定試料を採取した。測定は，利用

申請をしていた日本原子力研究開発機構東濃地科学センターで実施した。

　古建築部材として，神奈川県伊勢原市日向薬師宝城坊および三重県松阪市大河内薬師堂の測定も行った。

いずれも建築年代を明らかにすることが主目的であるが，日本列島周辺では大気中の炭素14濃度が北半球用

の較正曲線IntCalと南半球用のSHCalの間を行き来していると考えられ，どちらが適切かを判断する必要が

あった。部材からは年輪採取を目的とした大規模な試料採取は行えないが，１部材からそれぞれ５年輪を３

点ずつ採取・測定し，炭素14-ウィグルマッチ法による較正曲線との照合具合や想定される年代との比較を

行った。

　東アジア産樹木年輪については，各機関に依頼をするものの良好な試料は得られないでいる。釜山大学校

博物館の李昌熙氏から慶州チョウォン遺跡から出土した木棺などの提供を受けたが，いずれも十分な年輪数

は確認できなかった。

４．今年度の研究成果

　樹木年輪から効率よくセルロースを得る方法として，板状抽出法が実用的な段階に達した。切断には窒化

ケイ素の刃を用い，純水ならびに有機溶媒で超音波洗浄をしたのちに塩素漂白を行う。処理の済んだセルロー

スは透明な写真袋に入れてスキャナ画像を撮り，年輪層に切り分ける。ただし袋内では試料が安定せず，袋

の片面を剥いだ上で切断することになる。顕微鏡で観察しながら作業することで埃の混入は回避できている

が，もう一段の改善が必要である。

　円教寺および白壁兵舎部材の測定から，それぞれAD1400～1500，AD1650～1750に相当する日本産樹木

年輪の炭素14年代が得られた。前者は較正曲線が下降する時期に相当しIntCalとSHCalの差異を示すことが

難しいが，ほぼ沿ったものとなっている。一方後者は較正曲線が不安定な時期に相当するが，測定値は大き

く乱れ，IntCalの上方のみならず下方に位置するものも見られた。上方へのずれは炭素14濃度の低い南半球
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大気の影響を示唆するものであるが，下方へは炭素14濃度の高い大気の供給を仮定しなければならない。

　前年度測定を試みた，16世紀から現代までの年輪を有する伊勢神宮倒木の再測定を，代表者・分担者が実

施する別の研究プロジェクト（総合地球環境学研究所：高分解能古気候学と歴史・考古学の連携による気候

変動に強い社会システムの探索）により実施した。５年輪を１単位とした測定結果の挙動は白壁兵舎部材の

変動と合致した。すなわち，近世の日本産樹木年輪の示す炭素14年代の変動は当時の大気中炭素14濃度を反

映したもので，統計的な処理を施された較正曲線はむしろ実際の変動を反映していない可能性がある。なお

前年度測定した16世紀台の伊勢神宮倒木の単年輪測定は，今年度の測定結果にほぼ沿ったものとなり，汚染

の影響を受けていないことも判明した。

　日本版較正曲線の作成は，建築史学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。本研究などで認められた日本産樹木年輪の示す炭素14年代の変動は，これまで蓄積してきた近世建築

部材と合致することも明らかになった。IntCal， SHCalといった二者択一ではなく，より詳細な日本版較正

曲線の整備が急務といえる。なお円教寺，白壁兵舎部材は，最終年度早期に酸素同位体比法による年輪年代

の確定を行って較正曲線の整備に供する。

　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

する。

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

（14）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，イギリスおよび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
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を主たる目標とした。

３．今年度の研究経過

（１）イギリスにおける調査　2014年６月７日～15日，2015年３月８日～16日

　今年度の主要な成果は，イギリス国内に現存する日本製磁器および漆器の調査，またシノワズリ建築・室

内装飾の調査と，それを構成する日本・中国・西洋製などの工芸品の調査を行ったことである。調査方法は

昨年度同様，磁器班，漆器班を中心におこない，各機関において現地研究者との意見交換をおこなったほか，

大英博物館およびヴィクトリア・アンド・アルバート美術館の研究者とも情報交換をおこなった。

主な調査先：ニュービーホール・ダラム大学東洋美術館・ボウズ美術館・ハーウッドハウス（以上，漆器・

磁器の調査）・ノステルプライオリー・テンプルニューサン（漆器・磁器・シノワズリ装飾の調査），ハンプ

トン・コート宮殿（磁器の調査），ケンジントン宮殿（漆器・磁器などの調査），ウィンザー城（漆器・磁器

などの調査），アシュモレアン美術館（漆器・磁器・染織品の調査），ロイヤル・パヴィリオン（シノワズリ

の建築および室内装飾，日本・中国製漆器，中国製磁器・その他の工芸品の調査），エルトン・ホール（日

本漆器および磁器の調査），ベルトン・ハウス（日本製磁器および漆器，シノワズリ室内装飾の調査），ウォ

レス・コレクション（日本製磁器および漆器の調査）

（２）オランダ・ライデン民族学博物館における調査　2014年11月21日～23日

当館が所蔵するブロンホフおよびフィッセル収集の日本製漆器の調査をおこない，現地の研究者との意見交

換をおこなった。

（３）国際会議への出席　11月21日～23日

　ハイデルベルク大学において開催された国際会議「EurAsian Objects:Art and Material Culture in Global 

Exchange, 1600-1800」に参加し，グローバル・アートヒストリーの方法論によるヨーロッパとアジアの交

流史研究に関する知見を深めた。また，23日に日高が口頭発表「16世紀～19世紀の日本製輸出漆器に反映さ

れた日欧文化交流」をおこなった。

４．今年度の研究成果

　イギリスにおいて，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，王室コレクションの磁器や，これまであまり知られていない個人コレク

ショ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，海外の研究者との意見交換・情報交換に

より，資料の所在情報・伝来等に関する情報のみならず，研究に関する方法論的な示唆を多く得られたこと

は大きな成果であった。

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
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　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

（15）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。

２．今年度の研究計画

　昨年度までの発掘調査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・精神文化の分析を行い，こ

れを検討する。

　また，平成26年度までの出土資料を基にしたパネル速報展を地元博物館・図書館等において開催し，田原

市内を巡回する。

　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最小個体数が，頭蓋では12～13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，概

して体格のがっしりした人物が多く，また加齢による骨病変がほとんど見られないなどの様々な点が判明し

た。また，保美貝塚出土人骨の年代測定を行ない，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。

　また，11月に保美貝塚において追加調査を行い，主たる遺構である盤状集骨葬の周辺に柱穴などが存在し

ないかどうかを検討し，土壙以外に関連施設が存在しないことを確認した。

　この他，地元との教育的連携としては，田原市中央図書館において，これまでの発掘調査の成果概要をパ

ネルにした小企画展を行い，地域との連携を図った。なおこの小企画展については，市内の図書館を中心に

巡回を行い，研究成果の地元への還元を行っている。
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　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

（16）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」2013～2015年度
　　　（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。
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３．今年度の研究経過

　本研究は，奈良県円照寺墓山１号墳出土資料等の基礎情報を提示し。それに基づき武装具の集積現象を検

討して，古墳時代中期社会の特質を描出することを目的とする。４年間の研究期間のうち，前半２年は高精

度の実測図の作成を中心に基礎情報の整理及び資料分析を進め，後半２年は様式論，保有形態論，生産流通

論，表象論など各視点から武装具の集積現象と古墳時代中期社会を討議する。

　本年度も，６度にわたる調査検討会を通して，円照寺墓山１号墳出土資料の基礎情報を整理した。遺存状

態の良好な大型資料については，高精度の実測図の作成を70～80％前後完了させた。また，1930年代以後殆

ど手が及んでいない破片資料を悉皆的に調査し，資料の全貌をほぼ明らかにした。特に，本年度は小札甲及

び襟付短甲を対象として取り上げ，メンバー総員で分類及び検討をおこない，員数推定や構造復元などを議

論し，円照寺墓山１号墳で保有する武装具の実情をより精確に把握するよう努めた。

　調査検討会では，調査と併行して研究報告をおこない，計８本の研究発表と討議をおこなった。円照寺墓

山１号墳出土資料の整理から得た知見を共有し，またそれを起点とした武装具の様式論，製作論，保有論，

表象論，そして奈良盆地東部勢力の歴史的評価について検討を進め，議論を蓄積した。

　加えて，５月には韓国出土の倭系甲冑を調査し，韓国の考古学研究者と意見を交わし，東アジア視点から

武装具の流通形態，あるいは倭の対外交渉，帯金式甲冑の象徴性，価値について議論を重ねた。

　理化学的分析に関しても，AMS炭素14年代測定に基づく古墳時代の暦年代観の整備を目指して，測定資

料の検討・選定や準備作業を積極的に進めた。古墳時代中期の出土資料を中心に10サンプルほどの測定に着

手した。X線情報に基づいた情報解析も本年度は本格化しており，先の高精度の実測図作成とあわせて，製

作技術論の展開に大きく寄与した。

４．今年度の研究成果

　本年度は第２年度にあたり，高精度の実測図の作成は，概ね順調に進展しており，円照寺墓山１号墳を対

象とした研究作業は，全体の70～80％程度の進捗状況を示している。昨年度は基盤機関の設備の事情で実施

が困難であったX線図像解析も70%程度進んでおり，基礎情報の整理は当初の計画通り進行した。なお，

AMS炭素14年代測定の資料検討も進捗しており，これらを総じて当初計画した目標は達成していると考え

る。

　また，２度の研究会を通じた議論の蓄積や，韓国での資料調査及び研究会の開催により，武装具の集積現

象の検討が実質的に進行している。研究会での各報告は以下のとおりである。

　　阪口英毅「円照寺墓山１号墳出土短甲Ⅱ・短甲Ⅳ」

　　川畑　純「古墳時代中期甲冑の系統と集積」

　　鈴木一有「円照寺墓山古墳出土武装具の特質─伝統と階層─」

　　諫早直人「日羅の初期金工品生産に関する予察」

　　杉井　健「武装具の集積現象と古墳時代中期社会の特質にかかわって」

　　上野祥史「古墳出土の盤龍鏡について─配布と伝世を考える視点─」

　　橋本達也「「円照寺墓山１号墳」という古墳」

　　高橋　工「円照寺墓山１号墳出土革綴甲冑」

　基礎情報の蓄積とその分析を踏まえて，各議論が進捗しており，武装具の様式態論や保有論，あるいは表
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象論について議論を重なりつつある。武装具の集積現象から古墳時代中期社会の評価する動きが本格化しつ

つあるといえよう。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。

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）

　松崎友理（九州歴史資料館）

（50音順）

（17）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
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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。

３．今年度の研究経過

　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を行なった。たとえば，福岡市南

区弥永地域の団地の建設と昭和40年代を中心とした生活史の追跡調査，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時および葬儀など非日常時の社会生活の特徴とその地域での生活変化をめぐ

る民俗誌的調査，山口県中西部に位置する秋吉台とその周辺地域の植生景観の変化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温井ダムの見学と移転した温井集落の生活についての体験者からの聞き

取り調査などである。これらはいずれも，昨年度からの継続調査であり，植生景観とダム建設による集落移

転については，地域および時代による変化の仕方を比較検討するために周辺地域に調査を展開している。

４．今年度の研究成果

　まだ全体的に資料収集の段階ではあるが，これまでの民俗調査の積み重ねの中で比較的詳細な民俗誌が存

在する地域を対象とする追跡的な再調査を行ない，数十年幅での生活変化の把握の仕方について，いくつか

の可能性を示すことができた。

　たとえば，広島市内へ電力を供給している太田川流域のダム建設は重要であるが，昨年度，昭和30年代前

半に建設された広島県山県郡北広島町の樽床ダムと樽床から移転した経験者の話を聞いたが，この比較的戦

後まもない時期の集落移転では，集団移転ではなく個別移転が特徴であった。今年度，同じ太田川流域に平

成14年（2002）に建設された同郡加計町（現安芸太田市）の温井ダムと移転集落の調査（移転は昭和62年〈1987〉）

を行ない，ここでは移転後の補償交渉を十分に行なったうえでの集団移転が実現し，高台に新しい集落が形

成されていることがわかった。同じ流域におけるダム建設への水没集落の対応にも，それぞれ時期によって

違いがあることが確認された。このことから，調査項目の作成においては，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）に地域差だけでなく時期の差にも

注意する必要が再確認された。

　『加計町史』（刊行は平成12年であるが，その調査内容は昭和50年代までの生活）の食生活の詳細な記述

をもとに，町場の加計地区と山間の温井地区とにおいて再調査を試みた。町史の記述と現在70歳代以上の方々

への聞き取りでは，温井では山に自生する多くの種類の植物を食用としていたが，移転後はトチの実の灰汁

抜きの技術の伝承も途絶えたこと，一方，温井の場合，味噌や漬物などはまだ自家製の家もあるが，他の町

場の地区ではすでに味噌も漬物も購入するようになっていること，などが明らかになった。これにより，調

査項目の作成においては，伝承が途絶える背景として，姑から嫁への世代交代や，スーパーの開店，そして

集落移転の場合にはそもそもその素材が入手できなくなったことなども影響していることが指摘された。

　基準をそろえた民俗調査項目の必要性は，生活変遷を追跡する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。この課題に向けて次年度もさらに試行をかさねてゆくことが研究員において共通認識となっている。
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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　　國學院大学大学院・教授

　関沢まゆみ　　本館研究部・教授

（18）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。研究状況を示す最新の文献リストは，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。
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　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最も基本的

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，日本で最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，３年目にあたる本年度において，当初計画に沿って，第一の目標を中間まとめとその成
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果の公表に置く。成果のまとめは，以下の３つの方向で進める。

① 首都東京の軍隊の特質解明の重要な鍵は，明治初期の形成期にある。近代日本の軍隊形成の最初の時期に

おいて，首都東京の軍隊が如何に位置づけられ，どのように部隊が配置され，そのためにどのように軍用

地が創出され，どこから，どのような兵士が徴集され，如何なる錬成が施されたのか，そしてその結果，

東京という地域と軍隊という存在が如何なる関係性，特色を形成したのかという点が問題である。こうし

た相関する諸問題を総合的に解明するために，とりあえずの分析対象を，日本軍隊の骨格が確立する過程

としての1870～80年代に限定して中間まとめをおこなうこととする。

② このまとめ作業は，関東における戦前日本の軍隊を総括的に調査し，成果を論文とする共同研究として行

う。報告者はこの共同研究の代表格をも兼ねるため，上記①の東京に関する個別研究のまとめを越えて帝

都を囲む関東地域全体の動向を概括する作業を並行させることとする。本基盤研究は，大正期までに時期

を限定しているが，第一次大戦後の軍装備の近代化，総力戦対応，さらに1930年代以降の本格的な総力戦

準備の過程で，関東全域（主として，東京・千葉・埼玉・神奈川・茨城など関東南部）規模で，軍組織・

軍施設の再編配置が進められ，文字通り帝都を中心とする広域軍事計画が進展した。本基盤研究でも，そ

の展開をにらんで研究を進める必要があり，先の共同研究の成果を総括する作業をおこなうとともに，自

身でも，東京の軍施設が大規模に移転し，新軍都として設計されていった相模原台地の軍事史のアウトラ

インを把握する作業を，自治体史などの最新の成果に依拠しておこなう。

　 さらに，関東という広がりの中で，「軍都としての帝都」を捉える場合，海軍および海防を任務とする要

塞砲兵などへの目配りも必要となる。横須賀市史等の成果を吸収するとともに，やや広げて島嶼や半島の

要塞についての調査も行うこととする。

③ 首都東京の部隊の特殊性を検討する前提として，陸軍部隊の歴史的変遷，個々の時期の固有の性格などを

把握しておく必要がある。既に軍用地の歴史的素描は自身で行っているので，戦前の部隊編成の変遷を概

括的におさえる作業を進めることとする。

　 以上，②，③の作業を進めるためには，これまで力点を置いて来た防衛研究所の陸軍資料だけでなく，公

文備考等の海軍関係基本資料や国立公文書館での公文類集等法令関係資料の資料調査も適宜進めることと

する。

　資料調査では，中間まとめに必要となる適宜の調査を別として，徴兵制・徴集に関する基本資料を収集す

ることとする。既に，明治半ばまでの資料は「陸軍省年報」「統計年報」などを中心に収集しているが，さ

らに各年の徴兵表や各年徴兵事務摘要，その後の「陸軍省統計年報」，「帝国統計年鑑」などを広く収集，分

析し，関東・東京における徴兵の特質の摘出を目指すこととする。

３．今年度の研究経過および成果

　上記①の課題は，論考「首都の軍隊の形成」としてまとめた。東京の部隊の最初の配置と国家の設計や首

都の都市計画とからんだ再配置，他地域名はない近衛という部隊の特質，首都の部隊であるが故の東京鎮台

（第一師団）の他鎮台とは異なる特質，いち早く設置された憲兵隊，教導隊という特異な軍事力など首都東

京の形成過程，帝都の防衛軍としての特質を東京の軍隊の形成過程から明らかにした。

　②については，「皇居防衛から帝都の護りへ」という小論で「軍都東京」を中心に据えた関東全体の軍隊
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配置の特質，その歴史的変遷を素描し，全体構図の捉え方について問題提起した。相模原新軍都に関しては，

コラム的小論をまとめた。

　③については論考「陸軍の部隊と駐屯地・軍用地」で，軍隊の創設から敗戦（軍隊の解体）までを部隊の

編制，配置を中心にまとめた。①でおこなった分析を，日清戦期から，この基盤研究が目標とする大正期ま

で広げる基礎作業としての意味をもち，かつ，日清戦後軍拡では部隊が増設されず（近衛師団徴募との関係），

それ故に第七師団への徴集兵配賦が行われる関東の徴兵の特質も浮かび上がった。

　このほか，歴博の共同研究の関係で，対馬の要塞調査，沖縄の戦時期調査の機会を得，対馬や徴兵制の施

行が遅れた沖縄軍事史の特質を追及しはじめる契機となった。本研究での徴兵関係資料の総括的な収集も６

～７割は達成され，科研費研究と館内共同研究が結びついて，関東・東京の徴兵から見た特質を，改めて長

期的に検討する基盤が得られることとなった。

【発表論文等】

荒川章二編著『地域の中の軍隊　第２巻　関東　帝都としての軍都』（吉川弘文館，2015年２月）

　執筆個所は，「プロローグ　皇居防衛から帝都の護りへ」（pp.1－13），「首都の軍隊の形成」（pp.16－

54），「コラム４相模原台地の軍都計画」（pp.189－201）

原田敬一・荒川章二ほか編著『地域の中の軍隊　第８巻　基礎知識編　日本の軍隊を知る』（吉川弘文館，

近刊）

４．研究組織

◎荒川　章二　本館研究部・教授

（19）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惣用下行帳の具体的な内容分析と，惣用下行帳が幕府の

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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２．2014年度の研究計画

（１）これまで蒐集した応仁・文明から明応・文亀・永正年間の名家・羽林家や局務官務，さらに六位外記

史の地下官人層の活動内容と職歴・人的ネットワーク・所領群などについて関係史料を集成して，禁裏と幕

府の共同財政の官僚組織の全体像をあきらかにした論文集『室町廷臣社会論』（塙書房，二○一四）を前倒

しで刊行できた。今年度は最終年度にあたるため，その整理作業と残された課題について検討する。

（２）即位下行帳に登場人物名のリストアップから整理を行い，昨年度刊行した『室町廷臣社会論』の下部

機構論のどこに位置づけることができるのか，新しい論点や課題の検討を行う。

（３）惣用下行帳や即位下行帳の予算執行の文書行政方式が，債務の委託契約を前提にした料金後払いの支

払システムになっていた。この財政運営システムは，中世イギリス王朝による南フランス支配での財政運営

や一五世紀ヘンリー四世の財政運営での借入金依存方式と共通している。そのため，南フランスの中世史料

調査を計画する。

（４）禁裏領と将軍御料所が重なる荘園調査を実施する。

３．2014年度の研究経過

（１）中世禁裏と幕府の共同財政運営システムの全体像と，局務清原家と官務大宮家，その下部機構である

六位外記史らの地下官人層との位置づけを整理して，公家文書の体系性として歴博館蔵資料群によって提示

する作業をおこなった。まず，天皇・上皇・女院らによる国家意思決定過程にかかわる文書群，職事弁官の

名家・羽林家らが上司の命令を下部機能に取次ぎ，媒介するための手続き文書群，官務・局務が六位外記史

とともに財政運営の実務作業にあたって作成する財政帳簿群の三段階に区分した。館蔵の公家史料群から典

型例を抽出して文書群の体系性を解明するとともに，それによって公家官僚機構と文書群の階層性をあきら

かにした。

（２）中世の中級公家である職事弁官の名家・羽林家は，儀式伝奏や武家伝奏とともに天皇に奏事を行って

国家意思の決定を行った。中世天皇の奏事目録の行政手続きの過程において，どのような行政文書手続きを

行うのか，それによって具体的にどのような文書様式の文書を作成してそれらの手続文書をどのように保存

してきたのか，歴博所蔵資料によって具体化する作業をおこなった。奏事目録の具体的経過を論文にした。

国際日本文化研究センターの共同研究「日記の総合的研究」とのコラボレーションに一定の貢献ができた。

（３）禁裏の財政運営では，公家官人らが請け負った業務内容の必要経費は，立替払方式で請求書を儀式伝

奏に示して支払命令書である切符を発行してもらい，武家伝奏や武家奉行人の連署をもらって，公方御倉の

支払機関から支払を受けるシステムであったことが明瞭になった。こうした請求主義・立替払方式は，南フ

ランスを支配したイギリスアンジュー朝の王朝と同一であることが判明した。その研究情報と中世フランス

財政文書の調査のため，パリ国立図書館，ストラスブール市立公文書館での古文書調査を実施した。早稲田

大学の堀越宏一教授のご教示をえることができた。

（４）禁裏御領や諸司寮領からの年貢輸送や連歌師を介しての守護大名との年貢催促の実体などについては，

北陸道の新潟の上杉関係所領の現地踏査を中心に実施した。

４．今年度の研究成果

（１）研究成果の論考を集成・整理して禁裏と幕府の共同財政運営システムの全体像を論文集『室町廷臣社
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会論』（塙書房二○一五）として年度末の二月に刊行した。今年度，協力関係機関や協力者へ送付するとと

もに評価や批判を受けることができ，今後の研究課題の把握につとめた。

（２）中世公家の行政執行手続文書の全体像をわかりやすく展示するため，国家意思決定過程にかかわる天

皇・上皇・女院らによる文書群，職事弁官の名家・羽林家らが上司の命令を下部機能に取次ぎ，媒介するた

めの手続き文書群，官務・局務が六位外記史とともに財政運営の実務作業それらの中から具体的な文書をピッ

クアップして，『歴博』184号に「中世公家の文書」として報告・公表した。

（３）広橋家本の奏事目録の関係史料群を研究して，「公家史料の申沙汰記」として写真掲載をもとに論文

にして報告・公開した。国際日本文化研究センターの共同研究『日記の総合的研究』の研究成果報告書であ

る倉本一宏編『日記・古記録の研究』（思文閣出版，二○一五年三月）に掲載・刊行された。

（４）日本の禁裏・室町殿の共同財政運営や中世イギリス王朝のパイプロールとが共通し，債務契約を前提

に請求主義・立替払方式で共通していることを債務史研究の課題として論文化した。拙論「総論─債務史研

究の課題と展望」として『歴史評論』773号に掲載・公表した。

（５）中世天皇家の国王氏寺の象徴でもあった法勝寺は，暦応五年（一三四二）に焼失してから再建されな

かったという通説を批判し，応永二五年（一四一八）から法勝寺五大堂再建工事が実施され，畿内近国に段

銭賦課がなされ，室町期にも国家仏事が実施されていたことをあきらかにした。室町期の法勝寺焼失から再

建までの歴史過程を「南北朝期の法勝寺」（『月刊住職』16巻２号）から「足利将軍と法勝寺」（『月刊住職』

16巻９号）まで連載した。

５．研究組織（◎は研究代表者）

◎井原今朝男　本館名誉教授

（20）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

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。
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　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
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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。

　本年度は最終年度としてこれまでに調査を終えた資料の分析を進め，あわせて他機関に蔵される資料の調

査を進め，図書寮蔵書集積の全体像を解明していく。

３．今年度の研究経過および成果

　本年度はこれまでに調査を終えた資料の分析を進める予定でいたが，前年度からの調査に加え，新規目録

登載も含めて，宮内公文書館所蔵特定歴史公文書等中に新たな関連資料が存在することに気づいたため，そ

れらの調査を続行することに力を注いだ。昭和期の『図書録』『総務課重要雑録』『侍講日記』『主殿寮出張

所重要雑録』『図書録別冊』『図書録　追加の部』『大臣官房総務課重要雑録』『図書寮雑件録』等である。

　これらの調査を進めた結果，旧禁裏文庫本の動きを解明するにはさらなる調査・分析が必要となることが

判明したため，今年度は禁裏文庫本漢籍の解明の上での重要資料である東山御文庫本『字書目録』の翻刻な

らびに検討，また宮内庁書陵部図書寮文庫にて「壬生本」として整理されている蔵書群の検討に重点を置く

こととし，それぞれ翻刻や目録を作成して刊行した。これらの作業を通じ，江戸時代中期に由来を持つ旧禁

裏文庫本の漢籍がかなりの程度，宮内庁書陵部図書寮文庫に受け継がれていることや，図書寮文庫にて「壬

生本」として整理されている資料の中に，実際には壬生家旧蔵ではない資料が混入していることなどを明ら

かにした。

　またこれまでの調査概要を広く公開して他の研究者が利用できるようにすることを目的として，『図書録』

の内容を一覧できる資料集を作成した。同資料集にはあわせて宮内公文書館所蔵資料中の図書寮文庫関係公

文書についての解題等を付し，今後の書陵部蔵書研究の参考となる情報を付した。
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【発表論文等】

小倉慈司『宮内公文書館所蔵『図書録』（戦前期）件名目録』小倉慈司（A４判118p.）2015年３月２日

小倉慈司「宮内庁書陵部所蔵壬生家旧蔵本目録（稿）」田島公編『禁裏・公家文庫研究』５（思文閣出版　

2015年３月）pp.463（2）－362（103）

小倉慈司「東山御文庫本『字書目録』勅封164－74」『国立歴史民俗博物館研究報告』第195集（2015年３月）

pp.111－123

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

（21）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─」2012年度～2014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。

　今年度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継続する。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，ライフヒストリーアプローチを意識して調査

をさらに進める。
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　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。

　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は重視し，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。

　全体として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

　今年度は東京における万年筆職人の相互互助組織である親王講に着目し，西日本における類似の組織との

比較検討を進めた。また醸造業に関する文献収集，調査も実施した。併せて調査手法の上で枢要なものとな

るインタビューに基づくライフヒストリーデータの処理および分析に関する文献の収集と検討をおこなっ

た。

　さらに昨年度に引き続き，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位置づける作業を継続し，検討を進めた。特に山の森林資源を活用

する職人という視角で検討を進め，日本民俗学会でその成果の一端を発表した。また轆轤を用いる職人集団

の祖神として信仰されてきた惟喬親王をめぐる調査をおこなった。

４．今年度の研究成果

・ 万年筆の製造に携わる職人や技芸に関する調査をおこない，昭和期における職人の講組織の規約の分析を

おこなった。そしてその成果の一端を成稿し，発表した（小池淳一「東京轆轤祖神親王講の規約─万年筆

をめぐる講と技─」『西郊民俗』229号，2014年）。

・ 職人の使う道具をめぐる技術と呪術に関する研究報告を行い，それを活字化した（小池淳一「職と技の民

俗史─道具を視座に─」同編『現代社会と民俗文化』，岩田書院，2015年）。

・国産漆の採取から精製・利用に至る過程について先行研究を検討した。

・ 日本民俗学会（2014年10月，岩手県立大学）において関連する研究発表（小池淳一「山・巻物・職人」）

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
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（22）基盤研究（Ｃ）
　　  「近世遊廓の構造とその社会的基盤」2013～2015年度
　　　（研究代表者　横山百合子）

１．目　的

　性売買の歴史は，ジェンダー論が提起する“生命の生産と再生産”概念によって，好事家的な関心を脱し，

本格的な歴史研究の対象として位置づけられることとなった。すなわち，ジェンダー研究に基づく新たな概

念提起により，性売買を，“生命の生産と再生産”の畸形化された一形態として，社会構造全体のなかに位

置づけて考察することが可能となったといえよう。本研究は，このような問題意識に立ち，一定の社会構造

のなかで性売買がいかなる位置を与えられ，またそれがその社会にどのような特質を付与するのかを，日本

近世を対象として検討するものである。

　遊廓は，近世城下町において政策的・人為的に設置され“生命の生産”から疎外され畸形化された特殊な

社会組織である。遊廓研究はこれまでも一定の蓄積をもつが，そこでは，遊女自身が客体化され，遊廓社会

を構成する要素として位置づけられない場合が少なくなかった。本研究は，江戸新吉原遊廓を主たる対象と

し，新たな史料発掘を通して，歴史的主体としての遊女の実像を明らかにすることを第１の課題とする。ま

た，そのような遊女自体の主題化という作業の前提として，遊廓の構成要素である町・遊女屋と遊女がいか

なる関係にあったのかを明らかにし，遊廓をめぐる社会構造を捉えることを第２の課題とする。さらに，そ

のような遊廓をめぐる社会構造は，新吉原，あるいは江戸で完結するものではなく，全国的な諸関係のなか

で成り立ってきたものと考えられる。そのため，第３の課題として，遊廓を支えるさまざまな社会システム

を，特に遊女屋経営を支える金融システム，遊女の調達システムなどを中心に，江戸だけでなく全国的な視

野から考察する。そこでは，地方豪農層や，宗教的・政治的権威としての朝廷や寺社・公家も分析対象とし

て視野に入る。

２．今年度の研究計画

　本年は，以下のような研究計画を設定した。

（１）江戸への遊女の供給地として大きな位置を占めた越後国旧蒲原郡地域における遊廓関係史料の所在調

査に着手する。

　研究開始当初の計画では，江戸新吉原遊廓運営において大きな役割をもった寺社名目金貸付関係史料であ

る長野県須坂市坂本家文書調査を，本年（第２年度）まで引き続き行う予定であったが，第１年度の調査が

計画よりも若干早く終了したため，補足的な調査として，調査地域を拡大する。

（２）愛知県西尾市岩瀬文庫所蔵の新吉原遊廓関係史料の調査と撮影を行う。

　本研究においては，歴史史料としての「吉原細見」の可能性の追求を研究の柱のひとつとしている。岩瀬

文庫は細見以外にも板本を中心に遊廓関係史料を所蔵しており，本年度より調査を開始する。

（３）第１年度の研究のなかで得た，遊女と遊廓社会との双方向的な関係，およびそれに基づく新吉原遊廓

をめぐる社会構造解明の成果について，論文・学会報告により発表する。
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３．今年度の研究成果

　第２年度計画に基づき，以下のような活動を行った。

（１）長岡市立中央図書館文書史料室互尊閣文庫，新潟県立文書館調査を実施した（2014年12月9－10日）

　東京府文書に含まれる新吉原遊廓をめぐる旧蒲原郡鶴ケ曽根村の事例の詳細を明らかにする資料群は見い

だせなかったが，街道を中心とする資料群が豊富に残されていることが確認でき，引き続き次年度調査を行

う必要がある。

（２）岩瀬文庫調査（2014年８月30日～31日，12月9－10日），台東区立図書館所蔵資料調査（2014年９月，

2015年２月）。

　岩瀬文庫所蔵史料のうち，基本的な史料となる板本の所在を確認し，その一部について複写撮影をおこなっ

た。絵図類は，直接に性売買にかかわるものではないが，幕末維新期の都市江戸の空間構造を解明するうえ

で有用なものが多く，本研究においても重要な参考資料となると判断し，一部の複写をおこなった。また，

台東区立図書館所蔵の吉原細見類の調査と複写を行った。

（３）本年の研究によって，遊廓の重要な構成要素でありながらこれまで主題化されることの少なかった遊

女について具体的な分析を行い，遊女が自身を取り囲む構造のなかでいかなる位置におかれたのかを明らか

にすることができた。また，遊廓をめぐる社会構造を，遊女屋仲間を中心とする遊廓の管理経営側と遊女と

の双方向的な視座から考察するという課題についても一定の成果を得た。さらに，本年の調査のなかで，遊

女自身の手になる史料を見出すことができ，最終年度に向けた研究課題達成の見通しを得ることができた。

（４）収集史料の一部の翻刻作業を進めた（次年度での発表を予定）。

　以上述べた第２年度の研究成果として，本年は代表者横山が学会報告２回，論文２本を発表した。

2014年６月　研究報告「幕末維新期の社会と性売買の変容─吉原細見・放火・芸娼妓解放令」（総合女性史

学会2014年度第１回例会）。

2015年３月　研究報告「新吉原町の鳶─「新吉原遊女町議定証文」を素材として─」（機構連携研究「『職人

絵』を中心とする日本中世近世都市風俗画の研究」（研究代表者：大高洋司）における2014年度第９回研究会）。

2014年７月　論文「新吉原における「遊廓社会」と遊女の歴史的性格─寺社名目金貸付と北信豪農の関わり

に注目して─」『部落問題研究』209。

2015年２月　論文「幕末維新期の社会と性売買の変容」（明治維新史学会編（西澤直子・横山百合子共編著）

『講座明治維新９　明治維新と女性』有志舎，所収）。

４．研究組織

［研究分担者］

　牧原成征　東京大学文学部・准教授
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（23）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，古代・中世に於ける『論語義疏』受容史の具体相の解明のため，古代・中世の『論語義疏』引用の

事例や古記録に現れる事例等を蒐集し，これを活かし著書を執筆する。

３．今年度の研究経過

　館蔵廣橋家旧蔵記録文書典籍類，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，書誌事項や引用の事例等の基礎データを蒐集した。古記録に見える『論語義疏』を始

めとする漢籍受容の事例を蒐集した。

　館蔵廣橋家旧蔵記録文書典籍類のうち，年号勘文に絞って，検討した。

　蒐集した，古代・中世に於ける『論語義疏』受容の事例を加え，博士論文を改稿・補正して，著書を執筆

した。

４．今年度の研究成果

　著書（単著）髙田宗平『日本古代『論語義疏』受容史の研究』（塙書房，2015年３月刊行予定）

５．研究組織

　髙田宗平　本館・非常勤研究員（研究支援者）
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（24）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史料調査が必要となる。

　初年度の研究により，主テーマである亘理伊達家の北海道移住について，史料が所在すると思われる地域

の基礎的な史料調査を概ね終えることができ，また分析の成果を論文として発表することができた。また，

そのなかで，亘理伊達家－有珠郡を分析する方法や基礎史料を，北海道の他の地域でも援用しうる見通しを

得ることができた。本研究課題の目的では，ほかに仙台藩重臣片倉家（宮城県白石市－北海道登別市），江

戸幕府旗本五島家（長崎県五島市－北海道磯谷郡蘭越町）を分析すべきテーマとして掲げているが，この両

家についても，札幌市や仙台市，東京都，京都府において史料調査を行い，基礎的な史料収集を行い得た。

一方で，①とくに五島家に関してさらに史料調査が必要であること②片倉家・五島家の分析が充分に進んで

いないこと③九州諸藩等，本テーマをより普遍的に位置づけるための史料調査は今後の大きな課題であるこ

と④近世の武家の構造を考えると，さらに家臣の「家」の視点と分析方法が必要であること，の４点が，２

年目（最終年度）の課題として確認された。

　以上の点から，本年度の研究の推進にあたっては，以下の４点を主軸に行うこととした。

① 亘理伊達家について，これまで得られた史料調査の成果をまとめ，史料群をデータ上で復元的に再構築し，

亘理伊達家－有珠郡の研究のための基礎を構築するとともに，分析をさらに進める。分析にあたっては，

場所請負制度・アイヌと移住武家との関係を，漁業をめぐる社会関係とその変容・開拓の進展と地域の生

業の変容を視点にあて，武家の北海道移住がもたらす地域社会の変容と，その後の歴史像についての基礎
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モデルを構築する。

② 本課題を検討するにあたり，「亘理伊達家」という視角に加え，家中の家臣を主体とした史料調査，分析

を行う。

③ 五島家・片倉家について，引き続き史料調査を行うとともに，亘理伊達家の分析モデルを念頭に分析を進

める。

④ 亘理伊達家をモデルに武家の北海道移住・北海道分領支配を解明するため，北海道分領支配に関わった全

領主について，史料調査を行う。分領支配に関わった領主は三八あるが，東北諸藩の分領支配を除き，充

分に研究されているとは言いがたい。そこでまず，九州諸藩（佐賀藩・鹿児島眼・熊本藩・福岡藩）の北

海道移住について分析するため，九州での実地調査を行い，文献・目録レベルでの基礎データを集積する。

また，③④に関わって，札幌市（北海道立文書館・北海道大学付属図書館）に基礎史料が集中して残され

ているため，札幌市での史料調査を重点的に行う。

　以上より，①②からこれまでの成果をまとめ，モデル化を進めるとともに，③④により，より普遍的な課

題として，明治初年の北海道分領支配・武家の北海道移住を位置づけるための基礎作業としたい。

　上記の課題のもとで本研究を遂行するにあたり，本年度も，史料の実地調査が研究の中心となる。調査先

は【北海道札幌市（北海道立文書館・北海道立図書館・北海道大学附属図書館）】【北海道伊達市（伊達市噴

火湾文化研究所・市内個人宅】【北海道登別市（登別市郷土資料館）】【宮城県亘理郡亘理町（亘理町立郷土

資料館）】【宮城県仙台市（宮城県公文書館・仙台市立博物館）】【宮城県白石市（白石城・白石城歴史探訪ミュー

ジアム）】【京都府京都市（京都府総合資料館・京都市歴史資料館）】【熊本県熊本市】の８箇所と，都内に所

在する国立公文書館・東京都公文書館を予定している。

　以上の調査はａ．亘理伊達家関係史料（伊達市・亘理町・仙台市・京都府）ｂ．九州諸藩移住関係史料（熊

本県熊本市）ｃ．東北諸藩移住関係史料（仙台市・白石市・登別市）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

化するための基礎調査である。

　また以上の史料調査における史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PC

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

め，史料整理用の封筒を購入する予定である。

３．今年度の研究経過

　上記計画と，調査先との調整に基づき，今年度は下記日程にて資料調査を行った。

６月６日～７日　京都府（京都市歴史資料館・京都府立総合資料館）

６月27日～29日　 宮城県仙台市（宮城県立公文書館・仙台市立博物館）・白石市（白石城・白石城歴史探訪ミュー

ジアム）

10月３日～５日　北海道札幌市（北海道立文書館・北海道立図書館）

10月17日～20日　北海道伊達市（伊達市噴火湾文化研究所）

12月20日～23日　北海道札幌市（北海道立文書館・北海道立図書館・北海道大学附属図書館）
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　京都府では，東北諸藩及び九州諸藩の北海道移住に関わる政治活動関連史料の発掘を行った。仙台市では，

亘理伊達家・片倉家を含む仙台藩士族の移住に関わる史料調査を行った。白石市では，仙台藩重臣片倉家の

移住関係史料の調査を行った。札幌市では，北海道立文書館・北海道大学付属図書館を中心に，明治初年に

北海道の分領支配に従事し領地を与えられた三八の領主すべてについて，移住関係史料を調査した。伊達市

では，亘理伊達家とともに移住した家臣団の史料調査・史料整理を行った。このほか，東京都公文書館・国

立公文書館において，随時調査を行った。なお，計画では，九州諸藩及び五島家の実地調査を行う予定であっ

たが，事前の目録調査によって有力な史料の所在情報を得られなかったこと，札幌市・京都市・東京都に，

九州諸藩関係の史料の所在が確認できたことから，九州諸藩については，以上の実地調査を行うこととした。

　以上の史料調査によって得られたデータは，亘理伊達家に関しては，ある程度史料収集を終え，

当事者【宮城県亘理郡亘理町】－【北海道伊達市】

政庁１【宮城県仙台市】－【北海道札幌市】

政庁２【東京都】－【京都府】

　という階層構成で関連史料が発生・伝来する見取り図が明らかとなった。この見取り図を前提に，各史料

群とデジタルデータをヴァーチャルに構造化することは，今後の課題である。また，これに加え，今年度重

点的に取り組んだのは，家臣団の史料群である。亘理伊達家の場合，移住にさいしては，亘理伊達家の意志

に加え，家臣団の家の意志も重要なファクターとなっており，北海道へ持ち込まれたアーカイブズ，亘理に

伝来したアーカイブズ，関連して東京や札幌に伝来したアーカイブズなど，複雑な階層構成を持っている。

今年度は史料調査が中心だったが，今後は，家臣団の史料も含めたアーカイブズの構造化が必要となる。

　また，東北諸藩（片倉家を含む）・九州諸藩（五島家を含む）の移住については，札幌市での調査により，

おおまかな見取り図を得ることが出来た。明治初年の分領支配がもっていた基本的な構造は４で改めて述べ

ることとする。

　伊達市所在の亘理伊達家中（家臣団）の史料については，伊達市噴火湾文化研究所との共同で史料整理を

進め，以下の目録を刊行した（三野担当は「村木家文書」）。

　『北海道伊達市大雄寺所蔵　亘理伊達家中諸家文書目録』（亘理伊達家文書調査研究会編）

　また，この成果に基づき，2015年３月７日，亘理町立郷土資料館主催，亘理町ものしり大学院において，

「村木孝英の近世・近代─近代社会のなかの亘理伊達家中─」として，講演を行った。

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調査・研究，②亘理伊達家中の北海道移住

に関する調査・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）での史料調査におい

て，新たに多くの成果を得ることができた。③については，東北諸藩の北海道移住については，北海道大学

付属図書館で多くの新たな史料を発見できた。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，多くの新たな史料を発見できた。

　今年度の研究成果としては，亘理伊達家の北海道移住と，明治初年の分領支配が持つ意味について，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。

　「亘理伊達家の北海道移住」といった場合，そこで問題となるのは，あるいは，従来評価されてきたのは，
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当主伊達邦成と重臣田村顕允の（ある意味で英雄的・物語的な）リーダーシップや政治手腕であり，移住後

の困難な開拓過程であった。こうした見方を史料に基づいて客観化することは本研究の目的のひとつである

が，この一連の過程を，近世の武家社会の構造から見ると，以下のような関係が描ける。すなわち，「亘理

伊達家」とは，

ａ． 仙台藩士（重臣・一門）として，仙台藩主伊達家と主従関係を結び，仙台藩の意志決定に参与する亘理

伊達家当主と，それを再生産する家族

ｂ．伊達実元・成実以来，代々家を継承してきた武家の当主である亘理伊達家当主

ｃ． 仙台藩領内の亘理を中心とする約23000石を領有する領主，1300家からなる家臣団「亘理伊達家中」の

主君

の３つの属性があり，亘理伊達家当主は，仙台藩重臣であると同時に，23000石（の地域）の領主であり，

1300家からなる家臣団の主君でもある。仙台藩重臣としての役（政治・軍事）を勤める反対給付として

23000石の領地を与えられ，領地を維持し職務を遂行するために「亘理伊達家中」の家臣団を形成する，と

いう関係であり，これは近世武家社会の基本構造でもある。そのうえで，戊辰戦争後，亘理伊達家当主邦成

に課せられた難題は，

aの立場：戊辰戦争によって存続の危機にある「仙台藩伊達家」を新たな社会に存続させること

bの立場：「亘理伊達家」を新たな社会に存続させること

cの立場： 自身と主従関係を結んだ1300家の家臣団との関係を継承し，家臣団の「家」を新たな社会に継承

させること

であると考えられる。近世の武家社会では，仙台藩士亘理伊達家を存続させることがabcを実現させること

であったが，戊辰戦争の敗戦により，この構造が破綻を来す。すなわち，仙台藩は62万石から28万石へ削録

され，藩領南部（亘理を含む）を上知されることになる。これを受け，仙台藩では家臣団の階層に応じた大

規模な削録を実施する。亘理伊達家を含む最上層の一門層は一律58石の支給となる。この決定に対し

ａの立場： 仙台藩存続のためにこの削録を受け入れ，主導せざるを得ない。結果，（2.3／62）から（0.058／

28）となり，仙台藩のなかで得られる俸禄は58石のみ

ｃの立場：仙台藩から支給される58石で1300家を雇用するのは不可能なため，別の領地を探さざるを得ない

ｂの立場：  「亘理伊達家」を新たな社会に継承していくうえで，仙台藩のなかで「亘理伊達家」を継承しよ

うとすれば1300家の家臣団との主従関係を終えざるを得ず，1300家の家臣達との主従関係を維持

しようとすれば仙台藩との主従関係を終えて新たな領地を探さなければならない

という対応となり，「仙台藩士」と「亘理伊達家中の主君」という立場は両立し得なくなる。こうしたなか

で見いだされた北海道移住は，仙台藩との関係を（ある程度）維持しつつ，仙台藩の外（北海道）に領地を

得るという，この難題に対する一つの「解」であり，近世の武家社会が解体しつつあるなかで「北海道」と

いう地域が「分領支配」という形で，新たな領地として全国の（さまざまな問題を抱えた）領主に与えられ

た意味だったと考えられる。

　こうした事情からすれば，北海道移住に対する熱意は，旧領での事情の切実さに比例することとなり，亘

理伊達家のように旧領を上知され，亘理に居住することが困難である場合，家臣も含めて移住が持つ意味は

極めて重大となるのに対し，おなじ仙台藩士でも，藩領北部の上知されなかった地域では，おのずと移住に

対する熱意は異なってくる。また，他の三八の領主についても，明治初年の戊辰戦争～版籍奉還に伴う混乱



152

のなかで，御家騒動的状況にまで至った徳島藩稲田家のような場合，既に旧領淡路に居住することは不可能

なため，移住は不可避な状況となる。一方で，九州諸藩のように版籍奉還に伴う混乱が少なかった場合，移

住を行う動機は無いに等しかった。すなわち，明治初年の北海道分領支配は，近世武家社会の解体過程と密

接に関わる問題だったと考えられるのである。

　このように，三八の領主それぞれに事情が異なるなかで，一応は分領支配が政策として実現したのは，昨

年の研究成果で明らかにしたように，分領支配の担当者は，本土の領地のように支配を行うのではなく，近

世北海道で松前藩や幕府が行ったと同様に，場所請負商人（漁場持）に会所を中心とする地域経営を委託す

る権利を獲得したのであって，この分領支配領主－場所請負商人との委託関係が分領支配の基調だったこと

による。従って，場所請負商人に委託するという点において，分領支配は実現してはいるが，請負料以上の

支配の実質を得ようとするならば，亘理伊達家のように，移住開拓を行う必要がある。従来，分領支配と開

拓移住は同じものとして考えられていたが，そうではないのである。

　以上，これまでの研究成果と見通しをまとめたが，亘理伊達家以外の移住武家や，亘理伊達家中から見た

移住の持つ意味については，未だ研究・史料調査の途上である。調査・研究すべき史料群の規模も膨大なも

のとなるため，あらためて研究体制を構築し，研究に臨みたい。

５．研究組織

　三野　行徳　元本館研究部・外来研究員

（25）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

　今年度は，近世後期における「家」結合の変容を解明するため，佐倉藩堀田氏家臣団の分析を深化させる

ことを目指す。また，他大名家の家臣団についても，同じ観点から分析可能な史料を収集する。

　上記の作業と並行して，個々の「家」の内部における実態解明に向け，準備作業（史料調査・整理）を進

める。
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３．今年度の研究経過

　主要な研究対象である佐倉藩堀田氏について，主家である堀田家文書（佐倉厚生園所蔵，佐倉市寄託）の

ほか，家臣の家文書，コレクション資料の閲覧・複写・撮影を行い，分析に取り組んだ。

　このほか，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，米沢藩上杉氏，篠山藩青山氏，上田藩松平氏，古河藩土井氏，土浦藩土屋氏，忍藩松平氏（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，家臣家文書，旧領の名主家文書，区有文書の整理作業も行った。

　家臣家文書は，熊谷家，田中家，水谷家の伝存史料である。特に注力したのは，重臣であった熊谷家の史

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。

2014年度も引き続き作業に参画し，同年度中に史料調査を２回実施し，一通り目録が完成した。熊谷家文書

の総点数は，868点であった。また，作成した目録の精度を上げるため，2015年３月には原本校合作業を２

日間にわたって実施した。聞き取り調査は３回実施した。2015年度は，目録を刊行すべく，原本校合作業を

継続する予定である。

　名主家文書（遠藤家文書），区有文書（蔵王上野町会文書）については，いずれも佐倉藩飛地領であった，

旧・出羽国村山郡内にて伝存している史料である。遠藤家文書は，筆者を中心として2014年度中に４回にわ

たって整理作業を実施した。作業にあたっては，東北芸術工科大学卒業生らの協力を得た。また蔵王上野町

会文書については，東北芸術工科大学が２回整理作業を行っており，筆者も「研究協力者」として参加した。

４．今年度の研究成果

　佐倉藩堀田氏については，「年寄部屋日記」（堀田家文書）のうち文久～慶応期を精読し，当該期の軍制改

革のもとでの家臣団統制の変容について検討した。また，昨年度から取り組んでいた戊辰戦争時の飛地領陣

屋の動向を分析する作業については，郷兵取立といった軍制改革と関連する切り口を設定しつつ，後述のよ

うに口頭報告としてまとめることができた。

　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，明治20年代の当主日記があり，その大部分

を翻刻した。2015年度はこれを素材として，分析を進めたい。

　今年度全体を通じて，170点，7400コマ超の史料を撮影することができた（紙焼本の複写，マイクロフィ

ルムのデジタルスキャンは除く）。

　今年度行った口頭報告としては，まず，主に大名家臣層を対象に養親子関係を論じた「日本近世武家社会

における養親子関係─内分と孝行・家内和合の問題から─」（比較家族史学会第56回研究大会，於千葉，

2014年６月）を発表した。同学会の大会シンポジウムにおける報告であり，歴史学の他時代・他地域，隣接

諸分野の報告者，フロアとの間での討論も行った。また，戊辰戦争時の佐倉藩飛地領陣屋の動向について取

り上げた「戊辰戦争における佐倉藩出羽柏倉陣屋の動向」（千葉歴史学会近世史部会10月例会，於千葉，

2014年10月）を発表した。

　研究論文としては，上述した比較家族史学会大会での報告内容を原稿化した，「日本近世武家社会におけ

る養親子関係─内分と孝行・家内和合の問題から─」（『比較家族史研究』29号，2015年３月）を発表した。
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５．研究組織

　藤方　博之　本館・外来研究員

（26）特別研究員奨励費
　　  「日本アニメーション産業確立期に関する基礎的資料の調査と研究」
　　  2013～2015年度
　　　（研究代表者　木村智哉）

１．目　的

　従来の商業アニメーション史研究は，後に有名になり注目を集めた作家・作品（たとえば宮崎駿など）へ

の関心からなされることが多く，そのため注目度の高い「巨匠」や「傑作」などの諸点を線で繋いでいく，

単線的な記述にならざるをえなかった。結果，1950年代末から60年代にかけてアニメーション製作が産業と

して確立し，また70年代にはテレビを中心として作品数を拡大させていく間におこった，映像・物語表現を

めぐるクリエイター間での価値観の相違と衝突，さらに製作スタジオ，映画会社やテレビ局，広告代理店や

その他のスポンサーなど，諸企業の経営路線の折衝の複雑な過程は，それぞれ作品が生み出される際の「秘

話」のような形で断片的なエピソードが伝わるにとどまり，その実証的な検証や，歴史的意義の位置づけな

どは，ほとんどなされてこなかった。

　これに対し本研究は，アニメーションという映像文化が商業的な製作の現場で創造されてきた経緯を，よ

り実証的に考察するため，まずは基礎的な資料（関連雑誌，年鑑等に掲載された報道記事と，製作された映

像作品そのもの）の体系的な把握と検証を行う。特に，映画に比して未整理の領域が多々残されている，国

産テレビアニメの草創期（1963年以降，80年代初頭まで）の諸動向を把握し，映画からテレビへという主要

な商業映像メディアの転換が，アニメーションの制作現場と，その映像表現とにどのような変化と影響をも

たらしたのかを実証的に検討する。分析上，重点を置く企業は，1956年に設立されて，短編映画から長編映

画，テレビアニメへと，その主たる製作作品を転換させてきた，東映動画株式会社とし，また比較対象とし

て同時代の同業他社を適宜取り上げる。

２．今年度の研究計画

　存命の関係者（特に経営的側面に関わった人物）に対するインタビューおよび，雑誌等に掲載されたイン

タビュー記事の収集・整理を行う。また，『映画年鑑』，『合同通信』等の映画産業諸資料を用いて，当該年

次の東映動画の経営的側面についての情報を蓄積し，それに基づいた口頭発表と論文執筆を行う。

３．今年度の研究経過

　インタビューの対象者としては，まず労務・版権を担当した重役１名，企画者１名，製作担当１名と，会

社のマネジメントに関わる重要な人物にアプローチし，1960年代から80年代に差し掛かるまでの時期の東映

動画の経営的側面を，様々な観点から把握することを試みた。

　ほか，80年代に入社した演出家・アニメーター，労働組合の初代委員長，演出家やプロデューサー，アニ

メーター，さらに下請けプロダクションの演出家とアニメーターにもインタビューを実施した。
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Ⅰ－２　外部資金による研究

　加えて，東映アニメーション（元・東映動画）株式会社の職員や労働組合，先行研究者，明治大学米沢嘉

博記念図書館などの協力により，労使間の裁判資料，一部の社内報，社内ニュースなどの閲覧と記録，分析

を行うこともできた。

　また，学会活動に加えて，国際日本文化研究センターでの共同研究「昭和戦後期における日本映画史の再

構築」（代表者：谷川建司），「おたく文化と戦時下・戦後」（代表者：大塚英志）に，共同研究員として参加

し，様々な研究者と交流するとともに，研究資料や情報の共有・交換を行った。

　雑誌記事調査は，大学院生１名を補助者として指示を行い，明治大学米沢嘉博記念図書館所蔵の『アニメ

ディア』誌（学習研究社）の81年７月創刊号から89年12月号までの1980年代分を，一部欠号分を除いて精査

した。また『Newtype』誌（角川書店）の85年４月創刊号から86年３月号までの一年分の調査も行った。

一部記事は，学会発表や論文執筆に活用した。

４．今年度の研究成果

　学会での口頭発表は，３件行った。

　まず，日本アニメーション学会全国大会（６月）では，「1960年代後半における東映動画の経営状況──

本社との関係と劇場用長編の製作を軸に──」と題して，収集・分析した資料をもとに，東映動画株式会社

の長編製作体制の変化から，東映本社との関係を論じた。

　その内容をさらに深め，次に日本映像学会アニメーション研究会（７月）にて「東映動画株式会社に関す

る産業史的研究──1960年代後半から70年代を例に──」で，より詳細な発表を行った。

　なお，これらの内容にテレビ番組製作の側面も含めた，さらに包括的な内容の報告を，日文研の研究会で

も行っている。

　社会文化学会全国大会（12月）では，「『創造』と『労働』──東映動画株式会社における1970年前後の転

換を例に──」と題して，1963年にテレビアニメの製作を開始してからの10年間のうち，特に後半の５年間

に重点を置き，その過程の合理化で浮かび上がる，アニメーション製作業務の「創造」性と「労働」性の混

じり合った特性を論じた。

　年度内に刊行された論文としては，「造型技術映画『ムクの木の話』の成立基盤─東宝のスタジオ史とスタッ

フ構成から─（下）」『歴史＝表象の現在Ⅱ─記憶／集積／公開─（千葉大学大学院　人文社会科学研究科　

研究プロジェクト論集　第294集）』（2015年２月）がある。これは昨年度に発表した，東宝内の短編・アニメー

ション・特殊撮影部門の系譜にあった教育映画部の推移を見ることを通し，そこで製作された作品の成立基

盤を探ったものである。この東宝系列の人員は，東映動画株式会社にも流入しており，その前史を探る内容

ともなった。

　ほか，2015年度内に出版予定の２つの論集に論文を執筆した。

　第一の論文「テレビアニメーションの国産化と初期事業の形成──一九六〇年代日本のアニメーション制

作会社とテレビ局を例に」は，日本におけるテレビシリーズアニメーションの国産化を，外貨割当制度の規

制緩和に伴うテレビ映画国産化の過程の上に位置づけ，またアニメーション製作会社の側だけでなくテレビ

局の編成方針や，関連諸企業によるライセンス商法への注目なども含めて論じたものである。

　第二の論文「東映動画株式会社の輸出と合作──大川博時代の構想と実態」は，東映動画株式会社の創業

から70年代初頭まで，同社作品の国際輸出の実態と戦略がいかなる帰趨をたどったかを実証的に論じたもの
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である。

　上記２本は，いずれの論文も本年度に調査を行った資料を有効に用いた内容となった。

　また，他の研究者とともに企画検討中の，海外向けの成果発表に向け，その準備として論文英訳を行った。

５．研究組織

　木村　智哉　本館・外来研究員




