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［概　要］

　「共同研究」は，大学共同利用機関としての歴博が国内外の研究者の参加を得て実施する研究プロジェクトであ
り，研究課題は日本の歴史と文化に関する今日的動向をふまえて設定されてきた。共同研究の特徴は，1981年に機
関が設置されて以来，歴史学，考古学，民俗学および関連諸科学の連携による学際的で実証的な研究に基本をおい
てきた点にある。
　「共同研究」は，「基幹研究」「基盤研究」「開発型共同研究」および「人間文化研究機構関連共同研究」の４つ
の柱から成り立っている。「基幹研究」は人間の営為と歴史に注目した大きな研究課題の下に学際的研究を目指す
テーマを設定したものであり，「基盤研究」は館蔵資料の高度情報化や新しい歴史研究の方法論的基盤を作るため
の課題を設定したものである。この２つを「共同研究」の核とすれば，「開発型共同研究」は，若手研究者（任期
付き助教）育成を目的とする共同研究であり，今後に発展しうる萌芽的課題を設定することで，「共同研究」全体
を実りあるものとする役割をも担っている。「人間文化研究機構関連共同研究」は，人間文化研究機構が設定した
課題に基づき歴博が主体となって取り組む共同研究である。
　本年度の「共同研究」は，「基幹研究」３課題，「基盤研究」15課題，「開発型共同研究」１課題，「人間文化研究
機構関連共同研究」３課題について進めてきた。以下，本年度新たにスタートした新規課題を中心に説明を行う。
【基幹研究】　本年度から新たに全体課題「日本の原始・古代史像新構築のための研究統合による年代歴史学の新
展開　─新領域開拓と研究発信─」が開始され，そのうちの１ブランチ「戦いと国家形成の環境的基盤　─炭素14
年代と酸素同位体による古気候復原と社会統合過程との比較照合─」がスタートした。全体課題「震災と博物館活
動・歴史叙述に関する総合的研究」では２ブランチが最終年度を迎えた。いずれも総合展示リニューアルや企画展
示のための学術的基盤を高めるための共同研究であり，歴博がめざす博物館型研究統合の実践例である。
【基盤研究】　本年度は「海の生産と信仰・儀礼をめぐる文化体系の日韓比較研究」「中世東アジア海域における琉
球の動態に関する総合的研究」「『1968年』社会運動の資料と展示に関する総合的研究」「古代の百科全書『延喜式』
の総合書物学研究　─多分野協働をめざして─」，「廣橋家旧蔵文書を中心とする年号勘文資料の整理と研究」が開
始された。他に継続で進められた共同研究が10本あった。
【開発型共同研究】　任期付き助教が代表となる開発型共同研究としては，「日本近世における彩色の技法と材料の
受容と変遷に関する研究」が２年目を迎えた。
【人間文化研究機構関連共同研究】　本年度は計３本の研究が実施され，いずれも最終年度を迎えたため，それぞ
れ成果の取りまとめにとりかかった。その詳細については，この後に続く当該研究のページにて詳しく記載されて
いる。
　なお経費の運用においては，選択と集中の観点から共同研究と連動した科研費の採択分を有効活用して，研究の
重点化をはかるために配分し，効率的運用に努めた。

共同研究担当　三上　喜孝・福岡万里子

平成27年度　国立歴史民俗博物館共同研究計画一覧

研
究
種
別

研　　　究　　　課　　　題
年　　度

24 25 26 27 28 29

基
幹
研
究

（１）日本の原始・古代史像新構築のための研究統合による年代歴史学の新展開─
新領域開拓と研究発信─（歴博・考古研究系　教授　藤尾慎一郎　他）
Ａ　戦いと国家形成の環境的基盤─炭素14年代と酸素同位体による古気候復原と社
会統合過程との比較照合─（歴博・考古研究系　教授　松木武彦　他16名）
（２）震災と博物館活動・歴史叙述に関する総合的研究（歴博・歴史研究系　教授
　荒川章二　他）

１ 共同研究
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基
幹
研
究

Ａ　戦時／災害と生活世界の関わりに関する総合的研究（歴博・歴史研究系　准教
授　原山浩介　他41名）
Ｂ　東日本大震災被災地域における生活文化研究の復興と博物館型研究統合（歴博・
民俗研究系　准教授　川村清志　他17名）

基
　
盤

　
研

　
究

（３）保護地域制度が周辺地域の生業変化や資源化に及ぼす影響─持続可能な地域
発展における規制のあり方─（歴博・民俗研究系　准教授　柴崎茂光　他18名）
（４）歴史にみる人と自然の関係史（千葉県立中央博物館分館海の博物館分館長　
原　正利　他20名）（館内担当　西谷　大教授）
（５）古墳時代・三国時代における日朝関係史の再構築─倭と栄山江流域の関係を
中心に─（歴博・考古研究系　准教授　高田貫太　他13名）
（６）海の生産と信仰・儀礼をめぐる文化体系の日韓比較研究（歴博・民俗研究系
　准教授　松田睦彦　他17名）
（７）中世東アジア海域における琉球の動態に関する総合的研究（歴博・考古研究
系　准教授　村木二郎　他12名）
（８）高度経済成長と地域社会の変化（歴博・民俗研究系　教授　関沢まゆみ　他
10名）
（９）学際的研究による漆文化史の新構築（歴博・情報資料研究系　教授　日高　
薫　他18名）
（10）対外関係・交流史を歴史展示で表現するための実践的研究　─19世紀を中心
とする対米および対独との関係・交流を展示で表現する試み─（東京大学史料編纂
所　教授　保谷　徹　他14名）（館内担当　大久保純一教授）
（11）「1968年」社会運動の資料と展示に関する総合的研究（歴博・歴史研究系　
荒川章二　他15名）
（12）年代情報に基づく木材の利用・活用に関する横断的研究（歴博・情報資料研
究系　教授　坂本　稔　他11名）
（13）研究資源としての民俗研究映像の制作と活用に関する研究（歴博・民俗研究
系　准教授　内田順子　他17名）
（14）古代の百科全書『延喜式』の総合書物学研究─多分野協働をめざして─（歴
博・歴史研究系　准教授　小倉慈司　他15名）
（15）歴史資料デジタルアーカイブデータを用いた知的構造の創生に関する研究─
小袖屏風を対象として（横浜国立大学大学院工学研究院　教授　濱上知樹　他９名）
（館内担当　澤田和人准教授）
（16）近世の一枚摺文化の受容と都市社会の研究（お茶の水女子大学大学院人間文
化創成科学研究科・教授　神田由築　他７名）（館内担当　大久保純一教授）
（17）廣橋家旧蔵文書を中心とする年号勘文資料の整理と研究（中央大学文学部・
教授　水上雅晴　他11名　館内担当　小島道裕教授）

開
発
型
共
同
研
究

（18）日本近世における彩色の技法と材料の受容と変遷に関する研究（歴博・情報
資料研究系　助教　島津美子　他10名）

機
構
関
連
共
同
研
究

（19）連携研究〈小型〉活動
提案

◇カテゴリーⅠ　◇都市風俗と「職人」─日本中近
世の絵画資料を中心に─（代表：国文研・教授　大
高洋司）（歴博・歴史研究系　教授　小島道裕）

（20）日本関連在外資料調査
研究

Ａ　シーボルト父子関係資料をはじめとする前近代
（19世紀）に日本で収集された資料についての基本
的調査研究（代表：歴博・歴史研究系　教授　日高
　薫）
Ｂ　近現代における日本人移民とその環境に関する
在外資料の調査と研究（代表：日文研・教授　劉　
建輝）
南北アメリカの移民関係資料ならびに移民社会に関
する研究（歴博・歴史研究系　准教授　原山浩介）

（21）機関拠点型基幹研究プ
ロジェクト

総合資料学の構築のための方法論的分析（歴博・歴
史研究系教授　青山宏夫）
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【基幹研究】

（１） 「日本の原始・古代史像新構築のための研究統合による年代歴史学の新
展開─新領域開拓と研究発信─」2015～2017年度

　　（総括研究代表者　藤尾慎一郎）

１．目　的

　平成20年度より行ってきた弥生時代から古代国家成立までの原始・古代史像の再構築に加え，今回新たに温湿度
を中心とした当該期の環境変動を復元した上で，日本の原始・古代史像の新構築を図る。
　こうした研究は環境決定論として歴史学の王道からは低くみられてきたが，これまでの研究は，弥生の小海退や
古墳開始期の寒冷化など，きわめて粗い精度の年代単位で花粉分析によって復元された気温をもとに行われてきた。
しかし，弥生時代を中心とした年代観の高精度化によって，環境復元も同じ高精度で行い，政治や文化の動きをそ
れと対比させることによってあらためて見直しをはかり，再構築していく必要がある。
　本研究では，総合地球環境学研究所で行われている日本産樹木を素材とした酸素同位体比にもとづく古環境復元
にプラスして，朝鮮半島南部産の樹木を素材とした酸素同位体比にもとづく，東北アジアを舞台としたマクロな環
境変動のもとで，気温と湿潤から本課題に迫ることを目的としている。また，製品としての青銅器，ガラス・釉薬
やその原料の移動を追うことによって見えてくる当該時期の政治的・文化的な変化を，環境の変動と照合し，環境
が歴史と文化に与えた影響について，あらためて考察を加える。
　以上のように，本研究はまさに学際融合による研究統合と国際学術融合による新領域開拓を目指すものである。
　本研究は，平成25年度に竣工した総合研究棟の施設と設備を活用することで，環境と文化交流という視点から，
後者とＡブランチ，前者とＢブランチとの学際融合をはかるものである。

２．今年度の研究計画

　韓国国立文化財研究所をはじめとした韓国の学術交流協定機関との共同研究により，韓国の樹木を素材に，前半
の３年間は，国際基準の較正曲線とずれる前８～前４世紀と，後１～３世紀を中心とした韓国版較正曲線（Kcal）
を構築。あわせて総合地球環境研究所の中塚武教授との基盤機関間の共同研究によって，酸素同位体比を用いた当
該期の湿潤変動を同定。韓国青銅器時代と原三国時代の温湿度を復原して，日本と朝鮮半島を舞台とする東北アジ
アの原始・古代の環境復原を行う。また，日本と韓国で出土した当該期の青銅製品を対象として鉛同位体比分析や
化学成分分析を行い，原料の産地や組成の変遷をたどって，復原された環境との照合をはかる。
　以上のように，学術協定締結機関との共同研究，人間文化研究機構内の基盤機関同士の共同研究，自然科学と人
文科学との研究統合を特色とする学際的な共同研究によって，自然科学的なデータをもとにした考古学・歴史学と
の研究統合を行い新領域を開拓する。

３．今年度の研究経過

　①　調査
　全体計画は独自の予算を持っていないので，本格的な研究は外部資金採択後となるため，本年度は（財）嶺南文
化財研究所との国際交流経費を用いて，同文化財研究所と慶尚文化財研究所を訪れ，三国時代の木材と陶質土器を
焼いた窯跡出土の木炭と陶質土器に付着した炭化物のサンプリングを行った。詳細は（財）嶺南文化財研究院国際
交流経費「日韓における弥生～古墳時代の考古・分析科学的総合研究」（藤尾研究代表）を参照のこと。
　②　計画変更
　28年度から齋藤努を研究代表にはじめる予定だったＢブランチ「文化と交流─産地推定による東アジアの物と人
の流れと地域の歴史と文化」は，機構の基幹研究プロジェクト「総合資料学」の１ブランチにはいることとなった
ため，研究推進センターの指導により，三上喜孝を研究代表とする「北と南からみた古代の列島社会　～列島諸地
域の交流・形成と環境変動～」をＢブランチとし，28年度より出発することとなった。Ａブランチは韓国・本州・
四国・九州の古墳時代以前を対象とするのに対し，Ｂブランチは北海道や沖縄の古代以降を対象とするなど，地域
と時代を異にしている。

４．今年度の研究成果

　手持ちの財源がないため，個人の教育研究経費，歴博国際学術交流経費「日韓における弥生～古墳時代の考古・
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分析化学的総合研究」「日韓における弥生～古墳時代の考古・分析科学的総合研究」を用いて，以下の調査を行う
と同時に，2011～2013年にかけて実施した日本学術振興会補助金基盤研究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」の成果報告書を2016年３月付けで刊行した。
12月23日～25日　慶尚文化財研究所が調査した釜山楽民洞遺跡から出土した三国時代のものとみられる木柱（また
は木杭）のサンプリングを，高田貫太，箱﨑真隆，金ホンソク氏が実施した。また嶺南文化財研究院が調査した慶
南高霊松林里遺跡で見つかった三国時代の陶質土器を焼いた窯出土の木炭と，陶質土器付着炭化物など約20点のサ
ンプリングを行った。

５．研究組織　（◎は研究代表者，○は研究副代表者）
　松木Ａブランチと同じ組織だが，副代表者だけが異なる。
　松木　武彦 本館研究部・教授 日本考古学 戦争と社会統合・総括
◎藤尾慎一郎 本館研究部・教授 日本考古学 初期農耕社会復原
　林部　　均 本館研究部・教授 日本考古学 古代社会復原・総括
　高田　貫太 本館研究部・准教授 韓国・日本考古学 朝鮮半島社会との関係
　上野　祥史 本館研究部・准教授 中国・日本考古学 中国社会との関係
○坂本　　稔 本館研究部・教授 文化財科学 炭素14年代・年代論
　川尻　秋生 早稲田大学文学学術院・教授 日本古代史 東日本古代社会復原
　小林　青樹 奈良大学文学部・教授 日本考古学 東日本弥生時代社会復原
　坂井　秀弥 奈良大学文学部・教授 日本考古学 環境と古代地域社会
　坂上　康俊 九州大学大学院文学研究科・教授 日本古代史 西・南日本古代社会復原
　重藤　輝行 佐賀大学文化教育学部・准教授 日本考古学 西日本古墳時代社会復原
　鈴木　一有 浜松市教育委員会文化財課・副主幹 日本考古学 古墳時代の武器・戦争
　中塚　　武 総合地球環境学研究所・教授 分析・地球化学 酸素同位体・古気候復原
　菱田　哲郎 京都府立大学文学部　教授 日本考古学 環境と国家形成
　深澤　芳樹 奈良文化財研究所・客員研究員 日本考古学 西日本弥生時代社会復原
　吉野　　武 宮城県多賀城跡調査研究所・主任研究員 日本古代史 東北社会復原
　若狭　　徹 高崎市教育委員会文化財保護課・係長 日本考古学 東日本古墳時代社会復原

　このうち，川尻秋生，坂井秀弥，坂上康俊，菱田哲郎，吉野武，林部均の６名が28年度よりＢブランチへ移るこ
とになる。それにあわせて両ブランチに属する総括・測定班（藤尾，坂本，松木，三上，林部，中塚，箱﨑眞隆）
を設定し，基幹研究としての学際性を担保することとした。

Ａ　 戦いと国家形成の環境的基盤─炭素14年代と酸素同位体による古気候復
原と社会統合過程との比較照合─　2015～2017年度

　　（研究代表者　松木武彦）

１．目　的

　炭素14年代法による実年代研究の成果，および，酸素同位体法等を用いた古気候復原の高精度化を基礎として，
気候環境の変動や安定が，日本列島先史～古代社会に対していつどのように働きかけ，それに人間社会側がいつど
のような形でリアクトすることによって社会関係をいかに改変・創出したかを復原する。その上で，それらの諸作
業を総合することにより，いわゆる古代国家形成を一応の到達点とする日本列島の社会統合が，どのような環境的
要因・人間的要因の相互関係によって進められたかについて，新たな歴史モデルを確立することを最終的な目的と
する。
　具体的には，西日本および東日本における弥生時代から古代末期までの集落変動プロセスについての各地・各時
代の研究成果を収集し，それに新たなデータを加えることによって，列島全体にわたる集落変動のパターンを明示
する。そのうち，データが充実している地域については，各集落の竪穴住居・掘立柱建物の数を土器様式期ごとに
算出し，それを炭素14年代法によって求められた各土器様式の年代幅と照合することによって，実際上の人口の変
化を具体的に算出する。
　以上のようにして復原した集落と人口の変動プロセスと，総合地球環境学研究所等で進められている高精度古気
候復元のデータとを照合し，社会の安定・変動がいかなる気候環境と併行・継起して生じたかを明らかにする。こ
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の作業結果に，戦争・墳墓造営・地域間交流・技術の革新・都城や寺院の造営といった顕著な考古事象を重ね合わ
せることで，国家形成をゴールとする列島先史時代の社会変化が，環境の変動とどう影響しあいながら進展したか
を具体的に復原する。これらの作業を統合し，隣接地域との比較や理論的な深化を踏まえて，日本列島先史～古代
の新たな歴史像を構築する。

２．今年度の研究計画

　上記の目的を遂行するため，日本列島の先史～古代における社会の安定と変動の時空的展開を復原する。主とし
て集落遺跡の資料解析が基本となる。具体的な研究項目（各役割分担の中心）は，西日本弥生時代（深澤芳樹），
西日本古墳時代（重藤輝行），東日本弥生時代（小林青樹），東日本古墳時代（若狭 徹），西・南日本古代（坂上康
俊），東日本古代（川尻秋生），東北古代（吉野 武），古気候変化との照合（中塚 武志），年代軸の検討（坂本 稔）
とし，松木が総括する。

３．今年度の研究経過

　第１回研究会を，2015年６月６・７日（日）に行い，中塚武が「酸素同位体比などによる最新の古気候復元デー
タと年輪年代法」の報告を行って古気候復原の研究についてのこれまでの成果と問題点を述べ，また藤尾慎一郎が
「弥生長期編年─土器型式ごとの較正年代─」を報告して年代決定のための本研究の課題を指摘した。この２本の
報告によって今後の考察のための基礎知識をメンバー間で共有した。戦争を反映する武器について鈴木一有が「古
墳時代における武器・武具の形態変化とその意義」の報告を行い，古墳時代の戦争の性格（対内的か対内的か）に
ついての議論を深めた。
　続いて第２回研究会を，2015年10月３・４日（日）に行い，林部均が「古代史における年代決定の諸問題」の報
告を行い，第１回の藤尾報告に引き続く形で古代以降の年代決定の課題を述べた。また，若狭徹が「古墳時代集落
の実像」を報告して，関東北部古墳時代の集落の動向について述べた。さらに，当時歴博滞在中の洪潽植氏（釜山
博物館館長）が「三国時代朝鮮半島の倭系資料とその解釈についての批判的検討」と題する報告を行い，第１回の
鈴木報告の内容とも関連させつつ，古墳時代を中心とした日本列島と朝鮮半島との交渉を反映する資料の考察方法
に関して後考に資する議論を喚起した。
　第３回研究会は，2016年２月26～28日に長野県飯田市および同阿智村で実施した。伊那谷という一つの地域の中
で，地理的環境と集落の立地との関係が墳墓築造などの行為を含みながらどのように展開したかを明らかにするた
め，主要な遺跡の巡検を行い，地元教育委員会等の研究者と意見交換を行った。その中で，小林青樹が「東日本弥
生時代～古墳時代集落の実像」を報告した。
　以上のほか，RAを起用して関東南部・東京湾沿岸域の弥生～古代の居住遺構の集成を行って，神奈川県域の相
模川流域を中心に約1,000棟分のリストを作成した。
　なお，来年度以降，広領域歴史創成研究のBブランチ（「北と南からみた古代の列島社会～列島諸地域の交流・
形成と環境変動～」）の発足により，研究組織の変更を行う。具体的には，川尻秋生，坂井秀弥，坂上康俊，菱田
哲郎，吉野武，林部均の６名がBブランチの所属となり，本研究から外れる。また，これに伴って本研究の副代表
者を林部均から坂本稔へと交替する。研究の対象や内容についても，列島の南北周縁部（九州中部以南・東北以東）
が外れ，北部九州から関東までの列島主要部に対象が絞られた。また，時代も弥生時代から古墳時代までの期間（紀
元前10世紀～紀元後７世紀）にまとまることになった。

４．今年度の研究成果

（１）研究会においては，藤尾慎一郎・林部均の年代決定法に関する実情報告と問題提起により，本研究の前提と
なる各地集落資料の年代決定とその併行関係の確定に関する課題が明確となり，28年度以降に調整・解決をするべ
き問題を具体化することができた。
（２）さらに研究会において，若狭徹がこれまでの自身の研究成果を踏まえて関東北部地域の現在までに知りうる
集落動態の状況を報告したことによって，各地域において重点的に分析すべき時期とそのための方法的基準が明ら
かになった。
（３）（２）の関東北部地域での進展状況を踏まえつつ，北部九州では古墳時代から古代における集落動態が整理
され，近畿では奈良盆地と大阪平野を中心とした地域を対象として資料の整備と検討を進めていくための実質的体
制が整って作業が開始された。
（４）古墳時代の武器の様相と理解について，日韓両地域の研究者がそれぞれ研究内容を明らかにしたことにより，
古墳時代の戦争の歴史的性格についての議論が進んだ。意見は未だ分かれているが，28年度以降に向けての分析課
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題が明示された。
（５）長野県伊那谷地域を好個のモデル地域として，地形環境と集落立地・社会変化の関係を解明する具体的な手
掛かりが得られた。
（６）AMS放射性炭素年代法と酸素同位体による古気候復原が方法・データともに充実した。

５．研究組織　（◎は研究代表者，○は研究副代表者）
　川尻　秋生 早稲田大学文学学術院・教授
　小林　青樹 奈良大学文学部・教授
　坂井　秀弥 奈良大学文学部・教授
　坂上　康俊 九州大学大学院文学研究科・教授
　重藤　輝行 佐賀大学文化教育学部・准教授
　鈴木　一有 浜松市教育委員会文化財課・副主幹
　中塚　　武 総合地球環境学研究所・教授
　菱田　哲郎 京都府立大学文学部　教授
　深澤　芳樹 奈良文化財研究所・客員研究員
　吉野　　武 宮城県多賀城跡調査研究所・主任研究員
　若狭　　徹 高崎市教育委員会文化財保護課・係長
　上野　祥史 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
○林部　　均 本館研究部・教授
　藤尾慎一郎 本館研究部・教授
◎松木　武彦 本館研究部・教授

（２）「震災と博物館活動・歴史叙述に関する総合的研究」2012～2015年度
　　（総括研究代表者　荒川章二）

　本共同研究は，2011年３月11日の東日本大震災が本館活動に突き付けた課題に対応すべく，2012年度から４年計
画で始まったものであり，A，B，Cの３つの集団研究から構成される（A，Bについては以下に個別報告，C「災
害の記録と記憶をめぐる資料論的研究」は昨年度に終了）。その総合的な目的は，①今回の震災は，その被害の広
域性，被害の多様性，これらに起因する避難や復興の複雑性など経験したことのない広領域の問題群を含んでいる
が，それに対する認識はなお個別的，断片的である。こうした断片化している知の状況を，いかに総合化し，歴史
叙述や博物館展示に生かしていくかという，東日本大震災に対する認識そのものに関わる問題の解明，②以上の問
題にあわせて，震災による破壊と再生の問題を人びとの生活・文化空間からどのように捉え，生活世界の連続性の
意義をとらえかえすこと，③この巨大な震災を経験して，歴史的な震災経験，さらに自然災害を越えて戦争などを
含む非常時にも視野を拡大しつつ，異常事態という歴史経験に対する歴史の語りをどのように問いなおすのか，の
３点に据えている。
　３つの集団研究の内，災害に関する記録と記憶の再検討などを中心に行ってきた共同研究Cは，上記のように
2014年度で終了している。本年報の報告書では，最終年度の４年目を迎えた共同研究のAとBの２つについて記す。
　共同研究Ａでは，2014年度に引き続いて長崎県対馬と沖縄県大宜味村の戦中・戦後研究・調査を進めた。「戦後」
と記したが，対馬の場合は，朝鮮半島・韓国と日本を行き交う人々が立ち現れる結節地点であるがゆえに，朝鮮戦
争時においては，戦争の影響が人の移動や貿易関係を通じて色濃く現れ，朝鮮戦争という東アジアの戦時と冷戦体
制下の「平和日本」の関係性が端的に現れた地域であった。また，大宜味においては，進駐軍による部落の焼き払
いや長期的な収容所生活など，戦時から一転した所謂「戦後」ではない戦時の継続的諸相を見せており，対馬とと
もに，戦時の異常性と戦後の日常性という歴史区分観念そのものを問い返す視点が必要なフィールドである。
　そして，これらのフィールドは，昨年の年報報告にも記したが，戦前日本帝国における「内地」と「外地」の境
界地域，戦後日本という国家の境界に位置する地域でもある。境界地域という，国家の中枢地域における民衆世界
とは異なるもう一つの生活世界の実相と変容の過程を考察しうる対象，すなわち，「生活世界」をどこからすくい
あげるのか，を問うフィールドでもある。
　なお，研究発表では在日朝鮮人の歴史も取り上げられており，地政学的な境界の問題だけではなく，戦争と植民
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地支配が生み出した人と人との関係性における境界というアプローチも行っている。
　以上のことから，今年度の共同研究Aは，上記②の課題を「戦争」による破壊と再生を生活世界から捉えなおす，
③戦争を含む非常時という歴史経験に対する歴史の語りを問いなおす，という両側面で，課題への接近を試みたも
のといえる。
　共同研究Ｂでは，気仙沼市小々汐地区および尾形家の文化財レスキューからみえる生活世界，そして生活の記憶
からひろがる歴史世界，地域生活文化の復興における遠野文化研究センターが果たした文化財レスキューの役割，
などの事例検討を通じて②の課題に取り組み，さらにそうした議論を発展させて，そもそも災害の遺構や記念物を
残す意味，その場合の記憶とは何か，という問題へと議論を発展させていった。①の課題への重要な接近である。
また，本年度の研究発表では災害犠牲者の精神的喪失感，そこからの払拭過程を生活世界における記憶のあり方の
問題としてどう捉えるかという課題も浮かび上がった。共同研究Aとのつながりで見れば，戦争犠牲者の精神的喪
失問題にも通じる課題である。
　さらに，今年度の研究では，福島の原発被災地の巡検を行い，福島の警戒地区における文化財レスキューの実績
と課題が整理され，原子力行政史の問題まで踏み込み，歴史過程と生活世界を架橋する総合的検討にも踏み込んだ。
今後の新たな研究への橋渡しとしての意義を持とう。
　２つの共同研究を併せて，②，③の課題に具体的に取り組み，①の「断片化している知の状況を，いかに総合化
し，歴史叙述や博物館展示に生かしていくか」という基盤を得たといえよう。

Ａ　「戦時／災害と生活世界の関わりに関する総合的研究」2012～2015年度
　　（研究代表者　原山浩介）

１．目　的

　本共同研究は，近現代史における歴史叙述のなかでも，とりわけ震災や戦争といった「異常時」が人びとにどの
ように経験されたのかをめぐり，歴史叙述を再構築することを目的としている。
　歴史叙述は，展示であれ文字であれ，その受け手の有するバックボーンとの関わりのなかで考えられる必要があ
る。例えば戦争をめぐっては，戦争の時代を生きた者，あるいは戦争の歴史と関わって生起する社会問題と深く関
わりながら生きている者が生存しているなかで，戦争の記憶や残像が生々しく残っていることを前提として歴史叙
述が成立してきた。本共同研究に先立つ基盤研究「近現代展示における歴史叙述の検証と再構築」においては，そ
うしたひとつの前提が解体していくなかで，戦争をめぐる歴史叙述をどのように再構築するのかが眼目のひとつと
なっていた。
　他方で，同じく先行する上記の基盤研究においては，関東大震災時における「朝鮮人虐殺」をめぐり，日朝関係
史や在日朝鮮人史が十分に議論されないなかで，虐殺という突出した出来事に収斂させる形で差別を描き出そうと
する歴史叙述の手法の妥当性を問おうとしていた。そこでは，差別や虐殺をめぐって，植民地主義や朝鮮史など新
たな歴史的なコンテクストを挿入することで問題をよりクリアに叙述することを目指していた。
　しかしながら，2011年３月11日に発生した東北地方太平洋沖地震と，それによって引き起こされた震災ならびに
原子力災害の長期化の下で，むしろ次のことが新たな課題として浮上している。
　この一連の災害においては，長期化する「異常時」が経験され続けており，そのなかで過去の震災や戦争におい
て起こった諸現象のパラフレーズとなる事柄に連続的に直面させられることとなった。例えば，「大本営発表」を
含む諸情報の受容，異常時における日常感覚の喪失／根強さの両義性，渦中における異常事態の忘却，非理性的な
状況への判断と解釈，状況に固有の用語の流通といった，一面で社会学的な分析を要する現象に，今日的状況との
相似性を見出すことができる。また震災そのものについていえば，これまでは今日の社会との関連を一般に見出し
難かった災害史をめぐって，感受性が高まったこと，また，震災に伴って起こる社会の変化を経験しつつあるとい
う今日的なリアリティ，ならびに今後の風化の可能性を踏まえつつ，分析視角と叙述のあり方を見直してみる必要
がある。
　以上のことから，過去の震災や戦争をめぐっては，こうした極めて今日的な事態や経験を前提としつつ，「異常時」
であることにより内在的な叙述のあり方を模索する必要が生じてきていると考えられる。その際に留意しなければ
ならないのは，個別の状況のなかでの人びとの判断や行動をめぐり，主体性や自発性と，さまざまな権力作用の下
での強制性という，二つのベクトルの狭間に置かれたものとして理解しようとする視角である。つまり状況の全体
像を十分に把握できないなかでの人びとの行動をめぐり，具体的にどのような理解が可能かを，今次の震災に関わっ
て見られる諸現象を踏まえつつ，検討していく必要がある。さらに，震災がどのような社会変化に結びついていく
のかという論点をめぐっては，それぞれの時代状況の相違を踏まえつつも，より広範な視野から検討していく必要
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がある。
　これらを踏まえ，本研究では，「災害史」「朝鮮史」「モダニズムと震災・戦争」を分担課題としつつ，博物館に
おける歴史表象を念頭に置きながら研究を進める。その際，当座は以下の点を切り口にする。
① 戦争をめぐる今日的な理解と，戦後歴史学における戦争叙述の断層を意識しながら，戦争そのものの効果的な提

示の仕方を検討する。その際，アジア太平洋戦争後に，日本社会が構造的に組み込まれてきた冷戦体制下の戦争
に目配りし，断層が生じた要因に対する考察も行う。（先行する共同研究からの継承）【主にモダニズムと震災・
戦争】

② 日朝関係史・在日朝鮮人史というコンテクストを挿入し，関東大震災における朝鮮人虐殺，恒常的な差別，戦時
における朝鮮人・朝鮮半島をめぐる意識形成を再評価する。（先行する共同研究からの継承）【朝鮮史】

③ 大正デモクラシー期の諸運動が，関東大震災を契機とする社会の再編や東京圏からの人の流動を経て，東京と地
方の近代にどう作用したかを，山梨等の地域モダニズムを視野に入れながら検討する。【モダニズムと震災・戦争】

④ 「異常時」において，強制性と主体性の狭間で人びとの判断や行動がどのように作られたのか，そしてそれらが，
「異常時」であることによってどのようなドライブがかけられるのか，といった事柄を，日記や証言のなかから
読み取るとともに，その要因を為すプロパガンダや報道のなかに見出す。その際，東日本大震災等，今日的な「異
常」への考察と突き合わせながら議論を深めることで，日常感覚との連動性を析出することに留意する。【全グルー
プ】

⑤ 主として近代以降の震災に着目しつつ，現代における前近代の震災に対する認識とその変容を視野に入れ，多角
的に災害史を検討し，今日的な状況において求められる叙述のあり方を検討する。【主に災害史】

⑥ 上記の点を考慮しつつ，展示表現としてどのような形で厚みを作ることができるのか，またどのような手法が望
ましいのかを検討し，今後の第５・第６展示室の改善等の土台を作る。【全グループ】

２．今年度の研究計画

　平成27年度が本共同研究の最終年度となる。この年に，進めてきた調査に区切りを付けるとともに，本共同研究
の総括をひとまず行うこととする。
　なお，本共同研究は，第６展示室新構築から，第５展示室リニューアルの計画段階に至る今日まで，人的にもテー
マ的にも継続性がある。それらについて，今後，リニューアルの実施計画とのバランスも含めて，どのように整理
していくのかを検討する必要がある。
　また近現代史に関わる共同研究が，本共同研究にかなりの部分，収斂しており，生活史などへの取り組みが弱い
という問題を残している。それらについても，今後，どのような形で進めるべきか，最終年度の研究会等を通じて
議論していく。
　具体的には，以下の点を中心に取り組む。
　◆ 博物館展示という媒体の特殊性，ならびに博物館の有する政治的・社会的なポジションを視野に入れ，これま

での研究成果，ならびに研究内容を再検討するとともに，近現代史展示の可能性に関する一定の方向性をまと
める。

　◆とりわけ，大宜味村と対馬における調査の成果を集約し，資料の整理等を行う。
　◆ 東日本大震災から４年を経て，社会認識の変容を踏まえた歴史叙述の再検討を行う。また，2013年に実施した

企画展示「歴史にみる震災」をめぐり，課題と今後の展望を検討する。
　◆全体のとりまとめのための研究会を実施する。

３．今年度の研究経過

これまでの収集資料の整理（通年）
　 ３月９日～３月14日　長崎市・対馬市における資料調査，研究会および巡検（長崎県立図書館，対馬市立図書館

ほか）
　　　　３月10日研究会（於：長崎原爆資料館会議室）17：30～19：30
　　　　伊地知紀子（大阪市大） 在日済州人へのインタビューから
　　　　宮本正明・原山浩介・中野　良 対馬新聞の紹介
　　　　原山浩介 長崎の被爆遺跡について

　３月10日～３月13日　沖縄県における資料調査（沖縄県立図書館郷土資料室，大宜味村史編さん室）
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４．今年度の研究成果

　今年度は研究機関の最終年度に当たるため，これまでの資料調査の成果を整理することに主眼を置いた。
　年間を通じて，主に沖縄県と長崎県で収集した資料の整理・検討を行ったほか，両地域については補足調査を
行った。
　このうち沖縄県については，大宜味村の文書資料群につき，収集した資料の整理と補足調査を行った。同村には
多くの資料が残っており，それらは沖縄の近現代史を再検討する上で重要な資料である。今年度の調査では，それ
らに加えて字史に関わる資料も収集できたため，地域ごとのより詳細な検討も可能となる。
　長崎県については，対馬に関わる資料調査を中心に据えた。本共同研究においては，日本と朝鮮半島の間を関係，
ならびに在日朝鮮人の歴史を日本史の中にどのように位置づけるのかということが課題になっており，人の往来と
朝鮮戦争を視野に入れた調査を実施した。今年度はこれまで収集してきた行政文書，対馬新聞に加え，長崎県の地
方紙について，戦前期から朝鮮戦争期にかけての対馬に関わる記載を収集した。さらに，済州島出身者への聞き取
り調査をベースにした研究報告をメンバー外の参加者にお願いし，議論に幅を持たせることが出来た。
　研究期間終了後は，以上の成果と，企画展示の実績及びそれへの自己批判をもとに，今後，研究報告の製作と，
第５・６室展示リニューアルにおける議論・計画への反映を行う。

５．全期間の研究成果

　本共同研究を通じて多くの労力をさいたのは，震災史に関する調査と展示の実施，および沖縄と対馬における資
料調査であった。所期の目的に照らしたとき，研究期間全体として以下のような成果をあげることができた。
　本共同研究は，そもそもが東日本大震災を契機に再編成の上でスタートしたものであった。そのことから，本共
同研究の前半は，全体としては展示の準備を見据えた災害史に関する調査・研究，展示計画の策定に比重を置き，
準備を進めた。その成果はおおむね，展示内容に反映できたといえる。
　このなかで，歴史叙述との関わりで重要だったのは，東北の津波災害を通時的に検証したこと，ならびに近現代
の日本における震災を捉え直したことであった。本館の展示との関わりで言えば，近現代の常設展示でとりあげて
いる災害は，1923年の関東大震災のみであり，そもそも展示対象とする震災を拡充する必要性が浮かび上がった。
とりわけ，東北地方における震災・津波災害や，戦時期・占領期の震災が展示の対象となってこなかったことの問
題が大きい。
　なお，同展示では，関東大震災における朝鮮人の虐殺についての展示も実施した。行政文書などを中心に内容を
構成しており，また展示準備の調査過程でも朝鮮人の「取り締まり」に関する日記を確認できたことから，現状の
第５展示室の展示内容を踏まえつつ，背後に存在した恒常的な差別への橋渡しをする論点を見いだせたと考えてい
る。また，同震災については，関東から地方への人の流動の実態についても検証し，まとめることができた。その
ことがそれぞれの地域にもたらした影響については，先行する共同研究において検討した論点を越えるものではな
かったが，関東と地方の橋渡しにあたる部分の人の流動を明示できたことの意義は大きいと考えている。
　このほか，沖縄と朝鮮との関係に関わって，沖縄県大宜味村における資料調査と沖縄における現地研究，ならび
に対馬における資料調査を実施した。
　大宜味村においては，残存する文書資料についての調査を集中して行った。その結果得られた資料は，今後，近
現代史を再検討する上で重要となる資料であり，本館の事業で言えば，第５室・第６室の展示リニューアルにおい
て重要な意味を持っていくと考えられる。
　また対馬については，朝鮮半島と日本列島の境界に位置し，近現代にわたる人の往来や相互の影響を考慮しつつ，
主として占領期から1950年代に注目して資料調査を行った。また要塞に関わる現地調査を実施し，日露戦争をはじ
めとする日本の軍事との関わりにおいて研究を行った。
　こうした研究の成果は，追って研究報告にまとめていく計画だが，それらはいずれも，第５展示室・第６展示室
の展示リニューアルと大きく関わるものであり，本館としては，当面は博物館活動とのからみで資料・成果を継承
していくことになる。
　なお，本共同研究の一環として，戦時と震災の「異常時」としての特性を擦り合わせながら，それぞれの時代像
を再検討することを考えていたが，この点については，十分な議論を蓄積できなかった。これは，そもそも震災史，
それも東日本大震災を視野に入れた展示の実施を行うという大きな取り組みを研究期間のちょうど中間に入れたこ
とが，かえって災いし，全体をとりまとめるためのエネルギーを割けなかったことに起因している。この点をめぐっ
ては，共同研究を組み立てる上で，複数の研究テーマ間の分担体制をより意識的に構築する必要があったといえ，
今後，時代像の再検討を想定する共同研究を設計する上での課題でもあると考えている。
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６．研究組織（◎は研究代表者，○は研究副代表者）
　板垣　竜太 同志社大学 　植村　善博 佛教大学　平成25年度から
　内田　青蔵 神奈川大学　平成25年度から 　卯花　政孝 学識経験者
　蝦名　裕一 東北大学災害科学国際研究所　平成25年度から
　大岡　　聡 日本大学 　大串　潤児 信州大学
　小川原宏幸 同志社大学 　菅野　正道 仙台市博物館
　北原　糸子 学識経験者 　崎山　政毅 立命館大学
　宍倉　正展 産業技術総合研究所 　慎　蒼　宇 法政大学
　宋　　連玉 青山学院大学 　高岡　裕之 関西学院大学　平成25年度から
　高野　宏康 小樽商科大学 　高村　竜平 秋田大学
　田並　尚恵 川崎医療福祉大学　平成25年度から
　谷口　仁士 （公財）地震予知総合研究振興会東濃地震科学研究所　平成25年度から
　趙　景　達 千葉大学 　津久井　進 関西学院大学　平成25年度から
　土田　宏成 神田外国語大学 　寺嵜　弘康 神奈川県立歴史博物館　平成25年度から
　冨山　一郎 同志社大学 　鳥山　　淳 沖縄国際大学
　中野　　聡 一橋大学 　林　　能成 関西大学
　根津　朝彦 立命館大学 　平川　　新 　宮城学院女子大学
　原田　敬一 佛教大学 　宮本　正明 立教大学立教学院史資料センター
　水野　直樹 京都大学人文科学研究所 　安田　常雄 神奈川大学
　諸井　孝文 株式会社開発設計コンサルタント　平成25年度から
　矢口　祐人 東京大学大学院 　吉田　　裕 一橋大学
　山本　和重 東海大学 　林部　　均 本館研究部・教授
○荒川　章二 本館研究部・教授 　中野　　良 本館研究部・機関研究員
　仁藤　敦史 本館研究部・教授 　
◎原山　浩介 本館研究部・准教授 　

Ｂ　「東日本大震災被災地域における生活文化研究の復興と博物館型研究統合」
　　2012～2015年度
　　（研究代表者　川村清志）

１．本研究会の研究目的

　東日本大震災（以下，震災）は，三陸地域を中心とした日本社会全体に多大な傷痕を残した。特に歴史・文化研
究の中核である地域社会が被った被害は甚大である。歴博では2011年４月以降，気仙沼市をはじめとする三陸地域
で被災文化財のレスキューを中心とする救援事業を展開してきた。本研究はそうした事業と並行して，被災地域の
調査研究システムの復興と地域における被災文化財の保存・活用を視野に入れた研究発信の可能性を探ることを目
的とする。
　本研究は大きく，以下の３つの目的を達成するために構想された。まず，第１には，震災で大きな被害を受けた
三陸沿岸域における文化財の救出と再資源化に関するシステムを実地で検証，整理し，今後起こりうる大規模災害
に対する文化財保護の側面からの備えを構築することである。これまで地域における文化財の調査研究は当該地域
の博物館，資料館が主要な役割を果たしてきた。しかし，震災によって施設はもちろん，人材，情報システム，ネッ
トワークが大きく損なわれたことは周知の事実である。本研究はそうした状況を克服し，地域における生活文化研
究を再起動するための方策を構築する。具体的には三陸沿岸域における文化財の保全活動を地域間，学問間，制度
間の連携によって効果的に進行させるための組織構想と研究課題の検討を行いたい。
　第２に，被災地域における無形文化財の保護に関する方法論の構築である。震災以降，有形文化財に関する調査，
保全，復興などの救援活動は大きな成果を挙げてきたが，無形の文化財に関する救援活動については必要性こそ意
識されてはいるものの，着手に至るには多くの克服すべき課題があり，極めて手薄な状態である。本研究は地域の
調査研究に長年従事してきた研究者の参加によって，地域における無形文化財の復興と継承に関する具体的な対象
を設定し，そこから無形文化財の担い手や支援をめぐる問題を分析，検討することを通じて，被災地域における有
形・無形両面にわたる文化財の研究を構築し，発信したい。
　第３に，こうした被災地における多様な文化財の復興，継承に関する問題を多角的に検討することで，生活文化
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のレベルからの地域社会の再検討が可能になる。今回の被災地域は津波による被害が深刻であったが，長い眼でみ
れば，豊かな漁業資源をはじめとする海の恵みを利用してきた地域でもある。三陸沿岸という海の正負の両面と向
き合ってきた地域文化を，行政という区分を超える枠組みで再検討し，広域にまたがる生活文化の形成と展開に関
する研究の可能性を地域における博物館，資料館と連携しながら提示していく。

２．今年度の研究目的

　今年度は，研究会の最終年度にあたる年度であった。震災から５年が経過し，被災地でも経年によって様々な変
化がみられるが，本研究会ではそこで生起している問題点についても適宜検討を行い，「災害」や「被災資料」や「文
化財レスキュー」そのものを展示する意義や方法について考察してきた。とりわけ最終年度ではあったが，福島県
の原発事故被災地域の現状について巡検を行い，現地での文化財レスキューの営みを知ることができたのは大きな
収穫であった。
　これまでの研究会では，議論における多様な観点を保持するために，「被災資料」「連携のありかた」「文化財レ
スキュー」「被災モニュメント」等のトピックについて様々な側面から論じてきた。今年度は，しかし，研究会の
成果報告の作成を念頭に置き，これまで交わしてきた議論の内容を整理し，収斂させるような方向性で研究会を運
営した。予算や日程の関係もあり，研究会の回数そのものは減少したが，発表の数自体は，これまでの研究会と変
わらないほどに充実したものにすることができた。また，最後の研究会では，報告書の分担や各研究員のテーマに
ついての確認も行なってきた。災害に関する情報の整理や，使用する際に問題が生じやすい概念を捉えなおす機会
を積極的に設け，成果報告をまとめるにあたって，その作成に寄与する内容の討議を積極的に行った。今後は，こ
れまで培った関係性を維持しつつ，各々の研究報告の論考の作成を促していきたいと考えている。

３．今年度の研究経過

○第１回研究会　 ７月19日（日）　20日（月）　開催地：国立歴史民俗博物館
　前川さおり（遠野文化研究センター）
　「遠野文化研究センター「三陸文化復興プロジェクト」について」
　内山大介（福島県立博物館）
　「東日本大震災後のふくしまと博物館活動─文化財レスキューと震災遺産保全プロジェクト─」
　川村清志
　「災害の遺構は保存されるべきか!?」
　葉山　茂
　「海の端に生きること　気仙沼市小々汐の被災物から」

○第２回研究会　 １月29日（日），30日（月）開催地：国立歴史民俗博物館
　川村清志
　「文化財レスキューと文化概念の更新──研究会の歩みと展望について」
　山内宏泰（リアス・アーク美術館）
　「東日本大震災の記録と津波の災害史の常設展示での試み」
　小池淳一
　「尾形家の薬箱とその周辺」
　柴崎茂光
　「不確実性を生きる…福島第一原発の報道・研究」
　山田慎也
　「東日本大震災における犠牲者の追悼」

○巡検　福島県　11月29日（日），30日（月）
　福島県富岡町，浪江町，大熊町の震災津波被災地，ならびに原発被災による立ち入り禁止区域周辺の巡検，なら
びに，福島県相馬市の相馬女子高校など文化財レスキューの拠点箇所と現場の巡検。

４．今年度の研究成果

　今年度は２回の研究会と１度の巡検が執行された。各研究員が多忙のため，なかなかまとまった研究会を開催で
きなかったため，２回の研究会に発表者を集中して，これまで発表のなかった共同研究員を中心に研究報告を行っ
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てもらった。よって第１回は４人の共同研究員から，第２回には５人の共同研究員からの発表を実施することがで
きた。
　国立歴史民俗博物館で行われた第１回研究会では，まず，前川さおり氏から，「遠野文化研究センター「三陸文
化復興プロジェクト」について」の発表をいただいた。前川氏自身が携わっている「三陸文化復興プロジェクト」
を通して，文化財レスキューがどのように位置づけられているのか，という点について，具体的な事例に基づいた
報告が行われた。遠野文化研究センターの「三陸文化復興プロジェクト」が行った主な事業として「図書館支援」
と「文化財レスキュー」，「情報発信」の三つが挙げられ，それぞれの成果と課題について詳細な報告がなされた。
　内山大介氏からは，福島県における文化財レスキューの概要について「東日本大震災後のふくしまと博物館活動
─文化財レスキューと震災遺産保全プロジェクト─」の報告をしていただいた。東日本大震災以降の，福島県内の
警戒区域を中心とした文化財レスキューについて整理し，さらに震災遺産保全プロジェクトについての紹介が行わ
れた。主に放射能の影響による初動の調査やレスキュー作業の遅れと，その後に開始されたレスキュー作業の概要
が時系列に沿って示された。すなわち平成23から27年度の期間を３期に分け，各々の期間ごとの特徴が報告され，
今後の作業のテーマや課題についても提言が行われた。
　当館，葉山茂は，「海の端に生きること　気仙沼市小々汐の被災物から」と題して発表を行った。企画展「東日
本大震災と気仙沼の生活文化」で扱った尾形家の被災物を事例に，「海の端で生きるということはどういうことだっ
たのか」を読み解いていった。具体的な一次資料として，尾形家資料を用いながら，近代以後の生業を中心とした
家の変遷から，昨今のレジリエンスについての議論を批判的に照射している。
　最後に代表の川村清志からは，「災害の遺構は保存されるべきか!?」というタイトルでの発表が行われた。現在，
東日本大震災で被災した各市町村において，震災の遺構を残そうとする動きがみられる。そもそも災害の記憶とは
誰のものであるか，誰が担うべきなのか，どのようにして残すべきか，またなぜ残さないといけないのかという点
も考えていかなければならない。この発表では，そういった点を念頭に置きながら北海道奥尻島，阪神淡路，中越
など震災の記憶を留める遺構や記念物の諸相について紹介し，その課題について考えていった。
　第２回研究会は，この研究会の最終回となり，計５人の研究発表を実施することができた。まず山内宏泰氏（リ
アス・アーク美術館）から「東日本大震災の記録と津波の災害史の常設展示での試み」と題して発表が行われた。
今日の美術館・博物館の展示を，「受動的・客観主義的展示」と捉え，その問題点を指摘していった。「受動的・客
観主義的展示」の背景には，展示デザインを学芸員自ら行わないことが影響しているとされ，展示の外注がシンプ
ルな客観的情報のみを提供する悪循環を生み出していると位置づける。そういった無味乾燥な客観的資料情報を楽
しげに見せるために，不要な装飾を増やす現状が現在の美術館・博物館の展示の随所に見られる。そうではなく，
学芸員が主体的に関わり，展示のなかにメッセージを込めることが，震災に関する展示だけでなく，より一般的な
展示においても求められていることが示された。次に小池淳一から発表があった。気仙沼の文化財レスキューの過
程で，尾形家が所有する薬箱を発見，救出することができた。この「尾形家の薬箱とその周辺」では，薬箱とそれ
にまつわる記憶を紹介し，民俗的な医療の様相，関連する資料の確認をおこなったうえで，それらを踏まえて，小々
汐や三陸を越えた交流史（民俗文化史）を描く可能性を提示した。
　翌日は，柴崎茂光から「「不確実性を生きる…福島第一原発の報道・研究」と題して，福島原発の現状を，日本
の原子力行政と重ね合わせながら論じてもらった。この発表では，戦後の原子力行政の問題点が指摘され，さらに
原子力をめぐる資料館などでの表象のあり方，メディアの取り上げ方の問題点が指摘された。災害などのネガティ
ブな展示をめぐる議論とも重なる問題として多角的なディスカッションが行われた。
　山田慎也は，「東日本大震災における犠牲者の追悼」として，大きな災害における犠牲者の問題を改めてクロー
ズアップした。震災において多くの死者が出た喪失感は簡単には払拭されるものではない。ただそれを記憶の中で
どのように忘却していくのか。本来葬送儀礼とは基本的に忘却のプロセスである。死者供養の中で死者の個性を徐々
に忘却し，先祖などの集団に帰属させていく。すなわちそれは死を受け止める方法である。それでは東日本大震災
のような大規模災害では，故人に対する向き合い方はどのようになっていくのか。 これらの課題について，今後
の展望も含めて問題提起が行われた。
　また，この最後の研究会では，本研究会の成果報告の作成にむけて，共同研究員各々の成果報告作成の計画の概
要を発表してもらった。

５．研究会の総括

　本共同研究では，2011年３月におきた東日本大震災以後，三陸地域で被災文化財のレスキューを中心とする救援
事業を引き継ぎつつ，被災地域の調査研究システムの復興と地域における被災文化財を素材とした研究発信の可能
性を探ることを目的としてきた。本研究の主な成果について，おおまかに次の３点にまとめておきたい。



16

（１）歴博における「特集展示」の実施と各震災展示のコンセプトの提案
　まず，共同研究２年目において，「東日本大震災と気仙沼の生活文化」というテーマで，震災についての展示を
実施することができた。ここでの展示の中心は，震災直後から行ってきた気仙沼市を中心とした文化財レスキュー
の成果と研究会の初年度での知見が反映されている。レスキューで見出された気仙沼の資料を通して，これまで繰
り返されてきた震災や津波被害の実態を明らかにしつつ，それらを乗り越えて継続・更新されてきた生活文化の諸
相を明らかにすることができた。
　また，共同研究員による震災に関する展示の計画とその実践についても詳細な報告が行われた。人間文化機構で
の被災地における展示についての議論は，被災した地域社会の自己表象と生活文化を示すものである。
　被災地の文化財の実情とレスキューの各地での巡回展示の成果と課題についての議論を深めた。それらの展示の
いくつかについては，研究会での巡検もおこなうことで，震災を含めたネガティブな記憶の展示についてのコンセ
プトの共有をはかった。
（２）中期保存を見据えた「文化財レスキュー」の深化
　第２に震災から一定期間が経過した後の被災文化財の保存と安定化にむけての議論を深めることができた。文化
財レスキューといえば，被災し，傷ついた資料の修復を行ったり，洗浄，脱塩処理を施したりする作業が想起され
る。実際これらの作業の行程や方法については，すでに多くの機関から報告が行われ，論文や報告書が記されてい
る。しかし，東日本大震災では，博物館や資料館自体が被災したため，たとえ資料の修復が完了しても，それらを
安定的に保管する施設を確保することが難しいケースが多く見られた。
　そのため本来は仮保存のためだった施設を，一定の処置を施すことで中期間にわたって維持管理する方式が提示
され，震災から４年目までの経過について報告されてきた。これらの作業は，今後の文化財レスキュー事業の試金
石となるだけでなく，耐用年数がすぎた施設での資料の維持管理についても，多くの知見を付与するものである。
　また，資料の一時預かりを含めて，被災地の「後背地」ともいえる資料館や博物館の役割についても議論が深め
られ，常時からの連携を模索する方向性が示された。なおこれらと関連して，阪神・淡路大震災の震災関連の遺構
が残る地域や，中越地震の遺構が残る地域の巡検を通しても，被災文化財や震災遺構の保存や活用についての議論
をふくめるうえでは，非常に有効であった。
（３）被災地域の生活文化の復旧・復興過程についてのフィールドワークの成果
　第３に各地の被災地でのフィールドワークを通して浮かびあがってきた，震災地域の生活文化の復旧・復興過程
についての研究調査の成果をあげることができた。
　気仙沼での成果の一端は，すでに特集展示においても紹介した通りである。2013年以後も，現地調査と被災資料
の整理，安定化の作業を継続してきた。同時に「生活文化研究」として，被災地域の震災前とその後についてのイ
ンテンシブな調査とエクステンシブな調査の両面を継続して行った。
　インテンシブな調査としては，被災した尾形家を中心として四カ浜地区，鹿折地区での震災後の生活文化の復旧
過程について，参与観察とインタビュー調査を行ってきた。これらの調査からは，地域で行われていた民俗信仰や
祭礼，年中行事についての詳細な資料を蓄積しつつあり，無形の生活文化についての研究に貢献しうると考える。
ただし，本研究会が初発において掲げていた無形文化財のレスキューの実践と方法論の確立という目的は，三陸各
地の被災地で複数の研究機関や研究者によってすでに試みられている。これらの成果を踏まえたうえで，ケースス
タディーとして我々が行ってきた気仙沼の事例を捉え直すことが，無形文化財についての議論を深め，他分野とも
問題を共有する端緒になると考えている。
　一方で，エクステンシブな調査も，内湾地区や階上地区をふくめた気仙沼市内各地域で行ってきた。ここで醸成
された課題は，震災遺構やモニュメント研究へと展開していくことになった。マクロな動きとして国や自治体レベ
ルでの震災遺構の指定，保存の動きにも目配せしながら，個別の村落レベルでの対応や，個々人の意識のあり方，
その変容過程にまで踏み込んで調査を継続している。被災地域の生活文化研究における長期にわたる持続的な
フィールドワークは，文化人類学や民俗学の方法論のポテンシャルを跡付けるものでもあった。
　ここで重要な成果は次の２点である。まず，第１点は，持続的な調査の経過のなかで，話者を含めた地域社会の
視点や意識の変容についてのアクチュアルな参与観察が可能となったことである。第２に震災後の復旧過程や再開
発の過程で活用される震災遺構や文化財についての調査は，既存の文化概念を刷新する可能性さえ秘めていると考
えている。今後は，これら知見を共同研究員の個々の現場やテーマに送り返したうえで，研究報告を作成するとと
もに，新たな展示についても積極的に取り組んでいきたい。

６．共同組織（◎は研究代表者，○は研究副代表者）
　会田　理人　北海道開拓記念館・学芸員　　　　　　　　内山　大介　福島県立博物館・主任学芸員
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　榎　　陽介　有識者，元福島県立博物館学芸員　　　　　兼城　糸絵　鹿児島大学・准教授
　川島　秀一　東北大学災害科学国際研究所・教授　　　　日髙　真吾　国立民族学博物館・准教授
　前川さおり　遠野文化研究センター・調査研究課長　　　山内　宏泰　リアス・アーク美術館・主任学芸員
◎川村　清志　本館研究部・准教授　　　　　　　　　　○小池　淳一　本館研究部・教授
　青木　隆浩　本館研究部・准教授　　　　　　　　　　　内田　順子　本館研究部・准教授
　柴崎　茂光　本館研究部・准教授　　　　　　　　　　　松田　睦彦　本館研究部・准教授
　山田　慎也　本館研究部・准教授　　　　　　　　　　　山田　康弘　本館研究部・准教授
　葉山　　茂　本館研究部・特任助教　　　　　　　　　　瀬戸口真規　本館・リサーチアシスタント
　計：18名

【基盤研究】

（３）「保護地域制度が周辺地域の生業変化や資源化に及ぼす影響
　　 ─持続可能な地域発展における規制のあり方─」2013～2015年度
　　（研究代表者　柴崎茂光）

１．目的

　本研究で述べる保護地域とは，『自然・文化的資源を保全・保護するために，法律・法令・省令・自主ルールな
どの手段により，管理される地域』を指す。とりわけ近年は，世界文化遺産・自然遺産制度など，保護地域の指定
に対する世論の関心が高まっている。しかし，保護地域の指定とは新たな規制が課せられることにほかならず，こ
れまで地域社会が継承してきた多様な価値が切り捨てられ，その周辺部との関係性を分断するといったコンフリク
トを生じさせる可能性がある。その一方で，保護地域の指定をきっかけに，地域内の文化的資源の新たな価値づけ
や，さらに進んだ場合には観光資源化や，保護地域に関連するブランド商品の開発という動きが起きる可能性があ
る。しかしながら，上述した事象に関しては，さらなる研究蓄積が不可欠な状況といえる。
　本研究では，日本国内の農山漁村を主な対象として，民俗学・考古学・歴史学・経済学・社会学などの視点を学
際的に用いながら，保護地域制度が周辺地域の生業変化や資源化に及ぼす影響について多面的に捉えることを目的
とする。

２．今年度の研究計画

　年３回程度研究会を実施するが，うち１回は合同でのフィールド調査を実施し，共同研究員との共通認識を深め
ていく。具体的には，保護地域制度（法律・法令上の規制）や，地域社会との軋轢となる可能性の高い項目につい
て概略を説明し，情報を共有する。また，自然的資源を対象とした保護地域がもたらした地域の生業や暮らしとの
軋轢に関する具体的な事例について研究会などで議論を深めていく。また最終年度として研究総括も行った。

３．今年度の研究経過

☆第１回　2015年６月28日～29日　（国立歴史民俗博物館ほか）
　深町加津枝（京都大学）「京都・山間部の地域文化と新たな国定公園の指定」
　川村清志（国立歴史民俗博物館）「保護される領域とは何か─マガキ，雪割草，そして棚田」
　柴崎茂光（国立歴史民俗博物館）「契約講による野火入れ（宮城県大崎市鬼首・軍沢集落）」（民俗研究映像）
　※研究会終了後には，文京区の旧磯野家住宅銅御殿（文京区）を見学（希望者のみ）
　このほかに今年度の研究会の方針について議論した。

☆第２回　2014年９月20日～22日（山梨県山中湖村ほか）
　古田尚也（IUCN）「自然の聖地─保護地域の文化的・精神的価値について─」
　トマス・ジョーンズ（明治大学）「保護地域のブランディング ─イギリスの事例─」
　町田　哲（鳴門教育大学）「御林と地域社会─徳島藩那賀川中流域を中心として─」
　北村健二（総合地球環境学研究所）「コスタリカの保護地域」

☆第３回　2015年１月30日～31日（国立歴史民俗博物館）
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　 原田一宏（名古屋大学）「グローバルな森林保全・気候変動政策に適応したローカルな森林管理─インドネシア
の国立公園の事例─」

　金澤悠介（岩手県立大学）「国立公園をもつ自治体の特徴─自治体の分類をもとにした分析─」
　柴崎茂光（国立歴史民俗博物館）「総括・今後の展開に向けて」

　現地調査では，富士吉田口一合目周辺における文化的資源調査や，富士山の資源を活用した企業への聞き取り調
査，東京大学付属演習林富士癒しの森研究所やふじさんミュージアムを訪問し，保護地域と地域住民との関わりの
歴史を把握した（第２回の研究会開催時）。また宮城県大崎市での野火入れ（野焼き）についても現地調査を行った。

４．今年度の研究成果

　今年度は，昨年度から引き続いて保護地域の保全をめぐる諸事例（とりわけ海外研究，近世研究）に加えて，最
終年度として，本研究会の総括を行った。
　海外の事例発表によると，エコツーリズムの先進地であるコスタリカなどであっても，海外ＮＧＯからの援助に
よって，地域住民が主導する形での内発型のブランディング・商品開発が行われてきたが，プロジェクト終了後に
は，そうした活動が下火となり，活動の継続が困難な状況であることが報告された。ただし，保護地域における文
化的価値に対する意識の高まりは世界的な潮流であることも報告された。
　現地調査では，富士山地域を訪問し，保護地域と地域社会の関わりの歴史を把握した。江戸時代までは富士山山
腹から採取した薬草を富士講の講員に対する霊験高らかなる土産物などして配る・販売することが普通に見られた。
国立公園の指定により，特別保護地区などでは，すべての植物の採取が禁じられるなど，厳しい規制が課せられる
ようになった。しかし入会集団については既着手行為として森林産物利用の採取や，鑑札による一般来訪者に対す
る利用券の販売が認められているが，森林産物の採取については地域社会の高齢化が影を落としていることが明ら
かになった。また世界遺産登録前後から，富士山麓で行われてきた森林産物採取といった慣習が今後も継続される
のかという不安の声が住民側からあがってきている（規制強化の恐れや高齢化過疎化による慣習の担い手問題な
ど）。このほかに，宮城県大崎市の鬼首地区で行われてきた契約講による野火入れ（野焼き）についても現地調査
を行った。かつては高原大根の生産や，ワラビの持続的な採取のために野火入れを行ってきたが，近年は火災予防
のためにこうした野火入れが行われてきた。なお天候不良の関係で，３年ぶりに実施されたが，契約講としての活
動に高齢化の問題が，存在していることも明らかになった。

５．研究総括

　３年間の事例報告を積み上げる中で，以下のような特徴・課題が見えてきた。第１に，保護地域が，近年多様化
が進んでいることがわかる。とりわけ近年は，世界自然遺産，ジオパーク，生物圏保護地域（日本の通称：ユネス
コエコパーク）など，国際機関や国際学会による認定・登録制度などが誕生している。国内においても，近代化産
業遺産，林業遺産など，同様に公的機関や学会などによる制度が設立されている。第２に，規制中心型の保護地域
から，保全活用型の保護地域に移行してきている。ただし，保全活用型の保護地域の歴史は浅いため，現実に地域
社会に対する正の経済的・社会的効果を生みだしているかについては，もう少し長いスパンに立って検討する必要
がある。第３に，保護地域の価値が移ろいやすく，保護地域に指定・登録・認定された当初の価値が，現在は必ず
しも重要視されるとは限らないことが分かった。

６．研究組織（◎は研究代表者，◯は研究副代表者）
　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
　奥山洋一郎　鹿児島大学農学部・特任准教授
　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
　茅野　恒秀　信州大学人文学部・准教授
　原田　一宏　名古屋大学大学院生命農学研究科・教授
　深町加津枝　京都大学大学院地球環境学堂・准教授
　八巻　一成　森林総合研究所北海道支所・グループ長
　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
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　町田　　哲　鳴門教育大学人文社会系教育部・准教授
◎柴崎　茂光　本館研究部・准教授　　　　　　　　　　　○川村　清志　本館研究部・准教授
　西谷　　大　本館研究部・教授　　　　　　　　　　　　　青木　隆浩　本館研究部・准教授
　内田　順子　本館研究部・准教授　　　　　　　　　　　　松田　睦彦　本館研究部・助教
　葉山　　茂　本館研究部・特任助教

（４）「歴史にみる人と自然の関係史」2014～2016年度
　　（研究代表者　原　正利）

１．目的

　本共同研究の目的は，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
する方法をあみ出し，農村景観の背後に存在する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。
　また本共同研究は，平成23～25年度に行った「日本の中山間地域における人と自然の文化誌」の成果を，継承し
発展させることを目的としている。前回の共同研究では，千葉県君津市小櫃川沿いに現在も利用されているトンネ
ル状の灌漑用水路（二五穴）を中心に，灌漑と水田の歴史，それに山林利用の実態と，それを維持していくための
システムや資金の流れを明らかにしていった。
　その結果，二五穴という灌漑用水路と水田の開削，さらにはその維持には，専門の工人集団の存在だけでなく，
多額のしかも地元の資金が動き，しかも村内でも工賃としてお金が村人にいき渡っていることがわかった。なぜ江
戸時代の終わりに，このような大規模で精密な土木工事が可能になったのか，その要因を探るには技術面だけでな
く，工事そのものを可能した原資を一体どこから得たのかということと，灌漑用水路を維持するシステムについて，
資金面も含めてさらに深く研究を行う必要がある。
　また地域における人びとの自然利用の歴史にみる二五穴や川回しによる河川改修，それに村周辺の山を焼き払う
ことで広大な草地を作る姿は，「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」という行為を，繰り返し試行してきた歴史ではなかったかと推
測するとともに，この予測が他の地域でも当てはまるのか検証する必要がある。
　今後の３年間の共同研究では，これまで調査してきた千葉県君津市の蔵玉・折木沢の人びとの里と，おそらく彼
らの資金源となっていた山林利用の関係を継続して調査しつつ，３年間で培った研究方法を使って，千葉県内の生
態的な環境や生業が異なる地域（候補地，木更津周辺─小櫃川下流域おようび河口周辺の沿岸部，勝浦地域）に調
査範囲を広げる。
　そして，人びとが利用していた空間について人間側と生物の側の歴史とを統一する方法をあみ出し，地域の人び
とと自然の関係史を動態的に解明しつつ，なぜこれほどまでに人びとが水田に固執してきたのかを明らかにする。

２．研究経過

・鴨川市天津小湊において，さば節の生産工程と山林利用の関係性についての調査をおこなった。
・蔵玉区有文書及び，君津市所蔵の用水関係文書の整理および解読をおこなった。
・ 木更津における，人口動態調査および，のり養殖の歴史的変遷と，養殖における山利用の関係性について調査を

おこなった。
・小櫃川下流の木更津市中郷地区周辺および袖ケ浦市坂富周辺で現地調査を行った。

３．今年度の成果

　今年度は，これまで調査してきた千葉県君津市の蔵玉・折木沢の人びとの里と，おそらく彼らの資金源となって
いた山林利用の関係を明らかにするため，文献の整理作業をおこなった。とくに灌漑システムを維持するために，
村のなかでどのようなシステムが構築されていたのか明らかになりつつある。
　また，昨年度に引き続き，千葉県内の生態的な環境や生業が異なる地域として，今年度はとくに海の生業と山と
の関係性を明らかにするための候補地とし，木更津市と鴨川市天津小湊でフィールド調査をおこなった。
　昨年度までの成果として，海岸沿岸のマテバシイ林は明治のはじめから植林され，さば節などを生産するために
利用されただけでなく，のり養殖においても，マテバシイ林がさまざまな用途で利用されてきたことが明らかになっ
た。
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　今年度は，小櫃川上流の千葉県君津市の蔵玉・折木沢と比較するため，小櫃川下流の更津市中郷地区周辺および
袖ケ浦市坂富周辺で現地調査を行った。
　一見平坦にみえる，小櫃川下流地域でも，微妙な土地の高低差によって，江戸時代から水争いが頻繁におこって
きた。また，場所によっては，わずかに土地が髙いため，水田を確保するため，「水路状の水田」を作り上げてきた。
また小櫃川上流とは異なる，非常に複雑な灌漑システムを作り上げてきたことがわかってきた。
　さらに，小櫃川上流では，水田耕作以外に，薪炭林など，山林を利用する他の生業との組み合わせで生業を構成
していた。一方，小櫃川下流では，水田面積を広げるため掘り下げた土を盛り上げ，小さな台地状の土地を作り，
そこを畑にし，また瓦生業を行ってきた。いわば他の生業を水田に内部化してきたといえる。
　いずれの生業も，大都市東京という大市場の存在がかかせない。今後は，１つの生業の歴史を明らかにするので
はなく，様々な生業が，山と海を利用しながら大消費地江戸，東京とどのような歴史的な関係性と変遷をたどって
きたのかを明らかにしたい。

４．研究組織（◎は研究代表者，○は研究副代表者）
　島立　理子　千葉県立中央博物館・上席研究員
　加藤　久佳　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
　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
　奥山洋一郎　愛媛大学農学部・助教（特定教員）
　富田　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
　工藤雄一郎　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
○西谷　　大　本館研究部・教授
◎原　　正利　千葉県立中央博物館・上席研究員

（５）「古墳時代・三国時代における日朝関係史の再構築
　　 ─倭と栄山江流域の関係を中心に─」2014～2016年度
　　（研究代表者　高田貫太）

１．目　的

　本共同研究の目的は，古墳時代（朝鮮半島の三国時代）における日朝関係史像を，朝鮮半島西南部の栄山江流域
と倭という観点から再構築することにある。
　古墳時代は，日本列島の倭人社会が朝鮮半島から先進文化を盛んに受容した時期である。これまでの日本側の研
究においては，古墳時代における朝鮮半島からの先進文化の受容の契機として，倭王権の軍事的活動を重視してき
た。多くの場合，日本列島各地で出土する朝鮮半島系の遺構，遺物の導入過程は「倭王権による朝鮮出兵→獲得し
た品物や技術者の独占→地方への配布」という枠組みで（ある時は，朝鮮出兵を軍事的提携と置き換えて）説明さ
れてきた。しかし，近年の調査，研究の進展によって，軍事的契機のみならず，より恒常的かつ多元的な交渉の様
態が想定できるようになり，朝鮮半島諸勢力の側にも明確な交渉意図があったことも想定されている。このような
研究動向を踏まえ，本共同研究ではこれまで付随的，補完的に解釈されてきた朝鮮半島西南部，栄山江流域と日本
列島の交渉の実態を再構築することを目的とする。栄山江流域をフィールドとして選択した理由，ならびに具体的
な研究目的は大きく２つある。
　１つは　近年，栄山江流域で確認されている前方後円墳の性格を明らかにすることが，日朝交渉の動向を考える
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うえで不可避的な研究課題である点である。この課題に迫るためには，その前方後円墳のみに焦点を定めるだけで
は不十分であり，その地を根拠地とした政治勢力（時に馬韓とも称される社会）の社会統合の度合いを検討する必
要がある。近年の発掘調査，研究の成果によって，その検討を具体的に推し進めることが可能となっている。そし
て，調査，研究を推し進める機関（大韓文化財研究院）と連携することで，本共同研究において，前方後円墳を受
容した栄山江流域の社会構造や倭との交渉の様態を再構成していきたい。
２つめは，栄山江流域社会という，特定の地域社会の側から当時の対倭交渉の目的や様態を明らかにしていくこと
が可能である点である。当時の朝鮮半島においては，様々な政治的な緊張関係が生じており，栄山江流域社会も百
済の社会統合の動きへの対応を迫られていたことは確かである。よって，栄山江流域の側がどのような意図で倭と
の交渉に臨んだのかという観点を踏まえ，当時の交渉様態を明らかにしていくことは，栄山江流域社会の構造を考
えるうえでも重要である。この点に焦点を定めて，単なる交流史にとどまらない地域社会論を展開したい。これは，
これまでとかく倭王権の政治経済的立場でのみ解釈されてきた日朝関係史像を再構築していくことにつながると考
える。

２．今年度の研究計画

栄山江流域の墓制や生活遺跡の検討に基づき，栄山江流域の対外交渉の実態を検討することに重点を置く。
① 共同調査：昨年度と同様に，大韓文化財研究院の発掘調査に日本側のメンバー（参加が可能な者）が参加し，調

査内容や出土遺物について討論を行う。
②研究会と国際シンポジウムの開催：全体参加の共同研究会を２回行う。また国際シンポジウムを開催する。
③ 資料集成と自然科学的分析：日本列島出土の百済・栄山江流域系文物の集成を行い，①や②に反映させる。また，

関連遺跡出土資料について放射性炭素年代測定を行い，測定値の蓄積をめざす。

３．今年度の研究経過

☆事前協議と共同調査
　５月19～21日に，第３回共同研究会に向けての事前協議を大韓文化財研究院にて行った。また，大韓文化財研究
院が発掘調査を行った高敞七岩里前方後円墳の発掘調査に参加した。

☆第３回共同研究会　７月31日～８月１日（奈良県，和歌山県）
７月31日　研究会
　鄭一（大韓文化財研究院）「栄山江流域における２～６世紀の集落動向」
　中久保辰夫（大阪大学）「５・６世紀における近畿地域の集落と古墳」
８月１日　現地踏査
　奈良県，和歌山県地域に所在する百済・栄山江流域系土器が出土した集落遺跡や古墳などを踏査し，出土遺物に
ついても和歌山県立紀伊風土記の丘などで調査を行った。

☆第４回共同研究会　２月25日～２月26日（韓国全羅南道東部地域）
２月25日　研究会
　金洛中（全北大学校）「古墳からみた栄山江流域・百済と倭」
　諫早直人（奈良文化財研究所）「韓・倭の馬具─栄山江流域出土馬具を中心に─」
２月26日　現地踏査
　全州，南原，順天など全羅道東部地域の高塚古墳や山城の踏査を行った。，ならびに倭との交流を示す考古資料
を全北大学校博物館や国立全州博物館において調査した。

☆歴博国際シンポジウムの開催　３月６日
　栄山江流域と倭の交流史をテーマとした歴博国際シンポジウムを開催した。高田貫太が座長を務め，李暎澈，金
洛中，諫早直人，中久保辰夫の４名が発表を行った。また，それぞれの発表に対して権五栄，李正鎬，上野祥史が
コメントを行った。

４．今年度の研究成果

　2015年度の年度の目標であった，「栄山江流域の墓制や生活遺跡の検討に基づき，栄山江流域の対外交渉の実態
を検討する」という研究課題は十分に達成されたと考えている。
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　まず，第３回目の鄭一氏，中久保氏の発表によって，栄山江流域と倭の集落変動が相互に連動していることが提
示された。これによって，墳墓資料が中心であった両地域の交流の分析が，集落遺跡においても観通していくこと
が可能であることが明らかとなった。また，奈良，和歌山県地域の栄山江流域系土器を詳細に調査することによっ
て，その系譜が栄山江流域に限定されるというよりも，錦江流域なども含めたより広範な地域に求め得ることも議
論の俎上に上った。すなわち，栄山江流域と倭の交流を考えていくためにも，錦江流域や全南東部地域とのつなが
りも考えていく必要性が生じてきた。
　このような状況で，第４回の共同研究会を全羅南道東部地域で開催できたことは非常に有益であった。この研究
会では，金洛中氏にこれまでの墓制研究からみた百済・栄山江流域と倭の交流について総括していただき，諫早氏
に近年，出土例が相次ぐ栄山江流域の馬具資料と倭や大加耶との関わりについて発表いただいた。これによって，
集落，墓制を合わせる形で交渉史を再構築していくことが可能となった。さらに，現地踏査にて，百済，栄山江流
域，そして大加耶の接境地域である全南東部地域の墓制や出土遺物を調査することによって，その多様性と背後に
ある活発な対外関係の状況を認識することができた。
　このように研究会における議論がかなり進展し，時空間的に共通の土台で交渉史を検討していくことが可能と
なったため，その成果の中間報告をかねて平成28年３月６日に歴博国際シンポジウムを開催した。その中では，墓
制や集落からみた栄山江流域社会の構造，栄山江流域社会と倭の交渉，栄山江流域における前方後円墳造営の背景
などについて議論を行った。その際には，国際企画室の金ホンソク氏，RAの金ドヨン氏，そして共同研究員の李
昌煕氏などに，発表要旨の翻訳や通訳などで多大なご協力いただいた。それによって，国際シンポジウムを支障な
く進行していくことができた。
　最終年度となる2016年度には，今年度までの成果に基づきつつ，さらに資料に即して交流関係の実態についての
議論を続けていく。可能であれば，大韓文化財研究院における国際シンポジウムの開催も開催し，最終成果報告書
の作成についての具体的な準備も進めていきたい。

５．研究組織（◎は研究代表者，○は研究副代表者）
【日本側】
　中久保辰夫　大阪大学文学部　　　　　　　　　　　山本　孝文　日本大学文学部
　諫早　直人　奈良文化財研究所都城発掘調査部　　　右島　和夫　学識経験者
　仁藤　敦史　本館研究部・教授　　　　　　　　　○上野　祥史　本館研究部・准教授
◎高田　貫太　本館研究部・准教授
【韓国側】
◎李　暎　澈　大韓文化財研究院　　　　　　　　　　鄭　　　一　大韓文化財研究院
　林　智　娜　大韓文化財研究院　　　　　　　　　　権　五　栄　ソウル大学校
　李　正　鎬　東新大学校　　　　　　　　　　　　　金　洛　中　全州大学校
　李　昌　煕　東国大学校

（６）「海の生産と信仰・儀礼をめぐる文化体系の日韓比較研究」
　　 2015～2017年度
　　（研究代表者　松田睦彦）

１．目　的

　本共同研究は日本と韓国それぞれにおける海を媒介した民俗の有機的連関を，とくに生業と信仰・儀礼との関係
に注目しながら抽出したうえで，その連関の論理，すなわち海の文化体系を比較し，日韓双方の海をめぐる生活文
化の類似と相違およびその要因を明らかにすることを目的とする。さらにその成果は韓国国立民俗博物館との共催
で行なう国際企画展示として発表する。
　列島を形成する日本と半島を形成する韓国とはともに長い海岸線を持つ。また，日本海（韓国名：東海）という
同じ海を囲むことはもとより，多島海や遠浅の海といった共通する海洋環境も多く，生息する生物の種類にも共通
点が多い。さらに，日本列島と朝鮮半島との間では国家レベル，民衆レベルを問わず，歴史上現代にいたるまで盛
んに交流が行なわれてきた。こうした自然的・歴史的要因を背景として，日韓双方における海と向きあう生活文化
には多くの共通点を見出すことができる。その一方で，こうした共通の背景にもかかわらず，漁法や漁撈具，魚介
類の嗜好，儀礼に供される魚介の種類，海をつかさどる神霊への信仰などには大きな違いが見られ，日韓双方にお
ける独自の技術的発展や文化的展開があることが予想される。
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　一般的に複数文化間での比較研究は生業技術や信仰といった形で研究テーマを絞って行なわれることが多い。こ
うした手法は個別テーマの研究を深化させる意味で効果的ではあるが，各テーマ間の連関について議論されること
は少ない。しかし，ひとつの文化事象が他の事象の影響を受けずに単独で成立・存在するということはありえず，
文化事象間の連関の様相を見る必要がある。そこで重要となるのは比較の枠組みの拡大である。
　本共同研究では海を媒介した民俗を一つの文化体系として抽出し，日韓比較を試みる。たとえば，日本に比べて
韓国では日常的なワカメの消費量が多く，出産にともなう儀礼食としても重要な役割を果たす。一方で祭祀にはメ
ンタイが多く用いられ，贈答品としてはイシモチが珍重される。こうした韓国の魚介類をめぐる民俗の背景には，
食物の嗜好性，漁撈技術や流通，そして歴史的に築かれてきた文化的意味などのさまざまな要素が複雑に絡み合っ
ており，そこには一つの文化体系を見出すことができる。当然，こうした海をめぐる文化体系の解析と抽出は日本
でも試みられる。
　本共同研究では，生業・信仰・儀礼・芸能・衣食住・口承文芸等，日韓双方から多分野の研究者が集い，両国の
フィールドを共有しながら海をめぐる生活文化の比較研究を行なう。また，文献史学や考古学の協力を仰ぎ，日韓
文化の類似と相違の要因を歴史的アプローチからも検証する。

２．今年度の研究計画

　本共同研究は研究会を開催し個別発表を行なうだけではなく，企画展示を想定して展示で取りあげる地域や資料
を選定し，共同研究員が資料調査および聞き取り調査等をすることも重視する。研究内容は便宜的にA「生業技術・
社会組織」，B「信仰・儀礼・芸能・口承文芸」，C「衣・食・住」，D「日韓交流史」の４つの枠組みに分類する。
しかし，この枠組みは必要となる調査の企画を立てる目安でしかない。それぞれの枠組みに共同研究員を固定する
のではなく，共同研究員はこれらの枠組みを横断的に渡り歩いて調査に参加することで，積極的にテーマ間の接合
が図られる。各枠組みに沿った調査で得られた情報は研究発表によって共有され，テーマ間のさらなる接続が模索
されることになる。
　以上をふまえ，今年度はできる限り早い時期に歴博での研究会を開催し，展示のイメージおよびその実現に必要
となる３年間の調査・研究計画について議論する。また，歴博の館蔵資料（裸潜水漁撈及び蛸漁関係用具・丹後地
方の漁撈用具等）についても早い段階で展示での活用の可能性を議論する。その後，日本と韓国における調査をA
～ Dの枠組みに基づいて行なう。第１年次の調査の候補地は，戦前期における朝鮮半島への出漁が活発に行われた
徳島県沿岸部および韓国江原道とする。調査では日韓比較研究および展示に適したテーマと地域の絞り込みを行な
う。調査結果については再び研究会を開催して情報交換を行ない，議論を重ねる。予算的な制約は大きいが，本研
究と並行して進められる予定の国際交流事業「日韓地域研究の実践的展開」と連携することで解決したい。

３．今年度の研究経過

６月13日～14日　三重県鳥羽市において海の博物館見学，海女漁調査およびインタビュー，青峰山調査，伊勢市の
伊勢神宮調査を行なった。
12月４日～７日 　韓国江原道束草市，江陵市，蔚珍郡において磯漁にかかわる調査を行なった。また，カレイを使っ
たナレズシの調理にかかわる調査も行なった。
12月10日～13日　韓国慶尚南道南海郡において竹防簾漁とカタクチイワシの塩辛製造に関する調査，全羅南道麗水
市，道康津湾等においてノリ養殖および灰貝漁の調査を行なった。
１月23日～28日　23日～25日の３日間の日程で歴博での研究会および館蔵資料調査を行なった後に，静岡県沼津市
において，漁民の信仰，漁撈技術等に関する調査を行なった。

４．今年度の研究成果

　今年度の成果を研究計画で示したA ～ Dの枠組みに沿って示したい。
　まず，A「生業技術・社会組織」に関しては，三重県鳥羽市における海女調査，韓国江原道における磯漁調査，
韓国慶尚南道における竹防簾漁調査，全羅南道におけるノリ養殖および灰貝漁調査，沼津市における磯漁調査等，
充実したものとなった。とくに，韓国慶尚南道における竹防簾漁については，カタクチイワシの利用の植民地期に
おける変化を考えるうえで重要な要素となることが明らかとなった。
　つぎにB「信仰・儀礼・芸能・口承文芸」については，三重県鳥羽市の青峰山や静岡県沼津市の大瀬神社に見ら
れる，漁民が特定の寺社を信仰するという信仰のあり方が，韓国における信仰のあり方とは異なるという印象を強
くさせた。ただ，海を司る神格として龍が重要な役割を果たすことや，妖怪が祀られることがあるということにつ
いては，日韓で共通することも確認された。また，鳥羽市の海の博物館の展示見学は，神饌の展示が充実しており，
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信仰と海産物との関わりを考えるうえで有意義であった。
　C「衣・食・住」に関しては，韓国でキムチの材料として欠かすことのできないエビとカタクチイワシの塩辛の
製造，流通，販売について，その伝統的なあり方から現代の様相まで確認することができた。さらに，日韓におい
てナレズシにされる海産物の種類やその製造法についての調査も行なうことができた。
　D「日韓交流史」については，12月の朝鮮半島南部の調査の際に中世史を専門とするメンバーから現地の解説が
あったほか，１月の歴博での研究会において，中世における日本と朝鮮半島との交流の概要および最新の研究成果
について報告があった。
　なお，本共同研究では，当初予算の外に重点経費を得て，韓国の海産物の生物学的な学名の確認調査を行なった。
これは，韓国での調査において韓国側から説明される海産物の種類が我々の認識と一致しないという問題を解決す
るための調査であった。韓国でどのような種類の魚介類が獲られ，それをどう利用しているのか。生物学的分類を
明確にして，土地ごとの民俗的分類や呼称を整理することが，日韓の海産物にかかわる比較研究の基礎的作業とな
るのである。
　当初の計画では，年度の早い時期に歴博で研究会を行なうこと，ならびに徳島県での調査が予定されていた。し
かし，韓国側のメンバーの中心である韓国国立民俗博物館の担当者との調整の結果，展示イメージや調査計画につ
いては適宜話し合いを持つこととし，現地調査を優先させ，歴博での研究会を１月に行なうこととなった。また，
徳島県での調査については，次年度以降行なうこととした。
　以上のような変更はあったが，展示イメージの明確化と，その実現のために今後必要となる調査の絞り込みとい
う目標については，概ね達成することができた。

５．研究組織　（◎は研究代表者，○は研究副代表者）
　鄭　明　燮　韓国国立民俗博物館・学芸研究官・民俗研究課長
　崔　銀　水　韓国国立民俗博物館・学芸研究官
　鄭　然　鶴　韓国国立民俗博物館・学芸研究官
　呉　昌　炫　韓国国立民俗博物館・学芸研究士
　磯本　宏紀　徳島県立博物館・主任
　川島　秀一　東北大学災害科学国際研究所・教授
　金　賢　貞　東北大学東北アジア研究センター・助教
　昆　政　明　神奈川大学大学院歴史民俗資料学研究科・特任教授
　島立　理子　千葉県立中央博物館・主任上席研究員
　関　周　一　宮崎大学教育文化学部・准教授
　宋　奇　泰　木浦大学校島嶼文化研究院・HK研究教授
　崔　仁　香　中央大学校日本学研究所・研究員
　渡辺　鮎美　日本学術振興会・特別研究員（PD）
　川村　清志　本館研究部・准教授
　松尾　恒一　本館研究部・教授
　三上　喜孝　本館研究部・准教授
　村木　二郎　本館研究部・准教授
○小池　淳一　本館研究部・教授
◎松田　睦彦　本館研究部・准教授

（７）「中世東アジア海域における琉球の動態に関する総合的研究」
　　 2015～2017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を前に，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（岡本弘道『琉球王国海上交渉史研究』2010年）。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。
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　従来，琉球王国は明の冊封体制のなかで中継貿易国家として存立したが，ヨーロッパ勢力のアジア進出によって
存在感が弱まり，日本に統一政権が成立すると，その尖兵である薩摩の侵攻を受けて支配下に入った，という受動
的なトーンで語られがちであった。
　しかし，昨今の研究では，この時代を作った琉球王国は，諸外国との複雑かつ柔軟な外交交渉を通して巧みな交
易活動を積極的に展開したことがわかっている。東南アジア諸国とは対等な関係を作り上げ，南九州の諸勢力に対
しては時には弱味に付け込んで優位な関係を築きもしている（村井章介「古琉球をめぐる冊封関係と海域交流」『琉
球からみた世界史』2011年）。
　そして何より，琉球と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
な体制で支配したのである。のちに奄美は薩摩に割譲されて現在は鹿児島県に含まれるが，先島諸島は近世期も琉
球王府の支配下にあり続けて現在の沖縄県域に至っている。そのためか，先島に関しては所与のものとして琉球領
土と認識されており，1500年に八重山で起こったオヤケアカハチによる蜂起も“反乱”，“鎮圧”と表現される。し
かし，戦後に米軍が日本を支配した際，琉球とは別に，奄美，宮古，八重山を個別に群島支配したように，これら
の地域は琉球とは異なる文化圏であり，強権をもった時代の琉球帝国によって版図とされたのである。
　この研究では，大交易時代に繁栄した琉球を中心に据え，新たにその帝国的側面に注目しながら，中世後半の東
アジア海域における多様な動態を捉え直すことを目的とする。その際，これまで独壇場であった文献史学による研
究に目を配りながらも，集落構造や流通，技術に着目し，考古学，民俗学，分析化学等のさまざまな手法により，
世界史の中に位置づけた新たな歴史像を探りたい。

２．今年度の研究計画

　文献史料に残らないためこれまでほとんど注目されてこなかったが，宮古，八重山といった先島諸島には多くの
中世村落遺跡が存在する。これには，廃村として地上に痕跡を残した集落遺跡と，地上に残らなかった集落遺跡の
２タイプがある。前者は，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。後者は，現在の集落が重なって新しく作
られた聖地である御嶽があるが，陶磁器や土器が分布しており，そこには15世紀以前の村落が存在したことがわか
る。かつて先祖の村があったという土地の記憶が，のちに新しい村ができた時にその地を祀る形で御嶽を作らせた
のである。考古学と民俗学の手法から，「土地の記憶」の原点が中世の村にあることが明らかである。
　大交易時代における中国の陶磁器や銭の流通は，琉球王府の動きに連動して，先島や奄美にもその影を落として
いると考えられる。文献史料からは伺えない東アジア海域における交易の動態を，奄美や先島の集落遺跡から出土
する陶磁器組成を詳細に検討することによって導くことができる。
　そこで，先島・奄美の集落遺跡と出土遺物を悉皆的に調査して基礎データを作り，さまざまな資料と照合・分析
することによって，周辺地域から琉球王国さらには当該期の東アジア海域の様相を姿を浮き上がらせる。そのため，
初年度である2015年度は下記に重点を絞って調査・研究を実施する。なお，調査・研究にあたっては，科学研究費
補助金・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─」（代表：村木二郎）のメンバー
にも適宜協力をあおぐ。
　先島の集落遺跡の踏査，ならびに出土遺物の情報収集
　奄美の情報収集
　研究会の実施（於．国立歴史民俗博物館，宮古島）

３．今年度の研究経過

　４/18－19　第１回共同研究会（於．国立歴史民俗博物館）
　　佐伯弘次「十五世紀の日琉関係と博多商人」
　　村木二郎・松田睦彦「歴博における琉球・沖縄展示」
　　関周一「古琉球研究の現状と課題」
　７/10－12　調査（於．沖縄県立埋蔵文化財センター，勝連城跡）
　10/22－23，27　調査（於．宮古島市教育委員会）
　10/24－26　第２回共同研究会（於．宮古島市立図書館北分館）
　　久貝弥嗣「宮古島の中世史と考古学的研究成果」
　　島内遺跡巡見
　１/10－11　第３回共同研究会（於．国立歴史民俗博物館）
　　荒木和憲「琉球と朝鮮の交流史に関する現状と課題」
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　　岡本弘道「琉球王国の海上交流史をめぐる現状と課題」
　　資料調査：又吉真三収集琉球拓本コレクション
　２/10－11　調査（於．喜界島教育委員会，喜界島）
　３/4－7　調査（於．竹富町教育委員会，黒島，波照間島，石垣市教育委員会）

４．今年度の研究成果

　共同研究会では，当該分野において研究が先行し，また近年多くの成果を挙げている，文献史学の研究の動向を
把握するための研究報告をおこなった。それを踏まえた議論は非常に活発で，共同研究員の間で今後の研究を進め
るにあたっての基礎が準備できた。
　また，研究成果を展示に反映することを意識しており，本館における琉球・沖縄展示，並びに館蔵資料を調査し
た。これは来年度以降も引き続き継続する。
　館外での研究会は，宮古島で開催した。先島地域を重要なフィールドとしているためで，全員で現地を訪れ，近
年の発掘調査成果を踏まえた研究報告および巡見をおこなった。その成果の一部は，村木二郎「八重山・宮古の英
雄時代と「琉球帝国」」『歴博』特集 古琉球史再考 2016年，に反映されている。
　個別調査としては，先島地域の中世集落遺跡出土資料の調査をおこなった。とくに，宮古島の住屋遺跡について
は陶磁器の悉皆調査を実施し，遺跡の盛衰を把握できつつある。この調査は来年度も継続し，宮古地域における陶
磁器組成の基礎資料を完成する。また，石垣島のフルストバル遺跡についても陶磁器の調査を開始し，大まかな傾
向がつかめつつある。この調査も来年度も引き続きおこない，同じく八重山地域における陶磁器組成の基礎資料を
作り上げる。
　また，先島地域の中世集落遺跡のなかで，波照間島のミシュク村跡遺跡が良好な状況で残存していることが把握
できた。丹念な踏査によって遺跡の範囲を確認できたので，来年度は測量調査を実施し，モデルとなる中世集落の
図面を作成する。

５．研究組織　（◎は研究代表者，○は研究副代表者）
　池田　榮史　琉球大学法文学部・教授
　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
　岡本　弘道　県立広島大学人間文化学部・准教授
　小野　正敏　本館・名誉教授
　久貝　弥嗣　宮古島市教育委員会・主事
　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
　中島　圭一　慶應義塾大学文学部・教授
　荒木　和憲　本館研究部・准教授
　齋藤　　努　本館研究部・教授
　松田　睦彦　本館研究部・准教授
○田中　大喜　本館研究部・准教授
◎村木　二郎　本館研究部・准教授

（８）「高度経済成長と地域社会の変化」2013～2015年度
　　（研究代表者　関沢まゆみ）

１．目　的

　本共同研究の目的は，1950年代半ばから70年代初めにかけての高度経済成長の時代を経て，人々の生活がどのよ
うに変化したかについて，従来の，農村，山村，漁村，町場，そして都市という場によって分析を行なう発想から，
それに加えてそれぞれの場において生活スタイルがどのように都市型化していったか，という発想をもって，その
生活実態の変化について調査，分析を行ない，資料情報を集積し研究貢献をすることである。高度経済成長期は，
膨大なエネルギーを消費する新しい都市型生活のスタート地点として位置づけられるが，これの象徴が大都市近郊
の団地の生活であった。しかし，都市部以外の場においても工場誘致などにより，人々の主な経済基盤は第一次産
業から製造業を中心とする第二次産業へと転換していった。そして，テレビ，洗濯機，冷蔵庫などの家庭電化製品
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や自動車などが普及し，日常生活においても都市型化が進行していったといえる。
　具体的な研究目的として，以下の３点を考えている。第一に，そのような地域社会の変化を，経済伝承，社会伝
承，信仰・儀礼伝承などに留意しながら個別具体的な事例分析を蓄積するかたちで研究を行なう。第二に，一人ひ
とりにとって身近な，生活における衣食住の変化についての資料情報を収集するために，たとえばどのようなａ：
調査項目が有効であるかを実践例を示しながら検討を行ない一つの調査モデルを作成し，ｂ：列島各地からの調査
情報の収集を行なうことを試みる。第三に，高度経済成長期における「都市型化」への変化を追跡しながら，一方，
変わりにくいものについても留意しながら，変わるものと変わりにくいものとは何か，およびその関係性を明らか
にし，生活文化伝承の特徴についての考察を行なう。

２．今年度の目標

　昭和30年代以降の地域社会の変化について，各位によるフィールドワークと資料収集を行ない，生活変化の実態
の調査と分析を試みるほか，昭和30年代以降の植生景観の変化，団地の生活，食の変化なども継続課題とする。高
度経済成長期の生活変化について公開の研究集会により，これまでの研究成果の発表を行なう。『研究報告』（特集
号）の目次案の検討を行なう。

３．今年度の研究経過

〔研究会〕今年度は４回の研究会を開催することができた。
第１回研究会
日時：平成27年５月16日（土）　　場所：お茶の水女子大学
鈴木通大「高度経済成長期の地域社会にみる「民俗」の変化について─大和市域を中心に─」
関沢まゆみ「高度経済成長と民俗学」
第２回研究会
＊研究集会「民俗学からみる高度経済成長期の生活変化」（主催：本館・お茶の水女子大学比較日本学教育研究セ
ンター）として公開で開催。
日時：10月４日（日）　場所：お茶の水女子大学
関沢まゆみ　趣旨説明「民俗学からみる高度経済成長期の生活変化」
宮内貴久「団地生活と家電製品」
小椋純一「高度経済成長と植生景観の変化」
関沢まゆみ「食生活の変化─お煮しめからサラダへ─」
イヤル・ベン・アリ（キネレット大学社会安全保障センター・所長）「食と飲料の移動─日本へ，そして日本から─」
武井基晃「沖縄の高度経済成長と祖先祭祀の再開」
新谷尚紀「生活変化とその年代比較─昭和30，40年代と平成10，20年代と─」
第３回研究会
日時：平成27年12月18日（金）　場所：本館
　　　平成27年12月19日（土）　場所：國學院大学
12月18日（金）
上形智香「萩原秀三郎氏の写真とその活用」
萩原秀三郎氏撮影写真調査（第一調査室）
上形智香「馬産地・十和田における昭和40年代前後の生活変化」
12月19日（土）
鈴木 通大「都市近郊地域における衣・食・住生活の変化について─大和市域の調査・写真・統計資料をてがかりに─」
宮内貴久「高度経済成長期の住宅問題と育児─福岡市営弥永団地を中心に─」
小椋純一「八幡高原にて　2015年11月16日」（調査報告）
武井基晃「高度成長期の沖縄における門中の祖先祭祀の再開─戦災後の墓の改修を事例に─」
阿南　透「高度経済成長期における都市祭礼」
『研究報告』目次案の再検討
第４回研究会
日時：平成28年３月20日（日）　 場所：お茶の水女子大学
阿南　透「高度成長と都市民俗学・現代民俗学」
阿南　透「萩原秀三郎氏撮影「青森ねぶた祭」写真紹介」（資料紹介）
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宮内貴久「高度経済成長期における添い寝─住宅不足問題と関連して─」
鈴木通大「都市近郊農村の都市化と生活の変化─大和市下鶴間（公所）の事例より─」
川嶋麗華（國學院大学大学院）「火葬の変化─ヤキバから公営火葬場利用へ：高度経済成長期と地域社会の変化─」
〔調査〕
　共同研究員各位によるフィールドワークや写真収集により，昭和30年代以降の地域社会の変化についての資料情
報が蓄積された。
〔資料翻刻〕
　昨年度から，行事食の実態を把握するために継続してきた『奈良県風俗志』資料の第22類年中行事の項目の翻刻
を終え，簡易製本を行なった。

４．今年度の研究成果

　2015年度も共同研究員および研究協力者による高度経済成長と地域社会の変化に関する調査をもとに研究発表を
行ない，情報共有と意見交換を継続するとともに，本共同研究の研究史的位置づけを明確にするために，歴史学や
民俗学における高度経済成長期に関する研究動向についての情報整理を行なった。また，研究集会「民俗学からみ
る高度経済成長期の生活変化」を科研基盤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」（代表：関沢）
と併せて公開で行ない，高度経済成長期とその後の生活および地域社会の変化について1960年代，90年代，2000年
以降，という年代区分のなかで読み解く視点を共有することとなった。今年度の研究成果として注目される点をあ
げれば以下のとおりである。
ダムによる移転集落の比較　　東北地方のいわゆる北上五大ダムの一つとして，湯田ダム（昭和39年完成）が建設
されることによって昭和34～35年頃に移転した川尻集落，大荒沢集落の住民への聞き取り調査と写真・記録などの
資料収集を行なった。これは，第１年度より継続調査している広島県太田川上流の樽床ダム（昭和32年完成）と同
じく昭和25年の国土総合開発法によって開発計画が具体化した事例である。湯田ではTVA計画に期待を寄せる住
民が多く，反対運動はなかったという。樽床ダムの場合は反対運動は小規模で抑制されたが，その樽床は，農家が
多く，先祖代々定着型の家々が大部分であった。それに対して，湯田ダムの場合，旧来の農家もあるが鉱山で働く
人びとが多い流動的な集落であった。そのような違いが，補償交渉，移転前の記録作成，移転後の居住地の選定，
その後の同郷会の活動等に反映されていることが判明してきている。湯田の場合，雪深い生活から出られることに
なって喜んで市内に出たなどの語りが聞かれたが，樽床出身者からはそれは聞かれない点であった。湯田ダム水没
地区では昭和40年には鉱山が閉山となって村の景気が悪くなり，馬そりの時代から自動車の時代に変化するなど，
ダム対策同盟会が建設省と交渉していた10年前とは社会が大きく変化した。錦秋会という同郷会を50年間世話して
きた男性（昭和３年生まれ）は，昭和35年に大荒沢から北上市内に移転し，「文化生活はお金がかかる」と実感し
たという。それでも新しい家での生活はよかったという。
　昭和48年（1973）の水源地域対策特別措置法施行以前のこれらのダムによる移転との比較のために，同法施行後
の，調査中の広島では温井ダム（1974－2001年）に加えて，北上五大ダムのうち御所ダム（1967－1981年）等の移
転と生活保障の実態についての調査を進めていくことが今後の課題である。
地域社会と葬儀の変化について　　高度経済成長期を経てその後，農村部においても，近隣の協力によって行なわ
れてきた葬儀が葬儀社によるものへと変化してきている。また，土葬やノヤキ（野焼き）と呼ばれる伝統的な火葬
から，公営火葬場の利用へ変化した。これまで土葬から公営火葬場の利用への変化についての調査分析が多くなさ
れてきたが，ノヤキから公営火葬場の利用への変化について隣接する２つの講中の事例比較について，研究協力者
による発表がなされた。広島県山県郡旧大朝町筏津地区では，近隣の瑞穂町に1973年に公営火葬場が建設されると，
筏津下ではすぐにノヤキを廃止し，その公営火葬場を利用することにしたが，筏津上では2011年まで従来のノヤキ
を継続した。後者においては，講中の結集力と講バネ（仲間外れ）などの慣習の強さが特徴的であったが，2011年
に 講中でノヤキを維持する努力が途切れたといえる。このような比較から，地域社会における伝承の変化は決して
画一的，同時的でなく，早いところと遅いところとがあることが具体的に明らかにされ，その背景についての調査
分析が試みられている。
　また，高度経済成長期以降の公営火葬場利用の普及した現在，葬儀の流れには「通夜→葬儀・告別式→火葬」タ
イプと，「通夜→火葬→葬儀・告別式」タイプとの２つがあり，前者が遺骸葬，後者が遺骨葬である。後者は「前
火葬」とも呼ばれて，東北地方と九州地方に分布が顕著である。東北地方は昭和30年代に，土葬から公営火葬場の
利用に変わると直ちに前火葬が選択された。そのうえで土葬の頃と同様に野辺送りは維持され，アトミラズと呼ば
れる霊送りが行なわれてきている地域もある。しかし，たとえば秋田県三種町志戸橋の例では，2010年自宅葬から
ホール葬へと変化すると，野辺送りがなくなりこの霊送りも消滅してきている。葬儀の場が自宅から葬祭ホールへ
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と移ったことによって， 地域社会に伝統的であった相互扶助関係を大きく変容させているだけでなく，地域社会に
おいて儀礼を共有する意味も消滅したことがわかる。
高度経済成長と民俗の変化をとらえる視点について　　先の共同研究「高度経済成長と生活変化」（2007～09年度）
において，経済史学と民俗学との視点の違いとして，経済史学は高度経済成長が始まった理由とその時代の特質に
関心があるのに対し，民俗学では，高度経済成長期に限定された生活変化だけでなく，それ以降も一定のタイムラ
グをもって現れる生活変化を長いスパンでみていく点が指摘された。とくに，今年度は，研究集会を経て，これま
での研究成果をあらためて整理し，わかってきたことは２つである。１つは，高度経済成長期の出来事とされた過
疎化や食品の安全性への不安，公害等々は問題の始まりであって，その後それらの問題の高度化，深刻化が進行し
たという視点である。もう１つは，現在調査できる高度経済成長期とその後の民俗伝承の変化（1960年代から90年
代）とは，2000年以降のさらなる変化（民俗伝承の消滅を含む）への過渡的なあり方としてとらえる視点もあると
いうことである。一つの時代の変化を長期的に，かつ一定の時期区分を試みながら位置づけて読み解く，そのよう
な民俗の伝承と変化をとらえる民俗学の時期区分という観点を共同研究のなかで共有することができた。
昭和40年代の民俗写真の整理と活用をめぐって　　今年度当初に民俗写真家萩原秀三郎氏の写真の目録作成に着手
した。目録は，『研究報告』（特集号）に掲載できるように今後も作成作業を継続する予定である。研究会ではこの
活用をめぐって議論がなされた。全国各地の祭礼や今は消滅した年中行事も含む写真が中心である。試みに青森県
のねぶた祭りと広島県の花田植えや供養田植えの活用について検討したところ，ねぶた祭りでは「観光化ねぶた」
としてハネトを一般開放した記念の年（1968年）の写真があること，花田植え・供養田植えともにこの当時の写真
が地元には所蔵されていない貴重な資料であることがわかり，地元への社会還元・活用が有効であることが考えら
れる。今後，これらの写真の保存と活用についてさらに検討していくことが課題となっている。

５．全期間の研究成果

　３年間の主な研究成果の要点は，以下の通りである。
（１）研究動向の確認と民俗学の独自性の検討　　高度経済成長についての民俗学の研究は，本館基幹研究「高度
経済成長と生活変化」（2007～09年度）が最初の本格的なものであった。それから９年となる。その間，日本民俗
学会の談話会（2009年９月）のテーマや，現代民俗学会2013年度年次大会のシンポジウムの課題となるほか，編著
の刊行も増えた。しかし，その一方，数値的裏付けがなく，安易に高度成長を関している論考が並ぶということへ
の懸念も抱かざるをえない。このような状況を認識したうえで，まず第一に，本共同研究の研究史的位置づけを明
確にするために，歴史学における高度経済成長に関する研究の整理を行ない，対象を共有する民俗学の独自性（視
点と方法）についての検討を行なった。歴史学の分野では，経済大国化を背景に，1980年代半ば～1990年代前半に
高度成長の本格的な研究が始まり， 高度成長の時代がどのように形成されて変容したのか，高度成長の時代の歴史
的特質の解明が目的とされた（大門正克他編『高度成長の時代』全３巻，大月書店　2010年・11年）。民俗学に近
しい参考になるものとして農村の変化に関する論考を読むと，この時代に特徴的な統計的事象への注目（農家世帯
員，兼業化，自動車の普及率他），経済活動に注目した事例研究（岩手県紫波村の事例他）などが蓄積されている（加
瀬和俊「農村と地域の変貌」『日本史講座10　戦後日本論』東京大学出版会　2005年，永江雅和「二つの農村」『高
度成長の時代３成長と冷戦への問い』大月書店　2011年）。これに対して，民俗学の独自性として，数値データは
もちろんそれだけでなく生活感覚などのソフト面も入れた変遷の追跡が必要なことをあらためて確認した。
（２）基準となる調査項目設定の試みについて　　本共同研究の目的の一つが，基準となる調査項目の設定による
複数地域の調査であった。変化の追跡とその特徴を明らかにするために基準となる調査項目が有効だと考えたから
である。調査項目の作成をめぐっていくつかの試行錯誤を行なってきた。その一つが，食生活の変化をテーマに試
みた既刊の民俗誌や調査報告書の活用と追跡調査である。そしてもう一つが，ダム建設と移転集落の動向について
共通の調査項目によって，地域差，時代差を考慮した分析，比較の試みであった。
（３）食生活の変化について

民俗誌の追跡調査の例　　民俗学の資料として各地の民俗調査報告書や市町村史（民俗編）などがある。これらの
記述の特徴は，刊行当時の生活実態よりも，より古い時代の生活について聞き取りを行ない，それをもとに昔の生
活が再構成されている場合が多いことである。昭和の戦後期の比較的詳細な民俗誌が刊行されている広島県山県郡
旧加計町（現安芸太田町）の食の変化について追跡調査を行なったところ，たとえば温井ダム建設による集落移転
後，山の食の伝承が途絶えたものの，再度子供たちへの料理の伝承が地域の活動として行なわれるようになってき
ている。また，かつては「あるもので食べよう」という言い方がよくなされていて，毎食献立を変えるようになっ
たのは町場にスーパーができてから以後であるとか，また，行事食では，祭りの日の角寿司は１斗も作っていて，
余るぐらい作るのがよいとされてきたが，戦後昭和20年代生まれの世代になると「足りなかったら買ってくればい
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い」ので分量を考えて作るようになったなどという。また味噌や漬物も購入するようになった。このように世代交
代とともに手作りから購入へ，「余るほどたくさん作るのがごちそう」という古い価値観が変化したことなどがう
かがえ，今後の調査の上での留意点の一つとなっている。
『食習採集手帖』や『日本民俗地図Ⅸ（食生活）』の追跡調査　　『食習採集手帖』（昭和16～17年調査）や『日本
民俗地図Ⅸ（食生活）』（昭和37～39年度調査）で注目されたのが日常食としてもハレの日の食としてもお煮しめが
頻出することであった。しかし，昭和30年代半ば以降，冷蔵庫の普及，下肥から化学肥料への変化，食の洋風化（動
物性蛋白質の摂取と栄養バランス）などを背景に生野菜を用いたサラダが普及していった。生産・流通，消費者の
ライフスタイルの変化によるだけでなく，『食習採集手帖』の調査項目にはあった「精進日」の意識が希薄化，消
滅したことも要因であった。それでも盆，正月など儀礼の場にお煮しめなど伝統食が残り，日本食における野菜食
重視の伝統は形が変わっても継続していることがわかる。これも今後の注目点の一つである。
（４）ダム建設と集落移転

　戦後，灌漑，治水，電力供給などを目的に，多目的ダムが建設された。食糧増産，国力の回復などが期待され，
まさに昭和30年（1955）以降の経済成長に貢献することとなったと評価されている。その一方，ダム建設予定地の
集落は移転することとなり，この移転体験者も70歳代，80歳代の高齢になっている。この移転体験者への聞き取り
調査を行ない，現地を見学して生活変化の動態についての調査を試みた。
　具体的には，昭和30年代前半に集落移転をした事例を２つ（広島県樽床ダム，岩手県湯田ダム）と，その参考枠
として昭和の終わりに集落移転をした事例を１つ（広島県温井ダム）を主な調査対象とした。そのうち，この３年
間では，広島県太田川上流の樽床ダム（1957年完成），同温井ダム（1974－2001年），岩手県北上五大ダムの１つ，
湯田ダム（1964年完成）の３つのダムの建設による移転体験者へ，移転前の生活，移転に対する態度（補償交渉の
仕方，反対運動の程度，寺社や墓地などの移転，記録作成など），移転先の選択（集団か個人か），生活再建，同郷
会などについて基準となる調査項目を作成して調査を進めてきた。広島県の樽床ダムと岩手県の湯田ダムとの比較
に示したように，昭和30年代に移転を経験した人びとの対応にも，農村の定住型か鉱山で栄えた移動型の人びとに
よる集落かによる違いが顕著であるとともに，昭和48年（1973）の水源地域対策特別措置法施行後の，温井ダムの
事例の場合では，補償金だけでなく集団移転先の確保と生活環境の整備についても住民が国や県に要求するなど，
人びとに移転後の生活再建意識に大きな違いがあることについて具体的に明らかになった。なお，今後も，基準と
なる有効な調査項目の設定については継続課題となっている。
　なお，移転先での生活は，家の材木などは元のものを製材して再利用する場合が多かったが，薪炭からプロパン
ガスへ，井戸水から水道水へと変わった。また昭和40年代以降，自動車が普及し，都市部では代替地の田畑がアパー
トへ変わるなど，大きく生活様式が変化した。エネルギーの変化によって実現した都市型化生活については，「文
化生活はお金がかかる。けれども新しい家はいい」（昭和３年生まれ）というのが多くの体験者たちにとっての実
感であったことがわかる。
（５）1960年代，90年代，2000年以降という時期区分による変化のとらえ方という視点の獲得

　最終年度に研究集会「民俗学からみた高度経済成長期の生活変化」（主催：本館・お茶の水女子大学比較日本学
教育研究センター）を開催したことによって，高度経済成長期とその後の地域社会や生活の変化を，現在までの時
間軸のなかに一定の時期区分の試みをもとに位置づけてその意味を読み解く視点が得られた。現代社会の生活文化
の把握の上で，一定の時期区分論の有効性をめぐる議論の必要性が民俗学の課題として提案された。

６．研究組織（◎は研究代表者，○は研究副代表者）
　阿南　　透　江戸川大学社会学部・教授
　石垣　　悟　文化庁文化財部伝統文化課民俗文化財部門・文化財調査官
　小椋　純一　京都精華大学人文学部・教授　　　新谷　尚紀　國學院大学大学院・教授
　鈴木　通大　実践女子大学・非常勤講師　　　　武井　基晃　筑波大学人文社会系・准教授
　竹内由紀子　愛国学園短期大学・講師
　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
　小池　淳一　本館研究部・教授　　　　　　　○原山　浩介　本館研究部・准教授
◎関沢まゆみ　本館研究部・教授　　　　　　　　上形　智香　本館RA（筑波大学大学院）
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Ⅰ－１　共同研究

（９）「学際的研究による漆文化史の新構築」2013～2015年度
　　（研究代表者　日高　薫）

１．目　的

　漆の木が生育する東アジアおよび東南アジアの諸地域では，それぞれ特色ある漆工技術が発達し，ユニークな文
化をかたち作ってきた。漆文化圏とも呼びうるこれらの地域にみられる漆の文化は，多くの共通点をもち相互に影
響を与え合う反面，実際には，利用される漆の木の種類の相違や，気候風土・民族などによって，それぞれの個性
を強調する方向で発展している。
　本研究は，このようなアジアの漆文化の総体を視野に含めつつ，縄文時代から現代にわたる日本の漆文化を，多
視点的なアプローチにより，総合的にとらえることを目的とする。
　多様な様相と展開を示す漆文化の全体像は，出土資料・伝世資料・文献資料・伝承資料・伝統技術等をあわせて
検討することによってはじめて理解されるが，従来の研究では各学問分野で個別に論じられ，一部の領域では大き
な成果をあげながらも，これらが統合されることはなかった。本研究においては，研究手法を異にするさまざまな
分野のトピックを，展示の主要な構成要素と位置づけ，具体的な展示資料を通じて可視化し，これらを総合するこ
とによって，植物としてのウルシの特性とそれを利用する漆文化の全体像を浮き彫りにすることを目指す。このよ
うな過程で明らかとなった課題をもとに，新しい漆文化史の構築をはかりたい。
　本研究の研究期間においては，各時代・地域の漆文化の多面的展開を網羅することは困難であるため，近年成果
が著しく，注目されるテーマを中心に，研究成果の整理・再検討をおこない，あわせて今後展開可能な研究課題の
発見の機会とする。本研究においては，以下の３つの点にとくに重点を置く。
（１）国内外における漆および漆器の流通と技術交流　　植物学・考古学・文献史学・美術史学等に共通するテー
マとして交流の問題に注目する。
（２）自然科学的分析手法の開発による漆文化の解明　　自然科学との協業により，何が明らかにされるかを紹介
し，また，開発された分析手法の応用として，館蔵漆器資料の剥落片，出土漆器等の分析を行う。
（３）漆の特性と多様な漆文化　　漆のもつ特異な性格が，漆文化を特徴づけてきたことを，現代的な視点を交え
て考察する。

２．今年度の研究目的

　本研究では，最終的な研究成果発表形態としての企画展示の各コーナーを想定しながら，諸分野における漆文化
研究の現状に関する報告をおこない，分野間の研究状況を確認し総合化して共通の認識を形づくるとともに，新た
な課題発見の場とすることを目標とする。一方，資料の調査・分析等に関しては，テーマごとに，関係する人文系
と自然科学系の研究者による打ち合わせに基づいた調査・分析をすすめることにより，実質的な成果をあげていけ
るような方法をとることとした。今年度は，最終年度であるため，展示の具体的なコーナー案と展示候補資料を念
頭にいれながら情報・意見交換をすすめた。また，過年度で扱うことが少なかった民俗学での研究成果，特に民具
などの伝世資料，技術伝承について実地調査し研究交流をおこなった。

３．今年度の研究経過

　１）研究会の開催
　　2015年７月４日（土）於：明治大学　お茶の水キャンパス
　　　・中里壽克　「蒔絵の歴史とその普及の問題」
　　　・有福小百合　「「蒔絵」の源流について─金銀器とその装飾技法からの考察─」
　　2015年９月４日（金）～６日（日）於：青森県八戸市，岩手県二戸市
　　　・八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館特別展「漆と縄文人」・常設展の見学
　　（八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館）
　　　・研究発表会（９月４日・於：八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館）
　　　　　発表１：市川健夫　「是川中居遺跡の漆製品」
　　　　　発表２：小澤清男　「関東の縄文漆文化」
　　　　　発表３：永嶋正春　「亀ヶ岡文化と漆」
　　　・浄法寺地域の近世近代漆絵皿の見学（二戸市浄法寺総合支所）
　　　・浄法寺地域の漆林・漆掻きの見学，漆掻き職人への聞き取り調査
　　　・浄法寺地域の漆工房の見学（滴生舎）
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　　　・寺院における漆工芸関係資料の見学（天台寺）
　　　・浄法寺地域の近世近代漆関係民具の見学（浄法寺歴史民俗資料館）
　　　・北東北縄文遺跡における植生復元，漆製品の見学（一戸町御所野博物館）
　　2015年12月23日（水）於：明治大学　お茶の水キャンパス
　　　・工藤　紘一　「岩手の漆の話」
　　　・岩淵　令治　「会津漆器の江戸流通について」
　　2016年３月14日（月）於：明治大学　お茶の水キャンパス
　　　・四柳　嘉章「合鹿椀と輪島塗」
　　　・林部　均　「大宰府官衙周辺不丁地区出土の漆付着土器─古代の漆文化を支えたもの─」
　　　・都築由理子「近世江戸遺跡出土漆器の様相─17世紀前半の事例─」
　２） 大宰府官衙周辺不丁地区出土の漆付着土器の漆塗膜の蛍光Ｘ線分析，クロスセクション，熱分解─GC ／

MS分析（宮腰）
　３）出土漆器の年代測定（工藤・永嶋）
　４）漆製品出土遺跡一覧の作成（都築）
　５）館蔵の漆関係資料のリストアップと調査

４．今年度の研究成果

　１） 漆の採取現場の実地見学をおこなったことにより，漆の採取方法，漆生産の現状等について理解を深め，共
通認識を得ることができた。

　２） 過年度で扱うことが少なかった民俗学の研究成果，特に民具などの伝世資料，技術伝承について実地調査お
よび研究交流をおこない，理解を深めるとともに問題点を抽出することができた。

　３） 日本における漆利用の嚆矢を明らかにするため，植物学，考古学，化学分析の研究者との協業により，縄文
時代遺跡出土漆製品のC14年代測定をおこなった。国内の漆利用の時期差，地域差を検討する上で非常に有
用であるため，対象遺跡を全国的に広げ，分析点数を増やしC14年代測定を進行中である

　４）昨年度までにリストアップした漆製品出土遺跡一覧に，出土遺物の実測図や観察表を加えて集成した。

５．全期間の研究成果

　１） 植物学・考古学・文献史学・美術史学など各分野から，縄文時代から現代に至る漆をめぐる文化について，
諸問題を抽出することができた。とくに縄文時代から古代にかけての漆文化史について深い議論ができたの
に対し，中世から近世に関しては，美術史を中心に技術の展開や美意識の変化などは把握できるものの，考
古学や文献史学による研究の蓄積がまだ十分とはいえず，展示を構成するうえでも課題が残る。また民俗学
的なアプローチについても，列島全体にわたる研究はみられないなど，研究史上の問題が明確となった。

　２） 植物学の分野におけるウルシに関わる最新の研究状況，また自然科学的手法を用いた漆の分析の方法の現状
について共通認識を得るとともに，人文科学の研究者との協業により，具体的にどのような成果が想定され
るかについて議論を深めることができた。

　　　 Ｃ14年代測定法による漆分析は，分析件数もまとまってきており，それらの結果を地図上におとすことによっ
て，縄文時代に始まる漆の初期利用の推移をたどることが概ね可能となってきている。漆の主成分の違いを
同定できる熱分解─GC ／ MS分析は，東南アジアから東アジアにおける漆液の流通について新たな視野を
与えうる手法で，その方法も確立してきているが，確実に試料数を増やすことが今後の課題である。Sr同位
体比分析法は大陸と列島の漆の区別を可能とする方法として注目されているが，国内の漆の地域差をも同定
できる可能性があることがわかったため，今後は，こうした観点での古代出土資料等の分析によって国内に
おける漆の生産と流通の歴史的解明に役立てることが期待できる。

　３） 沖縄・金沢・東北において多分野の研究者が合同で実地調査をおこない，現地の研究者・技術伝承者等と交
流をおこなったことにより，漆文化の地域的な展開や各時代の特徴などを相対的に把握することができた。

　４） 考古学分野における出土漆製品の基礎的データとするために，発掘調査報告より漆製品出土遺跡一覧を作成
した。特に，一大消費地であった近世江戸における漆・漆製品の流通と消費の実態については，考古学およ
び文献史学の研究者の協業によって明らかにする必要があるが，そのためのデータが乏しいことから，遺跡
一覧の作成と同時に出土遺物の実測図や観察表の集成をおこない，今後の研究に役立てられるよう整理した。
作成したデータは，展示に利用することが可能である。
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６．研究組織（◎は研究代表者，○は研究副代表者）
　岩淵　令治　学習院女子大学国際文化交流学部（本館客員教授）
　岡田　文男　京都造形芸術大学歴史遺産学科　　　北野　信彦　東京文化財研究所・保存修復科学センター
　鈴木　三男　東北大学・名誉教授　　　　　　　　竹内奈美子　東京国立博物館
　多比羅菜美子　根津美術館　　　　　　　　　　　中里　壽克　学識経験者
　永嶋　正春　学識経験者　　　　　　　　　　　　能城　修一　森林総合研究所
　宮腰　哲雄　明治大学理工学部　　　　　　　　　宮里　正子　浦添市美術館
　山崎　　剛　金沢美術工芸大学美術工芸学部　　　吉田　邦夫　東京大学総合博物館
　四柳　嘉章　石川県輪島市漆芸美術館　　　　　　工藤雄一郎　本館研究部・准教授
　小池　淳一　本館研究部・教授　　　　　　　　　齋藤　　努　本館研究部・教授
○林部　　均　本館研究部・教授　　　　　　　　◎日高　　薫　本館研究部・教授

（10）「対外関係・交流史を歴史展示で表現するための実践的研究
　　  ─19世紀を中心とする対米および対独との関係・交流を展示で表現す

る試み─」2013～2015年度
　　（研究代表者　保谷　徹）

１．目　的

　この研究目的は，対外関係・交流史という視点で，テーマと時間を絞ることによって歴史展示を構築し，それで
何が伝わるのかという点の実践的な研究・展示を試みることである。とくに，本館第三展示室・第五展示室の展示
を通観すると，問題点となる部分をどう射程するかを検討する。それらは，まず①幕末・維新期の対外関係につい
ての展示が五室を含めても，ペリー来航と日本からの漂流民と遣欧使節しか取り上げられていない。そもそも，今
なお「ペリーと開国」というテーマで構成されている歴史叙述も多いし，展示でも「ペリーの来航によって…」と
いう紋切り型の表現が多い。もちろん，ペリーの来航自体が日本に与えた影響は少なくなかったのだが，このあと
の展開は実は単純ではない。このこと自体が，くわしい歴史年表的な説明を展示や教科書叙述に強いることになっ
ているし，それも明治以降の展開はほとんどない。②第六展示室では，海外移民をテーマの一つとする，あるいは
沖縄問題を含む戦後のアメリカによる占領問題など，この点での対外関係・交流史の水準を示した展示にはなって
いるが，たとえばアジア・太平洋戦争に至る経緯との関係など，アメリカ一つとっても，なぜ戦争に至るのか，に
ついての説明は必ずしも十分ではない。西欧諸国ではアメリカ以外，アジアでは中国，朝鮮以外の国との関わりが
ほとんど見られないようにも思われる。たとえば，せっかくドイツの南洋の植民地を委任統治することの意味につ
いても，そのあとのドイツとの思い出したくない関係も含めてほとんどない。
　そこで，本研究では，大きく二つのチームに分けて研究を進め，まずドイツとの関係・交流史に関わる展示を実
現させ，続いてアメリカとの関係・交流史を展示したい。少なくとも，展示プランのうえで，その両者が比較でき
るようにすることを目標とする。
　まず，第一のチームは，アメリカとの関係についての研究・展示チームである。現在では，さまざまな意味でもっ
とも深い関係を持っている国だが，少なくとも開国以降戦前までの関係はそう単純ではない。たとえば，ペリー・
阿部正弘の修好条約からハリス・堀田正睦の通商条約交渉へという展開は，アメリカが日本以前に結んだタイ（シャ
ム）との条約などと比較することで，この二つの条約の歴史的性格を再検討することも大きな課題となろう。同時
に，一九世紀末までを対象とするならば，フィリピン植民地化という問題も視野に入れておかなければならない。
アメリカに限定されるわけではないが，条約批准および改正のための使節に関わる史料の調査・分析と展示への有
効利用を試みたい。たとえば，参加者の一人である黒沢貞備が残した資料群の本格的な分析も課題となる。第六展
示室でも課題とされたように，開戦にいたる日米交渉を，その前史から考えてみることも重要であり，たとえば日
系移民の比重が高いハワイから，日米関係を考えることも重要なテーマとなりうるであろう。こうした点について
検討し，せめて戦前までの日米関係・交流史を展示で表現することにしたい。
　第二のチームは，このアメリカとの関係と比較できるように，プロイセン，ドイツ帝国との関係に注目したい。
少し論点は異なるが，プロイセンと同時期にあいついで通商条約の締結交渉に入ったスイス・ベルギーあたりも含
めて考えることも有効である。史料的には調査・研究が必要であるが，後述するようにこれまでの成果に依拠する
ことができそうである。ここでは，それぞれの国との通商条約交渉とその内容，その後の関係をベースに，とくに，
ドイツにある日本関連資料の調査の成果を活かすことができるので，ある程度展示プランの構想をつくったうえで，
それをたたき台としながら，新たな調査・研究テーマを決めることも可能である。本館は第一次世界大戦で日本軍
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捕虜となったドイツ人の貴重な資料群を所蔵しており，こうした資料の研究・展示活用も重要な課題の一つとなる。

２．今年度の研究課題

　アメリカチーム，ドイツチームで合同研究会を行うとともに，日独関係チームは企画展示「ドイツと日本を結ぶ
もの─日独修好150年の歴史─」（以下「ドイツ展」）のための最終展示案の作成をおこなうとともに，展示候補資
料の確定と出品交渉等，具体的な作業にも着手する。日米関係チームは年度中におこなうミニシンポジウムの内容
を固める。日独，日米それぞれの研究活動を重視し，両展示の全体構想の比較および両チームの連携のありかた（成
果のまとめかた）についても協議する。

３．今年度の研究経過

第10回研究会
2015年７月６日（月土）　会場　国立歴史民俗博物館
　「企画展示「ドイツと日本を結ぶもの─日独修好150年の歴史」のオープンにともなう内覧会への参加と展示検証」
　企画展示企画展示「ドイツと日本を結ぶもの　─日独修好150年の歴史」の内覧会に出席し，それぞれの担当分
野の展示状況を最終確認するとともに，内覧会での来場者への解説をおこなった。さらに，展示プロジェクト委員
を交えて展示の検証をおこない，会期中に改善すべき点などの議論をおこなった。

第11回研究会
2015年８月12日（水）　会場　国立歴史民俗博物館
　「企画展示「ドイツと日本を結ぶもの─日独修好150年の歴史」をめぐる研究集会」
　オープン後の企画展示を機に，ドイツ歴史博物館館長アレクサンダー・コッホ氏と京都大学人文科学研究所藤原
辰史氏を招き行った国際研究集会に本共同研究も共催として加わった。同研究集会の目的は，同企画展がねらいと
した関係性・相互の影響などをもとに，近代国家としての比較に踏み込み，併せて戦後70年という歴史の節目を考
慮し，日独の歴史への向き合い方に関しての議論を展開しようとしたものである。コッホ氏には「展示を通じたド
イツと日本の関係性・歴史認識」，藤原氏には「日独関係史と歴史展示─企画展示を素材として」の題で話をして
いただき，その後，共同研究外からの参加者も交えて討議をおこなった。

2015年12月８日（火）～９日（水）　会場　鳴門市ドイツ館他
　企画展示「ドイツと日本を結ぶもの─日独修好150年の歴史」の鳴門会場の検証とドイツ人俘虜関係資料の調査
および関係史跡の巡検
　企画展示の鳴門会場の展示状況の最終確認をおこない，同館の第一次世界大戦ドイツ兵俘虜関係資料の調査，お
よび霊山寺（俘虜による展覧会開催会場），収容所跡地，大麻比古神社（ドイツ兵俘虜建設の橋梁）などの俘虜関
係史跡の巡検をおこなった。

2015年１月18（月）日～23日（土）
　ハワイにおける日本移民関係資料の調査および関係史跡の巡検。
　18日 アリゾナ記念館，ビショップ博物館，日本人墓地
　19～20日 ハワイ州立公文書館
　21日 ハワイ州立公文書館，ハワイ本願寺別院，ハワイ出雲大社，米国陸軍博物館

４．今年度の研究成果

　ドイツチームにおいては，企画展示「ドイツと日本を結ぶもの─日独修好150年の歴史」の開催という最大目標
を達成することができた。同展は日独関係を本格的に回顧・検証する国内初の大規模な展示として注目され，日独
関係の専門家からも高評価を得た。展示に向けておこなってきた国内外の調査や，本共同研究の経費で収集した大
量のドイツ関係書籍や刷物類の内容を精査し，展示の章立てに合わせて適切に配置するなど，資料の有意義な活用
ができた。とくに，シーボルト父子が日本の外交史の曙の時期に果たした役割や，ドイツ語習得に向けた情熱，ド
イツにおける日本研究などいくつもの局面において，多彩な資料の掘り起こしにより厚みのある日独関係を提示す
ることができた。また，平成22年に収蔵した「第一次世界大戦ドイツ人俘虜ケーバライン関係資料館蔵」は個々の
資料の持つ意味を国外の関係資料ともつきあわせるかたちで歴史的な意義をより明らかにし，第一次世界大戦捕虜
収容所の展示コーナーの充実をはかることができたが，この面での研究は将来の第６展示室の改善にも大きな資源
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となるはずである。
　アメリカチームの最大の活動はハワイにおける日本人の移民関係資料の調査であり，ハワイ州立公文書館の協力
を得て，19世紀の日本からハワイへの移民をめぐる資料の調査・撮影をおこなったが，とくに条約等の重要資料の
現物を調査できたことは大きな成果である。ほかいも多くの資料撮影，および日米関係に関する書籍の収集もおこ
ない，今後将来の企画展示の活用を視野に入れた分析が待たれる。

５．全期間の研究成果

　本研究の主たる目的は，対外関係・交流史という視点で歴史展示を構築し，かつそこから学界あるいは一般来館
者に対して何が伝わるのかという点の実践的な研究・展示を試みることである。研究チームは幕末日本の対外関係
史全体を目配りする研究代表の他，大きくは日独関係史の専門家と日米関係史の専門家に別れている。
　研究期間内の最大の目標は，国交開始から150年を経，日本の近代化および戦前の歴史の中で大きな役割を果た
しながら，従来博物館の展示という場で十分に取り扱われてこなかった日独関係史を企画展示で実現することに
あった。資金面での紆余曲折は経ながらも，その目的は2015年７月の歴博会場にはじまり，長崎歴史文化館，鳴門
市ドイツ館，横浜開港資料館と巡回した企画展「ドイツと日本を結ぶもの─日独修好150年の歴史」の開催で果た
すことができた。同展開催に向けては，やはり日独関係史の専門家を含む展示プロジェクト委員会と共同歩調を取
りながら，外交，政治，軍事，文化交流などさまざまな局面での両国の交流について研究会等での議論を深め，幕
末期の複雑な国交樹立に向けてのやりとりや，両大戦間の中国市場を巡る日独関係のデリケートな関係などについ
ての共通認識を持つことが出来，また国内外の資料調査を通して，実物の外交関係文書に関する幅広いデータ集積
と，産業技術の導入に関する資料等の収集をおこなうことができた。また，所期の研究目的に挙げていた第一次世
界大戦で日本軍捕虜となったドイツ人の資料群（ケーバライン関係資料）の研究と展示活用もすすめることができ
た。これらの成果は企画展示およびその図録に結実しているが，多岐にわたる内容とそれを支える圧倒的な展示資
料数は，チーム外の日独関係史の研究者からも未知の事象の豊富なことが賞賛され，また，第一次大戦時の広島似
島の捕虜収容所と原爆とをつなぐ視点の意外性なども評価された。一般来館者に対しては，日本人が抱く対独親近
感や日本の近代化の教師としてのイメージを冒頭に提示しながら，展示の中身に関しては世界史的な枠組みの中で，
両国の関係が必ずしも親和的なものだけではなかったことや，技術や文化の流れがドイツから日本への一方向的な
ベクトルでは語れないことなど，多様で複雑な両国関係の理解を広めることができたと思われる。
　本共同研究は，二つの国際研究集会「戦争をめぐるパブリックメモリーの創出─冷戦期を作った大戦をめぐって」
（2014年度）「企画展示「ドイツと日本を結ぶもの─日独修好150年の歴史─」をめぐる研究交流」（2015年度）を
共同開催し，主に戦争展示に関するドイツの研究者との意見交換をはかった。ヒトラーに関する展示，第一次世界
大戦をはじめとする近現代の戦争展示の問題点などの講演とその後の日独比較の議論をとおして，グローバルヒス
トリーの観点から戦争の歴史を考える上での重要な論点が出されるとともに，戦争展示の実際における先進国であ
るドイツの姿勢を学ぶことができた。
　アメリカ専門班は，研究期間内の展示は予定されておらず，研究の主たる目的は，将来の総合展示第５・６室リ
ニューアル，あるいはその土台となる「アメリカ展」のため，世界史的視点から見た開国，ハワイ移民，あるいは
戦後の占領問題など日米関係に関する知見と展示材料を広くかつ深く蓄積することにあった。その成果の一例とし
ては，2014年度の研究会で招聘したＲ・ヘリアー氏の発表「明治時代から昭和初期までのアメリカ人による日本緑
茶消費」が，開国後の主要輸出品として有名な茶が，アメリカでどのように消費されたのかの状況を詳細に解き明
かすもので，具体的なモノを通しての日米交流史の構築への期待を抱かせた。また今年度の州立公文書館をはじめ
とするハワイでの大規模な調査は，移民に限らず，戦後日本の社会運動にまでかかわるような資料の発掘をもたら
し，将来的な分析の深化と公開・活用が視野に入ってきた。ハワイでの諸機関での真摯な調査活動が生んだ信頼感
の醸成により，シンポジウムの開催や展示協力など，将来の研究交流の素地が形成できたとの感触も得ている。

６．研究組織（◎は研究代表者　○は研究副代表者　所属は2014年度）
　岩淵　令治　学習院女子大学・教授　　　　　　横山　伊徳　東京大学史料編纂所・教授
　箱石　　大　東京大学史料編纂所・准教授　　　三谷　　博　東京大学大学院・教授
　宮坂　正英　長崎純心大学・教授　　　　　　　麓　　慎一　新潟大学・教授
　森田　朋子　中部大学・教授　　　　　　　　　ロドニー・アームストロング　学識経験者
　ハンス・トムセン　スイス・チューリッヒ大学・教授
　内田　順子　本館研究部・准教授　　　　　　　久留島　浩　本館館長
　原山　浩介　本館研究部・准教授　　　　　　　福岡万里子　本館研究部・准教授
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○大久保純一　本館研究部・教授　　　　　　　◎保谷　　徹　本館研究部・客員教員
　秋山かおり　本館研究部・リサーチアシスタント

（11）「「1968年」社会運動の資料と展示に関する総合的研究」
　　 2015～2017年度
　　（研究代表者　荒川章二）

１．目　的

　1960年代末は，革新自治体など戦後革新運動の新しい戦術と「個」「私」の主体性を重視する新しい社会運動の
高揚期が重層的に同時展開した時代である。後者は学生運動としては，これまでの学生自治会主体の運動とは異な
り，大学の意義，学問研究の意義を問い，生産性の論理が支配する社会のあり方とそこでの自分の「生」を重大な
関心事とした。社会運動としては，ベトナムの戦場化に見られる冷戦期の世界体制と日本の役割を切り口に戦争の
加害と被害の関係性を問い，公害の告発運動や公共性を押し立てた開発政策の正当性を問う運動が広がりを見せた。
前者の運動は，1970年代後半以降の福祉・環境政策の転換などに大きな影響を与えたが，後者が切り開いた世界観
の転換は，それ以上に思想的あるいは運動のありようについて，今日まで大きな影響を与えている。本共同研究は，
第六室に部分展示されている後者の運動に関する実証研究を進めつつ，それらの成果を基盤に，より総合的，組織
的に検討することを目的とする。
　その研究の手がかりとして，歴博では学生運動関係資料として1968－69年東大闘争資料（ビラ，パンフ類など
5000点），同裁判関係資料などの受け入れを予定しており，研究がほとんどない日大闘争についても関係資料（段ボー
ル30箱余）を歴博で借り入れ長期閲覧可能な研究環境を準備しつつある。これらの資料群自体が多様なセクトや大
学当局資料，さらに他の社会運動史料を含んでおり，個別大学の運動像解明以上の意義が与えられるだろうが，こ
れらと各大学文書館や個人が所蔵している資料類を組み合わせれば，当時の学生層の運動の全体像に迫れるであろ
うし，さらに宇井純資料（立教大学所蔵）の東大学生運動資料などと組み合わせれば，60年安保闘争頃からの経緯
を追及することも可能であろう。当時の大学闘争に関しては，全国の多くの大学への広がりをもったにもかかわら
ず，資料発掘および運動の全体像解明はまだ緒についたばかりであり，したがって運動の意義やその後の社会への
影響の解明も遅れている。この資料状況，および研究状況を打開するのが第一の課題である。
　一般社会運動関係では，立教大学共生社会研究センター所蔵資料（ベ平連吉川勇資料，宇井純公害問題資料，横
浜新貨物線反対運動資料），水俣病関係資料（相思社，水俣病資料館，熊本学園大学），三里塚関係（空と大地の資
料館，歴史伝承委員会），ハワイ大学所蔵日本社会運動資料（高沢文庫）などの資料調査，分析的共同研究を進め
るなかで，個別的な運動研究の総合化を図る予定である。

２．今年度の研究計画

　高度成長期社会運動の分野の一線で活躍している研究者を招請しているので，最初に，研究発表を組込みながら
研究状況の把握，課題の明確化に務める。また，2017年度後期に予定されている企画展示をにらみ，運動の全体像，
その意義に関する議論，さらに当時の体験者をゲストに招請するなどの形で研究会を進める。「1968」は世界的な
共時性をもって展開された社会運動なので，海外の1968年状況についても，比較の観点から，ゲスト研究者を呼ぶ
などして議論を進める。
　同時に，館蔵関係資料，および館内で閲覧可能な資料の資料整理（一点毎のリストの作成）を進めつつ（資料の
荒リストの作成は，H26より開始する），資料内容の分析をグループ毎におこなっていく。
　あわせて，立教大学や法政大学大原社会問題研究所所蔵の社会運動関係資料，各大学文書館などの資料調査と可
能な範囲での複写をおこなう。また，不足する関連文献の収集や映像（NHK，小川プロ）・写真関係資料の把握を
進める。寄贈・借用予定の映像資料の処理も進める。

３．今年度の研究経過

　平成27年度は当初２回の研究会の予定であったが，基本的な資料に関する共同研究メンバー全体での調査，それ
による資料に対する認識の共有，および研究の方向性と展示の基本方針を検討するために，３回の合同会議を持つ
ことにした。また，適宜，個別調査を実施した。
　研究会第１回目は，５月17日（日）に実施し（於：歴博），メンバー相互の関心を紹介しあった後，館蔵資料に
つき，東大闘争資料，日大闘争資料，1970年代ミニコミ資料群の閲覧を実施，その後，研究の進め方に関する代表
の問題提起，および各大学文書館の調査結果の報告の後，各メンバーが所属する機関の関係資料紹介を含めて，研



37

Ⅰ－１　共同研究

究の方向性や可能性に関する討議を行った。
　第２回目の会議は，11月14日（土）～15日（日）両日に実施した。初日は，研究対象の時代の代表的な社会運動
である三里塚の空港建設反対運動の大量の資料を成田空港空と大地の歴史館（千葉県芝山町）にて閲覧し，第２日
目は日大闘争の当事者４人を招き，研究集団全体としての聞き取りをおこない，それを踏まえた討論をおこなった。
　この間，７月11日（土），10人の参加で，大阪地方の社会運動資料十数万点を所蔵する大阪産業労働資料館，及
び公害問題資料を所蔵する大阪西淀川区のあおぞら財団の資料調査をおこない，財団研究員の説明を受けた。
　第３回目は，年明けの３月５日（土），６日（日）両日，立教大学を会場として行った。初日は，東大闘争の当
事者の聞き取りをおこない，その後，企画展に関する第一次たたき台を提示し，討論をおこなった。２日目は，立
教大学共生社会資料センター資料の閲覧を行った。
　なお，個別調査として，東北大学史料館及び九州大学文書館，京都大学大学文書館，神戸大学大学文書史料室の
学生運動関係資料の調査を実施した。
　また，東大闘争・日大闘争関係の映像のデジタル作業をおこなった。
　その他，年度末に法政大学大原社会問題研究所より，東京教育大闘争の史料を借用し，今後の共同研究の対象に
含めることとした。

４．今年度の研究成果

　学生運動関係に関わる主要な対象である，日大闘争関係者及び東大闘争関係者について，研究会全体での聞き取
りを実施し，当該研究対象の理解に寄与すること，非常に大であった。
　また，学生運動を除く社会運動に関しては，三里塚闘争に関する資料群閲覧と現地のフィールドワーク，立教大
学共生社会史料センターの諸運動にわたる史料の閲覧，大阪での大阪産業労働資料館と西淀川区のあおぞら財団の
資料調査，などを通じて本研究が対象とする諸運動に関する史料の確認を進めることができた。
　これらの聞き取りや資料調査の積み重ね，及びその後の討議を通じて，年度末の第３回会議の時点では，企画展
示と共同研究の内容の検討を具体的に進めることが可能となった。
　日大闘争関係及び東大闘争関係の館蔵資料の資料整理は順調に進んだ。また，各地の資料調査を通じて，あるい
は，共同研究メンバーからの提供により，学生運動・社会運動関係の個別の資料収集も進んだ。このほか，大学闘
争関係では，京都大学・東北大学・神戸大学・九州大学の諸資料を収集した。なお，学生運動史の検討のために，
共同研究経費にて大学史（写真集を含む）を収集した。
　また，共同研究のメンバーの参加により広報誌『歴博』192号（2015年９月）で，「近現代日本の社会運動資料」
の特集を組むことができた。

５．研究組織　（◎は研究代表者，○は研究副代表者）
　安田　常雄　神奈川大学法学部・特任教授　　　　　　　　社会運動論
　河西　英通　広島大学大学院文学研究科・教授　　　　　　大学闘争論
　道場　親信　和光大学現代人間学部・准教授　　　　　　　社会運動論
　平井　一臣　鹿児島大学法文学部・教授　　　　　　　　　社会運動論
　清水　靖久　九州大学大学院比較社会文化研究院・教授　　大学闘争論
　大串　潤児　信州大学人文学部・准教授　　　　　　　　　社会運動論
　原田　敬一　仏教大学歴史学部・教授　　　　　　　　　　大学闘争論
　根津　朝彦　立命館大学産業社会学部・准教授　　　　　　大学闘争論
　木村　智哉　日本学術振興会・特別研究員　　　　　　　　大学闘争論
　黒川　伊織　神戸大学国際文化学研究科国際文化学研究推進センター・協力研究員　社会運動論
　平野　　泉　立教大学共生社会研究センター・学術調査員　社会運動論
　関沢まゆみ　本館研究部・教授　　　　　　　　　　　　　高度成長期社会論
〇原山　浩介　本館研究部・准教授　　　　　　　　　　　　統括・社会運動論
　川村　清志　本館研究部・准教授　　　　　　　　　　　　高度成長期社会論
◎荒川　章二　本館研究部・教授　　　　　　　　　　　　　統括・大学闘争論
　中野　　良　本館・機関研究員　　　　　　　　　　　　　高度成長期社会論
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（12）「年代情報に基づく木材の利用・活用に関する横断的研究」
　　 2013～2015年度
　　（研究代表者　坂本　稔）

１．目　的

　先史時代から現代に至るまで，木材は様々な形で利用・活用されてきた。森林資源に富む日本では木材が比較的
入手しやすい。また，木材は比重が小さく容易に加工できる一方，耐久性に優れ，埋没や再利用などによっても後
世まで残存する。さらに，樹木に形成される年輪には，生育時の環境が時間情報とともに記録されている。年輪の
幅は年輪年代法に生かされ，年輪自体は炭素14年代測定の代表的な試料である。両者の組み合わせは，炭素14年代
を実年代に修正する較正曲線の整備に役立てられる。年輪の安定同位体分析による古環境・古気候の復元はさまざ
まに試みられてきたが，近年その過程で年輪セルロースの酸素同位体による年代法が提案され，効率的かつ精密な
時間情報の獲得への道が拓かれつつある。
　本課題では埋没樹，建築部材，木製品をはじめとする木材資料を素材とし，年輪年代法，炭素14年代法，酸素同
位体法などによる高精度年代情報に基づき，考古時代・歴史時代の人と木材の関わりについて横断的な研究の実施
を目指す。

２．今年度の研究計画

　炭素14年代を実年代に修正するのに用いられる較正曲線が，日本列島周辺で特徴的な傾向を示すことが明らかに
なりつつある。従来からの年輪年代法に加え，酸素同位体比法による実年代の付された樹木年輪の炭素14年代測定
を実施し，なかでも平等院鳳凰堂から提供された木材を用い，10～12世紀について日本版較正曲線の充実を図る。
　文化財建造物の年代調査，遺跡出土木材の年代調査などの木材に関わる調査を継続的に行う。

３．今年度の研究経過

第４回研究会：平成27年５月17日，国立歴史民俗博物館
坂本稔：木の炭素14年代測定─弥生から江戸まで─
小林謙一：火災住居ウイグルマッチング／低地利用と環境史の復元
中塚武：酸素同位体比を用いた古建築・考古木材資料からの年代学的・気候学的情報の系統的抽出
第５回研究会：平成28年３月９日，国立歴史民俗博物館
齋藤努：日本刀の皮鉄を作る「卸し鉄」に伴う炭素の挙動
鈴木卓治：UV－VIS－NIRマルチバンドデジタルカメラを用いた館蔵錦絵資料における青色着色料の判別について
坂本稔：日本産樹木年輪の炭素14年代測定の現状

４．今年度の研究成果

　日本産樹木年輪の炭素14年代測定を継続的に実施した。昨年度福岡市比恵131次調査で出土した木材４点の炭素
14年代測定を実施し，ほぼ紀元前後という結果を得ていたが，当該期は箱根産樹木年輪の炭素14年代がすでに測定
されていて，その挙動とほぼ一致する傾向が見られた。今年度は酸素同位体比法による年代測定も実施され，これ
らの成果は発掘報告書に掲載される予定である。
　科学研究費補助金（基盤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）と連関し，10世紀から12世紀に至る平等院鳳凰堂の建築遺構材の炭素14年代測定を実施した。測定結果の
詳細は解析中であるが，当該期の日本産樹木の炭素14年代はIntCalから大きくずれないと予想される。この結果を
踏まえ，奈良文化財研究所と共同で行っている伊勢原市日向薬師宝城坊の建築部材の年代を検証した。また，総合
地球環境学研究所プロジェクト「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」（研究代表者：中塚武）による成果を利用して，16世紀から19世紀にかけての日本産樹木年輪の追加測定を進
めた。

５．全期間の研究成果

　本研究は，木製資料に年輪年代法や炭素14年代法などによる「数値年代」を付すことで，木材の利用に関する考
古学・歴史学的な横断的研究の実現を目指した。その前提として，日本産樹木年輪の炭素14年代測定に基づく「日
本版較正曲線」の整備があった。酸素同位体比による新しい年輪年代法が確立し，科学研究費などのプロジェクト
の後押しによりその整備は急速に進むべきものであった。



39

Ⅰ－１　共同研究

　弥生開始期から４世紀までの炭素14年代の蓄積を行った学術創成研究以降，埋没樹や建造物古材の測定を継続し，
８世紀から９世紀前半，ならびに13世紀から14世紀を除く現在までの日本産樹木年輪の炭素14年代測定を実施する
ことができた。未測定の時期の大半も測定試料を入手済である。しかしながら，較正曲線の詳細を議論するには日
本列島各地の樹木年輪のデータが必要である。また炭素14年代の精度や再現性などに疑問のある測定結果も含まれ
ているため，引き続き繰り返しの測定も必要である。
　日本版較正曲線の具体的な応用例としては，文化財建造物の建築年代の調査が挙げられる。建築史学と炭素14－
ウィグルマッチ法による年代調査はこれまでも成果を上げてきたが，特に日本各地の近世民家については部材の示
すウィグルがIntCal較正曲線と合致しない例が多く，精密な年代測定を阻害してきた。伊勢神宮宮域に生育してい
たスギ年輪の示す炭素14年代の挙動がこれと合致し，16世紀以降の日本列島では比較的広範囲において，樹木年輪
の炭素14年代に共通する変動が見られることが明らかになった。この成果に基づき，部材調査による文化財建造物
の年代研究が大きく進展した。一方で，19世紀以降については別の樹木年輪が異なる炭素14年代の挙動を示してい
ることも判明し，課題を残している。
　三鷹市丸山B遺跡の水場遺構で出土した木材については，炭素14年代法と酸素同位体比法を用いた総合的な調査
が行われた。酸素同位体比法は有力な年輪年代法ではあるが，基準となるマスタークロノロジーが必要である。関
東地方におけるその整備は樹木年輪入手の困難さや「やませ」の影響などもあり，必ずしも十分とは言えない状況
にある。考古時代の木材利用や年代に関する研究は，丸山B遺跡における調査がモデルケースとなるだろう。
　木材資料の新しい調査法の開発として，鼓の用材調査が挙げられる。日本では楽器類の自然科学的な調査の例は
限定的であり，透過X線による「生田コレクション」鼓の調査と並行して，光学スキャナによる木口面の調査を実
施した。多くは散孔材が用いられており，年輪幅や辺材の有無による木取りの調査が進行中である。また本コレク
ションとは別に，マイクロフォーカスX線CTによる個人蔵の鼓の調査を実施し，内部構造の解析のみならず樹種
同定につながる成果を得た。マイクロフォーカスX線CTは透過X線に代わる調査法として期待できる。
　本研究ではそれぞれ個別的な成果を得ることはできたが，表題にある「横断的研究」の結実は十分ではなかった
かもしれない。日本版較正曲線を整備し，数値年代という「共通認識」をもとに木材の利用・活用に関する研究の
実現を目指したものの，至らなかったことは反省すべきである。

６．研究組織（◎は研究代表者　○は研究副代表者）
　木村　勝彦　福島大学・教授　　　　　　　　　　　　中塚　　武　総合地球環境学研究所・教授
　中尾　七重　武蔵大学総合研究所・研究員　　　　　　横山　　操　京都大学大学院農学研究科・研究員
　尾嵜　大真　東京大学総合研究博物館・特任研究員　　小林　謙一　中央大学文学部・教授
　齋藤　　努　本館研究部・教授　　　　　　　　　　　大久保純一　本館研究部・教授
◎坂本　　稔　本館研究部・教授　　　　　　　　　　　鈴木　卓治　本館研究部・准教授
　小瀬戸恵美　本館研究部・准教授　　　　　　　　　○工藤雄一郎　本館研究部・准教授

（13）「研究資源としての民俗研究映像の制作と活用に関する研究」
　　 2013～2015年
　　（研究代表者　内田順子）

１．目　的

　 　第１期の共同研究「民俗研究映像の資料論的研究」（2004～2006年，代表：内田順子）では，制作から活用に
いたるプロセスを検討し，権利処理等，活用に支障のないかたちで映像を資料として残すためのワークフローを
構築した。続く第２期「民俗研究映像の制作と資料化に関する研究」（2007～2009年，代表：青木隆浩）では，
それを実践することによって映像制作をおこなった。その結果，2006年度以降，歴博映像フォーラムを開催して
作品をひろく一般公開するほか，2007年度からは，研究資料としてDVDで館外への貸し出しを実施するなど，
成果の公開を促進することができた。また第２期以降，過去の作品の撮影素材のコピーを作成するなど，映像の
保存対策も講じてきた。第３期では，制作・公開・保存のサイクルを継続して遂行するとともに，撮影素材のデー
タベースを試験的につくるところまでおこなった。また，民俗研究の観点から重要とみられる映画フィルムの保
存と活用にも着手した。

　　以上の成果を踏まえ，2013年度からの第４期では，以下を目的として実施する。
　 ①映像人類学の分野において高い研究業績を有している研究者とともに，具体的な映像を素材として映像制作論

をみがき，新規に製作する研究映像の質を高める。
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　 ②民俗研究映像の撮影素材のデータ変換を継続し，試験的なデータベースから実用的なデータベースへの移行を
試みる。

　③民俗研究にとって重要とみなされる各地域の映画フィルムの保存・活用を進める
　④歴博独自の研究映像のありかたについて議論を重ね，第５期以降の制作・活用計画を検討する。

２．今年度の研究目的

　①映像制作「半島の限界の村々（仮題）」（担当：川村清志）
　 輪島市七浦地区12集落は全て，限界集落となり，人口，世帯数ともに減少を続けている。地域で行われていた民

俗行事もほとんど失われ，中核である夏祭りや正月行事も，その存続が危ぶまれている。そのような環境のなか
で，人々は何を拠り所として生きているのか。民俗学が自らのメインフィールドとしてきた村落社会の現状を直
視しながら，日本の民俗文化を考え直す出発点として映像制作を行う。

　②映像制作「屋久島の森林軌道をめぐる記録（仮題）」（担当：柴崎茂光）
　前年度に撮影した素材を編集し，完成させる。
　 ③これまでの民俗研究映像（素材を含む），映像人類学やドキュメンタリー映画から適切な作品・場面をとりあげ，

方法論を検討する。
　④「屋久島の森林軌道をめぐる記録（仮題）」の上映・討論を行い，英語版を制作する。
　⑤過去の民俗研究映像の撮影素材のデータベース化試行を進める。
　⑥平成28年度以降の研究映像の制作について，制作計画を検討するほか，予備調査・撮影を行う。
　⑦地域の映画フィルムの収集・公開方法の検討を始める。

３．今年度の研究経過

　第７回研究会
　日時：2015年５月30日（土）　10:30～17:00
　場所：歴博　第二会議室
　内容：映像制作計画（担当：川村清志）の発表と討論
　　　　新規共同研究の基本方針に関する検討

　第８回研究会
　日時：２月20日（土）　10時30分～17時00分
　場所：新宿明治安田生命ホール（東京都新宿区1－9－1　明治安田生命新宿ビルB１F）
　内容：上映　　　民俗研究映像「屋久島の森に眠る人々の記憶」（監督：柴崎茂光）
　　　　講演　　　「林業遺構に関する保存の現状─北海道の事例」
　　　　　　　　　　（八巻一成，森林総合研究所北海道支所）
　　　　講演　　　「宮之浦集落における岳参りの歴史」（渡邉剣真，宮之浦岳参り伝承会）
　　　　参照映像　「復活した岳参り」
　　　　講演　　　「島のモノサシ，外のモノサシ，その違い─民俗研究映像の可能性」
　　　　　　　　　　（安藤潤司，元南日本新聞社屋久島支局長）
　　　　参照上映　「屋久島の生業・暮らしに関する映像今昔」
　　　　総合討論

　第９回研究会
　日時：３月５日（土）10:30～19:00
　場所：歴博　第３研修室
　内容：「イザイホウ」（1966年，海燕社）上映
　　　　　平成26年度民俗研究映像「屋久島の森に眠る人々の記憶」（監督：柴崎茂光）についての全体討論
　　　　　平成27年度民俗研究映像「明日に向かって曳け」（監督：川村清志）の上映と討論

４．今年度の研究成果

【民俗研究映像制作】
　 ・「屋久島の森に眠る人々の記憶」（製作・著作：大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館，
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監督（企画構成）・ナレーション：柴崎茂光，制作協力：屋久島つむぎ屋，日本語，80分）が完成した。
　・「明日に向かって曳け」（監督：川村清志）暫定版完成。
【英語版制作】
　「屋久島の森に眠る人々の記憶」および「明日に向かって曳け」のナレーションの英訳をおこなった。
【2016年度制作準備】
　 2016年度制作民俗研究映像「災害と地域の変容（仮題）」（制作担当：葉山茂）の製作準備として，調査・撮影を

開始した。
【データベースの試行】
　 過去に制作された民俗研究映像の撮影素材データベース試行として，「金沢七連区民俗誌」「椎葉民俗音楽誌

1990」「鹿嶋さまのムラ─秋田県湯沢市岩崎民俗誌─」について，第３期の共同研究おいて制作したデータベー
スの試行プログラムへの映像情報の登録および確認作業をおこなった。

【研究成果の公開】
　 歴博映像フォーラム10「屋久島の森に眠る人々の記憶」（2016年２月20日，新宿明治安田生命ホールにて）を実

施した。
【研究会】
　 共同研究会を３回（第７～９回）開催した。第７回研究会では，今年度制作の「明日に向かって曳け」について，

制作担当の川村清志氏から制作計画について報告があり，制作の方向性について検討した。また，第５期の共同
研究を立ち上げるにあたり，制作する映像および共同研究の基本方針を確認したほか，葉山茂・西谷大・分藤大
翼各氏から，新規の共同研究において制作を希望する映像についてプレゼンテーションがなされ，質疑応答をお
こなった。第８回研究会は，歴博映像フォーラム10「屋久島の森に眠る人々の記憶」と兼ねて開催した。第９回
共同研究会では，「イザイホウ」（1966年，海燕社）を上映し，撮影する側とされる側の相互関係，残された映像
の利用，映像化の方法論等について検討した。また，「屋久島の森に眠る人々の記憶」（監督：柴崎茂光）を上映
し，全体討論をおこなって，現在の映像人類学の水準からみて，修正すればさらによい作品になる点（背景音や
インタビュー等の音声処理，各章やBGMに使用される電子音など）を確認した。さらに，「明日に向かって曳け」
（監督：川村清志）の暫定完成版を上映し，全体討論をおこなって，修正したほうがよい点等について検討した。
本研究会の検討を経て修正されたものが，2016年度の第11回歴博映像フォーラム「明日に向かって曳け─石川県
輪島市皆月山王祭2015」（2016年７月２日，東京大学弥生講堂一条ホールにて）で上映公開される。

【地域に残された映像の収集】
　 今年度の民俗研究映像の制作地である石川県輪島市皆月で16ミリフィルムの提供をうけ，保存状態の調査・テレ

シネによる内容確認をおこなった。今年度の民俗研究映像のテーマである山王祭の第二次大戦前と見られる貴重
な映像も含まれており，地域との連携による利活用を検討することとなった。

５．全期間の研究成果

【成果の概要】
　 民俗研究映像についての第１期の共同研究「民俗研究映像の資料論的研究」（2004～2006年，代表：内田順子）

で構築した，活用まで見越した映像制作の方法に基づいた民俗研究映像の制作は，第２期「民俗研究映像の制作
と資料化に関する研究」（2007～2009年，代表：青木隆浩），第３期「民俗研究映像の制作と研究資源化に関する
研究」（2010～2012年，代表：内田順子）を通して定着し，第４期にあたる本共同研究でもそれに基づいた映像
制作を実施した。研究会は，映像の制作計画を検討する場として機能し，映像の質を向上させることにつながっ
た。毎年，東京で開催する歴博映像フォーラムも10回に達し，研究成果を映像で一般のひとびとに公開する機会
として定着するに至り，今期は，歴博においてアンコール上映会も実施した。また，過去に制作した民俗研究映
像の撮影素材のデータベース試作により，取得しべき映像情報の整理と検討に役立てることができた。

【民俗研究映像の制作】
2013年度　「盆行事とその地域差」98分
　 「第１部　盆行事とその地域差─盆棚に注目して─」50分，「第２部　土葬から火葬へ─両墓制の終焉─」28分，

「第３部　甑島の盆行事」20分，監督・制作：関沢まゆみ，制作協力：新谷尚紀，製作協力：毎日映画社
2014年度　「屋久島の森に眠る人々の記憶」80分（2013年度準備，2014年度撮影，2015年度編集）
　監督（企画構成）・ナレーション：柴崎茂光，制作協力：屋久島つむぎ屋
2015年度　「明日に向かって曳け」（暫定版）　監督：川村清志
2016年度へ向けた準備　「災害と地域の変容」　制作担当：葉山茂
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 それぞれ，撮影準備段階から，およそ２年かけて映像を制作した。制作担当者は，共同研究会において，準備期
間中に撮影した映像等をもとに制作計画を報告し，研究会での議論を踏まえて，映像を完成させる，というプロ
セスが定着した。また，本共同研究の３か年に実施された歴博映像フォーラムでは，いずれも申込受付開始から
すぐに定員に達したため，アンコール上映会を開催した。研究成果を映像でまとめることは，研究成果をひろく
一般の人びとに供することを使命とする歴博にとって重要な手段のひとつであることが，歴博の利用者にも共有
されつつあると考えられる。

【英語版制作】
2013年度　「石を切る」（2012年度制作，松田睦彦）
2014年度　「盆行事とその地域差」（2013年度制作，関沢まゆみ）
2015年度　「屋久島の森に眠る人々の記憶」（2014－15年度制作，柴崎茂光）および「明日に向かって曳け」（2015
年度制作，川村清志）のナレーションの英訳
「石を切る」および「盆行事とその地域差」については，英語版のDVDが完成した。「屋久島の森に眠る人々の
記憶」（2014－15年度制作，柴崎茂光）は，2016年２月上旬にシナリオが確定したため，英訳のみすすめ，DVD
化は次年度以降とした。「明日に向かって曳け」の英語版制作は次年度を予定しているが，次年度予算の減額が
見込まれたことから，確定したナレーションについて，今年度から英訳を進めた。

【歴博映像フォーラム】
　2013年度（第８回）「石を切る─採石技術の伝統と革新─」
　　　　　　日時：2013年８月３日（土）10時30分～17時00分
　　　　　　場所：新宿明治安田生命ホール
　2014年度（第９回）「日本各地の盆行事と葬送墓制の最近の変化」
　　　　　　日時：2014年６月21日（土）10時30分～17時00分
　　　　　　場所：新宿明治安田生命ホール
　2015年度（第10回）「屋久島の森に眠る人々の記憶」
　　　　　　日時：2016年２月20日（土）10時30分～17時00分
　　　　　　場所：新宿明治安田生命ホール
　 歴博映像フォーラムでは，申込が定員に達し，来場申込みを断るケースがこれまでたびたびあった。その改善策

として，申込受付を事前に締め切った場合，歴博でアンコール上映会を開催した（第10回「屋久島の森に眠る人々
の記憶」も，事前に申し込みが定員に達したが，開催時期が年度末であったため，年度内のアンコール上映は実
施しなかった。

　民俗研究映像「石を切る─花崗岩採掘の伝統と革新─」アンコール上映会
　　　　　　日時：2014年３月６日（木）
　　　　　　場所：国立歴史民俗博物館内講堂
　民俗研究映像「盆行事とその地域差」アンコール上映会」
　　　　　　日時：2014年９月25日（木）13時30分～15時20分
　　　　　　場所：国立歴史民俗博物館内講堂
【データベースの試作】
　2013年度　「遠野民俗誌」「物部の民俗といざなぎ流」「沖縄・糸満の門中行事」「風の盆フィーリング」
　2014年度　「黒島民俗誌」「大柳生民俗誌」「沖縄の焼物」「金物の町・三条民俗誌」
　2015年度　「金沢七連区民俗誌」「椎葉民俗音楽誌1990」「鹿嶋さまのムラ──秋田県湯沢市岩崎民俗誌──」
　 過去に制作した民俗研究映像の撮影素材のデータベース化の試行として，第３期の共同研究において作成したプ

ログラムに，上記の映像および映像情報の登録をおこなった。現在，映像の情報はエクセルで管理しているが，
本試行により，映像の管理にあたって，どのような情報をどこまで取得することが適当か，検討を進めることがで
きた。

６．研究組織（◎は研究代表者，○は研究副代表）
　岩谷　洋史　立命館大学・非常勤講師　　　川瀬　　慈　国立民族学博物館
　分藤　大翼　信州大学全学教育機構　　　　坂田　裕輔　近畿大学
　新谷　尚紀　國學院大學　　　　　　　　　兼城　糸絵　鹿児島大学
○青木　隆浩　本館研究部・准教授　　　　　川村　清志　本館研究部・准教授
　小池　淳一　本館研究部・教授　　　　　　齋藤　　努　本館研究部・教授
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　柴崎　茂光　本館研究部・准教授　　　　　関沢まゆみ　本館研究部・教授
　西谷　　大　本館研究部・教授　　　　　　葉山　　茂　本館研究部・特任助教
　松尾　恒一　本館研究部・教授　　　　　　山田　慎也　本館研究部・准教授
　松田　睦彦　本館研究部・助教　　　　　◎内田　順子　本館研究部・准教授

（14）「古代の百科全書『延喜式』の総合書物学研究─多分野協働をめざして─」
　　 2014～2015年度
　　（研究代表者　小倉慈司）

１．目　的

　本研究は，2014年度より開始された国文学研究資料館「日本語の歴史的典籍の国際共同研究ネットワーク構築計
画」プロジェクトの内の人間文化研究機構　機構内連携研究の一つとして2014年10月より実施するものである。
　本共同研究の研究対象である『延喜式』は，延長５（927）年に完成し，康保４（967）年に施行された，全50巻，
条文数約3500条におよぶ古代の法制書である。三度にわたって編纂された式のうち，『延喜式』は古代の基本資料
として知られているが，その規定の中には，神社や祭祀，儀礼における調度品や食料など，さまざまな物品が登場
し，さながら「古代の百科全書」ともいえる内容を持つものでもある。それゆえ，古代史のみならず文化史，科学
史といった他の研究分野からも注目されるべき資料と言える。だがその内容は難解なものが多く，『延喜式』の持
つ豊かな情報が多くの研究者によって共有されているとは言い難い状況にある。
　本館が所蔵する田中穣氏旧蔵典籍古文書には『延喜式』が含まれている（その他，鎌倉時代写の三条西家旧蔵『延
喜式』巻50も蔵する）が，これは土御門家旧蔵で，江戸時代初期に書写された写本である。近世の書写ではあるも
のの，全巻揃った善写本として価値が高く，現在刊行中の『訳注日本史料　延喜式』（集英社）でも底本として使
用されている。
　そこで本研究では，同写本を主たる研究対象として総合書物学の観点から研究を進めることとしたい。具体的に
は，他に蔵される諸写本や版本等の調査を踏まえつつ本文の検討，また『延喜式』の受容史・研究史等にまで及ん
だ検討をおこない，さらに現代語訳や英訳など，『延喜式』を日本古代史にとどまらない諸分野で活用できるよう
な方法を模索する。将来的にはネットでの情報発信をめざす。なお，言うまでもないことではあるが，単なる過去
の研究の公開ではなく，最新の研究成果を踏まえ，かつこれからの研究の発展の礎を築くことが目標となる。具体
的には以下の達成を目指す。
１．田中本『延喜式』のカラーデジタル撮影。
２．『延喜式』諸写本（書入れを有する版本も含む）のデータ収集・調査研究。
３．田中本『延喜式』を底本とした校訂本文の検討。全50巻中の二分の一程度の完成を目標とする。
４．『延喜式』現代語訳の試行（巻17内匠式，巻24・25主計式上下）最低１巻分は完成させ公開する。
５．４を踏まえた英訳の試行。なお，これらの作業は将来的なデータベース作成公開を念頭においたものである。

２．今年度の研究計画

　当初は今年度より本格的に研究を開始する予定であったが，その後，2016年度より人間文化研究機構の基幹研究
プロジェクトの１ユニットとして研究を開始する方向で検討することとなったため，今年度は主として来年度から
研究を開始するための準備作業（組織作りおよび研究計画の策定）に重点を置くこととする。来年度からの研究に
活用するため，既存刊本による本文データの入力を進める。研究計画の作成のため全体研究会を７月に開催すると
ともに，また古代日本の医薬文化に大きな影響を与えた朝鮮半島の医薬文化への理解が不可欠であることから，韓
国の医史学研究と連関させた研究の可能性を探る。

３．今年度の研究経過

全体研究会
７月４日　第３回全体研究会　於法政大学市ヶ谷キャンパス
・昨年度の活動報告，今年度及び来年度以降の活動について
・中村光一「『延喜式』における語義研究の難しさ─縫殿式13条，式内「赤漆」「黒漆」「金漆」の語を中心として─」
・堀部　猛「減金・水銀考─内匠式の鍍金規定─」
・小曽戸洋「『延喜式』に至る医薬界の状況」
・町泉寿郎「出雲版『延喜式』と藍川玄慎」
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・三輪仁美「紅染深色の禁制とその背景」
３月21日　第４回全体研究会　於歴博
・今年度の活動報告，来年度の活動予定，再来年度以降について
・三上喜孝「古代の医薬文化と医薬官司に関する出土文字資料二題」
・清武雄二「『延喜式覆奏短尺草写」祖本形態の考察─東山御文庫調査を踏まえて─」
・清武雄二・三輪仁美「『延喜式』の現代語訳・文献目録，データベース化にむけての手順と課題」

分科会・打ち合わせ等（歴博・機構・国文学研究資料館における打ち合わせは略）
６月４日　打ち合わせ　於駒沢大学駒沢キャンパス
６月11日　打ち合わせ　於宮内庁正倉院事務所
８月４日　打ち合わせ　於味の素食の文化センター
10月９日　内匠式研究分科会　於集英社
10月23日　古代食復元研究会　於東京医療保健大学世田谷キャンパス
11月27日　主計式分科会　於駒沢大学駒沢キャンパス
１月21日　打ち合わせ　於東京医療保健大学世田谷キャンパス
２月３日　典薬式分科会　於二松学舎大学九段キャンパス
２月21日　打ち合わせ　於法政大学市ヶ谷キャンパス
３月19日 　人間文化研究機構広領域連携型基幹研究プロジェクト　キックオフ・シンポジウム「人文学の知の展開

　健康・地域文化・書物」　於コクヨホール

館外調査
４月24日  於京都府立総合資料館　１名　『京都博物館目録』調査
８月10日・31日 於東京大学総合図書館　１名　『政事要略』写本調査
８月25日～28日 韓国ソウル市調査　７名
　 国立民俗博物館，国立中央博物館，国立ハングル博物館，ソウル大学校奎章閣韓国学研究所，ソウル薬令市，韓

医薬博物館等
10月15日 於宮内庁書陵部　１名　『延喜式覆奏短尺草写』写本調査
11月７日～８日 京都・奈良調査　４名
　京都御所（東山御文庫本『延喜式覆奏短尺草写』調査），奈良国立博物館
12月３日～５日 伊勢方面調査　２名
　せんぐう館，神宮司庁，神宮鰒調製所，海の博物館，徴古館等
２月10日 於明治大学中央図書館　１名　漢籍調査
２月17日～18日 於国立公文書館　１名　『延喜式』写本調査
３月１日 於国会図書館　１名　『延喜式』版本調査

４．今年度の研究成果

　今年度は機構広領域型基幹研究プロジェクトの１ユニットとして本研究を開始するための準備に力を費やした。
取り上げるテーマが多岐にわたることから，当面の課題として本文研究・現代語訳・データベース・薬品（典薬）
研究・土器（主計）研究・工芸（縫殿内匠）研究・食品（大膳内膳）研究・英訳の分科会を立ち上げることとし，
そのための組織作りをおこなった。
　７月開催の第３回研究会では，これまでの研究成果の確認と今後の方針・計画等について議論の後，縫殿式・内
匠式関連の物品・技法や医史学の視点からなどにおける研究の現状と課題についての報告・討論がおこなわれた。
公開で実施し，メンバー外の研究者・大学院生等も含め，22名が参加した。
　韓国調査は，東アジア史的視点から『延喜式』記載の制度・物品・加工法の歴史的系譜を捉えるための一環とし
ておこなったもので，韓医薬を中心とした史資料および研究状況の把握，韓国学界の情報収集および韓国研究者と
の意見交換等を実施した。
　11月には東山御文庫御物『延喜式覆奏短尺草写』の拝観が特別に許可されたことにより，京都御所にて同資料の
原本調査を実施した。
　３月開催の第４回研究会では，今年度の活動報告と次年度の研究方針・計画等の説明に加え，薬物および医薬官
司に関わる韓国出土文字資料，東山御文庫調査の成果報告，現代語訳および文献目録の作成，データベース化に向
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けての作業手順と課題検討がなされた。本研究会もまた公開で実施し，29名が参加した。
　なお，今後の基礎データとして研究に活用するために，既存の刊本に基づく『延喜式』本文データを入力作成し，
メンバーに配布した。
　以上に加え，来年度における特集展示・歴博フォーラムの開催に向け，計画を策定した。また2017年度文科省庁
舎エントランス展示に応募し，採択された。
　本プロジェクトは来年度より，広領域連携型基幹研究プロジェクト「異分野融合による総合書物学の構築」の１
ユニットとして６年間の予定で研究を開始することが決まり，それにともなって名称を「古代の百科全書『延喜式』
の多分野協働研究」に変更することとなった。

５．研究組織　（◎は研究代表者，○は研究副代表者）
　相曽　貴志　宮内庁書陵部図書課・首席研究官　　　荒井　秀規　藤沢市生涯学習部郷土歴史課・主査
　稲田奈津子　東京大学史料編纂所・助教　　　　　　小口　雅史　法政大学文学部・教授
　倉本　一宏　国際日本文化研究センター・教授　　　小曽戸　洋　北里大学東洋医学総合研究所医史学研究部・部長
　中村　光一　上武大学ビジネス情報学部・教授　　　早川　万年　岐阜大学教育学部・教授
　堀部　　猛　土浦市立博物館・学芸員　　　　　　　町　泉寿郎　二松学舎大学文学部・教授
　清武　雄二　本館研究部・特任助教　　　　　　　　後藤　　真　本館研究部・准教授
　鈴木　卓治　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　　　　　　　　　　村木　二郎　本館研究部・准教授
○三上　喜孝　本館研究部・准教授　　　　　　　　◎小倉　慈司　本館研究部・准教授
　三輪　仁美　ＲＡ

（15）「歴史資料デジタルアーカイブデータを用いた知的構造の
　　 創生に関する研究　─小袖屛風を対象として」2013～2015年度
　　（研究代表者　濱上知樹）

１．目　的

　歴史資料デジタルアーカイブの蓄積が進む中，その莫大なデータの利活用の方法が重要となっている。電子的に
保存されたデータベースとしての静的な存在ではなく，非構造化されたデータから意味や新たな構造を抽出する自
律性を付与することで，歴史資料の新たな利活用とこれを用いた研究の発展が期待できる。本研究は，歴史資料デ
ジタルアーカイブをBig dataとみなし，様々な分野で活用されている画像処理・解析を初めとする特徴抽出と，こ
れらの解析技術で培われた機械学習，セマンティックデータ処理を用いて，莫大なデジタルアーカイブからの知識
発見をはかるシステムをつくることで，この期待に応えることをめざす。
　この研究の嚆矢として，まず野村コレクション小袖屛風のデジタルアーカイブデータについて検討を開始する。
小袖屛風画像は，既にデジタル化がなされており，画像の様々なレベルにおける特徴量の抽出とその構造化を進め，
さらに他の史資料についても検討を拡大する。最終的には歴史資料デジタルアーカイブデータを用いた知的構造の
創生をはかり，歴史研究の新たな展開と，得られた成果の効果的な展示技術に結びつけることを目的と定める。

２．今年度の研究計画

　画像データベースの高機能ビューワーシステムに，専門家によるアノテーションを付与し，公開可能なシステム
として完成させた。知的構造抽出の手法として，近年目覚ましい発展を遂げた深層学習の手法を応用し，抽象画像
からのモチーフの抽出と類似性評価のアルゴリズムを考案し評価を行った。また，前年度に撮影した屏風内部構造
のTHzイメージングデータを３次元表示するアプリケーションを完成させ，３次元構造のデータベースを作成し
た。さらに，とりまとめとして，近年の国内外のデジタルアーカイブの動向について，技術的な調査を進めた。個
別の検討は以下の通りである。
１．ディープラーニングによるモチーフと構造類似性評価手法の確立（濱上ら知能化班）
２．１に関する技術的サポート（内田・中島ら画像処理班）
３．専門家の知見と背景知識にもとづく閲覧システム，（富井らデータベース班）
４．THzイメージングデータのデータベース化（福永らアーカイブ展示班）

３．今年度の研究経過
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2015/６/18　研究打ち合わせ（国立歴史民俗博物館）
2015/６/22　研究打ち合わせ（横浜国立大学）
2015/７/23　研究打ち合わせ（筑波大学）
2015/８/28　研究会（長崎大学）
2015/９/２　 研究打ち合わせ（横浜国立大学）
2015/10/１　研究打ち合わせ（国立歴史民俗博物館）
2015/10/17　Culture and Computing 2015 参加
2015/11/19　研究打ち合わせ（横浜国立大学）
2015/11/13　研究打ち合わせ（千葉大学）
2015/12/19　研究会（同志社大学）
2015/１/28　研究打ち合わせ（横浜国立大学）
2015/１/29　研究打ち合わせ（国立歴史民俗博物館）
2015/２/21　日本文化資源デジタルアーカイブ研究拠点　成果発表会　参加

４．今年度の研究成果

　知的デジタルアーカイブを利活用事例として，小袖屏風ビューワーシステムを刷新し，専門家の知見や背景知識
を取り入れた閲覧システムの完成に至った。画像からの知的構造自動抽出技術として，深層学習によるモチーフの
類型化その構造的類似性を評価する手法を明らかにした。これを用いたアーカイブの分類法は，他の史資料の分析
にも有用である。また，このようにして得られた文様やモチーフを合成して新たな意匠や，既存意匠を再利用した
デザイン手法についても提案を行った。これらの成果により，デジタルアーカイブのあらたな利活用が可能になっ
た。以上の成果について，今年度は下記のような成果が得られている。

● 井田有香，白川真一，大原剛三，豊田哲也， “小袖屏風画像を利用した模様画像の合成”，第14回情報科学技術フォー
ラム（FIT 2015），I－002（2015.8）

● Hagioita， T.Tanaka， R.Daimon， T.Tomii，“ Improvement of a Browsing System about Kosode Byobu to 
Rouse Interest in Historical Materials”Annual Conference of IEEJ Elwectronics， Infoemation and Systems 
2015，SS6－5（2015.8）

● 濱上知樹，澤田和人， “小袖屏風を対象とした知的構造の抽出に関する研究”， 情報処理学会　人文科学とコン
ピュータ研究会 2015－CH－107， pp.1－4（2015.8）

● 田村誠悟，濱上知樹，“深層学習を用いたモチーフ分類にもとづく小袖屏風画像の特徴分析”， 人文科学とコン
ピュータシンポジウム　B3－4（2015.12）

● 大門利都子，萩生田明徳，田中友章，富井尚志，“服飾に関する背景知識を活用した一覧型小袖屛風閲覧システ
ムの構築”，人文科学とコンピュータシンポジウム　B3－3（2015.12）

● 萩生田明徳， 田中友章， 大門利都子， 富井尚志，“専門家の知見を用いた小袖屏風閲覧システムの構築と 展示の
ストーリーに沿った情報提示”， データ工学とマネージメントに関するフォーラム，DEIM Forum 2016 A4－1
（2016.2）

５．全期間の研究成果

　これまでにない軽量かつ多機能な閲覧システムをモダンなデータベースとWebアプリケーションによって開発
し，小袖屏風の新たな研究，高度な展示に利用できるようになった。また，機械学習・人工知能の技術を用いたモ
チーフ・文様解析の手段を明らかにし，デジタルアーカイブからの知的構造の抽出法を提案した。この技術は他の
史資料のみならず，人文系研究の支援に資するものである。世界で初めての屏風表面のTHzイメージングを試み，
貴重なデータを収集した。これらのデータは小袖屏風の作成方法や構造の解明に資するものである。さらに，得ら
れた知見を用いた新たな意匠合成など，人工知能と人文学の融合領域を切り開いた。以上の成果から，研究当初に
掲げていた「歴史資料の新たな利活用とこれを用いた研究の発展」に対し，一定の成果を得るに至った。
　研究期間内に発表された論文等は前掲の平成28年度成果に加え，以下の通りである。

● 濱上知樹，澤田和人， “デジタルアーカイブからの知的構造の抽出─インテリジェントシステムによる人文・歴
史研究支援”， 電気学会論文誌. C 134（９）， pp.1282－1286，（2014.9）

● 福永香，高妻洋成，建石徹，“バーチャルではない文化財の「リアル」に触れるデジタルミュージアム”， 電気学
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会　電子情報システム部門大会　企画セッション歴史資料デジタルアーカイブデータの新展開～高精細画像処理
と知的検索による研究・展示支援　OS12－1（2014.9）

●中島慶人， “方向別共起ヒストグラムを用いた小袖屏風の模様検出”， 同 OS12－2（2014.9）
● 白川真一，井田有香，杉山美乃，大原剛三， “小袖屏風画像を用いたテクスチャ合成に関する検討”， 同 OS12－3

（2014.9）
● 小澤耕太郎，濱上知樹， “固定視点下における多方向光源画像群を用いた小袖屏風画像のインタラクティブ展示

のための光源推定”， 同 OS12－4（2014.9）
● 田村誠悟，濱上知樹， “小袖屏風画像における画像特徴抽出と類似性の評価”， 同 OS12－5（2014.9）
● 富井尚志，萩生田明徳，藤村雄基，木島彩梨沙， “多様なコンテンツの横断検索が可能な小袖屏風データベース

の設計と構築”， 同　OS12－6（2014.9）
● 安達文夫，鈴木卓治， “大量の歴史資料画像の提示法”， 同OS12－7（2014.9）
● 藤村雄基，萩生田明徳，木島彩梨沙，富井尚志， “歴史資料に関する利用者の興味喚起を目的とした小袖屏風DB

システムの設計と構築”， 研究報告データベースシステム（DBS） 2014－DBS－160（17）， pp.1－9，（2014.11）
● 横田知美，鈴木卓治，矢田紀子，眞鍋佳嗣， “衣桁にかけた小袖画像を用いたバーチャル着装の試み”， 映像情報

メディア学会冬季大会講演予稿集 10－6－1（2014.12）
● 濱上知樹， “ディープラーニングによる物体認識軸を用いた抽象画像の類似性評価”， 電気学会研究会資料. ST 

2015（1－9）， p.17－20（2015－03）

６．研究組織（氏名　所属　役割分担／◎は研究代表者，○は研究副代表者）
　内田　誠一　九州大学大学院システム情報科学研究院・教授　　　　　　　高精細画像処理
　富井　尚志　横浜国立大学大学院環境情報研究院・准教授　　　　　　　　セマンティックDB
　福永　　香　（独）情報通信研究機構電磁波計測研究センター主任研究員　　高度展示
　白川　真一　筑波大学大学院システム情報工学研究科　　　　　　　　　　進化的画像処理
　矢田　紀子　千葉大学大学院融合科学研究科・助教　　　　　　　　　　　視覚的画像処理
　中島　慶人　電力中央研究所・システム技術研究所・上席研究員　　　　　画像分析
　澁谷　長史　筑波大学大学院システム情報工学研究科・助教　　　　　　　特徴機械学習
　安達　文夫　本館研究部・教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大規模資料画像提示技術
○澤田　和人　本館研究部・准教授　　美術・美術史としての立場からの助言・要望の抽出
◎濱上　知樹　本館研究部・客員教授／横浜国立大学大学院工学研究院・教授　総括

（16）「近世の一枚摺文化の受容と都市社会の研究」
　　 2014～2016年度
　　（研究代表者　神田由築）

１．目　的

　日本近世では製版印刷が発達し，瓦版や番付など一枚摺が社会情勢や文化状況を敏感に映し出してきた。迅速に
制作される一枚摺は，民衆の生活に密着した資料であるが，それ故に良好な状態で残存しにくい傾向があり，まと
まった形で残されている『懐溜諸屑』は貴重なコレクションである。そこで本研究では貴館蔵『懐溜諸屑』を素材
として，その特質─①約3，400点にのぼる本格的な一枚摺のコレクションである，②入船扇蔵が収集した個人コレ
クションである，③商売，世相，災害，芸能など多岐にわたる内容のなかには，現代的課題にもつながるテーマが
少なくない─をふまえて以下の三点を目的とする。
　第一に，『懐溜諸屑』所収の一枚摺を用いて，近世後期の民衆生活や都市の社会・文化について複合的な視点か
ら共同研究を深めるとともに，一枚摺の史料的可能性を追求する。具体的には，多岐にわたる内容に対応するため
に，社会史，都市史，芸能史，美術史などの研究者による共同研究のスタイルを取るが，従来のように，個々の研
究にとっての断片的な史料として一枚摺を利用するのではなく，発想を転換して，むしろ一枚摺そのものからどれ
だけの情報が得られるか，一枚摺の可能性を主眼に据え，これまでの各自の研究蓄積と照合しながら近世後期の社
会・文化の新たな歴史像の構築をはかる。
　第二に，『懐溜諸屑』が近世の落語家によって収集されたコレクションであるということ自体の意味を問い直す
ことを目的とする。同コレクションは，その豊富な内容から研究的価値が高いことは言うまでもないが，その成立
の経緯にこそ最大の特徴がある。これらの一枚摺が，どのように収集されたのか。その成立の意味を説き明かすた
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めに，落語研究の第一線で活躍する研究者との共同研究を試みる。その過程で，文化受容の問題について一定のモ
デルを示すことを目指す。
　第三に，『懐溜諸屑』の膨大な情報を現代社会における知的財産として位置づけなおし市民に発信してゆくことも，
研究目的の延長線上にある。経済活動を裏づける商標や，祭礼や芝居などの娯楽に関する資料，そして地震や火災，
疫病などの災害資料など，一枚摺にうかがえる近世後期の世相は，多種多様な実態と課題とを抱える現代の都市社
会にも通じるものがある。これら情報を整理し有効に発信するために，博物館学芸員（および経験者）をメンバー
に組み込み，現場からの提言も行ってもらうことを考えている。
　以上，本研究は三つの観点から『懐溜諸屑』の史料的可能性を共同研究のなかで総体的にとらえ，近世都市の社
会・文化研究の再構築を試みようとするものである。

２．今年度の研究課題

　年に３回程度の研究会を行い，共同研究者が相互に研究成果を共有する。その成果を集約して平成2015年度また
は平成2016年度前期に中間総括のシンポジウムを開催し，研究成果を確認するとともに，ひろく大学生や市民に『懐
溜諸屑』の史料的可能性について積極的にアピールする。
　平成27年度後半は次年度以降の報告書刊行に向けた準備を行う。引き続き国内で所蔵されている一枚摺または関
連資料の情報収集も予定している。
　また，できれば海外で所蔵されている一枚摺または関連資料の情報収集も行いたいと考えており，調査対象とし
ては，三井家旧蔵史料を所蔵しているカリフォルニア大学東アジア図書館，浄瑠璃関係資料を所蔵するパリ国立図
書館などを考えている。海外の一枚摺コレクションは浮世絵を中心に研究されてきた感があるが，それ以外の摺物
にも目配りしていく。

３．今年度の研究経過

第１回研究会　５月16日（土）　会場：お茶の水女子大学文教１号館817号室
　高橋　修「商品切手と一寸状」
　高山慶子「お竹大日如来と江戸の庶民信仰─入船扇蔵『懐溜諸屑』を手がかりに─」
　大久保純一「諸屑に見る幕末の浮世絵出版事情」

第２回研究会および大阪市内での資料調査
　８月４日（火）　第２回研究会　会場：マイドームおおさか会議室
　　西田亜未「芝居茶屋の引札と猿若町絵図と「蔦芳」の動向」
　　　　　　「国芳の校合刷りと元ネタとしての京伝の本の比較」
　　神田由築「音曲披露の場としての深川」など，江戸の音曲文化について
　８月５日（水）　大阪歴史博物館での近世の刷物調査および「中村鴈治郎展」見学
　８月６日（木）　大阪城天守閣での「南木コレクション」刷物調査

鳴門・徳島方面調査
　２月21日（日）　大塚国際美術館展示とシスティーナ歌舞伎見学，次年度の研究計画の検討
　２月22日（月）　公益財団法人三木文庫において近世末から明治初期の刷物調査

４．今年度の研究成果

　26年度から27年度の個別研究の成果によって，一枚摺を用いた研究の可能性の方向が定まってきた。たとえば，
一枚摺の販売形態や，江戸における「お竹大日如来信仰」の実像が明らかにされ，また口上形式の「一寸状」とい
う形式をもつ一枚摺の分析から，近世後期の一枚摺が口頭伝達と文書伝達の中間的な役割を担っていたこと，一枚
摺に表現された開帳の図柄と出版文化との関わりが明らかにされ，さらに芝居茶屋や江戸の音曲文化など，まだ研
究が進んでいない分野に一枚摺の分析が有効であることが確認された。特に，一枚摺がはたした口頭伝達と文書伝
達の中間的な役割の指摘は，芸能分野の研究者と歴史研究者の共同研究の大きな成果であると評価できる。
　また，８月に行った大阪歴博コレクションと大阪城天守閣南木コレクション，三木文庫のなかの一枚摺の調査に
よって，江戸の一枚摺コレクションである『懐溜諸屑』と，大阪のコレクションの内容とのかなりの相違を確認す
ることができた。これによって，今後，江戸と大坂の比較が重要な論点として浮かびあがってきた。
　なお，2015年度には，できれば海外で所蔵されている一枚摺または関連資料の情報収集も行いたいと考えていた
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が，国内にも有数の一枚摺コレクションが複数あり，特に大阪の二つのコレクション（大阪歴博コレクションと南
木コレクション）の調査の過程で，江戸の一枚摺を中心とする『懐溜諸屑』との比較研究の重要性が確認されたた
め，海外のコレクションと照合するよりも，むしろ江戸と大坂との比較を念頭に『懐溜諸屑』の特徴を探る選択肢
をとり，今後の研究方針を変更した。
　また，研究広報も兼ねた中間総括の発表は，2016年７月の国際日本学シンポジウム（お茶の水女大学）でおこな
うこととした。

５．研究組織（◎は研究代表者　○は研究副代表者　所属は2014年度）
　今岡謙太郎　武蔵野美術大学・教授　　　岩淵　令治　学習院女子大学・教授
　髙橋　　修　東京女子大学・准教授　　　髙山　慶子　宇都宮大学・准教授
　中川　　桂　二松学舎大学・准教授　　　西田　亜未　たばこと塩の博物館・学芸員
○大久保純一　本館研究部・教授　　　　◎神田　由築　お茶の水女子大学大学院・准教授
〔研究協力者〕
　久留　島浩・本館館長

（17）「廣橋家旧蔵文書を中心とする年号勘文資料の整理と研究」
　　 2015～2017年度
　　 （研究代表者　水上雅晴）

１．目　的

　本研究の目的は，廣橋家旧蔵記録文書典籍類の中，年号勘文に関わる資料を中心に研究を進め，資料活用の基盤
を整備すると同時に，これまでほとんど活用されてこなかったこれらの資料群を通して，中世期における紀伝道諸
家の政治・学問・文化・思想の諸分野に関わる研究を発展させることにある。
　廣橋家は藤原北家日野流に連なり，藤原北家は「改元定は朝廷の重事」（『古事類苑』）と称される朝議に中世中
期に至るまで参与し続けている。廣橋家旧蔵記録文書典籍類の相当数を占めるのが年号勘文資料であり，年号勘文
資料には，年号案とその出典が掲載された年号勘文本体に加え，審議の場における難陳，改元定の式次第，制定前
後の状況を示す日記類，関連する故実や記録などが含まれ，これらを集成した菅家側の資料として高辻長成『元秘
別録』等がある。年号勘文の出典となるのはほとんど全てが漢籍であり，そこに引かれる文章は改元定に参加する
資格を独占していた紀伝道の各家に伝わっていた典籍に記されていたものと推測される。年号勘文は平安時代前半
期に書かれたものまでその内容をたどることができ，その中には漢籍の古鈔本テキストが大量に収録されているの
であるが，研究代表者が最近発表した論文を除き，この点に留意した研究はほとんど為されていない。
　年号勘文資料に収載されている難陳，すなわち勘文に対する論難と弁論について言うと，森本角蔵によって「今
日から見れば殆どとるに足らぬ」（『日本年号大観』）と片付けられており，内容に対する分析はほとんど加えられ
ていない。現代人から見て詰まらぬことを議論しているように見えても，年号勘文の奏進者とそれを論難した者に
とっては真剣に討議するのに値する問題だったのであり，議論を構成する言語や故実に関わる記述は，中世の学術
史・政治史・精神史を論じる上での重要な題材と見なすことができる。
　以上例示した事柄を含め，年号勘文資料が持つ学術上の価値は多岐にわたるが，これまでの活用は極めて限られ
ていたと言わざるを得ない。かかる現状に鑑み，本研究では，『廣橋家旧蔵記録文書典籍類目録［年号勘文資料編］
（仮題）』と年号勘文資料の翻刻作成により，資料活用の基礎的条件を確保した上で，研究組織を構成する様々な
分野の研究者がそれぞれの専門分野にもとづく調査と考察を進めることで，中世史研究の新たな展開を支えるプ
ラットホームの形成を目指す。

２．今年度の研究計画

　廣橋家旧蔵記録文書典籍類のコレクションに含まれる年号勘文資料に関連して，以下の各項目に属する調査と研
究を進める。
①資料調査および研究会：最低でも春と秋の二回，歴博にて全体会合を持ち，関連資料の熟覧調査，デジタルカメ
ラによる撮影，それに研究上の打ち合わせを実施する。最初の会合は，資料調査と役割分担を主とし，２回目以後
は，資料の調査に加え，研究メンバーによる報告と討議を通して研究内容の深化と精密化を高めていき，併せて目
録の編集・翻刻の作成作業も進める。これら二回の会合の他にも館蔵資料を中心とする調査を実施する。結論とし
て提示することになる事実・見解の確実性を高めるため，なるべく多くの資料をデジタルカメラにて撮影し画像デー
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タを蓄積する。
②分析・考察：入手した画像データ等をもとに，（a）年号勘文資料に引用されている漢籍のテキストと紀伝博士家
における漢籍の伝授の状況，（b）年号勘文資料から読み取れる中世知識人の思考・意識・観念，（c）紀伝博士家
を含む公家にとって改元が持つ政治的意味，（d）革命・革暦改元の根拠となっている術数思想，（e）中国の改元・
年号と日本の改元・年号との関係などの諸点に関連する分析・考察を行なう。
③研究論文の発表：以上の研究を通して得られた成果は，国内外の学術会議で論文を積極的に発表し，かくして本
プロジェクトの意義を対外的にアピールする一方，会議における討議・批評などを参考にして，研究内容・手法や
バランスに関して適宜調整を加える。
④目録・翻刻の作成：廣橋家旧蔵記録文書典籍類のコレクションの中，年号勘文に関わる資料の解題目録『廣橋家
旧蔵記録文書典籍類目録［年号勘文資料編］（仮題）』の編集および年号勘文資料の翻刻の作成を開始する。これら
は，本研究プロジェクトの具体的で可視的な成果を構成する。
⑤国際シンポジウムと特集展示の準備：本プロジェクト最終年度である平成29年度には，国際シンポジウムを実施
し，同時に特集展示を開催する方針を定めているが，テーマ，期間，発表者の人選と連絡，作業分担，プログラム
等々の準備を進める。

３．今年度の研究経過

①準備経費による事前研究会　2015年３月25－27日（国立歴史民俗博物館）
３月25－27日　廣橋家旧蔵記録文書典籍類の中，年号勘文に関わるものを調査，デジタルカメラにて撮影。
３月26日に研究会（打ち合わせ会議）を実施。「１．研究計画策定の背景」「２．廣橋家文書の特徴とその調査」「３．
研究方法と着眼点」「４．研究組織と役割分担」「５．研究組織としての研究成果（予定）」「６．学術的意義と補足」
の六項目に関して研究代表者が説明し，今後の研究の方向性と作業内容，役割分担について協議した。

②第１回共同研究会　７月10－13日（国立歴史民俗博物館）
７月10－11・13日　廣橋家旧蔵記録文書典籍類の中，年号勘文に関わるものを調査，デジタルカメラにて撮影。
７月12日午前　研究会
〈研究発表〉
　石井行雄（北海道教育大学）「『廣橋家記録類目録』から判明すること」
　髙田宗平（京都大学）「日野一流と年号勘申─『迎陽記』を手がかりにして─」
　水上雅晴（中央大学）「廣橋家の年号勘文資料について」
＊石井報告は，国立公文書館で発見した「『廣橋家記録類目録』が年号勘文類を含む廣橋家の記録類の伝承過程を
たどるのに極めて有益な資料であることを指摘した。髙田報告は，廣橋家と関わりが深い藤原北家日野流における
年号勘申の状況について論じた。とりわけ着目すべきは，年号勘文に引用される漢籍の解釈を定める依拠資料であ
る注釈に交替が見られることであり，この問題を掘り下げた調査・考察が期待される。水上報告は，廣橋家による
年号勘申の状況を整理する一方，廣橋家の記録によって，年号研究の基礎資料たる『元秘別録』の欠落部分を補う
ことができることを指摘した。
７月12日午後　打ち合わせ会議。以下の事柄について協議を実施した。
（a）計画の実施内容と分担：研究メンバーが各々専門に近い領域に関わる研究を担当することを取り決めた。
（ b）解題目録と翻刻：解題目録は『田中穣氏旧蔵典籍古文書目録　古文書・記録類編』等の体裁に倣う。目録と

翻刻の対象文献および底本を決めるには，さらなる予備的調査が必要であり，その結果を受けて分担等を決める。
（c）館内および館外調査について：当面は館内資料の調査を優先し，必要に応じて館外資料の調査も実施。
（d）国際シンポジウムと資料の展示：平成29年度に実施することを計画。
（e）論文集：シンポジウムで発表された論文を中心に編輯し，平成30年度に刊行することを確認。

③国際シンポジウムでの論文発表①　８月21－21日
　京都大学文学部にて開催された「経学史研究の回顧と展望─林慶彰先生栄退紀念」国際学術シンポジウムに，水
上雅晴（中央大学）が参加し「日本年號資料中有關經學的記載與紀傳博士家的學問：以廣橋家舊藏書為考察中心」
と題する研究報告を中国語で行ない，主として儒家経典の受容・解釈史の観点から，廣橋家の年号資料と紀伝博士
家の学術との関わりについて論じた。

④国際シンポジウムでの論文発表②　12月19－20日
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Ⅰ－１　共同研究

　上海師範大学で開催された「西域と東瀛：中古時代経典写本国際学術シンポジウム」に，髙田宗平（京都大学）
と水上雅晴（中央大学）が参加した。髙田は「日本中世『論語義疏』受容史初探」と題する論文を発表し，皇侃『論
語義疏』の受容史を論じる中で，国内に伝わる写本のテキストと年号勘文資料との関係に説き及んだ。水上は「淺
論日本國內抄寫和傳承的漢語經典文本」と題する主題報告（keynote speech）を中国語にて行ない，日本の古代か
ら中世における儒家経典の受容史を概括した上で，その中における廣橋家の年号資料の位置づけについて論じた。
両名が発表した論文は，後日，大陸で刊行される会議論文集に収録される予定。

⑤第２回共同研究会　2016年３月28－30日（国立歴史民俗博物館）
３月28・30日　廣橋家旧蔵記録文書典籍類のうち，年号勘文に関わるものを調査，デジタルカメラにて撮影。
３月29日　研究会
〈特別講義〉
　小倉慈司（国立歴史民俗博物館）「古代・中世文書史料と年号」
〈研究発表〉
　福島金治（愛知学院大学）「『大唐陰陽書』の伝来と北条貞時の改暦への関与について」
　近藤浩之（北海道大学）「田中穣氏旧蔵典籍古文書『周易』の装幀と訓点」
　石　立善（上海師範大学）「古代中国年号研究及文献」
　水上雅晴（中央大学）「年号勘文資料の継承・発展」
＊特別講義は，研究グループの大半を占める中国思想方面の研究者が日記類を含む日本の文書史料の形成・伝達・
保存と年号勘文史料との関わりについて知識が全般的に不足しているので，この方面の知見を深めるために実施し
た。研究発表における福島報告では，延慶度の改元を中心に，改元と暦書の関係，および改元をめぐる公家と武家
の間のせめぎ合いについて詳論された。近藤報告では，田中穣氏旧蔵典籍古文書『周易』が現状の形態に至るまで
の経緯や施されている訓点の特徴について，多くの画像資料を提示しながら，これまでの調査・考察にもとづく知
見が示された。同報告に関しては，石井行雄（北海道教育大学）による現物に即した補足説明が翌日午前になされ
た。石報告では，中国における年号研究の状況や関連資料の刊行状況について解説がなされた。水上報告では，『元
秘抄』・『元秘別録』などが高辻長成によって一旦完成された後の増補の状況について，書き入れにもとづく考察の
途中経過が示された。

４．今年度の研究成果

　今年度は研究計画初年度に当たり，館蔵資料50数件の熟覧調査とデジタルカメラによる撮影を通して，研究情報
の蓄積と研究を発展させるための土台作りがなされた。廣橋家旧蔵記録文書典籍類に属する年号勘文資料について
言うと，まず家内で作成された目録が見いだされたことで，資料群の形成過程をたどる手がかりが得られた。年号
勘文資料の内容に検討を加えた結果，廣橋家旧蔵コレクションには館外資料の不備を補うことができるものが含ま
れていることが判明し，同コレクションの学術的意義の一端を明らかにすることができた。研究グループのメンバー
による各自の専門領域にもとづく研究について言うと，各種年号勘文資料の形成と発展，年号勘文所引漢籍の訓点
とテキストの変化，政治状況と改暦と改元の関係，日本と中国における改元研究と関連資料の伝存状況などのテー
マに関して一定の進展が見られた。
　研究計画を構成する具体的な作業について言うと，解題目録と翻刻，館内・館外調査における調査，国際シンポ
ジウムの開催およびそれに合わせた展示会（特集展示）の実施，シンポジウムで発表された論文を中心に編輯する
論文集を編纂し，館内刊行の『研究報告』の形で出版することなどについて協議の上，分担や実施時期について取
り決めがなされ，かくして本研究計画の今後の推移について具体的なイメージを結ぶことができるようになった。
難陳など思想・学術・文化意識に関わる資料，および革命・革令改元の際に問題となる術数に属する領域，これら
を対象とする研究は本研究計画を特徴づける要素となっているが，研究発表などの具体的な形を取る段階には至っ
ていないので，次年度はこれらの領域にも力を入れる。個々の担当に関連する研究内容を学術論文として公刊し，
計画の進展ぶりが見やすい状態になる所まで持って行きたい。

５．共同研究員（◎は研究代表者，○は研究副代表者）
　福島　金治　愛知学院大学文学部・教授　　　　　　　　武田　時昌　京都大学人文科学研究所・教授
　石井　行雄　北海道教育大学釧路校・准教授　　　　　　名和　敏光　山梨県立大学国際政策学部・准教授
　末永　高康　広島大学文学部・准教授　　　　　　　　　近藤　浩之　北海道大学文学部・教授
　髙田　宗平　京都大学人文科学研究所・非常勤講師　　　石　　立善　上海師範大学哲学学院・教授
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○小島　道裕　本館研究部・教授　　　　　　　　　　　　小倉　慈司　本館研究部・准教授
　田中　大喜　本館研究部・准教授　　　　　　　　　　◎水上　雅晴　中央大学文学部・教授

【開発型共同研究】

（18）「日本近世における彩色の技法と材料の受容と変遷に関する研究」
　　 2014～2016年度
　　（研究代表者　島津美子）

１．目　的

　本研究の目的は，日本近世の絵画と彫刻に用いられた彩色材料やその技法を調査し，従来からあった日本の彩色
技術と表現が，国外文化の影響を受けてどのように変化していったかを探ることである。
　美術史学的には，鎖国下の江戸時代においても，中国大陸や朝鮮半島からの影響が大きな位置を占めており，例
えば江戸時代前期に日本に入ってきた黄檗派では，絵画表現や彫刻の形態が従来のそれらと融合していったとされ
ている。それ以前には，1549年のフランシスコ・ザビエル来航を契機とした西洋文化の影響がうかがえ，南蛮屏風
や初期洋風画が成立している。南蛮屏風が日本の絵画技法によって描かれているのに対し，初期洋風画は，近世初
期にキリスト教の布教活動に伴って流入した西洋絵画技法によって描かれた。当時の西洋絵画は，銅板や麻布に油
彩や卵テンペラによって描かれることが主流であったので，日本での絵画製作でも同様の技法や材料が用いられて
いたと考えられる。初期洋風画にみられる技法および表現は，禁教によっていったん衰退するが，江戸時代中期に
なると，日蘭貿易などを通じた西洋の科学技術の積極的な受容とともに，絵画の図像表現にも再びその影響が現れ，
秋田蘭画の成立や油彩画の製作につながっていく。
　これらの変遷に伴って，当然，彩色材料や技法も変化していったものと推察されるが，現状では美術史学的な範
疇での研究にとどまっており，自然科学的な手法を併用した体系的な調査は行われていない。そこで本研究では，
それらの変化を明らかにするために，おもに近世初期および中期の絵画および彫刻を対象資料とし，材料の種類や
入手経路，技法や色彩表現といった調査項目について，材質分析や産地推定分析，色彩計測などの自然科学的な手
法を取り入れた研究を行う。調査の中では，日本独自の技法であるか国外からの影響が認められるかという点に着
目し，（１）塗り重ねや混色といった彩色の技法と色彩表現，（２）顔料や膠着材などの彩色材料，（３）画題や構
図に現れる中国大陸・朝鮮半島および西洋由来の絵画表現，についての調査を行う。
　以上から，図像や形態の表現とその変遷，彩色技法および材料の使用傾向とその変遷という，従来個別に議論さ
れがちであった２つの視点から，近世の彩色技術と表現を総合的にとらえることを目指す。

２．今年度の研究計画

　研究会は，年度の前半と年度末の２回を予定し，各自の調査およびデータ収集を重点的に行う。年度の前半に実
施する研究会では，各分野，調査対象の資料の決定，あるいは研究課題の絞り込みについて，意見交換を行う。年
度末の研究会では，年度内に実施する調査および研究成果の発表を行い，各自の進捗状況を確認，共有する。
　資料調査は，全体にH26 年度の実施が限定的であったため，本年度は資料調査および色材分析等を重点的に実
施する。前年度に共有した情報をもとに，対象資料のカテゴリーのひとつとして錦絵を選択し，館蔵の錦絵資料の
色材分析を計画する。錦絵の赤色は，幕末明治期頃に合成染料の使用が開始され，おそらくこれに関連して色調が
大きく変化したと言われてきた。しかしながら，自然科学的手法に基づく先行研究や，H26年度の調査結果を精査
したところ，天然材料が使われていた可能性が示された。色材分析や調査を継続して行い，実際に使われていた材
料の同定および色調変化についてのより詳しい調査を実施する。
　油彩画では，試料分析の結果を解析しながら，調査資料の追加を検討し，技法の文献史学的調査を実施する。日
本絵画では，館蔵資料および絵の具資料の調査を実施する。彫刻では，対象資料の選定をし，調査を開始する。色
材の種類や技法において，日本絵画，油彩画，錦絵，彫刻彩色の４者間の関連性についても着目していく。

３．今年度の研究経過

第４回研究会　６月22日（月）（国立歴史民俗博物館）
研究発表：【近世絵画の絵画表現と光学調査】（江村知子），洋人奏楽図屏風，泰西王侯騎馬図屏風の光学調査結果
を交えた研究報告。【山形の仏像の美術史的変遷について】（岡田靖），彩色調査候補の対象資料に関する彫刻史的
な研究成果の報告。調査報告【長崎初期洋風画の調査】（坂本満）
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Ⅰ－１　共同研究

本館所蔵資料の熟覧：錦絵，江戸景観図，画本虫撰，大津絵

第５回研究会　2016年３月17日（木）（国立歴史民俗博物館）
研究発表：【山形県の木彫仏像彩色の技法材料調査報告─龍泉寺，塩田行屋，法来寺の事例─】（島津美子・岡田靖），
９月に現地調査を実施し，その後の色材分析の結果を含めた研究報告。【色材分析に目的と成果─情報の整理と共
有に向けて─】（荒井経），色材分析の結果をどのようにまとめていくかについて，編年に加えるカテゴリーなどの
提案。【太平記絵詞の調査から】（江村知子），８月に調査を実施した館蔵資料調査の結果報告。【錦絵の紫について】
（大和あすか），錦絵に用いられた紫色は，赤色と青色の色材が混合されている。この混合された材料の変遷につ
いて，分析結果をもとに報告。
今年度の成果共有と次年度計画

４．今年度の研究成果

　各分野，実物資料の分析や調査を本格的に実施した。前年度から継続して調査している錦絵にみられる鮮明な赤
色については，合成ではなく，南米大陸に生育するカイガラムシから抽出する天然赤色色素，コチニールである可
能性を示した。また，再現試料の分光データとの比較を開始し，赤外線写真の利用についても検討を始めた。さら
に，錦絵については，黄色や緑色の色材についてもまとまったデータを取得した。
　彫刻彩色については，黄檗彫刻の調査を検討していたが，絵画，とくに日本絵画との関連付けを考慮して，江戸
時代後期と明治期に入ってから山形で作られた仏像彩色の調査を実施した。江戸時代後期の資料では，岩緑青（緑
色）や藍（青色）が使われているが，明治期製作の資料には，合成材料である花緑青（緑色）や輸入材料である合
成ウルトラマリンブルーが使われていることが明らかとなった。他方，日本絵画ではあまり使用されていない石黄
（黄色顔料）が，彫刻には多用されている。石黄は，錦絵では，とくに緑色を作るのに使われており，資料のカテ
ゴリーにより色材の使い処に相違点が見いだせた。
　日本絵画では，絵巻物の彩色調査を行った。日本絵画で汎用されていたと考えられている技法材料が認められて
おり，他の資料で認められた色材や彩色技法との比較を今後予定している。油彩画では，分析による新たな知見は
得られなかったが，技法の伝播に関する文献調査などを実施した。
　計画どおり，今年度は資料調査を多く実施し，有用なデータの収集ができた。また，断片的ではあるが，対象資
料の種類や製作年代ごとに，彩色材料の比較を行った。最終年度となる次年度は，資料調査を継続して実施し，収
集した情報，調査結果をまとめるとともに，共同研究者間による成果の共有を図る。

５．研究組織（◎は研究代表者）
荒井　　経　東京芸術大学大学院美術研究科文化財保存学専攻保存修復日本画研究室　准教授
江村　知子　東京文化財研究所文化遺産国際協力センター　主任研究員
岡田　　靖　東北大学学術資源研究公開センター植物園　協力研究員
武田　恵理　文化財保存修復スタジオ　代表
中右恵理子　東北芸術工科大学芸術学部文化財保存修復学科　講師
大和あすか　静岡市東海道広重美術館　学芸員
坂本　　満　国立歴史民俗博物館　名誉教授
齋藤　　努　本館研究部・教授　　　　　　　　　大久保純一　本館研究部・教授
鈴木　卓冶　本館研究部・准教授　　　　　　　◎島津　美子　本館研究部・助教

【機構関連共同研究】

（19）連携研究〈小型〉活動提案
　　 ◇カテゴリーⅠ
　　「都市風俗と『職人』─日本中近世の絵画資料を中心に─」
　　 2013～2015年度
　 　（研究代表者　大高洋司（国文学研究資料館），国立歴史民俗博物館担当者　小島道裕）

１．目　的

　「職人（尽）絵」（狭義の「職人」だけではなく広く「諸職」を描いた絵画資料）は，日本中世～近世の都市風
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俗画にとって，景観図（名所絵）と共に，都市の繁栄を際立たせる重要な題材で，時の権力者の栄光を象徴するも
のとしても描かれ，現在，歴史学・美術史・文学史・民俗学・文化人類学など，様々な分野にとって有用な研究素
材となっている。しかし従来，「職人絵」の研究がそれぞれの分野を超えて交流し合うことは少なく，「職人絵」を
含む「職人」研究自体も，歴史・文学研究者が共同で取り組んだ『七十一番職人歌合』の校注作業（新日本古典文
学体系61，1993年）以降，異分野を裨益するような成果を挙げているとは言えない。本研究は，こうした現状を踏
まえて，「職人絵」を中心に，室町期～江戸時代全体にかけての都市風俗を多角的に検討し，その成果を広く発信・
共有することを目的とする。
　具体的な課題としては，歴博では「洛中洛外図屏風」歴博乙本に描かれた人物画像，国文研では，歴博・国文研
所蔵資料を中心に，「職人画像」（仮題）のデータベースを作成する。これにより，職種とその変遷，「職人」の描
き方の継承・変化等の具体的な識別・分類が可能になる。
　また，近世の職人に関する絵画資料として重要な，東博所蔵の絵巻「近世職人尽絵詞」は，従来の翻刻には不備
が多く，注釈は全くなされていないため，全巻の図像解読と詞書の新たな翻刻・注釈作業を行い，出版を目指す。

２．今年度の研究計画

１．歴博では「洛中洛外図屏風歴博乙本人物画像データベース」（仮題）のキーワード入力，国文研では版本の画
像を抽出した「国文研・歴博所蔵資料を中心とする日本中世近世職人画像データベース」（仮題）の項目作成及びキー
ワード入力作業をそれぞれ継続し，完成させる。
２．「職人」・「都市風俗画」をテーマとする共同研究会を開催する。具体的には，研究員各自の専門に即した研究
発表，および東京国立博物館所蔵「近世職人尽絵詞」の解読・注釈作業を継続し，後者については注釈を完成させ
る。

３．今年度の研究経過

　データベースの構築については，入力作業を一通り終えて，公開に向けてのデータ整備を続けている。2016年度
中に，「洛中洛外図屏風歴博乙本人物画像データベース」，「近世職人画像データベース」のそれぞれを，国立歴史
民俗博物館の「データベースれきはく」の一部かつ人間文化研究機構統合検索システムの一部として公開する予定
である。
　研究会については，計７回開催し，研究発表の他，「近世職人尽絵詞」注釈作業を進め，一通りの作業を完成した。
「近世職人尽絵詞」については，成果を出版する計画が具体化し，出光文化福祉財団の出版助成金を得て，勉誠出
版より2016年９月に刊行の予定である。

＜研究会記録＞
第１回：2015年４月18日（金）　国立歴史民俗博物館企画展示室・第２研修室
１．企画展示「大ニセモノ博覧会」見学（解説：大久保純一教授）
２．「近世職人尽絵詞」中巻会読
第２回：2015年６月５日（金）　国文学研究資料館第２会議室
１．研究報告：新村恭「関口隆吉伝─馬上の勝海舟を斬りつけたのは本当か─」
２．「近世職人尽絵詞」中巻会読
第３回：2015年７月24日（金）　日本女子大学目白校舎百年館高層棟302会議室
１． 研究報告：伊藤悦子「久留米市文化財収蔵館収蔵「合戦絵巻」と『平治物語絵巻』「六波羅合戦巻」」
２．研究報告：真島望「江戸名物類聚の展開─絵入俳書『江戸名物鹿子』を中心に─」
３．「近世職人尽絵詞」中巻会読
４．出光文化福祉財団出版助成の申請について
第４回：2015年10月23日（金）　国文学研究資料館第２会議室
１．「近世職人尽絵詞」中巻会読
２．研究会の今後について
第５回：12月19日（土）　国立歴史民俗博物館総合展示室・第２研修室
１．特集展示「夷酋列像」見学（解説：横山百合子教授）
２．研究報告：横山百合子「化政期の江戸における蝦夷錦の消費─「近世職人尽絵詞」にみる─」
３．「近世職人尽絵詞」中巻会読
第６回：2016年２月12日（金）　国文学研究資料館展示室・第二会議室
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１．特設展示「職人のいる文芸」見学（解説：大高洋司教授）
２．「近世職人尽絵詞」中巻会読
第７回：2016年３月４日（金）　日本女子大学目白校舎百年館低層棟演21教室
１．「近世職人尽絵詞」中巻会読（最終回）
２．上下巻を含む「近世職人尽絵詞」注釈の修正
３．出版及び今後の相談

４．研究組織（◎は研究代表者　○は国立歴史民俗博物館担当者）
　工藤　航平　東京都公文書館・専門員
　水野　僚子　日本女子大学人間社会学部・准教授
　藤川　玲満　ノートルダム清心女子大学文学部・准教授
　稲葉　有祐　立教大学文学部・非常勤講師
　木村　裕樹　龍谷大学社会学部・非常勤講師
　真島　　望　成城大学民俗学研究所・研究員
　雨野　弥生　㈱三省堂辞書出版部
　新江　京子　國學院大學・文学部・非常勤講師
◎大髙　洋司　国文学研究資料館・教授　　　　　　渡辺　浩一　国文学研究資料館・教授
　恋田　知子　国文学研究資料館・助教　　　　　　石澤　一志　国文学研究資料館・特定研究員
　大久保純一　本館研究部・教授　　　　　　　　　横山百合子　本館研究部・教授
○小島　道裕　本館研究部・教授

（20）日本関連在外資料調査研究
Ａ　「シーボルト父子関係資料をはじめとする前近代（19世紀）に日本で収集
　　された資料についての基本的調査研究」2010～2015年度
　　（研究代表者　日高　薫）

１．研究概要

　本調査研究は，19世紀に収集されたことが確実な日本関連資料のうち，まとまりがあり同時代の日本文化や歴史
を表象することのできるコレクションを，可能な限り総合的に調査研究する。その際，少なくとも資料に関する詳
細なデータを，できる限り多く共有することで，同時期の「規準」となる「もの資料」を明確にする。19世紀のコ
レクションのうち，下記に示すようにいくつかのモデルケースを設定し，国内外の研究者コミュニティが，詳細な
「記録」というかたちであれ，「実物」のままであれ，未来にわたって「共有」するために，長期にわたって継続
でき，かつ成果を広く共有しうる調査方法と実現できる調査計画と公開方法を立案，実行する。同時に，すでに目
録が整備されているもののうち，相互利用に関する合意ができる場合は，協定など利用規程を定めたうえで「共用」
化を進める。さらに，資料群の現状（状態）を把握することで，今後の長期的保存・修復計画を策定することも目
指したい。
　具体的な調査研究は，以下のとおり。
（ａ）シーボルト（父子）関係資料の復元的調査研究（詳細調査）
　　１）ブロムホフ・フィッセル・シーボルト（父の一回目の来日時のもの）コレクションの総合的調査研究
　　　　＝19世紀前半の日本関連在外資料の「規準」資料たりうる
　　２） シーボルト（父）の二回目の来日時の収集資料および，子どもたち（アレクサンダー・ハインリッヒ）に

関わるコレクションの総合的調査研究（詳細調査）
　　　　＝19世紀後半の日本関連在外資料の「規準」資料たりうる
（ｂ） 海外に所在する（シーボルト父子関係史料以外の）日本関連資料の「共有資源」化に関する調査研究（概要

調査が中心だが，一部拠点を決めて詳細調査を行う）
　　１） ライデンを中心とする，具体的な資料（書籍・地図・絵画など）にそくした詳細調査・目録化とそれをふ

まえた研究
　　２） 北米・ヨーロッパにおける日本関連資料の概要調査とその目録化（いくつかの拠点を設定して詳細調査を

実施し，その目録も作成する）
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　調査研究は以下の７つのジャンルで，８チームに分かれて実施する。各チームの成果のとりまとめおよび毎年の
具体的な調査計画の策定については，以下のとおり総括チームを設ける。この総括チームから，代表と副代表が機
構の「日本関連在外資料調査研究委員会」のもとに置かれる「専門会議」に出席する。
【総括チーム】　日高　薫（2013年度まで久留島　浩）と各チームの代表９名および事務局

以上の研究を実施するために，次のような研究チームをたてることにした。
（ａ）①【ブロムホフ・フィッセルチーム】　代表：松井洋子（東京大学史料編纂所教授）
　　　　 　シーボルト父子コレクションの復元のための前提作業として，ブロムホフ・フィッセルのコレクション

についての詳細目録（日本語版，できれば英語版も）を作成する（ライデン国立民族学博物館などと機構
との間で協定を結ぶ必要がある）。【平成22～24年度】

　　　②【ミュンヘンチーム】　代表：日高　薫（国立歴史民俗博物館教授）
　　　　 　ミュンヘン五大陸博物館（旧称ミュンヘン国立民族学博物館）と共同で画像つき詳細目録を作成するこ

とを課題とする。この目録を作成するとともに，シーボルトの最後の「日本展示」を復元することで，あ
らためてシーボルト・コレクションの性格およびそれが表現しようとした「日本」とはどのようなものだっ
たのかについて，できれば「復元展示」（シーボルトが構想した日本展示）を実施したうえで，議論する
機会を持ちたい（同館と機構との間で協定を結ぶ必要がある）。【調査目録作成は平成22～26年度，展示は
終了後を予定】

　　　③【アレクサンダー・ハインリッヒチーム】　代表：宮坂正英（長崎純心大学教授）
　　　　 　ドイツ・シュルヒテルンのブランデンシュタイン家に収蔵されているシーボルトファミリーアーカイヴ

ズについて，とくにアレクサンダーおよびハインリッヒ関係資料のうち未撮影のものについてデジタル撮
影し，詳細目録を作成する。そのうえで，シーボルト（父）関係の未撮影資料があれば撮影する（協定が
必要である）。なお，ボーフム・ルール大学にもシーボルト関係資料が収蔵されており，ブランデンシュ
タイン家文書と関連づけることができれば，両者の資料的価値も高まり，研究資源の共有化が進むことに
なる。この点では，この資料をデジタル撮影した宮崎克則氏および同大学との協力も不可欠である。（所
蔵者・所蔵機関との十分な協議が不可欠である）【ブランデンシュタイン家の調査は平成22～25年度，ボー
フム大学は平成24，25年度】

（ｂ）④【ロシア・北欧チーム】　代表：近藤雅樹→佐々木史郎（国立民族学博物館教授）
　　　⑤【ライデンＡ（書籍）チーム 】　代表：鈴木　淳（国文学研究資料館教授）
　　　　【ライデンＢ（地図・絵画など）チーム】　代表：青山宏夫（国立歴史民俗博物館教授）
　　　　 　ライデン大学・ライデン国立民族学博物館などオランダにおける日本コレクションのうちのまとまった

資料群について，画像つきの詳細な目録を作成する（日本関連書籍，地図，死絵などが具体的な候補とし
てあがっている（上記①のような協定を結ぶ必要がある）【平成22～25年度】。

　　　⑥【イェールチーム】　代表：近藤成一（東京大学史料編纂所教授）
　　　⑦【海外所在調査（概要調査）チーム】　代表：大久保純一（国立歴史民俗博物館教授）
　　　　 　現地の研究者・学芸員の助力を得ることができ，所蔵機関の了解が得られること（協定を結ぶこと）が

前提ではあるが，北米・イギリス・フランス・スイス・ドイツにおける日本コレクションの基礎的所在情
報を収集したうえで，何か所かの概要調査を実施し，概要目録を作成する。これについては，２年目に獲
得目標を厳選する。

　　　　※ 北米では，モース・コレクションの現状調査を平成22～24年度に行い，今後の計画をたてるほか，アメ
リカではオークランド博物館【～平成27年度】，カナダでは文明博・ロイヤルオンタリオ博【～平成24
年度】，イギリスではウエールズ国立博物館【～平成25年度】で博物館調査をおこなう。

　　　⑧【異文化交流・情報共有化推進チーム】　代表：安達文夫（国立歴史民俗博物館教授）
　　　　 　調査地をとくに限定しないが，異文化間の交流という観点から在外日本関連資料の持つ意味を検討する

こと，および今回の研究の目玉でもある「情報共有方法」について検討することも不可欠なので，別途，
チームを設ける。予算は，情報共有化のためのものを計上するが，メンバーが調査地を選択してそれぞれ
のチームの調査に参加するときの旅費は，それぞれのチームが負担することを原則とする。

　　　　※ロシア・北欧チーム，ライデンＡ（書籍）チーム，イェールチームに関する記述は省略する。

２．６年間の研究目的

（ａ）シーボルト（父子）関係資料の復元的調査研究
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　　１）ブロムホフ・フィッセル・シーボルト（父の一回目の来日時のもの）コレクションの総合的調査研究
　　　① 現在の所在が分散しているブロムホフ・フィッセル・シーボルト（父の一回目の来日時のもの）コレクショ

ンに関する「総合的な目録」を作成すること。
　　　② シーボルト・コレクションの自然史関係資料群と人文文化関係史料群との相互活用を進めること（調査・

研究・公開のうえで，自然史系研究者と人文系研究者とが相互交流，共同すること）。
　　２） シーボルト（父）の二回目の来日時の収集資料および，子どもたち（アレクサンダー・ハインリッヒ）に

関わるコレクションの総合的調査研究
　　　① シーボルト（父）が二度目の来日（1859～1862）で収集したと考えられるコレクションの総合目録を作成

すること
　　　② シーボルトの二人の息子（アレクサンダーとハインリッヒ）自身が収集した日本関連資料，彼らが残した

書簡・記録類，および彼らが収集に関わった日本関連コレクションについての所在とその概要を把握する
こと

（ｂ）海外に所在する（シーボルト父子関係史料以外の）日本関連資料の「共有資源」化に関する調査研究
　　 　この６年間は，おそらく「概要調査」にとどまるものと思われるが，第一に，いくつかの資料所蔵機関（博

物館・大学）で，まとまった「もの資料」を中心に，いくつかのデジタル画像つき詳細目録を作成することで，
「もの資料」にそくした具体的な研究を進めるとともに，今後の調査研究上の課題を明確にしたい。具体的には，
ライデンに伝来するブロムホフ・フィッセル・シーボルト収集の書籍や地図などを中心にしながら，少なくとも，
海外の収蔵機関でどのような調査を行い，どのように記録し，目録化するかについてのモデルをつくることに
したい。同時に，資料収蔵機関・収蔵者および海外の日本研究者にとっても「共用」できるようにしたい。

３．今年度の研究目的（課題）（本館チーム以外の研究テーマは省略した）
【総括チームおよび事務局（本館に設置）】
・国際シンポジウムの開催
・本プロジェクトの成果をまとめた報告書の刊行
・第３期事業に向けた新規海外調査事業実現のための調整，準備
【国立歴史民俗博物館が統括する各チーム】
・ミュンヘン五大陸博物館，ベルリン図書館等，シーボルト関連資料の海外調査による成果の公開
・シーボルト・コレクションおよびそれに関連する各種史料の翻刻・翻訳・刊行化
・近代に収集されたその他の日本関連在外資料（シーボルト以外）調査による成果の公開
・日本関連在外資料の研究成果公開のためのDBおよびホームページの作成

４．今年度の研究経過（ロシア・北欧チーム，ライデンＡ（書籍）チーム，イェールチームの活動は省略）
【総括チームおよび事務局】
・海外資料調査関係
　① ミュンヘン五大陸博物館における資料調査とそのデータベース化，ならびにシーボルト・コレクション目録の

翻刻・翻訳は，同館スタッフとの深い信頼関係をもとに，収蔵庫内の資料所在確認，大型資料の撮影等，困難
をともなう作業ではあったが順調に進行した。当初の目的通りコレクション全点の悉皆調査を敢行できたのは，
極めて意義深い。また，ミュンヘン五大陸博物館との協定のもと，すべての資料の画像付データベースの一般
公開が可能となることにより，今後，本コレクションの活用や新たな価値の付与，研究について，グローバル
規模での展開が期待される。

　② シーボルト・コレクションを担当するミュンヘン五大陸博物館学芸員ブルーノ・J・リヒツフェルト氏を，歴
博の外国人研究員として12月17日～３月17日まで招聘した。この間，本年７月開催予定のシーボルト展の展示
プロジェクト会議に出席して打合せを行ったほか，上記報告書『五大陸博物館所蔵シーボルト・コレクション
関係史料集成』の執筆および編集への協力を得るなど，当事業の推進へ向け，多大な貢献を果たしていただいた。

・国際的連携・協力の推進状況
　 　「成果の共有および公開」を可能とするために，総括班では海外の日本コレクション所蔵機関・所蔵者と機構

の間の調査・研究協力協定（覚書）の締結を進めている。すでにドイツ・ミュンヘン五大陸博物館・ロシア・ピョー
トル大帝人類学民族学博物館（クンスト・カーメラ，国立民族学博物館との間で調印），ドイツ・ブランデンシュ
タイン家，ボーフム・ルール大学，イギリス・ウエールズ国立博物館，バチカン図書館，オランダ・ライデン国
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立民族学博物館が機構と間で協定を締結したほか，国立歴史民俗博物館は，ベルリンのドイツ歴史博物館との間
で研究協力協定を締結済みである。

・国内外の研究者の育成状況
　 　2015年６月25日にボーフム・ルール大学日本学科学生を対象とした第６回ボーフム・ルール大学ボーフム古文

書解読ワークショップ「シーボルトたちが見た江戸のニッポン Ⅱ 」（６）を開催。

・国際シンポジウム
　① 2015年９月30日開催予定のJSPSシンポジウム「History of Japanese－German Joint Scientific Endeavors」

（German JSPS Clubと歴博の共催，於歴博）開会の辞：久留島浩，報告：日高薫「Siebold Collection Studies 
by the National Museum of Japanese History」

　② 2016年１月30日に人間文化研究機構第27回公開シンポジウム「没後150周年　シーボルトが紹介した日本文化」
（人間文化研究機構主催，於ヤクルトホール）を開催した。第２期の総括と第３期に向けての展望にあわせて，
シーボルトチームの成果発表としての研究報告と企画展示開催に向けての紹介をおこなった。報告者：日高薫，
ヨーゼフ・クライナー，大場秀章，松井洋子

・成果物発信事業
　① ミュンヘン国立民族学博物館所蔵（現，五大陸博物館。以下現在名称で表記）のシーボルト・コレクション全

点の画像付詳細目録のデータベースを完成し，歴博HP上の「データベースれきはく」に「シーボルト父子関
係資料データベース」として公開した。

　② シーボルト関係地図詳細目録を収録した報告書『オランダ・ドイツに所在するシーボルト関係地図資料─ライ
デン・ミュンヘン・ブランデンシュタイン城を中心に─』を2016年３月に刊行した。

　③ シーボルト関係文献資料（一部「もの」資料を含む）の画像つき横断的データベースを作成し（ボーフム大学
所蔵資料とブランデンシュタイン氏所蔵資料とのデジタル目録上での接合），研究者間で利用できる環境を整
備した。

　④ 『ライデン国立民族学博物館蔵　ブロムホフ蒐集目録 ──ブロムホフの見せたかった日本』を臨川書店より
2016年３月に刊行した。

　⑤ 「死絵」についての図録『ライデン国立民族学博物館・国立歴史民俗博物館所蔵 死絵』を2016年３月に刊行
した。

　⑥ ピーボディー・エセックス博物館所蔵のモース・コレクションのデータベースを完成した。
　⑦ クンスト・カーメラ所蔵のシーボルト・フィッセル関係資料の画像付き目録『Уникальные памятники тр

адиционной культуры Японии: коллекция И. Ф. ван Овермеера Фишера и Ф. Ф. 
фон Зибольда в Музее антропологии и этнографии им. Петра Великого　（К
унсткамеры）Российской академии наук』（英語名はJapanese Ethnographic Masterpieces: 
Collection by J. F. van Overmeer Fisscher and Ph. F. von Siebold in Peter the Great Museum of 
Anthropology and Ethnography（Kunstkamera）Russian Academy of Sciences）を2016年３月に刊行した。

　⑧ 2013年度年度までの調査で入手した他の北欧諸国（エストニア，フィンランド，デンマーク）の各国立博物館
が所有する日本関連の民具類の情報は，アクセスとエクセルによるデータベースの整理が終了しており，英語
に翻訳して，所蔵元の各博物館と共用できる形にした。

　⑨ ミュンヘン五大陸博物館所蔵シーボルト・コレクション目録を中心とする同博物館所蔵シーボルト・コレクショ
ン関連資料の翻刻・翻訳，およびシーボルト関連アムステルダム産業振興協会展覧会目録の蘭和翻訳を収録し
た文献史料集成『五大陸博物館所蔵シーボルト・コレクション関係史料集成』を2016年３月に刊行した。

　⑩ イェール大学バイネキ稀覯本・手稿図書館の所蔵する日本関連資料のうちJapanese MSSに分類されているも
のについて，作成した調書と関連する論考による報告書『イェール大学所蔵 日本関連資料 研究と目録』を勉
誠出版から2016年３月に刊行した。

　⑪ 本プロジェクトの成果をまとめてイェールチームが出版した図録Treasures from Japan in the Yale University 
Library（2015年１月　Daniel V. Botsman， Edward Kamens， 近藤成一， 中村治子編）が，2016年にアメリカ
図書館協会（ALA）傘下，大学・研究図書館協会（ACRL）の貴重書・手稿部会（Rare Books and 
Manuscripts Section：RBMS）において Katharine Kyes Leab and Daniel J. Leab“American Book Prices 
Current” 展示賞（Leab展示賞）を受賞した。
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　⑫ 本プロジェクトの活動内容は，平成23年度までニューズレターによって情報発信してきたが，平成24年度には
総括班が活動内容をまとめ日本語版HPを完成した。さらに平成26年度には英語版HPも公開した（以下リンク
先を参照されたい）。

　　http://www.rekihaku.ac.jp/education_research/research/list/joint/2010/siebold/index－j.html
　　 本HPでは，平成26年度に刊行したボーフム・ルール大学でのシンポジウム報告書『シーボルトが紹介したかっ

た日本─欧米における日本関連コレクションを使った日本研究・日本展示を進めるために─』掲載の全論文を
バイリンガルで公開しており，ウェブ・ジャーナルとしての国際的情報発信にも対応している（以下リンク先
を参照されたい）。

　　http://www.rekihaku.ac.jp/education_research/research/list/joint/2010/siebold/jp/oc/oc20150331.htm

・次期中期計画に向けた海外日本関連資料の概要（ボーリング）調査
　① 2015年11月に，ウィーン世界博物館，オーストリア応用芸術博物館，ジュネーヴ市立版画キャビネット，ジュ

ネーヴ市立アリアナ美術館，ルツェルン大学において，次期プロジェクト実施に向けた先方機関との打合せを
含めた調査を行った（日高・大久保・澤田・櫻庭）。

　② 2016年２月20日～28日に，イギリス，ウエールズ国立博物館における日本展示開催のための準備会議に参加し，
連携事業を推進するための打合せを兼ねた調査をウエールズ国立博物館とマンチェスター・アート・ギャラ
リー，ヴィクトリア＆アルバート美術館，大英博物館において行った（三木・澤田）

【ブロムホフ・フィッセルチーム】
・海外資料調査
　　計画終了のため，特になし。
・成果発信事業
　① ブロムホフ自筆の目録（871項目）を翻刻し，翻訳する作業をすすめ，自筆目録のオランダ語翻刻と日本語翻

訳に，現物との照合の手掛かりとなる原所蔵番号を付したものを，英語・日本語の品名リスト及び解説論文を
付してまとめた書籍『ライデン国立民族学博物館蔵　ブロムホフ蒐集目録 ──ブロムホフの見せたかった日
本』を臨川書店より2016年３月に刊行した。

　② 人間文化研究機構第27回公開シンポジウム「没後150周年　シーボルトが紹介した日本文化」（ヤクルトホール
　2016年１月30日）において，松井が「近世日本を語った異国人たち：シーボルトの位置」を報告した。

【ミュンヘンチーム】
・海外資料調査
　 　2016年３月20日より３月26日まで，ミュンヘン五大陸博物館において平成28年７月に国立歴史民俗博物館で開

催予定の企画展示「よみがえれ！シーボルトの日本博物館」の図録に掲載するための資料写真の撮影および資料
調査の最終調整を行った（日高，澤田，勝田，櫻庭，平田）。

・国内研究会
　 　シーボルト展の展示プロジェクト会議を７月と１月におこなった（予算は歴博から支出）。その際，ミュンヘ

ン調査の成果報告をまとめたデータベースや報告書『五大陸博物館所蔵シーボルト・コレクション関係史料集成』
のとりまとめについて，メンバー間の情報共有を図った。

・成果発信事業
　① ミュンヘン五大陸博物館における資料調査とそのデータベース化は，収蔵庫内の資料所在確認，大型資料の撮

影等，困難をともなう作業ではあったが順調に進行した。当初の目的通りコレクション全点の悉皆調査を敢行
できたのは，極めて意義深い。すべての資料の画像を収録したミュンヘン五大陸博物館所蔵シーボルト・コレ
クションの画像付詳細目録のデータベースを完成し，2016年３月，歴博HP上の「データベースれきはく」に
公開した。

　② ミュンヘン五大陸博物館所蔵シーボルト・コレクション目録を中心とする同博物館所蔵シーボルト・コレクショ
ン関連資料の翻刻・翻訳，およびシーボルト関連アムステルダム産業振興協会展覧会目録の蘭和翻訳を収録し
た文献史料集成『五大陸博物館所蔵シーボルト・コレクション関係史料集成』を2016年３月に刊行した。
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【アレクサンダー・ハインリッヒチーム】
・海外資料調査
　　計画終了のため，特になし。
・成果発信事業（データベース，その他）
画像付きデータベースの作成と公開
①ブランデンシュタイン家
　同家所蔵のシーボルト関係文書の主要部分は平成３年に長崎市教育委員会の手でマイクロフィルム撮影が行われ
ているため，本プロジェクトにおいては，まず，許可を得て全マイクロフィルムのデジタル化を行った。さらに，
このマイクロフィルをもとに作成された『ブランデンシュタイン所蔵シーボルト関係文書マイクロフィルム目録』
と，最初に行われた整理の際にシュテファン・マンゴス氏が作成した資料目録を照合してデジタル化し，画像付き
デジタル目録を作成した（FileMaker版）。この目録情報は「データベースれきはく」から「シーボルト父子関係
資料データベース」として2016年３月に公開し，公開機関に出向いての閲覧として公開が了承されている画像付き
の目録情報は，国立歴史民俗博物館の来館利用として2016年３月に公開した。なお，最初に作成されたマンゴス目
録から誤読，誤記が多数見つかり，さらには和文文書の詳細な記述が不足しているため目録の大幅な訂正が必要と
なった。そのためドイツ・シーボルト協会理事長のウド・バイライス氏を中心としたチームが，原資料の再確認と
マンゴス目録の訂正を行い，この結果を踏まえ現在マイクロフィルムと結合されている目録を訂正，加筆した。
アレクサンダー，ハインリッヒ関係資料については，対象資料が初出であり膨大なため，解読しながら同時並行的
に簡易目録を作成した。画像との結合は簡易目録の完成後次期のプロジェクトでおこなうこととした。
② ベルリン国立図書館
　撮影された資料のほとんどが書簡であるため，発信者，受信者，制作年代等のごく基本的なリストの作成を行っ
ているが，解読に時間を要するため，次期のプロジェクトで継続しておこなうこととした。
③ボーフム・ルール大学
　当該資料に関しては，すでに宮崎克則氏による対象資料の画像付目録が作成されているが，３機関に分蔵される
文献資料の横断検索を可能とするため，本プロジェクトにおいては，宮崎氏作成のデータベースと，ブランデンシュ
タイン家所蔵の文書のデータベースとを同フォーマットで作成して統合し，目録情報は「データベースれきはく」
から「シーボルト父子関係資料データベース」として2016年３月に公開し，画像付きの目録情報は，国立歴史民俗
博物館の来館利用として2016年３月に公開した。

【ライデンＢ（絵図・絵画など）チーム】
・海外資料調査
　　計画終了のため，特になし。
・成果発信事業（データベース，その他）
① 地図については，ライデン大学およびライデン国立民族学博物館に所在する当該資料の目録を作成し，これとあ

わせてミュンヘン五大陸博物館及びブランデンシュタイン＝ツェッペリン家が所蔵する地図の目録，並びにそれ
らとの比較検討からなる成果報告書『オランダ・ドイツに所在するシーボルト関係地図資料─ライデン・ミュン
ヘン・ブランデンシュタイン城を中心に─』を2016年３月に刊行した。また，ミュンヘンチームと連携して実施
したミュンヘン五大陸博物館所蔵のシーボルト関係地図資料の悉皆調査の成果に基づき，ミュンヘン五大陸博物
館シーボルト・コレクションの画像付詳細目録のデータベースを完成し，2016年３月，歴博HP上の「データベー
スれきはく」に公開した。なお，その成果等について，平成28年７月に国立歴史民俗博物館で開催予定の企画展
示「よみがえれ！シーボルトの日本博物館」で公表するために準備を進めた。このほか，以下の成果公表を行っ
た。

　　 青山宏夫「ドイツにおける日本研究と日本」国立歴史民俗博物館『ドイツと日本をつなぐもの─日独修好150
年の歴史─』国立歴史民俗博物館，2015年７月，pp.101－104

　　 三河雅弘・青山宏夫「ライデンとミュンヘンのシーボルト関係地図資料」第242回歴史理地理学会例会，2016
年２月27日

　② 死絵については，現地調査の結果，日本国内で所在が確認されていない死絵が32点あり，そのほか日本にある
死絵の異版や下絵なども同館に所蔵されていることが判明するなど大きな成果があり，これらの資料のデジタ
ル写真撮影を完了した。そのほか国内では余り類例をみない四代目中村歌右衛門の追善の発句をあつめた追善
草紙２冊本も確認している。ライデン国立民族学博物館所蔵の死絵資料に，歴博が2010年に刊行した資料図録
『死絵』以降に収蔵した死絵資料をあわせて，図録『ライデン国立民族学博物館・国立歴史民俗博物館所蔵 
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死絵』を2016年３月に刊行した。

【海外所在調査（概要調査）チーム】
・海外資料調査
　　計画終了のため，特になし。
・成果発信事業（データベース，その他）
　① モース・コレクションのうち希少性に富む「写真ガラス原板」約1，000点の複写を完了。またモース自身が日

本滞在中に描いた「スケッチ原画」約1，000点についてもその複写を完了させ，モノクロ画像・一部カラー画
像付きデータベースを完成した。

　② ウエールズでは，日本資料を有するウエールズ国立博物館，ウエールズ全土の主な城や邸宅の資料管理とその
公開を行うナショナル・トラスト財団や，大学付属美術館との連携ができ，ウエールズ国内全域での資料調査
をおこなった。各館の学芸員や資料担当者と共同で調査を実施し，全ての撮影を終えデータベースを完成した。

【異文化交流・情報共有化推進チーム】
・成果発信事業
　① ミュンヘン五大陸博物館所蔵の「もの資料」，およびブランデンシュタイン家文書マイクロ目録とボーフム・

ルール大学シーボルト関連資料コレクション目録の合計約7，300点の文献資料を対象としたデータベースにつ
いて，Webからの公開が了承されたもの資料の目録情報と資料画像，および文献資料の目録情報を対象に，
「データベースれきはく」から「シーボルト父子関係資料データベース」として2016年３月に公開した。公開
機関に出向いての閲覧として公開が了承されている文献資料の画像付きの情報は，FileMakerによるデータ
ベース，並びに国立歴史民俗博物館の来館利用として2016年３月に公開した。

　② さらに，Webで公開する対象を，人間文化研究機構の研究資源共有化統合検索システムからも検索するため
の整備をおこなった。

５．研究組織（◎は代表者，○は各研究チーム代表）
◎日高　　薫　本館研究部・教授　　　　　　　　　　○久留島　浩　本館・館長
○青山　宏夫　本館研究部・教授　　　　　　　　　　○大久保純一　本館研究部・教授
○安達　文夫　本館研究部・教授　　　　　　　　　　○松井　洋子　東京大学史料編纂所・教授
○宮坂　正英　長崎純心大学人文学部・教授　　　　　○鈴木　　淳　国文学研究資料館・名誉教授★
○近藤　成一　東京大学史料編纂所・教授★　　　　　○佐々木史郎　国立民族学博物館・教授★
　齋藤　　努　本館研究部・教授　　　　　　　　　　　澤田　和人　本館研究部・准教授
　青木　隆浩　本館研究部・准教授　　　　　　　　　　山田　慎也　本館研究部・准教授
　保谷　　徹　東京大学史料編纂所・教授　　　　　　　笹原　亮二　国立民族学博物館・教授
　宮崎　克則　西南学院大学国際文化学部・教授　　　　鳴海　邦匡　甲南大学・教授
　大場　秀章　東京大学総合研究博物館・名誉教授　　　田賀井篤平　東京大学総合研究博物館・名誉教授
　山田　仁史　東北大学文学研究科・准教授　　　　　　角南聡一郎　元興寺文化財研究所・主任研究員
　小林　淳一　江戸東京博物館・副館長　　　　　　　　小山　周子　江戸東京博物館・学芸員
　原田　博二　長崎純心大学・非常勤講師　　　　　　　原田　　泰　公立はこだて未来大学・教授
　三河　雅弘　國学院大学・兼任講師　　　　　　　　　加藤　征治　早稲田大学・非常勤講師
　三木　美裕　本館研究部・客員教授　　　　　　　　　櫻庭　美咲　本館研究部・機関研究員
　勝田　　徹　本館管理部・専門員　　　　　　　　　　平田　由紀　学術経験者
　ヨーゼフ・クライナー　法政大学・教授
　ブルーノ・リヒツフェルト　　ミュンヘン五大陸博物館・学芸員
　マティ・フォラー　　　　　　ライデン国立民族学博物館・学芸員
　ハンス・トムセン　　　　　　チューリッヒ大学・教授
　ティモシー・クラーク　　　　大英博物館・学芸員
　レジーネ・マティアス　　　　ボーフム・ルール大学・名誉教授
　スヴェン・オスターカンプ　　ボーフム・ルール大学・教授
　フレデリックス・クレインス　国際日本文化研究センター・教授
　フォラー＝沼田　邦子　　　　シーボルトハウス・コーディネーター
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　※本館メンバー以外（★チーム）の共同研究員は省略した

Ｂ　「近現代における日本人移民とその環境に関する在外資料の調査と研究」
　　2010～2015年度
　　（研究代表者　劉　建輝）
　　「南北アメリカの移民関係資料ならびに移民社会に関する研究」
　　2010～2015年度
　　（研究代表者　原山浩介）

１．目　的

　本研究では，北米・ハワイ，ならびにスペイン語圏のラテンアメリカに存在する日系移民関係資料をめぐり，資
料状況ならびに資料を保有する諸機関・コミュニティ・個人の現状を調査する。その際，単なる資料調査に終わら
ず，資料を支えている日系人コミュニティの現状等にも焦点を当て，地域調査との連動を図るものとする。
　本調査は，資料調査と地域調査を連動させて実施することに特徴がある。これは，次の二つの理由による。
　第一に，一般に近現代史資料の保存は，それらが映し出す歴史に対する人びとの関心に支えられる形で成立して
おり，関心の希薄化は資料の廃棄や散逸につながる。日系移民関係資料についても同様で，とりわけ移民第一世代
の高齢化は，資料保存の危機を招来する。本研究では，資料状況とともに，資料の保存を支えるバックグラウンド
の調査を並行して実施する。
　第二に，移民関係資料に関わるバックデータは，もちろん博物館等で整理されているケースもあるが，多くの場
合，資料を維持する個人や地域社会，日系人団体などで共有されている口頭伝承に依拠せざるを得ない。したがっ
て，資料調査と地域調査を連動させることで，資料の持つ意味を十全に把握する必要があると考えられる。
　以上の点から，本調査を，資料─地域の双方を視野に収める形で進めていき，資料とそれを取り巻く周辺状況を
トータルに把握することを目指すこととする。

２．今年度の研究目的・計画

　本年度は事業の最終年度に当たるため，シアトル・ハワイの日本人移民／日系人に関わる写真のデータベース公
開のための最終作業を行う。
　具体的には，歴博のサーバーを利用する形で，データベース公開のためのサーバレベルの作業を行う。これは，
データベースを公開するための入れ物を作る作業であり，データベースの種類が増えるたびに，一定の経費をかけ
て行う必要があるものである。
　なお，これとは別に，データベースに掲載するデータそのものの加工を，経費を抑制するために補助業務（アル
バイト）に依頼する形で実施する。さらに，ハワイのデータについては，地理的な知識が豊富な研究者にサポート
をお願いすることとし，打合せを一回行う。
　また，ハワイ・ビショップミュージアムにおいて選定済みの，日本人移民／日系人に関わる写真につき，未スキャ
ン分のスキャンを行う。
　シアトルの諸機関とは，データベース公開のための覚書の締結が必要である。これについてはデータベース公開
に関わる技術的な点（データサイズ，項目設定の方法など）を明確にしつつ，文面の調整を行い，覚書を締結する。
なお，先方との交渉・締結にあたっては，アメリカ・サンフランシスコ在住の共同研究員（三木氏）に，具体的な
やりとりを依頼する予定である。
　以上を通じて，データベースを完成させ，前年度の出版と併せて，本事業の成果の公開を完了させたい。

３．今年度の研究経過

　データベースの整備に向けて，データ整理，データベース立ち上げを行った。また同時に，シアトルの産業歴史
博物館およびウィングルーク・ミュージアムとの間で，二度にわたる覚書締結のための打合せを行った。このほか，
ハワイのビショップ・ミュージアムおよびシアトルのワシントン大学図書館との間でも，データベースに関わる打
合せを行った。
　また，本チームの代表である原山が，関連機関である総合研究大学院大学の派遣事業で，９月25日～２月19日に
かけて，ハワイ大学に滞在したため，この間に，ハワイを中心に，自らの調査と連動させる形で，資料状況の調査
を行った。
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　なお，メキシコの調査先については，資料所蔵者の事情，ならびに本事業への中間評価における指摘を踏まえ，
本研究期間における調査完了を断念した。そのなかで

４．今年度の研究成果

　シアトルの産業歴史博物館およびウィングルーク・ミュージアムとの間で覚書に調印し，それぞれの博物館が所
蔵する資料のうち，日本人移民・日系人に関するものについて，資料写真をwebデータベースで公開した。これは，
撮影対象とした資料写真の一部である。資料の中には，個人情報が多く含まれる手紙などの写真，資料データ面で
疑問の残るものなどがあることによる。こうした諸問題は，近現代史に関わる資料においては一般的なものでもあ
り，公開の可否についての判断をめぐって中・長期的なスパンで検討を繰り返すことが必要なものも残っている。
　このほか，ワシントン大学図書館とビショップ・ミュージアムの資料写真については，オフラインのデータベー
スを完成させている。ワシントン大学図書館については，今後の展示などで活用しつつ，これに併せてweb公開の
可否を再度検討することになる。またビショップ・ミュージアムについては，先方の内部事情から，当面はオフラ
インでの運用を行う。
　本年度は最終年度にあたり，本経費を用いた新たな資料調査は実施し得なかった。そのため，チーム代表の海外
派遣期間に，ハワイを中心に，資料状況について調査・検討を行った。そのなかで浮上したのは，そもそも「移民
関係資料」をどう定義するのか，という問題であった。
　というのは，それぞれの地域の，いわば「当事者」に当たる日系人やその子孫，あるいはその周囲の人びとにとっ
て関心の高いテーマ，戦時を例に取れば，戦時強制収容や442部隊などに関わる資料については注目が集まりやすく，
現地でも，そして日本でも「移民関係資料」と呼ぶことが自然である。しかし，例えば農業・商業・労働など，当
時の生活模様を明らかにするために重要な資料で，時として他のエスニックグループの情報が区別されずに記載さ
れている文書などは，現地でも日本でもあまり注目されず，とりわけ公文書についてはこれまで調査が行われた形
跡がないものも多く存在している。
　こうした点を踏まえたとき，「移民関係資料」という分類そのものが，「当事者」や研究者の関心に沿ってピック
アップされたものでしかないこと，そしてとりわけ研究の動向や分析の今日的な必要性を踏まえながら，対象とす
る資料の範囲と扱い方についての再検討が要請される時期に来ているといえる。
　本チームの事業においては，研究面では2014年度に刊行した『アメリカ・ハワイ日系社会の歴史と言語文化』に
一定程度集約し，資料調査の成果についてはデータベースとしてまとめる形を取った。書籍刊行時と事業期間終了
時に浮上したこうした課題群に加え，データベース作成のための整理作業を通じて，現地の博物館における日系人・
日本関係資料への関心の持ち方の特徴が浮き彫りになったといえる。こうしたことは，今後の研究や博物館活動の
基盤となると考えている。

５．研究組織（◎は研究代表者）
　秋山かおり　　　　　　　　　　　　崎山　政毅　立命館大学
　中田　英樹　学識経験者
◎原山　浩介　本館研究部・准教授　　三木　美裕　本館研究部・客員教授
　山田　慎也　本館研究部・准教授

（21）機関拠点型基幹研究プロジェクト
　　「総合資料学の構築のための方法論的分析」2015年度
　　（研究代表者　青山宏夫）

１．目　的

　本研究の最終的な目的は，総合資料学の構築にある。総合資料学とは，既存の学問の枠を超えた資料学の方法の
構築である。元来，資料に関する目録情報は，ある研究の目的に即したものになっている。そのため，情報を発見
し，研究する際には，目録の性質に強く依存し，結果的に資料目録・資料情報が，ある資料に対する研究の分野を
しぼることになってしまう。総合資料学では，そのような分野・目録への依存を超えたあらたな資料情報の抽出を
はかり，それによりあらたな異分野協業・文理融合の研究モデルをつくるものである。また，資料情報の総合化は
資料認識の異なりを可視化する。その資料認識の相違を相互認識することで異分野研究の可能性を引き出すのであ
る。そして，資料情報の認識をよりメタな段階に引き上げ，メタレベルで情報をつなぐことで情報発見を助ける。
それにより総合的な歴史像の再構築を目指す。



64

　具体的には，まず情報技術を応用し，文字資料・画像資料・地図資料・考古資料・民俗資料・自然史資料・科学
史資料・技術史資料などの目録記述を通じた方法論の可視化を行う。資料に対し多角的な情報をデータベースの中
で同時に表示できることを可能とすることで，それぞれの方法論の特性を見出す。
　たとえば，古文書であれば，テキストそのものが持つ意味情報はもちろんのこと，書儀から見る文書の社会的位
置，文体から見る・文字そのものを見る（日本語史），墨・紙の製法から技術史や経済史を読み，その材料から当
時の自然環境などを探ることが可能となる。このうち，たとえば書儀から見た，社会階層・集団Aが使っていたこ
とを，よりメタな情報として入れ，そのメタな情報を経由して，社会集団Aが用いた土器類などの物品につなぐし
くみをコンピュータ上で作成することで，当時の歴史像をより豊かにすることが可能となる。また，これらの情報
を空間的に配置するGISの手法をいれることにより，地域・社会・環境といった像を可視化する手法を提案する。
　さらに，土器の内外面の付着物から，当時の生業や食生活・資源利用・自然環境への人為的な関与を分析，また，
紙のもつ情報から材料として用いられた植物や自然環境，それらの変化を分析するなど，複数の研究分野の異なる
資料，異なる方法論をさらに広い分野で相互に活用可能とするなど，総合化して「つなげる」ことでより高度な研
究を目指す。

２．今年度の研究計画

　平成27年度は，総合資料学構築のための基礎的な準備の開始と情報基盤構築を目指す。現在のデジタル化の動向
などに目を配りつつ，具体的な研究手法を検討する。さらに，複数の目録を可視化し，表現するためのLinked 
Dataのしくみを導入したシステム構築の検討を行う。そのための実験的な資料の選定を行い，目録の状況を検討，
方法論構築のための，学際的なワークショップの検討を行った。

３．今年度の研究経過

　平成27年度は２回の研究会と１回のシンポジウムを開催した。第１回目は，総合資料学の狙いについて，全体で
討論を行うことを第一にした。次に，主に人文情報学に関わる先行した事例について紹介をいただき，どのような
文脈での情報基盤の構築が可能なのかなどの討論を行った。第２回目は，研究者が，どのような視点で資料目録を
作成しているのかについて，３例の報告を得た。一つ目は自然科学研究が人文学と接点をもった研究を集中的に，
二つ目は，歴史考古学の観点からのニーズに即した資料目録の事例を，三つ目は歴博が所蔵する資料を実際に目録
化した際の状況について説明を行った。
　これらの研究会の成果をもとに，情報のシーズの側からと，研究のニーズの側から相補的に知見を得た。
　研究会の成果を前提に，プロトタイプシステムを構築するための基礎材料とした。プロトタイプでは，比較的シ
ンプルな館蔵資料及び「歴民カード」のデータベースのみとしたが，Linked Dataを応用することで，研究会の要
素を取り入れることが可能かについての検討材料を得ることができた。

○研究会の開催
第１回研究会（2015年11月16日　於：フクラシア東京ステーション）
第２回研究会（2016年２月１日　於：国立歴史民俗博物館）
歴博公開シンポジウム「資料がつなぐ大学と博物館─「研究循環アクセスモデル」の構築にむけて」（2016年２月
27日　於：フクラシア東京ステーション）

○研究の進捗状況
　平成28年度以降の「総合資料学の創生」に向けた方法論の分析という点では，おおむね想定通りの進捗状況であ
る。総合資料学という学問を創生するための，情報基盤環境と，そのための研究について整理した。また，その成
果をシンポジウムという形式で発信し，各研究分野の第一人者より期待と課題を述べてもらうことを可能とした。
さらに最終的にはプロトタイプシステムを構築し，検証の段階に至っている。

４．今年度の研究成果

１）研究成果の概要
　予稿集・成果集を公開し，その中において９本の論考を収めた。また，プロトタイプのための研究報告も行い，
３本の報告を得た。それらをもとに，情報基盤環境のプロトタイプを構築し，３月にシステムの納入を行った。

２）著作物名，論文名
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論文など
2015年９月　"Construction of Linked Data for the Humanities: To Integrate Heterogeneous and Plural 
Humanities Databases"，Makoto GOTO， PNC 2015 Annual Conference and Joint Meetings
2015年12月　「人文社会系大規模データベースへのLinked Dataの適用─推論による知識処理─」後藤真，情報知
識学会誌 Vol.25 No.4 ，291－298

３）研究会・シンポジウム等
　第１回研究会（2015年11月16日　於：フクラシア東京ステーション）
　　発表
　　後藤真「総合資料学のためのデジタルネットワーク構築と今後の進め方」
　　関野樹「コンピュータによる時間情報の記述と活用」
　　研谷紀夫「文化資源の史料基盤整備とその課題～表象文化研究の立場から～」
　　山田太造「東京大学史料編纂所の編纂とその業務にともなうデータベース」
　第２回研究会（2016年２月１日　於：国立歴史民俗博物館）
　　発表
　　渋谷綾子「資料をどう見るか？考古科学の立場から」
　　村木二郎「考古資料のもつ情報」
　　小倉慈司「文書典籍類を対象とする目録編纂について─『高松宮家伝来禁裏本目録』を中心に」
　　 歴博公開シンポジウム「資料がつなぐ大学と博物館─「研究循環アクセスモデル」の構築にむけて」（2016年

２月27日　於：フクラシア東京ステーション）
　　概要
　　開会挨拶　久留島浩（国立歴史民俗博物館長）
　　趣旨説明　西谷　大（国立歴史民俗博物館）
　　報告１「総合資料学の射程と歴博情報基盤構築プロトタイプ」後藤　真（国立歴史民俗博物館）
　　報告２「 京都大学研究資源アーカイブにおける研究資料情報の共有」五島敏芳・戸田健太郎（京都大学総合博

物館）
　　報告３「学術資料をひらく，つなぐ」大向一輝（国立情報学研究所）
　　報告４「博物館資料を多角的に読む」青山宏夫（国立歴史民俗博物館）
　　報告５「道具の用途を探る：博物館資料の自然科学分析」渋谷綾子（国立歴史民俗博物館）
　　パネルディスカッション
　　　１　 「大学や博物館が所蔵する活きた資料」のデータ活用と新たな研究─地域・歴史・自然・博物館の立場

から─
　　　２　総合資料学の未来
　　　　 パネラー：奥村弘（神戸大学）・栄原永遠男（大阪歴史博物館）・園原謙（沖縄県立博物館・美術館）・山

家浩樹（東京大学史料編纂所）・齋藤 努（国立歴史民俗博物館）
　　　　司会：西谷大（国立歴史民俗博物館）
　　閉会挨拶　青山宏夫（国立歴史民俗博物館）

５．研究組織　（◎は研究代表者，○は研究副代表者）
　阿児　雄之　東京工業大学・特任講師
　伊藤　昭弘　佐賀大学・准教授
　宇陀　則彦　筑波大学・准教授
　大向　一輝　国立情報学研究所・准教授
　岡田　義弘　九州大学・教授
　奥村　　弘　神戸大学・教授
　五島　敏芳　京都大学総合博物館・講師
　﨑山　直樹　千葉大学・特任講師
　関野　　樹　総合地球環境学研究所・准教授
　研谷　紀夫　関西大学・准教授
　山田　太造　東京大学史料編纂所・助教
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　山家　浩樹　東京大学史料編纂所・教授
◎青山　宏夫　本館研究部・教授　　　　　　　　　荒木　和憲　本館研究部・准教授
　小倉　慈司　本館研究部・准教授　　　　　　　○後藤　　真　本館研究部・准教授
　齋藤　　努　本館研究部・教授　　　　　　　　　渋谷　綾子　本館研究部・特任助教
　鈴木　卓治　本館研究部・准教授　　　　　　　　高田　貫太　本館研究部・准教授
　西谷　　大　本館研究部・教授　　　　　　　　　松田　睦彦　本館研究部・准教授
　三上　喜孝　本館研究部・准教授　　　　　　　　村木　二郎　本館研究部・准教授




