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Ⅰ−１　共同研究

［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踏まえて設定されてきた。その特徴は，1981年に設置され
て以来，歴史学，考古学，民俗学及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置いてきた点にある。
　「共同研究」は，「人間文化研究機構基幹研究プロジェクト」，「基幹研究」，「基盤研究」及び「開発型共同研究」
の４つの柱から成り立っている。「人間文化研究機構基幹研究プロジェクト」は，人間文化の新たな価値体系の創
出に向けて，国内外の大学，研究機関や地域社会等と組織的に連携し，現代的諸課題の解明を目指して，人間文化
研究機構が設定したプロジェクトで，歴博が主体となって取り組む共同研究である。「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，「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。「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，今後に発展し得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。
　本年度の「共同研究」は，「人間文化研究機構基幹研究プロジェクト」５課題，「基幹研究」２課題５ブランチ，
「基盤研究」12課題，「開発型共同研究」１課題について進めた。以下，本年度新たにスタートした新規課題を中
心に説明をおこなう。
【人間文化研究機構基幹研究プロジェクト】　プロジェクトには「機関拠点型」，「広領域連携型」及び「ネットワー
ク型」がある。機関拠点型としては「総合資料学の創成と日本歴史文化に関する研究資源の共同利用基盤構築」，
広領域連携型としては「地域における歴史文化研究拠点の構築」，「古代の百科全書『延喜式』の多分野協働研究」，
ネットワーク型としては「ヨーロッパにおける19世紀日本関連在外調査研究・活用─日本文化発信にむけた国際連
携のモデル構築─」，「北米における日本関連在外資料調査研究・活用─言語生活史研究に基づいた近現代の在外資
料論の構築─」が開始された。
【基幹研究】　本年度から新たに全体課題「歴史文化資料に基づく日本中世社会像の再構築」が開始され，その下
で３つのブランチ『中世日本の地域社会における武家領主支配の研究』，『中世日本の国際交流における海上交通に
関する研究』及び『中世文書の様式と機能および国際比較と活用に関する研究』がスタートした。2015年度に開始
した全体課題「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
―」では１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～』がスタートした。
いずれも企画展示や総合展示リニューアルのための学術的基盤を高めることを狙いとした共同研究であり，歴博が
目指す博物館型研究統合の実践例である。
【基盤研究】　本年度は５本の新規基盤研究「近世近代転換期東アジア国際関係史の再検討─日本・中国・シャム
の相互比較から」，「日本列島社会の歴史とジェンダー」，「人骨出土例による縄文社会論の考古学・人類学・年代学
的再検討」，「建造物古材による木材科学的資料研究」及び「歴史・民俗研究の資源としての映像の制作・保存・共
有と歴博型プラットフォームの構築」が開始され，他に継続で進められた共同研究が７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」が最終年度を迎えた。
　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，研究の重点化
を図るために再配分して，効率的運用に努めた。
　なお，基幹研究，基盤研究においては，開かれた共同研究体制とすべく，共同研究員の公募を実施した。

共同研究担当　福岡万里子・工藤雄一郎

１ 共同研究
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平成28年度　国立歴史民俗博物館共同研究計画一覧
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年　　度

26 27 28 29 30

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11名）
Ｂ　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～（歴博 
准教授　三上喜孝　他21名）
（２）歴史文化資料に基づく日本中世社会像の再構築（歴博・歴史研究系　教授　小
島道裕　他）
Ａ　中世日本の地域社会における武家領主支配の研究（歴博・歴史研究系　准教授　
田中大喜　他18名）
Ｂ　中世日本の国際交流における海上交通に関する研究（歴博　准教授　荒木和憲　
他14名）
Ｃ　中世文書の様式と機能および国際比較と活用に関する研究（歴博・歴史研究系　
教授　小島道裕　他18名）

基
　
盤

　
研

　
究

（３）近世近代転換期東アジア国際関係史の再検討─日本・中国・シャムの相互比較
から（歴博・歴史研究系　准教授　福岡万里子　他７名）
（４）日本列島社会の歴史とジェンダー（歴博・歴史研究系　教授　横山百合子　他
22名）
（５）歴史にみる人と自然の関係史（千葉県立中央博物館分館・主幹　原　正利　他
20名）（館内担当　教授　西谷　大）
（６）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）
（７）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20名）
（８）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13名）
（９）「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　教授 
荒川章二　他14名）
（10）人骨出土例による縄文社会論の考古学・人類学・年代学的再検討（歴博・考古
研究系　教授　山田康弘　他10名）
（11）建造物古材による木材科学的資料研究（歴博・情報資料研究系　教授　坂本　
稔　他９名）
（12）歴史・民俗研究の資源としての映像の制作・保存・共有と歴博型プラットフォー
ムの構築（歴博・民俗研究系 准教授　内田順子　他13名）
（13）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　教授　大久保純一）
（14）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14名）（館内担当　教授　小島道裕）

開
発
型
共
同
研
究

（15）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）
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機
構
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究
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成
33
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ま
で
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（16）機関拠点型基幹研究プロ
ジェクト

総合資料学の創成と日本歴史文化に関する研究資源
の共同利用基盤構築（歴博・考古研究系　教授　西
谷　大 他38名）

（17）広領域連携型基幹研究プ
ロジェクト

日本列島における地域社会変貌・災害からの地域文
化の再構築（主導機関：国立歴史民俗博物館，国立
国語研究所）
地域における歴史文化研究拠点の構築（歴博・民俗
研究系教授　小池淳一　他21名）
異分野融合による総合書物学の構築（主導機関：国
文学研究資料館）
古代の百科全書『延喜式』の多分野協働研究（歴博・
歴史研究系　准教授　小倉慈司　他25名）

（18）ネットワーク型基幹研究
プロジェクト
日本関連在外資料調査研究・活
用

ヨーロッパにおける19世紀日本関連在外資料調査研
究・活用─日本文化発信にむけた国際連携のモデル
構築─（歴博・情報資料研究系　教授　日高　薫　
他31名）
北米における日本関連在外資料調査研究・活用─言
語生活史研究に基づいた近現代の在外資料論の構築
─（代表　国立国語研究所　朝日祥之）（歴博・歴
史研究系　准教授　原山浩介　他６名）

【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

　2008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古環境を復元した上で，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，2013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学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
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の研究統合を行い新領域を開拓する。
　研究組織も２ブランチ体制となったため，２つのブランチの調整を行う総括班をつくるとともに，国立歴史民俗
博物館特任助教の箱﨑真隆を総括・測定班に加えた。

３．今年度の研究経過

　①　調査
　全体計画は独自の予算を持たず，また科学研究費も不採択だったので，本年度はネットワーク型基幹研究プロジェ
クト「北東アジア」の予算を用いて，（財）東亜細亜文化財研究所や慶尚文化財研究所を訪れ，三国時代の木材の
サンプリングを行い，炭素14年代測定と酸素同位体比分析を行った。
　②　計画変更
　保年度から，松木武彦を研究代表とするＡブランチ「」と，三上喜孝を研究代表とする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２ブランチ体制がスタートした。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

　Ａ・Ｂ両ブランチの研究会発表内容や研究動向を記したニューズレターを３巻，刊行し，国立歴史民俗博物館の
ＨＰ（全面公開）と，ＦＢ（限定公開）で公開した。
http://www.rekihaku.ac.jp/research/list/joint/2015/pdf/genshi_pdf_01.pdf
http://www.rekihaku.ac.jp/research/list/joint/2015/pdf/genshi_pdf_02.pdf
http://www.rekihaku.ac.jp/research/list/joint/2015/pdf/genshi_pdf_03.pdf

５．研究組織（◎は研究代表者，○は研究副代表者）
　総括・測定班

　松木　武彦 本館研究部・教授（Ａブランチ代表） 日本考古学 戦争と社会統合
　三上　嘉孝 本館研究部・准教授（Ｂブランチ代表） 日本古代史
◎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
○坂本　　稔 本館研究部・教授 文化財科学 炭素14年代・年代論
　林部　　均 本館研究部・教授 日本古代史
　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
　箱﨑　真隆 本館研究部・特任助教 分析・地球科学 年輪年代・酸素同位体

Ａブランチ（先史班）
◎松木　武彦 本館研究部・教授 考古学　代表 研究総括
○坂本　　稔 本館研究部・教授 分析科学　副代表
　小林　青樹 奈良大学 考古学 東日本弥生時代社会復原
　重藤　輝行 佐賀大学 考古学 北部九州古墳時代社会復原
　鈴木　一有 浜松市教育委員会 考古学 古墳時代の武器と戦い
　中塚　　武 総合地球環境学研究所 地球化学 古気候復原
　深澤　芳樹 奈良国立文化財研究所 考古学 近畿地方弥生時代社会復原
　若狭　　徹 高崎市教育委員会 考古学 東日本古墳時代社会復原
　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
　高田　貫太 本館研究部 韓国・日本考古学 朝鮮半島社会との関係
　藤尾慎一郎 本館研究部 考古学 初期農耕社会復原
　箱﨑　真隆 本館研究部 年輪年代学 炭素14年代，酸素同位体比

Ｂブランチ（古代班）
◎三上　喜孝 本館研究部 日本古代史　代表 全体総括
○林部　　均 本館研究部 考古学　副代表
　青山　宏夫 本館研究部 歴史地理学 古代・中世の空間認識
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　内田　順子 本館研究部 民俗学 アイヌ・琉球との交流
　坂本　　稔 本館研究部 文化財科学 炭素14年代・年代論
　伊藤　武士 秋田市教育委員会 考古学 古代東北の城柵
　川尻　秋生 早稲田大学 日本古代史 古代地域社会
　小嶋　芳孝 金沢学院大学 考古学 北東アジアとの交流史
　坂井　秀弥 奈良大学 考古学 古代地域社会
　坂上　康俊 九州大学 日本古代史 古代地域社会
　杉原　敏之 福岡県 考古学 九州古代社会
　高梨　　修 奄美市博物館 考古学 奄美古代社会
　田中　史生 関東学院大学 日本古代史 南方世界との交流
　中塚　　武 総合地球環境学研究所 地球科学 地球科学　古気候復元
　永山　修一 ラサール学園 日本古代史 古代中世南島史
　菱田　哲郎 京都府立大学 考古学 古代地域社会
　蓑島　栄紀 北海道大学 日本古代史 北方世界との交流
　八木　光則 岩手大学 考古学 東北古代社会
　柳原　敏昭 東北大学 日本中世史 中世の北と南
　山縣耕太郞 上越教育大学 自然地理学 火山噴火分析
　吉野　　武 宮城県多賀城跡調査研究所 日本古代史 東北古代の城柵
　桒畑　光博 宮崎県都城市教育委員会 考古学 南九州の古代社会

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元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・創出したかを復元する。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～古墳時代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元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。この
作業結果に，戦争を中心として，墳墓造営・地域間交流・技術の革新などの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
元する。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．本年度の研究計画

　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元する。主とし
て集落遺跡の検討を主とした前年度から，本年度は新たに年代論の深化や歴史叙述概念の再検討などにも力を注ぐ。
具体的な研究項目（各役割分担の中心）としては，近畿弥生時代（深澤芳樹），北部九州古墳時代（重藤輝行），東
日本弥生時代（小林青樹），東日本弥生～古墳時代（若狭 徹），弥生時代の年代論と農耕（藤尾慎一郎），古墳時代
の年代論と戦争関係資料（武器・武具）の評価（鈴木一有），朝鮮半島の動向および日朝関係（高田貫太），中国の
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動向と東アジア的視点での一般化（上野祥史），高精度古気候復原および歴史事象との照合（中塚 武），年代軸の
検討（坂本 稔）とし，松木が総括する。

３．本年度の研究経過

　第１回研究会を，2016年５月14・15日に国立歴史民俗博物館で行った。まず深澤芳樹氏が「近畿地方南部におけ
る弥生時代後期への移行過程の検討」について，研究協力者として招いた石井智大氏（三重県埋蔵文化財センター）
とともに報告を行い，これに対して，年代測定の立場から坂本稔氏が，土器編年と年代論の見地から藤尾慎一郎氏
が，古気候復原の観点から中塚武氏が，それぞれコメントを付した。このことによって，今回の研究で集中的に検
討する近畿地方の弥生時代中期から後期への画期が，歴史的にどのような意味をもつのかについて具体的な認識が
共有された。次に松木武彦が「集落の変動と造墓活動─吉備南部を対象に─」と題して，古墳時代の吉備地域にお
ける人口変動プロセスの復元案を示し，それが造墓活動と密接に関連していることを述べ，古墳の築造は政治的な
要因に先立つ前提として，人口の増減や集中・拡散の過程と密接に関連させて考えるべきことを説いた。
　続いて第２回研究会を，2016年11月12日（日）に佐賀県教育委員会吉野ヶ里事務所で行い，協力を依頼した渋谷
格氏（佐賀県教育委員会）が「吉野ヶ里遺跡の再検討と周辺の弥生時代集落遺跡の動態」について報告した。これ
を受けて重藤輝行氏が，「佐賀平野の遺跡の動態─古墳時代以降を中心に」と題して報告を行った。このことにより，
第１回で実施した近畿地方や瀬戸内地方との比較対象として，佐賀平野の中心集落である吉野ケ里遺跡の推移を軸
に，北部九州の弥生～古墳時代の集落と社会とがどのような変遷をたどったのかが明確となった。また，研究協力
者として招聘した李亨源氏が，「韓国青銅器時代の集落等について」の報告を行い，江原道春川地域の事例を中心に，
弥生時代に併行する時期の朝鮮半島社会の様相とその変動プロセスを明らかにした。翌13日には，とくに北部九州
についての理解を深めるために，佐賀市東名遺跡・久保泉丸山支石墓・銚子塚古墳・肥前国庁・船塚古墳などを踏
査した。
　さらに第３回研究会を，2017年３月18日（土）・19日（日）に国立歴史民俗博物館で行い，中塚武氏が「高分解
能古気候データの延伸・高精度化から見えてくる弥生・古墳時代の研究の新たな課題」 として，中部日本における
年輪セルロース酸素同位体（１年単位の夏季降水量の指標）の時系列を弥生時代前期（紀元前2600年）まで延伸で
きたことを報告した。続いて高田貫太氏が「日朝関係史からみた「磐井の乱」」について報告し，考古学の所見に
加えて朝鮮半島の文献に記された気候・災害関係の記事を参照しつつ，戦乱などの政治的事象と環境との関係につ
いて考察を行った。藤尾慎一郎氏の「石器時代から初期鉄器時代への転換」は，本共同研究で目指す新たな歴史叙
述のため，従来の歴史叙述における概念的枠組そのものの再検討を行うという大きな目的で，「弥生文化」の実体
と概念としての有効性を点検する内容の報告を行った。最後に，本年度で雇用期間が満了となるRA（井上正望氏）
を雇用して行った作業（相模川流域の弥生～古墳時代集落データの集成と分析）について，井上氏と松木武彦が作
業内容と結果を報告した。

４．今年度の研究成果

（１）深澤芳樹氏の報告とそれに関する議論の結果，近畿地方の弥生時代中期～後期の移行が，さまざまな考古事
象の急速な変化を伴う画期であり，それを挟んで気候の変化が認められることが具体化に明示されることにより，
分析の最終的な対象と目標が定まった。
（２）松木がこれまでの自身の研究成果を踏まえて吉備地域における現在までに知りうる人口と集落の状況を述べ，
それを造墓活動（古墳築造）との関係を報告したことによって，古墳の築造を政治的な要因よりも先に人口も含む
社会経済的な要因で捉えるという，本研究での方法的主眼の一つとなりうる見解を提示できた。
（３）重藤氏の作業を踏まえて佐賀平野を巡検し，渋谷氏の報告に接することによって，北部九州の弥生～古墳時
代の人口と集落の動態を具体的に明示できる見込みが得られた。。
（４）弥生時代に併行する時期の朝鮮半島の様相を明らかにし，そのことによって日本列島との比較視点が得られ
るとともに，東アジアという広域の歴史世界の中での環境と日本列島社会の変化の関係について巨視的な分析視座
が共有できた。
（５）藤尾氏による「弥生文化」概念の再検討と新たな概念の提案は，環境と密接に関連するは生態的な要素もに
らんだものであり，最終年度で目指す新しい歴史叙述に一つの方向性を示した。
（６）中塚氏が，弥生時代前期（紀元前2600）以降の長期に及ぶ年輪セルロース酸素同位体の時系列を示したこと
により，古気候と歴史事象を照合するときの定点と方法がより明確に可視化された。
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Ⅰ−１　共同研究

５．研究組織（◎は研究代表者，○は研究副代表者）
　小林　青樹　奈良大学文学部・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
　深澤　芳樹　奈良文化財研究所・客員研究員
　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
〇坂本　　稔　本館研究部・教授
　高田　貫太　本館研究部・准教授
　箱㟢　真隆　本館研究部・特任助教
　藤尾慎一郎　本館研究部・教授
◎松木　武彦　本館研究部・教授

Ｂ　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～
　　2016～2018年度
　　（研究代表者　三上喜孝）

１．目　的

　本研究は，７～10世紀の日本列島の北と南の地域をフィールドに，文献史学，考古学のみならず，自然科学との
協業により，列島諸地域の交流の実態や，自然環境の変動の影響を念頭に置いた列島諸地域の形成の様相を明らか
にすることを目的とする。
　古代国家は７世紀後半以降，現在の東北地方を広域支配するための政治拠点として城柵，九州地方を広域支配す
るための政治拠点として大宰府を設置し，列島の北と南の地域の支配体制を固めた。東北の城柵や九州の大宰府は，
政治・軍事の拠点のみならず，さらにその外側に広がる北方世界（北海道）や南方世界（奄美・琉球）の窓口とし
て，人や物の交流を支えた拠点でもあった。蝦夷と呼ばれた北方との交流，奄美や琉球などの南方との交流を示す
考古学的事実が，近年では次々と明らかにされている。本研究ではフィールドを列島の北と南に絞り，具体的な交
流の様相を明らかにするとともに，自然科学と協業しながら自然環境の変化や気候変動といった視点に重きを置き，
これらが列島諸地域の社会の形成にどのような影響を与えたのかを明らかにしたい。
　2011年の東日本大震災以降，今に至るまで，地震や火山噴火といった自然災害の脅威が，私たちの社会に大きな
変化をもたらしつつあるが，本研究が対象とする時期の中でもとりわけ９世紀は，数多くの自然災害を経験した時
代であった。有名な「貞観地震」のみならず，東北地方や南九州では火山の噴火が相次いだ。とくに列島の北と南
では，こうした自然災害による環境の変化が，地域社会の新たな秩序の形成をもたらし，人と物の移動や交流を促
進したのである。
　さまざまな自然災害をどのように克服し，新たな地域社会を形成していくかは，現代に生きる私たちに課せられ
た使命である。７世紀から10世紀にかけて自然災害に見舞われた列島社会，なかでも直接的な影響を受けた北と南
の地域社会が，災害をどのように克服し，新たな社会秩序を形成していったのかを歴史学的に検証することは，現
在の私たちが直面する課題を解決するためにも，大きな意義をもつと考える。

２．今年度の研究計画

　年１～２回の館内での研究会により，研究の現状や到達点に関する認識を共有する機会を設ける一方，研究対象
となるフィールドを定め，年に数回，現地に赴いて資料調査を行う。具体的には，秋田県の米代川流域と横手盆地，
鹿児島県の都城盆地と開聞岳周辺を対象とする。さらに，古気候復元に必要なデータを集積し，これまで手薄だっ
た東北地方の古気候復元の分析を進める。今年度は，対象を北の地域にしぼり，おもに東北・北海道地方をフィー
ルドとする研究者による成果を共有し，討論により現状と課題についての認識を深めるとともに，秋田県，青森県
域において，火山噴火の影響を受けた古代集落のフィールド調査を行う。

３．今年度の研究経過

第１回研究会（国立歴史民俗博物館）　日時：2016年６月19日（日）　参加人数19名
　山縣耕太郎（上越教育大学大学院学校教育研究科・教授）「火山噴火の人類社会への影響」
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　　　　　　　火山活動と人間活動との関係について自然地理学の立場から報告した。
　八木　光則（岩手大学平泉文化研究センター・客員教授）「東北北部における平安期集落の動態」
　　　　　　　岩手県を中心とする東北地方太平洋側の平安期における集落の様相について報告した。
　伊藤　武士（秋田城跡歴史資料館・副参事）「古代城柵と地域社会」
　　　　　　　秋田城の調査成果をふまえて，日本海側の地域社会における城柵の役割について報告した。

第２回研究会（秋田・青森における資料調査）日時：2016年８月27日（土）～29日（月）
　◆８月27日（土）　１日目　参加人数13名

午後，秋田市の秋田城跡（古代の城柵遺跡）において発掘調査中の現場を見学し，意見交換をおこなった後，
秋田城跡歴史資料館において秋田城跡出土遺物の資料調査をおこなった。

　◆８月28日（日）　２日目　参加人数14名
午前，北秋田市・胡桃館遺跡収蔵庫において出土した建築部材の調査を行い，北秋田市教育委員会の榎本剛治
と意見交換をおこなった。午後，発掘調査中の大館市・片貝遺跡（９～10世紀の集落遺跡）の現場を見学し，
出土遺物の調査をおこなったあと，秋田県埋蔵文化財センターの高橋学氏，発掘担当者の谷地薫氏，巴亜子氏
と意見交換をおこなった。

　◆８月29日（月）　 最終日　参加人数13名
午前，青森市埋蔵文化財センター整理作業場において，石江遺跡群・新田（I）遺跡出土遺物の調査をおこなっ
た。

第３回研究会（歴博）　日時：2017年１月７日（土）～８日（日）　参加人数20名
箱㟢真隆（歴博・特任助教）

「酸素同位体比分析に基づく北日本の遺跡出土材・自然埋没木の高精度年代測定と古気候復元の状況」
７世紀～10世紀の南北日本における酸素同位体比年輪年代法の構築と，古気候復元にむけての課題について報告
した。

吉野 武（多賀城跡調査研究所）「多賀城跡調査の現状と課題」
1960年代から続いている宮城県の多賀城跡の調査を詳細に整理し，これまでの調査の問題点と，近年の調査で新
たにわかった成果について報告した。

蓑島栄紀（北海道大学アイヌ・先住民研究センター・准教授）
「北方史・アイヌ史をめぐる環境と人間・社会」
近年のアイヌ史研究の動向を紹介しつつ，具体的な「モノ」に注目して，３世紀から近世に至る交易の様相を描
出して，新たなアイヌ社会像を構築について報告した。

三上喜孝（歴博・准教授）
「９世紀東北地方の災害と地域社会　～文献史料と出土文字資料の検討から～」
六国史，出土文字資料といった資料から，９世紀の東北地方における災害（地震，火山噴火，疫病，飢饉）の記
録を拾い出し，これらを分析することにより９世紀の社会構造の変化や国土意識の変容を読み取ることができる
ことを明らかにした。

４．今年度の研究成果

　歴史学，考古学分野のみならず，中塚武氏や箱㟢真隆氏の古気候復元研究や，山縣耕太郎氏の火山研究など，自
然科学の研究者との意見交換を通じて，考古資料，文献史料について新たな視点で読み直すことができたことは最
大の成果である。古代の歴史書である六国史によれば，陸奥国では不作のため斉衡元年（854）に百姓が困窮し，
兵士が逃亡するという事態が起こったとあり）（『日本文徳天皇実録』斉衡元年（854）年４月28日条，その後も陸
奥国の不作は続き，貞観15年（873）には，陸奥国で毎年のように不作が続くので，賑給をおこなったという記事
がみえる（『日本三代実録』貞観15年（873）３月20日条）。これらは，古気候復元のデータからも説明が可能で，
854年前後の急激な寒冷化と，その後，870年頃までは降水量の変動が大きく関係しているという可能性が高いこと
がわかった。その成果の一端は，基幹研究「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─」ニューズレター第３号
（https://www.rekihaku.ac.jp/research/list/joint/2015/pdf/genshi_pdf_03.pdf，2017年２月）に掲載した。
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５．研究組織　（◎は研究代表者，○は研究副代表者）

　伊藤　武士　秋田市教育委員会　秋田城跡調査事務所・副参事
　川尻　秋生　早稲田大学文学学術院・教授
　小嶋　芳孝　金沢学院大学文学部・教授
　坂井　秀弥　奈良大学文学部・教授
　坂上　康俊　九州大学大学院人文科学研究院・教授
　杉原　敏之　福岡県教育庁総務部文化財保護課・文化財保護係長
　高梨　　修　奄美市立奄美博物館・学芸員
　田中　史生　関東学院大学経済学部・教授
　中塚　　武　総合地球環境学研究所・教授
　永山　修一　ラ・サール高等学校・教諭
　菱田　哲郎　京都府立大学文学部・教授
　蓑島　栄紀　北海道大学アイヌ・先住民研究センター・准教授
　八木　光則　岩手大学教育学部・非常勤講師
　柳原　敏昭　東北大学大学院文学研究科・教授
　山縣耕太郞　上越教育大学大学院学校教育研究科・教授
　吉野　　武　宮城県多賀城跡調査研究所・主任研究員
　桒畑　光博 宮崎県都城市教育委員会文化財課・主幹
　青山　宏夫　本館研究部・教授
　内田　順子　本館研究部・准教授
　坂本　　稔　本館研究部・教授
〇林部　　均　本館研究部・教授
◎三上　喜孝　本館研究部・准教授

（２）「歴史文化資料に基づく日本中世社会像の再構築」
　　 2016～2018年度
　　（総括研究代表者　小島道裕）

１．目　的

　日本史における中世という時代は，強固な中央政権が存在した古代および近世という前後の時代とは異なって，
政治的にも社会的にも多様性が顕著であり，またそれが変化し続けた点に特色がある。本研究では，各分野でのこ
れまでの研究史を総括しつつ，具体的な資料や対象と学際的な視点によってこの課題を問い直し，今後の総合展示
第２室リニューアルにも備えたい。
　個別課題は，三つを設定する。
　Ａは地域社会像に関するものであり，中世日本の統治システムである荘園制によって中央と結びついた列島社会
を対象に，その内実を追究する。第Ⅰ期では武家領主支配の展開を，第Ⅱ期では政権都市との関係を切り口に，具
体的な地域を設定して，文献・出土資料の分析とフィールドワークとの総合的な研究として追究する。
　Ｂは国際交流に関するものであり，近年著しく進展した個別研究を，まず国際交流を可能にした海上交通の側面
からとらえ直し，その上で，交流の中心的な動機である経済的な問題について，具体的なモノの移動から実態の解
明を図る。
　Ｃは資料ジャンルを切り口とするもので，歴史像の構築に不可欠な資料そのものを研究対象とし，第Ⅰ期では古
文書のモノとしての側面に注目して，その様式と機能について，国際比較をも行いながら新たな体系の構築を目指
し，第Ⅱ期では絵画資料を歴史資料として分析する。大学等で用いることのできるコンテンツの制作も行う予定で
ある。

２．今年度の研究計画

　各ブランチごとに研究会における研究発表および現地調査を行い，課題を把握し，共有する。研究会以外の調査
および具体的な作業について述べれば，それぞれ下記のようである。
　Ａ 「中世日本の地域社会における武家領主支配の研究」においては，石見国益田荘・長野荘，越後国奥山荘，肥

前国小城郡などを対象に，現地調査や，関連する文献・出土資料の調査を行う。
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　Ｂ 「中世日本の国際交流における海上交通に関する研究」においては，海上交通に関わる遺跡等の現地調査，お
よび船大工関係資料等の調査を実施する。

　Ｃ 「中世文書の様式と機能および国際比較と活用に関する研究」においては，教育的にも活用できる古文書の複
製制作を行う。

３．今年度の研究経過

　Ａについては，基軸事例とした石見国益田荘・長野荘を対象に進め，研究会と現地調査をそれぞれ３回，出土遺
物調査を２回，中世文書・地籍図・国絵図の資料調査を各所蔵機関において都合６回行った。
　Ｂについては，研究会２回，現地調査を対馬および韓国において２回，史料調査を対馬において１回行った。
　Ｃについては，４回の研究会を開催し，この他，古文書複製に関する調査と作業，および，韓国の古文書所蔵機
関の予備調査を行った。

４．今年度の研究成果

　Ａにおいては，現地調査を通して，長野荘内の領主拠点を確定し，景観復元に向けた基礎データを収集・整理し
た。文献資料の調査では，俣賀文書・明治22年作成益田市地図・各種石見国絵図を調査し，益田荘と長野荘の領主
拠点故地に関わる情報を収集・整理した。また，出土資料の調査では，長野荘域の中世遺跡と七尾城・三宅御土居
から出土した遺物の整理・調査を行い，基礎データを収集した。
　Ｂにおいては，文献史料に限らない多様な海事資料をどのように活用し，中世の海上交通をどのような視角から
分析するかという点を議論し，問題意識を共有するとともに，日朝間・日明間の海上交通，および東アジアの航海
信仰に関する最新の報告を得た。対馬および韓国で海上交通に関わる遺跡等を踏査し，現地の自然地理的情報を把
握した。対馬藩船大工関係資料の調査を実施し，本研究の中間的成果として公表するための準備を進めた。
　Ｃにおいては，研究会において，日本の古代から中世への文書の変化と連続性の問題について認識を深めた他，
韓国の古文書およびその日本の古文書との対比についても，日韓の研究者からの報告を得て研究を進めることがで
きた。韓国学中央研究院蔵書閣などの古文書所蔵機関を訪問して状況を把握し，また，琉球王国の古文書（辞令書）
４点について，調査の上で複製を制作した。

５．研究組織

　３つのブランチを統括し効率的に進めるための組織として，下記の総括班を設定した。
　各ブランチの組織については，それぞれを参照されたい。

小島　道裕 本館研究部・教授 日本中世史 全体総括・Cブランチ代表
田中　大喜 本館研究部・准教授 日本中世史 Aブランチ代表，Cブランチ副代表
荒木　和憲 本館研究部・准教授 国際関係史 Bブランチ代表
松田　睦彦 本館研究部・准教授 日本民俗学 Aブランチ副代表
村木　二郎 本館研究部・准教授 中世考古学 Bブランチ副代表
三上　喜考 本館研究部・准教授 日本古代史 古代史基幹研究Bブランチ代表

古代史と中世史の連携

Ａ　中世日本の地域社会における武家領主支配の研究
　　2016～2018年度
　　（研究代表者　田中大喜）

１．目　的

　およそ12～16世紀の日本の中世と呼ばれる時代は，世襲制の職業戦士である武士という社会集団を生み出し，彼
らの支配が地域社会レベルにまで浸透した時代である。したがって，中世の日本社会において，武士の支配がいか
にして浸透＝受容されたのかを明らかにすることは，その歴史的特質を究明するうえで必須の課題であると考える。
そこで本研究では，中世の地域社会において，武士の領主支配が受容された諸契機を究明することで，中世の日本
社会の歴史的特質に迫ることを目的とする。
　上記の研究課題を遂行するべく，本研究では，石見国の益田川・高津川流域社会を基軸事例に取り上げる。益田
荘と長野荘が存在した当該地域は，中世の荘園景観・遺跡・出土遺物・地名等が良好に保存されており，中世の地
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域社会の構造を追究するうえで好個のフィールドになる。またそこでは，在来武士の益田氏のほか，内田氏等の外
来武士たちの領主支配が展開したが，なかでも益田氏と内田氏は豊富な文献史料群を残しており，彼らの領主支配
と多元的なネットワークの具体相を知ることができる。しかし，領主支配のあり方は地域ごとに多様であるため，
異なる地域との比較によって，その本質を究明することができると考える。そこで本研究では，越後国奥山荘と肥
前国小城郡も取り上げ，これらとの比較を通して研究を進めていきたい。

２．今年度の研究計画

【現地調査】
　長野荘故地の現地調査を行い，領主拠点の確定と景観復元に向けた基礎データを収集する。
【文献史料の調査】
　①俣賀氏の家伝文書である「俣賀文書」原本を調査し，書誌情報を収集する。
　② 明治22年作成の地籍図「益田市地図」原本を調査し，長野荘および益田荘の領主拠点故地に関わる情報を収集

する。
【出土遺物の整理・調査】
　①長野荘域の中世遺跡から出土した遺物の整理・調査を行い，基礎データを収集する。
　②益田氏に関係する城館から出土した遺物の整理・調査を行い，基礎データを収集する。
【研究会の開催】

国立歴史民俗博物館と益田市において２回開催する。国立歴史民俗博物館では，共同研究の課題確認と俣賀氏に
関わる研究報告，現地調査や地籍図の調査によって収集する地理情報の保管・公開方法に関わる報告を行い，討
議する。益田市では，中世長野荘と益田荘に関わる研究報告を行い，討議する。また，長野荘と益田荘の故地を
踏査する。

３．今年度の研究経過

【現地調査】
　① ５月13日～16日：長野荘内横田・本俣賀・須子において関係資料の撮影・調査および聞き取り調査。調査成果

を市民と報道機関に発表。田中・松田・中司・渡邊浩貴（RA）が参加。
　② ９月３日～５日：長野荘内高津・虫追・安富において聞き取り調査。出土遺物調査と合わせて，成果を市民と

報道機関に発表。田中・松田・中司・渡邊・荒木・清水・高木が参加。
　③ ２月10～12日：長野荘内飯田・横田において関係資料の撮影・調査および聞き取り調査。田中・渡邊・中司・

荒木が参加。
【文献史料の調査】
　① ６月15日：日本大学図書館所沢分館において日本大学所蔵「俣賀文書」をPC画像にて調査。田中・渡邊が参加。
　②８月17日～18日：広島大学中央図書館において同図書館所蔵「益田市地図」の撮影・調査。田中・渡邊が参加。
　③ ９月15日・23日：日本大学図書館所沢分館において日本大学所蔵「俣賀文書」原本の調査。田中・荒木・渡邊

が参加。
　④ 11月17日～18日：皇學館大学文学部において同学部所蔵「俣賀文書」原本の撮影・調査，花園大学情報センター

（図書館）において同センター（図書館）所蔵「俣賀文書」原本の調査。田中・荒木・渡邊が参加。
　⑤11月28日：熱田神宮文化殿において惠良宏氏所蔵「俣賀文書」原本の撮影・調査。田中が参加。
　⑥ ２月１日～３日：広島大学中央図書館において同図書館所蔵「益田市地図」の撮影・調査，島根県浜田市教育

委員会において同教育委員会所蔵「元和石見国絵図」・「元禄石見国絵図/石見国天保国絵図懸紙改切絵図」の
撮影・調査，島根県立古代出雲歴史博物館において同博物館所蔵「寛永石見国絵図」の撮影・調査。田中・渡
邊が参加。

　⑦ ２月13日：津和野町教育委員会において同教育委員会所蔵「正保石見国絵図」２鋪・「元禄十年改津和野領之図」
の撮影・調査。田中・荒木・渡邊が参加。

【出土遺物の整理・調査】
　① ９月３日～５日：益田市において長野荘中世遺跡群および七尾城出土遺物の整理・調査。村木・小野・鈴木・

佐々木健策（研究協力者）が参加。
　② ２月10日～13日：益田市において三宅御土居出土遺物の整理・調査。村木・小野・鈴木・水澤・佐々木・池谷

初恵（研究協力者）が参加。
【研究会の開催】
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　① ６月４日～５日：国立歴史民俗博物館において，下記の研究報告を行った。すべての共同研究員と池谷・佐々
木・後藤 真（研究協力者）・栗木 崇（研究協力者）が参加。

　４日：田中大喜「共同研究の課題と計画」，渡邊浩貴「山間荘園の在地領主と生業環境・紛争」
　５日： 井上聡「史料編纂所における調査情報の収集・管理・活用について」，後藤真「歴博における荘園データベー

スの発展型プロトタイプと『総合資料学』」
　② ９月１日～３日：益田市において，市民・報道関係者に公開のもと，下記の研究報告を行った。また，益田氏・

内田氏・俣賀氏の益田荘・長野荘内本拠故地の踏査を行った。井上・小野・貴田・黒嶋・鈴木・髙橋・田久保・
中島・中司・西田・水澤・湯浅・荒木・村木・松田・田中・渡邊・佐々木・鈴木卓治（研究協力者）が参加。

　１日： 西田友広「中世前期の益田氏と石見国」，中司健一「中世後期長野庄をめぐる諸勢力の動向」，荒木和憲「中
世後期の日本海交通における対馬と石見」

　③ 10月１日：早稲田大学において，９月３日～５日の現地調査の成果検討を行った。田中・荒木・渡邊・井上・
高木・中島が参加。

４．今年度の研究成果

【現地調査】
　①長野荘内の領主拠点を確定し，景観復元に向けた基礎データを収集・整理した。
　② 横田・本俣賀・梅月・小俣賀・高津・虫追・安富地区の近現代の生業について聞き取り調査を行い，情報を収

集・整理した。
【文献史料の調査】
　①「俣賀文書」原本を調査し，書誌情報を収集・整理した。
　②「益田市地図」原本を調査し，長野荘および益田荘の領主拠点故地に関わる情報を収集・整理した。
　③ 各種石見国絵図原本を調査し，長野荘・益田荘の中世～近世における陸上・河川交通に関わる情報を収集・整

理した。
【出土遺物の整理・調査】
　①長野荘域の中世遺跡から出土した遺物の整理・調査を行い，基礎データを収集した。
　②七尾城・三宅御土居から出土した遺物の整理・調査を行い，基礎データを収集した。

５．研究組織（◎は研究代表者，○は研究副代表者）
　井上　　聡　東京大学史料編纂所・助教
　小野　正敏　国立歴史民俗博物館・名誉教授
　貴田　　潔　静岡大学人文社会科学部・准教授
　黒嶋　　敏　東京大学史料編纂所・准教授
　清水　　亮　埼玉大学教育学部・准教授
　鈴木　康之　県立広島大学人間文化学部・准教授
　高木　徳郎　早稲田大学教育・総合科学学術院・教授
　髙橋　典幸　東京大学大学院人文社会学系研究科・准教授
　田久保佳寛　小城市教育委員会文化課・文化振興係長
　中島　圭一　慶應義塾大学文学部・教授
　中司　健一　益田市教育委員会歴史文化研究センター・主任主事
　西田　友広　東京大学史料編纂所・助教
　水澤　幸一　胎内市教育委員会生涯学習課・参事
　湯浅　治久　専修大学文学部・教授
　荒木　和憲　本館研究部・准教授
　小島　道裕　本館研究部・教授
　村木　二郎　本館研究部・准教授
○松田　睦彦　本館研究部・准教授
◎田中　大喜　本館研究部・准教授
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Ｂ　中世日本の国際交流における海上交通に関する研究
　　2016～2018年度
　　（研究代表者　荒木和憲）

１．目　的

　前近代の東アジア国際交流史に関する研究は，近年，きわめて活発であり，「人」「モノ」「情報」の移動・交流
の具体的な様相を明らかにする研究が豊富に蓄積されている。一方，そうした移動・交流を支える基盤（インフラ）
としての「海上交通」も重要なテーマであるが，資料や方法論の制約も相俟って，どちらかといえば副次的なテー
マとして扱われる場合が多く，また対象とする時代・地域によって研究の進展状況は一様でない。
　近年の中世日本国際交流史研究において，海上交通史的視点からの歴史像の転換を最も迫られているのは，日宋
貿易（10～13世紀）の分野である。11世紀後半以降に日本人商人が日宋間を往来するようになったとする通説が否
定され，13世紀後半頃までは中国商人が往来していたとする説が有力となっており，その来航地である博多の国際
貿易都市としての地位を従来以上に高く評価する傾向も強まっている。近年の研究成果は，日宋間の海上交通のあ
り方―船体・乗組員・航路など―を根本的に見直す必要を迫るものである。
　日宋貿易と日元貿易（13～14世紀）との連続性については，日本史学の分野で検討課題となっている。一方，近
年の中国史・朝鮮史の分野では，世界帝国である元（大元ウルス）の統治下における海上交通の発達，高麗の海上
交通の活発性などが明らかになってきている。水中考古学の分野では，東アジア海域における沈没船の調査研究が
進み，宋・元・高麗の船舶の船体構造や陶磁器等の積載品に関する知見が蓄積されている。こうした隣接分野の研
究状況に鑑みながら，日元間の海上交通の実態を追究する必要がある。
　14世紀後半に明が海禁＝朝貢システムを導入したこと，14世紀末期～15世紀初期に朝鮮が明と類似した対外政策
を実施したことなどによって，東アジア海域の海上交通における日本と琉球の地位が飛躍的に向上したことが明ら
かとなっている。日明貿易の研究においては，近年，遣明使の渡航記録である「入明記」の研究が進み，日明間の
海上交通の実態を詳しく検討できる状況であるが，日朝貿易・日琉貿易の研究においては，海上交通に関する基本
的な事実関係の積み上げが必要な段階である。また，16世紀半ば以降に「後期倭寇」（中国海商を中心とする密貿
易集団）の来航やポルトガル船の直接来航が相次ぎ，博多の存在を相対化する国際貿易都市が分立したことで複雑
化した海上交通網のあり方を把握することも課題である。
　このように，中世日本の国際交流を支えた基盤である「海上交通」に関しては，さまざまな課題がある。そこで
本研究においては，日本史学・中国史学・朝鮮史学・考古学・民俗学の研究者からなる研究会を組織し，「船体構造」
「乗組員」「航海知識」「操船技術」「航路」「港湾」「乗継」「航海信仰」「漂流」などを共通のキーワードとして，
各時代の国際交流における海上交通の特徴を明らかにすることを第一の目的とする。さらに，中世日本の国際交流
における海上交通のあり方を通時的かつ体系的に整理し，本館の総合展示および企画展示に反映させることを第二
の目的とする。

２．今年度の研究計画

　今年度は研究会を２回開催する。第１回目は本共同研究の方向性を確認・共有することに主眼を置き，第２回目
は個別報告および構想報告を行う。研究会での議論だけでなく，中世海上交通史に関連する現地踏査・資料調査を
併行して実施する。今年度の現地踏査の対象は長崎県対馬市と大韓民国，資料調査の対象は対馬藩船大工資料等と
韓国海底遺跡出土遺物とする。

３．今年度の研究経過

〇第１回研究会（資料調査・現地踏査を含む）
〔実施日〕６月17日（金）～19日（日）
〔場所〕長崎県対馬市
〔参加人数〕15名
〔研究会〕趣旨説明・討議
　　　　　報告：荒木和憲「中世日朝交流における海上交通の基礎的考察」
〔調査対象〕中村家船大工関係資料，大山小田家文書（於長崎県立対馬歴史民俗資料館）
〔踏査対象〕海上交通関連遺跡等（於浅茅湾・佐賀・厳原地区）
○国際会議参加・海外調査
〔実施日〕10月25日（火）～29日（土）
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〔場所〕大韓民国
〔参加人数〕４名
〔国際会議〕新安沈船発掘40 周年記念国際会議（於国立海洋文化財研究所）
〔遺物見学〕国立海洋文化財研究所泰安事務所，国立海洋文化財研究所海洋遺物展示館，国立光州博物館
〔踏査対象〕泰安馬島沈船調査地，新安沈船調査地，珍島龍蔵山城発掘現場，鳴梁海峡
○資料調査
〔実施日〕１月20日（金）～22日（日）
〔場所〕長崎県立対馬歴史民俗資料館
〔参加人数〕３名
〔調査対象〕中村家船大工関係資料
○第２回研究会
〔実施日〕３月４日（土）～５日（日）
〔場所〕国立歴史民俗博物館
〔参加人数〕14名
〔研究会〕報告：伊藤幸司「遣明船と南海路」
　　　　　報告：藤田明良「東アジアの航海信仰」
　　　　　構想報告：榎本 渉，小島道裕，田中大喜，出口晶子，村木二郎，森平雅彦，山内晋次，
　　　　　　　　　　四日市康博，米谷 均，渡辺美季

４．今年度の研究成果

　５月の第１回研究会では，玄界灘・対馬海峡を往来した船は，主として小型・中型の和船であり，気象・海洋条
件に大きく規定されながら，１日１航海を原則とする安全性の高い航海を繰り返して目的地まで到達していること
などが明らかにされた。小型・中型和船の特性と限界は，日朝交流における人・モノの移動のあり方や寄港地・港
湾都市のあり方を規定するものであり，その航海の実態を追究する必要性が認識された。あわせて対馬市内の海上
交通史に関連する遺跡等を踏査し，かつ対馬藩船大工関係資料を調査することで，小型・中型和船の造船・航海の
実態に関する手がかりを得ることができた。
　10月に韓国で開催された新安沈船発掘40周年記念国際会議に参加し，新安沈船の調査研究の到達点を把握すると
ともに，韓国水中考古学に関する情報収集・文献収集を行った。国立海洋文化財研究所泰安事務所，同海洋遺物展
示館，および国立光州博物館（特別展「新安海底船から探し出されたモノ」）では，韓国の海底遺跡から出土した
船材・積載品等の遺物を網羅的に見学することができた。また，現地踏査では，沈船調査地である泰安・新安の海
洋環境を観察したほか，反モンゴルの海上勢力（三別抄）の根拠地である珍島龍蔵山城の発掘現場，「文禄・慶長
の役」の海戦地である鳴梁海峡を巡り，韓国の海上交通史に関する知見を得た。
　１月の対馬での資料調査では，第１回研究会からの継続として，中村家船大工関係資料の調査，および関船模型
の調査を実施した。二度にわたる調査の成果として，近世の上方の造船技術が多分に対馬に流入していることなど，
種々の知見を得た。中間的な成果として，出口晶子「対馬藩中村家造船文書「諸船長サ方深サ書附」の漆喰拵えに
ついて」，荒木和憲「（資料紹介）長崎県立対馬歴史民俗資料館蔵『諸船長サ・方・深サ書附』」を成稿し，『国立歴
史民俗博物館研究報告』（通常号）に投稿する予定である。これらは近世中期段階の造船技術に関する研究成果で
あるが，近世に付加された技術のレイヤーを除去していくことで，中世の造船・航海技術が浮かび上がることが期
待される。
　３月の第２回研究会では，まず日明交流に関しては，遣明船の航海ルートとして，従来，十分な検討がなされて
こなった四国―南九州ルート（「南海路」）の利用の実態に迫り，メインルートである瀬戸内―博多ルートを補完す
るサブルートとして一定の役割を果たしていたことが明確になった。この二つのルートの相互補完関係を追究する
ことで，遣明船の航海の全体像がみえてこよう。次に東アジアの航海信仰に関しては，中国における航海神は国家
的航海神，龍王，観音―仏教系信仰，各地方の諸神の４類型に分類され，それぞれが海域交流の担い手の階層性と
分かちがたく結びついていることや，宋代から清代に至るまでの媽祖信仰の展開過程，そして16世紀以降の日本に
おける媽祖信仰の展開と船玉信仰への影響が明らかにされた。遣明船以後の日明交流の実態を明らかにするための
手がかりとなる成果である。また，今後個別報告を予定している共同研究員の各位から構想を報告してもらうこと
で，本共同研究の方向性を固め，これを共有することができた。
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５．研究組織（◎は研究代表者，○は研究副代表者）
　山内　晋次　神戸女子大学
　榎本　　渉　国際日本文化研究センター
　四日市康博　早稲田大学 中央ユーラシア歴史文化研究所
　森平　雅彦　九州大学大学院
　伊藤　幸司　九州大学大学院
　渡辺　美季　東京大学大学院
　米谷　　均　早稲田大学
　岡　美穂子　東京大学史料編纂所
　佐々木蘭貞　九州国立博物館
　出口　晶子　甲南大学
　藤田　明良　天理大学
　小島　道裕　本館研究部
　田中　大喜　本館研究部
〇村木　二郎　本館研究部
◎荒木　和憲　本館研究部

Ｃ　中世文書の様式と機能および国際比較と活用に関する研究
　　2016～2018年度
　　（研究代表者　小島道裕）

１．目　的

　古文書は，そこに書かれた内容が歴史学に有用なだけでなく，それ自体が重要な歴史資料である。歴博は，既に
数千点の中世文書を収蔵し，多様さにおいては全国有数のコレクションを形成している。2013年には企画展示「中
世の古文書―機能と形―」を開催し，各ジャンルの文書200点以上をまとめて展示したが，多様な収集文書による
総合的な展示では，家わけ文書の内在的な論理を超えた，客観的な外在的論理によって内容を組み立てる必要があっ
た。しかし，このような総合的中世文書展は，実はこれまで一度も行われたことがなく，そのバックボーンとなり
うるような，各ジャンルにまたがる多様な様式と機能を歴史的に扱うことのできる総合的な古文書学も十分発達し
ていないことが痛感された。
　学界的に見ても，日本における古文書学は，近年全体的な体系の再構築が求められており，特に古代文書と中世
文書の連続性と変化をどのように理解するかがひとつの課題となっている。そこで，前後の時代や関連分野も含む
研究会を組織して，多様な古文書を所蔵し，それを用いて歴史資料として歴史叙述を行なう博物館の立場から，中
世文書についての新たな体系の構築をめざす。また，文書という存在の持つ社会的な意義についても検討を行い，
それがモノとしてどのように機能したかを，歴史学以外の研究者も交えて考察することで，社会史の中に位置づけ
る。
　日本の文書の特質を明らかにするためには，国際的な比較，特に日本と同様に，中国の文書様式を元に独自の文
書体系を築いた韓国（高麗・朝鮮）の文書との比較が有効であり，社会的背景と文書の関係，すなわちそのような
文書と文書体系を生み出したそれぞれの社会自体の特質についても，これまでにない考察が可能になる。これらの
点について，韓国の研究者の協力を得て，実物の比較による研究を行なう。研究期間中には，中国との比較にも道
を開きたい。
　以上の研究に基づいて，企画展示等において広く成果の普及を図り，また博物館資料と連動して，大学等におけ
る古文書の基礎教育にも用いることができるようなコンテンツの開発を行う。

２．今年度の研究計画

① 国内研究会の開催：研究会を国立歴史民俗博物館において開催し，それぞれの分野から，これまでの古文書学の
再検討を行う。その際，歴博所蔵の文書原本を閲覧し，実物資料に基づいた議論を行う。

② 韓国研究者との共同研究会の開催：韓国の研究員およびその他必要な研究者を招聘して，国立歴史民俗博物館に
おいて小シンポジウム形式の共同研究会を開催する。その際，歴博所蔵の文書の検討も併せて行う。

③ 教育素材とコンテンツの制作：電子メディアを活用した教育コンテンツの内容について検討を進める。教育用に
も使用できる複製の制作を行う。
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３．今年度の研究経過

　４回の研究会を国立歴史民俗博物館において開催し，毎回，研究発表の他，館蔵古文書を実際に見ながらの討議
を行った。古文書複製に関する調査と作業，および，韓国の古文書所蔵機関の予備調査を行った。
　研究会での報告は，下記のようであった。

第１回研究会　2016年５月27日（金）・28日（土）
　小島 道裕「企画展示『中世の古文書』（2013年）の総括と課題確認」
　（全員）「日本古代中世古文書学の課題」
第２回研究会　2016年９月９日（金）・10日（土）
　仁藤 敦史「近年における古代古文書学の展開」
　小倉 慈司「奈良朝写経と正倉院文書」
　丸山 裕美子「唐代の書儀と文書」
　三上 喜孝「東アジア古文書の中の画指」
第３回研究会　2016年12月１日（木）・２日（金）
　朴 竣鎬「署名と花押について」
　文 叔子「中世から近世へ―財産権認証の簡潔化を表す官文書―」
　川西 裕也「朝鮮時代の国王関連文書の廃棄方式」
第４回研究会　2017年３月２日（木）・３日（金）
　佐藤 雄基「日本中世における院宣・御教書・直状の展開―所謂「公文書化」をめぐって―」
　長村 祥知「位記と符案にみる中世公家文書の一側面」
　田中 大喜「鎌倉期武家の置文と譲状」

４．今年度の研究成果

　研究会において，日本の古代から中世への文書の変化と連続性の問題について認識を深めた他，韓国の古文書お
よびその日本の古文書との対比についても，日韓の研究者からの報告を得て研究を進めることができた（特に第３
回研究会）。韓国学中央研究院蔵書閣などの古文書所蔵機関を訪問して状況を把握し，また，琉球王国の古文書（辞
令書）４点について，調査の上で複製を制作した。
　研究会の趣旨に関わる図書として，小島道裕『中世の古文書入門―読めなくても大丈夫！―』（河出書房新社，
2016年10月），朴竣鎬『古文書の署名と印判』（韓国語，2016年10月）が刊行されている。

５．研究組織（◎は研究代表者，○は研究副代表者）
　丸山裕美子　愛知県立大学 日本文化学部・教授
　川西　裕也　新潟大学大学院 現代社会文化研究科・助教
　佐藤　雄基　立教大学 文学部・准教授
　高橋　一樹　武蔵大学 人文学部・教授
　桃崎有一郎　高千穂大学 商学部・教授
　横内　裕人　京都府立大学 文学部・准教授
　金子　　拓　東京大学史料編纂所・准教授
　朴　　竣鎬　国立ハングル博物館・学芸研究士
　文　　叔子　ソウル大学法学研究所・研究員
　古川　元也　神奈川県立歴史博物館・主任学芸員
　長村　祥知　京都府京都文化博物館・学芸員
　松尾　恒一　本館研究部・教授
　仁藤　敦史　本館研究部・教授
　小倉　慈司　本館研究部・准教授
　荒木　和憲　本館研究部・准教授
　三上　喜孝　本館研究部・准教授（※総括班所属）
　鈴木　卓治　本館研究部・准教授
〇田中　大喜　本館研究部・准教授
◎小島　道裕　本館研究部・教授
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Ⅰ−１　共同研究

【基盤研究】

（３）「近世近代転換期東アジア国際関係史の再検討
　　 ─日本・中国・シャムの相互比較から」
　　 2016～2018年度
　　（研究代表者　福岡万里子）

１．目　的

　19世紀半ば以降，アジア東方の三つの政体，すなわち日本の徳川政権，中国の清朝，シャムのラタナコーシン朝
それぞれが司る三様の政体は，ほぼ同時期に西洋諸国と修好通商条約を結び，近代西洋的な特徴に刻印された国際
関係のネットワークの中に組み込まれていった。この「条約体制」の成立期は，日本史・中国史・シャム史それぞ
れの文脈で，近世から近代にかけての転換期となっている。本共同研究は第一に，この時期に当該三ヶ国の政体そ
れぞれが，対外関係上置かれた環境，そして対外関係上とった政策を相互に比較することを通じ，各政体の近世近
代転換期における外交政治の特徴を浮き彫りにすることを目的とする。また併せて，日朝関係を仲介した対馬宗家
など，東アジア海域の境界領域の外交主体がこの時期にとった動向にも注目し，対象の複眼的な考察を図る（①）。
　一方で，近代への転換期にこれらの外交主体が行った政策は，それに先立つ近世期の比較的安定した東アジア国
際関係の下で維持されていた対外関係上の慣例／政策の特徴を，相当程度に反映していたものと推定される。した
がって本共同研究では，同時並行的課題として第二に，近世期の各地域の対外関係，特に代表的な国際貿易港であっ
た長崎・広州・バンコク等における近世的対外関係のあり方を，相互に比較検討する（②）。
　さらに，以上①・②に見る東アジア地域を取り巻いた太平洋からインド洋海域にかけての広域空間では，18～19
世紀も，西洋諸国民や華僑を含む様々なアクターが超域的活動を展開し，相互作用しながら海域秩序を形作るとと
もにそれを刻一刻と変容させ，これらの動向が翻って①・②に見る各地の対外関係に刻印を与えていた。対象地域
の外交を取り巻いたこういった広域的海域秩序の歴史的変遷についても，注意を払いたい（③）。
　以上のアプローチを通じ，18世紀から19世紀後半にかけて，アジア東方の地域が経験した国際関係の変容と再編
成の過程を，異なる地域・海域の比較と統合的考察が可能にする新たな視点から照射することを目指す。

２．今年度の研究計画

　本共同研究は，日本・中国・シャム及びその境界領域の国際交流史に関心を持つ歴史・民俗学研究者をメンバー
とする，分野横断的・学際的アプローチにより行う。具体的には年次毎に研究会と現地巡検調査を組み合わせなが
ら研究を進める。
　今年度は研究会を歴博及び天理大学において数回実施し，各人の専門領域に根ざす知識や情報を交換しつつ相互
に理解を深め，比較考察のためのブレーンストーミングを行うことを最大の狙いとする。また今年度後半に予定す
る中国珠江デルタ地帯巡検に備え，近世近代中国対外関係史に特に重点を置いた研究会を，少なくとも一度開催す
る予定。その上で12月又は１月に，清代中国の対西洋関係が凝縮して展開された広州・マカオ・香港から成る珠江
デルタ地帯を巡検調査する。

３．今年度の研究経過

① （2016年度以前）2016年３月16日，本研究会で最初の研究会（準備研究会）を歴博で実施（６名参加）。共同研
究の概要説明・意見交換・メンバーの顔合わせと自己紹介を行うとともに，2016年度に予定している中国珠江デ
ルタ地帯の巡検について，ブレーンストーミングを行った。また歴博に所蔵される長崎関係史料の閲覧調査を行っ
た。

② 2016年６月25～26日，本年度第１回の研究会を歴博で実施（６名参加）。初日は福岡がまず報告「プロイセン東
アジア遠征と幕末外交─研究の概要と日中泰比較の論点─」を，次いで共同研究員・小泉順子（敬称略。以下同
様）が報告「近代シャムの対アジア外交─ベトナムとの国交再開交渉（1879-81年）の事例から─」を行い，各
報告について質疑応答を経た上で，全体討論を行った。翌日は歴博の第２・第３展示室（中近世）を見学した（共
同研究員で本館教員の荒木和憲及び福岡が各室の展示を解説）。

③ 2016年11月26～27日，本年度第２回の研究会を実施（＠天理大学，６名参加）。初日は共同研究員・村尾進がま
ず報告「「広東体制」の成立─雍正年間（1722－1735）を中心に─」を，次いでゲストスピーカーである井上裕正・
奈良女子大学名誉教授が報告「魏源と『海国図志』の編纂─その動機を中心に─」を行い，各報告について質疑
応答を経た上で，全体討論を行った。翌日は天理大学参考館を見学した。
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④ 2016年12月22～27日，中国珠江デルタ地帯の巡検を実施（７名参加）。訪れたのは広州とその近郊及びマカオで
ある。広州市内及び近郊（黄埔・虎門）では，広州博物館や虎門海戦博物館，鴉片戦争博物館での見学・調査，
及びカントンシステムやアヘン・アロー戦争関係の史跡の巡検を行った（具体的には，海幢寺─アヘン戦争前ま
での広東体制下で外国人が散歩を許された場所─，石室聖心大教会─アロー戦争前の両広総督衙門跡地─，懷遠
驛路─シャム朝貢使節の宿泊施設跡地─，沙面租界，威遠砲台，黄埔の古港跡地，外国人墓地など）。マカオでは，
マカオ海事博物館での見学・調査，及び旧ポルトガル当局，カントンシステムやアヘン戦争後の貿易関係の史跡
の巡検を行った（具体的には，観音堂─仏教寺院で澳門県丞衙門跡地・中米望廈条約締結地─，カーサ庭園─モ
リソン教会・旧英国東インド会社事務所・プロテスタント外国人墓地が所在─，セナド広場・民政総署─旧ポル
トガル植民地時代以来のマカオの行政中心地区・議事堂─，聖パウロ天主堂跡など）。

４．今年度の研究成果

　初年度となる今年度は，各メンバーが相互の研究内容を把握し，課題である三地域の相互比較と統合的考察の論
点の芽を模索しながら，研究と議論を重ねた。実施された研究会ではいずれも，それぞれの報告テーマを素材とし
て，シャム史，中国史，日蘭・日中・日朝・日欧関係史，さらに明治維新史の視覚からの質問やコメントが交わさ
れ，刺激的な議論となった。
　研究会メンバーは，以前から相互に相手の名前と研究分野は認識しつつ，所属する学界が対象地域・分野ごとに
異なることから，研究会等で知見を交換し合い交流するのは初めてである者同士が多い。そうした中，日中シャム
の三地域比較という問題設定は，従前より可能性や必然性がそこかしこで指摘されつつも，これまで共同研究とい
う形で実施されたことがなかったテーマであり，各メンバーは興味と関心を共有しつつ，各自の知見さらには世界
観の交流を通じて，相互に知的な刺激を与え合っている状況である。
　今年度後半に実施した中国珠江デルタ地帯巡検は，近世の世界貿易の一大中心地であり，近代的世界への象徴的
な転換点をなしたアヘン・アロー戦争の舞台でもある広州・マカオを訪れた。モース（Hosea Ballow Morse）の
古典に始まる幾多の歴史書で記述され言及される文字情報に長らく接しつつ，実際の地理感覚からしてメンバーの
多くは想像するほかなかった近世近代転換期東アジア史の焦点を，実際に見分し得た経験がもたらすであろうその
有形・無形の学術的効果は，今後計り知れないものがあるものと予測する。訪れた史跡・博物館ではメンバー間で，
じかに接する歴史的素材を前に，時を忘れる議論と情報が交わされた。
　本共同研究が注目する19世紀東アジア史を突き動かす重大な震源となった西洋列強の動向，そしてこの海域で同
様に活動した華僑やパルシーなどアジア系アクターの動向は，この中国珠江下流域を焦点の一つとして，ここから
さらに東南シナ海～インド洋～太平洋海域へと縦横に展開した。巡検先として二年度目はタイのバンコクを，三年
度目は日本の長崎を訪問予定であり，こうした現地巡検を研究会と並行して重ねることで，対象とする史実群を超
域的な比較と統合的考察の観点から洞察する基礎的な視角を養っていくべく図る。
　なお共同研究員による本共同研究に関わる今年度の研究成果としては，主に以下のものがある：
【論文】
・ 小泉順子「二〇世紀初頭シャムにおける朝貢をめぐる記憶と記録─シャム国王モンクットによる「修好のために

赴く国王の使節に関する布告」を中心に─」（『東アジア近代史』第二〇号，《特集》「「冊封・朝貢」体制再考─
近代東アジアの国際秩序をめぐる外交と言説」，2016年６月，pp.81-101）

・彭浩「唐船貿易の統制と売込人」（藤田覚編『幕藩制国家の政治構造』吉川弘文館，2016年10月，pp.212～238）
・ 三谷 博・李成市・桃木至朗「「周辺国」の世界像─日本・朝鮮・ベトナム」（秋田茂他編『「世界史」の世界史─

MINERVA 世界史叢書　総論』ミネルヴァ書房，2016年９月，pp.78-106）
・ 村尾 進「「広東体制」巡検覚書（１）」（『中国文化研究』第33号，2017年３月，pp.91-138）
・ 福岡万里子「プロイセン東アジア遠征と日本・中国─近世近代転換期の日中外交比較の試み」（塩出浩之編『東

アジア近代における「公論」と「交際」』東京大学出版会，2016年10月，第４章，pp.107-140）
【学会報告】
・彭浩「近世港町長崎の都市空間─唐船貿易との関連から─」（都市史学会2016年度大会，2016年12月11日）
・ Mariko Fukuoka, “Comparing Japanese and Chinese Diplomacy of the Transitional Period from Early Modern 

to Modern: Treaty-Negotiations in 1860-61 with the Prussian Embassy”，GHC Workshop "Towards a 
transcultural history of diplomacy"，東京大学東洋文化研究所，2016年12月10日

５．研究組織（◎は研究代表者，〇は研究副代表者）
　小泉　順子　京都大学東南アジア研究所・教授
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　彭　　　浩　大阪市立大学社会科学系研究院経済学研究科・准教授
　三谷　　博　跡見学園女子大学・教授
　村尾　　進　天理大学国際学部・教授
　横山　伊徳　東京大学史料編纂所・教授
　松田　睦彦　本館研究部・准教授
〇荒木　和憲　本館研究部・准教授
◎福岡万里子　本館研究部・准教授

（４）「日本列島社会の歴史とジェンダー」
　　 2016～2018年度
　　（研究代表者　横山百合子）

１．目　的

　本研究は，（１）ジェンダーをふまえた日本列島社会の歴史的実態の実証的解明を進め，そこで解明された歴史
的実態が，これまでの日本史・考古学・民俗学研究における各時代の時代像・社会像とどのように連関するのかを
具体的・批判的に問い，日本史研究の到達点としての時代像・社会像をジェンダーの視点から読み替え更新するこ
とを目指すものである。また，（２）本研究では，日本列島社会の歴史とジェンダーをテーマとする展示を実施す
ることを見据え，時代・分野横断的な総合的共同研究を行う。現代社会におけるジェンダーのありようを歴史から
問う問題提起的な展示のためには，考古から現代までの全時代を対象とし，歴史学・民俗学・美術史などの多分野
の研究に基づく総合的・包括的研究が必須であり，本研究は，そのような社会的発信の基礎となる総合的研究を目
的とする。
　上記（１）（２）の目的を追求するためには，時代・分野を超えた総合的研究という研究上の要請と，細分化さ
れた既存の歴史学研究の到達点と切り結ぶことの出来る具体的な成果の提示という両面を同時に実現しなくてはな
らない。そのため，本研究においては，政治・労働・経済・文化・性などの枠組み（分類）に基づいて時代ごとに
区分・研究するという通常の通史的な方法を採らず，下記の４つの課題を設定して，通時的に重要な位置を占めて
きた具体的事物についてのジェンダー分析を行うと同時に，近年の歴史学において有効性を発揮してきた場（空間）・
集団といった分析概念とジェンダーとのクロス分析を試みることとする。参加者は，これらの一つまたは複数にま
たがる形で各自の研究課題を設定し，これによって，日本列島社会の歴史におけるジェンダーとその変容過程の全
体に迫りたい。
Ａ文字／文体とジェンダー…文字／文体についてそのジェンダー的性格を解明し，文化と社会の関係を問う。Ｂ衣
料生産・流通におけるジェンダー…前近代から20世紀にいたるまで工業生産の中軸を担った衣料生産について，そ
の生産，流通，消費におけるジェンダー分業の実態を明らかにする。Ｃセクシャリティ発現の場…都市，朝廷，武
家・町人の家における「奥」等，政治と家・家族が未分離の状態にある前近代のセクシャリティ発現の場や，近現
代におけるその場の構造を明らかにする。Ｄ社会集団とジェンダー…各時代の諸社会集団におけるジェンダーの機
能のしかた，そこに生じる矛盾・抑圧・差異に着目し，社会集団とジェンダー双方の特徴と変容を明らかにする。

２．今年度の研究計画

（１）本プロジェクトは，研究員の専攻する時代と分野が広範囲に及ぶため，研究組織の確立と問題意識の共有化
が成否のカギとなる。そのため，企画運営にあたる推進会議（横山，三上，義江，久留島，池田，辻，RA猪岡）
と研究会（全体会）を交互開催を軸とし，明確な課題設定と活動評価を意識し，以下①～⑦を計画した。
①全体会（研究会）
　2016年５月７・８日第１回研究会「博物館におけるジェンダー研究の意義」
　９月24・25日第２回研究会「文字／文体とジェンダー」
　2017年３月18・19・20日第３回全体会「社会集団とジェンダー」および須坂市・中野市巡検，資料調査
② 推進会議（４月，６月，11月，12月，３月）を実施。研究会運営・事務に加え，近刊書の合評会・調査報告・展

示批評等を組み込んで開催する。
③ 現地調査・資料収集…６月「セクシャリティ発現の場」に関する史料調査・撮影（愛知県西尾市岩瀬文庫），８月・

12月信州須坂市教育委員会所蔵文書の調査，11月「社会集団とジェンダー」に関するアメリカ議会図書館所蔵信
州中野代官所関係文書の調査。佐倉市西福寺大十夜（隠居女性による念仏行事）の見学会に参加し，地域自治体
との連携を図る。
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④ 歴博におけるジェンダー史研究の基礎的資源の充実…歴博図書室所蔵のジェンダー関連図書・資料の状況を調査
し整備方針を定める。

⑥ 本共同研究では，第３期中期計画に掲げた「博物館機能を活用した研究推進」の一環として，博物館展示のジェ
ンダー視点からの自己点検とその成果の社会への還元をめざし，2017年度にジェンダーと博物館展示をテーマと
する国際研究集会を企画する。

⑦共同研究ブログとニューズレターを発行し，研究成果の積極的発信に努める。

３．今年度の研究経過

①研究会（全体会）
　2016年５月７－８日　第１回研究会「共同研究発足に向けて―博物館とジェンダー」於：歴博第一会議室
　７日　見学：歴博総合展示１室（原始・古代）のジェンダー分析
　　　　横山百合子（歴博）「研究の課題と目標について」横山百合子
　　　　 義江明子（歴博客員教授）・久留島典子（東京大学）・横山百合子（歴博）・長志珠絵（神戸大学）「『歴史

を読み替える　ジェンダーから見た日本史』（大月書店，2015）を読む」
　８日　松本直子（岡山大学）「ジェンダー視点からみた歴博─１室総合展示の到達点と課題」
　　　　清家 章（岡山大学）「弥生時代から古墳時代の女性首長」
　　　　総合討論
　2016年９月24－25日　第２回研究会「文字・文体とジェンダー」　於：歴博大会議室
　24日　三上喜孝（歴博）「古代の文字文化とジェンダー」
　　　　福田千鶴（九州大学）「近世女筆学の構築に向けて」
　25日　横山百合子（歴博）「遊女が書くということ」
　　　　長志珠絵（神戸大学）「ジェンダー射程で「国語」論を読み直す」
　2017年３月18－20日　第３回研究会　於：長野県須坂市上高井郡旧郡役所他
　18日　仁藤敦史（歴博）「殯宮儀礼の主宰と大后 ─女帝の成立過程を考える─」
　　　　辻 浩和（川村学園女子大学）「セクシュアリティ発現の場としての遊女屋（仮）」
　19日　中野市立（仮称）山田家資料館，中野陣屋県庁記念館，田中家博物館巡検
　20日　須坂市文書倉庫にて坂本家文書調査
②推進会議
　2016年４月９日　第１回推進会議（全体計画の確認と第一回研究会準備）　於：歴博
　６月11日　第２回推進会議（９月第２回研究会準備，ニューズレターとブログ計画）於：歴博
　８月３日　第３回推進会議（３月第３回研究会・2017年国際研究集会準備　於：歴博
　　　　　　書評： 池田 忍（千葉大学）「亀井若菜『語りだす絵巻：「粉河寺縁起絵巻」「信貴山縁起絵巻」「掃墨

物語絵巻」論』」
　12月17日　第４回推進会議（2017年度国際研究集会・５月第４回研究会計画
　　　　　　展示評：義江明子「みんぱく企画展示「ワンロード　現代アボリジニアートの世界」
　2017年３月18日　第５回推進会議（国際研究集会計画ほか）
③ 資料収集…６月「セクシャリティ発現の場」に関する史料調査・撮影（愛知県西尾市岩瀬文庫）。８月４日，12

月22日信州須坂市教育委員会所蔵文書の調査，11月９日「社会集団とジェンダー」に関するアメリカ議会図書館
所蔵信州中野代官所関係文書の調査。12月23－24日「セクシャリティ発現の場」に関する資料調査（福井県三国
湊，竜翔館所蔵資料）。2017年１月14－15日，須坂市坂本家文書調査。
現地調査…11月３日（木・祝）佐倉市坂戸西福寺にて，大十夜の見学会を実施。

④ 主要研究誌に書評・新刊紹介のあるジェンダー関連書籍の整備および今後の資料・書籍類の整備計画を立てた。
⑤ 本年度の研究成果をふまえ，2017年７月２日日・米・台湾・シンガポールの研究者を招き国際研究集会（テーマ

「歴史展示におけるジェンダーを問う How is Gender Represented in Historical Exhibitions」を企画している。
⑦ 基盤共同研究「日本列島社会における歴史とジェンダー」ブログ（http://rekihaku-gender.sblo.jp/）を立ち上げ，

ニューズレターを３号発行し，研究広報に努めた。



25

Ⅰ−１　共同研究

４．今年度の研究成果

　初年度の成果としては，第一に，日本で唯一の
国立歴史博物館である歴博において，性差が社会
的にいかなる意味をもってきたのかというジェン
ダー視点からの展示の検討はほとんどなされてこ
なかったことが確認され，今後の大きな研究課題
であることが明らかになった。ジェンダー視点が，
研究，資料収集，展示のあらゆる局面において常
に意識すべき課題であることを広く共通認識とす
るため，本研究をふまえ，次年度における国際研
究集会，公開研究会などを通して博物館内外に問
題提起していくことの重要性を確認できた。第二
に，そのようなジェンダー視点の共有は，細分化
された既存の歴史学研究の到達点と具体的に切り結び，ジェンダー視点導入の成果を具体的に提示すること，すな
わち研究を通した「歴史学のジェンダー化」をいかに達成するかにかかるという点をあらためて確認した。この点
で，初年度に重点をおいた「Ａセクシャリティ発現の場」「Ｃ文字・文体とジェンダー」については，下記の成果
をあげ，研究の手がかりを得つつある。第三に，研究成果の発信のため，ブログを立ち上げ，ニューズレター
N0.1，2，3を発行した。しかし，国際的発信の点では，研究員個人レベルの発信にとどまっており，国際研究集会
等，研究組織としての発信が次年度の課題となる（以上，図「基盤共同研究「日本列島社会の歴史とジェンダー」
の推進」参照）。
「論文」刊行物：2106年９月総合誌『歴博』No.198 特集「日本列島社会の歴史とジェンダー」により，ジェンダー
史研究の意義を各時代の具体例から明らかにしたほか，久留島典子「女性にかんする史料は少ないのか」『歴史学
研究』952，長志珠絵「『慰安婦』問題を一般教養講義で語る/組み込むために」『学術の動向：SCJフォーラム』
21-5，水野僚子「『光明真言功徳絵巻』における男女の表象─「場」の設定と「型」に注目して─」『日本女子大学
紀要』26，仁藤敦史「卑弥呼の「共立」と魏王朝・公孫氏政権」古代史シンポジウム「発見・検証　日本の古代」
編集委員会編『纏向発見と邪馬台国の全貌─卑弥呼と三角縁神獣鏡─』角川書店，同書評「遠藤みどり著『日本古
代の女帝と譲位』」『女性史学』26，義江明子『日本古代女帝論』（塙書房，2017年２月）。辻 浩和『中世の＜遊女＞：
生業と身分』（京都大学学術出版会，2017年３月）を得た。
刊行予定：横山百合子「第18回歴史学入門講座　女性史とジェンダー史のおもしろさ─近世社会史研究の立場から
─」（『宮城歴史科学研究』78，2017年２月予定），同「身分論の新展開」（歴史学研究会編『現代歴史学の到達点と
課題』第２巻，績文堂，2017年５月予定），同「女性史とジェンダー史」（歴史科学協議会編『新しい歴史学』，大
月書店，2017年７月予定），辻 浩和「中世芸能の異性装」（『アジア遊学』207，2017年予定）。
「その他」口頭報告：横山百合子“The Dismantling of the Status System and Changes to Gender in the Meiji 
Restoration”（Meiji Restoration workshop（Counｃil on East Asia Studies at Yale university ），同2016年11月，
ICU日仏ワークショップ2016「近世社会と身分ージェンダーから考える」ファニー・コッサンディ（EHESS）「統
治手段としての社会階層秩序─宮廷の貴婦人─」へのコメント，2016年11月。

５．研究組織（◎は研究代表者，○は研究副代表者）
　松本　直子　岡山大学大学院社会文化科学研究科・教授　考古学
　東村　純子　福井大学教育地域科学部・講師　考古学
　義江　明子　帝京大学文学部名誉教授・国立歴史民俗博物館客員教授　日本古代史
　伴瀬　明美　東京大学史料編纂所・准教授　日本中世史
　辻　　浩和　川村学園女子大学文学部・専任講師　日本中世史
　久留島典子　東京大学史料編纂所・教授　日本中世史
　福田　千鶴　九州大学基幹教育院・教授　日本近世史
　村　　和明　公益財団法人三井文庫・主任研究員　日本近世史
　柳谷　慶子　東北学院大学文学部・教授　日本近世史
　森下　　徹　山口大学教育学部・教授　日本近世史
　田村　　均　埼玉大学教育学部・教授　日本近現代史
　松沢　裕作　慶應義塾大学経済学部・准教授　日本近現代史

Ｃ文字／文体のもつジェンダー的性格
の解明から、文化と社会の関係へ。

○2016年9月第2回研究会主催
○横山報告「遊女が書くということ」

文字文化を共有する集団の重要性を指摘。
遊廓社会への遊女の抵抗と遊女のリテラシーの
関係解明。文字のジェンダー比較の課題発見
（かなとハングル）。

Ｂ前近代から20世紀まで工業生産
の中軸をなす衣料の生産と流通
○2016年5月第1回研究会主催
○2018年3月研究会を企画
○生産、流通、消費におけ
るジェンダー分業の実態

Ｄ各時代の諸社会集団とジェンダー
の関係を問う。ジェンダーから見
た矛盾・抑圧・差異に着目。
○ 2017年9月研究会を企画
○ジェンダーと政治･王権･村･家

Ａ政治と家/家族が未分離
の状態にある前近代の
セクシャリティの形。
○2017年3月研究会企画
○奥と表／性売買

・2016年11/11
Workshop on Meiji Restoration 
(Council on East Asia Studies 
at Yale university )
横山報告“The Dismantling of the 
Status System and Changes to 
Gender in the Meiji Restoration 
period”
・2017年9/15～17
Conference on Meiji Restoration
(Council on East Asia Studies at 
Yale university ) の枠組み作り
への提言と参加

・国立歴史民俗博物館
千葉大学包括協定に
基づく2018年度
千葉大学集中講義
実施を計画中

・国立歴史民俗博物館
佐倉市連携協定に基づく
地域文化研究

（2016年11月佐倉市西福寺大十夜念仏行事の参観）

Ａ
セクシャリティ
発現の場
横山百合子/辻浩和/
森下徹/村和明/池田忍

Ｂ
衣料生産/流通と
ジェンダー
義江明子/田村均/
澤田和人東村純子/
水野僚子

Ｃ
文字/文体と
ジェンダー

三上喜孝/廣川和花/
小島道裕/福田千鶴/
長志珠絵

Ｄ
社会集団と
ジェンダー

久留島典子/松本直子/仁藤敦史/
伴瀬明美/柳谷慶子/加藤千香子/
松澤裕作/関沢まゆみ

歴博基盤共同研究｢日本列島社会の歴史とジェンダー｣の推進

基礎研究の充実・教育・展示・国際発信によるジェンダー・イクオリティの実現

1 社会連携６

1 大学教育への寄与４

1 国際発信９
・2017年7月国際研究集会を計画中（於：歴博)
・日本、台湾、アメリカ、シンガポール研究者

参加
・テーマ「博物館展示とジェンダー」

1 国際連携８

研究推進会議を主催
○明確な課題設定と活動評価をふまえた全体研究会
○基礎研究をふまえた博物館展示の自己点検と刷新
○目標：2020年ジェンダー企画展示の実施
○メールニュースとウェブによる積極的発信
http://rekihaku-gender.sblo.jp/

Ａ～Ｄのクロスによる相互のinspire
須坂市教育委員会所蔵坂本家文書調査
（2016年8月「遊女の手紙」）

東村純子氏による原始機織実演（2016年5月第1回研究会）
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　廣川　和花　専修大学文学部・准教授　日本近現代史
　長　志珠絵　神戸大学大学院国際文化学研究科・教授　日本近現代史
　加藤千香子　横浜国立大学教育人間科学部・教授　日本近現代史
　水野　僚子　日本女子大学人間社会学部・准教授　日本美術史
　池田　　忍　千葉大学文学部・教授　日本美術史
　仁藤　敦史　本館研究部・教授　日本古代史
○三上　喜孝　本館研究部・准教授　日本古代史
　小島　道裕　本館研究部・教授　日本中世史
　澤田　和人　本館研究部・准教授　服飾史
◎横山百合子　本館研究部・教授　日本近世史
　関沢まゆみ　本館研究部・教授　民俗学
　ＲＡ　猪岡萌菜　千葉大学大学院人文社会科学研究科博士後期課程

（５）「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，2011～2013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。
・成果公開として歴博映像による記録を開始した。
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Ⅰ−１　共同研究

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。
　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する必要がある。
　また３年間の成果の公開の一つとして，「歴博映像」による映像記録に着手した。内容は，平山用水，大戸用水，
草川原用水の３つの用水を中心として，それぞれの二五穴の維持管理を中心としながら，１年間の生活文化そのも
のを記録に残しつつ，共同研究で明らかになった成果を反映させることに努めた。
　今年度は，１月から３月にかけて，野焼き，一年の行事を決定する総会，二五穴の清掃，そして水を流し込み，
水田へと引いてく状況を撮影した。
　資本主義経済のグローバル化によって大都市への人口一極集中や地域社会の疲弊がおこっている。今，地域社会
に豊かな生活世界を持続的に維持する方策が求められている。解決策は地域のなかに自立的な生活文化（経済的，
社会的，文化的な循環）をもち地域ごとの多様性を維持することだと考えるようになった。その役割を果たしてき
た１つに地域の人びとの主体的な参加が可能な地域市民参加型の市・定期市があるのではないかと考えるように
なった。

４．全期間の研究成果

　持続的な環境利用には地域住民自身によって参加・維持する「身の丈にあった技術・知恵」が必要であり，しか
も地域に適合した多様な形態が存在したことが解ってきた。また東アジアの近世以降の複雑な歴史を，生活文化と
いう視点で比較研究することが可能であり，各地域の差異も明確に抽出できるのではないかという結論に至った。
　しかし調査の過程で，日本での研究には，江戸・東京といった大消費地＝市場の存在と，近世以降の東アジアが
たどってきた複雑な歴史との関係性を考察することの必要性を強く認識した。その上で市，定期市を通じて，豊か
な生活文化に必要な基盤を明らかにするだけでなく，東アジアの歴史を生活文化とその多様性という視点から総合
的に研究する，文理融合型の新たな「東アジア学」を創出することも可能なのではないかと考えるようになった。

５．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
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　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
　 山　啓介　東京大学大学院農学生命科学研究科附属演習林千葉演習林・助教
　広嶋　卓也　東京大学大学院農学生命科学研究科附属演習林生態水文学研究所・所長
　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

（６）「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
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

　2014，2015年度までの研究成果に基づき，栄山江流域の前方後円墳の特質や歴史的意義について検討することに
重点を置く。そのなかで，日朝関係史ひいては東アジア交流史における歴史的位置づけを目指す。
①共同調査：大韓文化財研究院と共同で，栄山江流域から出土した埴輪（円筒形土製品）の資料調査を行うことと
した。また，群馬県金井東裏・下新田遺跡の発掘調査現場の巡検を行うこととした。
②研究会の開催：全体参加の共同研究会を２回行う。
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Ⅰ−１　共同研究

③資料集成と自然科学的分析：前年度までの資料集成を随時補完していく。放射性炭素年代測定を前年度同様に行
い，考古学的見解との総合化を目指す。

３．今年度の研究経過

☆事前協議と共同調査

　５月25，26日に第５，６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，栄山江流域か
ら近年出土が相次ぐ円筒埴輪（円筒形土製品），器材埴輪についての調査（チャラボン古墳，金山里古墳など）を行っ
た。
☆第５回共同研究会　８月５日午後～７日（南九州地域）

　前方後円墳がきずかれた地域圏の周縁部という点で，栄山江流域と共通性をみせる南九州地域を踏査した。その
なかで，周縁部における多様な墓制のあり方を比較しながら，栄山江流域社会と南九州社会の比較を行った。近年
では南九州地域でも栄山江流域との関係をしめす土器や武器が確認され，その比較から両地域の交流のあり方につ
いても議論した。踏査にあたっては，橋本達也氏（鹿児島大学総合博物館）に研究協力者として協力いただいた。
８月５日午後　研究会（於：鹿児島大学総合博物館）

上野祥史「朝鮮半島出土鏡と倭の鏡」
林智娜「栄山江流域における古墳墳丘の築造技術」
右島和夫「毛野地域における横穴式石室の登場とその様相─石室・墳丘の構造的検討を通して考える─」

８月６日～７日　遺跡踏査（肝付平野・えびの市周辺の前方後円墳と地下式横穴墓）
☆国際シンポジウムへの参加　10月14日に大韓文化財研究院主催の国際シンポジウム「潭陽台木里遺跡をめぐって」
に討論者として高田が参加した。台木里遺跡は３～５世紀代の栄山江流域における拠点集落の１つであり，その実
態と遺跡保全・活用に関して議論を行った。
☆共同調査

　2017年２月３，４日に，群馬県金井東裏・下新田遺跡の発掘調査現場などを巡検し，古墳時代の集落構造につい
ての調査を行った。また，確認された古墳（１号墳）の埋葬施設と栄山江流域の潭陽西玉古墳群の埋葬施設との類
似性について知見を深め，議論を行った。
☆第６回共同研究会　2017年２月19日午後～21日（朝鮮半島錦江流域）

　栄山江流域社会は５，６世紀にはさまざまな百済系の文化を受容・定着させる。また，倭においても栄山江流域
や百済から移入された器物が確認されており，百済─栄山江流域─倭の錯綜した交渉関係を想定できる。その動向
を考古資料から具体的に検討するために，朝鮮半島錦江流域の遺跡踏査を行った。
２月19日午後　研究会（於：東横インホテル大田庁舎　会議室）

李昌煕「放射性炭素年代測定と暦年代─三国時代・古墳時代─」
仁藤敦史「倭・百済間の人的交通と外交─倭人の移住と倭系百済官僚─」
権五栄「栄山江流域の古代政治体を検討する多様な視角」

４．今年度の研究成果

2015年度からのつながり　2015年度までに，東日本地域，畿内地域，栄山江流域，全羅南道東部地域をフィールド
として，研究会と踏査を重ねたことで，日韓の共同研究員の間における議論がかなり進展した。その成果の中間報
告として2016年３月６日に歴博国際シンポジウムを開催できたことは大きな成果である。当日は，それぞれ異なる
問題意識や研究基盤を有する各研究員が，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かなり踏み込んだ議論を行った。
　その中で，倭と栄山江流域について海を隔てた異なる地域と先験的にみなすのではなく，前方後円墳の分布域と
しての共通性も認識する必要もあるのではないか，ということが議論の俎上に上がった。そのため，第５回研究会
のフィールドを予定していた北部九州地域ではなく，前方後円墳の分布圏の周縁としての共通性がある南九州地域
に設定できたことは，それ自体にも大きな意味があったと考える。
2016年度の成果　このような流れの中で，第５回の研究会を鹿児島大学総合博物館で開催した。上野祥史氏が鏡の
授与における共通性とその授与行為における差異性（配布者側の論理と受け取る側の論理のズレ）について論じ，
林智娜氏と右島和夫氏が，墳丘築造と横穴式石室構築の技術的な側面における両地域の相関性について論じた。
　また，前方後円墳がきずかれた地域圏の周縁部という点で，栄山江流域と共通性をみせる肝属平野周辺域を踏査
するなかで，栄山江流域における前方後円墳の造営背景を検討することができた。特に，栄山江流域には専用甕棺
や「多葬」，高塚などを特徴とする在地の墓制が展開し多様性をみせているが，南九州地域においても，地下式横
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穴墓や板石積石棺墓など在地に定着している墓制が展開している。そのような墓制と前方後円墳の関連性の把握の
仕方に，比較研究が可能であろう。
　第６回研究会（2017年２月開催）では，朝鮮半島中西部の錦江流域を踏査し，研究会を開催した。これは，これ
まで単に栄山江流域系とよばれてきた５，６世紀の日本列島出土朝鮮半島系土器が，より幅広い地域に系譜を求め
ることができるのではないか，という問題意識からである。そして，金工品や馬具なども，倭とのつながりをしめ
す資料が確認され，その特徴について検討を行った。
　研究会では，李昌煕氏が，放射性炭素年代測定法を軸として，古墳時代・三国時代における日本列島と朝鮮半島
の暦年代をどのように整合させていくべきか，について論じた。また，仁藤敦史氏が日本古代史学の立場から，５
世紀後半以降に加耶地域に居住した倭人集団，６世紀における倭系百済官僚あるいは倭系人の実態について論じ，
栄山江流域の前方後円墳の被葬者像を北九州をふくむ倭系豪族と想定した。そして権五栄氏が韓国古代史の立場か
ら，栄山江流域の前方後円墳をめぐる議論の諸々の課題を整理し，「馬韓」の定義の問題や，中国─朝鮮半島─倭
を取り巻く交流史の中で前方後円墳を理解する必要性を提起した。

５．全期間の研究成果

研究成果　３年間の研究の中で，栄山江流域における古墳や集落，そして土器生産の動向を具体的に把握できた。
すなわち，５世紀初頭，中頃，そして５世紀末～６世紀初に集落や古墳の変動が確認でき，そこには百済圏の生活
や墓制の様式の伝播とともに倭との交流も大きな要因となっていたことについて，研究員の間でかなり共通した認
識を持つことができた。そして，栄山江流域に点在する集落や古墳の規模や構造が，５世紀中ごろに序列化するこ
とを指摘し，そこに大きな政治的変動を想定している。
　ただし，栄山江流域社会の実態についての認識は各研究員の中で議論が続いている。上述の政治的な変動を百済
の領域への編入とみるか，それとも百済との関係の中でも主体的な成長とみるのかについては見解が分かれている。
後者の場合は，栄山江流域において前方後円墳の造営が終了し，百済中央の墓制たる「陵山里型石室」の受容をもっ
て，百済に編入されたとみる。
　次に，倭の側の視点に立つと，５,６世紀にみられる畿内地域における集落変動は栄山江流域（とその周辺地域）
とも似かよう部分が多々あることが指摘できた。密接な交流関係によって海を渡った渡来人集団が畿内地域の集落
再編に大きな役割をはたしたことが再確認され，そこには両地域を取り巻く大きな社会変動があるのでは，という
見通しが提示された。
　そして，栄山江流域と倭の交流は，単に前方後円墳がきずかれた六世紀前半に限定されるものではなく，３～６
世紀の長期的で双方向的なものであったことが明らかとなった。したがって，栄山江流域社会の側にも，倭と交流
を重ねる明確な目的があり，それに基づいて活発な交流活動をおこなっていた可能性が高い。そのような歴史的背
景があって，栄山江流域に前方後円墳が造されたのである。少なくとも，栄山江流域の前方後円墳が単に特殊な墓
制ではなく，栄山江流域社会なりの特質や伝統も内包されている点については，各研究員の間で共通の理解となっ
ている。そして，栄山江流域社会が百済の社会統合の動きへ対応する１つの方策として，前方後円墳を採用したと
いう評価が，定まりつつある。
　以上，３年間の共同研究を通して，日韓それぞれの研究員が，単に相手側の研究状況を知るという程度ではなく，
みずからがフィールドとする地域を知るためには相手側の状況と比較検討する必要がある，ということを深く認識
するようになったと考えている。そして，その認識の中で，両地域の資料の検討を推し進めており，その成果が最
終の研究成果報告書につながるものと考えている。
相手機関との信頼関係について　本共同研究が成立するためには，大韓文化財研究院との信頼関係が必須であった。
当初は日本側代表の高田と韓国側代表の李暎澈との信頼関係からはじまったことは確かだが，その関係を日韓の研
究員相互，ひいては機関と機関の信頼関係にまで高めていくことができた。それによって，栄山江流域の前方後円
墳という，とかく自国の側の論理を貫徹させようとしがちな研究テーマについて，冷静にそして深く議論すること
ができたと考える。

６．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



31

Ⅰ−１　共同研究

【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

（７）「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。
　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，この枠組みはあくまでも必要となる調査の企画を立てる目安である。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。
　昨年度までの議論で，国内では海藻の利用についての調査の必要性が確認されている。そこで，北海道において
コンブ，能登半島においてワカメやテングサといった海藻について，その採取や加工の技術，流通等に関する調査
を行なう。一方，韓国でも江原道を中心とした東海岸においてワカメ等の海藻の利用についての調査を行ない，日
本との比較の素材とする。これらの調査は本共同研究で設定した４つの研究枠組みのうちＡ「生業技術・社会組織」
およびＣ「衣・食・住」に該当するものであるが，Ｂ「信仰・儀礼・芸能・口承文芸」，Ｄ「日韓交流史」に関わ
る調査の内容や調査地についても，年度内に開催される研究会で議論を行ない，決定する。
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３．今年度の研究経過

４月２日～３日　静岡県沼津市の大瀬神社において祭礼調査を行なった。
４月28日～５月３日　韓国蔚山において捕鯨文化およびワカメ漁に関する調査を，浦項においてカレイを使ったナ
レズシの調査を，槐山において祖先祭祀で供えられる海産物の調査を，安東において塩サバについての調査を行なっ
た。
６月19日～26日　佐賀県白石町で有明海における鮟鱇網漁の調査を，佐賀県立博物館で干潟漁に関する調査を行
なった。香川県観音寺市の伊吹島においてカタクチイワシ漁および加工に関する調査を行なった。また，瀬戸内海
歴史民俗資料館において，瀬戸内海で営まれてきた多様な漁業や信仰についての調査を行なったほか，金刀比羅宮
において，海の信仰に関する調査を行なった
７月18日～20日　中世のトカラ列島における済州島民漂着に関する調査を行なった。
７月21日～26日　北海道函館市において天然コンブ漁およびコンブ養殖に関する調査を行なった。
８月15日～20日　韓国全羅南道栄山浦および黒山島においてガンギエイの漁および加工に関する調査を行なった。
９月７日～10日　愛媛県の魚島および香川県の伊吹島において朝鮮海出漁に関する調査を行なった。
10月３日　国際研究集会「近代における日本人の朝鮮海出漁とその文化的影響」を開催した。
10月４日～６日　千葉県君津市において東京湾で使われていた漁具の調査を行なった。また，鋸南町および鴨川市
において済州島から渡ってきた海女についての調査を行なった。
11月17日～23日　韓国郡山市において近代植民地期の遺物を活用した観光についての調査を行なった。
11月28日～12月２日　韓国莞島および珍島において養殖漁業と漁民の信仰，民俗芸能に関する調査を行なった。
12月24日 韓国仁川市長峰島の伝説に関する調査を行なった。
１月26日～31日 韓国忠清南道泰安郡の黄島において旧正月の豊漁祭の調査を行なった。
２月10日～11日 韓国全羅南道の莞島において旧暦小正月の祭礼に関する調査を行なった。

４．今年度の研究成果

　今年度の成果の概要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，韓国の蔚山におけるワカメ漁についての調査および函館市におけ
る天然コンブ漁とコンブ養殖についての調査が，日韓における海藻利用を比較するうえで有意義であった。その成
果をふまえ，今後はとくに，日韓のワカメ漁に使われる道具の比較と，日本におけるコンブの利用および韓国にお
けるワカメの利用といった課題に絞った調査研究の必要性が浮き彫りとなった。また，有明海における鮟鱇網漁へ
の同行調査は，その漁法や対象魚，一年間の漁業歴における位置づけ等を確認するうえで有効であった。鮟鱇網漁
は戦前に日本人漁民が朝鮮半島に持ち込み，朝鮮半島の人びとの手で独自の発展をとげた漁法である。D「日韓交
流史」にも関わることであるが，鮟鱇網漁の日本での現状の確認は，日本と韓国との技術交流の歴史を考えるうえ
でも重要である。
　つぎにB「信仰・儀礼・芸能・口承文芸」については，大瀬神社の祭礼調査が行なわれた。大瀬神社の祭礼につ
いては，神社近隣の集落の人々による「勇み踊り」の奉納が有名であるが，漁師個人による参拝や漁業経営者や乗
組員による参拝も盛んである。大瀬神社の祭礼の調査は，海で生計をたてる人びとの真剣な祈りのすがたを見るこ
とのできる貴重な機会であった。また，日本各地から広く信仰を集める金刀比羅宮の調査は，韓国での展示の可能
性をさぐるものであった。韓国にはこうした全国から信仰を集めるような海に関する宗教施設はなく，日本と韓国
の信仰のあり方の違いを示す事例として有効である。韓国においては祖先祭祀の際に供物として使われる海産物に
ついての調査を槐山で行なった。一般的に用いられる干したメンタイのほか，サメを使った料理もあり，山間部で
の海産物の利用の様相としても興味深いものであった。また，旧正月に行なわれる豊漁を祈る黄島の祭礼の調査は，
海を対象とした韓国の儀礼の一典型を示すものであり，今後，韓国における海に対する観念を考察するうえで有意
義なものとなった。
　C「衣・食・住」に関しては，とくに食に関する調査が重点的に行なわれた。日本では函館市におけるコンブの
乾燥と伊吹島におけるカタクチイワシのイリコへの加工についての調査を行ない，日本の食文化で重要な役割を演
じるダシについて，韓国の研究者と情報を共有することができた。一方，韓国では，浦項におけるカレイを使った
ナレズシの調査を行なったほか，栄山浦および黒山島でガンギエイの加工についての調査を行なった。ガンギエイ
の身はアンモニアを含むため，発酵させると強烈な匂いを放つ。韓国独特のエイ食文化について，漁法から加工ま
で一貫して調査できたことは，貴重な経験であった。
　D「日韓交流史」については，有明海における鮟鱇網の調査を行なったほか，中世におけるトカラ列島への済州
島民の漂着についての調査や，戦前に日本人が韓国に残した建築物の現代における活用についての調査，そして，
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戦後になってから千葉に移り住んできた済州島の海女からの聞き取り調査など多彩であった。また，10月に歴博で
開催された国際研究集会「近代における日本人の朝鮮海出漁とその文化的影響」は，本共同研究の中間報告として
重要な意味をもつものであり，今後の展示を含めて，近代における日韓の関係を取り上げることの必要性が確認さ
れた。

５．研究組織　（◎は研究代表者，○は研究副代表者）
　飯田　　卓　国立民族学博物館・准教授
　李　官　浩　韓国国立民俗博物館・民俗研究課長
　李　智　喜　京畿文化財団文化事業チーム・主任
　磯本　宏紀　徳島県立博物館・主任
　呉　昌　炫　韓国国立民俗博物館・学芸研究士
　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准教授
　崔　仁　香　中央大学校日本学研究所・研究員
　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
　鄭　明　燮　韓国国立民俗博物館・前民俗研究課長
　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

（８）「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。
　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
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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浮き上がらせる。そのため，２
年目である2016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。
　集落遺跡の調査
　　沖縄県八重山郡竹富町波照間島ミシュク村跡遺跡の測量調査
　　先島の集落遺跡の踏査
　出土遺物の調査
　　宮古島市住屋遺跡出土陶磁器調査
　　石垣市フルストバル遺跡出土陶磁器調査
　　鹿児島県大島郡喜界町城久遺跡群出土陶磁器調査
　研究会の実施（於．国立歴史民俗博物館，喜界島）

３．今年度の研究経過

　４/16－17　第４回共同研究会（於．国立歴史民俗博物館）
　　池田榮史「考古学における古琉球研究の現状と課題」
　　池谷初恵「先島における陶磁器研究，陶磁器調査の現況と意義」
　　資料調査：沖縄出土陶磁器，又吉真三収集琉球拓本コレクション
　５/20－23　調査（於．宮古島市教育委員会）
　10/21－23　第５回共同研究会（於．姶良市教育委員会，喜界町教育委員会）
　　姶良市内，喜界島巡見
　　シンポジウム「中世の喜界島を考える」（於．喜界町中央公民館）
　　　喜界町教育委員会教育長「開会のあいさつ」
　　　村木二郎「中世における琉球と喜界島」
　　　田中大喜「喜界島と鎌倉武士」
　　　早田晴樹（喜界町教育委員会）「喜界町手久津久の遺跡について」
　　　討論
　10/23－24　調査（於．喜界町埋蔵文化財センター）
　11/10－14　調査（於．竹富町波照間島ミシュク村跡遺跡）
　12/17－18　第６回共同研究会（於．国立歴史民俗博物館）
　　栗木 崇「古琉球時代における石切技術研究の現状と課題について」
　　小出麻友美・池谷初恵・小野正敏・佐々木健策・村木二郎「波照間島ミシュク村跡と先島の集落遺跡」
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　　小野正敏「八重山のムラと御嶽・口承」
　　久貝弥嗣「 宮古島市内出土の13世紀～15世紀にかけての中国産陶磁器─褐釉陶器と浦口窯系白磁を中心として

─」
　　中島圭一「北方からみた琉球王国の形成」
　　佐伯弘次「博多商人道安と「琉球国図」」
　　関 周一「『朝鮮王朝実録』にみえる奄美諸島と先島」
　　岩元康成「奄美の中世城郭の調査研究の現状」
　　齋藤 努「喜界島出土青銅製品の鉛同位体比分析（途中経過）」
　２/25－26　調査（於．福岡市埋蔵文化財センター）
　３/３－13　調査（於．石垣市教育委員会，波照間島，西表島）

４．今年度の研究成果

　前年度の共同研究会では，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。今年度は，はじめに考古学の研究動向を把握するための研究報告を
おこない，また前年度から始めた先島地域における現地調査の成果報告をおこなった（第４回）。
　次の研究会（第５回）は，共同研究員全員での現地調査を奄美地域で実施するとともに，喜界島で地元の研究者
や市民を交えてシンポジウムをおこない，研究成果を発信した。
　年末の研究会（第６回）では，研究期間が半ばを過ぎたこともあり，共同研究員それぞれがどのような個別研究
をまとめていくのか報告し，それについて議論をおこなった。そのなかで現地調査を踏まえた研究報告もあり，今
後のまとめ方に対して有益な指摘が多々見られた。
　個別調査としては，集落遺跡調査・出土陶磁器調査をおこなうことで，新たな資料作成に努めた。集落遺跡調査
としては，前年度の踏査によって良好な状況で残存していると見当をつけた波照間島ミシュク村跡遺跡の測量調査
を実施した。地元の教育委員会の援助のもと，共同研究員が平板測量をおこない，踏査だけではイメージできなかっ
た図面を作成することができた。ただ，調査の過程で遺跡の範囲が広がることが判明したため，今年度の調査は中
核部分にとどめ，来年度に再度拡張部分の調査をおこなうこととした。ほかにも，波照間島マシュク村跡遺跡，西
表島上村遺跡を踏査することで，ミシュク村跡遺跡の性格を考えるための材料を得た。
　出土陶磁器調査としては，宮古島では前年度からとりかかっていた住屋遺跡の陶磁器分類を終えたほか，ミヌズ
マ遺跡出土資料も全点調査を終え，宮古地域の陶磁器基準データを作成することができた。奄美地域では，喜界島
城久遺跡群の大ウフ遺跡出土陶磁器を調査したほか，手久津久遺跡群中増遺跡出土資料にもとりかかり，来年度の
調査で完了する目途がたった。八重山地域では，前年度から始めた石垣島フルストバル遺跡出土陶磁器のうち，１・
２・３号住居跡分を終えた。大まかな傾向はつかめつつあるが，もう少しほかの島の資料を確認することで当該地
域の陶磁器基準データを固めたいと考えている。
　来年度は，ミシュク村跡遺跡の測量を完了する。また，喜界島中増遺跡，石垣島フルストバル遺跡４号住居跡，
竹富島新里村跡遺跡出土陶磁器の調査をおこなって奄美・宮古・八重山の陶磁器基準データを作成する。研究報告
会も歴博で開催するとともに，沖縄本島で地元研究者を交えたシンポジウムを開催する。

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　小田原市観光課・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
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◎村木　二郎　本館研究部・准教授

（９）「「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

　共同研究２年目の本年においては，①研究の推進，②来年度の展示準備，そのための資料調査，③資料リスト作
成の推進，を主たる目標とした。
　具体的には，①については，共同研究会での発表と学会などにおける中間的な成果の公表，②については，共同
研究の場における展示案の討議とその結果に基づく各資料所蔵機関・個人資料などの資料調査，および展示準備と
しての所蔵機関への協力依頼や提携の具体化，そして年度末までに全体展示案をほぼ具体化すること，③昨年度か
ら継続している東大闘争資料，日大闘争資料をほぼ完了させること，そのために必要な資料整理体制を組むことで
あった。この外には，前年度に実施した運動関係者からの聞き取りの活字化，日本の運動関係資料を所蔵するハワ
イ大学など海外機関の調査などが付帯する課題であった。

３．今年度の研究経過

　2016年度は３回の合同会議を開催し，適宜，テーマ別の個別調査・個別打ち合わせを実施した。
　第１回会議は７月16，17日両日，国立歴史民俗博物館第一会議室にて実施した。参加11人，16日は，小杉亮子「闘
いのサイクルとしてみる1968～69年東大闘争」，黒川伊織「関西の『1968年』─文化運動・ベトナム反戦・大学闘
争─」，相川陽一（展示プロジェクト委員として参加，なお，上記参加者数は共同研究メンバーのみで，展示プロジェ
クト委員の参加者は含んでいない）「三里塚闘争をめぐって」の３報告と討論，17日は，安田常雄「熊本水俣病と
横浜新貨物線反対運動をめぐって」，清水靖久「造反教員について」，根津朝彦「『1968』をめぐる学生運動と新聞
メディア」，河西英通「北大及び弘前大学をめぐる運動資料について」の４報告と個別質疑を行い，終了後全体討
論を実施した。
　第２回会議は９月25日,国立歴史民俗博物館第一会議室にて実施した。参加10人，平井一臣「1968年のベ平連」，
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安田常雄「横浜新貨物線反対運動と水俣病闘争」，相川陽一「三里塚闘争と支援闘争」についての報告，討論，全
体質疑を行った。
　第３回会議は，12月23日，国立歴史民俗博物館第一会議室にて実施した。参加10人。この会議では，まず「1968
年」のトータルなイメージを議論するため平井一臣氏に「現代日本の社会運動とイデオロギー─1968年を起点とし
て─」と題して，1968年から半世紀の政治社会状況を大くくりに総括する報告をお願いし，関連する議論を行った。
その後，展示に関する個別討議を実施し，平井，大串，黒川，河西各氏の展示資料に関する報告が行われた。
　調査については，黒川氏による関西社会運動の調査，小杉氏の東大学生運動の調査（東大文書館，歴博），清水
氏による歴博所蔵東大資料調査，平井氏の福岡・埼玉大学教養部・立教大学共生社会研究センター・立命館平和ニュー
ジアムなどの調査，安田・矢作両氏による熊本・水俣調査（矢作氏は展示プロジェクト委員），相川氏（展示プロジェ
クト委員）の三里塚・宮内公文書館調査が行われ，適宜，研究代表の荒川が同道した。

４．今年度の研究成果

　①の研究活動としては，上記の経緯のように適宜共同研究会での研究報告を実施し，その成果の一部は，法政大
学大原社会問題研究所が発刊している社会問題・労働問題専門の研究雑誌『大原社会問題研究所雑誌』（697号，
698号）における「「1968年」と社会運動の高揚」と題した特集を構成した（2016年11月号，および12月号）。黒川
伊織「いやがらせの思想─「ベトナムに平和を！」神戸行動委員会の経験」，小杉亮子「全共闘とは何だったのか
─東大闘争における参加者の解釈と意味付けに着目して」，荒川章二「「1968」大学闘争が問うたもの―日大闘争の
事例に則して」の３本であり，特集の企画者は展示プロジェクトメンバーである大原社会問題研究所鈴木玲である。
活字化された共同研究の報告としては，前年度の広報誌『歴博』192号（2015年９月）での，「近現代日本の社会運
動資料」の特集に次ぐものである。
　②の展示計画では，３月までにおよその展示リストを作成して館内の展示方法説明会に提示した。また，東京大
学文書館，「三里塚　空と大地の歴史館」の関係者と協議をおこない，展示および研究資料の利用に関する協力の
受諾を得た。
　③の資料整理について。東大闘争資料は，ビラ・議案書などの運動側の基本資料段ボール５箱分について，ほぼ
整理が完了した。また，日大資料41箱についてもほぼリスト化が完了した。次年度は，東京教育大資料の整理に取
りかかることが可能となった。
　また，元東大全共闘議長山本義隆氏の聞き取り記録についてもテープ起こしが完了した。ハワイ大の資料につい
ては，近々調査を行う予定である。

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
　小杉　亮子　京都大学アジア研究教育ユニット研究員　　　大学闘争論
　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
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（10）「人骨出土例による縄文社会論の考古学・人類学・年代学的再検討」
　　 2016～2018年度
　　（研究代表者　山田康弘）

１．目　的

　日本各地，特に渥美半島や瀬戸内において1920年代を中心に出土した縄文人骨群は，戦前・戦後を通して「日本
人種論」の中核をなす資料であったとともに，考古学的にも縄文時代晩期墓制の基準資料とされ，これまでにも多
くの研究者が当該資料を用いて研究を行ってきた。しかしながら，申請者の山田を研究代表者とする最新の研究成
果（歴博共同研究「先史時代における社会複雑化・地域多様化の研究」（2012～2014年度），科研費基盤研究（B）「愛
知県保美貝塚出土資料による考古学・人類学のコラボレーションモデルの構築と展開」（2013～2015年度）など）
によれば，愛知県吉胡貝塚・伊川津貝塚・保美貝塚・稲荷山貝塚・岡山県津雲貝塚出土人骨という，これまで基準
資料とされた事例の中には，縄文時代後期の事例や弥生時代前期のものなど，時期を違えたものが相当数混在して
いるということが明らかとなった。
　たとえば稲荷山貝塚の事例では，これまで抜歯型式の４I型（下顎切歯４本を除去するもの）と２C型（下顎左
右犬歯を除去するもの）の人骨は同時存在するものとされ，それぞれが埋葬地点を違えて群をなすことから，両者
は集団内において排他的な関係にあること，これより類推して抜歯型式の相違は出自の相違（そのムラの出身者と
外部からの婚入者）であると理解されてきた。この点は，先行研究者によって唱えられてきた，抜歯型式による縄
文社会構造論における議論の前提であった。しかしながら，稲荷山貝塚出土人骨を年代測定してみると，抜歯型式
の４I型と２C型は同時存在するものではなく，時期差によるものであることが判明した。同様に，吉胡貝塚出土
人骨（２C型）を複数体選定し，年代測定したところ，人骨の帰属時期が少なくとも後期末・晩期中葉・弥生時代
前期の３時期となることが判明した。このことは，従来の研究の前提が誤っていたことを示すとともに，これまで
発表されてきた抜歯仮説による縄文社会構造論は成立しないという事実を研究者に突きつけることとなり，今や縄
文墓制・社会の研究は振り出しに戻ったと言っても良い状態となっている。
　この状況を打開するためには，先にあげた人骨資料そのものの年代測定を行い，その測定値を参照しながら考古
学・人類学・年代学・遺伝学の各見地から上記の人骨群の形質・墓制等を再検討することが必要となる。今回のプ
ロジェクトは，上述した各遺跡の人骨群の中から遺存状態が良好で，かつ考古学的な埋葬属性が検討可能な事例を
主たる対象として新規にデータベースを構築し，年代測定および同位体分析，可能であればDNA分析を行い，そ
の結果を参照しながら墓域構造を復元するとともに従来の墓制論・社会構造論を再検討し，新たな縄文社会構造論
のモデルを提示するところまでを目的とする。

２．今年度の研究計画

　本研究を遂行するためには，各遺跡出土人骨の検討に基づく新規の出土人骨データベースの作成，資料のサンプ
リングが欠かせない。そのため，上記の遺跡から出土した人骨を保管している東京大学総合研究博物館・京都大学
総合博物館・京都大学理学部・国立科学博物館・各市町村教育委員会等と連携をはかり，年代測定・同位体比測定・
DNA抽出用のサンプリングを行っていくこととなる。上述した目的を達成するため，研究期間中を通じて全国各
地の出土縄文人骨データベースの作成を行なうとともに，2016年度の研究計画は次のように予定している。
　まず，これまでに年代測定等が行われていない岡山県津雲貝塚出土人骨を第一の検討資料とし，それらのうち抜
歯型式が判断できるもの（特に無抜歯・４I型・２C型），かつ装身具を佩用するなど埋葬属性が明確なものを抽出
し（担当：設楽・近藤・山田）について，年代測定・安定同位体比の測定を行い（担当：米田・日下・坂本・工藤・
山崎），埋葬順序の確定による埋葬小群・墓域構造の復元を行う（担当：設楽・山田）。また，歴博等において研究
会を２回行い，上述した研究成果を共有するとともに，当該遺跡における社会構造についても検討を行う（担当：
全員）。

３．今年度の研究経過

　５月になった段階で，これまで学生として有志参加していただいた覚張隆史氏が金沢大学に就職されたことにと
もない，新たに共同研究者となっていただいた。また，九州地方における考古学的な検討を行っていただくために
九州大学の舟橋京子氏にあらたに共同研究者となっていただいた。
　また４月よりリサーチアシスタントの山下氏を中心として，縄文時代における埋葬例のうち，人骨出土例のデー
タベースの作成を，年度を通して継続的に行った。。
　４月以降のところで，共同研究者である日下氏には岡山県津雲貝塚出土人骨のサンプリングとともにコラーゲン



39

Ⅰ−１　共同研究

の抽出を行っていただいた。
　11月９日から10日にかけて，京都大学にされている岡山県津雲貝塚（追加分），岡山県船元貝塚，熊本県轟貝塚
の人骨から年代測定用のサンプリングを行うとともに，年代補正用の資料として津雲貝塚出土のシカ骨のサンプリ
ングを行った。獣骨の同定は山崎氏にお願いし，その補佐を山下氏が行った。また，山田は現地における資料の抽
出と，資料実見にあたっての調整を行った。
　これらの研究経過を踏まえながら，12月17・18日に，歴博において第一回研究会を開催した。この研究会では以
下のような点を検討した。
　山田康弘：本研究会の趣旨と歴博の基本方針による研究員公募について
　山田康弘：愛知県田原市伊川津貝塚における成人女性と子供の合葬例について
　米田　穣：愛知県田原市伊川津貝塚出土人骨の年代測定について
　近藤　修：人骨からみた古代日本人
　太田博樹：次の10年に向けて─個人差と先史社会，古人骨の高精度年代決定
　日下宗一郎：岡山県津雲貝塚，愛知県稲荷山貝塚出土人骨の年代測定とSr同位体の分析状況について
　山田康弘：岡山県笠岡市津雲貝塚における問題点について
　第二回研究会は2017年１月29日に東京大学理学部二号館第二会議室にて行った。この研究会では以下の点を検討
した。
　山田康弘：人骨出土例による縄文社会論の考古学・人類学・年代学的再検討
　山崎　健：保美貝塚の動物利用・縄文時代晩期における渥美半島の生業活動
　山田康弘：中妻貝塚における多数合葬・複葬例の考古学的検討
　米田　穣：中妻貝塚および下太田貝塚出土人骨動物骨の年代と同位体分析結果
　覚張隆史：Sr同位体比に基づく中妻貝塚出土人骨の移動性に関する研究
　近藤　修：中妻貝塚多数合葬人骨の頭蓋・歯牙形態小変異
　太田博樹：中妻貝塚出土人骨DNA分析に関するコメント

４．今年度の研究成果

　今年度の研究は岡山県津雲貝塚出土人骨の同位体分析・年代測定を中心として進めていった。その結果，津雲貝
塚出土人骨の年代幅は，かなり大きくやはり従来の研究とは不整合を起こす事が明らかとなった。また，比較対象
資料としていた，茨城県中妻貝塚・千葉県下太田貝塚・愛知県伊川津貝塚・愛知県保美貝塚の分析結果も出てきて
おり，一つの遺跡の人骨群が，限定された時間幅の所産ではなく，かなりの長期間の蓄積として捉えられるもので
あること，合葬例であっても遺伝子レベルでは親子関係が存在しないこと，多数合葬・複葬例については，遺体の
死亡時期がかなり限定されることなどが判明した。これらの研究成果は日本考古学協会・日本人類学会等で発表を
行っている。

５．研究組織（◎は研究代表者，○は研究副代表者）
　覚張　隆史　金沢大学人間社会学研究域附属国際文化資源学研究センター特任助教（Sr同位体分析）
　舟橋　京子　九州大学大学院比較社会文化研究院講師（出土人骨の考古学的検討）
　設楽　博己　東京大学大学院人文社会学系研究科・教授（出土人骨の考古学的検討）
　近藤　　修　東京大学大学院理学系研究科・准教授（出土人骨の形質的検討）
　米田　　穣　東京大学総合研究博物館・教授出土人骨の年代学的検討
　日下宗一郎　ふじのくに地球環境史ミュージアム・主任研究員（出土人骨の年代学的検討）
　山崎　　健　奈良文化財研究所・埋蔵文化財センター研究員（出土動物骨の検討）
　太田　博樹　北里大学医学部・准教授（出土人骨の遺伝学的検討）
　坂本　　稔　本館研究部・教授（出土人骨の年代学的検討）
○工藤雄一郎　本館研究部・准教授（出土人骨の年代学的検討）
◎山田　康弘　本館研究部・教授（総括・出土人骨の考古学的検討）
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（11）「建造物古材による木材科学的資料研究」
　　 2016～2018年度
　　 （研究代表者　坂本　稔）

１．目　的

　本研究は，歴博が所蔵する建造物古材を対象に，その資料化を図るとともに，最新の木材科学的な調査・分析を
適用した新しい資料研究の展開を目的とする。
　本館蔵の建造物古材は，これまで企画展示などの機会に一部が展示される以外に有効な活用が図られてこなかっ
た。背景には，建築史学において部材を対象とした研究が必ずしも主流ではないといった事情がある。一方で自然
科学的な手法による木材の研究は近年格段の進歩を遂げ，降水量変動の復元や炭素14年代法による高精度の数値年
代獲得に成果をあげつつある。しかしながら，日本歴史における古代・中世の時期は来歴の判明した木材資料に乏
しく，その入手は大きな課題である。本館蔵建造物古材はその目的に合致する資料群の一つである。
　本研究では「試料採取を前提とする」木材科学的な手法を本館蔵の建造物古材に適用し，その物理的・化学的特
性を明らかにしつつ，未だ研究途上にある樹木年輪による古気候の復元，日本版較正曲線の整備，および産地推定
などを最終的な目標とする。その前提として，現状で十分に整理されていない本館蔵の建造物古材の分類とデータ
化を行う。

２．今年度の研究計画

　資料の分類・抽出：古材の寸法，風食・風化，仕口・加工痕などを元に，資料を時期ごとに分類する。資料には
奈良時代・鎌倉時代建立の建物の古材が含まれ，後世の修理材も混在した状態にある。木材科学的な分析にかかる
具体的な点数を確定させるため，古代・中世の古材を優先して抽出する。同時に，資料の記録とデータベース化に
ついて検討を行う。
　本研究は館蔵資料からの試料採取を前提としており，その可否について，博物館資源センターを通じ館内調整を
継続する。

３．今年度の研究経過

2016年８月16～19日：資料調査（国立歴史民俗博物館，収蔵庫）
　資料係係員の立会いのもと，共同研究員の藤井，大山，箱㟢，坂本による建造物古材の検分を行った。美術品運
送業者の作業員の手で，庫内の棚に集積されていた古材を１点ずつ展開し，目視による樹種の識別と木取り（樹芯
やノタの有無），年輪数を調査した。風蝕や形状，帰属建物の情報などから古材の時期を推定し，古いもの，およ
び試料採取を前提とした時にそれが可能と思われるものの抽出を行った。591点の調査を行い，90点を抽出，うち
23点は帰属建物が判明していた。
2016年10月20日：第１回研究会（国立歴史民俗博物館，第２会議室）13時30分～16時30分
　参加人数　９名（共同研究員８名，濵島正士・国立歴史民俗博物館名誉教授）
・濵島正士　法隆寺建造物古材（H-249）収蔵の経緯
・藤井裕之　第１回抽出作業の概要
　歴博への古材収蔵に関わった濵島名誉教授の出席を仰ぎ，その経緯をご説明頂いた。８月の調査概要の報告を受
けながら，共同研究の進め方について議論を行った。

2017年１月に共同研究員の公募を実施し，京都工業繊維大学の清水重敦教授の任用を決めた。

４．今年度の研究成果

　第１回研究会では研究の進め方について，共同研究員の中で改めて議論を行った。館内的には博物館資源センター
との調整を進め，共同研究委員会でも承認を受けてきたが，研究が試料採取ありきの方向で進みつつあることに対
し改めて強い懸念が示された。資料保護の考えもあるが，試料採取までして得ようとする成果とは何か，具体的な
成果を示す必要がある。研究組織に，建造物古材に即した研究を立案するための「司令塔」となる研究者が不在な
ことも問題視された。そこで，関連する専門分野の研究者を公募で募集する，法隆寺建造物に関する研究者をゲス
トスピーカーとして招聘するなどして，態勢の立て直しを図ることで合意した。
　年輪学，年代学の立場からは一括性の高い有力な資料群であることに変わりはなく，さらに濵島名誉教授が残さ
れた調書（濵島調書）に掲載された情報も，表計算ソフトに転載して尺寸をメートル記載に直すなどして有効に活
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用できるようになった。1,125点とされていた部材は調書上1,343点で，８月の調査では新たに103点が発見されるな
ど，総点数はさらに増える可能性がある。試料採取については，ドリルで柱状試料を切り出すのが現実的とされ，
各方面とは改めて調整を図ることとした。

５．研究組織（◎は研究代表者，○は研究副代表者）
　中塚　　武　総合地球環境学研究所・教授
　大山　幹成　東北大学学術資源研究公開センター植物園・助教
　横山　　操　京都大学総合博物館・教務補佐員
　藤井　裕之　学識経験者
　中尾　七重　武蔵大学総合研究所・研究員
　齋藤　　努　本館研究部・教授
　鈴木　卓治　本館研究部・教授
◎坂本　　稔　本館研究部・教授
○工藤雄一郎　本館研究部・准教授
　箱㟢　真隆　本館研究部・特任助教

（12） 「歴史・民俗研究の資源としての映像の制作・保存・共有と歴博型プラッ
トフォームの構築」

　　 2016～2018年度
　　（研究代表者　内田順子）

１．目　的

　2004年度以降，歴博では「民俗研究映像」に関する共同研究を４期にわたっておこない，民俗・歴史研究の成果
として映像を制作し，保存・活用を推進してきた。しかしこの間にも，デジタル機器の高性能化等により，研究者
自らが撮影・編集するなど，映像のフォーマット・制作形態・学術映像の様式などの多様化が進んでいるため，既
存の制作・保存・活用の方法論を絶えず見直していかねばならない状況にある。以上により，第５期においては，
以下を目的として共同研究をおこなう。
① 日本列島の歴史・民俗を記録・分析・研究する手段として映像を位置づけ，映像を制作するとともに，研究成果

としてそれらの映像を研究に供する。
② 歴博における研究映像の制作が地域文化の研究に資するよう，歴史民俗系博物館や地方自治体，大学等との連携

によって映像を制作し，活用の方法を検討する。具体的には，今期の共同研究で制作する映像が対象とする地域
の，リアス アーク美術館・千葉県立中央博物館・信州大学地域戦略センターと連携しておこなう。

③ 多様なフォーマット・制作形態での映像制作に対応した組織的かつ体系的な映像・情報の保存・蓄積をはかり，
共同利用に供する方法を検討する。

④ 研究や教育目的での映像の視聴等の要請に応えるには，現在の歴博の設備や情報システムでは不十分である。蓄
積された豊富な映像資料を研究者等の利用に供するために必要となる研究環境（歴博型プラットフォーム）につ
いて検討し，提言する。

　民俗研究映像の制作開始から，2018年で30年という節目を迎える。歴博における研究映像の意義とともに，日本
の歴史・民俗の研究における映像の役割と可能性について検討するために，フォーラムまたは映像祭を開催する。

２．今年度の研究計画

【新規映像】「災害と地域の変容（仮題）」（平成27年度制作準備開始）
概要：東北地方太平洋沖地震の被災地域の人びとが被災をどのように越えて，生活文化を復旧させつつあるのか
映像で記録する。被災から５年が経とうとするなか，変りゆく被災地の人びとの活動と景観に焦点を当て，「生業」
と「行事・祭礼」の側面から地域を描く。

【研究会】前年度制作映像の報告，制作・保存・活用の方法論・システム検討，次年度制作映像の計画検討。
【 その他】前年度制作した映像の歴博映像フォーラムでの公開および英語版作成。次年度制作する映像の準備。過

去の民俗研究映像の撮影素材の保存と情報蓄積。
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３．今年度の研究経過

【映像制作】
「災害と地域の変容（仮題）」は2015年度より制作準備を開始し，今年度，撮影と編集を進めた。2017年度完成
予定の「二五穴」は，調査・地域との交渉を進め，年度替わりの次期に集中する作業を記録するため，今年度か
ら映像制作業者による撮影を開始した。また，2018年度は，松本市のタケ細工の技術継承をテーマとした映像を
制作する計画であったが，今年度の調査において，上布の原料となるカラムシの生産者との交渉が順調に進み，
カラムシの植え付けから収穫，糸作り，織までのプロセスを一貫して記録できることがわかったため，2018年度
はカラムシの生産技術をテーマとした研究映像を制作することに計画を変更し，今年度から昭和村での調査・撮
影を開始した。また，本共同研究では，音響の制作に関する専門的な知識や技術をもった研究者が少ないため，
春日 聡氏を新しく共同研究員に迎えた。

【研究会】
日時：2016年７月２日（土）10時30分～17時00分
場所：東京大学弥生講堂一条ホール（東京都文京区弥生１丁目１－１）
内容：歴博映像フォーラム11「明日に向かって曳け　石川県輪島市皆月山王祭2015」

日時：2016年７月３日（日）10時30分～13時00分
場所：歴博（第２会議室）
内容： 前日の「明日に向かって曳け」の上映を踏まえた討論をおこなったほか，各映像制作の計画を報告し，３

年間の研究計画の細部を検討した。
【その他】

・ 館外貸し出し用として，「屋久島の森に眠る人々の記憶」の日英両言語対応のブルーレイディスクを作成した
ほか，「明日に向けって曳け」の日本語版DVDを作成した。

・ 過去の撮影素材のアーカイブ化に向けて，歴博が制作してきた民俗研究映像の撮影素材に基づいた基礎技術調
査をおこなった。

４．今年度の研究成果

　本共同研究内で制作予定の「災害と地域の変容」（2016年度完成），「二五穴」（2017年度完成予定），「からむし生
産技術」（2018年度完成予定）は，それぞれ順調に調査・撮影等の制作を進めることができた。そのうち，「災害と
地域の変容」と「からむし生産技術」は，研究者自身が企画・撮影からポストプロダクションまでおこなうもので
あり，また，「二五穴」も，これまでの研究映像のように，最初から一括して業者に業務を発注するのではなく，
必要に応じて制作業務を委託する方法をとって進めている。そのため，研究会全体で細やかな予算配分が必要となっ
たが，年度当初に共同研究メンバーから提出された研究計画に基づいてそれぞれの予算配分を決め，かつ年度途中
に調整をおこなって，概ね計画どおりに研究・映像制作をすすめることができた。

５．研究組織（◎は研究代表者，○は研究副代表者）
　山内　宏泰　リアス・アーク美術館・学芸係長
　島立　理子　千葉県立中央博物館・主任上席研究員
　分藤　大翼　信州大学全学教育機構・准教授
　春日　　聡　多摩美術大学・非常勤講師
　青木　隆浩　本館研究部・准教授
◎内田　順子　本館研究部・准教授
　小池　淳一　本館研究部・教授
○川村　清志　本館研究部・准教授
　柴崎　茂光　本館研究部・准教授
　鈴木　卓治　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
　三上　喜孝　本館研究部・准教授
　山田　慎也　本館研究部・准教授
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Ⅰ−１　共同研究

（13）「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
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

　2015年度を通じて，個別研究のテーマが出揃い，相互に研究成果を共有する素地ができた。その成果を受け，
2016年度には引き続き年に２，３回程度の研究会を行ってさらに研究を深めるとともに，①コレクション主である
入船扇蔵と落語，②一枚摺に描かれた芸能，③一枚摺にみる江戸の商家，④一枚摺の成立過程についてなど，グルー
プごとに議論を深める。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継続して行い，『懐溜諸屑』の
コレクションとしての性格を解明することも目指す。
　７月にお茶の水女子大学の国際日本学シンポジウムを利用して中間総括を行って，研究成果を確認することとす
る。また，シンポジウムにメンバー外の著名研究者を招来して講演を行ってもらい，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。
　同時に，次年度以降の報告書刊行に向け，共同研究者にグループごとの議論を反映させたうえで個別成果の執筆
に取りかかってもらうなど準備を行う。

３．今年度の研究経過

第１回研究会　６月11日（土）　会場：お茶の水女子大学
　2016年度の研究計画と７月開催の国際日本学シンポジウムのための討議

第18回国際日本学シンポジウム「イメージと伝達の国際日本学」セッションⅡ「落語家が収集した一枚摺の世界」
　７月３日（日）　会場：お茶の水女子大学　お茶の水女子大学比較日本学教育研究センターとの共催

第２回研究会　８月25日（木）　早稲田大学演劇博物館所蔵「伊勢辰資料」の調査
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第３回研究会　２月12日（日）　会場：お茶の水女子大学
　３年間の共同研究の総括と研究報告や展示等，今後の成果発表に関する討議

４．今年度の研究成果

　2016年度の大きな成果として，お茶の水女子大学国際日本学シンポジウムにてセッション「落語家が収集した一
枚摺の世界」を開催し，共同研究の成果を確認できたことがあげられる。第一に，従来不分明であった，史料を収
集した入船扇蔵の経歴が，中川桂氏により三代目扇蔵（前名は扇子）にあたると解明された成果は大きい。『懐溜
諸屑』とは，番付でいえば中下位クラスの落語家が，身近な寄席ビラや半札，瓦版などを集めてできあがったコレ
クションである。第二に，髙橋修氏による江戸と大坂の引札の比較によって，口頭伝達と文書伝達の中間に位置す
る一枚摺の特徴が確認された。引札の様式を通して口承文化の浸透度の違いがみえる可能性があるなど，一枚摺は
まだまだ史料的可能性を秘めている。これは2015年度の大阪歴史博物館と大阪城天守閣での共同調査の成果でもあ
る。　第三に，一枚摺の製作者の問題について，髙山慶子氏は江戸で流行し一枚摺の題材にもなった「お竹大日如
来」について紹介しながら，信仰や開帳のブームの背景に一枚摺作成者が深くかかわっていたこと，さらには入船
扇蔵自身も単に一枚摺を収集しただけでなく，その製作現場に近いところにいたのではないかと提起した。第四に，
一枚摺はどのように販売されたのか，販売の局面について，大久保純一氏は引札や掛紙（包装紙）から江戸の絵双
紙屋の多様な販売形態を描き出した。その後，フロアからの質問も交えてパネルディスカッションが行われた。同
シンポジウムでは，一般の方々によるフロアからの質問も交えてパネルディスカッションが行われ，『懐溜諸屑』
の内容理解が深まったと同時に，共同研究の社会的還元の機会にもなった。
　これらの諸点はこれまでの成果であると同時に，今後の研究課題も提起している。
　「伊勢辰資料」調査では，『懐溜諸屑』のような一枚摺コレクションの延長線上に，「伊勢辰資料」コレクション
のような，近代の東京における江戸文化趣味の興隆などがあることが予想された。個々の共同研究員の調査活動と
しては，引き続き大阪府立中之島図書館，洛東遺宝館などで近世資料の調査がおこなわれ，関連資料の発掘などに
成果を得た。

５．全期間の研究成果

　この共同研究では，①『懐溜諸屑』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。②『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。③『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，という三点をおもな目的とした。
　このうち①については，2016年度７月の国際日本学シンポジウムでの研究成果などを通じてある程度の成果を得
たが，さらに研究報告書をまとめる用意がある。②については，落語研究者との共同研究の成果もあって，従来未
確定であったコレクションの形成過程がかなり明らかになり近世都市研究資料としての価値をさらに高めることが
できた。また各地のまとまった一枚摺コレクションの調査を通して，『懐溜諸屑』のコレクションとしての独自の
性格も浮かび上がってきた。多様な専門の共同研究員の調査により，『懐溜諸屑』に収められた個々の資料に関し
ても，その希少性や近世都市文化資料として重要な情報を持つものが見いだされた。③については，一般の方にも
開放されたシンポジウムという形では実現したといえ，さらにこのシンポジウムを通し，近世都市文化の研究者コ
ミュニティーに対しても，館蔵データベース『懐溜諸屑』の有用性を周知することができた。

６．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・教授
〔研究協力者〕
　久留島　浩・本館館長
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Ⅰ−１　共同研究

（14）「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，研究代表者が近年発表した論文を除き，この点に留意した研究はほとんどなされていない。
　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
日から見ればほとんどとるに足らぬ」（『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ながら，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

　2016年度の研究計画は，前年度の研究内容・成果を土台に据えた上で廣橋家との関連を注視しつつ，以下の各項
目に属する調査と研究を進めることが主たる内容となる。
（１）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
（２）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
（３）紀伝博士家にとって改元が持つ政治的意味
（４）革命・革暦改元の根拠となっている術数思想
（５）中国の改元／年号と日本の改元／年号との関係
　これらの研究を通して得られた成果を国内外の学術会議で研究発表することで本プロジェクトの意義を対外的に
アピールするかたわら，会議での討議や論文に対する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。
　本研究プロジェクトの具体的で可視的な成果の一つとして，年号勘文資料を中国において影印出版することが決
定しており，年内に刊行するための編集作業を本格化させる。それに加え，廣橋家文書の中，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）』を完成するための編集作業を継続し，
さらに年号勘文資料の翻刻を含む作業を進める。プロジェクト最終年度である2017年度には，企画展示，歴博フォー
ラムと国際シンポジウムを実施するので，それらを成功させるための準備を進める。

３．今年度の研究経過

①国際シンポジウムでの論文発表　2016年４月19・20日（香港バプティスト大学）
　香港バプティスト大学にて開催された国際≪尚書≫学第４回学術シンポジウム」に水上雅晴（中央大学）が参加
し，「日本年号資料中的『尚書』」と題する論文を中国語で発表した。論文報告において，廣橋家旧蔵記録文書典籍
類に属する年号資料が『尚書』（『書経』）のテキストを研究する上で有する資料価値について取り上げた。同会議
には，共同研究の協力メンバーである上海師範大学の石立善教授も参加していたので，会場にて本研究計画の研究
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成果の一部を占める年号資料影印出版事業について打ち合わせをした。

②館蔵資料の調査　2016年５月６日（国立歴史民俗博物館）
　石井行雄（北海道教育大学）・近藤浩之（北海道大学）・高田宗平（大阪府立大学）・水上雅晴（中央大学）が『改
元勘文』（H-63-148）・『改元部類記』（H-63-157）などを含む廣橋家旧蔵記録文書典籍類に属する年号勘文資料，
それに重文『周易』を調査し，必要な箇所をデジタルカメラにて撮影した。年号勘文資料については，書き入れ・
角筆・白点などに注意しながら調査を進め，これらに関するデータを入手した。重文『周易』については白点を重
点的に調査し，博物館事業課専門員の勝田 徹氏の協力を仰ぎ，撮影方法について実験・議論した。

③国際シンポジウムでの論文発表　2016年６月23・24日（台湾師範大学）
　台湾師範大学にて開催された「2016跨文化視域下的儒家倫常：政道與治道」国際学術シンポジウムに水上雅晴（中
央大学）が参加し，「年號與日本政治和學術」と題する論文を中国語にて発表し，年号が日本の政治・学術に及ぼ
した影響について論じた。シンポジウムとは別に開かれたパネルディスカションにはパネラーとして参加し，補足
的なコメントをした。

④館内外所蔵資料調査と第三回研究会　８月15-19日（国立歴史民俗博物館・国立公文書館・東京都立図書館）
　８月15－19日，館内において石井行雄（北海道教育大学）・近藤浩之（北海道大学）・髙田宗平（大阪府立大学）・
廖海華（北海道大学博士課程）・水上雅晴（中央大学）の５名で，『改元部類記（猪隈関白記）』（H-63-161）・『改
元部類記（三中記・長兼卿記・不詳記）』（H-63-162）を含む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，書き入れ・角筆・白点などに注意しながら調査を進め，これらに関するデータを入手した。18日には「年
号の境界」をメインテーマとする第三回研究会を実施し，石井が「入唐僧の場合」，水上が「琉球王国の場合」の
サブテーマを立てて研究報告をし，それらの報告を受けた討議を実施した。20日は国立公文書館（東京都千代田区），
21日は東京都立図書館（東京都港区）にてそれぞれ年号勘文資料に関連する資料の調査を実施した。調査の結果，
異本資料などから得られた情報は，廣橋家旧蔵文書記録文書典籍類のかなりの部分を占める年号勘文資料解題目録
の作成や資料翻刻の実施の際に活用される。

⑤研究打ち合わせ会議および学術会議への参加　2016年９月２・３日（京都大学）
　９月２日と３日の二日間，京都大学人文科学研究所一階セミナー室にて，打ち合わせ会議を実施した。参加者は，
武田時昌（京都大学），石井行雄（北海道教育大学），名和敏光（山梨県立大学），近藤浩之（北海道大学），髙田宗
平（大阪府立大学），水上雅晴（中央大学）である。２日に実施した打ち合わせ会議においては，次年度実施予定
の特別展示と国際シンポジウムに関する相談，目録・翻刻作成の方法と分担について話し合われ，会議の中では，
水上が年号研究の基礎資料となる『元秘別録』全七冊のデータ入力（８万字程度）を済ませており，それをグルー
プ内で共有することで，今後の研究の進展と深化が期待されることも報告された。３日（土）は武田教授が主催し
京都大学人文科学研究所四階大会議室にて開催された「中国近世学術文化国際ワークショップ」と題する学術会議，
４日（日）は同じく武田教授が主催する伝統医療文化班研究会にそれぞれ参加し，廣橋家の学術・政治活動に関わ
る文献学および伝統思想に関連する知見を蓄え，二つの会議に参加した研究者と情報交換を行った。

⑥館内外所蔵資料の調査　2016年９月15－18日（国立公文書館・国立歴史民俗博物館）
　９月15日，本研究計画の研究成果の一部を構成する年号勘文資料影印本出版の準備を進めるため，石井行雄（北
海道教育大学）と水上雅晴（中央大学）が国立公文書館内閣文庫所蔵の年号勘文資料の調査をした。16日から18日
までは国立歴史民俗博物館にて，福島金治（愛知学院大学），末永高康（広島大学），近藤浩之（北海道大学），髙
田宗平（大阪府立大学）の４名を加えて，『改元勘文』（H-63-148）・『寛永難陳』（H-63-181）を含む館蔵資料の調
査を実施し，『寛永難陳』に角筆を見出した。廣橋家旧蔵文書記録文書典籍類に属する関連資料の撮影を行うかた
わら，解題目録を作成する準備のために写真帳を悉皆調査することにし，200点程度調査し，年号勘文資料の洗い
出しとデータ収集を行った。

⑦研究報告　2016年９月25日（神奈川県立金沢文庫）
　９月25日，金沢文庫で開催された講座「国宝を学ぶ」において，福島金治（愛知県立大学）によって「鎌倉幕府
の延慶改元・改暦への関与について」と題する研究報告が行われ，未解明の部分が少なくない幕府からの改元に対
する関与について実態解明が図られるとともに，研究成果の社会への還元がなされた。
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Ⅰ−１　共同研究

⑧館蔵資料調査　2016年10月21・22日（国立歴史民俗博物館）
　10月21日と22日の二日間，髙田宗平（大阪府立大学）と水上雅晴（中央大学）が廣橋家旧蔵文書記録文書典籍類
の写真帳を悉皆調査する作業を継続した。100点あまり調査した結果，標題からは年号勘文に関わる情報が含まれ
ていることを推測することが難しい幾つかの資料を見出し，関連情報を記録した。

⑨国際シンポジウムでの論文発表および研究打ち合わせ　2016年10月25・26日（上海師範大学）
　10月25月と26日の二日間，上海師範大学にて開催された「写本時代的経典」国際学術フォーラムに水上雅晴（中
央大学）が参加し，「日本年号資料中的漢籍鈔本」と題する研究報告を中国語で行なった。日本に伝わっている儒
家経典の古いテキストを概観した上で，廣橋家の年号資料がその中で占める位置について論じた。会議の主催者に
して共同研究員でもある上海師範大学教授の石立善氏と，上記の年号勘文資料の影印出版計画について，出版社，
収載書，タイトル，総ページ数，分冊の冊数，各分冊の編集担当者，出版予定時期（来年の10月）等々について，
細かい打ち合わせも行った。

⑩館蔵資料調査および研究打ち合わせ　2016年11月６・７日（国立歴史民俗博物館）
　11月６日は近藤浩之（北海道大学）と水上雅晴（中央大学）が館内刊行物『歴博』の掲載予定の原稿の内容や翌
日実施の調査などに関する打ち合わせを実施した。７日は，これまで継続してきた写真帳調査の継続作業をした後，
石井行雄（北海道教育大学）・中川仁喜（大正大学）を加えた４名が博物館事業課専門員の勝田 徹氏と文書の白点
撮影に関する実験及び相談を行った。その後，写真帳を中心とする館蔵資料の調査を実施した。調査の合間に，次
年度開催予定の歴博フォーラム，特集展示，国際シンポジウムに関して，研究副代表の小島道裕教授及び事務担当
者と打ち合わせを行った。

⑪館蔵資料調査および研究打ち合わせ　2016年11月25日（国立歴史民俗博物館）
　11月25日，水上雅晴（中央大学）が写真帳調査の作業を継続し，年号勘文がある資料の抽出作業を完了した。同
日は，次年度開催の特集展示，フォーラム，国際シンポジウムの実施計画について，国際企画室会議の事務担当者
と，主として予算に関わる部分に関する打ち合わせも実施した。

⑫館蔵資料調査および研究打ち合わせ　2016年12月12日（国立歴史民俗博物館）
　12月12日，石井行雄（北海道教育大学）・名和敏光（山梨県立大学）・髙田宗平（大阪府立大）・水上雅晴（中央
大学）が廣橋家旧蔵記録文書典籍類に属する年号勘文資料調査した。調査した書物の中，『改元部類記（實夏卿記・
公尚卿記）』（H-63-168）において角筆が確認された。調査をしながら，次年度実施の展示・歴博フォーラム・国
際シンポジウムの企画や実施内容について，事務担当者との打ち合わせ結果を踏まえて，参加者と相談をした。

⑬館蔵資料調査および研究打ち合わせ　2016年12月22－24日（国立歴史民俗博物館）
　12月22日から24日にかけての三日間，石井行雄（北海道教育大学）と水上雅晴（中央大学）の２名で『改元部類
記（實夏卿記・公尚卿記）』（H-63-168）ほかの資料を調査し，『経光卿記』（H-63-704）に白点と思われる書き入
れを見出した。

⑭研究報告　2017年１月29日（和光大学ポプリホール）
　１月29日，水上雅晴（中央大学）が公益財団法人無窮会の一月例会において「年號と日本漢學」と題する研究報
告を行い，年号勘文所載の漢籍，とりわけ儒家経伝のテキストの状況と価値と問題点に検討を加えた上で，年号勘
文に関連する資料に対する研究の可能性について論じた。

⑮館蔵資料調査および研究打ち合わせ　2017年２月5－7日（国立歴史民俗博物館）
　５日は，石立善（上海師範大学）と水上雅晴（中央大学）が研究計画，とりわけ可視的な成果の重要な柱の一つ
となる年号勘文資料翻刻・影印出版に関して，出版社との契約内容を含む打ち合わせを実施した。６日は髙田宗平
（大阪府立大学）を含む３人で『元秘鈔』三冊（H-63-186，H-63-187）と通行本（群書類従本）とのテキスト比
較を中心とする調査を行った。国際シンポジウムに関する打ち合わせを事務方と実施した後，その後で会場の下見
をして会場の規模や構造，設備の確認も行った。７日は文献調査を継続するかたわら，大川 真（吉野作造記念館）
と特集展示の準備のために，第三展示室を回り，展示の具体的な内容や陳列方法，当面優先的に進める作業に関し
て相談した。
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⑯館内外所蔵資料調査と第四回研究会　2017年３月27－29日（国立歴史民俗博物館）
　３月27日に第四回研究会を実施した。参加者は，福島金治（愛知学院大学），石井行雄（北海道教育大学），名和
敏光（山梨県立大学），末永高康（広島大学），近藤浩之（北海道大学学），石立善（上海師範大学），髙田宗平（大
阪府大学），尾留川方孝（中央大学）の７名であり，研究代表者の科研分担者小幡敏行（横浜市立大学）と鶴成久
章（福岡教育大学）もゲスト参加した。研究会では，末永氏によって革暦資料の『兼良公三革説』に成立に関する
創見を含む研究報告が行われた後，打ち合わせ会議において次年度実施の特集展示を含め，研究成果の可視化に関
わる部分について取り決めがなされた。館蔵資料調査は，『兼仲卿記』（H-63-804）を含む12点を対象として進め，
これまで気づかれていなかった白点を見出すなどの成果を得た。

４．今年度の研究成果

　今年度は館蔵資料の熟覧調査を継続しながら，研究成果の形成と発表に従事し，国際的な学術会議では三件の論
文発表を実施し，国内においては二件の研究報告を実施した。これらの機会を通して，年号勘文資料が持つ学術上
の意義に対する関心が次第に高まってきていることを実感している。研究計画に関連する論文は下記の二点が刊行
された。

○ 水上雅晴「年号勘文資料が漢籍校勘に関して持つ意味と限界─経書の校勘を中心とする考察」（『中央大学文学
部紀要（哲学）』第59号，中央大学文学部，2017年２月，23-42頁）

○ 石井行雄・近藤浩之・髙田宗平「田中本『周易』（重文）のもう一つの顔─白点調査中間報告─」（『歴博』第
201号，国立歴史民俗博物館，2017年３月，20-23頁）

　いずれも発展的な研究の発表が期待される論考であるが，とりわけ後者は，院政期に附されたと目される白点の
復元を目指した論考であり，調査対象の資料は今後，国語学の研究者の関心を集めるものと思われる。
　今年度までに刊行された研究成果の点数はまだ十分とは言えないが，研究会の中では，佐藤均以来ほとんど研究
が進んでいない革命・革暦に関する報告もなされたりするなど，オリジナリティに富む研究成果が公表される準備
が整いつつある。刊行物について言うと，上記の通り，中国において年号勘文資料の影印出版を行うことを予定し
ており，今年度は解題作成を含めて，その準備作業を進めた。５千頁を越える叢書は本研究計画の成果の柱の一つ
を構成するものであるが，次年度に刊行されることが確実な状況となっている。
　研究計画の最終年度となる次年度は，以上の通り進めてきた調査・研究を土台として，研究成果を大々的に可視
化し，学界及び社会に貢献することを目指す。具体的には，特集展示，歴博フォーラム，それに国際シンポジウム
を館内で実施し，それらにもとづく論文集や資料集の刊行を進める予定である。研究メンバーが数回集まって開催
した打合せ会議を通して，具体的な計画がまとまった。三つの館内行事の中，研究成果の発信に直接関わる「年号
と東アジアの思想と文化」と題する国際シンポジウムは，当初の見込みを大きく上回る二十名程度の論文発表のエ
ントリーがあった。日本・中国・韓国の年号に関する領域横断的な研究報告と討議がなされることが見込まれ，発
表された論文を中心に編輯する論文集の刊行が今から待たれる。なお，三つの館内行事の事務手続きを進める上で，
事務担当者から多大なる協力が得られたことを附記しておく。

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
　石　　立善　上海師範大学哲学与法政学院・教授 　大川　　真　吉野作造記念館・館長
　中川　仁喜　大正大学文学部・専任講師 　尾留川方孝　中央大学文学部・非常勤講師
　髙田　宗平　大阪府立大学人間社会システム科学 　田中　大喜　本館研究部・准教授
　　　　　　　研究科・客員研究員 　小倉　慈司　本館研究部・准教授
○小島　道裕　本館研究部・教授 ◎水上　雅晴　中央大学文学部・教授
 　　　　　　　本館研究部・客員教授
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【開発型共同研究】

（15）「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，３回実施する予定である。本年度は，最終年度であるため，年度前半の研究会において，それぞれの
分野の研究成果について，どのようにまとめていくかを議論する。
　前年度までに調査した資料のデータを整理し，補足データの収集を実施する。日本絵画では，本館蔵の「太平記
絵詞」の分析結果に先行研究の結果を照らし合わせ，当該時期に作られた絵巻などの日本絵画に使われた材料や色
づくり，とくに中間色の表現技法の全体像を探る。
　彫刻彩色では，江戸後期および明治期の仏像に施された彩色の技法材料調査を継続して実施する。結果をもとに，
錦絵や日本絵画との共通点あるいは相違点，制作時期ごとの色材の使用傾向などの比較を行う。共通点，相違点の
それぞれにどのような特徴があるか，絵画と彫刻，あるいは制作時期など，いくつかの視点に絞って他分野との関
係性を探る。
　錦絵の調査では，2014年度より実施してきた赤色に加え，2015年度には紫色など，他の色の調査も実施している。
とくに当時の新しい合成染料の使用についての調査を進め，他の材料との使い方，色調の違いなどを総括する。
　初期洋風画については，資料調査が困難であるため，先行研究調査，文献調査などを行い，とくに膠着材の処方
から，近世を通じて洋風画に用いられた使用材料の再構築を目指す。

３．今年度の研究経過

第１回研究会　2016年10月11日（火）（国立歴史民俗博物館）
　本館蔵資料「南蛮人来朝図屏風」（左隻），「南蛮屏風」（左隻）の熟覧調査およびそれに基づいた意見交換を行っ
た。本館蔵の「南蛮屏風」は，いわゆる南蛮人を描いた屏風絵の中でも，比較的早い段階で制作されたものである
にもかかわらず，経年変化により画面がやや暗いため，これまで詳細な調査は行われてこなかった。今回，日本近
世美術史，保存修復日本画，西洋美術史の３分野の専門家が同時に調査を行った結果，再評価を行う方向性が見出
された。
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第２回研究会　2016年11月11日（金）（国立歴史民俗博物館）
　各自これまでの調査成果について発表を行った。【江戸時代の乾性油の処方とその伝来について】（武田恵理），【錦
絵の紫調査経過報告】（大和あすか），【「南蛮屏風」調査結果報告】（江村知子），【鉛顔料の鉛同位体比分析結果】（齋
藤 努），【色材分析結果の整理の試み】（島津美子）

第３回研究会　2017年３月24日（金）（国立歴史民俗博物館）
　研究成果発表および意見交換を実施した。【錦絵に用いられた赤色色材の同定】（島津美子），【錦絵の紫と緑に用
いられた青について】（大和あすか），【イタリア調査報告および17世紀の油絵具分析事例の整理】（中右恵理子）

４．今年度の研究成果

　前年度に調査を実施した，本館蔵「太平記絵詞」（江戸初期），山形県彩色彫刻（江戸後期から明治前期），錦絵（幕
末明治期）のデータ整理を行い，追加の調査を必要に応じて実施した。
　彩色彫刻では，赤色・黄色などの暖色系は，江戸後期，明治期を通じて同じ色材が使われていたのに対し，青色
や緑色では，明治期の作例において外国産の合成材料が認められた。2015年度に調査した江戸後期と明治期の作例
の制作年代に約50年間の開きがあったため，この年代を埋める資料群の調査を実施した。
　錦絵では，前年度までの調査において，江戸末期から明治初期における赤色の変化は，ベニバナからコチニール
であると推定された。本年度は分析手法の確立を目指し，この結果をバックアップする文献資料の調査を実施した。
次いで，色材の調査は，紫色に着目，紫色中の青色色材の変更時期を明らかにするための調査を実施した。1830年
代に青色は，天然藍から合成のベロ藍の使用に移行するが，青色と赤色を混ぜて作っていた紫色については，一概
にベロ藍を使ったとは考えられない分析結果が得られた。
　日本絵画では，先行研究による使用色材と，「太平記絵詞」「南蛮屏風」などの館蔵資料の色材調査結果をまとめ，
彩色彫刻や錦絵の色材との類似・相違点を明確にした。
　油彩画については，先行研究を中心に江戸時代を通じた油彩技法の情報を整理，概観し，輸入色材との関連性を
調査した。また，文字情報として残っている当時の油絵具の処方を実践し，実資料の調査，非破壊分析の際の指標
となりうる再現実験を行った。

５．全期間の研究成果

　江戸時代後半から明治期にかけての彩色材料の変化を理解する上での重要な色材データが得られた。館蔵資料の
色材分析を積極的に行い，とくに，錦絵については相当数のデータを得た。また，彩色彫刻については，山形県の
資料を集中的に調査することで，一地域ではあるが，制作年代や作者が明らかな資料の色材を明らかにすることが
できた。とくに青色や緑色の色材では，おおまかに明治期から輸入の合成顔料が用いられる傾向が見いだされた。
以上から，錦絵と彫刻に用いられた色材では，江戸後期から明治初期にかけての変遷についてある程度概観できた
ものと考えられる。
　さらに，日本美術史，西洋美術史，絵画や彫刻の保存修復専門家らによる，同一資料の調査により，各資料の解
釈に複合的な視点を導入することができたことは，本研究の成果のひとつである。色材分析の結果，日本絵画と錦
絵のような大衆絵画では，色によって使用色材が異なることが推察される。他方，錦絵と彩色彫刻では，比較的類
似した色材の使用傾向が見られる。このような資料の属性をふまえた横断的な色材分析により，制作時期のみでな
く，資料の属性によっても使用された色材に違いがあることが示唆される。また，彩色の表現によっても，色材を
使い分けていた可能性も示された。
　全体に，資料調査が充実した江戸後期を中心に，資料属性による色材の使用傾向とその変遷の一端が明らかとなっ
た。今後，江戸前期から中期の作例における色材分析や文献史学調査を増やしていくことで，近世における色材利
用の実態がより明らかになるものと思料される。

６．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　一般社団法人木文研　代表
　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
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　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　卓治　本館研究部・教授　　　　　　　◎島津　美子　本館研究部・助教

【機構基幹研究プロジェクト】

（16）機関拠点型基幹研究プロジェクト
　　  「総合資料学の創成と日本歴史文化に関する研究資源の共同利用基盤構

築」2016～2021年度
　　 （研究代表者　西谷 大）

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。本研究課題は，多様な「モノ」資料を時代・地域・分野等の視点で分類・統合し，高度な共同利用・
共同研究を実現する。また，従来から実施してきた人文・社会科学と自然科学の両面からの分析に加えて，さらに，
様々な学問分野からのアプローチによる史実に基づいた日本歴史の再構築，歴史を通した様々な分野の課題発見や
解決に資するとともに，一つの資料を多様な分野で研究することによって異分野連携・融合を図り，新たな知の発
見につながる「総合資料学」を創成するものである。大学を含めた研究機関において日本歴史文化に関する研究資
源を活用できる基盤を構築する。
　本研究課題は，機構の中期目標・中期計画の「国内外の大学等と連携して，総合資料学の創成と大学・博物館資
料の相互利用環境の整備を図る」という方向性及び機構の目指すべき方向性の「機構内機関に蓄積された研究資料
を有効に活用することができるとともに，資料にもとづく研究方法など新たな研究システムを提供することによっ
て，大学の研究機能の強化に貢献するとともに，教育プログラムを提供すること等によって大学の教育の機能強化
に貢献する。」と合致したものである。

２．今年度の研究計画

　2016年度は，全体で６年間の研究のうち，初年度の位置を占めることから，特に情報基盤構築と，文理融合型研
究の可能性の模索に力を注ぐ。また，書籍を刊行し，総合資料学全体へのキックオフとなる位置づけとした。シス
テムについては，元となる目録情報基盤データの追加とともに，画像情報データの追加を実施し国際的に日本資料
を共同利用する環境を整える。

３．今年度の研究経過

　2016年度は全部で11回の研究会等を開催した（うち国際シンポ１回，国際研究集会２回，全体集会１回をふくむ）。
詳細は，４．研究成果に譲るが，おおむね情報基盤構築と文理融合型研究のための基礎を整えるための諸研究を実
施することができた。とりわけ情報基盤に関しては，活用事例を中心に多くの可能性について蓄積を行うことがで
きるとともに，昨年度の準備研究段階のものを書籍として公開することで，多様な組織によるデータ提供・歴史的
資料の基盤構築手法・広いアウトリーチ手法などについて，後半に考察を深めることができた。
　あわせて文理融合型研究については，薬学の研究者との研究手法のすり合わせ実験などを実施し，両者の関係性
について検討する機会をえたり，一つの資料カテゴリを複数の研究者によって分析するワークショップを開催した
りすることができた。

○研究会の開催
　ワークショップ１　第１回（2016年５月22日　於：国立歴史民俗博物館）
　国際研究集会（2016年５月26日　於：台湾・國立臺灣歷史博物館）
　ワークショップ２　第１回（2016年６月５日　於：国立歴史民俗博物館）
　ワークショップ３　第１回（2016年７月８日　於：金沢城公園・金沢商工会議所会館研修室１C）
　国際シンポジウム「デジタル時代の歴史資料へのアクセス・分析と人文学─総合資料学とDigital Humanities」
　（ワークショップ１　第２回，2016年９月12日　於：東京大学本郷キャンパス　福武ホール）
　ワークショップ３　第２回（2016年10月23日・24日　於：国立歴史民俗博物館）
　ワークショップ２　第２回（2016年11月13日　於：神戸大学大学院人文学研究科A棟１階　学生ホール）



52

　ワークショップ１　第３回（2016年12月９日　於：国文学研究資料館　オリエンテーションルーム）
国際研究集会「総合資料学と展示・教育活動モデルの構築」 “Integrated Studies of Cultural and Research 
Resources and constructing a model of exhibitions and education programs”

　（ワークショップ３　第３回，2017年１月28日・29日　国立歴史民俗博物館・東京国立博物館）
　ワークショップ２　第３回「古文書を多角的に分析する」（2017年２月11日　於：国立歴史民俗博物館）

平成28年度全体集会「資料がつなぐ大学と博物館 Ⅱ―資料情報の基盤とその活用―」（2017年３月20日　於：東
京工業大学レクチャーシアター（西５号館３階W531講義室））

○研究の進捗状況
　当初想定のロードマップに応じ，おおむね順調に進展しているといえる。当初の想定を超えている点は，画像情
報の国際的共有に関する手法が大きく進展してきたことで，本研究においてもそれらを取り入れた研究モデルとし
たことである。この研究モデルについても，プロトタイプを導入することができたため，実際の文理融合型研究等
への活用も期待できる段階へと進みつつある。
　さらに，文理融合型研究そのものについても，課題の抽出後に実際のモデル構築に向けた準備を進めることがで
きた。

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。
研究報告については86本の報告を実施し，情報基盤型・文理融合型のものについて，多数の論考を得た。情報基
盤については，データそのもの，教育・研究等での活用方法，海外の状況など多くの研究事例を蓄積することが
でき，今後の実際のデータ構築に役立てることができた。

２）著作物名，論文名
【著作物】
2017年２月　国立歴史民俗博物館編2017「〈総合資料学〉の挑戦　異分野融合研究の最前線」，192頁，吉川弘文館
　　　　　　西谷　大「本論集の趣旨」
　　　　　　久留島浩「総合資料学の創成にむけて」
　　　　　　三上喜孝「「地域の学術文化の復興」と総合資料学─東日本大震災における資料保全活動の体験から─」
　　　　　　園原　謙「コラム１　戦後（1945-1953）の沖縄県の博物館づくり─資料収集はいかに行われたか─」
　　　　　　後藤　真「総合資料学の射程と情報基盤」
　　　　　　五島敏芳・戸田健太郎「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」
　　　　　　関野　樹「コンピューターによる時間情報の記述と活用」
　　　　　　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」
　　　　　　小倉慈司「 コラム２　「古代の百科全書」としての『延喜式』─異分野からの『延喜式』研究の歩み─」
　　　　　　青山宏夫「博物館資料を多角的に読む─風景写真を事例に─」
　　　　　　渋谷綾子「資料の自然科学分析─土器付着物と民族資料─」
　　　　　　齋藤　努「コラム３　小判の色付─人文科学と自然科学からみた江戸時代の職人技─」
　　　　　　西谷　大「総合資料学の未来を考える─パネルディスカッションから─」

【論文】
2016年４月　「 小氷期最寒冷期と巨大噴火・津波がアイヌ民族に与えた影響」，添田雄二・青野友哉・永谷幸人・

渡邊 剛・渋谷綾子・甲能直樹，北海道博物館研究紀要１，pp. 119-126
2016年７月　「 地域における文化財情報データの活用の試み─国立歴史民俗博物館の資料から─」，後藤 真，情報

処理学会研究報告（Web）2016（CH-111）Vol.2016-CH-111，No.6，1-８（WEB ONLY）
2017年１月　「 デンプン粒から探る縄文時代の植物食─食文化の通時的変化とプロセスの解明にむけて─」，渋谷

綾子，月刊考古学ジャーナル694号，pp.35-39
2017年３月　「 多様な分析科学による古代の食性復元─セッション運営・参加報告─」，渋谷綾子，考古学研究（252），

pp.3-5，
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2017年３月　「 小氷期最寒冷期と巨大噴火・津波がアイヌ民族に与えた影響Ⅱ」，添田雄二・青野友哉・永谷幸人・
渋谷綾子・中村賢太郎・菅野修広・松田宏介・三谷智広・宮地 鼓・渡邊 剛・甲能直樹，北海道博
物館研究紀要２，pp.49-60

３）研究会・シンポジウム等
　ワークショップ１　第１回（2016年５月22日　於：国立歴史民俗博物館）
　　報告
　　　後藤　真「総合資料学全体の枠組みおよびワークショップ１における研究の方向性について」
　　「歴博のLinked Dataシステムプロトタイプの集中討議」

　国際研究集会（2016年５月26日　於：台湾・國立臺灣歷史博物館）
　　報告
　　　謝　仕淵（國立臺灣歷史博物館）「科技與博物館：博物館資源的調査與應用」
　　　西谷　大「可將博物館資料變換為『活資料』的『研究循環資料取得模型』實踐建構」
　　　後藤　真「総合資料学のための情報システム基盤プロトタイプ」
　　　三上喜孝「博物館資料を活用した多分野横断研究の開発」
　　　渋谷綾子「資料をどう見るか？　考古科学の立場から」

　ワークショップ２　第１回（2016年６月５日　於：国立歴史民俗博物館）
　　報告
　　　三上喜孝「趣旨説明「総合資料学・ワークショップ２の方向性について」」
　　　小倉慈司「総合資料学の可能性」
　　館蔵資料の熟覧「聆涛閣集古帖」

　大学博物館等協議会・博物科学会（2016年６月30日・７月１日　於：広島大学・東広島キャンパス，ポスター発表）
　　　 後藤 真・渋谷綾子・小倉慈司・三上喜孝・西谷 大・久留島浩「国立歴史民俗博物館が行う「総合資料学の

創成」と博物館資料目録ネットワークについて」

　全国歴史民俗系博物館協議会　第５回年次集会
　（2016年７月７日・８日　於：石川県立歴史博物館・石川県立美術館）
　　　西谷　大　総合資料学の目的・これまでの実績と進捗状況についての説明

　ワークショップ３　第１回（2016年７月８日　於：金沢城公園・金沢商工会議所会館研修室１C）
　　巡見：金沢城の調査成果に基づく復元整備の実際を巡見
　　「博物館資料およびそれを用いた研究データを活用した博物館での展示・教育活動モデル構築について」
　　　話題提供：西谷　大「総合資料学の全体像とWS３の位置づけ」
　　　　　　　　後藤　真「総合資料学における博物館資料データベースの地域活用に向けて」
　　　　　　　　三上喜孝「「地域の学術文化の復興」と総合資料学」

　PNC（Pacific Neighborhood Consortium）（2016年８月16日　於：Getty Center（アメリカ））
　　報告
　　　後藤　真“Constructing Large-scale Cultural and Research Linked Data”

　WAC-8　Kyoto（世界考古学会議第８回京都大会）（2016年９月１日　於：同志社大学）
　　報告
　　　 渋谷綾子　Starchy food in prehistoric Japan: For renovation of “Integrated Studies of Cultural and Research 

Resources”

　国際シンポジウム「デジタル時代の歴史資料へのアクセス・分析と人文学─総合資料学とDigital Humanities」
　（ワークショップ１　第２回，2016年９月12日　於：東京大学本郷キャンパス　福武ホール）
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　　　JADH（Japanese Association for Digital Humanities・日本デジタル・ヒューマニティーズ学会）との共催
　　講演
　　　 Peter・K・Bol（ ハ ー バ ー ド 大 学 ）“The Humanities, the Liberal Arts and the University in a Digital 

World”
　　　久留島典子（東京大学）「学術資産とデジタルアーカイブズ」
　　　小島道裕「描かれた都市の暮らしをDBに─16世紀の洛中洛外図屏風人物データベース─」
　　パネルディスカッション：司会　後藤 真

　EAJRS（日本資料専門家欧州協会）（2016年９月14日～17日　於：ブカレスト大学中央図書館（ルーマニア））
　　　後藤 真・渋谷綾子　機関ワークショップの実施

　ワークショップ３　第２回（2016年10月23日・24日　於：国立歴史民俗博物館）
　　報告
　　　藪田　貫（兵庫県立歴史博物館）「日本学と総合資料学─メタ資料学研究への期待と課題」
　　　小谷竜介（東北歴史博物館）「東北歴史博物館資料管理システムの理念と実際」
　　歴民カード（歴史民俗資料調査カード）閲覧

　ワークショップ２　第２回（2016年11月13日　於：神戸大学大学院人文学研究科A棟１階　学生ホール）
　　報告
　　　 高橋京子（大阪大学総合学術博物館・同大学院薬学研究科）「地域文化と薬草栽培の叡智：森野旧薬園から

発信する生薬国産化のキーテクノロジー」
　　　荒木和憲「「総合資料学と「文献史学」─中世日本国際交流史研究の立場から─」

　 EACJS（東アジア日本研究者協議会）第一回国際大会（平成28年11月30日・12月１日　於：インチョン・
Songdo Convensia（韓国））

　　報告
　　　後 藤　真「日本の歴史研究資料のための情報基盤 ―国立歴史民俗博物館の「総合資料学の創成」事業を中

心に」

　ワークショップ１　第３回（2016年12月９日　於：国文学研究資料館　オリエンテーションルーム）
　　　人文科学とコンピュータシンポジウム2016（じんもんこん2016）と共催
　　全体説明
　　　後藤　真「国立歴史民俗博物館が進める「総合資料学の創成」と情報基盤―これまでの経緯を含めて―」
　　報告
　　　岡田義広（九州大学）「ICT活用による歴史学教材開発」
　　　 高田良宏（金沢大学総合メディア基盤センター）「研究資源の蓄積と利活用を目指した学術資源リポジトリ

について～ヴァーチャル・ミュージアムからサブジェクトリポジトリ，そして今後～」

　人文科学とコンピュータ2016（平成28年12月10日　於：国立国語研究所）
　　報告
　　　後藤　真「総合資料学のための資料情報共有手法の構築にむけて」

　 国際研究集会「総合資料学と展示・教育活動モデルの構築」 “Integrated Studies of Cultural and Research 
Resources and constructing a model of exhibitions and education programs”（ワークショップ３　第３回，
2017年１月28日・29日　国立歴史民俗博物館・東京国立博物館）

　　報告
　　　西谷　大「研究会の趣旨と総合資料学の問題点」
　　　後藤　真「総合資料学とシステム構築」
　　　謝　仕淵（國立臺灣歷史博物館）「博物館資源與數位人文學―以「臺史博」為例」
　　　権 　赫山（韓国国立中央博物館遺物管理部）「韓國博物館所蔵品統合DB構築事業と文化遺産標準管理
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SYSTEM」
　　　村田良二（東京国立博物館）「国立博物館所蔵品統合検索システムと東京国立博物館でのデジタル化」

　ワークショップ２　第３回「古文書を多角的に分析する」（2017年２月11日　於：国立歴史民俗博物館）
　　報告
　　　小倉慈司「正倉院文書の複製を活用する」
　　　小島道裕「中世古文書の多様な情報」
　　　小池淳一「民俗研究における文書の扱い」
　　　渋谷綾子「古文書を顕微鏡で観察する」

　 平成28年度全体集会「資料がつなぐ大学と博物館 Ⅱ―資料情報の基盤とその活用―」（2017年３月20日　於：東
京工業大学レクチャーシアター（西５号館３階W531講義室））

　　趣旨説明／西谷 大
　　講演・対談／小沢弘明（千葉大学）「デジタル時代の歴史実践：総合資料学の未来」
　　　　　　　　久留島 浩
　　活動報告１／後藤 真，コメンテーター：宇陀則彦（筑波大学）
　　活動報告２／三上喜孝，コメンテーター：原山浩介
　　活動報告３／西谷　大，コメンテーター：齋藤　努
　　総評／岩﨑奈緒子（京都大学総合博物館）
　　全体討論

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
　岩﨑奈緒子　京都大学総合博物館・館長
　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
　小川　正人　北海道博物館・研究部長
　奥村　　弘　神戸大学大学院・教授
　五島　敏芳　京都大学総合博物館・講師
　栄原永遠男　大阪歴史博物館・館長
　﨑山　直樹　千葉大学・講師
　篠原　　徹　滋賀県立琵琶湖博物館・館長
　島立　理子　千葉県立中央博物館・主任上席研究員
　新　　和宏　千葉県立中央博物館分館海の博物館・館長
　関野　　樹　総合地球環境学研究所・教授
　高田　良宏　金沢大学・准教授
　研谷　紀夫　関西大学・教授
　宮武　正登　佐賀大学・教授
　百原　　新　千葉大学・教授
　藪田　　貫　兵庫県立歴史博物館・館長
　山家　浩樹　東京大学史料編纂所・所長
　山田　太造　東京大学史料編纂所・助教
　青山　宏夫　本館研究部・教授　　　　　　　　　荒川　章二　本館研究部・教授
　荒木　和憲　本館研究部・准教授　　　　　　　　内田　順子　本館研究部・准教授
　大久保純一　本館研究部・教授　　　　　　　　　小倉　慈司　本館研究部・准教授
　小池　淳一　本館研究部・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・教授　　　　　　　　　高田　貫太　本館研究部・准教授
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◎西谷　　大　本館研究部・教授　　　　　　　　　原山　浩介　本館研究部・准教授
　日高　　薫　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

（17）広領域連携型基幹研究プロジェクト
　　 「日本列島における地域社会変貌・災害からの地域文化の再構築
　　（主導機関：国立歴史民俗博物館，国立国語研究所）
　　 地域における歴史文化研究拠点の構築」
　　 2016～2021年度
　　（研究代表者　小池淳一）

１．目　的

　日本列島上の地域社会においては，その構造的な変動や東日本大震災をはじめとする災害によって，歴史文化の
継承が危機に瀕している。本事業は，そうした地域社会の変化に対応し，次代へ歴史と文化を継承していくための
システムの構築を目的としている。特に地域社会における多様な文化資源を保存継承し，それらを伝えていくため
の拠点の形成とそれを維持していくための条件について集中的に調査研究し，具体的な提言をおこないたい。
　日本列島は地震や津波，台風など古くから数多くの災害に見舞われてきた。また高度経済成長や開発によって地
域社会は動揺し，人びとをとりまく生活環境は抜本的な変化にさらされている。その中で地域の文化は拠りどころ
を失い，記録や遺物，伝承や芸能は保存・維持することが困難になりつつある。これらは生活の基層をなしている
だけにその消滅は表面化しづらく，気づいた時には取り返しのつかない段階まで崩壊している場合が少なくない。
本事業では歴史学における資料保存運動や民俗学における祭礼・芸能の継承活動などをふまえ，地域社会における
文化の拠点を多角的複層的にとらえ，その可能性を探るものである。これらは人文学の最も基礎的な部分を構成し
ており，複数の学問分野を結ぶ核でもある。この実状と再生を考えることは人文学の基盤を守ることであるととも
に新たな学問領域の創成を探ることにもつながっている。
　具体的に本事業では，東北地方の太平洋岸地帯と山間部の比較検討に加え，四国地方における地域文化をさらに
対象として調査分析を進める。次いで第２にそうした国内における災害や地域変動に対応できる歴史文化研究の拠
点の特徴と課題を東アジア世界における比較研究に広げていく。
　調査対象地としては東北地方の宮城県気仙沼市，南三陸町，石巻市，岩手県宮古市などに加えて，福島県只見町，
南会津町等を取りあげる。さらに四国地方では高知市，徳島市等を予定している。アジアにおける歴史文化研究の
拠点比較については韓国国立民俗博物館，台湾国立歴史博物館等との協力，連携を図る予定である。

２．今年度の研究計画

　東北地方太平洋沿岸地域における東日本大震災の被害とそこからの歴史文化研究の復興について調査し，映像等
の記録作成を試みる。さらに福島県会津地方における2011年豪雨の被害とそこからの歴史文化研究復興への取り組
みについて検討する。併せて四国地方の歴史文化拠点の視察をおこない，災害と地域変動への対応を検討する。

３．今年度の研究経過

７月11日　第１回研究会（国立歴史民俗博物館）

　西谷　大「総合資料学とは」
　後藤　真「総合資料学における博物館資料データベースの地域活用に向けて」
　大本敬久「四国における地震・津波の歴史と記憶」
　古川　実「小川原湖民俗博物館旧蔵資料をめぐって」
11月26～27日　第２回研究会（気仙沼市旧月立中学校およびリアス・アーク美術館）

　葉山　茂「気仙沼の小学校向け教育キットの開発について」
　佐藤憲幸「震災後に県立博物館が目指したもの～博物館・地域・こども～」
　山 内宏泰（ゲストスピーカー）「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』常設展示開設後

の成果と課題について。」
　萱岡雅光（ゲストスピーカー）「気仙沼周辺地域における養殖業の事例報告～来年度企画展示の内容を中心に～」
２月４～５日　第３回研究会（只見町ただみブナと川のミュージアム，湯ら里ほか）

　講演・新国　勇「只見町の地域文化」
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　中野　陽介（ゲストスピーカー）「只見ユネスコエコパークとその取組」
　渡部　賢史（ゲストスピーカー）「只見町における社会教育施設の現状と課題」
　久野　俊彦「中世書物の郷 只見―村落書物論―」
３月６～７日　第４回研究会（香川県立ミュージアム，瀬戸内歴史民俗資料館ほか）

　田井静明「香川件における歴史文化研究拠点に関わる現状と課題」
　芳澤直起（ゲストスピーカー）「香川県史編さん史料の追跡」
　嶋田典人（ゲストスピーカー）「香川県の歴史公文書保存の現状と課題」
　髙木敬子（ゲストスピーカー）「香川県の文化財防災体制構築のとりくみ」
　以上の研究会の他に，宮城県気仙沼市，福島県只見町をはじめとする地域で歴史文化資料の保全・活用に関する
調査や実践活動に参加し，知見を深めた。さらに映像記録等の作成および鹿児島大学等での上映・討論会などの開
催にも取り組んでいる。なお，弘前大学との協定締結に向けた準備も進めた。

４．今年度の研究成果

小 池淳一・木部暢子・日高真吾・渡辺浩一・窪田順平編『新しい地域文化研究の可能性を求めて』，人間文化研究
機構広領域型基幹研究プロジェクト「日本列島における地域社会変貌・災害からの地域文化の再構築」，2017年
２月28日

川 村清志・葉山 茂編『地域文化研究フィールドノーツ１・気仙沼尾形家（大家）の年中行事─尾形栄一日記を中
心に─』，国立歴史民俗博物館，2017年３月31日

５．研究組織（◎は研究代表者，○は研究副代表者）
　（館外）
　笹原　亮二　国立民族学博物館・研究戦略センター・教授
　日高　真吾　国立民族学博物館・文化資源センター・准教授
　川島　秀一　東北大学災害国際科学研究所・教授
　古川　　実　青森県立郷土館・学芸課・課長
　梅津　一史　秋田県立博物館・学芸課・学芸主事
　赤沼　英男　岩手県立博物館・学芸二課・上席研究員
　山口　博之　山形県立博物館・学芸課・学芸専門員
　佐藤　憲幸　東北歴史博物館・企画部・主任研究員
　内山　大介　福島県立博物館・学芸課・副主任学芸員
　田邊　　幹　新潟県立歴史博物館・学芸課・主任研究員
　大本　敬久　愛媛県立歴史文化博物館・学芸課・学芸主事
　梅野　光興　高知県立歴史民俗資料館・学芸課・学芸主事
　磯本　宏紀　徳島県立博物館・学芸課・学芸員
　田井　静明　瀬戸内海歴史民俗資料館・主任専門研究員
　久野　俊彦　東洋大学・文学部・非常勤講師
（館内）
　内田　順子　本館研究部・准教授
〇川村　清志　本館研究部・准教授
　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
　葉山　　茂　本館研究部・特任助教
◎小池　淳一　本館研究部・教授
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　　「異分野融合による総合書物学の構築
　　（主導機関：国文学研究資料館）
　　古代の百科全書『延喜式』の多分野協働研究」
　　2016～2021年度
　　（研究代表者　小倉慈司）

１．目　的

　本共同研究は2014年10月より機構内連携研究として開始された準備研究「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―」を踏まえて，本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」の構成ユニットとして開始するものである。本年度より採択された科研基盤研究（B）「史
料学的検討を重視した『延喜式』の基礎的研究」（小倉慈司代表）とも連動して活動を行なう。また当館が推進す
る「総合資料学の創成」の一環としても位置づけられる。
　古代日本の法制書『延喜式』を「古代の百科全書」としての観点から，分析科学・薬学・食品学・考古学・技術
史等，古代史（文献史学）以外の様々な分野と協働して研究を進めることにより，新たな視点に基づいた研究を生
み出すとともに，『延喜式』の様々な情報が広く活用されるような体制を作り上げる。
　これまでの『延喜式』研究の到達点として，現在『訳注日本史料』が刊行中であるが，写本研究・本文校訂の観
点からは不充分な点があり，また同書に使用されていない新たな善写本が近年，学界に紹介されてもいる。そこで
本研究では，まず写本研究に基づいた新たな校訂本文を作成し，さらに様々な分野の研究者と協働して現代語訳・
英訳を試みるなかで，新たな『延喜式』研究を生み出していきたい。
　達成目標は大きく分けて以下の２点である。
① 分野の枠を越えた協働研究　古代史（文献史学）以外の分野，具体的には分析科学や薬学・食品学・考古学等の

諸分野の研究者と協働して『延喜式』の研究を進めることにより，古代の知識と技術の現代的活用など新たな視
点に基づいた研究を生み出す。研究にあたっては日本国内のみならずアメリカ等海外の日本史研究者，また古代
朝鮮史等の研究者とも連携し，東アジア史の視点を重視して進める。

② 垣根の開放　海外も含めた幅広い分野の研究者や一般市民が最新の『延喜式』研究成果を把握できるよう，写本
画像・校訂本文にタグ付けをおこなったデータベースや現代語訳・英訳データベース，さらに文献目録データベー
スを構築して公開する。作成にあたっては海外の研究者と連携して進めることにより，海外の研究者にとっても
利用しやすい形を模索する。

　なお機構基幹研究プロジェクトは６年間の予定であり，この３年間では，本文研究に加え現代語訳の検討，個別
テーマ研究を中心として進め，データベースの本格的作成は次期に行なう。

２．今年度の研究計画

　様々な『延喜式』関連分野のうち，まず科学技術史・考古・薬品・食品の分野を取り上げて研究を進めていくこ
とにする。それらの分野の研究者と『延喜式』を検討しつつ，本文検討・文献目録作成・現代語訳・英訳等の作業
内容を組み合わせて分科会を編成し，作業を進めていく。同時に新たな研究テーマの発掘も進める。具体的には以
下の通りである。
　　・校訂本文の検討作業開始（写本調査等を含む）
　　・考古・薬物等各分野ごとの分科会発足
　　・文献目録作成開始
　　・現代語訳試行開始
　　・全体研究会開催
　　・歴博フォーラム・特集展示開催

３．今年度の研究経過

　科研が採択されたこともあり，写本版本の紙焼写真収集・調査において当初予定していた以上の活動を進めるこ
とができ，特に巻５について，京都大学附属図書館所蔵近衛家旧蔵本が歴博所蔵土御門家旧蔵本と兄弟関係にある
良質な写本であることを明らかにできた。残念ながら耐震工事による休館のため，写本所蔵機関の一つである無窮
会専門図書館の調査・紙焼写真収集については来年度に譲ることとなった。
　異分野との協働という側面については，東京医療保健大学・味の素食の文化センター・味の素食品文化研究所の
協力を得て熨斗アワビ加工実験及び分析を進めることができた。
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　９月の全体研究会では，山口報告が『延喜式』の英訳に向けて海外における『延喜式』の英訳文献とそれぞれの
翻訳方針の特徴を紹介し，現状の『延喜式』の英訳が祝詞式に関心が集中していること，また祝詞の話し手，文末
表現，時制などあいまいな日本語表現の解釈に問題があることを指摘したのを承け，英訳に向けた方針についての
議論を行なった。西川報告は，延喜兵庫式に記載がある武器の製作技法について，正倉院に保管されている原品と
対照させながら検討し，さらに近世の兵庫式解説書である『延喜式工事解』を参照することで古代の製作技法を知
る手がかりを得ることができる事例を紹介した。相曽報告は，宮内庁書陵部所蔵勢多家旧蔵本の来歴，および校合
書き込みの成立過程を検討し，この本が「二条家本」による校合を書き込んでおり，二条家本の復元にも資する可
能性があることを指摘した。清武報告は，延喜式の鰒製法の復元にあたり，現在の鰒調製法に関する知見を得るべ
く，６月に実施した三重県鳥羽市国崎の神宮御料鰒調製所の見学・聞き取り調査の成果を報告した。
　最後に現代語訳の現状と方針についての討論が行われ，敬語や命令形の箇所などをどのように表現するべきか，
英訳を見据えどうしたらわかりやすい文章になるかなどが議論された。推進評議会委員からは，中近世における『延
喜式』研究を把握することの重要性について指摘があった。
　３月の全体研究会ではまず小倉報告で，今年度の活動（収集資料，論文目録，文科省エントランス展示など）と
来年度の研究会日程，研究報告執筆予定などについて共有し，その後個別研究報告をおこなった。三舟報告では，
木簡や延喜式にみえる古代の堅魚の関連資料を収集し，特に「堅魚煮汁」について復元実験および成分分析を実施，
その結果に基づき，「堅魚煮汁」が有用な調味料で保存性も高いことが明らかにされた。討論では「堅魚煮汁」が
どのような形態で貢納されたか，特に「壺Ｇ」との関連について，考古学・食品化学の観点からも意見が出された。
清武報告では，今年度に実施した熨斗鰒加工実験・成分分析の結果が紹介された。天野報告では，史料に見える植
物の同定方法について植物学の手法が紹介された後，典薬式にみえる薬種について，現在の薬種の比定と産出国の
分析がなされた。討論では韓国木簡記載の薬種との関連性や，諸司に配分される薬の使用方法，正倉院宝物の実例
との対応について議論が行なわれ，『東医宝鑑』等，韓国医学史料の重要性が喚起された。参加した推進評議会委
員より江戸時代の薬草研究の事例が紹介され，延喜式と現代の仲介として参考になるとの指摘があった。中村報告
では，縫殿式の研究との関連で九州大学附属図書館所蔵の『古代染衣法』の写本について，調査の結果が紹介され，
来年度の写本調査の方向性が示された。小風報告では，TEIを用いた延喜式テキストデータの利用方法が紹介され
た。討論では，このシステムの有効活用が延喜式の国際発信にとって重要な課題であることが確認され，そのため
には延喜式内で用いられる単位の換算が最大の問題になるとの見通しが共有された。推進評議会委員からは，延喜
式内の数量データが相互に関連性があるか，単位や名称に互換性がない物品を一つ選んでプロトタイプとして検証
してみてはどうかとの提案がなされた。最後に神戸報告で，現代語訳作業の進捗状況が報告され，今後の英訳に向
けての問題点と作業方法について議論した。
　４月１日（金）東京医療保健大学と国内交流協定締結
　４月～現代語訳作業開始，論文目録データ収集作業開始
　６月14日（火）～16日（木）　鳥羽市国崎調査　３名　神宮鰒調製所における鰒調製作業・海女漁の調査
　６月23日（木）千葉県立中央博物館にて打ち合わせ　２名
　７月12日（火）味の素㈱食品研究所にて熨斗アワビ成分分析の打ち合わせ　１名
　７月15日（金）内匠式（物品）分科会　於歴博　９名（含補助業務従事者）
　堀部猛「延喜内匠式にみる金銀加飾技法」ほか現代語訳・文献目録検討
　７月26日（火）法政大学国際日本学研究所と国内交流協定締結
　７月26日（火）～　熨斗アワビ加工実験・分析
　７月28日（木）資料調査　於東京大学史料編纂所　『延喜式』写本　１名
　８月４日（木）資料調査　於尊経閣文庫　『延喜式』写本　１名
　８月10日（水）資料調査　於東京大学総合図書館・史料編纂所　『染色方』『延喜式』等　１名
　８月25日（木）資料調査　於尊経閣文庫　『延喜式』写本　１名
　９月７日（水）ＴＥＩ分科会　於歴博　４名
　９月17日（土）歴博フォーラム「『延喜式』ってなに！？」開催　於歴博
　９月18日（日）全体研究会　於歴博　参加者27名（メンバー外も含む）
　　小倉慈司「活動概況と今後の計画について」
　　山口えり「海外における『延喜式』研究―英文『延喜式』の翻訳書を中心に―」
　　（天野誠「延喜式37巻　典薬寮に記述されている薬種について」）
　　西川明彦「『延喜式』にみる武器の製作技法」
　　相曽貴志「江戸期における延喜式版本の校訂について―勢多家旧蔵本を中心に―」
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　　清武雄二「国崎・神宮御料鰒調製所見学および熨斗鰒加工実験の報告」
　　清武雄二「『延喜式』現代語訳および文献目録作業」
　９月25日（日）鳥羽市国崎にて熨斗アワビ調製作業の調査　２名
　10月24日（月）内膳大膳（食品）・内匠式（物品）合同分科会　於東京医療保健大学世田谷校舎
　　佐藤全敏「９世紀の天皇御膳の復原をめぐる諸問題」
　　清武雄二「アワビ漁・加工・貢納・饗宴風景および食膳具等の復元展示にあたって」
　10月24日（月）TEI分科会　於人文情報学研究所　２名
　10月27日（木）資料調査　於皇学館大学附属図書館　『延喜式』版本　１名
　10月31日（月）資料調査　於京都大学附属図書館　『延喜式』写本　１名
　11月17日（木）資料調査　於天理大学附属天理図書館　『延喜式』版本　１名
　12月１日（木）資料調査　於筑波大学附属図書館中央図書館　『延喜式』版本　１名
　12月８日（木）資料調査　於筑波大学附属図書館中央図書館　『延喜式』版本　１名
　12月18日（日）内膳大膳分科会打ち合わせ　於千代田図書館　３名
　１月20日（金）典薬分科会打ち合わせ　於千葉県立中央博物館　３名
　１月27日（金）TEI分科会　於人文情報学研究所　２名
　２月９日（木）～10日（金）資料調査　於九州大学附属図書館　『古代染衣法』　１名
　２月22日（水）～23日（木）　資料調査　於京都大学附属図書館　『延喜式』写本　１名
　３月１日（水）　資料調査　於東京大学史料編纂所　『延喜式』写本　１名
　３月４日（土）～５日（日）情報収集・鰒複製模型制作打ち合わせ等　於奈良文化財研究所ほか　２名
　３月15日（水）　データベース分科会打ち合わせ　於法政大学国際日本学研究所　３名
　３月15日（水）・16日（木）　資料調査　於東京大学史料編纂所　『延喜式』写本・関連資料　１名
　３月25日（土）全体研究会　於歴博　参加者29名（メンバー外も含む）
　　小倉慈司「活動概況と次年度の計画について」
　　三舟隆之「古代堅魚製品の復元─堅魚煎汁を中心に―」
　　清武雄二「熨斗鰒加工実験・成分分析報告」，
　　天野　誠「薬種の国内自給体制に関する研究へのアプローチ」
　　中村光一「九州大学附属図書館所蔵の『古代染衣法』について」
　　小風尚樹「『延喜式』とTEI―テキストマークアップの利点―」
　　神戸航介「『延喜式』現代語訳作業の概況」
　３月28日（火）　内匠式（物品）分科会打ち合わせ　於土浦市立博物館　２名
　３月30日（木）　資料調査　於東京大学史料編纂所　『延喜式』写本　１名
　この他，東京医療保健大学古代食復元研究会に参加。
　以上の研究会や調査・諸作業等においては積極的に外部研究者や大学院生等に参加を呼びかけ，中間成果発信，
また研究者育成に役立つよう心がけた。

４．今年度の研究成果

① 内匠式（物品）・ＴＥＩ・内膳大膳（食品）・主計式（物品）分科会を発足させ，活動を行った。活動を円滑に進
めるため，東京医療保健大学・法政大学国際日本学研究所と交流協定を締結した。

② 本文研究に重点を置いた科研（基盤研究（B）を獲得し，校訂本文検討のための『延喜式』およびその関連史料
の写本・版本調査および紙焼写真・画像収集を積極的に行った。

③延喜式研究文献目録の作成を開始した。
④全体研究会を２回開催した（上記参照）。
⑤ 準備研究の成果報告とキックオフを兼ね，歴博フォーラムおよび特集展示を開催した。フォーラムは受付開始よ

り２週間ほどで募集を締め切るほど関心を集め，実際にもアンケート回答者の92％（回収率60.3％）より高い評
価を得た。特集展示は新聞２紙に展示内容が詳しく紹介され，ネットでも法律関係の話題を取り上げる企業ブロ
グで紹介された。

⑥味の素食品文化研究所の協力を得て，熨斗アワビ加工作業にかかる成分分析を実施した。
⑦『延喜式』現代語訳試行を開始した。
　展示・フォーラム
　８月23日（火）～９月19日（月祝）歴博総合展示第二展示室特集展示「『延喜式』ってなに！？」開催
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　９月17日（土）　歴博フォーラム「『延喜式』ってなに！？」（於歴博）後援　集英社
　　司会　仁藤敦史
　　趣旨説明　小倉慈司「『延喜式』とは」
　　報告１　荒井秀規「謎の発酵食品，豉（くき）をめぐって」
　　報告２　清武雄二「『延喜式』のアワビと古代の食文化」
　　報告３　中村光一「８代将軍徳川吉宗と『延喜式』」
　　報告４　金　在弘「古代韓国の鉄と農具」　通訳稲田奈津子

論文等
小倉慈司，『延喜式』制以前の伊勢神宮―８～９世紀の内宮と外宮をめぐって―，John Breen編『変容する聖地 
伊勢』，思文閣出版，2016年５月，55～74，査読有
荒井秀規，律令制下の交易と交通，日本古代の交通・交流・情報　2，吉川弘文館，2016年６月，206～234，無
早川万年，詔勅官符と式条文，日本歴史，817，吉川弘文館，2016年６月，57～64，査読有
仁藤敦史，欽明期の王権と出雲，出雲古代史研究，26，出雲古代史研究会，2016年７月，1～39，無
土山寛子・峰村貴央・五百藏良・三舟隆之，『延喜式』に見える古代の漬物の復元，東京医療保健大学紀要，
11，東京医療保健大学，2016年12月，1～7，査読有
仁藤敦史，王統譜の成立と陵墓，世界遺産と天皇陵古墳を問う，思文閣出版，2017年１月，87～108，無
小倉慈司，「古代の百科全書」としての『延喜式』―異分野からの『延喜式』研究の歩み―，〈総合資料学〉の挑
戦―異分野融合研究の最前線―，吉川弘文館，2017年３月，114～119，無

講演・口頭報告等
小倉慈司「『延喜式』と古代の千葉」　５月12日（木）国立歴史民俗博物館友の会　歴史学講座（於歴博）
清武雄二「古代の鰒収取体制とその展開」　６月26日（日）国史学会平成28年度大会（於国学院大学渋谷校舎）
相曽貴志「民部省からの給米について」　７月23日（土）あたらしい古代史の会例会（於東京女子大学）
「古代の百科全書『延喜式』の多分野協働研究」ポスター発表　７月29～30日　第２回日本語の歴史的典籍国際
研究集会「日本古典籍への挑戦―知の創造に向けて―」（於国文学研究資料館）
仁藤敦史「倭国における政治空間の成立─都市と王権儀礼─」　８月23日（火）　唐代史研究会夏季シンポジウ
ム（於箱根強羅静雲荘）
三舟隆之ほか　ポスター発表「奈良時代の日常食の復元」８月28日～29日　日本調理科学会平成28年度大会（於
名古屋学芸大学）
小倉慈司「正倉院文書から延喜式へ」　９月11日（日）トンボの眼講演会（於豊島区立生活産業プラザ）
早川万年「延喜式の本文校訂について」　９月25日（日）名古屋古代史研究会（於名古屋大学文学部棟）
三舟隆之「写経所における給食の復元」　10月29日（土）正倉院文書研究会第35回定期研究会（於奈良女子大学
文学部棟）
山口えり「英語圏における『延喜式祝詞』研究」　12月４日（日）神道宗教学会第70回学術大会（国学院大学渋
谷校舎）
荒井秀規「古代神事（祭祀）におけるツキとサラ」　３月12日（日）　新潟市立博物館（館長講座第２回）講演
（於同館）

その他
小倉慈司，特集展示『延喜式』ってなに！？，国立歴史民俗博物館友の会ニュース，186，2016年８月５日，1～
2
小倉慈司，『延喜式』ってなに！？―古代の百科全書『延喜式』の多分野協働研究，歴博，200，，2017年１月，
26～27，
清武雄二，異分野融合で読み解く歴史的典籍の魅力─「総合書物学」の構築，きざし（人間文化研究機構基幹研
究プロジェクトニューズレター），１，2017年３月，８
東京医療保健大学学生の卒業研究に協力
集英社『訳注日本史料』編集事業に協力
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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・主査上級（学芸員）
　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（国際日本学研究所・所長）
　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・医史学研究部長
　酒井　清治　駒澤大学文学部・教授
　中村　光一　上武大学ビジネス情報学部・教授
　西川　明彦　宮内庁正倉院事務所・保存課長
　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
　三舟　隆之　東京医療保健大学・准教授
　三輪　仁美　奈良文化財研究所・アソシエイトフェロー（９月より）
　余語　琢磨　早稲田大学人間科学学術院・准教授
　Ethan Segal　ミシガン州立大学歴史学部・准教授
　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・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
　山口　えり　本館研究部・外来研究員（日本学術振興会特別研究員（RPD））
○三上　喜孝　本館研究部・
◎小倉　慈司　本館研究部・
　天野　　誠　千葉県立中央博物館・主任上席研究員（2017年度より正式メンバー）
　小風　尚樹　東京大学大学院博士後期課程（研究協力者）（８月より）
　三輪　仁美　ＲＡ（６月まで）
　神戸　航介　ＲＡ（７月より）

（18）ネットワーク型基幹研究プロジェクト日本関連在外資料調査研究・活用
　　「ヨーロッパにおける19世紀日本関連在外資料調査研究・活用
　　 ─日本文化発信にむけた国際連携のモデル構築─」
　　 2016～2021年度
　　（プロジェクト代表者　日高　薫）

１．目　的

　本研究は，ヨーロッパ各地に現存する19世紀日本関連資料の調査をおこない，それらをデータベース公開，展示，
シンポジウム，セミナー，教育プログラム，大学における教育など，多彩な方法により効果的に活用することによっ
て，日本研究や日本文化理解を促進することを目的とする。３つの異なる地域における異なるレベルの事業を，現
地の博物館・大学などとの学術協力協定のもと，協同で展開することにより，日本・現地双方へ成果の還元を図る
とともに，日本文化発信の国際連携モデルの構築を目指すものである。
　（１）ウィーンを中心としたシーボルト（子）関係資料の調査研究では，シーボルトの子どもたちの収集「もの
資料」および文献資料の総合的調査に基づく《資源基盤型》の日本文化発信をおこなう。（２）イギリスにおける
日本展示活性化事業は，日本資料の展示・活用方法を，現地の学芸員や教育普及担当者と共に検討し，モデルとな
る展示（常設および企画）を各地で実現させていく《対話型》の発信スタイルをとる。（３）スイスにおける大学
教育連携事業は，現地大学および美術館・博物館と協力関係を保ちながら，資料調査と展示協力の過程において，
学生および学芸員の教育やスキルアップを図るもので，現地において次世代の日本紹介を担うことのできる研究者
の養成を手助けする《人材育成型》の事業を計画している。
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２．今年度の研究計画

【総括チーム】
（１）国内の研究機関との連携

①　 東京大学史料編纂所，西南学院大学博物館，公立はこだて未来大学，長崎純心大学との協定または覚書締
結のための準備を進める。また，協定締結済みの東京都江戸東京博物館との協定の有効期間を延長する。

②　 海外の研究機関との連携
　ウィーン世界博物館（オーストリア），ダラム大学東洋博物館，（イギリス），チューリッヒ大学東アジ
ア美術史学部，ジュネーヴ市立版画キャビネット（スイス），ピーボディ・エセックス博物館（アメリカ）
との学術交流協定または覚書を締結し，オーストリア応用美術博物館（オーストリア），シーボルトハウ
ス（オランダ）との締結のための準備を進める。

③　 すでに協定もしくは覚書を締結済みのブランデンシュタイン＝ツェッペリン家，ミュンヘン国立五大陸博
物館，ボーフム・ルール大学（以上ドイツ），国立ライデン民族学博物館（オランダ），との協定の有効期
間を延長する。

④　シーボルトコレクション国際会議の共催に関わる研究打ち合わせをおこなう。
（２）シンポジウム・予稿集

①　 国立歴史民俗博物館で国際シンポジウム「シーボルト・コレクションからみえるもの（仮題）」（７月）を
開催し，予稿集を刊行する。

②　長崎で第10回シーボルトコレクション国際会議（10月19日～21日）を共催する。
（３）展示等
　国立歴史民俗博物館において企画展示「よみがえれ！ シーボルトの日本博物館」（2016年７月12日～９月４日）
を開催し，このほか国内２会場（東京都江戸東京博物館・長崎歴史文化博物館）を巡回する。

【A　ウィーン・チーム】
（１）現地調査

①　 ウィーン世界博物館（以下ウィーン世界博）が所蔵するハインリッヒ・フォン・シーボルト収集の「もの
資料」の総合調査および写真撮影（保存状態により調査が不能な資料を除く）に着手する。本調査は，分
野ごとの悉皆調査を基本とするが，日本オーストリア修好150年の記念年（平成31年〈2019〉）に開催を計
画している国際企画展示へ向けてのスケジュールにあわせ，予算に応じた調査計画を立て直す必要がある。

②　資料の保存修復に関する研究打ち合わせを，ウィーン世界博保存担当者とともに進める。
③　 シーボルトの末裔であるブランデンシュタイン＝ツェッペリン家（以下ブランデンシュタイン家）所蔵の

シーボルト父子関連文献資料の調査・撮影をすすめる。
（２）データベース
　れきはくデータベースで公開中の「シーボルト父子関係資料データベース」のうち，ブランデンシュタイン家所
蔵のシーボルト父子関連文献資料のデータを更新する。

【B　イギリス・チーム】
（１）現地調査

①　ウェールズ国立博物館で開催予定の日本特別展の準備を兼ねた研究打ち合わせを同館と共同でおこなう。
②　ダラム大学東洋博物館においては，当館所蔵の日本コレクションを活用した日本文化理解を促進する教育
プログラムを，美術・教育学・言語学等を学ぶ学生や研究員と共同開発する。

（２）教育プログラム等
　イングランド北部のダラム大学東洋博物館において，美術・教育学・言語学等を学ぶ学生や研究員と共同で，当
館所蔵の日本コレクションを活用した日本文化理解を促進する教育プログラムの開発をすすめる。ダラム大学にサ
テライトオフィスを設置する。
（３）展示等
　ウェールズ国立博物館で開催予定の日本特別展の準備を同館と共同ですすめる。

【C　スイス・チーム】
（１）現地調査

①　 ジュネーヴ市立版画キャビネット所蔵の俳諧・狂歌摺物の調書作成を，同館による撮影画像によって進行
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する。
②　 ジュネーヴ市立アリアナ美術館所蔵の日本陶磁の調査は，外部予算の調整により，可能な限りおこなう。

スイスの事業については，海外渡航の費用を確保できないため，予備調査による成果や，相手機関による
撮影画像等を用いた作業などを先行してすすめるとともに，外部資金の獲得・調整に努力するが，本格的
な調査は次年度におこなう。

（３）教育プログラム等
　チューリッヒにおける講義形式の教育プログラムについては，渡航費用が確保できないため，次年度以降の実施
に向けて研究打ち合わせをおこなう。
（４）展示等
　チューリッヒ大学東洋日本美術史学科との協力のもと，ジュネーヴ市立版画キャビネットにおいて開催予定の摺
物展の準備をすすめる。ジュネーヴ市立アリアナ美術館における日本陶磁の展覧会について検討する。

３．今年度の研究経過

【総括チーム】
（１）学術交流協定締結

①　海外の学術交流協定（覚書）締結先（2017年３月までに締結した）
　ルツェルン応用科学芸術大学（スイス），ウィーン世界博物館（オーストリア），ウェールズ国立博物館，
ダラム大学，英国ナショナルトラスト・スコットランド，スコットランド国立博物館，グラスゴー博物館
機構（以上イギリス）

②　国内の学術交流協定（覚書）締結先
　東京大学史料編纂所と協定を締結したほか，協定締結済みの東京都江戸東京博物館と締結期間を延長し
た。西南学院大学博物館，公立はこだて未来大学，長崎純心大学との協定または覚書締結のための準備を
した。

③　 すでに人間文化研究機構本部において覚書を締結していたミュンヘン国立五大陸博物館（ドイツ）と，歴
博において覚書を再締結した。

（２）その他
プロジェクトの活動紹介をおこなう日英バイリンガルのHPを公開した（http://e-zaigai.jp/）。

【A　ウィーン・チーム】
（１）現地調査

①　 ブランデンシュタイン＝ツェッペリン家において，シーボルト父子関係資料（文献およびもの資料）の調
査・撮影をおこなった。（2016年８月22日～26日）

②　 ウィーン世界博が所蔵するハインリッヒ・コレクションの調査・撮影をおこなった（2017年２月６日～17
日）。今回は特にアイヌ関係資料，考古資料，漆器，陶磁器，絵画を対象とする。

③　 ミュンヘン国立五大陸博が所蔵するハインリッヒ・フォン・シーボルトとアレクサンダー・シーボルト（シー
ボルト子）のコレクション調査をおこなった（2017年３月１日～７日）。今回は特に考古資料および工芸
品を対象とした。参加者：工藤雄一郎，櫻庭美咲，勝田 徹（歴博）

④　 ヴュルツブルク，シーボルト協会において，アレクサンダーおよびハインリッヒ・シーボルト収集の日本
コレクションに関する情報収集をおこない，散在するシーボルト（子）関係資料の調査計画をたてた。イ
エナ大学東洋貨幣陳列室所蔵のハインリッヒ収集貨幣コレクションの調査・撮影をおこなった。（2016年
８月19日～23日）

⑤　 日本赤十字社が所蔵するアレクサンダー・シーボルトおよびハインリッヒ・シーボルト（シーボルト子）
関係史料の概要調査をおこなった（2017年１月27日）。

【B　イギリス・チーム】
（１）現地調査

①　 ウェールズ国立博物館で2018年に開催予定の日本文化特別展に関する国内資料調査をおこなった。（2016
年９月３日～９日）

②　 ダラム大学東洋博物館の常設日本展示リニューアルにかかる資料調査をおこなった。（2017年３月９日～
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14日）
（２）展示
　ウェールズ国立博物館における日本文化に関する特別展（2018年６月開催予定，文化庁とともに共催予定）の準
備を進めている。

11月： ウェールズ国立博物館における会議に出席し，展示内容を検討した。また，駐英日本大使館およびダイワ
日英財団で，上記事業を推進するための打合せをおこなった。（2016年11月14日～21日）

12月： 展示資料のリスト化など展示に関わる協議に加えて，会期中に実施する教育プログラムの開発，エデュケー
ターとの協議，カーディフ大学日本学講座の学生との連携プログラム，ボランティア確保などをウェール
ズ国立博物館のスタッフとともに進めた。

　　　参加者：三木美裕（歴博），アンドリュー・レントン（ウェールズ国立博物館学芸員）
３月： 歴博の役割分担に関する打ち合わせ等，引き続き展示準備を進めた。

参加者：三木美裕，大久保純一（以上歴博），原田 泰（公立はこだて未来大学），アンドリュー・レント
ン（ウェールズ国立博物館学芸員）

（３）教育プログラム
　ダラム大学東洋博物館における常設展示室の日本コレクション展示リニューアルと，それを活用した教育プログ
ラムの開発に取り組んでいる（2016年11月～2017年３月）。

11月： 常設展示室リニューアルへの協力と教育プログラム開発に着手。2017年４月に完成予定のリニューアル展
示の公開後，展示室内で地域の学校との連携により子供と親を対象に日本文化を伝えるための教育プログ
ラムを開発する，情報の伝達役として，同大学に毎年長期滞在している帝京大学の大学生に協力を求めて
いくなど，活動方針について協議した。（2016年11月14日～21日）

12月： 常設展示を使った教育プログラム（教育部による周辺の学校の生徒向け，日系学生をボランティア・スタッ
フに取り入れたプログラム等）の試行を開始した。（2016年12月12日～19日）参加者：三木美裕（歴博），
レイチェル・バークレイ（ダラム大学東洋博物館学芸員），クレイグ・バークレイ（同館長）

３月：ⅰ． ダラム大学において国際シンポジウム Introducing the National Museum of Japanese History: 
opportunities for research and collaborationを実施（2017年３月15日）。

ⅱ． デジタル・ツールを用いた教育プログラム開発のための打合せをし，大学の日本学講座や周辺の博物
館の日本コレクション担当者とも交流をはかった。参加者：三木美裕，大久保純一（以上歴博），原
田 泰（公立はこだて未来大学）

ⅲ． 博物館に就職する予定のダラム大学博物館学講座の大学院修士課程学生を対象に，日本の博物館に関
わる展示論の90分の講義をおこなった（2017年３月14日）。

【C　スイス・チーム】
（１）現地調査

①　 アリアナ美術館が所蔵する日本陶磁の調査および学生指導をチューリッヒ大学と連携でおこなった。（2016
年８月３日～８月６日）

②　 スイスDKSH社チューリヒ本社DKアーカイブ，スイス中央図書館（貴重資料閲覧室）において，シーベル・
ブレンワルト社絹織物関連資料の調査をルツェルン応用科学芸術大学と共同でおこなった。（2016年８月
29日～８月31日）

③　ジュネーヴ版画博物館所蔵の資料に関して，スイスの研究者とともに画像による調査研究を行った。
④　 ロートリンゲン工科大学（ドイツ）が所蔵するエルヴィン・フォン・ベルツ収集の染織コレクション調査

をおこなった。（2017年２月12日～19日）
（２）教育プログラム
　チューリッヒ大学との連携による人材育成プロジェクト（アリアナ美術館所蔵日本陶磁調査）を実施。2016年８
月，大橋康二（佐賀県立陶磁文化館），ハンス・ビヤーネ・トムセン（チューリッヒ大学美術史研究所東アジア美
術学科教授），櫻庭美咲（歴博），およびチューリッヒ大学美術史研究所東アジア美術学科学生４名が参加し，日本
陶磁約400点の共同調査を通じ，工芸品調査の実習をした。調査は上記専門家２名がトムセン氏ならびに上記の学
生４名と共同で実施した。学生たちは調査の助手をつとめ，諸作業を分担することを通じ，調査の訓練をした。ま
たこれら調査と並行して，大橋氏が実作品を掲示しながら陶磁の特徴について解説し，訓練と講義を兼ねた総合的
な指導をおこなった。



66

４．今年度の研究成果

【総括チーム】
（１）学会・シンポジウム・予稿集

①　 シーボルト展開催期間中に関連行事として，国際シンポジウム「シーボルト・コレクションから考える」を
開催し，予稿集を刊行した（2016年７月30日・於歴博講堂・参加者166人）。第２期在外プロジェクトのメン
バーおよび研究協力者として調査研究に関わった展示プロジェクト委員５名による講演がおこなわれ，各専
門分野の立場からみたシーボルトコレクションについて，最新の研究成果が報告された。

〈講演表題・報告者〉
　　 「エドム＝フランソワ・ジョマールとの書簡交換からみた民族学及び民族学博物館に関するシーボルトの 

 見解」ブルーノ・リヒツフェルト（ミュンヘン国立五大陸博物館）
　　「シーボルト・コレクション中の長崎関係資料について」原田博二（長崎純心大学）
　　 「シーボルト事件と伊能日本図─ヨーロッパに残るシーボルト関係地図資料から考える─」青山宏夫（歴 

 博）
　　「シーボルト・コレクションの彫刻」佐々木守俊（岡山大学）
　　「陶磁器から考えるミュンヘンのシーボルト・コレクション」櫻庭美咲（歴博）

②　 公益社団法人ＯＡＧ・ドイツ東洋文化研究協会が主催した国際学会没後150年記念「シーボルトの知的遺産
と日独協力の新しい道」（2016年10月10日～12日・於ＯＡＧハウス・ドイツ文化会館）において，日高，宮
崎が以下の報告をおこなった（招待発表）。
  「在ヨーロッパ・シーボルト資料研究最前線」日高 薫（歴博）
  「シーボルトと出会った大名達」宮崎克則（西南大学）

③　 プロジェクトによる調査研究により，シーボルト事件に関する重要な発見があったため，第59回歴史地理学
会大会（2016年６月５日，於城西大学）において，青山が以下の学会発表をおこない，発表要旨が『歴史地
理学』58-4に掲載された。
「高橋景保からシーボルトに渡った伊能日本図の確定」 青山宏夫（歴博）
　また，新発見の地図に関する内容は企画展示「よみがえれ！ シーボルトの日本博物館」に展示し，歴史
地理学会の第243回例会として企画展示の見学会が開催された（2016年８月27日，於歴博，解説：青山宏夫，
澤田和人，見学会記録が『歴史地理学』に掲載された）。

④　 同内容は，一般向けの講演会（専修大学文学部創立50周年記念講演会，2016年８月６日，於専修大学，青山
宏夫「地図史における伊能図─行基図からシーボルトまで─」 ）においても発表した。この学術上の新発見
については，新聞各紙に報道され反響を呼んだ。

⑤　 「第10回国際シーボルトコレクション会議2016 in Nagasaki」を長崎でオランダ，ライデンのシーボルトハ
ウスとともに共同主催し，５名が報告をおこなった。会議は一般にも公開され，人文科学と自然科学の分野
におけるシーボルトに関する最新の研究報告と議論が活発におこなわれた。（2016年10月20日～22日，於長
崎歴史文化博物館・長崎ブリックホール国際会議場，参加者３日間でのべ450人）。

主催：日本博物館シーボルトハウス（オランダ），歴博，共催：長崎市，長崎歴史文化博物館，協賛：日
本万国博覧会記念基金，東芝国際交流財団，ライデン大学エイリオン財団，後援：長崎自動車株式会社，
長崎日蘭協会，シーボルト宅跡保存基金管理委員会，オランダ大使館

ドイツ・オランダ・日本の研究者によって組織されているこの学会を通じて，研究者間の連携が強化され，
とくに歴博が公開中のデータベースについては関心が集まり，より自由なデータ公開の必要性を訴える意見
が寄せられた結果，所蔵者側の理解が得られ，画像の一般公開に向けて大きな前進があった。同会議に　関
する報告が，ＯＡＧ会報（2016年12月号・ネット配信）に掲載された（http://www.oag.jp/images/
reports/Notizen1612_Franz.pdf）ほか，新聞にも連日報道された。『鳴滝紀要　第27号』にも同会議に関す
る報告が掲載された。
〈プログラム（講演表題・報告者）〉

●第一日目（10月20日，長崎歴史文化博物館１Fホール）
第一セッション『シーボルトコレクション』 座長：大場秀章（東京大学総合研究博物館）＆マルティエン・
ファン=オーイエン（ナチュラリス国立自然史学博物館）
10:00-10:25　レギーネ・マティアス（ボーフム大学）「ボーフム大学所蔵シーボルディアナ・コレクショ
ンの授業活用」
10:45-11:10　ハルメン・ボイケルス（ライデン大学）「ライデン大学図書館のシーボルトコレクション」
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11:30-11:55　ダン・コック（ライデン国立民族学博物館）「絵画・版画コレクションに見るシーボルトの
個人的，そして研究的興味領域」
第二セッション『シーボルトの遺産』 座長：佐々木猛智（東京大学総合研究博物館）＆ヴォルフガング・
クライン=ラングナー（シーボルト博物館）
13:30-13:55　ウド・バイライス（ビュルツブルク，シーボルト博物館）「シーボルトの最期」
14:15-14:40　アンドレアス・メッテンライター（ビュルツブルク，シーボルト博物館） 「ビュルツブルク
のシーボルト胸像」
15:25-15:50　姫野順一（長崎大学）「鳴滝塾で撮影されたシーボルト父子の写真再考：長崎の写真史の中で」
16:10-16:35　原田 泰・三野宮定里（はこだて未来大学）＆ヴォルフガング・クライン＝ラングナー（シー
ボルト博物館）「シーボルト関連データベース」
●第二日目（10月21日，長崎ブリックホール会議場）
第一セッション『シーボルト：出版に向けて』 座長：ハルメン・ボイケルス（ライデン大学）＆三河内彰
子（東京大学総合研究博物館）
10:00-10:25　野口憲治＆波多野純（日本工業大学）「シーボルトの町家模型は長崎の町家をモデルにつく
られた」
10:45-11:10　田賀井篤平（東京大学総合研究博物館）「ビュルガーとベイマによる山の高さの決定について」
11:30-11:55　ウラン・レメリンク（ライデン大学）「シーボルトコレクションの植物図を通して見るシー
ボルトと江戸時代の日蘭関係」
第二セッション『シーボルトの書簡を中心に』 座長：レギーネ・マティアス（ボーフム大学）＆松井洋子
（東京大学史料編纂所）
13:30-13:55　ルドルフ・エッフェルト（ライデン大学）「シーボルトとアレキサンダー・フォン=フンボ
ルト」
14:15-14:40　マルティエン・ファン=オーイエン（ナチュラリス国立自然史学博物館） 「シーボルトとテッ
ミンク，シュレーゲル」
15:25-15:50　ジム・ベルナルド（日本博物館シーボルトハウス）「貿易と外交関係における日本開国の新
見識：ブランデンシュタイン家所蔵文書の書簡に基づいて」
16:10-16:35　イサベル・田中=ファン=ダーレン（東京大学史料編纂所）「オランダ通詞北村元助とそのシー
ボルト動植物研究への貢献」
●第三日目（10月22日，長崎ブリックホール国際会議場）
午前セッション 座長：コンスタンティン・フォン=ブランデンシュタイン=ツェッペリン（ブランデンシュ
タイン城）＆宮坂正英（長崎純心大学）
10:00-10:05　 長崎市長挨拶
10:05-10:35　久留島浩（歴博館長）「国際シーボルトコレクション会議の意義とシーボルトコレクション
の魅力」・ クリス・スヒールメイヤー（日本博物館シーボルトハウス，会議主催者）「シーボルトハウス：
過去・現在・将来 」
10:35-11:05　大場秀章（東京大学総合研究博物館），秋山 忍（国立科学博物館），ヘラルト・タイセ（ナチュ
ラリス国立自然史学博物館），ハーヨー・エッサー（ミュンヘン，バイエルン州植物標本館） 「シーボルト
とツッカリーニにより日本から発表された新属」
11:10-11:40　ヘラルト・タイセ（ナチュラリス国立自然史学博物館）「シーボルト植物栽培会社の繁栄と
衰退」
11:45-12:15　スヱン・オースタカンプ（ボーフム大学）「吉雄権之助の蘭日比較文法を求めて」
午後のセッション　座長：午前のセッションに同じ
13:30-13:50　小林淳一（江戸東京博物館） 「シーボルトの日本博物館構想とコレクションの活用─『人物
画帳』を中心として─」
13:55-14:25　原田博二（長崎純心大学）「慶賀の絵から確認された，日本で唯一の道観・崇玄観」
14:30-15:00　大久保純一（歴博）「シーボルトの花鳥画と風景画収集の観点」
14:30-15:00　マティ・フォラー（ライデン国立民族学博物館）「シーボルトと北斎：ブランデンシュタイ
ン城文書から特定する新出北斎６点」
15:40-16:10　日高 薫（歴博）「シーボルトの日本博物館を復元する─国立歴史民俗博物館による巡回展示
の意図するもの」
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⑥　 シーボルト展の長崎巡回に関連したミニシンポジウム（研究報告会「ドイツに残るシーボルトコレクション
の魅力」）を開催し，予稿集を刊行した（2017年２月25日・於長崎歴史文化博物館・同館と共催。参加人数
167人）。
プログラム（講演表題・報告者）
14：10～14：40　青山宏夫（歴博）「シーボルトが手に入れた伊能日本図とは何か」
14：40～15：10　宮坂正英（長崎純心大学）「シーボルト研究におけるブランデンシュタイン家文書の役割
と意義」
15：20～16：10　日高 薫（歴博）「シーボルトの収集資料と≪日本博物館≫」
16：10～16：40　原田博二（長崎純心大学）「シーボルトが収集した鉄心画像ほか」

（２）学術論文・刊行物等
①　 国際企画展示図録『よみがえれ！ シーボルトの日本博物館』（青幻舎）を刊行した。書店での購入が可能な

一般書籍として出版し，広く研究成果を利用できる形態とした。また，章解説，論考等は日英語バイリンガ
ルとして海外の読者にも内容が伝わるようにした。

②　 松井洋子（東京大学史料編纂所）による「自著紹介　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」が『洋学史通信　第27号』（発行洋学史学会）に掲載された（2016年12月）。

③　 『国立国会図書館月報　672号』（発行国際情報社）第２期在外プロジェクト（人間文化研究機構）により歴
博が刊行した報告書『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』の紹介記事が掲載された（2017年４月１日刊行［平成29年度］）。

④　 沓澤宣賢（東洋大学）による展示紹介「よみがえれ！シーボルトの博物館」展によせて」が『文明』21（発
行東海大学文明研究所）に掲載された（2017年３月）。

⑤　 櫻庭美咲（歴博）による報告「デジタル技術を活用した近代日本展示の復元─よみがえれ！シーボルトの日
本博物館」が基幹研究プロジェクトのニューズレター『きざし　Vol.１』（発行人間文化研究機構）に掲載
された（2017年３月）。

（２）展示
①　 国際企画展示「よみがえれ！ シーボルトの日本博物館」を歴博で開催し，30,000人を超える入場者があった

（2016年７月12日～９月４日）。
主催：人間文化研究機構，歴博，朝日新聞社。企画連携：東京都江戸東京博物館，長崎歴史文化博物館，
名古屋市博物館，国立民族学博物館。特別協力：ミュンヘン国立五大陸博物館，ブランデンシュタイン＝
ツェッペリン家。協力：全日本空輸
展示プロジェクト：日高 薫（展示代表），安達文夫，青山宏夫，大久保純一，久留島浩，澤田和人，鈴木
卓治，福岡万里子，櫻庭美咲（以上歴博），小林淳一（東京都江戸東京博物館），佐々木史郎（国立民族学
博物館），佐々木守俊（岡山大学），原田一敏（東京藝術大学），原田博二（長崎純心大学），原田 泰（公
立はこだて未来大学），宮坂正英 （長崎純心大学），山田仁史（東北大学），マティ・フォラー（ライデン
国立民族学博物館），ブルーノ・リヒツフェルト（ミュンヘン国立五大陸博物館），ウド・バイライス（ド
イツ・シーボルト協会）

　関連事業として，国際シンポジウム「シーボルト・コレクションから考える」，歴博講演会（７月９日：
第390回宮坂正英「書簡が語るシーボルト像」，８月13日：第391回「シーボルト・コレクションにおける漆
工芸」）を開催したほか，歴博の展示プロジェクト委員によるギャラリートークを８回開催した。

②　 同展示を「よみがえれ！ シーボルトの日本博物館」として江戸東京博物館で開催した（2016年９月13日～
11月６日）。
　関連事業としての「えどはくカルチャー」に講師として協力した（10月５日：大久保純一「シーボルト・
コレクションにおける絵画作品」（参加者115人），10月12日：青山宏夫「シーボルトのコレクションと地図」
（参加者121人），10月13日：日高 薫「シーボルト・コレクションにおける漆工芸」（参加者92人），10月28日：
宮坂正英「書簡が語るシーボルト像」（参加者89人），11月２日：小林淳一「シーボルトの日本博物館構想と
川原慶賀筆『人物画帳』」（参加者113人）。

③　長崎歴史文化博物館にも巡回（共同主催）した（2017年２月18日～４月２日）。
④　 企画展示の支援ツールとして，展示導入床投影映像，アムステルダムにおける展示のプロジェクションマッ

ピングによる再現，ミュンヘン国立五大陸博物館所蔵シーボルトコレクション約6,000点のデジタル・アー
カイブ，川原慶賀筆『人物画帳』超拡大システムを自主制作し，展示映像を発注制作することにより，研究
成果の効果的な可視化に配慮した。
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　このうち前三者は，公立はこだて未来大学との連携による制作である。デジタル・アーカイブの作成は学
生の卒業制作としてプロジェクトメンバーからの聞き取りや助言をもとに進められた。さらに，その成果を，
江戸東京博における連携研究会および国際シーボルトコレクション会議で発表し，高い評価を得た。

⑤　 上記の国際企画展示「よみがえれ！ シーボルトの日本博物館」の開催および国際シンポジウムを通じた研
究プロジェクトの可視化・発信の強化に対する取組について，機構長裁量経費29,380,000円を獲得すること
ができたため，展示および上掲の国際シンポジウム「シーボルト・コレクションから考える」，および歴博
講演会を円滑に開催することができた。
　展示においては，従来ほとんど注目されていなかったミュンヘン国立五大陸博物館所蔵のシーボルト・コ
レクションの全貌を，実物展示とデジタル・アーカイブを用いて始めて紹介し，シーボルト自身が帰国後に
ヨーロッパで開催した日本展示の復元を試みた。
　上記展示により，シーボルト研究に新しい視点を与えるとともに，広くその研究成果を発信することがで
きた。これらの活動は学界において高く評価され，新聞等で多数とりあげられた。加えて，雑誌『らく楽　
34号』に「特集シーボルト長崎に魅せられた男」と題する特集号が組まれ国際企画展示「よみがえれ！ シー
ボルトの日本博物館」やシーボルト研究（機構による第２期在外プロジェクトでおこなった）が紹介された。

（３）国内研究会
　人間文化研究機構在外資料調査研究・活用連携事業としての研究会「デジタル技術を用いた支援ツールの活用に
よる研究成果の可視化」の企画立案，会場手配，見学実施等に協力し，３名が報告をおこなった（2016年10月17日・
於江戸東京博物館・参加者15名）。
　講演表題・報告者
　「総括班責任者　趣旨および経緯説明」稲賀繁美（国際日本文化研究センター・機構総括班）
　「デジタル技術を用いた支援ツールの活用による研究成果の可視化」日高 薫（歴博）
　「シーボルト・コレクションのデジタル・アーカイブの活用」原田 泰（公立はこだて未来大学）
　「博物館研究・展示とデジタル技術」鈴木卓治（歴博）

【A　ウィーン・チーム】
　ウィーン世界博物館におけるハインリッヒ・フォン・シーボルトによる収集資料の調査は，今年度中に２回を予
定していたが，先方の都合により，２週間１回のみとなった。この件については，2016年11月に覚書の締結に関す
る打ち合わせを兼ねて先方と再度丁寧な対話の機会を設け，今後の調査が円滑に進むよう努力している。
　また，ウィーンの調査の遅延を補うため，かわりにドイツ国内（ミュンヘン国立五大陸博物館等）のアレクサン
ダー・フォン・シーボルトおよびハインリッヒ・フォン・シーボルトによる収集資料の調査を進め，ウィーンのコ
レクションについても，画像による研究を進行した。
　なお，これら調査研究の成果は，ウィーン・チーム単独ではなく，総括チームとりまとめのシンポジウム・研究
会・刊行物・展示等に含める形で公開した。

【B　イギリス・チーム】
〇シンポジウム・予稿集
　ダラム大学・歴博による共同研究等を紹介するシンポジウム“Introducing the National Museum of Japanese 
History: opportunities for research and collaboration”を開催した（2017年３月15日・於ダラム大学）。

プログラム（講演表題・報告者）
久留島浩（歴博館長）”An Introduction to the National Museum of Japanese History”
大久保純一（歴博） “Dressed to Impress: Japanese men’s fashion in Ukiyo-e prints”
原田 泰（公立はこだて未来大学） “Japanese Museum Exhibition Design”

【C　スイス・チーム】
〇国内研究会
　スイスのチューリッヒ大学，ルツェルン応用科学芸術大学との連携研究に向け，「チューリッヒ大学，ルッツェ
ルン応用科学芸術大学との連携研究に関わる研究会」を行った（2016年10月11日・於歴博）。

参加者：ハンス・ビャーネ・トムセン（チューリッヒ大学教授），アレクシス・シュヴァルツェンバッハ（ルツェ
ルン応用科学芸術大学教授），日高 薫，大久保純一，澤田和人，福岡万里子，櫻庭美咲（以上歴博）
報告：シュヴァルツェンバッハ「1800年以降の絹の歴史─チューリヒの絹産業史の多国籍性（Silk History since 
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1800 ─A transnational history of the Zurich silk industry）」

５．研究組織

　大場　秀章　東京大学・名誉教授
　小林　淳一　東京都江戸東京博物館・副館長
　齋藤　玲子　国立民族学博物館・助教
　佐々木史郎　国立のアイヌ文化博物館（仮称）設立準備室・主幹
　笹原　亮二　国立民族学博物館・教授
　原田　　泰　公立はこだて未来大学・教授
　保谷　　徹　東京大学史料編纂所・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・教授
　宮崎　克則　西南学院大学・教授
　山田　仁史　東北大学・准教授
　ベッティーナ・ツォルン ウィーン世界博物館・学芸員
　ヨハネス・ヴィーニンガー ウィーン応用芸術博物館・学芸員
　レイチェル・バークレイ ダラム大学東洋博物館・学芸員
　ジェニファー・メルベル スコットランド・ナショナルトラスト財団・学芸部長
　アンドリュー・レントン ウェールズ国立博物館・学芸員
　ハンス・トムセン チューリッヒ大学・東洋美術史学科・教授
　アレクシス・シュヴァルツェンバッハ ルツェルン応用科学芸術大学
　クリスチャン・リュメリン ジュネーヴ市立版画キャビネット・学芸員
　ウド・バイライス シーボルト協会・会長

○大久保純一　本館研究部・教授
　工藤雄一郎　本館研究部・准教授
　櫻庭　美咲　本館研究部・機関研究員
　澤田　和人　本館研究部・准教授
　齋藤　　努　本館研究部・教授
　島津　美子　本館研究部・助教
　鈴木　卓治　本館研究部・准教授
◎日高　　薫　本館研究部・教授
　福岡万里子　本館研究部・准教授
　松田　睦彦　本館研究部・准教授
　三木　美裕　本館研究部・客員教授
　横山百合子　本館研究部・教授

　　 「北米における日本関連在外資料調査研究・活用─言語生活史研究に基
づいた近現代の在外資料論の構築─」

　　2016～2021年度
　　（歴博ブランチ代表者　原山浩介）

１．目　的

　本研究では，主として北米に移住した日本人に注目し，言語史・社会史・生活史を基点としながら，新たな資料
論の創出を含む資料調査，並びに研究を行う。
　北米日系社会の移民資料を整備し活用する必要性は，現地の関連機関においても認識されている。しかしその整
備の中心は，マスターナラティブとの関わりにおいて有用とされるものが多く，しかも画像資料や英語資料に傾斜
しがちである。
　この状況に対し，本研究では，①日系人に関わる音声・映像資料について，データ救出と資料の評価を行う。こ
れら資料は，劣化や廃棄リスクが高まっており，ことに使用言語が日本語の場合は現地での評価が困難であるため，



71

Ⅰ−１　共同研究

対応の緊急性が高い。これに対し，データ救出・媒体変換と内容分析を，音響学，図書館学の研究者とも連携しな
がら行う。
　さらに，②日系社会の歴史のうち，これまでの十分に光が当たってこなかった領域の析出と，これに関わる資料
調査・集積を行う。これは，①のインタビューやオーラルヒストリーの内容分析と連動しており，そこでの応答と
マスターナラティブの間の緊張関係を踏まえながら，資料調査として補われるべき領域を析出するとともに，移民
をめぐる新たな資料論へとつなげる。
　なお，データベースを構築し，研究者コミュニティ，現地の日系社会等に提供する。同時に国際シンポジウムや
講座，国立歴史民俗博物館等における展示を実施する。これらの活動を通して，日本研究および日本文化理解の促
進を図る。

２．今年度の研究計画

　研究組織作りのための研究会の開催
　移民資料調査，音声・映像資料の整備の開始
　データベース，書き起こし資料作成方針の検討

３．今年度の研究経過

　本チームでは，基盤機関である国立国語研究所のチームと協力しながら，次にあげる調査研究活動を行なった。
（１）資料調査
　ミシガン大学において，国立国語研究所チームの日本語資料調査と平行して，主として戦時強制収容に関わる文
書資料の調査を行った。この調査は，将来の同大学との協定締結，ならびにワークショップの実施を視野に入れた
準備作業を兼ねており，同大学との協定締結を念頭に置いた関係構築も同時に進めた。
　また，Hawaii Times Photo Archives Foundationとの間で，邦字新聞『日布時事』の写真コレクションをめぐる
研究の推進と日本語データベースに関して協議を行い，現地での資料調査を実施するとともに，対象となる１万点
を超える写真データの借用を行った。
（２）「移民資料コンソーシアム」（仮）の構築に向けた準備会合
　日本国内で移民資料を扱う機関相互の連携と，移民資料の運用をめぐる課題の析出，ならびに将来の運用方針の
模索を検討するためのコンソーシアムを構築することを検討し，準備会合を国立歴史民俗博物館において実施した。
当座は，国立国会図書館，ならびに海外移住資料館との間で，検討を続けることとなった。
（３）大学との連携の模索
　国内の大学との連携を模索し，教育・研究の両面にわたる協力関係を構築するべく，検討を進めた。これまでの
ところ，龍谷大学農学部との間で，ハワイでの合同調査を実施しつつ，可能性を模索している。この連携について
は，それぞれの機関の諸事情を勘案しながら，どのような形で成立させることができるかを今後とも模索していく。

４．今年度の研究成果

　今年度，調査としての進捗があったのは，（１）のHawaii Times Photo Archives Foundation所蔵の邦字新聞『日
布時事』の写真コレクションであった。現地調査の後で，先方から借用したデジタルデータと照合したところ，日
本語で付されたメモなど，全ての情報がデジタル化されているわけではないことが判明した。また，同写真データ
の一部は，アメリカ合衆国の日本人移民・日系人のデータベース「DENSHO」に掲載されているが，そこで付さ
れている写真データに付された情報が必ずしも十分ではなく，とりわけ日本史や東アジア史に関わる事項について
はほとんど内容が把握されないままキャプションが付されていることが判明した。
　この写真データの容量は膨大であり，今年度は，今後の資料の操作のためにTIFFをJPEG化しつつ，写真の点数
の確認や，簡易リストの作成に費やしたが，その完了までには至らなかった。次年度の早い段階で，この基本作業
を終了させた上で，それぞれの写真に対する具体的なデータ付与，ならびにデータの翻訳を行っていくとともに，
先方との協力関係を維持しながら，現地での現物資料との照合作業を続けていくことになる。

５．研究組織（◎は研究代表者，○は研究副代表者）
　樋浦　郷子　本館研究部・准教授
○松田　睦彦　本館研究部・准教授
◎原山　浩介　本館研究部・准教授
　（国立国語研究所のブランチと連動）




